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　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」）を５月に始動、現在まで月に一度のペース
で動画コンテンツを配信しております。
　ＮＥＬＳは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Ｗｅｂ研修の受
講が可能。本会の会員であればＣＦＳの受講は無
料です。
　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！

「ＮＥＬＳ受講申込みのご案内ページ」

https://nels.press/archives/lp/n1

　ＮＥＬＳ受講の申込みをすると、「公益社団法人 日
本鍼灸師会ＮＥＬＳ実施委員会より ｌｅａｒｎｉｎｇ 
ＢＯＸへのご招待」というタイトルのメールが届き
ます。メールに記載されているログイン情報でログ
インし、受講を開始してください。
　なお、お手数をお掛けしますが、「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。

ＮＥＬＳ ｅラーニング・コンテンツのご案内

　令和２年８月までに配信されている動画コンテン
ツをご紹介いたします。
◆臨床基礎コース（Clinical Foundation Systems）

◎ＣＦＳ：Ｓｔｅｐ１                           

【第１弾】 ２０２０年５月７日配信

(1)研修の意義／社会で活躍する鍼灸師 
「ＮＥＬＳの概要」：日鍼会 e-learning training 
system、通称「ネルス」についての説明／「社
会で活躍する鍼灸師」：開業鍼灸師インタ
ビュー

(2)リスク管理（患者編）
「患者のために鍼灸師がとるべきリスク管理 
Ｐａｒｔ.１」：鍼灸治療における患者のリスクに
は何があるのか、医療過誤（気胸）を起こした
症例から鍼灸師に必要なことを学びます。

(3)リスク管理（鍼灸師編）
「鍼灸師を守るためのリスク管理 Ｐａｒｔ．１」：
医療紛争の概要と、治療後に症状が悪化した

とのクレーム（因果関係が不明な場合）に対す
る対処法について学びます。

(4)鑑別総論
「鑑別総論Ⅰ」：鍼灸師は何を鑑別するのか、
鑑別の目的とゴールについて説明します。

(5)プロフェッショナリズム
「鍼灸を受療してもらうための基本～鍼灸師の
倫理～」：鍼灸師の倫理についてお話しします。

【第２弾】 ２０２０年６月５日配信

(1)リスク管理（患者編）
「患者のために鍼灸師がとるべきリスク管理 
Ｐａｒｔ.２」：鍼灸師の誤診や対応の間違いに
よって起こるリスクと問題をテーマに、症例か
ら鍼灸師に必要なことを学びます。

(2)リスク管理（鍼灸師編）
「鍼灸師を守るためのリスク管理 Ｐａｒｔ．２」：
医療過誤以外の医療事故にはどのようなもの
があるのか見ていきます。

(3)カルテの書き方
「カルテの書き方①」：現在、医療の中で広く
採用されているＳＯＡＰ形式で、今回は医療面
接であるＳｕｂｊｅｃｔｉｖｅの内容について学び
ます。

【第３弾】 ２０２０年７月３日配信

(1)リスク管理（鍼灸師編）
「鍼灸師を守るためのリスク管理 Ｐａｒｔ．３」：
治療後に症状が悪化したとのクレーム（医療過
誤でない自信がある場合）への対処法を学び
ます。

(2)カルテの書き方
「カルテの書き方②」：ＳＯＡＰ形式で他覚的所
見や病態把握・治療方法などをＯｂｊｅｃｔｉｖｅ、
Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ、Ｐｌａｎの項目で学びます。

◎ＣＦＳ：Ｓｔｅｐ２                           

＊日鍼会入会２年目以降の正会員の方は、Ｓｔｅｐ２
からでも受講していただけます。

【第１弾】 ２０２０年８月７日配信

(1)鑑別総論
「鑑別総論Ⅱ」：鍼灸治療を継続することによっ
て患者さん及び鍼灸師に不利な状況を招く場合
と判断するものについて学びます。

(2)リスク管理（鍼灸師編）
「鍼灸師を守るためのリスク管理 Ｐａｒｔ．４」：
クレーマーになりやすい人を鑑別する方法を学
びます。前編ではクレーマーとはどのような人

日鍼会ｅラーニング研修制度（ＮＥＬＳ）　ＣＦＳ Ｓｔｅｐ２ リリース！
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受領委任を取扱う施術管理者の申し出は済んでいますか？

令和３年１月１日より新たな要件が追加されます

　本誌同封の「厚生労働省リーフレット」にあるように、令和３年１月１日以降に新たに受領委
任を取扱う施術管理者になるためには、実務経験（１年以上の経験者のもとでの施術所での１年
間の実務）及び研修の受講が必要となります。
　そのため、現時点では療養費による施術を行っていない会員の方でも、将来療養費の取扱いを
行う可能性のある方は、令和２年１２月末（厚生局が仕事納めに入る前）迄に施術所所在地の各
都道府県厚生局に療養費を取扱う施術管理者の申し出を行っておくことをお勧めいたします。
　詳細は、リーフレットに記載された「厚生労働省ウェブページ」の通知をご参照ください。

 （健保委員会）

のことをいうのか、また近年、クレーマーが増
えてきた社会的背景を考察します。後編ではク
レーマーになる人の性格傾向とクレーム時の対
応およびクレームを減らすためのポイントを見
ていきます。

(3)リスク管理（患者編 )
「患者のために鍼灸師がとるべきリスク管理 
Ｐａｒｔ.３」：患者の権利と義務について学びます。

(4)プロフェッショナリズム
「免許を保有しているからプロではない～プロ
として求められる条件～」：資格を取ればプロ
であるということはありません。鍼灸のプロと
してあるべき姿をわかりやすく解説いたします。

☆ パスワードについて
　以上の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。ご不明な方は日鍼会事務
局へお問い合わせいただくか、ＮＥＬＳ実施委員
会委員長の永島（TEL：070-6462-5750、E-mail：
shigeo-nagashima@nifty.com）までご連絡くださ
い。
☆ 今後の配信について
　準備が出来次第順次、動画を配信してまいりま
す。「臨床基礎コース（ＣＦＳ）」の上位講座である
「専門領域研修（ＰＤＳ）」「生涯研修（ＬＥＳ）」は、
今年度末から配信をスタートする予定です。こちら
は、会員・会員外を問わず有料配信となります。
☆ ＮＥＬＳに関するお問合せについて
　日鍼会事務局では対応しておりません。「ＮＥＬＳ
受講申し込みのご案内ページ」の最下部に設置し
ている「お問合せフォーム」をご利用ください。

（ＮＥＬＳ実施委員会）

日常臨床における創意工夫・アイデア募集中！

　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、皆様が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。
　募集内容は以下の通りです。
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。
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とも、
タオル・マクラ・マットの独自の使い方などをご紹
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、
抜鍼を忘れた際の謝罪、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・健康増進を目的に継続来院の導き方
　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。例えば、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、ある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。

 こちらの Googleフォームへ投稿
してください。
　ご協力・ご支援、よろしくお願
いいたします。

◆ お問合せ先 ◆
ＮＥＬＳ実施委員会　委員長 永島茂雄

TEL：070-6462-5750
E-mail：shigeo-nagashima@nifty.com
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　今年も全国各師会で総会が行われましたが、その中で役員改選が行わ

れ、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。（９月１５日現在／敬称略）

　１０月１８日（日）に開催予定の全国師会長会議ですが、新型コロナ

ウイルスの影響をふまえ、１２月６日（日）に延期することになりました。

　詳細につきましては、各都道府県鍼灸師会事務所メールにてお知らせ

します。

全国師会の新任師会長をご紹介します

令和２年（2020 年）度 第２回理事会報告
【日　時】令和２年（2020年）８月３０日（日）
 １０：００～１５：００  
【場　所】としま区民センター／Ｗｅｂ
【出席者】２２名（理事１９名、監事３名）
【議　長】小川　　　【議事記録】 寺川
【議事録署名人】 小川、仲野、浜田、川上
【オブザーバー】 風間
 【議　題】

（１）報告事項
　会長から①全鍼師会からの文書に対し、川上監事と対応
中②新会館は賃貸として活用を検討③ＮＥＬＳの専門領
域・生涯研修の資料作成に各委員会に協力要請。
ア．事業報告および イ．対外報告
　①児山業務執行理事：新報の校了は９／１５ ②大口副
会長：来年３月にマイナンバーカードに健康保険証を組み
込む件、４団体＋柔整師会でアプリによる対策を検討、第
５３回東洋鍼灸医学大講演会後援名義使用について例年通
り許可。③岡田事務局長：健康日本２１・幹事選任につい
ては８／５の業務執行委員会で承認。
（２）決議事項
第１号議案　議案上程：Ｗｅｂ会議における報酬の件
　　寺川理事より趣旨説明、審議の結果、会議は1回２時間
　程度で３千円とすることで、承認。
第２号議案　議案上程：各委員会における会務の整理の件
　 　寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第３号議案　議案上程：研修委員・学術委員・ＮＥＬＳ委員入

替えの件
　 　永島業務執行理事より研修副委員長を北川美千代氏、
学術副委員長を田村憲彦氏に交代、ＮＥＬＳ委員に田村
憲彦氏を追加するとの趣旨説明があり、審議の結果、承
認。

第４号議案　議案上程：広報誌・メールマガジンの更なる
充実の件

　 　幸﨑理事より趣旨説明、すでに３校の大学から記事を
提供いただけるとのこと。審議の結果、承認。

第５号議案　議案上程：新会館の有効活用の件
　　髙田業務執行理事より趣意説明、有効活用のために専

門家とアドバイザー契約を結びたいとのこと。審議の結
果、承認。

第６号議案　議案上程：代議員選挙管理委員の任命の件
　 　髙田業務執行理事より趣意説明、３名（三瓶和樹氏、
深澤栄一氏、藤森文茂氏）留任、１名（小口政博氏）新
任。審議の結果、承認。

第７号議案　議案上程：ＮＥＬＳのＰＤＳ(専門領域研修）
コンテンツ作成について

　 　永島業務執行理事より趣旨説明、１０月にＣＦＳ終了
後、来年度より進める当該コンテンツ作成のための担当
者（窓口）を各委員会（できれば理事）から選出しても
らいたい、とのこと。審議の結果、承認。

第８号議案　議案上程：新型コロナ対応業務手当の件
　 　寺川理事より趣旨説明、審議の結果、矢津田理事、並び
に２名の委員の斡旋事業に関する支払について、承認。

第９号議案　議案上程：委員会プレスリリースについて
　 　児山業務執行理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第１０号議案　議案上程：国民のための鍼灸師将来検討委

員会（仮）の活動の件
　 　寺川理事より趣旨説明、矢津田理事より、メンバーに
風間青年委員長を加えてはどうかと発言があり、小川会

長が同意。審議の結果、承認。
第１１号議案　議案上程：国際委員会の事業計画の件
　 　寺川理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第１２号議案　議案上程：危機管理・広報普及委員会合同

のコロナ対策～ポスター制作・発行の件
　 　矢津田理事より趣旨説明、審議の結果、承認。
第１３号議案　議案上程：青年委員長の理事会参加について
　 　矢津田理事より理事会毎に参加を理事メールで確認し
ているが、今後は毎回参加ということで承認を得られな
いかと発言があった。審議の結果、承認。

（３）その他の審議
１）派遣職員期間満了に伴う処遇の件
　武内理事より業務執行委員会にて、職員採用を検討中で
あるとの報告。
２）持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)達成に向けて日本が果
　たす役割
　大口副会長より趣旨説明、該当する１７項目の内、各委
員会でどれに該当する活動であるのかを検討してもらい、
この活動を支援する団体として登録したいとの発言。
３）介護予防主任運動指導員養成講習の件
　松浦副会長より、現在２名の希望者があるが最低開催人数
は６名。おそらく他団体からも参加があるので開催されるだ
ろうとのこと。
４）持続化給付金申請の件
　堀口業務執行理事より、本会でも申請してはどうかとの
発言。
５）ＨＰの更新について
　堀口業務執行理事より趣旨説明、南副会長より、国民の
ための将来検討委員会（仮）については、法人管理委員会
のページとして上げることになると補足説明。
６）お灸フェス（９月２２日）の開催について
　風間青年委員長より、東京都鍼灸師会の秋元先生を中心と
して１３時半～１６時、ネットを利用したお灸フェスを開催
する、との報告。
７）委員会で使用するズームアカウントについて
　幸﨑理事より、時間制限のないプロアカウントの利用がで
きないかとの発言。南副会長より、他のソフトも含めて検討
する、と発言。
８）次回以降の理事会について
　寺川理事より趣旨説明、南副会長より会場がないなどの理
由であれば仕方ないが、日程はなるべく変更しない方がよい
だろうとの発言。なるべく日程は変更しない方向で、検討。
（４）監事講評

（報告：法人管理委員会）

山形県師会
奥山　千晴

沖縄県師会
伊禮　隆一

Ｗｅｂによる理事会風景
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活動日：令和２年７月１２日（日）
参加者：矢津田善仁（日鍼会危機管理委員長）
 仲嶋　隆史（全鍼師会災害対策委員長）
 高橋　武良（熊本県鍼灸マッサージ師会会長）
 黒田　亘史（熊本県鍼灸マッサージ師会会員）
活動場所：熊本市・人吉市

　令和２年７月４日未明から朝にかけて熊本県南部で局
地的に猛烈な雨が降り、球磨川その他の河川が氾濫。
球磨川流域の市町村が濁流・浸水被害に見舞われ、八
代市・芦北町・球磨村・人吉市・相良村などで死者６０
名を超える災害となった。ＤＳＡＭ（災害支援鍼灸マッ
サージ師合同委員会）では、高橋氏と協議の上、被災
状況および医療・保健衛生活動状況を把握し支援体制
を模索するため、現地への先遣隊派遣を決め、７月１１
日夜半から、仲嶋氏と私とで熊本県を訪問した。
　７月１１日午後９時頃福岡を出発。未だ福岡県南部か
ら熊本県では気象警報が出ている状態で、道中、久留
米あたりから土砂降りに見舞われたが、午後１１時頃、
無事熊本市入りし、黒田氏と翌日の活動についてミー
ティングを行った。翌１２日午前８時半、熊本市内のホ
テルを車で出発し、高橋氏・黒田氏を迎え熊本県庁へ
向かった。県庁８階に設置されている熊本県保健医療
調整本部を訪れ、受付担当のＤＭＡＴ（災害派遣医療チー
ム）の方に挨拶し、ＤＳＡＭの先遣隊チームが現地入
りすることを伝え、救護班登録と高速道路無料通行の
手続きを行った。本部ではＤＭＡＴの他、ＤＰＡＴ（災
害派遣精神医療チーム）、日赤のコーディネートチーム
の本部が設置されていた。

　県庁を後にした我々は、益城熊本空港ＩＣから九州
道に乗り人吉を目指すが、気象警報の影響からか御船
ＩＣから八代ＩＣまでが通行止めとなり、八代まで国道
で向かうことになった。案の定、国道は渋滞箇所が多
く、八代ＩＣまでかなりの時間を要した。八代ＩＣから
再び九州道に乗り人吉スマートインターで降り人吉市内
に入った。
　人吉市では、まず人吉圏拠点本部のある人吉市保健
所を訪れ、担当職員の方に鍼灸マッサージ師の災害支援
チームについてチラシを手渡して説明を行い、本日の活
動目的について報告した。また、市内の避難所の一覧
表をいただいたので、各避難所を我々が直接行ってアセ
スメントを取るのは可能かを尋ねると快諾していただき、
本日は日曜日で開かれないが、毎日午後４時半から本部

で報告会があるので、そこで情報を報告していただける
とありがたいとのことであった。もし人員がいれば、こ
こ人吉市内では急性期の保健医療活動に鍼灸マッサージ
師もおそらく参加できるだろうと思われた。
　保健所を後にした我々は、ＡＭＤＡが拠点を設置した
人吉市立第一中学校避難所を訪問した。そこでは以前か
らお付き合いのある益城の吉井鍼灸師や、ＡＭＤＡから
派遣された看護師・柔整師・調整員の方が活動を行って
おり、今後の活動とお互いのサポート体制について協議
を行った。その後、人吉市鍼灸マッサージ師会会長の宮
原信晃先生が訪ねてこられ、ご本人の被害と会員の被災
状況等について詳しくご説明された。他に避難所に来ら
れていた福島県ＤＭＡＴの医師らと情報交換を行った。
　その後、吉井鍼灸師も加わり、最大の避難所である
人吉スポーツパレスを訪れ、避難者や受付の方などか
ら情報収集を行った。この避難所は、保健所からいた
だいたデータでは入所者７０９名であったが、運営の方
に尋ねるとそれから１２１名増え、現在は８３０名である
ということだった。あるお年寄りが、「家の中に濁流が
流れ込んできて家財道具がすべて流されました。屋根

令和２年７月豪雨　ＤＳＡＭ先遣隊活動報告

熊本県庁を出発し人吉市へ

熊本県保健医療調整本部（熊本県庁内）

人吉市立第一中学校体育館
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に上がってヘリコプターに手を振るけどなかなか来てく
れませんでした。あたりを見回すと私と同じように屋根
に避難して助けを求めている人がいました。命があった
だけでもマシでしょうね」と涙ながらに話されたことが
印象的であった。
　次に隣接する人吉市役所の災害対策本部を尋ね、
人吉市防災安全課防災安全係の三村講介主任にご挨
拶、避難所内での我々の活動について説明し今後の
支援活動について協議した。三村氏は、避難所生活
が長引き、入所者の健康管理について不安を持って
いたらしく、鍼灸マッサージ師による健康支援につ
いて大変興味を持たれ、ぜひやっていただきたいと
のことであった。我々も支援体制が整い次第、避難
所内での施術を行いたい旨を伝え、お互い連絡を密
にしていくことを確認した後、被災された地元師会
会長の宮原先生宅に向かった。
　宮原先生の治療院は、ニュースでも報道された青
井阿蘇神社楼門のちょうど真向かいにあり、あたり
は洪水の爪痕がまだはっきりと残る惨憺たる光景で
あった。先生のお宅はこれまでの洪水の経験から土
台からかなり高く作っていたにもかかわらず２階の
ベランダまで水が上がってきたそうだ。先生宅を含
め周囲の家も半壊状態で、汚水の匂いが立ち込め、
復興への長期化は避けられない様子であったが、宮
原先生ご自身はしっかりと復興へ向けポジティブに
考えておられ、その明るくひょうひょうとしたお人

柄に癒された。
　その後、第一中学校に吉井氏を送り帰路についた。
　帰りは高速の通行止めも解除され渋滞もなく熊本
市内まで戻ることができた。高橋会長宅に車を止め、
近くの料理屋で今後の支援活動について引き続き熊
本県師会と話し合って調整していくとを確認し、熊
本を後にした。
　今回の災害に対する被災地支援については、新型
コロナの影響による移動自粛や感染対策、現地での
マンパワー不足など、課題は山積みであるが、被災
状況からみて避難所の長期化は避けられず、避難者
の健康不安も増えてくることが予想され、鍼灸マッ
サージ・ケアのニーズはかなり高い。また行政側も
我々の活動に対して大変好意的な印象であり、活動
しやすいだろうと思われた。しかしながら、この報
告書を書いているときに、被災地支援に入っていた
他県の保健師が帰還後のＰＣＲ検査で陽性になった
というニュースが舞い込み、数日後、現地対策本部
から、「それぞれの避難所で新型コロナ対策に非常に
神経質になっているので、避難所での支援活動は当
分見合わせてほしい」と連絡があった。悩ましいと
ころではあるが、感染状況の情報収集に努め、この
状況が落ち着きを取り戻したらすぐに支援活動を再
開したいと思っている。

（報告：危機管理委員長 矢津田善仁）

AMDA派遣チームと（人吉市立第一中学校避難所）

流された橋の欄干（青井阿蘇神社）

各都道府県における災害協定の締結を推奨します

　近年、毎年のように豪雨災害が広範囲で起こり、
多くの被災者が避難所等で大変不自由な生活を強い
られています。避難所等では生活習慣の変更を余儀
なくされ、エコノミークラス症候群や生活不活発病、
また、将来の生活への不安から、うつ病などを発症
する方も少なくありません。そのため、その予防的
観点からも我々鍼灸師に対する期待度は高く、活躍
の場が多くあるように感じます。
　これらを踏まえ、危機管理委員会では積極的に災
害支援活動に取り組んでいただきたく、スムーズに
支援活動ができるよう各都道府県との災害協定締結を推奨しています。現在、滋賀県師会、岡山県師会、
大阪府師会、三重県師会が協定締結に至っており、平成３０年７月豪雨災害で甚大な被害を受けた岡山県
では、行政からの要請で発災後すぐに被災地支援活動に入ることができました。　
　前述の４師会の他にも協議を行っている師会が多くありますが、皆様の都道府県でもぜひ行政とのパイ
プを太くし、災害協定の締結を進め、被災者支援に役立てていただければと思います。

（危機管理委員会）
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会への

出場に向けトレーニングを重ねる陸上(障がい者ス

ポーツ)選手 春田純さん。会社員として仕事を両

立させるかたわら、会社が休みの日も自身の経験か

ら得た考え方や生き方を伝えるイベントや講演活動

をしており、“陸上”に関わらない日というのはない

という。

春田選手は１５歳という多感な時期に健常者か

ら障がい者になった。脚を切断してからの１０年間

は義足であることへのコンプレックスが強く、人前

に出たり買い物や遊びに行ったりすることが嫌で

殻に閉じこもっていたが、２５歳のときに義肢装具

士の沖野敦郎さんと出会い、「もう一回陸上やった

らどう？俺が支えるから」と強く背中を押してくれ

た。その出会いが競技選手を目指すきっかけにな

り、人生が１８０度変わったという。「彼のおかげで、

義足や周りからの視線、障がい者に対する考え方

が変わりました。僕一人の考え方では知識や情報

に限りがあるから、いつの間にかいっぱいいっぱい

になってしまってどうしても壁ができやすい。そう

ならないように、周りの人と触れ合って情報交換し

たいという考えに変わりました」。陸上を始めて様々

な人と関わり、陸上を通して自身も成長したと話す。

「周りの人から気づかされることが多いですね。僕

はカッコつけて自分のスタイルを貫くというタイプ

ではないので、良いことはどんどん取り入れて、反

対に駄目なことは変えていくようにしたいと思いま

す」と当時を振り返る。

現在は帰宅後１８時から２１時まで３時間のトレー

ニングを行っている。今年４２歳を迎え、トップア

スリートの中では最年長組の春田選手。若い頃と

は違う体に合わせて練習内容も変化した。また、

自分の体を素直に感じ取る感覚を大切にし、練習

量や練習方法を調整してケアをしっかり行うように

しているという。現在週三回のペースで全身マッ

サージと、鍼灸も受けている。「鍼は『この筋肉本

当にダメだな』っていう時にやっています。例えば、

ふくらはぎがカチカチで、指圧では回復が難しい深

い部分まで固くなってしまったときは鍼をしたりお

灸をしたり、ツボに刺激を与えてバランスを整えて

います」。専属のトレーナーはおらず治療院の先生

がその役割を担っており、今のコンディションを話

してアドバイスを求

めるという。「体のメ

ンテナンスはすごく

重要です。メンテナ

ンスを怠ると選手と

して潰れてしまいま

す。ぜひ鍼灸師の方

にも練習現場へ来て

いただいて、選手の

体を診てもらいたい

です。そして、感じ

たことを選手にどん

どん言っていただいて、選手もアドバイスを受け入

れて変えるべきところは変えていく必要があると思

います」。

日本記録を出してもなお自身の成長を止めな

い春田選手。自ら積極的にアドバイスを求め、

素直に受け入れて行動に移す。それが、アスリー

トとしても人としても輝き続ける秘訣ではない

だろうか。東京パラリンピックは障がい者アス

リートを近くで見る絶好のチャンス。春田選手

に、そして世界から集まるトップアスリートた

ちのパフォーマンスに注目したい。

（日鍼会ホームページ・けんこう定期便No.27要約

／広報普及委員会）

陸上（障がい者スポーツ）選手 春田純さん

けんこう定期便Ｎｏ．２７　トップアスリートインタビュー

人を変えるのは素直な心
～他人からのアドバイスは心と体を成長させるチャンス～

　「東京 2020 パラリンピック競技大会」への出場に向けトレーニングを重ねる陸上（障がい者スポーツ）選
手 春田純さんは、昨年の第 15 回全国大会 in 静岡でご講演いただきました。今回、活動拠点のひとつでも
ある静岡県内の陸上競技場で、日々のトレーニング方法や体との付き合い方、「東京 2020 パラリンピック競
技大会」への思いを、けんこう定期便のインタビューとしてうかがいましたので、要約してお知らせします。
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メールアドレスご登録のお願い〔第２弾〕

　７月上旬に実施したハガキによるＱＲコード送信により、約９００名の会員様からご返信をいただき、
全会員の約６割とメール送受信が可能になりました。引き続いて会員の皆様全員とのメール送受信を目指
して、第２弾のご協力をお願いします。
　メールアドレス未登録の皆様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
ＱＲコードから、日本鍼灸師会送信先にご返信をお願いします。➡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．会員の皆様へ、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．「日本鍼灸新報」のメール配信化（費用の削減）を推進します。

　日鍼会は、「財務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、会員の皆様のメールアドレスが必要です。

１０月上旬に、メールアドレス未登録の皆様へハガキを発送いたします。

➡ご返信は１０月３１日（土）までにお願いします。

　以上ご協力のほど、お願い申し上げます。

　ご不明な点等ございましたら、お手数でも下記までご連絡ください。

日本鍼灸師会 法人管理委員会 髙田常雄
（ＴＥＬ：０３－５９４４－５０８９）

 令和２年３月の自由民主党大会で、前年度に引き続き日本鍼灸師連盟へ感謝状が授与される予

定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。その後、去る７

月２０日に自由民主党組織運動本部長の山口泰明衆議院議員が日本鍼灸師連盟事務所を訪問さ

れ、自由民主党 安倍晋三総裁（当時）か

らの感謝状を賜り、日本鍼灸師連盟の大

口俊德副委員長が受け取りました。

　今回、感謝状を賜ったことは日頃の日

本鍼灸師連盟の活動が評価された証であ

り、今後も日本鍼灸師会の要望を叶える

ために、連携を強化してまいります。

日本鍼灸師連盟との連携強化へ

日本鍼灸師連盟総会にかかる質問回答のご案内

　６月７日に開催された総会において、会員の皆様から事前に提出していただいた質疑に対する

回答を、日本鍼灸師連盟のホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

日本鍼灸師連盟ホームページ　http://nichishinren.jp/
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　「はりは、効くのですか？」こんな問い合わせがあ
ります。日常診療において我々は、自らの持てる技
術・知識をもって患者様にあたっていますが、代替
医療として分類される鍼灸は、国民から理解されに
くいものになっているのが現状です。しかし、鍼灸
師を養成する大学は国内に１１校あり、鍼灸学博士・
鍼灸学修士を多く輩出しています。まずはこのこと
を私たちが知る必要があると考え、各大学のご協力
のもと新進気鋭の研究者の研究を紹介させていただ
くこととなりました。内容によっては、療養費同意
医師に対するエビデンスの説明に活用したり、また、
会員の「研究をしてみたい」という向学心に火をつ
けることができると思います。会員諸兄の学術の向
上と、鍼灸治療のモチベーションアップにつながれ
ばと信じるものであります。

（担当理事：幸﨑裕次郎）

森ノ宮医療大学における、はりきゅうの
基礎・臨床研究について

　臨床研究と基礎研究から３つ選んでご紹介いたします。

１．診療ガイドラインにおける鍼灸に関する記載の妥
当性の評価

　エビデンスに基づく医療（ＥＢＭ）の普及に伴い、
診療ガイドラインにも鍼灸が掲載されるようになっ
てきました。しかし物理刺激である鍼灸を薬剤の臨
床試験と同じ考え方で評価するにあたっては注意が
必要です。そこで、診療ガイドラインにおいて鍼灸
のエビデンスレベルや推奨度の決定プロセスや方法
論が妥当であるか、評価を行っています。
　腰痛診療ガイドライン２０１９については、メタ
アナリシスにおける文献選択、データ抽出、データ
のソフトへの入力に深刻な誤りがあり、一部は有効
性の方向が逆になっている（有効であるものが無効
となっている）ことがわかりました。また、作業プ
ロセスの組織編成にも問題があることがわかりまし
た。このことから、この診療ガイドラインにおける
鍼治療に関する記載は、誤情報であると判定せざる
を得ないと結論しました。

図	 ：	腰痛診療ガイドライン2019の急性腰痛患者の疼痛に関す
る修正フォレストプロット

文献	：	 山下仁 , 大川祐世 , 増山祥子 , 腰痛診療ガイドライン
2019 の鍼治療に関する誤情報 . 全日本鍼灸学会雑誌 .	
2019;69(3):156-165.

２．降圧および徐脈効果を引き起こす最適な鍼通電刺
激条件の探索

　鍼治療が心拍数や血圧を減少させ、その反応には
自律神経活動の変化が関与していることが知られて
います。また、心不全患者の予後を改善する治療手
段として、自律神経活動を司る交感神経活動を抑制
し、迷走神経活動を亢進させることが有用であるこ
とも報告されています。これらの研究は鍼治療が自
律神経活動を正常に維持し、循環調節機構の破綻を
防ぐ手段としての可能性を示唆しています。鍼治療
を循環器疾患に対する治療手段として展開させるた

めに、鍼刺激の強度頻度や時間などの条件が統一可
能な鍼通電刺激を用いて定量的データを獲得し、心
不全患者の予後改善に有用な鍼刺激方法の確立を目
指しています。
　血圧および心拍数の低下を引き起こす最適な鍼通
電刺激の刺激頻度（周波数条件）を探索するために、
０. ５Ｈｚ・１Ｈｚ・５Ｈｚ・１０Ｈｚそれぞれの
刺激条件で鍼通電刺激を実施し、血圧と心拍数の応
答性を比較しました。その結果、１Ｈｚの刺激条件が，
他の条件と比較して顕著な降圧及び徐脈効果が引き
起こされることが明らかになりました。

図	 ：	鍼通電刺激が血圧および心拍数におよぼす応答とその時
間経過

文献	：	 Nakahara	H,	Kawada	T,	Ueda	S,	et	al.	Electroacupuncture	
most	 effectively	 elicits	 depressor	 and	 bradycardic	
responses	at	1	Hz	in	humans.	Clin	Auton	Res.	2016;	26(1):	
59-66.

３．創傷治癒過程に灸刺激があたえる影響
　医療のさまざまな分野において科学的根拠が求め
られる中、鍼灸治療においては作用メカニズムなど
未だ十分に示されたとは言い難いところです。そこ
で鍼灸刺激が創傷治癒に与える影響について、創傷
治癒モデルラットをもちいて細胞・分子レベルで検
討いたしました。
　その結果、灸刺激によりコラーゲンの産生が促進
され、創傷の修復期間が短縮されるという結果が示
されたため、さらに詳細に解析すると、灸刺激によ
りＴＧＦ - βという細胞の分化や増殖、機能を高め
る分子の発現が上昇することが明らかとなりました。
したがって灸刺激はＴＧＦ - βを介して修復細胞の
増殖や、創傷治癒に不可欠なコラーゲンの産生を誘
導し、創傷治癒過程を促進することが示唆されまし
た。つまり鍼灸刺激は細胞に直接働きかけ、その分
化や機能を調整する作用をもつと考えられます。

図	 ：	創傷の面積縮小率(左)、TGF-β遺伝子の発現(中央)、コ
ラーゲン産生細胞の分布(右)

文献	：	Kawanami	H,	Kawahata	H,	Mori	HM,	et	al.	Moxibustion	
promotes	 formation	 of	 granulation	 in	wound	healing	
process	through	induction	of	transforming	growth	factor-
β	in	Rats.	Chin	J	Integr	Med.	2020;	26(1):26-32.

鍼灸師養成大学における基礎・臨床研究新企画
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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

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年度の開催予定となりましたので併せてお知らせします。

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、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

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、また、前号でもお知らせしてい

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）

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。

各申請の詳細内容については各省庁のホームページでご確認ください。

　● 持 続 化 給 付 金 ： 前年比で売上げが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 ： 前年比で売り上げが５０％減の月がある場合、又は連続する３か月の

売上げの合計が前年比３０％減の場合の家賃支援　（経済産業省）

（組織委員会）
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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。

◆「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）

◆「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）

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）

「はり・きゅうで免疫向上ポスター」はポスターとしてだ
けでなく患者様に手渡しできるリーフレットとしてもご
活用できます。

　「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。

　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。

 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）

「鍼灸ネット」へのご登録はコチラから

「鍼灸ネットカード」って何？
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メルマガご登録のお願い

■物故者５名　謹んでご冥福をお祈りいたします。（敬称略）

都道府県 氏　名 都道府県 氏　名

青　森 若松　克郎 R2.7.31(71歳 ) 東　京 黒須　幸男 R2.8.30(93 歳 )

京　都 荒川　重紀 R2.7.13(66 歳 ) 京　都 石井　康宏 R2.4.30(51 歳 )

京　都 辻見　宗大 R2.2.24(65歳 )

■入会者１５名　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）

都道府県 氏　名 都道府県 氏　名 都道府県 氏　名

宮　城 篠原　優子 東　京 佐々木　由紀子 京　都 櫻井　瑤子

茨　城 大和田　亮 東　京 三上　佐江子 京　都 向井　智子

埼　玉 栗山　啓一郎 長　野 永見　貴靖 京　都 吉田　左和子

千　葉 矢上　真吾 三　重 稲垣　昂志 京　都 若杉　和矢

東　京 東山　裕子 三　重 水谷　浩樹 兵　庫 石橋　尚久

会員の異動（２０２０年６月２１日～８月３１日）

　「日鍼会メルマガ」はどなたでもご登録いただけます。登録は簡単！

日鍼会ホームページの「メールマガジン」バナーをクリックして、お名

前やメールアドレスなどを入力するだけです。スマホ・携帯電話からの

ご登録は、右記「メルマガ登録用ＱＲコード」をご利用ください。

　日本鍼灸師会ではＦａｃｅｂｏｏｋでも情報配信しています。

ぜひチェックしてみてください。

（公社）日本鍼灸師会Ｆａｃｅｂｏｏｋ

https://www.facebook.com/1500978123563534/ 　　　　　　　　　　　　（広報普及委員会）

最新ニュースや各都道府県師会の研修会・市

民講座・市民マラソンをはじめ、関連団体研修

会やイベントなどの情報をいち早くお届けする

「日本鍼灸師会メールマガジン」は、２０１４年

４月から１５４回の定期配信と４９回の臨時配

信を行ってきました。ぜひ、「メルマガ登録」を

お願いいたします。

最新情報をいち早くあなたにお届けいたします。

（毎月２回定期配信＋臨時配信）

今すぐ「日本鍼灸師会メールマガジン」へのご登録を！
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ホームページをリニューアル
　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）

お詫びと訂正
前号（Ｎｏ .６７４）に２か所の間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。
Ｐ .１１、３１行目 
（誤） （公財）東洋療法研修試験財団（ＴＥＬ：０３－３４３１－８７７１）
（正） （公財）東洋療法研修試験財団（ＴＥＬ：０３－５８１１－１６６６）

Ｐ .１４、７行目 
（誤） 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）
（正） 福島県立医科大学前学長兼理事長 菊地臣一先生に eラーニング監修者就任依頼（福島県立医科大学）

日鍼会会務報告（令和２年６月１８日〜８月３１日分）

[６月]
 ２４日(水)各種保険見直し戦略会議（日鍼会事務
所）、国民健康保険中央会あはき療養費検討専門
委員会に向け訪問（全国町村会館）
 ２５日（木）ＩＴ関連見直し戦略会議（Ｗｅｂ会議）

[７月]
 ３日（金）国民のための鍼灸医療推進機構第２回
作業部会（Ｗｅｂ会議）
 ４日（土）国民のための鍼灸医療推進機構第１回
運営委員会（代々木）
 ８日（水）あはき療養費検討専門委員会に向け訪
問（全国健康保険協会本部）、第６回機能訓練指
導員協会委員会（日本柔道整復師会）
 ９日（木）ＩＴ関連見直し戦略会議（Ｗｅｂ会議）
 １０日（金）広告問題に関する３団体長会議（京
都つくし法律事務所）
 １１日（土）令和２年７月豪雨災害先遣隊活動
（熊本県保健医療調整本部、人吉市保健所、第一
中学校、他）
 １２日（日）未病アドバイザー導入検討会議２
（Ｗｅｂ会議）
 １５日（水）ｅラーニングシステム戦略会議、ＮＥ
ＬＳ実施委員会（東京ステーションホテル）
 １９日（日）ＧＫシステムの代替ツール（ＭＳ－
ＥＸＣＥＬ）導入プロジェクト運用テスト（大阪
府鍼灸師会館）
 ２２日（水）第２６６回臨時実務者会議（厚生労働省）
 ２８日（火）派遣職員の今後の対応（日鍼会事務所）

 ２９日（水）各種保険見直し戦略会議（日鍼会事務
所）
 ３０日（木）オンライン資格確認導入説明会（日
鍼会事務所）

　[８月]
 ６日（木）国民のための鍼灸医療推進機構第１回
研修作業部会（Ｗｅｂ会議）
 ９日（日）３団体長会議（京都つくし法律事務所）
 １１日（火）地域ケア推進会議（Ｗｅｂ会議）
 １４日（金）葛飾警察署よりセクハラ事件の照会
（杏林堂）
 １９日（水）３団体長会議（日本視覚障害者団体
連合事務所、新宿つくし法律事務所）
 ２１日（金）ＩＴ関連戦略会議（Ｗｅｂ会議）
 ２４日（月）社保審に向けた４団体長会議（京都
つくし法律事務所）
 ２５日（火）ＮＥＬＳ実施委員会「ＰＤＳとＬＥ
Ｓのコンテンツ作成案」（Ｗｅｂ会議）
 ２６日（水）新会館について（東京都鍼灸師会事
務所）、正副会長会議の報告と議案上程について
（Ｗｅｂ会議）
 ２９日（土）日鍼会保障プラン検討会議、各種保険
見直し戦略会議（日鍼会事務所）
 ３０日（日）第２回理事会（としま区民セン
ター）
 ３１日（月）日本鍼灸新報研究記事検討会議（Ｗ
ｅｂ会議）

　「ケガや病気により働けなくなった場合の収入減に備える」という意味では所得補償保険と同じですが、団
体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）は長期の収入減に備えることができる保険です（本制度のてん補期間
は６５才に達した日まで）。手に職を持つ個人事業主（医師・弁護士・鍼灸師など）の場合、就業障害を負っ
たその日から復帰するまで長期に収入が途絶えてしまう可能性があるため、鍼灸師にとって安心な保険です。
　尚、この保険はその名称のとおり団体でのみ契約可能な保険です。個別にご契約いただくことはできません。
お問い合わせは日鍼会事務局までお願いいたします。
［日鍼会事務局］ＴＥＬ：03-5944-5089／ＦＡＸ：03-5944-5087／ E-mail：info@harikyu.or.jp

（組織委員会）

団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）のご案内
万が一働けなくなった時、個人事業主の所得を長期間補償！
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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）

■ 「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。

■ 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。

（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

日鍼会オリジナル冊子４種の発行

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

健康余命延伸のために 老年症候群対策 推薦の言葉
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。

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

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

  　　　　　　　　FAX：０３-５９４４-５０８７

　　　　　　　　　E-mail：info@harikyu.or.jp

編集後記
この度、広報普及委員会の新規事業として、一般の

方向けの広報強化のため日鍼会プレスリリースを開始し

ました。まずは 9月4日に、「けんこう定期便 No．２７」

のプレスリリースを行った結果、４４媒体のメディアに掲

載されました。業界動向の報告記事と行事予定記事に

よっても、メディアの反応が変わるので、各委員会の協

力のもと、引き続き、勉強しながら広報していきたいと

思います。　　　　　　　　　　　　　　（児山俊浩）

「Ｚｏｏｍ旅行」なるものをご存じでしょうか。オンラ

イン上の旅行で、参加者は決まった時刻に空港に集合。

〇〇航空会社の△△便に乗り、現地時間で現地ガイド

の説明を聞きながら名所を観光するというもの。あらか

じめ送られてくる地ビールや名物料理で参加者同士が

会話を楽しみながら食事をし、現地時間を楽しむという

バーチャルトリップ。コロナのために旅行しづらくなった

最近は、日本でも海外でも開催が増えているようです。

これって昔みたＳＦ映画にあったなぁ…そのうち五感

すら刺激するバーチャル旅行、バーチャルライフが実現

するのでは、と妄想。

「人間が想像できるものは人間が必ず実現できる」と

云ったのはフランスの作家ジュール・ヴェルヌ。

不足し困難であるなら人はとことん考えます。試行

錯誤を繰り返し、そこにユーモアを加えつつ新しいもの

を生み出す。いまだ不安が多い中どう考え行動するの

か、今後どんな生活をするのか、鍵を握るのは自分次

第だな、と感じるそんなコロナ禍です。　（廣橋久美子）

コロナ禍の中、「新しい日常」が私たちの毎日に少し

ずつ定着してきたように思います。

今年のお盆は高齢の両親がいる実家への帰省は控

え、「オンライン帰省」にチャレンジしました。慣れな

いスマホ操作に悪戦苦闘していた両親もしばらくすると

すっかり慣れ、嬉しそうにしていました。そんな表情を

見ることができ、とても楽しいひと時でした。直接会

えず淋しい思いはありますが、遠く離れていても顔を見

ながら対話ができる現代の技術進歩のありがたさを実

感しました。

さまざまな制約により不自由の多い現状ですが、そ

んな中でも感謝できることや今ある幸せに目を向けな

がら、「新しい毎日」を楽しく過ごしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　   （端場真美弥）
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＜セイリンオリジナルカレンダーの販売について＞

▼受付開始日

2020年10月19日(月)～先着順に、なくなり次第終了いたします。

⚠受付日前のお申込みはお受けできませんのでご注意ください！

▼お申込み方法

今年から、ウェブサイトでもご注文いただけるようになりました。

または、日鍼会会員様専用の申込用紙に必要事項を記入し、ＦＡＸにてセイリンへ

直接お申込みください。

カレンダー到着後、７日以内に同梱の郵便局専用振込用紙にてお支払いを

お願いいたします。

▼販売価格
①10部から50部以下・・・1部　250円 ②60部以上・・・1部　200円

部 円 部 円
部 円 部 円

部 円 部 円

部 円 部 円

部 円 部 円

◎部数の価格特典により、50部より60部の 部 円

ご注文の方がお安くなります！ 部 円

※お申し込みは、10部単位となります。

▼送料

発送はヤマト運輸です。料金の目安は「宅急便運賃一覧表」で
検索または、QRコードからご確認ください。

※発地は中部、ダンボールサイズは80ｃｍです。

▼発送
発送の開始は先着順にて受付し、11月4日（水）より順次発送いたします。
発送開始後のお申し込みにつきましては、２週間以内に発送いたします。
限定部数のため、なくなり次第終了いたします。

▼販売・申込みにあたっての注意事項
1） 電話でのお受付けはできませんので、ウェブまたはＦＡＸにてお申込みください。
2）
3） 1件のご注文に対し、1請求、1送付先とさせていただきますのでお願いいたします。
4） お支払いは、必ず同梱の専用振込用紙（郵便局の払込用紙）でお願いいたします。
5） お申込み後のキャンセルは出来かねますのでご了承ください。

2,500

50

80

今年から30部以下のお申し込みにつきましては、送料をお客様負担と
させていただきますのでご了承ください。

16,000
10,000
7,500
5,000

追加のお申込みは、部数に関係なく送料はお客様負担となりますのでご了承ください。

30
20
10

70
60

24,000
22,000110

100
90 18,00040

20,000

120

12,500

14,000
12,000

セイリンオリジナルカレンダー専用ウェブサイト　

http://www.seirin.jp/ｃａｌｅｎｄａｒ

セイリンのホームページからお申込みフォームへ！※10/19(月)からアクセスできます。

東洋医学の情報が盛りだくさん！
2021年セイリンオリジナルカレンダーのご案内

一年の感謝の気持ちを込めて、貴院の名前入りカレンダーを患者
様へ、地域の皆様へプレゼントして受療の喚起にお役立てください。

宅急便運賃一覧
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 ■当月の前後２カ月を掲載し、５ヶ月間を見ることができ、体調の変化をチェックできるだけでなく、
診療の予約などさまざまな用途に利用できます。
■「伝統野菜」のご紹介や、昨年に引き続きセイリン公式キャラクターの鍼水りんが案内する、
「2021年！東京オリンピック公式種目を大紹介！」のコーナーもあり、見所が満載です。

♦ご希望の方は、以下の必要事項をすべて記入し、ＦＡＸでお申込みください。

【名入れシールについてのお願い】
１） シール紙には、施設名、郵便番号、ご住所、電話番号が表記されます。※FAX番号はありません。
2） 施設名称は、最大14文字以内でお願いします。
3） ご住所は、最大25文字以内とし、25文字を超えた場合は文字の大きさを変えたり、

都道府県名、ビル・マンション名などを省略させていただく場合もございますのでご了承ください。
4） 文字はすべてゴシック体になります。また、フォントサイズを変更することはできません。
5） 特殊なマークや記号、ふりがな、絵文字等はお入れできませんのでご了承ください。

都道府県師会名

〒　　　　　　　-

● 専用ＦＡＸ番号：054-365-5350 ●

　　　　　希望する　　　　　　　　　・　　　　　　　　　希望しない　　　　　　　　　

ＦＡＸ番号

金額希望部数
部（10部単位）

ご施設名称

２０２１年版セイリンオリジナルカレンダーと名入れシール

名入れシール

円　

（ｼｰﾙ14文字以内）

（ｼｰﾙ25文字以内）

電話番号

受付は１０／１９（月）からです！受付前のお申し込みはできませんのでご注意ください！

会員氏名

ご住所

■昨年同様、１２月の最終ページにポケットが付いて

います。治療院様からのDMはがき、患者様の診察券

や領収証をお入れできます。もちろん、治療院様の名

入れシールもご利用いただけます。

※お届け時の状態はポケット部分が内側に折りたた

まれていますので、開いた内側にシールをお貼りくだ

さい。また、シールはご自身でお貼りください。

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000

■名入れシール見本（1枚6シール綴り）

▼必ず、本年度（2021年度）のお申込用紙をご使用いただきますようお願いいたします。

ポケット部分

○○○○○鍼灸院
〒000-0000 東京都○○○○○○○ Tel：03-000-
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DX（個別包装）
・扱いやすい長柄鍼

・サイズが豊富

・ワンタッチ包装

JP-5(5 本包装 )
・標準的な和鍼鍼柄

・取り出しやすい

   特許包装

CT-1
・らせん鍼柄

・クサビ留め

・2 寸 5 分鍼

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。

もぐさ・棒灸
　　
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
ヤンイーミニ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　( 強・弱 )　【のり付き／のりなし】各 500 粒入

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

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　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！               有限会社ヤンイー貿易
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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
大阪メトロ（地下鉄）中央線・今里筋線「緑橋」駅より徒歩7分

ご注文・お問い合わせは出版部まで　TEL.06-6976-6889　FAX.06-6973-3133　koudoku@morinomiya.ac.jp
森ノ宮医療学園出版部　

ISBN：978-4-9900670-09-0

「もっと身近にアロマセラピー」 改訂増補版

キレイも元気も自分でつくる！ アロマ活用術

（定価￥1,500〈税抜〉B6判 140頁）

（定価￥2,800〈税抜〉文庫判 190頁）

（定価￥4,500〈税抜〉A5判 511頁）

 
ISBN：978-4-902270-05-1

「ポケット鍼灸臨床ガイド」

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。

ISBN：978-4-902270-03-7

「漢文で読む霊枢 ～基礎から応用まで～」

臨床鍼灸学術専門誌 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。

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。

森　美侑紀 著 

浦山 きか 著 
 改訂増補版

（2020年1月現在）

〒537-0022　大阪市東成区中本4-1-8　https://book.morinomiya.ac.jp

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）

年3回発行

　

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

No.111 お灸の再生
No.112 開業の条件
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
No 136 耳鼻咽喉科疾患を治療する

定価2,310円（本体2,100円）SHINKYU OSAKA Printed in Japan

Vol.36 No.1/2020　昭和60年（1985）4月1日創刊　通巻137号

コロナの下のパラダイムと誠実／浦山きか
小川忠文氏蔵『胴譯図』

1巻頭言

小川忠文氏蔵『胴譯図』（胴釈図）について／湯浅有希子

2

4

口絵
口絵解説

滑膜炎に注目した変形性膝関節症の病態解釈と鍼灸治療／湯谷 達ほか

経絡病証としての変形性膝関節症に対する鍼灸治療／篠原昭二
変形性膝関節症の経絡治療3症例／宮脇優輝
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