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小川卓良

令和２年（２０２０年）度

定時代議員総会が開催される
密を避けＷｅｂによる視聴を導入

新型コロナウイルスの終息が未だみられない中、皆さまのご協力により総会成立に必要な要件を整えるこ
とができました。小川卓良会長は冒頭の挨拶で「ＮＥＬＳ始動」
「４団体の不協和」という、明暗併せ持つ
内容に触れ、来場あるいはＷｅｂにて参加した代議員だけでなく、役員一同、緊張感をもって総会を開催し
ました。
１．
日 時：令和２年６月７日（日）１３：００～１４：００
２．
会 場：ＴＫＰガーデンシティ渋谷
（東京都渋谷区渋谷２－２－２３ 東口ビル４Ｆ）
３．
代議員総会の目的事項
[ 報告事項 ]
１．２０１９年度事業報告の件
２．
２０１９年度事業報告の明細書の件
３．
２０２０年度運営方針、事業計画及び収支予算の件
４．２０２０年度資金調達及び設備投資の見込みを記載
した書類の件
[ 決議事項 ]
第１号議案 ２０１９年度貸借対照表の件
第２号議案	
２０１９年度損益計算書（正味財産増減計
算書 ) の件
第３号議案 ２０１９年度貸借対照表及び損益計算書
( 正味財産増減計算書 ) の附属明細書の
件
第４号議案 ２０１９年度財産目録の件
第５号議案 定款変更の件

定池議長（左）
、
小林副議長（右）

Ｎ
ＴＩＯ
Ａ
Ｍ
ＯＲ
ＩＮＦ

[ 議事および結果 ]
中村副会長より開会の辞があり、代議員の中から議長
に定池寿氏（石川県）
、副議長に小林潤一郎氏（東京都）
が選任されたのち、定足数の確認（代議員数１０３名、
出席者数７名、事前投票者数８３名、委任状数９名）を
行い議事が進行された。ちなみに今回初めて導入し
た「Ｗｅｂによる視聴」にて参加した代議員は１６名、
役員は５名であった。
第１号議案から４号議案は一括上程され、事前投票
８３名、会場７名、委任状９名、賛成９９名で承認された。
第５号議案は、定款に示される理事定数「１２名以上
２１名以内」を「１３名以上１７名以内」に変更するとい
うもので、高田業務執行理事による補足説明の後、可否
を問うたところ、事前投票８３名、会場７名、委任状９名、
賛成９９名で承認された。
今回、福島県、石川県、福井県、静岡県、大阪府、
鳥取県、広島県、高知県の代議員から、事前に質問及
び要望などが提出され、当日の追加質問はなかった（質
問及び回答は代議員に配布）
。
当初、質問は事前に質問状などを提出した代議員に限
られていたが、時間的な余裕もあり、急遽、議長の采
配で、Ｗｅｂ視聴者からも質問などを受け付けたところ、
以下のようなやり取りがみられた。
代議員：新ＧＫカードは今までとどういう違いがあるの
か？
堀口ＩＴ担当：今までのＧＫカードも利用可能である。
今後は厚生労働大臣免許保有証もＧＫカードとして代用

日本鍼灸師会メールアドレス未登録の方々へ緊急連絡です！
きっと皆さまのお役に立ちますので、今すぐご登録ください！！
➡ 詳細は本誌７ページをご参照ください。
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可能となる。旧ＧＫシステムは本年度中に廃止となり、
代替の管理システムの運用が開始される（７月からを予
定）
。
代議員：免許保有証の５年更新はどうなるのか？
堀口ＩＴ担当：代替システムでは旧カードの情報を、機械
にピッとかざして新カードに引き継げるよう準備している。
代議員：ＳＳＬ対策をしたいと考えているが、当会ＨＰが
日鍼会のサーバーを利用しているため、昨年にどうすれ
ばよいかをお尋ねした。進捗はどうなっているのか？料
金はどうか？
堀口ＩＴ担当：日本鍼灸師会のＨＰはリニューアルしてＳ
ＳＬ対応済。各都道府県師会においても、サーバー利
用料金は無料。各都道府県師会のＳＳＬ対応に関しては
担当者と直接相談させてもらい進められると思う。
代議員：今年の全国大会、７０周年記念事業はどうなっ
ているのか？
髙田法人担当：第１６回全国大会 in 東京、同時に予定さ
れていた創立７０周年記念式典は来年度に延期。また第
１７回全国大会を担当する愛知は、更に２０２２年度に
繰り延べとなる。
議長：今年のブロック会議はどうなるのか？
髙田法人担当：現状としては多くのブロックから中止、延期
の連絡が入っており、本年度はまだどこも開催していない。
代議員：会費納入が猶予となったが、会員が減少してい
る中で、どう運営していくのか。どう予想しているのか。
南副会長：予想はついていない。アンケート等からみて
厳しい状況。会員減少自体は避けられないが、それで
も組織を維持するための施策は行っていく所存である。
堀口ＩＴ担当：ＨＰを大々的にリニューアルした。更なる
会員のステイタスアップ、利便性向上のために各都道府
県師会で開催する予定の公益目的事業などの情報を提
供していただきたい。
大口副会長：先ほどの全国大会、７０周年記念事業の変
更については新報で告知する。
南副会長：現在、ＩＳＯ対策に関しては通常どおり会議
が進行している。中国の覇権主義に対する抵抗でもある。
ＪＬＯＭに対する理解と寄付のご協力をお願いしたい。
日本の鍼灸が世界標準から離れないための活動である。
永島研修担当：ＮＥＬＳの受講登録をしていただきたい。
本会の新しいＨＰから入っていただければと思う。動画
を見るには、パスワードが必要。わからなければ本会事
務局にご連絡いただきたい。詳しい内容については今月
の新報に掲載する。

代議員：ＨＰ上のＮＥＬＳ関連のバナーをもっと目立たせ
ては？また、知ってもらうためには受講者の体験談を新
報に掲載してはどうか？
永島研修担当：受講の体験談はＮＥＬＳの方にはあるが、
研修の方にも今後は載せてみようと思う。
矢津田危機管理担当：新型コロナ禍に対しエタノール等
衛生材料の斡旋を行ったが、当委員会や業者の体力や
動きの面から、各師会単位で対応していただくのが現実
的な気がした。アドバイスは出来るので相談してもらい
たい。また、現況における鍼灸院運営に関するリスク回
避のガイドライン（第２改訂）等を作成しＨＰに掲載して
いるので、参考にしていただきたい。
代議員：マスクなどの備蓄は検討されているのか？大規
模なスポーツイベントの予定があるので、厚労省などか
ら情報が入れば早めにご提供願いたい。
矢津田危機管理担当：こういった状況なので、備蓄は進
んでいない。新型コロナ禍の状況におけるスポーツケア
に特化したガイドラインについては、今後スポーツボラ
ンティアの担当者とも協力して進めていきたい。
代議員：衛生材料などの備品の確保については各師会
で対応したほうが望ましいということなら、例えば師会
長ＭＬなどで具体案をお知らせいただければ対応しやす
くなると思う。
矢津田危機管理担当：なるべく対応したいと思う。
松浦副会長（地域ケア担当）
：ロールアップバナーとタペ
ストリーを作成したので、各種イベントなどで鍼灸を知っ
てもらうために活用していただきたい。貸出は無料。
代議員：貸し借りだと送料が掛かるので、各師会でプリ
ントアウトして利用出来るようなものを作る予定は？
松浦：タペストリーはＨＰからダウンロードして使用して
いただける。
児山広報普及担当：鍼灸ネットに誘導するカードを作成
した。最寄りの鍼灸院を知ってもらうためにイベントや
患者に配布して活用していただきたい。また、新型コロ
ナ対応のポスター（院内感染対策・患者へのご協力お願
い・免疫向上）を作成したので、活用していただきたい。
松浦副会長が閉会の辞を述べ、恒例の意見交換会は
開催せず、早々に解散となった。
（報告：法人管理委員会）

全国師会の新任師会長をご紹介します
全国各師会の総会で役員改選が行われた師会があり、その中で新しく
会長に就任された皆さんをご紹介いたします。よろしくお願い申し上げ
ます。（６月１７日現在／敬称略）

神奈川県師会 鹿児島県師会

清水

慎司 和田

洋文

代議員交代のお知らせ
（公社）日本鍼灸師会 代議員選挙管理委員会委員長

深澤栄一

日本鍼灸師会の代議員について、下記選挙区で辞任届が提出され補欠代議員が繰上げ
当選となりましたので、お知らせいたします。
山形県選挙区：渡部
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鍼灸マッサージ保険推進協議会について
鍼灸マッサージ保険推進協議会（通称：保険推
進協）を構成する ( 公社 )日本鍼灸師会、( 公社 )
全日本鍼灸マッサージ師会、( 公社 ) 日本あん摩
マッサージ指圧師会、
（社福）日本視覚障害者団体
連合の４団体は今年の療養費改定について協議を
行い、往療料の包括化とマッサージの施術料の包
括化を要望することで合意に至り、議員連盟及び
厚生労働省に申入れを行ってまいりました。
しかしながら、４団体中の１委員が厚労省との
実務者会議の席上、突如として保険推進協に諮る
ことなく施術料の包括化を翻しました（当初、包
括化の提案を４団体内で行ったのはこの委員でし
た）。以後混乱に陥り、６月９日現在、社会保障審
議会 医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり
・
きゅう療養費検討専門委員会が開催されない事態
となっています。
現在、マッサージ療養費は、施術部位数に応じ
た請求が行われています。包括化すると料金が一
本化されますが、包括化により不正の予防、同意
書の簡素化、医師の同意が得やすい等のメリット
があり、全体で支給される総額は部位別請求と同
額で、平均すれば従前と変わりません。

日鍼会は、包括化を進めることがあはき業界の
ためになると思い、当初の保険推進協の合意事項
である包括化の考えを支持しています。
その後もこの委員が所属する団体は、数度に及
ぶ保険推進協の会議でも強固に反対しました。
そして、去る６月５日にも実務者を入れた保険推
進協の協議を再度行いましたが、３対１の結果に
も関わらずこの団体は強固に受け入れを拒否しまし
た。厚労省や議員連盟との話し合いも４団体がま
とまらなければ開催できないため、はり、きゅう、
マッサージの料金改定は行えません。過去には３
対１の結果になった場合、４団体の結束を優先し
少数派は妥協してまいりましたが、この団体は妥
協を拒否したため会議を進行することができず、
止む無く退席を求めました。
今後３団体だけでは良い交渉ができないため、
４団体が結束すべく努力は続けていますが、６月
１２日の時点では解決していません。
いろいろな情報、中には誤った情報も出ると思
い、ここに真実をご報告しておきます。
( 報告：会長 小川卓良 )

鍼灸マッサージ保険推進協議会とは
現在、我々の施術者専門団体の協議会は２種類
あります。一つは、療養費や生活保護、労災、自
賠責等の鍼灸マッサージの保険に係わることを協
議し厚生労働省に要望する「鍼灸マッサージ保険
推進協議会」
（通称：保険推進協）、一つは、あん
摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の法律
の改正等を協議し国に要望する「あん摩マッサー
ジ指圧師、はり師、きゅう師等法推進協議会」
（通称：
あはき推進協）があります。ご存知ない方のために、
今回は「保険推進協」についてご説明いたします。
鍼灸マッサージ保険推進協議会は、公益社団法
人全日本鍼灸マッサージ師会（通称：全鍼師会）、
公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会（通
称：あマ師会）、社会福祉法人日本視覚障害者団
体連合（通称：日視連）、公益社団法人日本鍼灸
師会（通称：日鍼会）の３つの職能専門団体と１つ
の社会福祉法人の４団体で構成されています。保
険推進協において協議し作成された要望書を自民
党の「鍼灸マッサージを考える国会議員の会」に
提出しています。代表は日鍼会の小川会長です。
平成１２年１２月１２日に自民党の「鍼灸マッサー
ジを考える国会議員の会」の当時の会長で元総

理大臣の故橋本龍太郎氏に５項目の要望書を議連
に提出したことから始まり、この要望を満たすた
めに厚生労働省保険局医療課の担当者と日鍼会２
名、全鍼師会２名で平成１３年６月より月１回の定
期実務者協議が始まりました。協議が進展すると
保険推進協に持ち帰り、４団体長合意の下、実務
者が要望を満たすための協議を進めることを前提
として長く行われてきました。
鍼灸施術の期間回数の制限撤廃や申請書の書
式統一、同意書様式の統一、施術者登録番号、
施術録様式の統一、料金改正等を行ってきました。
また、受療委任払いの協定の環境を整える活動を
してきました。現在では、各団体２名ずつで実務
者協議を行っています。
平成２４年１０月からは厚労省の社会保障審議会
医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅ
う療養費専門検討委員会に各団体より専門委員を
派遣し、公の場で制度や料金を決めていますが、
保険推進協の要望や考え方は事前に調整され検討
委員会に臨んでいるため、４団体の意思決定プロ
セスは以前と変わるところはありません。
（報告：副会長 大口俊德）
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令和元年（2019 年）度 第７回理事会報告
【日 時】令和２年３月８日（日）
１１：００～１６：００
【場 所】東京セミナー学院（西池袋）
【出席者】 １７名（理事１５名、監事２名）
【議 長】小川
【議事記録】 寺川
【議事録署名人】 小川、仲野、川上
【議 題】
（１）報告事項
ア．事業報告および イ．対外報告
第１号議案
正副会長および業務執行理事より進捗状況の説明
第２号議案 内閣府認定等委員会立入検査の結果の件
南副会長より事業報告や監事の重要性に関する指摘
を受けたこと、前回の監査における指摘点は改善され
ていたこと、法人管理費用をゼロベースで検討しては
どうかとアドバイスを受けたことなどの報告。
第３号議案 伝統医療基本法の件
南副会長より医師会、患者団体のいずれにおいても
「伝統医療は医療に入っている」という認識を確認し
たが、医療基本法の成立に時間が掛かりそうなので、
伝統医療基本法の作成についても並行して進めた方が
よさそうとの報告。
第４号議案 ＳＤＧｓの件
 大口副会長より本会事業を国際サミットの事業分類
に基づき整理してはどうかとの提案があり、それを受
けた審議の中で、まずは日鍼会の方向性を定めてから
各委員会の活動に落とし込んでいくのがよいだろうと
のこと。
第５号議案 法人運営の件
 武内理事より法人管理業務運営の「みえる化」を目
的とした年間スケジュールの提示。
第６号議案 ２０２０年度運営方針の件
 小川会長より基本的な方針は変わらないが、新しい
内容を入れてリフレッシュしたいと発言、審議の結
果、法人管理で作成し、改めて理事会承認を得ること
となった。
（２）決議事項
第１号議案 ２０２０年度総会開催の件
 髙田業務執行理事より趣旨説明、審議の結果、６月
７日に渋谷ＴＫＰ会議室で開催することで、承認。
第２号議案 全国大会２０２０in東京の件
 武内理事より創立７０周年記念式典、および大会
テーマの設定についての報告。ほかカルタ大会の開催
有無、青年委員会への協力要請についての言及あり、
運営の方針について審議の結果、承認。
第３号議案 議案上程：創立７０周年記念式典に関する
会長表彰及び感謝状候補者推薦依頼の件
 大口副会長より趣意説明、審議の結果、承認。
第４号議案 議案上程：創立７０周年記念式典に関する
実行委員会の立ち上げと実行委員会推薦の件
 大口副会長より趣旨説明、実行委員会の立ち上げ、
及び委員として今井幸司氏、秦宗広氏の推薦があっ
た。審議の結果、承認。
第５号議案 議案上程：全国大会運営規程見直しの件
 寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第６号議案 議案上程：準会員規程の一部修正
 寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第７号議案 議案上程：準会員の会費に関する規程の件
 寺川理事より趣旨説明、堀口業務執行理事より「業
団に所属する意義を感じてもらいたい」と補足説明、
審議の結果、承認。
第８号議案 議案上程：準会員申込申請者の件
 髙田業務執行理事より学生３名、他３名の申込につ

いての報告、審議の結果、承認。
第９号議案 議案上程：再雇用職員の件
 髙田業務執行理事より趣意説明、事務職員の６月末退
職について、審議の結果、承認。
第１０号議案 議案上程：新会館賃貸の件
 細田理事より趣意説明、１階を貸す、１、２階を貸
す等今後継続して検討することについて、審議の結
果、承認。
第１１号議案 議案上程：必要資料を準備企画するため
の準備委員会設置の件
 小川会長より趣意説明、各委員会の活動を遅くとも
８月までにはまとめたい、とのこと。審議の結果、法
人管理委員会が中心となり大口副会長が人選を検討す
ることで承認。
第１２号議案 議案上程：議事録作成人選任の件
 寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第１３号議案 議案上程：ＮＥＬＳの実施委員会設置の件
 永島業務執行理事より趣意説明と構成メンバーの推薦
（小川会長の指名による）があった。審議の結果、承認。
第１４号議案 議案上程：国民のための鍼灸師将来検討
委員会の設置の件
 髙田業務執行理事より趣旨説明、小川会長より補足
説明があり、児山業務執行理事を中心に、寺川理事、矢
津田理事で協力してもらいたいとのこと。審議の結果、
設置の方向で今後検討。
第１５号議案 後任の事務員について
 小川会長より趣旨説明、審議の結果、事務作業の効
率化をめざし、正副会長、法人管理担当、事務局長で再
検討することで承認。
第１６号議案 事業予算の件（ＡｃｕＰＯＰＪ）
 大口副会長より趣旨説明、ファクトブックを刷新
し、医道の日本社から刊行される小冊子を法人で購入す
ることで承認。
第１７号議案 ２０２０年度事業計画（案）の件
 髙田業務執行理事より趣旨説明、審議の結果、文言
などの軽微な修正を含め、承認。
第１８号議案 ２０２０年度予算（案）の件
 寺川理事より趣旨説明、今回承認された新事業の加
筆、軽微な修正を含め、承認。
第１９号議案 令和２年度療養費改定に係る要望書の件
 要業務執行理事より、四団体長から提出される要望書の
一部文言の修正について説明があり、審議の結果、承認。
（３）その他の審議
１）ＡｃｕＰＯＰＪの作業部会メンバーの増員と運営委
員確認の件
堀口業務執行理事より、作業部会メンバーとして永島
業務執行理事、児山業務執行理事を加え、運営委員であ
る大口副会長と仲野監事については５月の理事会で再度
相談させていただきたい、と発言。
２）５月の理事会について
小川会長より現在コロナがどうなるか未詳だが、現段
階では開催の方向で検討中であると発言。
（４）監事講評
（報告：法人管理委員会）

4

日本鍼灸新報 Ｎｏ.６７４ 令和２（2020）６月26日発行

令和元年（2020 年）度 第１回理事会報告
【日 時】令和２年５月１０日（日）
１３：００～１６：００
【場 所】渋谷カンファレンスセンター ７階ホール７Ａ
【出席者】２２名（理事１９名、監事３名）
【議 長】小川
【議事記録】 髙田
【議事録署名人】 小川、仲野、浜田、川上
【オブザーバー】 岡田睦（新事務局長）
【議 題】
（１）報告事項
ア．事業報告および イ．対外報告
①ｅラーニングがスタートした②紙媒体資料の削
減、早期にメール配信に変更したい③５／９監査会で
の財務諸表の科目について、後日会計事務所より説明
を求める④全国大会in静岡の会計報告について⑤定期
提出書類の提出についての報告。
（２）決議事項
第１号議案 ２０１９年度事業報告の件
 小川会長より趣旨説明、審議の結果、承認。
第２号議案 ２０１９年度事業報告の明細書の件
 児山業務執行理事による修正箇所の指摘があり、
それを含めて審議の結果、承認。
第３号議案 ２０１９年度各種財務諸表の件
 小川会長より趣旨説明、審議の結果、承認。
第４号議案 第１、２、３号議案に対する監査の件
 浜田監事による「適正かつ相違ない」との報告。
第５号議案 ２０２０年度定時代議員総会の開催及び決
議方法の件
寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第６号議案 代議員総会開催タイムスケジュールの件
 青栁事務局長より趣旨説明、審議の結果、承認。
第７号議案 代議員総会開催通知
 小川会長より趣意説明、審議の結果、承認。
第８号議案 議案上程：法人管理委員長任命の件
 髙田業務執行理事より趣意説明と推薦があり、寺川
理事が法人管理委員長に就任することについて審議の
結果、承認。
第９号議案 議案上程：事務局長採用の件
 髙田業務執行理事より６月末に退職の青栁事務局長の
後任として岡田睦氏が紹介された。５月、６月は週２日で
引継ぎ、７月より本採用とのこと。審議の結果、承認。
第１０号議案 議案上程：理事定数見直しの件
 髙田業務執行理事より現在の「１２名以上２１名以
内」の見直しが提案され、審議の結果「１３名以上１７
名以内」で可否を問うたところ、賛成多数で承認。
第１１号議案 議案上程：理事会の在り方の件
 幸﨑理事より、上程案については全て事前配布して
もらいたいと要望があった。寺川理事より、できるだ
けそのようにする、と発言があった。
第１２号議案 議案上程：各委員会の責任所在の件
 幸﨑理事より趣意説明があった。小川会長より、第
１１号議案、第１２号議案については法人管理委員会で
検討の上、次回理事会に提出していただき検討してもら
いたい、と発言があった。
第１３号議案 議案上程：Ｗｅｂ会議参加における手当
支給の件
 髙田業務執行理事より趣旨説明があり、小川会長から
の指示で再度、法人管理委員会で検討することとなった。
第１４号議案 議案上程：創立７０周年記念式典延期の件
 大口副会長より本式典を全国大会開催時に行いたい
と説明があり、審議の結果、承認。

Ｗｅｂによる理事会風景

第１５号議案 議案上程：第１６回全国大会延期の件
 髙 田業務執行理事より趣旨説明があった。延期
（２０２１年１０月～１２月予定）とのこと。審議の結
果、承認。また、次々回予定の愛知大会は１年後に順延
で内諾を得ているとのこと。
第１６号議案 議案上程 第１６回全国大会in東京大会
準備金振込みの件
 川上監事より、既に発生している費用については今
年度中に一旦精算し、来年度は新たに申請していただい
てはとの発言。小川会長がこれを支持し、審議の結果、
承認。
第１７号議案 議案上程：賠償責任保険複数取扱いの件
 武内理事より、２社で１５師会への対応を提案。堀
口業務執行理事より、会員が雇用者もしくは被雇用者の
ケースに対応との補足説明あり。
第１８号議案 議案上程：入退会異動届出書修正の件
 武内理事より、当該届出書にメールアドレス記載欄
を追加と説明、審議の結果、承認。
第１９号議案 議案上程：新会館賃貸プランの件
 仲野監事より、退職する事務局長と、細田理事、大
口副会長だけに任せておいてよいのかとの発言。小川会
長より、細田理事中心に、業務執行委員会で検討してほ
しいと発言、次回の業務執行委員会で課題として検討す
ることで、承認。
第２０号議案 休会に伴う会費等の減免等申請の件
 堀口業務執行理事より趣旨説明、審議の結果、減免
ではなく猶予することで承認。
第２１号議案 大会運営規程（案）修正の件
 寺川理事より、本理事会の他議案との関連で修正箇
所が発生したため、次回理事会に提出との発言。
第２２号議案 東洋療法学校協会への要望の件
 中村副会長より、４団体長会議に提出済み、それに
沿って進めると説明、審議の結果、承認。
第２３号議案 新型コロナへの対応業務に対する手当支給の件
 矢津田理事より趣旨説明、小川会長より、各委員会
の活動費について法人管理委員会で協議の上、業務執行
委員会、理事会を経て審議をしたいと発言、承認。
（３）その他の審議
１）派遣職員の採用の件
武内理事より、明日から出勤する当該職員の、継続の
可否は６月上旬の双方の話合いで決定する、とのこと。
審議の結果、承認。
２）準会員の件
武内理事より、申込者は３月が専任教員７名、学生
１２名、３年以内が３名、４月が学生１名、３年以内が
１５名とのこと。審議の結果、承認。
（４）監事講評
（報告：法人管理委員会）
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日鍼会ｅラーニング研修制度（ＮＥＬＳ） ５月７日スタート！
ＮＥＬＳ実施委員会では、インターネットを活用
したｅラーニング研修システム（以下「ＮＥＬＳ／ネ
ルス」）の稼働に向け、昨年より準備を進めてまい
りました。
この度、５月７日より「臨床基礎コース」
（ＣＦＳ）
講座のＳｔｅｐ１、第１弾を配信いたします。本会
の会員であれば受講は無料です。
１．プロモーションビデオ（ＰＶ）公開
日鍼会会員のインタビューやＮＥＬＳの概要説
明、そしてダイジェスト版のコンテンツを収録した
プロモーションビデオを「日鍼会公式 YouTube チャ
ンネル」で配信しております。
「社会で活躍する鍼灸師 ～研
修の意義～ 始めよう！日鍼会の
ｅラーニング研修」
https://youtu.be/dC1uc1Lr0G4
２．ＮＥＬＳの稼働開始
ＮＥＬＳは「ｌｅａｒｎｉｎｇ ＢＯＸ」( ラーニング
ボックス ) というシステムを活用、自宅のパソコン
やタブレットまたはスマートフォンを用いて、いつ
でもどこでも研修を受講することが可能なシステム
です。
まずは、下記「ＮＥＬＳ受講申込みのご案内ペー
ジ」にアクセスしてください。
h t t p s : // n e l s .p r e s s /
archives/lp/n1

尚、お手数ではありますが、
「メール受取り通知テ
スト」による受取り確認にご協力ください。ご登録さ
れたメールアドレスに、以下のメッセージが送信され
ます。
「ＮＥＬＳメールアドレス確認のため、自動返信メール
を送信いたしました。メールをご覧になり、ＮＥＬＳ
受講申込みを進めてください。
」
メールが届かない場合は「迷惑メール」フォルダも
ご確認ください。１～２分経過してもメールが届かな
い場合は、メールアドレスが有効でない可能性があ
ります。
「nels.press」のドメイン受信許可を設定後
に再度、メールアドレスの有効性をご確認ください。
それでも届かない場合は、ＧｍａｉｌやＹａｈｏｏメー
ルアドレス、その他のＰＣアドレスで再度お試しくだ
さい。
6

※ cloud.com、me.com や携帯アドレスのｄｏｃｏ
ｍｏ、ｅｚｗｅｂ、ｓｏｆｔｂａｎｋ等はメール
が届かない可能性が高いため非推奨となりま
す。
３．受講を申し込まれた方へ
ｌｅａｒｎｉｎｇ ＢＯＸに入室するためのＩＤとパ
スワード、ＮＥＬＳ ｌｅａｒｎｉｎｇ ＢＯＸ使用手順
書を送信いたします。
■ＮＥＬＳ クイックスタートガイド■
１．
「日鍼会公式 YouTube チャンネル」を見る
２．
「ＮＥＬＳ受講申込みのご案内ページ」で受
講申込みをする
３．ＮＥＬＳ事務局からメールで、登録ＩＤとパ
スワード、ｌｅａｒｎｉｎｇ ＢＯＸ使用手順書
が届く
※ ＮＥＬＳコンテンツを視聴するには「日鍼会ホー
ムページ」の会員限定ページを閲覧する際のパ
スワードが必要です。ご不明な方は、所属師会
の事務局またはＮＥＬＳ実施委員会（TEL：0706462-5750 ／ナガシマ）までお問い合わせくださ
い。

まずは、
「日鍼会公式 YouTube チャンネル」でお
待ちいたします！
【ご注意】
ＮＥＬＳに関するお問い合わせは日鍼会事務局
では対応しておりません。
「ＮＥＬＳ受講申込みの
ご案内ページ」のお問い合わせフォームをご利用く
ださい。
※「ＮＥＬＳ受講のご案内」は、Ｇｏｏｇｌｅフォー
ムからご自身でメールアドレスをご登録いただ
いた方、日鍼会主催の研修会および都道府県
鍼灸師会にてメールアドレスをご登録いただい
た方へは、５月７日にメール配信させていただ
きました。
★★★日鍼会からの情報発信について★★★
ＮＥＬＳの受講をご希望され
ない方にも、日鍼会からの各
種情 報をお届けするために、
会員限定でメールアドレスご登
録のお願いをしております。こ
ちらのリンク先よりご登録をお
https://www.harikyu.or.jp/15/
願いいたします。
（研修・学術委員会）
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日常臨床における創意工夫・アイデア募集！
ＮＥＬＳ実施委員会では、
「ベテラン開業鍼灸師
ならではの臨床に役立つシリーズ」を配信する予
定です。
このシリーズは、皆様の日常臨床におけるちょっ
とした工夫やアイデア、心掛けていることを教えて
いただき、それぞれが培った知識や技術、経験を
会員相互に共有することで会員全体の資質を向上
させ、患者（国民）の利益に繋げることを目的とし
ております。また、この取り組みを通して日鍼会の
魅力を広くアピールし、会員増につなげたいと考え
ております。
下記リンク先よりご応募、よろしくお願いいたし
ます。
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS
eksui7K6iyiGKUuIEEGva2
Jcap2BcbhzwiIL6VS8oe7
GwcWw/viewform?vc=0&a
mp;c=0&amp;w=1&amp;us
p=mail_form_link

■募集内容■

２．学校では教えてもらえなかったベテラン開業
鍼灸師の裏技
特効穴や取穴方法など、治療に関するテクニッ
クをご紹介ください。直接施術に関係なくても、
タオル・マクラ・マットなどの独自の使い方などご
紹介ください。
また、セクハラと受け取られないための対策、
出血・内出血させてしまった時の説明、抜針を忘
れた際の謝罪、クレーム対策など、どのようなこ
とでも結構です。
３．健康管理・健康増進を治療目的にさせる導き方
長く開業されている鍼灸院では、健康管理や健
康増進を目的としてご来院される元気な患者さん
も大勢いらっしゃると思います。その多くは、鍼の
おかげで体調が良いと実感し、特別な症状がなく
てもご自身の判断で継続来院されていると思いま
すが、鍼灸師が継続を促すことのできる方法があ
りましたらご紹介ください。
※ 健康管理・増進の効果を確実にする治療法や
患者さんにその効果を実感させる方法、或いは
健康管理を目的に鍼に通おうと思わせるような
お話など。

１．患者のための治療継続意欲の引き出し方
腰下肢痛、頚上肢痛、肩関節痛、膝関節痛、
糖尿病などで募集いたします。
常識的な決まりきったものではなく、患者の意
識を変えるときの独自の決め手（決めセリフ）をご
紹介ください。

◆ お問合せ先 ◆
ＮＥＬＳ実施委員会 委員長 永島茂雄
TEL：04-7124-3796 ( ナガシマ鍼灸院 )
E-mail：shigeo-nagashima@nifty.com

メールアドレスご登録のお願い
メールアドレス未登録の皆さまにハガキが届きます！内容をご確認いただき、ハガキに記載されているＱ
Ｒコードから、日本鍼灸師会送信先にご返信をお願いいたします。 ➡ご登録は今すぐ行いましょう！
【メールアドレスの利用目的】
１．会員の皆さまへ、いち早く日本鍼灸師会の活動をお知らせします。
２．災害時の緊急連絡及び安否確認、被災地への支援活動に参加される方々と本部・現地との連携を行い
ます。また、今回の新型コロナウイルスに関する多くの情報・対策などを発信します。
３．ｅラーニング研修をはじめとする、各研修会・講習会を、いつでも・どこでも、ご都合の良い時に受
講することができます。
４．「鍼灸新報」のメール配信化（費用の削減）を推進します。
日鍼会は、「財政基盤の強化と会員増加」「職域拡大と鍼灸の普及」「鍼灸師の活躍できる場」を目標に
掲げております。これらを少しでも早く達成するために、会員の皆さまのメールアドレスが必要です。
7 月上旬に、メールアドレス未登録の皆さまへハガキを発送いたします。
➡ご返信は７月２７日までにお願いいたします。
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

日本鍼灸師会 法人管理委員会 髙田常雄
（ＴＥＬ：０３－５９４４－５０８９）
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新型コロナウイルス感染症～危機管理委員会の対応
●ＣＯＶＩＤ－１９に対する危機管理委員会の活動経緯
最初に武漢市衛生健康委員会（Wuhan Municipal
Health Commission） から 、 武漢市における非
定型肺炎の集団発生について発表されたのが昨年
１２月。今年に入り、中華人民共和国湖北省武漢
市への滞在歴がある肺炎の患者の第１例目が報告
され、１月１６日に厚労省からプレスリリースされた。
その後、世界的には感染拡大は緩やかのように見
え、１月２４日に世界保健機関（ＷＨＯ）の緊急委
員会は 、新型コロナウイルス関連肺炎の発生状
況は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
（ＰＨＥＩＣ）には該当しないとの発表を行った。
しかしながら中国武漢市での感染拡大が報道
され、日本での感染拡大も十分に考えられたこと
から危機管理委員会で検討・情報収集にあたり、
１月１０日に国立感染症研究所 感染症疫学セン
ター、国立国際医療研究センター 国際感染症セ
ンターから発出された「中国湖北省武漢市で報告
されている新型コロナウイルス関連肺炎に対する
対応と院内感染対策」を基に「新型コロナウイル
ス関連肺炎に対する対応と院内感染対策」初版を
作成。
「新型コロナウイルス肺炎の集団発生に係る
注意喚起について」第一報と共に全国都道府県師
会事務所メーリングリストで配信した。
２月に入り、チャーター便帰国者の感染やク
ルーズ船ダイヤモンドプリンセス号での集団感染の
ニュースが流れ、徐々に新型コロナウイルス感染症
の脅威がわが国でも広がりを見せ始めた。
そんな中、日本鍼灸新報Ｎｏ .６７３でも報告し
ましたが、第２５回日本災害医学会総会・学術集
会が神戸で２月２０日から開催され、当委員会から
も多数参加したが、他団体からは参加を自粛する
演者も散見され、ポスター発表も貼られていない
箇所が多く見受けられた。加えて、ＪＩＭＴＥＦ災
害医療研修等で講師などをしていただいている厚
労省ＤＭＡＴの医師や、他の医療職種の方々を会
場で誰ひとり見かけることがなく、あとで聞いたこ
となのだが、ダイヤモンドプリンセス号での集団感
染に対する医療支援活動に大わらわで学会参加ど
ころではなかったようだ。
学会最終日には急遽、新型コロナウイルスに関
する緊急講演が組まれ、危機管理委員会委員総出
で参加した。予想以上に注目度が高く、会場は溢
れんばかりの人で埋め尽くされ、立ち見どころか会
場に入れない受講者も出るほどであった。
当初、危機管理委員会は災害対策委員会として
立ち上げられた経緯もあり、今回の新型コロナウ
イルス感染症への対応は我々の業務の範疇でない
ような気がしていたが、この学会を終えてその考
8

えは払拭されることとなった。
その後、同感染症は急激な勢いで感染者数が
増加し、海外にも爆発的な広がりを見せ始め、国
内では指定感染症に指定され、ＷＨＯはついに緊
急事態宣言を出すこととなり、我々の鍼灸院でも
感染例や疑い例が受診する可能性を考慮せざるを
得ない段階に入ってきた。それに伴い、新型コロ
ナウイルス感染症の病態についても徐々に明らか
になり、それに対応する形で当委員会でも「新型
コロナウイルス関連肺炎に対する対応と院内感染
対策」第５版（※）まで改訂を行っている。
（６月１
日現在）
わが国では４月７日に、７都道府県に対し、新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、
「新型
コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言」が
発令され、その後全国に拡大された。それを受け、
４月９日に日鍼会と危機管理委員会連名で「新型コ
ロナウイルス感染症に対する日本鍼灸師会の考え
方～緊急事態宣言を受けて～」
（会員向け・一般向
け）という声明を出し、同時に「新型コロナウイル
ス感染防止ガイドライン」
（※）を作成・発出した。
これは、コロナ禍の中でより実践的に鍼灸院を運
営していくことを想定して作ったマニュアルのよう
なもので、現在第２版まで改訂を行っている。
●衛生材料の不足についての対応
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、エタノー
ルの需要激増と封入容器不足により、エタノール入
手が大変困難であるとの事態に対応するため、危
機管理委員会ではエタノール含浸綿の斡旋も行っ
た。種類によっては納期が全く分からないものも
あり、一部の注文された方にはご迷惑をおかけし
たと思う。鍼灸院を維持していくためには消毒資
材は不可欠であり、この先もエタノール入手困難の
状態が続くことが予想されるため、早急に次の手
を考えなければならない。
●おわりに
今回の新型コロナウイルス禍は、一般の方々に
とっても、我々鍼灸師にとっても、これまでで一
番の災厄であるかもしれない。皆様には当委員会
より発出したガイドライン文書等を参考にしてい
ただき、正しく知り、正しく本感染症に向き合い、
平時以上の衛生管理と感染拡大防止に努め、
「コ
ロナに負けない」強い鍼灸院を作り上げていただ
くことを切に願う。
※文書は日鍼会ホームページの危機管理委員会
ページよりダウンロードすることができます。
（危機管理委員長 矢津田善仁）
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鍼灸院・鍼灸師の実態調査（長野）

令和２年２月〜４月末

新型コロナウイルス感染症による鍼灸師・鍼灸院への影響
令和２年１月に国内での感染が確認された新
型コロナウイルス感染症は、５月２５日に緊急
事態宣言が解除されたが、現在（６月２日）も
北九州市や首都圏において第２波と思われる感
染者の拡大をみせはじめている。
（一社）長野県針灸師会では、新型コロナウ
イルス感染症拡大による鍼灸院・鍼灸師への影
響を把握するため、県内の鍼灸師を対象に調査
を行った。
調査期間：令和２年４月３０日〜５月７日
調査対象：長野県在住の鍼灸師（会員・非会員）
調査手法：会報、県針灸師会ＨＰとＳＮＳを利
用し告知
Ｇｏｏｇｌｅフォームを用いた調
査・回収

④各鍼灸院の２〜４月における患者数の増減グラフ

⑤どのような感染対策を行っていますか？（複数回答可）

回 答 数：４７名
①新型コロナウイルスに関する患者さんからの
相談はありましたか

※結果より一部抜粋（詳細は県師会ＨＰ参照）

②２月以降、新型コロナウイルスによるキャン
セルはありましたか

③どんなことが不安ですか？（複数回答可）

４月２４日に長野市の整骨院において新型コ
ロナウイルス感染症のクラスター（集団感染）
が確認され１１１名の患者様・関係者が濃厚接
触者となった。
濃厚接触者の中に長野市長の加藤久雄氏が含
まれたことから連日テレビや地元紙で大きく報
道され、県内の鍼灸施術所は、施術所での感染
を危惧する患者様からの相談や来院キャンセル
が増え、来院者数５〜８割減の施術所が相次い
だ。
県師会として顧問代議士を通じ経済的支援と
衛生材料の配給を長野県へ陳情、その結果、地
元企業からマスク１０，０００枚の寄付を受け、
県内の鍼灸師に配布を行った。
実態調査は、東京都鍼灸師会・神奈川県鍼灸
師会・埼玉県鍼灸師会・大阪府鍼灸師会なども
実施し、全国各地で行政等への陳情に活用して
いる。
一日も早い感染症拡大の収束と、罹患患者様
の早期の快復を心よりお祈り申し上げます。
（報告：危機管理委員会 今村頌平）
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『日本鍼灸師会第１６回全国大会ｉｎ東京』及び
『日本鍼灸師会創立７０周年記念式典』開催延期のお知らせ
標記の件、本年１２月５日 ( 土 ) ～６日 ( 日 ) に帝京平成大学沖永記念ホールでの開催を予定
しておりましたが、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染拡大予防の観点から「第 1 回
理事会」にて検討した結果、一年延期し次年度に開催することとなりました。
十分な準備期間を設け、多くの皆様に安心してご参加いただけるよう企画・運営したいと考え
ております。来年１０～１２月の開催を予定しておりますが、日程が決まり次第改めてお知らせ
いたします。
また、令和３年度に予定しておりました『第１７回全国大会ｉｎ愛知』も一年繰り延べ、令和
４年度の開催となりましたので併せてお知らせいたします。
ＣＯＶＩＤ－１９の影響で厳しい鍼灸院経営環境が続きますが、皆さまのお役に立つ情報をい
ち早くお伝えしてまいりますので、引き続きご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
公益社団法人日本鍼灸師会 会長 小川卓良
日本鍼灸師会第 16 回全国大会 in 東京 実行委員長 松浦正人
日本鍼灸師会創立 70 周年記念式典 実行委員長 大口俊德

経営支援策情報
各種支援は「申請主義」です。 給付金詐欺にはご注意ください。
・ 持 続 化 給 付 金 ： 前年比で売り上げが５０％減の月がある場合の支援（経済産業省）
・ 雇 用 調 整 助 成 金 ： 従業員の雇用に関する支援（厚生労働省）
・ 資金貸し付け支援 ： 日本政策金融公庫＋民間金融機関
・ 税 制 支 援 措 置 ： 地方税（総務省）・国税（国税庁）
・ 特 別 定 額 給 付 金 ： 一人に１０万円ずつの給付（総務省）
・ 家 賃 支 援 給 付 金 ： 第２次補正予算案・６月下旬決定予定（経済産業省）
（組織委員会）

会費納入の猶予に関するお知らせ
新型コロナウィルスから国民の命を守るための施策はきちんと行われるべきものです。しかし
一方で、その影響により国内経済全体が収縮していることも事実であり、会員の皆さまの多くが
個人事業主である本会にとって深刻な事態であると受け止めております。
５月１３日付で都道府県事務所にはメールでご案内しておりますが、通常は年内（１２月末まで）
に納入していただいている会費を、令和２年度分につきましてはその期限を令和３年１２月末ま
で延期することといたしました。ご希望の方は、都道府県師会事務所までお申し出ください。
（法人管理委員会）
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2020 年度「厚生労働大臣免許保有証」
7 月・8 月受付について
「厚生労働大臣免許保有証」の申請受付が 7 月 1 日より行わ
れます。
申請は 1 年に 1 回です。申請がまだの方は日本鍼灸師会Ｈ
Ｐの
＜経営サポートの各種申請＞
https://www.harikyu.or.jp/support/#i-5 または
＜委員会記事の組織委員会＞
https://www.harikyu.or.jp/category/category5/ か ら 交
付申請手続き、申請用紙類等をダウンロードし、内容をご確認の上、必ず期間内に各都道府県師会
に申請をしてください。（申請用紙 202004 版）
有効期限：平成３３年３月３１日の保有証は更新の申請が必要です。
■申請する前に免許証の確認（不備の場合は免許保有証の発行ができません）
・免許証は紛失していませんか？ ➡ 交付手続きをしてください。
・免許登録事項（氏名、本籍地等）に変更はありませんか？
➡ 変更がある場合は、事前に免許証の登録事項の変更手続きをしてください。
・免許証の紛失及び登録事項に変更がある場合は、保有証の申請は受付け出来ません。
・免許証の再交付、登録事項変更手続きは、( 公財 ) 東洋療法研修試験財団 HP「免許登録の案内」
を参照ください。http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html
◆住民票と免許証の「本籍地・氏名」が一致しているか確認しましょう！
本籍地・氏名等が異なる場合 ➡ 免許証の書換えが必要。
（申請受付けは出来ません）
➡ 研修試験財団で免許証の書換え申請手続き後、申請書の提出が出来ます。
◆複数の免許証を保有している場合は、それぞれの免許証に記載された本籍地になっ
てるかの確認。
相違の場合 ➡ 研修試験財団で免許証の書換え申請手続き後、申請書の提出が出
来ます。
■旧姓・通称名併記
・ 免許証に旧姓・通称名併記がある場合は、免許保有証も同様に旧姓・通称名併記を行います。
（免許証どおりの氏名記載）※保有証のみの旧姓併記申請はできません。
・ 免許証に旧姓記載が無い場合 → 事前に ( 公財 ) 東洋療法研修試験財団へ免許証書換え手続
きを行う。
本人が ( 公財 ) 東洋療法研修試験財団（ＴＥＬ：０３－３４３１－８７７１）へ問い合わせし、
手続きを行う。
■申請手数料は４，０００円です。
①新規申請 ･･･ 会員の方は２, ０００円の助成があります。
②書換え申請（本籍地・氏名等登録事項）･･･ ４, ０００円。
③再交付申請（紛失等）･･･ ４, ０００円。
④更新申請 ･･･ ４, ０００円。会員の方は２, ０００円の助成があります。
⑤日鍼会会員外の方、準会員の方 ･･･ ４, ０００円。
■注意
①免許証は全て A ４サイズでコピーしてください。
②写真はパスポートサイズです。スキャンの関係で暗めに仕上がるため少し明るめに撮ってく
ださい。
③返信用封筒（市販の長３定型封筒 12 ㎝× 23.5cm）に４０４円（簡易書留料金）切手貼付。
■交付申請手続き、お問い合わせは「各都道府県鍼灸師会」までお願いいたします。
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新型コロナウイルス対策関連ポスターのお知らせ
鍼灸院では常時より衛生管理を行っていますが、新型コロナウイルスの状況下で患者様に安心してご来院
いただくため、院内に掲示する「新型コロナウイルス対策関連ポスター」を制作しました。
◆「新型コロナウイルス感染予防対策ポスター」
（ブルー・イエロー）

◆「はり・きゅうで免疫向上ポスター」
（グリーン・オレンジ）

◆「患者様向け新型コロナウイルス感染予防協力
お願いポスター」（ブルー・イエロー）

日鍼会ホームページよりダウンロードしご利用ください。
（公社）日本鍼灸師会ホームページ
https://www.harikyu.or.jp/
（広報普及委員会）

「鍼灸ネットカード」って何？
「鍼灸ネット」は（公社）日本鍼灸師会会員だけが登録
できる鍼灸院検索サイトです。患者様が最寄りの鍼灸院
を探すために活用していただくことを目的としています。

各種鍼灸関連イベントで配布
都道府県外へ転出される患者様へ
鍼灸啓発活動のツールとして活用
などアイデア次第で利用法が広がります。
未登録の会員の方は、この機会に鍼灸院の登録をお勧め
します！
「鍼灸ネット」へのご登録はコチラから

ボランティア活動や鍼灸体験イベントなどに参加をす
ると「〇○市で安心して通える鍼灸院はどこにあるの？」
といった質問を必ず受けます。
そこで「ここからお近くの鍼灸院が探せますよ」と利
用者へ手軽に配布してお伝えできるものを、携帯しやす
いカードサイズで製作しました。
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「鍼灸ネットカード」をご希望の際は、メール・ＦＡＸ・
お電話にて日鍼会事務局までご連絡ください。
［日鍼会事務局］
TEL：０３- ５９４４- ５０８９／ FAX：０３- ５９４４- ５０８７
E-mail：info@harikyu.or.jp
（広報普及委員会）
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会員の異動（２０２０年３月１日～６月２０日）
■入会者４０名
都道府県
北海道

ようこそ日本鍼灸師会へ。ご活躍を期待しております。（敬称略）
氏
能島

名

都道府県

稔明

東

京

氏

名

柳田

氏

名

弘子

兵

庫

北嶋

佳壽子

誠

兵

庫

福島

智恵子

青

森

岩下

友貴奈

山

梨

岩

手

伊藤

真由美

岐

阜

青木

美鈴

岡

山

葛城

智子

岩

手

小原

芽久美

岐

阜

河村

高史

広

島

黒川

雅俊

茨

城

内海﨑

武広

静

岡

石井

律江

愛

媛

青野 正治

埼

玉

岩﨑

将和

静

岡

清水

正明

愛

媛

垣内

啓輔

埼

玉

中野

正平

静

岡

宮本

孝之

愛

媛

陶山

昌宏

千

葉

新本

直美

愛

知

久仁明

愛

媛

東

京

石倉

克彦

愛

知

大地

福

岡

東

京

菊地

貴子

愛

知

綾

佐

賀

東

京

坂梨

直恵

愛

知

毛利

陽介

長

崎

近藤

和史

東

京

垰本

敏江

愛

知

山本

裕美

長

崎

柳川

主税

東

京

髙橋

克明

兵

庫

五十嵐

沖

縄

岡峰

勝広

東

京

西野

展正

氏

名

■物故者４名
都道府県

望月

都道府県

加藤
下地
谷﨑

庸倫

松浦
楠本
松本

千登勢
和敏
剛

謹んでご冥福をお祈りいたします。（敬称略）
氏

茨

城

栗木

長

野

林

名
宏之
敏雄

都道府県
R2.3.25(74 歳 )

神奈川

R2.4.12（70 歳）

兵

庫

岩泉
山西

瑠實子 R2.4.26(72 歳 )
敏文

R2.5.28(70 歳 )

『けんこう定期便Ｎｏ.２７』と動画をホームページにアップしました！

今回は、昨年の第１５回全国大会ｉｎ静岡でご講演いただき、ご自身のコンディショニングに鍼灸を採
り入れているパラリンピック陸上（障がい者スポーツ）選手、春田純氏にご登場いただきました。
１５歳という多感な時期に健常者から障がい者になった当時の心境や、義足へのコンプレックスを克
服して陸上選手を目指したきっかけ、そして日ごろのトレーニング方法や鍼灸師に期待することなど、と
ても興味深い内容です。競技用義足でのスタートダッシュやトラックを駆け抜ける姿など、トレーニング
風景を収録した動画も掲載していますので、リニューアルした日鍼会ホームページを是非ご覧ください。
（広報普及委員会）
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日鍼会会務報告（令和２年３月１日～６月１７日分）
[３月]
１日（日）けんこう定期便Ｎｏ.２７取材（藤枝
総合運動公園陸上競技場）
４日（水）三井不動産担当者との協議（日鍼会事
務所）
８日（日）第７回理事会（東京セミナー学院）
１１日（水）福島医科大学前学長菊池臣一先生に
ｅラーニング監修者就任依頼（福島医科大学）、
住友不動産担当者との協議、三井不動産担当者と
の協議（日鍼会事務所）
１４日（土）日本財団在宅看護センターnagomi和
セラピー開設記念式（アーバンリゾート代官山）
２１日（土）国民のための鍼灸医療推進機構令和
元年度第３回作業部会（ワンコイン会議室新橋駅
前ビル１号館）
２２日（日）ｅラーニング研修システム実施委員
会第１回打合せ（ワンコイン会議室東京聖徳太子
会議室）
２５日（水）法人管理委員会（大塚ウグイス会議
室）、厚生労働省保険局医療課との第２６５回実務者
協議（厚生労働省）、４団体長会議（弁護士会館）
[４月]
１日（水）新事務局長の面接（双葉ビル１階ＢＭ
Ｃ大塚スタジオ）、第２６６回実務者協議（厚生
労働省）
２日（木）各種保険見直し戦略会議（日鍼会事務
所）、未病アドバイザー導入検討会議（関西医療
大学）
８日（水）日鍼会保障プラン検討会議、第１回業
務執行委委員会（ルノアール巣鴨駅前店）、ＮＥ
ＬＳのコンテンツ動画作成について（杏林堂）
１３日（月）４団体長会議（京都つくし法律事務
所）
１６日（木）ＩＴ関連見直し会議（スカイプ会
議）
１９日（日）研修・学術委員会 ＮＥＬＳ実施委
員会第２回打合せ（ＺＯＯＭ会議）

２１日（火）ＩＴ関連見直し会議（スカイプ会議）
２３日（木）職員雇用予定者面接（日鍼会事務
所）
２７日（月）４団体長会議（京都つくし法律事務
所）
３０日（木）ＩＴ関連見直し戦略会議（ＺＯＯＭ
会議）
[５月]
３日（日）ＮＥＬＳ実施委員会（Ｗｅｂ会議）
９日（土）監査会（双葉ビル１階ＢＭＣ大塚スタ
ジオ）
１０日（日）第１回理事会（渋谷カンファレンス
センター）
１７日（日）ＮＥＬＳ実施委員会第３回打合せ
（Ｗｅｂ会議）
１９日（火）各種保険見直し戦略会議（日鍼会事
務所）
２２日（金）ＮＥＬＳコンテンツ作成検討会（Ｚ
ＯＯＭ会議）
６月１７日までの会務報告を追加
[６月]
２日（火）地域ケア推進委員会（Ｗｅｂ会議）
３日（水）警視庁捜査一課からの鍼治療による死
亡事故についての相談（田村鍼灸院）、Ｗｅｂ
ミーティングリハーサルとセッティング（日鍼会
事務所）
４日（木）４団体長前夜会議（京都市内）
５日（金）４団体長会議（つくし法律事務所）、
ＧＫカード活用・ＮＥＬＳ運営ＩＴ戦略会議（Ｗ
ｅｂ）
６日（土）日鍼会保障プラン検討会議（日鍼会事
務所）
１２日（金）各種保険見直し戦略会議（ガイヤ針
灸室）
１７日（水）会員メールアドレスの収集方法につ
いて協議（日鍼会事務所）

ホームページリニューアルしました
ホームページを、リニューアルしました。
ピックアップ記事や日鍼会からのお願い、委員会記事、イベント情報などさまざまな情報を掲
載していますので、ぜひ、ご覧ください。
尚、各都道府県師会で開催予定（＆開催済み）の公益事業などの情報をご提供ください。
また、会員限定ページ閲覧用の、「ID」と「パスワード」は、各都道府県師会事務所及び日本鍼灸
師会事務局にて管理しております。ご不明の場合は、お問い合わせください。

日本鍼灸師会ホームページ：https://www.harikyu.or.jp/
（ＩＴ委員会）

日鍼会保障プラン 令和２年度新規加入募集のご案内
☆病気と災害の場合の死亡保障で、割安な掛け金です。
☆ 1 年ごとに収支計算して、剰余金が生じた場合は配当金として還元されます。
☆加入条件は満７０歳６ヶ月以下の会員で、健康で就業されている方は医師の診察無しにお申込
み手続きができます（告知のみでＯＫ）。
※加入対象の方に「パンプレット」を同封します。詳細は「パンフレット」をご覧ください。
（組織委員会）
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日鍼会オリジナル冊子４種の発行
冊子「科学も認める はりのチカラ１・２」、「地域
包括ケアシステムと介護予防」、「老年症候群対策」を
以下の価格で頒布していますので、地域の医療・介護
専門職を含めて多職種の方々に、そして患者の皆さん
に鍼灸・鍼灸師の認識を高める手段としてご活用くだ
さい。
■各１０部１セット：１, ０００円 （税込）
■ 送 料（実費）
：１０冊ご注文の場合、レターパッ
ク使用で３７０円。冊数が多い場合は宅急便にな
り、料金が変わります。
ご希望の場合は、メール・ＦＡＸ・お電話にて日鍼
会事務局までご連絡をお願いいたします。
※「科学も認める はりのチカラ２」は１０部１セット
１, ２００円（税込）から１, ０００円（税込）に
価格変更になりました。
（地域ケア推進委員会・広報普及委員会）

[ 日鍼会事務局 ] TEL：０３- ５９４４- ５０８９
FAX：０３- ５９４４- ５０８７
E-mail：info@harikyu.or.jp

健康余命延伸のために

老年症候群対策

地域ケア推進委員会
広報普及委員会

健康余命延伸のために 老年症候群対策

発

行／公益社団法人 日本鍼灸師会
地域ケア推進委員会・広報普及委員会
〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨 2-1-19
双葉ビル2階 TEL. 03-5944-5089
発行日／令和2年3月（第2版）
監 修／東京都健康長寿医療センター研究所 新開 省二

推薦の言葉

新開 省二

東京都健康長寿医療センター研究所
副所長・医学博士

本書は、東京都健康長寿医療センター研究所の研究
成果などを活用して、日本鍼灸師会介護予防委員会が
作成したものです。健康寿命を延ばすには老年症候群
に着目することが大切であることやその対策が平易に
まとめられており、皆様にぜひお勧めしたい一冊です。

編集後記
日本及び世界にまたたく間に感染拡大したＣＯＶ
ＩＤ -１９は、人類にたいへん大きな脅威を与えて
います。ＷＨＯは、世界的な大流行を意味する「パ
ンデミック」を表明しました。感染リスクの高まる
中、感染者の治療に従事されている医師や看護師
をはじめとする医療関係者に、敬意を表します。
日本政府は４月７日、７都府県に「緊急事態宣言」
を発出、１６日にはその対象地域を全都道府県に
拡大しました。鍼灸院は医療施設として休業要請
対象外となりましたので、国民に必要な医療サー
ビスの一環として患者の治療にあたることが、こう
いうときだからこそ重要であると思いました。この
間、感染に対する不安からくる不定愁訴や自粛生
活による生活不活発病などの患者が増えてきたの
が特徴的でした。
これから、第２波、第３波が来たときに何がで
きるかを考え、今から準備していかなければなら
ないと思います。
（児山俊浩）

新型コロナウィルス禍による経済への影響は、2
月ごろから徐々に拡がり、飲食、観光業をはじめ、
あらゆる業種におよび我々の業界も例外ではあり
ません。鍼灸は４月の緊急事態宣言発出時の休業
要請には含まれませんでしたが、患者数が減少し
た鍼灸院も多いと思われます。それでも、心身に
不調を起こし“あなたが頼みの綱”と言われれば
目の前の患者に向き合い、ひたすら施術に取り組
むのが鍼灸師というもの。できる限り自分の健康
を保ち、愚直に仕事に打ち込むことが、この先の
状況を打破することへの確実な一つの方法と言い
聞かせています。まだまだ先が見通せませんが、
ともに頑張りましょう。
（佐合基樹）
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DX/JP-5/CT-1 の鍼体には、日本市場向けの、特に高品質なステンレスを使用しています。

DX（個別包装）

JP-5(5 本包装 )

CT-1

・扱いやすい長柄鍼

・標準的な和鍼鍼柄

・らせん鍼柄

・サイズが豊富

・取り出しやすい

・クサビ留め

・ワンタッチ包装

特許包装

・2 寸 5 分鍼

今話題のお灸【マニナ】は、ヤンイー貿易でご購入いただけます！
江華よもぎ製品【座燻】（簡易よもぎ蒸し）【マニナ】（無煙紙筒灸）ヘンニム社日本総代理店
長年愛され続けてきた
リーズナブルな紙筒灸

ヤンイーミニ

ヤンイーミニ もぐさ・棒灸

( 強・弱 ) 【のり付き／のりなし】各 500 粒入

江華プレミアム 【高級点灸用】
秀峰【点灸用】
白雪【灸頭鍼用】
北京【高級温灸用】
長沙（甲／乙）【温灸用】
温灸純艾條 / 念盈薬條 / 太乙薬條
良質もぐさをリーズナブルに
ご提供いたします！

CARBO® Ear Seeds

王不留行子

カーボ

イヤー・シーズ

0120-884-735 / 078-742-7068 www.yangyi.co.jp
sun@yangyi.co.jp

兵庫県神戸市垂水区日向 2-6-29

有限会社ヤンイー貿易

ほかにも様々な商品がございます。

CARBO（鍼灸針）／ヘンニム（江華よもぎ製品）日本総代理店 facebook もご覧ください！
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位脈（差）診で
② 六部脈診と四部
診る／酒井良和
61 百年前のパンデ
脈診／浦山久嗣
ミック―抱月と
第八回（最終回
） とどのつまりは 須磨子―／尾川裕子
32 ウイキョウ／髙
厥陰病／池内早
際麻奈未
紀子

身近に！漢方
ブレイクタイム

定価2,310円

（本体2,100
円）SHINKYU

No.85 スポーツトレーナーと鍼灸
No.86 技を磨く 鍼編
No.87 技を磨く 灸編
No.88 咳嗽
No.89 美容鍼灸
No.90 鍼灸とEBM
No.91 心身症
No.92 円皮鍼
No.93 エイジマネージメント
No.94 小児の鍼灸治療
No.95 鍼はなぜ効くか？
No.96 認知症と鍼灸
No.97 ストレスマネジメントと鍼灸
No.98 COPD（慢性閉塞性肺疾患）
No.99 在庫切れ（不妊症・不育症）
No.100/101 効かせる鍼灸の技
No.102 加齢性眼科疾患
No.103 腹診再考
No.104 鍼灸の法制度を考える
No.105 鍼灸でとらえるからだ
No.106 海外で鍼灸師として生きる
No.107 日本鍼灸の多様な術と豊かさ
No.108 漢方医と鍼灸師のコラボレーション
No.109 がんへのアプローチ
No.110 鍼灸とコンセプトデザイン
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No.111 お灸の再生
No.112 開業の条件

（2020年1月現在）

森 美侑紀 著

〈税抜〉B6判 140頁）
ISBN：978-4-9900670-09-0 （定価￥1,500

鍼灸院に求める「スタンダード」とは

No.113 原因不明の腰痛を治す
No.114 瞑眩、
それとも鍼あたり？
No.115 今こそ
『補腎』
！
No.116 往診・往療・出張施術
No.117 刺絡２ －次世代へ向けて－
No.118 社会鍼灸学と鍼灸社会学
No.119 慢性腎臓病への鍼灸治療
No.120 WFASがやってくる
No.121 触診力をつける
No.122 プライマリ・ケアと鍼灸
No.123 産前産後の鍼灸治療
No.124 鍼灸とボランティア・NPO
No.125 依存症への鍼灸治療
No.126 伝統医療振興基本法（仮称）
を考える
No.127 パーキンソン病とQOL
No.128 鍼灸研究の最前線
No 129 「五十肩」
と
「いわゆる五十肩」
No 130 私の得意穴
No 131 終末期・高齢者をみつめる緩和ケア
No 132 難治性腸疾患へのケア
No 133 女性の健康寿命をアップする
No 134 点灸と道具を使ったお灸
No 135 未来へ向けて、小児鍼治療

ご注文・お問い合わせは出版部まで

TEL.06-6976-6889

森ノ宮医療学園出版部 〒537-0022

臨床鍼灸では、目の前の患者さんに対してどのように対
応し、患者さんからどのような情報を得て治療方針を立
てればよいか、とまどうことが多い。初学者はもちろん、
経験を重ねてもそうである。また、医療過誤を起さないた
めにどのような点に留意すべきか…。本書は、治療にいた
るまでの１から10まで、痒いところに手が届くようにガ
イドするポケットブックである。白衣のポケットに忍ば
せると、力強い味方になること請け合い。

「ポケット鍼灸臨床ガイド」
ISBN：978-4-902270-05-1 （定価￥2,800
〈税抜〉文庫判 190頁）

東洋医学を志す者のバイブル的存在『霊枢』。本書は、原文
『霊枢』を日本独自の読み方である〈漢文〉の手法で読むた
めに基礎から応用まで段階を追って懇切丁寧に教授。改定
増補版では、長寿社会に向けて、
「古典にできること―老年
医学の構築のために」の章が加わった。長年、中国医学史を
研究してきた著者による解説は知識欲を刺激し、臨床にも
有益であること必至。

「漢文で読む霊枢
改訂増補版

す
べ
て
は
、

募集人数

大阪メトロ
（地下鉄）中央線・今里筋線
「緑橋」
駅より徒歩7分
JR大阪環状線・大阪メトロ（地下鉄）中央線・今里筋線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅より徒歩12分

～基礎から応用まで～」

浦山 きか 著

ISBN：978-4-902270-03-7 （定価￥4,500
〈税抜〉A5判 511頁）

FAX.06-6973-3133

大阪市東成区中本4-1-8

真
の
「
臨
床
家
」
を
志
す
人
の
た
め
に
。
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キレイも元気も自分でつくる！ アロマ活用術

「もっと身近にアロマセラピー」改訂増補版

OSAKA Printed
in Japan

No.134号より2,100円
（本体・送料別）・定期購読料5,979円
（送料・税込）

募集人数

初版発行から8年。当時はまだ一般的とは言えなかった
アロマセラピーも市民権を得て、
メディカルへも活用される
ようになっている。今回、改定版では災害現場での活用法
や、
膝痛へのセルフマッサージ、
ラベンダーの効果など、
著者
の実際の活動や研究に基づいたレシピを追加。

鍼灸臨床専門誌
Vol.35 No.4/201
9

特
集

宣嘉

院／編集部

患を治療する

年3回発行
基礎講座
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校所蔵 前橋藩中島家張

伝の灸と経絡治

特集
座談会

通巻136号

四国医療専門学

koudoku@morinomiya.ac.jp

https://book.morinomiya.ac.jp
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ボディ
メンテナンス はじめませんか？
セラミック電気温灸器

「 業 界 初 の 現 在 温 度 の リ ア ル タ イ ム 表 示 」※ 製販・製造：（株）村田製作所調べ
■管理医療機器｜セラミック電気温灸器［温灸器］ ■医療機器認証番号：229AKBZX00029000

【セラミック電気温灸器 主な特徴】

●43℃から55℃まで3℃刻みで5段階あり、±1℃の精度で温度管理をするため
患者様に合わせた施術が可能 です。
●火を使わず煙もでないため施術場所を選びません。
●軽量・コンパクトなサイズで持ち運びに便利です。
●先端の直径が2ｍｍで形状が鋭角なため、ピンポイントな刺激を与えること
が可能です。
●先端はアレルギーフリーのセラミックを使用しており、消毒用エタノールで
全面の拭き取りができるため清潔を維持できます。

●ブラック

●ホワイト

【製品仕様】

【電気定格】①本体：DC9V 0.8A、内部電源：DC3.6V 2.2A（専用ニッケル水素充電池）②ACアダ
プタ：入力AC100V 50／60VHz 0.3A 出力DC9V 1.6A【充電及び駆動時間】約60分充電で90分
以上使用可能（工場出荷時）【タイマー】約30分（30秒ごとに通知音が鳴ります）【通知音】強
／弱2段階 【サイズ】
（長さ）165×（幅）31×（高さ）37mm 【重量】140g（ACアダプタ含まず）
【付属品】台座、専用ACアダプタ（充電用）、取扱説明書（保証書付き）、添付文書 【本体カラー】
ホワイト／ブラック【製造販売業者】株式会社村田製作所

こりスポッと

「接触部が樹脂の粒タイプ」

■一般医療機器｜こりスポッと
［家庭用貼付型接触粒］※滅菌済み ■届出番号：22B1X00006000005

【こりスポッと 主な特徴】

●押圧による刺激のため、鍼に不安を感じられる患者様にも使用できます。
●接触部が樹脂のため、金属アレルギーの方にも使用できます。
●テープ径が９㎜と小さいので、目立ちにくいです。
●治療院様で販売でき、患者様ご自身で使用できます。
●拡大イメージ

製品の詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。弊社HPの商品案内からもご覧いただけます。
■フリーダイヤル (通話料無料) はコチラから ■詳しい情報は、当社Webサイトでもご覧頂けます

0120-100890 https://www.seirin.jp

ISO13485 認証取得
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【販売業者】セイリン株式会社【住所】〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1007-1
【TEL】054-365-5700【FAX】054-365-5139

