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はりきゅうの日市民公開講座：「健康寿命を延ばす生き方」 ・ はり灸無料体験会
講師

医学博士・新潟大学名誉教授

日時

8 月 7 日（日） 講座 １３：００〜１５：００

会場

新潟市東区役所内東区プラザ

講座来場者数 ５０名

（会員：１１名）

安保 徹 先生
体験会 15：15〜16：15

新潟市東区

・アンケート回答者：２３名

はり灸無料体験者数：１１名 （スタッフ：８名）
（ は り き ゅ う の 日 市 民 公 開 講 座 ） 安保徹先生の講演会に参加して
相模
私が鍼灸学生だった１０年以上前、有名な鍼灸

を読み HP を拝見して、先生の偉大さを再確認し

師の先生から「鍼灸師になるなら安保先生の本

た次第です。

を読みなさい」と勧められ、安保先生のことを知り
ました。沢山の本がありますが「免疫学問答

幸

白血球の自律神経支配、免疫力、解糖系とミト

心

コンドリア系のエネルギー産生の違いなど、大変

とからだをつなぐ原因療法のすすめ」「ガンは自

興味深く勉強になりました。

分で治せる」を読んで非常に影響を受けて、友人

病気は生き方の偏りを改める体の声、痛みは
体が正常に戻ろうとする治癒反応で、治療は自

や患者さんにもよく勧めたものでした。
東京で講演を聞くことができて、偉大な業績か

然治癒力を高め利用することが大切。鍼灸師とし

らまじめでお堅いお人との想像に反して、東北弁

てできることは多いなと改めて思いました。

で優しく朴訥としたお人柄が意外でした。

この場をお借りして貴重なお話をして下さった
安保先生、そしてこの機会を設けて下さった先生

今回の講演会でもユーモア交じり、スケールの
大きなお話を直接聞くことができて、また再び本

方、本当にありがとうございます。

講演会に参加して
庭野
安保先生の講演は、以前からずっと聞きたいと

千織

遠い昔の記憶をたぐりよせ、もう１度勉強しなけ
ればとおもいました。

思っていました。今回、念願がかないやっと参加
することができました。(企画をして下さった先生、

最後は「ポジティブに生きていく！」という締め

本当にありがとうございました‼)

くくりで終わりました。
明日からまた頑張れます。安保先生ありがとう

【健康寿命を延ばす生き方】
・メリハリのある、無理をしない生活

ございました。

・処方された薬は飲まない
・健康診断には行かない
等々、冗談を交えながらのお話でした。
そして、エネルギー生成をする為には、解糖系
とミトコンドリア系があるということ。
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安保徹先生の講話を聴いて
木村
今回、安保先生の講話を聴いて改めて感じた

晃

良く食べたりなど、あまり体には良さそうではない

事が 2 つあります。

のに、体調を崩したりという事が少ない気がしま

1 つ目は人間には自己免疫力があるという事

す。これは小さい頃のエネルギー生成の方法が

です。

解糖系優位であるからです。そのため学生の頃

最近では、食生活や生活習慣などがよく見直

など菓子パンが食べたくなったり、お菓子を食べ

されているがそれでも長く染み付いた習慣という

たくなったりします。逆に苦い物や癖のある食べ

ものは、なかなか直すことは難しいです。欲しいも

物を好まない傾向にあるのは、そういった食べ物

のがすぐ手に入れられ、いらないものは選ばなく

の成分をうまく消化できないからであると知りまし

ても良い、というとても都合の良い生活になって

た。そして、大人になるにつれてあまりご飯を食べ

います。そういったこともあり、人間の自己免疫力

なくなったり、苦い物が食べれるようになったり味

というものは弱まっていると言えます。更にそれら

の好みが変わってくるのはエネルギー生成がミト

に拍車を掛けるように、血圧が高くなればそれを

コンドリア系優位になるためです。こちらは少ない

下げる薬を摂り、炎症が起こればそれを抑える薬

量から沢山のエネルギーが生成できます。そのため

を摂り人間が自身で治す前に薬で抑えてしまう。

食べると量や味の好みなどが変わるのだと知りま

これが良い事なのか、悪い事なのかは各々で

した。
いつもと同じ生活をしているはずなのに体に不

考えるとして、このような事も自己免疫力に関係
しているのだと改めて感じました。

調がある場合、大人になっているのかな、とポジ

2 つ目は食べ物についてです。

ティブに考えるようにしていきたいと思います。

小さい頃は、甘い物が好きだったり、お菓子を

市民公開講座のご報告
普及部長
今年は 8 月 7 日に新潟市東区の東区プラザ
にて「はりきゅうマッサージの日

飯塚

光

会場設定にはやや難儀した思い出があります

市民公開講

が、開催時期が新潟まつりのと重なっていたこと

座」を開催することができました。例年よりも多く

もあり中央区の会場はそうそうに諦め、新潟市東

の参加者を動員できたことはうれしいことですし、

区にいい会場を見つけ、押さえることもでき、早々

希望の講師の先生にご都合つけていただけたこ

に開催要項、ポスターを作成し、共催、後援の各

とも幸運でした。

団体に依頼書をお送りしひと段落。
会員の皆さんの告知活動が功を奏しているこ

去年の反省点を今年は大いに生かすことがで
きたと私自身は感じていました。何よりも講師が

とはアンケートを見ているとよくわかりました。

決まらことにはスタートできない。今年に入ったこ

もう少しポスターの力も出るよう以後の改善を

ろにはさっそく希望の安保徹先生にオファーをか

検討します。

けてみまして、2 日後には了承のご返事をもらえ

実は少し不安を持っていた案件が、無料鍼灸

て出だしから好調でありました。

体験会の「保健所の届け出」でした。去年の保健
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所との窓口をしてくれていた方がずいぶんご苦

──────

はいないようでした。
質問時間も盛んに質問が上がり関心の高さを

労なされたようでしたから。
しかし、保健所の担当者も「どうも去年のはや

感じました。

りすぎた」という反省があったようで、今年は施術

安保先生にお茶をお出ししたら、「お茶はカ

者の名簿、会場設営の見取り図を提出すれば

フェインがあって興奮しちゃうから水か甘い飲み

OK という簡単な届け出。しかも当日担当者が見

物がいい。甘いのは腸の副交感神経を刺激して

に行くことはありませんと、放任宣言。

落ち着けるから。」とおっしゃっていました。その後
私もすっかり影響されて甘いジュースを飲むよう

当日もスタッフみなさんの機微のおかげで滞り
なく運営できていました。

になりました。次回は私に会うと少し太っているか

講座も大変盛り上がりました。さすが講義慣れ

もしれません。

している大学の先生。しかも各地の講演会に引っ

来年も高度な講座を設定できるよう調査します

張り凧の安保徹先生。病院医療の弱点を突きな

ので、会員の先生にも面白がって参加してもらえ

がら、患者自身の生活、生き方を改めねばと思い

ると嬉しいです。

至るような丁寧の説明でした。ちょくちょく専門用

また開催に当たり、ご協力下すった先生方へこ

語を使われていたようですが、聴講者も基礎知識

こに感謝を申し上げます。

を持っているようで、置いてけぼりになっている人

市民公開講座はり灸無料体験会

体験者報告
近

総数：１１名
年代：

性別：男性 ３名

５０代 ５名

８０代 １名

女性 ８名

７０代 １名

来場を知ったのは？

６０代 ３名

３０代 １名

１）行政の広報誌

３名

２）新潟日報など

０名

施術経験：（複数回答あり）

３）治療院や会場の掲示チラシ ４名

はり/５名

４）鍼灸マ師や知人から

希望施術：

灸/４名

マッサージ/６名

はり/４名

マッサージ/７名

５）その他
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地域ケア推進講習会：認知症サポーター養成講座&療養費取扱い講習会
認知症サポーター養成講座
講師

：座学、寸劇、グループワーク

作業療法士・医療法人社団白美会白根大通病院 大橋 いつか 先生 他作業療法
士４名

療養費取扱い講習会
講師

（公社）新潟県鍼灸師会保険部長

日時

8 月 21 日（日）

会場

新潟市総合福祉会館

中澤 義則

養成講座 13：００〜15：30

講習会 15：45〜16：45

新潟市中央区

来場者数 講座：１１名（内、会員外：１名）

講習会：９名

認知症サポーター養成講座に参加して
山﨑
平成 28 年 8 月 21 日、新潟市の総合福祉会

憲

や他業種の方との情報伝達について、是非知っ

館で、師会主宰による「認知症サポーター養成講

ておきたいと思い、今回受講しました。

座」が開催されました。講師に、病院勤務の理学

講義は認知症の基礎知識に関する座学、講師

療法士の方を何名か招き、様々なカリキュラムを

の方々による寸劇で見せる現場での対処法、受

受講しました。認知症サポーターとは、全国的に

講者同士のグループワークによるディスカッショ

増加傾向にある認知症患者を理解し、見守り、自

ン等がありました。認知症の方との対応について、

分の出来る範囲内で手助けをしながら、社会全

「相手の発言を否定せず、共感し、寄り添う」とい

体で支えていく一助となる者です。

う心構えが基本であると伺いました。講義を通じ

ここ数年、高齢者のお家に出張治療などで伺

て、認知症サポーターに必要なのは「こういう状

いますと、問診をしても要領を得ないやり取りに

況の時には、こうする」というマニュアル的なノウ

なってしまう方がいます。既往歴や現病歴を伺っ

ハウではなく、寄り添うという精神も含めた姿勢

ても、「別にない」とか言われるのですが、そうでも

ではないか、と感じました。

無さそうだと家族の方に伺ってみると、「実は、母

ディスカッションの際にも、「近所に認知症と思

は認知症で」と打ち明ける方もおられます。地域

われる人がいたら、どうする？」というテーマにつ

性かもしれませんが、ご家族から親御さんが認知

いて語りましたが、「自治会に連絡する」「地域包

症である事を打ち明けて頂くまでに時間がかかる

括センターに連絡する」等色々意見が出ました。

場合もあります。確認しようとしたところ、「ウチの

これに対し、講師の方から「答えはありません。そ

家の中を詮索するのは止めて欲しい」と言われた
事もありました。それでも、ご家族がおられる場合
は、こうして伺う事も出来ますが、独り暮らしで身
寄りが近辺にいない方もいます。今後、こういう方
は益々増えると思われますので、その対処の仕方
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れぞれの方々が自分で出来る対応を考える事が

なった、というものではないと思います。まず第一

重要なのです」と言われ、なるほど、自分のため

歩を踏み出しただけに過ぎず、今後も現場では

の答えを探すのではないのだ、と気づかされまし

色々な事があるでしょう。その時、認知症の方やそ

た。

のご家族にどう向き合っていくのか、自分に問わ
れ続けているのだと思います。今後も、更にスキ

今回講義を受けて、サポーターの資格を頂きま
したが、これで認知症の方に対処出来るように

ルをアップする機会がある事を希望しています。

認知症サポーター養成講座開催に 協力して
濱田

宏幸

「自分の連れ合いの言動がおかしい」との相

かりませんが、当たり前すぎるほど当たり前です。

談を患者様から受けたことや、患者様で認知症に

けれども、日本の医療の世界、ことに現場に於い

罹った方は無いでしょうか。

ては従来どうだったでしょうか。私の勘違いであ

６５才以上の１０人に 1 人と言われるほど認知

れば、お赦し下さい。「人間の尊厳」、人生の最期

症の方は沢山居られ、鍼灸院を訪れる方々の年

に最も必要なものではないかと思います。

齢層から言えば、開業鍼灸師にとって身近な疾

さて、本講座を開くにあたって、新潟市に講師
の依頼をしましたが、出された条件は、会場を抑

患の一つとも言えると思います。
私の技能では、認知症は鍼灸施術の対象とは

えることと、10 人以上の人を集めることでした。あ

基本的に考えておりませんが、開業鍼灸師として

とはどんな講師をお願いするかを伝え、講師と

の施術の中で、そのご家族、もしかしたら認知症

メールで内容を詰めていくことだけでした。

ご本人の患者様からの相談に耳を傾ける、共感

今回寸劇を入れて頂いたことで、会場が俄然

する、某かの言葉を掛ける、といったことは可能で

盛り上がって良かったと思いました（無言でコミュ

あり、その為にも認知症の知識は必要ではないか

ニケーションの取り方を学ぶゲームをしてくれる

との思いから開催のお手伝いをさせて頂きました。

講師も居られるようです）。

同講座は子どもを対象にしても行なわれており、

経費は会場にかかる費用だけで、講師料・資

地元の小学校の運動会で、壇上に立った児童が

料代とかは要りません（DVD 映写の場合はプロ

オレンジリング（認知症サポーター養成講座を受

ジェクタとスクリーンは用意する必要があります）。

けた証）を嵌めていて、その社会的な認識の広ま

とすれば、このような既成の企画を利用して、地

りに驚きました。

域の方々に提供するだけでも充分地域に貢献で

また、同講座には素晴らしいと思うことがありま

きるのではないかな、とも思いました。

す。それは認知症の方の「人間の尊厳」を重要視

認知症サポーター養成講座についての詳細は

していることです。鍼灸師にとって、それは東洋医

「認知症サポーターキャラバン」でご検索下さい。

学の理念のせいか、自由診療が基本のせいかわ
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（公社）日本鍼灸師会青年委員会、青年北陸ブロック、（公社）新潟県鍼灸師会学術部
合同研修会
「 艾 と お 灸 の フ ォ ー ラ ム 」 〜艾を知り、お灸を使いこなす〜
第1部
講師

艾を知る

「新潟県におけるモグサ製造について」

有限会社 佐藤竹右衛門商店
4 代目 佐 藤 喜 昭 様

第2部

お灸を使いこなす

講師

日本内経医学会

5 代目 佐 藤 育 太 様

「お灸はツボが命〜お灸とツボの関係〜」
会長

宮川 浩也 先生

日時

9 月 4 日（日） 第１部 11：００〜12：００

会場

国際メディカル専門学校

第２部 13：30〜16：30

新潟市中央区

来場者数 「合同研修会参加者情報」参照
佐藤竹右衛門商店さんを講師に招いて
濱田

宏幸

ふわっと柔らかい、それでいて細く縒りの長い

私たちが日々捻っている艾の高いクオリティは、

灸柱を作ることが出来るのは、原料のヨモギを石

彼らの精進の結果だという事を再認識すべきか

臼で砕くことで長い繊維が残るからです。ツーン

も知れません

と細くかつ奥まで心地良い熱感が透るのは、唐

なお、佐藤商店さんでは見学も受け付けておら

箕で揉むことで繊維が均質に混じりあい、かつ不

れます。世界に誇る新潟県の特産品の生産過程

純物が丁寧に取り除かれるからです。そして高級

をつぶさに拝見できます。艾製造の時期は１１月

艾の生産時期が寒の時期に限られるのは、それ

〜３月、高級艾は１月〜２月と伺っております。事

ほどデリケートな製品だからです。歴史的に一旦

前に電話されてから行かれて下さい。

生産技術の途絶えた中国や韓国では未だに高
級艾生産の技術が再現できていません。
点灸は浮世絵にもあるように日本人の健康を
ずっと守って来ました。その点灸に適した高級艾
の生産技術を現在、世界で唯一持っているのが
佐藤商店さんです。新潟県の旧名立町にあります。
日鍼会の「けんこう定期便 No.２４」でも採り上
げて頂きましたが、佐藤商店さんはオリジナルの
道具の開発などにも精進されてこられ、その結果
が現在の「世界のトップランナー」という事だと思
います。

今回の講演で、新潟県内の艾製造業

者のご苦労された様子も伺うことが出来ました。
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宮川浩也先生の講話を聴いて
木村

晃

今回、国際メディカル専門学校にて”宮川浩

次に、それらの結ぼれをどのようにして治療し

也”先生の勉強会がありました。私も、他の勉強

ていくか、宮川先生は現代で言う硬結は浅いとこ

会で、お会いしたことがありましたので、とても楽

ろにある”皮膚硬結”と深いところにある”筋硬

しみでした。

結”の 2 つあると言っていた。ここでは、お灸での
治療が

今回の勉強会の題は”お灸はツボが命〜ツボ

ù当である皮膚硬結について、まず、どの

とお灸の関係〜”ということで、お灸についてのお

ようにして触診するのか、以前聴いたときと同じく、

話をして頂きました。宮川先生は、古典を中心に

つねる様にして探る”撮診”という方法を行ってい

勉強されている方なのでとても、面白く、新鮮な

ました。これにはコツがある様で、仰臥位になった

勉強会でした。

状態ではわからない皮膚硬結などがあるので、
座位でも確認を行った方が良いと言っていました。

最初に硬結のできる理由について、緊張や考
え過ぎたり、気を配り過ぎたりなどのストレスにな

治療の目的としては、心をときほぐす、硬結をほぐ

ることが、硬結ができる一つの原因であると言っ

す、冷えをとる、毛穴を閉じるなどです。

ていました。”素問”挙痛論に思い過ぎによって、

最後に一番心に残った言葉は、宮川先生が

身体の中に「結ぼれ」が生まれ易くなる。という、

おっしゃった”艾を信じる”です。どんな技術や知

一文があります。最近ではストレス社会と言われ

識があっても最後はここに行き着くのかなと感じ

る程なので、治療に関する大きな手掛かりだと思

ました。今回もとても楽しい勉強会でした。

ありがとうございました。

いました。

合同研修会参加者情報
総務部長

千明

＜来場者＞

日鍼会：１９名

免許者：３２名

（複数回答１名）

学生：１６名（国際メディカル専門学校生）

＜住

合計４８名（全日：２５名、午後のみ：７名）

市内：２２名

＜所

県外：４名（福井、石川、富山、群馬） 未記入：１名

属＞有免許者のみ

8

全鍼会：３名

近

その他：９名

所＞
県内：２１名
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「元気で長生き・丈夫な骨作り」

主催

新潟県県民医療推進協議会

日時

９月２２日（木・祝） １３：３０〜１６：１５

会場

新潟ユニゾンプラザ

新潟市中央区

来場者数 約１４０名 （会員スタッフ：４名）
健康寿命延伸フォーラム
原

恒二

新潟県民医療推進協議会、新潟県主催の健

貼るだけの簡単なものだったが、若年者から高齢

康寿命延伸フォーラムが 9 月 22 日、午後１時半

者の幅広い年齢層の人が訪れていて、鍼灸に関

より新潟市の新潟ユニゾンプラザを会場に開催

心が高いのかなあと思われたが近先生によれば

された。

タダだといっぱい来るとのことでした。人のいっぱ

プログラムの前半は講演、後半は各種医療職

い居るところでの今回のような試みは鍼灸を一般

による健康チェックや健康づくりを体験できる

の人に知ってもらう良い機会でもあった。ところで

ブースの設置と無料体験でした。当師会からは４

会場の新潟ユニゾンプラザは市の施設だそうだ

名、マッサージ師会からは６名の参加であった。県

が大変立派な建物でしかも、使い易そうであった。

内の医療、福祉関係 29 団体が一堂に会し活動

さすがは新潟、上越市にもこんな施設があった

する機会はそんなには多くは無いと思う。出来れ

らいいなと思ってしまいました。

ば他のブースを見てみたかったが、体験希望者

以上、当日の感想を書きましたが、当日は祝日

の数が多く対応に追われてその暇も無かった。

だったが週の半ばだったせいか会員の参加が少
ないように思われた。

施術としては、鍼なしのパイオネックスをツボに

健康長寿延伸フォーラムの報告
飯塚
９月２２日に新潟ユニゾンプラザで第二回とな

光

施術体験を待たれていたり、説明を聞きたい、

る健康長寿延伸フォーラムが行われました。

質問したいといった人が多くいらっしゃりスタッフ
の不足を感じました。

特別公演は「丈夫な骨づくり」として、骨粗鬆
症への理解や傾向と対策が話されました。その

また、今後も治療を受けていきたいという要望

後、各参加団体のブースに参加者が流れ、説明

も多くあり、体験を希望される方にはまず、お住い

を受けたり、体験コーナーを楽しんでいました。

の地区を聞いて、そこに近い施術者が担当するよ

当会も、新潟県鍼灸マッサージ師会と新潟市

うに工夫することで、その後の来院がしやすいよ

鍼灸マッサージ師会との合同のブースを作り、鍼

うにしました。私の準備した名刺は足りなくなって

灸、マッサージの説明をしたり、希望者にはパイオ

しまいました。

ネックスゼロを使った施術体験を受けてもらったり、
マッサージの施術を行いました。

来年はお時間の許す先生方はご協力くださる
とうれしいです。
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親子スキンタッチ教室 + 生き生き筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学校学園祭
日時

９月１７日（土） １３：３０〜１６：１５

会場

新潟看護医療専門学校

新潟市西区

来場者数 ７名 （会員スタッフ：４名）
新潟看護医療専門学校の聖看祭の報告
飯塚

光

9 月 17 日に越後赤塚駅の前にある新潟看護

くないと感じました。スキンタッチに至っては 0 人

医療専門学校の学校祭で「親子スキンタッチ教

です。スキンタッチは子供の協力も必要といった

室」と「体幹筋力アップ教室」を

こともあり、親御さんが興味を持っても参加に至り

ä

してきました。

当日は台風の接近を心配されていましたが、

づらいようです。
筋力アップ教室は 2 回の開催で 10 名の参加

程よいお天気で雨の心配は感じられませんでし
た。（夕方降られましたが）暑からず

ïからずのお

者に受けてもらいました。

出かけ日和でした。

参加者の皆さんからのアンケートを見ると「わ

学生さんたちも張り切っていました。お化け屋

かりやすく、また受けてみたい」といった好印象の
ご意見ばかりでした。

敷の出演者が、目も当てられないようなおっかな
い形相のメイクをキャッキャしながらやっているの

参加の入りが振るわなかった理由は、どうも学

を横目でみながら、我々は教室の準備を整えまし

校祭の入場者数が伸びなかったようです。（白野

た。楽しそうでした。なにせ、このお祭りのメインコ

先生談）天気が良すぎたのか、連休の初日という

ンテンツといっても過言ではない人気なのだそう

のも影響したのかもわかりません。

です。

今回、指導員としてご協力いただいた近先生、

教室の内容ですが、去年に比べどうも入りがよ

相模先生にここで感謝申し上げます。

健康フォーラム

聖看祭

11

──────

（公社）新潟県鍼灸師会

H28度公益事業 2017.3.31

──────

お灸はり無料体験会
日時

11 月 27 日（日） 10:00〜15:00

会場

三条市総合福祉センター

三条市

スタッフ人数 10 名（他会員外 1 名）

来場者人数 19 名

お灸はり無料体験会の報告
普及部長 飯塚 光

前日の晴天は何処へやら、11 月 27 日の朝は

いました。お昼時は

óôえたものの常時、体験希

しとしとと降る雨に目覚めました。晴れてくれれば

望者が来てくれて、盛況でした。スタッフも 10 名

いいものを。それでも楽しくなるだろうと、会場の

も来てくれて楽しい時間となりました。
会場の駐車場も充実しているし、またいつかこ

三条に向かいました。
今回の準備はすこぶる順調で、8 月には三条

こでやりたいなと思いました。

の内田先生に頼んで会場が決まり、すぐポスター

スタッフとして参加してくださった先生方、準備

もでき、当日のスタッフも約束いただいていたの

から積極的に取り組んでくれた内田ちひろ先生

で、とても安心して当日を迎えられました。

に感謝を申し上げます。また、お陰様で本年度の

周知活動は、会員の皆さんの宣伝と、キャレル、

普及部の事業を無事に終えることができました。
来年度も会員のみなさんも楽しめる事業になるよ

三条新聞での掲載。
日中の天候は降ったり止んだりでしたが、会場

う努めますので、ぜひ面白がって参加してくださ

の三条市総合福祉センターは温泉に入りにくる

い。

お客さんがいて、そのまま体験に参加してくれて

三条市で無料体験会を開催して
内田 ちひろ
自分の至らなさを感じると共に、とても勉強になり

初めての体験会でしたが、こんなに沢山の先
生が参加してくれるとは思いませんでした。遠く

頑張ろうと励みになりました。

から足を運んで下さり、本当にありがとうございま

こういった素晴らしい機会を今後に活かしてい

した！先生方の治療を間近で感じることができて、

けるようにしたいです。
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第 34 回新潟シティマラソン鍼マッサージボランティア
主催

一般社団法人新潟県鍼灸マッサージ師会

日時

10 月 9 日（日）

会場

新潟市体育館

スタッフ人数 36 名

9:00〜15:00
新潟市中央区

（会員：8 名）

来場者人数 203 名（マッサージ 117 名:鍼 86 名）

新潟シティマラソン無料治療体験会によせて
林 雄介
10 月 9 日新潟シティマラソンが行われました。

は一人あたり 10 分〜15 扮程度の施術にて、施

あいにく天候には恵まれず時折小雨がそぼ降る

術者人数に応じてローテーションが組まれます。
現場はほぼ

中でのスタートだったようです。

切れることなく体験希望者が並

毎年開催される『新潟シティマラソン無料治療

んでおりました。年々盛況になっており去年は

体験会』は新潟県鍼灸師会と新潟県鍼灸マッ

196 人（マッサージ 106 人:鍼 90 人）今年は

サージ師会、新潟看護の学生さんとの共同で行

203 人（マッサージ 117 人:鍼 86 人）です。ほぼ

われてます。

予定通りの時刻に終了しました。

場所はランナーにとっては更衣・荷物置き場と

終了後は当師会、マ師会、学生さんとの懇親

なる新潟市体育館の一角にて、朝 8:00 の集合

会が行われました。

準備開始、マ師会、当鍼会、他団体、学生等、計

様々な方と触れ合い、他の団体さん、施術者と

36 名により 9:00〜15:00 にて施術が行われま

情報交換できる機会はなかなか無いと思います。

した。

色々な意味で勉強になった一日でした。

鍼灸部門とマッサージ部に分かれ、鍼灸部門

新潟シティマラソンボランティアに参加して
濱田

新潟シティマラソンボランティアにスタッフ参加

宏幸

集まってきていて「久しぶり！」と言った挨拶があっ

しました。

たり、学生が多数参加していたりして、新潟市近

私は年によって参加したりしなかったりなので

郷の同業者にとっては最も大きな定例の交流イ

すが、このイベントは、異なる団体からスタッフが

ベントとしても育ってきているように感じました。新
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来年はスタートがビッグスワン、ゴールが新潟

潟国体を経験した仲間の同
もなかなか良いです。
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市競技場と聞いております。

片付けに至るまで皆んなでワイワイ言いながら、

とすれば、鍼マッサージボランティアの会場も

úの、新潟市体育館用具室（？）から変更され

指示を出す方も出される方も一致協力して仕事

現

をしている風景は何とも言えないパワーを感じま

る可能性があります。というか是非変更してもら

した。今回は所用で同日夜の懇親会に参加でき

いたい！！！狭すぎるし、不衛生なイメージを与えか

なかったのが極めて残念でした。

ねません。

さて、今回は私は「マッサージ班」に組み込ま

スポ ーツ 大会 にお け る鍼 マ ッ サ ー ジ ボ ラ ン

れ、施術をさせて頂きました。やはり普段から走り

ティアの重要性を主催である新潟市がどの

込んでいる方の筋肉はしなやかで、当たらせて頂

ように認識するかに依ると思いますが、それ

いているこちらが勉強になりました。

は新潟市、また新潟県内における「鍼灸・マッ
サージとは何か？」という問題にもつながって

雨天であったことから、こちらサイドも施術を受
けられる方が不快な思いをされないよう、入れ替

くることだと思います。

わりの度に出来るだけ施術の場所は濡れていな
いよう気を使っては居ましたが、環境からなかな
かうまく行かず、それでも施術を受けられた方か
らの苦情は無かったようで、有り難かったです。
同マラソン大会は、時期的にも関東のランナー
にとっては参加しやすい大会と聞いたことがあり
ます。ライバルは金沢マラソンなのだそうです。

新潟シティマラソンボランティアに参加して
松井 智恵子
毎年恒例、鍼灸マッサージ師会主催の施術ボ

当院のランナーの患者さんのほとんどが、この

ランティアに参加しました。休む暇もなくランナー

無料はりマッサージのことは知りませんでした。

が施術を受けに来てくださり大忙しでした。

走った後、ケアを受けると確実に疲労感は違いま

ランナーの治療の希望は、１０キロの部では比

す。ぜひ、もっと多くのランナーに体験して頂ただ

較的初心者が多く下半身の訴えが大半です。

き治療の効果を実感でき、より良いランナー生活

ハーフとフルの部は下半身と背中、頸部と全身

に役立てて欲しいと思いました。

の訴えが多く、また疲れを残したくないという希望
も多かったです。
学生ボランティアさんが受け付け、ランナーの
誘導やベットの準備等してくださり、大変スムー
ズに治療に専念できました。大勢で治療をするこ
とは新鮮で、ひとつのチームみたいな不思議か感
じがして有意義な経験でした。
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共催学術講習会
共催

一般社団法人新潟県鍼灸マッサージ師会・公益社団法人新潟県鍼灸師会

演題

あはき師のための触診学

講師

筑波技術大学教授

日時

12 月 4 日（日）

会場

新潟市総合福祉会館

〜外傷性頸部症候群を例に〜

形井秀一 先生

13:00〜16:30
新潟市中央区

参加者 ５２名（付き添い３名）
研修会の感想
藤原 大輔
１２月４日（日）、筑波技術大学の形井秀一先生

溜・太渓付近の反応を探す。そこが陥下ならば灸、

をお招きし、鍼灸マッサージ師会と共催で合同研

硬結ならば鍼をする。

修会を開催した。

使用鍼は寸３－１番鍼（０．１６ mm）で接触か浅

形井先生は伝統鍼灸学会の会長で、鍼灸医

刺という極めて微細な刺激で治癒に導く。個人的

学の診察法である切診法を重視し、「ツボを探る」

には、病の深浅があるため、全ての症状にこれで

「手で観る」を体系化するために、古典と現代医

効果があるとは思えないが、詳細なツボが取穴で

学の優れた面を取り入れ実践している。

きれば、鍼灸に恐怖感を持つ患者に対しても、一

当日の講義では手の偉大さに始まり、どのよう

定の効果を再現することが期待できる。

な反応を診るのか、ムチウチ損傷を例に実技も披

二日間、先生と行動を伴にして感じたことは、

露していただいた。柳谷素霊が提唱した「生きた

日本の鍼灸業界の事を考えている数少ない治療

ツボ」を捜索することが治療の第一段階であり、

家だということだ。

\、世界における日本鍼灸の立場は必ずし

最重要ポイントなのである。日本だけでなく、中国
でもツボの標準化作業が奨められていく中で、

も良くはないが、ツボを探ると

「教科書通りの取穴で本当に効果があるのか」と

いう原点に立ち戻ることで最

いうスタンスで、現代鍼灸学に対する警鐘を鳴ら

低限の効果を出す。それが業

している。

界の底上げにつながると信じ、
日々の臨床に活かしていきた

実技では、臨床から導き出した体幹と上下肢
の関連を基に治療をする。例えば肩甲間部の痛

い。

み（膀胱経実）に対し、表裏関係である腎経の復
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（公社）新潟県鍼灸師会

研修会
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──────

タイ式ヨガ ルーシーダットン

講師

相模幸先生

日時

5 月 15 日（日） １ 5：3 ０〜１ 6：45

会場

新潟市万代市民会館

新潟市中央区

参加者数 15 名

その他

ì働大臣免許保有証の発行事業

・厚生

（公益社団法人日本鍼灸師会からの業務委託）

見本

など
1
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