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夏期研修会　ICCO 式美顔はり研修会

日時　8 月 23 日(日) 13:00〜16:30

会場　新潟市中央区 新潟市総合福祉会館５階

講師　田中　一行　先生　龍華鍼灸院 院長/ 肌リジェ 代表 / （公社）群馬県鍼灸師会 会長

総参加者数　２４名　　内訳：会員９名　

会員外７名(日鍼会 準会員１名・県鍼灸マ会２名・一般４名・学生８名［国際メディカル専門学校１名・

新潟看護医療専門学校７名］）

ICCO 式美顔はり

藤原　大輔

　全国的に新型コロナの感染者数は増え続け、不

安をあおる報道が後を絶たない。そんな中、京都大

学の上久保靖彦教授は「日本はすでに集団免疫を

獲得している」という発言をしたとかしないとか...。

　さて、夏期研修会講師をつとめていただいた田中

先生は、毎週のように美顔はりのセミナーで全国を

飛び回り(最近はオンラインセミナーが多いようで

す)、渋川と高崎の二店舗を経営、週に一度は銀座

のクリニック内での施術、その合間に群馬県鍼灸師

会の会務をこなすという非常に多忙な毎日を過ごし

ていることに感心した。

　率直なところ、ICCO 式が今までの美容鍼と何が

違うのかわからなかったが、皮膚の再生に特化した

施術だということが今回の講演で明らかになった。リ

フトアップや小顔、たるみなどは、鍼灸でなくても、頭

蓋骨調整、小顔マッサージ、コロコロローラーで対応

可能である。しかし皮膚そのものに対しては、数々の

美容鍼を試してみても良好な結果を得ることが出来

なかったという。そこで表皮から 0.2mmにある基底

層をねらい、極細鍼で小さな傷をつけ、その後の再

生に期待する方法を考え出した。私もこの数日試み

ているが、力の出所が背中ではなく、肘や手首から

の出力や、叩打の角度を間違うと、鍼が深く入りす

ぎ、弱すぎると刺入されないという、一朝一夕にはい

かない技術だと痛感している。

　また、10 代の若者が抱えている身体の悩みは、

ダントツでニキビだというデータも衝撃だった。鍼灸

院に来院が多いスポーツ外傷のおよそ 6 倍である。

お肌のケアが痛くない鍼で出来れば、鍼灸受療率も

上がるし、未開拓の患者層の取り込みにもつながり、

業界的にも明るいのではないか。

　コロナ禍にもかかわらず、学生をはじめ、多くの方

が参加してくださり、美容に対する関心の高さをうか

がうことができた。

　

〜ICCO 式美顔はりセミナー 施術体験しました〜

近　ちあき

　８月２３日に開催された｢ICCO 式美顔はり｣に参

加してくれた学生会員の岸田みち江さんに、田中一

行先生の施術モデルを体験してもらいました。

　施術日の翌朝がより効果を実感できるとの事。

さあ、どうだったのでしょうか。（次頁へ）
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ICCO 式美容鍼の施術感想

岸田　みち江

　施術中と施術後の感想と今朝(8/24)の肌の状

態を報告させていただきます。

自分の顔を鏡で見たとき、左側の頬が右側よりも▪️

下がってたので左側から施術していただく。

タッタッタッタッタッとリズムよく鍼がほうれい線か▪️

ら顎に向かって滑らかに下降した時、鍼でマッサー

ジをされている様に感じた。痛みは無く、鍼がほんの

わずかチクチクしているのを感じる程度。

目の下の施術を受けているときに、それまで施術し▪️

ていた部位が暖かった。

　そのあと鏡を見ると、左側の頬があきらかに施術

前より上がっていた。右側と鼻の施術後に鏡を見た

時、顔の筋肉がゆるんだのか目をあけやすく、ニッと

した際の口角のバランスが取れていたので、驚いた。

　また施術後、副交感神経優位の状態だったのかリ

ラックスした表情をしている気がした。

 施術後▪️ 2 時間ほど経過しても頬と鼻が特にポカ

ポカとしていた。

夜の洗顔時、若干染みるように感じた。

今朝の洗顔時。いつもよりも頬が柔らかいと思った▪️ 。

鏡でみた自分はいつもとかわらないように思えたが、

化粧ノリは良かった。ほうれい線や目の下のクマは

頑固で、一回の施術では効果を実感することはでき

なかった。

内出血をしない手技は▪️

魅力的で、施術を受けた

後の満足感(エステを受け

ている感)があり、ICCO

式美顔はりを受けた女

性は高い確率でリピート

し、もっと効果を試したいと

いう気分になるのではないかと感じた。

                                                                              ICCO 式美顔はり 認定セミナーについて

　　 「ICCO 式美顔はり」には認定コースがあります。年内

      　の認定コースの申し込みは終了しましたが、基礎コー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  スが 12 月に開催予定です。興味のある方は

　 　　   JMCAAをホームページをご確認ください。

                                                                　htttp://jmcaa.net/icco/
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 「ICCO 式美顔鍼」研修会での感染予防対策の報告 〜危機管理委員より〜

松井　智恵子

よかった点：

全員マスク着用、入り口で手指消毒

をしていただいた。

改善点：

・マスク着用でも大声を出さない。

・会場作りのスタッフはエタノール手指消毒→会

場作り→エタノール手指消毒をする。

・個々で使用済みの鍼や衛生品の回収方法は各

自で所定の回収容器に破棄する。

・破棄衛生品は蓋付きゴミ箱を使用かビニール

袋で閉じる。ゴミ袋を扱う者はグローブを使用する。

・講師が使用トレイはトレイ内で講師自身がセル

フで使用する。

・やもなく身体に接する場合は手指消毒を施行、

接した後も手指手指をする。

・会場からの退室と入室時も手指消毒をする。

　以上です。

まとめ：今回は松井が気付いた時に要所にお伝

えしましたが、今後は事前にアナウンスで周知す

る方法も必要と思いました。

参考資料：

日本鍼灸師会・新型コロナ感染症に対する感染

予防対策5月 9日改正

日本鍼灸師会・新型コロナ感染症に関わる参考

リング 日本医師会 標準感染予防方法

ウィズコロナ時代の研修会への取り組み

総務部　近　ちあき

　今回は、対面しない受付を試行してみました。

　受付の準備は、林先生が Facebookに写真を

載せていますので、見て頂ければ助かります。

　昨日の取り組みを振り返り、しばらくは続くであ

ろう新型コロナウイルス感染予防対策について今

後の公益事業に活かすために検討したいと思い

ます。

　事前申込者に、

・筆記用具の持参

・参加費のお釣りがないように準備

・体調不良の場合は参加を控えてもらう

をメール等でお知らせしました。

　当日、入室時に手指の消毒を済ませてから

①受付用紙に

・氏名、所属(参加費の確認)、連絡先(電話番号

かメルアド)を記入してもらう。

・各自で持参した筆記用具で記入。

※今回の会場では、当日の参加者情報を開催者

が１か月保管することになっています。

②用意した封筒に

・受付用紙と参加費を入れて箱へ提出。

・箱の中に見本(封筒から受付用紙と紙幣をちら

りと出したもの)を用意。

③領収書は、

・テーブルの上に並べておき、各自で取ってもらう。

　もう一度、手指の消毒をしてもらい、美顔はりの

練習用に準備した鍼、アルコール綿花、鍼皿も

テーブルの上に準備しておき各自で取ってもらう。

　デモンストレーションではベッドにタオルを敷い

て対応し、参加者のほぼ全員が講師の施術を腕

や顔面で体験した際は、松井先生がその都度

ベッドのアルコール消毒をして対応しました。

　おおよその状況は以上です。

　７ Pに受付の写真を掲載しました。（編集部注）
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冬期研修会　臨床座談会「テーマ：膝 肩 腰 なぜそこに鍼をするのか」

日時　11 月 29日(日) 13:00〜16:00

会場　長岡市　アオーレ長岡 東棟 3 階市民交流ホールD

講師　

　　藤原　大輔　　 新潟県鍼灸師会　学術部長

　　飯塚　光 　　　新潟県鍼灸師会　理事

総参加者数　12 名　　内訳：会員９名　

会員外 1 名、学生 2 名［新潟看護医療専門学校 2 名］）

２０２０冬期研修会を終えて

藤原　大輔

　昨年１１月末、アオーレ長岡にて冬期研修会が

開催されたのでここに報告する。

　講師は僭越ながら学術部長の私と、普及部長

の飯塚先生とで担当することになった。テーマは

開業して誰もがぶつかる可能性がある、改善しな

い悩みを共有したいということで、運動器疾患の

中でも膝、肩、腰の鑑別と治療を、参加者の中か

ら被験者をお願いし、実技を交えながら進行して

いった。新型コロナによる感染拡大も懸念される

中、対策を徹底しながら開催できたことに感謝を

したい。

　主催し、講師をつとめた側からの感想を述べる。

　先ずは、しゃべってばかりで鍼の実技が少な

かったことである。話しながら、手を動かせばよ

かった。また、サブテーマにしていた「なぜそこに

鍼をうつのか」をもっと鮮明にするべきであった。

頭の中では舌診、脈診、ツボの反応、といった体

表観察から弁証をし、適した道具と手技で対応す

るというプランがあったが、思うように実行できな

かった。それと、被験者になってくれた方への症状

改善に重きがおかれ、検査、鑑別、診断が疎かに

なってしまった。もしこのまま新型コロナの感染が

拡大し続けるなら、オンライン開催も視野に入れ、

県内の講師を中心に研修会を行うことになるだろ

う。次回我々に機会があれば、ぜひ改善して臨め

るように準備したい。

　医療現場や保健所の業務逼迫を受け、今後

PCR法のサイクル数が下げられるのではないか

という情報や、東京都では積極的疫学調査の対

象を、重症化リスクがある高齢者に絞るといった

新聞記事も見られる。早期に通常の生活が送れ

るようになることを祈る。
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研修会受付での新型コロナ対策

↑　「夏期研修会」で実施した、新型コロナに対応した受付　①「受付用紙」②「封筒」③「領収書」と３部

編成になっている: 　　　　↓　「冬期研修会」でも同様に対応した。

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

                                                           　

・厚生労働大臣免許保有証の発行事業　※（公社）新潟県鍼灸師会からの委託業務

　  

　　　　　　　  見本

　　期間　7月上旬：受付開始　　8/31：受付終了　　

　この他、会として、会員の公益活動を応援しています。
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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。

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、 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 

六、 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

七、 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

八、 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

九、 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

十、 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 
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