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夏期研修会「いまさら聞けない！ ツボは国際標準になってどう変わった！？」　

　講師　新村孝雄 先生　下関はりきゅうマッサージ院院長、元国際メディカル専門学校教員

　日時　5 月２７日(日)　14:45〜16:45

　会場　万代市民会館　新潟市中央区

　聴講者数　14 名

中国とのガチンコ勝負に負けるのか？

濱田　宏幸

　中国と日本とのツボ（経穴）の国際標準化の

作業が一旦中断されたのは、確か私がこの仕事

を始めた３０年くらい前だったように記憶している。

最終的には両国が譲れない部分があって決裂し

たと聞いた。そしてその作業が後に再開し、標準

化が成った由は聞いてはいたが、この度その過

程も含め聴くことが出来たのは幸いだった。

　30 年前当時とはかなり鍼灸を巡る環境が変

わってきている。今や中国と日本のパワーバラン

スは逆転し、世界の多くの国々が鍼灸を医療とし

て取り入れてきている。そういった中での国際標

準化。たまたま日本サイドで折衝に参加していた

方の手記を医道の日本で読んだことがある。中

国の強引な「我田引水」っぶりに圧倒されっ放し

だったそうだ

　中国にとって鍼灸は言うまでもなく国策であり、

経穴の件のみならず、ビジネスが世界規模になり

つつある鍼灸のもたらすメリットの全てを標準化

の名のもとに全力で自分たちの方に引っ張って

いこうとするだろう。その点、日本サイドは、圧倒

的に弱い。日本と中国の言い分がどちらが正しい

とか適正だとかいう問題は別として、力として中

国サイドに叶わない状況であることを改めて知り、

日本の鍼灸の未来について考える大変貴重な

切っ掛けになりました。ありがとうございました。
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スポーツ鍼灸研修会「スポーツ現場で医療連携できる鍼灸師を目指す」

講師　実技：  「透刺を用いた運動鍼など」 椛澤知弘先生  スポーツ領域A級鍼灸マッサージ

　　　　　　師　知倆庵院長

　　　講座：  松井智恵子先生　松井リバース院長

日時　6 月 10 日(日)　講座 15:00〜16:45　　会場　長岡市社会福祉センター　長岡市

聴講者数　13 名

スポーツ鍼灸研修会に参加して

学術部長　藤原　大輔

　6 月 10 日、長岡市社会福祉センターにおいて、

スポーツ鍼灸研修会を開催、参加したのでここに

報告する。「スポーツ現場で医療連携できる鍼灸

師を目指す」をテーマに、当会からは松井智恵子

先生が、鍼灸マッサージ師会から椛澤知弘先生

が講師を務めた。

　松井先生は東京で開催されたマラソンボラン

ティアなどの参加報告を、自身のアスリートとして

の体験を交え、スライドを用いて発表した。大きな

大会の治療ボランティアになると、ツボ数や鍼の

種類に制限があり、パイオネクスを使用すること

で、技術の均一化と衛生面を考慮しているとのこ

とだった。

　椛澤先生はご自分の立ち上げたサッカーチー

ムとの関わりや、トレイルランニング大会へのボラ

ンティア治療への取組等を報告し、実技では「透

刺を用いた運動鍼」をご披露いただき、参加者同

士で体験、時間が足りないほどであった。透刺に

は筋膜リリースの効果があり、参加者一同直後効

果を感じられ、透刺運動鍼の実用性を体感でき

た。

　今回スポーツに特化した研修会を試みたわけ

だが、スポーツ愛好家という新たな患者層への普

及、開拓につながるのではないだろうか。またス

ポーツ経験者の鍼灸師志望や、免許取得後のト

レーナー志望の増加が予想され、研修会の継続

開催を考えていきたい。

スポーツ鍼灸研修に参加して

林　雄介

　この度、長岡市にて開催された『スポーツ鍼灸

研修』の実技であった透刺は皮内鍼と運動鍼の

複合というべきものというのが私の感想です。

鍼は筋膜に働きかけるべく筋走行に 90 度に水

平刺し深度は一般のものよりはるかに浅く、理論

的には皮内鍼に近いと思いました。また施術前後

及び刺したまま施術者の指示で運動を試みるこ

とは患者にもその場で違いが解って大変良いと

思います。

　私自身、今まで皮内鍼の効果が今ひとつ解っ

てなかったのですがその点ではっきりと自覚でき

大変勉強になりました
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県民公開講座

日時　平成 30 年 7月 16 日（月祝）　  10：0 ０〜12：00

会場　アオーレ長岡　市民交流ホールBC　長岡市

講演　橋本薫 先生　　新潟医療福祉大学診療放射線学科講師/認知症ケア上級専門士/ 

　　　認知症緩和ケアインストラクター

特別企画 （12：30〜13：30）　

　　　「自宅で簡単 筋力アップトレーニング」〜いつまでも動ける身体は、毎日の運動から

聴講者数　55 名
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親子スキンタッチ教室＋生き活き筋力アップ教室 in 新潟看護医療専門学校 聖看祭

日時　９月 15 日（土）　  9：３０〜１ 2：00

会場　新潟看護医療専門学校　新潟市西蒲区

聴講者数　生き活き筋力アップ教室：6 名 　親子スキンタッチ教室：2組

新潟看護医療専門学校　聖看祭での親子スキンタッチと体幹筋力アップトレーニングの報告

普及部長　飯塚　光

　　朝は雨の 9月 15 日、越後赤塚駅前にある

新潟看護医療専門学校の聖看祭に体幹筋力

アップトレーニングと親子スキンタッチ教室の開

催のため参加してきました。午前中に教室を 2つ

行いました。筋力アップトレーニング教室では 6

名の参加者を迎え、相模幸先生が指導をしてくだ

さいました。6 名の参加者の皆さんも軽く汗をか

きながら真剣に取り組んでいました。

　親子スキンタッチ教室では、2 組の母子が参

加され自宅でできるスキンタッチの内容を実技を

まじえて取り組んでいました。お子さんもとても協

力的でスムーズ教室が進みました。

　教室が始まることには雨は上がり秋の日差し

が心地良くなりました。また来年も晴れるといいな。

　学校の窓口係をしてくださった白野先生は開

催前から各所にポスターを貼っていて、また当日

も学校放送でアナウンスしてくださり、我々の教室

の周知にご尽力いただきました。お礼申し上げま

す。
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新潟県健康推進フォーラム　〜健康長寿の秘訣・食事と運動〜

日時　平成 30 年 11 月 4 日（日）　 

会場　ユニゾンプラザ　新潟市中央区

ブース来場数　41 名

主催　新潟県民医療推進協議会・新潟県　　後援　新潟市・新潟日報社

新潟県健康推進フォーラムでのブース展開の報告

普及部長　飯塚　光

　11 月 4 日に新潟市ユニゾンプラザにて新潟

県健康推進フォーラムが開かれました。特別講演

は糖尿病に関する啓発的な内容でした。運動習

慣、食習慣が大きく影響することはもちろん知っ

ていましたが、良い習慣が得られなかった人は

30 代でどんどん糖尿病、あるいは予備軍となる

血糖値をたたき出すようです。統計のグラフを見

ると、30 代で引っかかったひとは概ね糖尿病患

者と相成っておりました。

　子ども頃の食生活が偏っていると、それが当た

り前で一人暮らしになってもその傾向から抜け出

せず、病気になっていくようです。一人暮らししな

くても偏った食生活の親と住んでいれば状況は

変わりませんしね。

　義務教育にある栄養学をもう少し厚くする必

要あるのかなと思います。

　講演後、新潟県鍼灸マッサージ師会さんと共

同で開いた「無料鍼灸マッサージ」ブースも多く

の方に体験していただきました。ブースには 41

名の来場がありました。

　この事業は普及部管轄ですが、近総務が取りまと

めてくださいました。ありがとうございます。
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新潟開港 150周年記念第 36回新潟シティマラソン 2018 鍼マッサージボランティア

日時　平成 30 年 10 月 8日（月祝）　  

会場　新潟市体育館　新潟市中央区

主　催　一般社団法人新潟県鍼灸マッサージ師会

スタッフ人数　３０名　鍼師：１０名 （会員：４名）　

ケア受療者数　398名（マッサージ含む。過去最大数）

　今回は、セイリン社様からパイオネックスゼロを 5箱ご提供頂きました。

　以下はセイリン社宛の報告書より、同社の許可を得て一部を掲載するものです。
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一般参加者 鍼を受けた人数 使用種 サイズ 本数

約１２、０００人 パイオネックスゼロ ゼロ ２４８本

治療した主な症状 部位

下肢の疲労 内果、外果周辺、足背

ハムストリングの張り 外果周辺

ふくらはぎの痛み 外果、アキレス腱下方外側

腰の痛み 外果周辺

イベント報告

結果；１４人全員が、その場で満足。

１５９人(パイオネック
スのみ１４人）

イベント情報；最高気温２４℃、晴れのコンディション。特徴；１０キロとフルマラソンの部。制限時
間７時間、初心者ランナーやフルマラソン初のランナーも多い

パイオネックスの初介入理由；、ランナー様の待ち時間の短縮。鍼の刺入に抵抗がある方にもは
り体験していただくため。

鍼施術スタッフ人数；9人

介入方法；パイオネックスのみのランナーさまは、施術時間を５分。ハードパンツ着用のランナー
様に対応するため、外果、外果周辺に、貼付。６本以内。

課題；受付で「待ち時間のないランナー様」に薦めた方のみの宣伝。もっとパイオネックスを受け
ていただくよう、有効な伝達、宣伝方法。

ベットでの豪鍼使用介入方法；ランナーさまの主訴の場所に、浅く刺入。6本以内、１０分。
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冬期研修会　〜任督中心療法　病の本質を捕らえ、自然治癒力を生かす〜

講師：戸ヶ崎正男 先生　 伝統鍼灸学会副会長兼学術部長　蓬治療所所長

日時　平成 30 年 12月 16 日（日）　 

会場　新潟県鍼灸マッサージ会館３階　新潟市中央区幸西

参加者数　計 17名　（会員１５名、一般2名）

任督中心療法

　藤原　大輔

　平成 30 年 12月 16 日、鍼灸マッサージ師会

館にて冬期研修会が開催された。講師は前年に

続き、戸ヶ崎正男先生をお招きし、前回の復習、

任脈調整の理論と実技、日常の臨床現場の実際

という流れでおこなわれた。

　全 2回を通じて感じたことは、運動器疾患に対

しては督脈調整を、内臓疾患に対しては任脈調

整をベースに、要穴の反応を確認しながら施術を

行うということである。これを任督中心療法とい

い、任脈督脈といった奇経の調整が、経絡治療

で言う本治法になりうるという発想である。我々が

正経に対して奇経と称している任脈、督脈、衝脈

などの経脈名は古くから存在するが、奇経という

単語は内経、傷寒論中には記載がなく、晋代の

鍼灸甲乙経が初出となる。つまり古代では正経も

奇経も区別がなく存在していたのではないだろう

か。ちなみに気功練習者は小周天と呼ばれる任

脈督脈を非常に重視しており、小周天が充実する

と、気血が全身（十二正経）を流れはじめると考え

ている。戸ヶ崎先生自身も太極拳の熟達者であ

り、身体のつかい方を通して、小周天に着想を得

たものと考えられる。

　また今回の講義では、お灸の効果はもちろん

のこと、刺入時における鍼先の感覚のはなしも非

常に勉強になった。的確にツボの形態を把握し、

それに応じた手法を施さなければならない。特に

Ⅲ型、Ⅳ型と呼ばれる陥下タイプのツボには、鍼

単独の操作で状態を変化させるのは難しく、灸

頭鍼や棒灸、透熱灸の重要性が確認できた。

日々の臨床に役立つ、有意義な研修会であった。

冬期研修会の感想

内田　ちひろ

　戸ヶ崎先生の冬期研修会に参加し一番感じた

のは、皮膚、筋膜、筋肉がどのような状態か、反応

がどこに出ているかがとても重要だと思いました。

患者さんの状態、反応をよく診て、それに合わせ

た施術を行うこと。それが一番良いことでそうしよ

うと思っていても、自分の施術を振り返ると、一連

の治療の流れが出来ていて、患者さんに合わせ

たというよりも流れに合わせた治療になっている

ように感じます。

　五十肩の治療は私は比較的治療期間が長く

かかってしまいがちなのですが、今回の実技で痛

みの減少や可動域の拡大が顕著にみられ、反応

をよく診ることの大切さを改めて感じました。

　私は戸ヶ崎先生のセミナーの受講は２回目に

なりますが、前回は先生の本とＤＶＤを購入したま

ま綺麗に戸棚に並んでいます。先生の講習は繊

細で非常に鋭敏な感覚が必要で、施術とはこう

いうものなのだと感じましたが、正直に言いますと、

それを真似て一人で追及していこうという自信が
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なくなるほどでした。なので、今年は一緒に勉強し

ていける同士をつくるなどして切磋琢磨していけ

たら有難いと思っております。今より少しでも技術

を向上出来るよう励みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ツボの構造の整理と対処

飯塚　光

去年 12月に開かれた「冬季研修会　戸ヶ崎正

男先生」は第一回の復習に始まり、さらに先生の

臨床家と研究者と教育者の面が大いに発揮され

た内容であったと思う。戸ヶ崎先生のように三つ

の柱をバランスよく立っている方は鍼灸業界では

珍しいのではないだろうか。四型分類とその対処

法もきれいに整理されていたし、経絡の面として

の捉え方を前後面に加え側面の治療に活用し、

私のなかでは経絡の次の表情が見えたようだ。

体は見るところがたくさんあるようで結局身体し

か見れないのだと気づき、丁寧に診察する気持

ちに強くなった。来年度の冬季研修会でもぜひ

戸ヶ崎講習会を希望したい。

冬期研修会（12/16）所感　

林　雄介

　まずはじめに、私は訪問治療専門でやっており

まして最近は歩行困難の８０歳９０歳の方々ばかり

になっております。鍼灸、手技だけでなく機能訓練

（前職は介護職）・介護予防運動も欠かせず、今

後益々老人保健特化になってゆくと思っておりま

す。

　しかしながら対象年齢（客層）が違うように思

われる勉強会に参加しても必ず発見はあるもの

で戸ケ崎先生は先生なりの考えの変遷を語られ

たのが印象的でした。あるときは古典的手法を打

ち捨てそして長い研究の末にまた古典にかえり黄

帝内経に全部書いてあったとおっしゃっておられ

ます。

　私も専門特化で色々切り捨ててきた部分も少

なくないですが先生の姿勢を見習いまた一回りし

て帰ってくることもあると謙虚に取り組んで行きた

いと思います。
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その他                                                               　

・厚生労働大臣免許保有証の発行事業（公社日本鍼灸師会からの業務委託）

　  

　　　　　　　  見本

♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧　♧

私達新潟県鍼灸師会会員は、日本鍼灸師会の一員として以下の倫理綱領を遵守しています。
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日本鍼灸師会倫理綱領

会員の遵守すべき倫理綱領を次のように定める

一、 私は生涯を人類への奉仕に捧げることを誓う

二、 私は常に患者の健康の回復と保持増進を第一に考える

三、 私は患者の信頼に応えて秘密を厳守する

四、 私は良心と誠意をもって治療に専念する

五、

六、

七、 

八、 

九、

十、

私はたえず鍼灸の学と術について最高の水準を保ち疾病に関する知識を

一層深め伝統を守りその伝承に努力する 

私は鍼灸治療の有効性を高めその学術的研究の業績を重ねることによって

他の医療分野から信頼と協調を確保し患者の治療に努力する

私は鍼灸治療の適応を十分認識し無効な治療を行うことなく更に過誤を

犯すことのないように努める

私は常に自己の職責に誇りと責任をもち鍼灸師としての名誉と尊厳をもって

鍼灸の発展に努力する

私は治療に当たって宗教国籍人種政党社会的地位の違いによって患者に

果たすべき義務を変えることはしない

私は流派を超えて相互に鍼灸師を尊重し鍼灸界の団結を高め鍼灸師の

資質向上のために努力する 


