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代議員総会報告
小川卓良会長が議事への協力
依頼と退任の挨拶を述べ、役員
選挙が実施されました。　

2021年6月13日（日）、都内帝京平成大学本館において第２回理事会が開催されました。

新任師会長紹介

新しく会長に就任された全国師
会の新任師会長をご紹介いた
します。

全国大会in東京案内
オンラインと現地参加によるハ
イブリッド形式で開催。Ｗｅｂ申
込みを受付中です。

鍼灸大学研究紹介

鍼灸師養成大学における基礎・
臨床研究の紹介、今回は常葉大
学の研究紹介です。
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新会長に要信義氏が
得票多数で選任
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　今期より日本鍼灸師会代表理事として活動させていただ
きます。
　代議員の皆様、総会ではご支援いただき、ありがとうござ
いました。会員の皆様に於かれましては、昨年からのコロナ
禍の中で厳しい環境が続いていますが、皆様方の支えになれ
るよう日本鍼灸師会役員一同活動してまいります。
　今回、新人理事が 3名入られ随分と若返ったようには感
じますが、１７名定員枠で１５名の理事しか選任いただけ
なかったという残念な結果となりました。とはいえ、現状の
１５名で日本鍼灸師会を支えてまいりますので、ご理解ご協
力をお願いいたします。
　理事の数が少ないということもあり、今期はまず、昨年度
までの理事会の体制を見直しました。業務執行理事は４名と
し、そこから副会長として中村理事、南理事、安田理事の３
名を選任しました。筆頭副会長は、引き続き中村理事にお
願いします。３名の副会長にはそれぞれ、公１・公２・公３・
他１を担当していただき、それぞれに委員長を配置していま
す。法人管理事業に関しては、業務執行理事と委員長が兼務
となります。
　業務執行理事をあえて少数としたのは、従来のように業務
執行委員会と理事会を分けて開催する必要性があるのかと
いう私自身の疑問と、これまでの経験から業務執行理事とそ
の他の理事の情報の共有がうまくできていないのではという
危惧、また情報格差の中で担当以外の業務に対し関心がなく
なるのではないかという懸念からです。それを解消すべく、
今期の業務執行委員会は理事全員が参加するオンライン形
式で行います。常に理事内で情報を共有し、各委員会の活動
を把握することで全員が協力して業務を遂行できるよう図

ります。この体制が定着すれば、今後の選挙で新しい理事が
誕生した場合でも、直接の担当ではない理事からも何らかの
アドバイスが可能ではないかと考えます。この延長線上に、
将来理事全員を業務執行理事にするという案を抱いていま
すが、これには定款変更が必要になるため、次回代議員総会
で定款変更の議案を上程する予定です。
　来る８月２８日に開催される理事会で日鍼会の長期方針
を見直し、それに向かって活動することにより日本鍼灸師会
の発展に繋げたいと考えています。
　現在、日本鍼灸師会は、厚生労働省、東洋療法研修試験財
団、学校協会とも良好な関係を構築しています。関係各機関
との信頼関係を通じて、国内外に鍼灸や鍼灸師の存在感を示
すことで、あん摩マッサージ指圧、はり師、きゅう師等に関
する法律の改正に近づくと考えています。
　昨今の新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる施策
を受け、研修会講習会等もＷｅｂが活用されるようになりま
した。構造的見直しと安定的な事業運営のため、今後はＷｅ
ｂによる研修等もＮＥＬＳ（ｅラーニング）と併せて行うこ
とを検討しています。昨年より稼働したこのＮＥＬＳそのも
のについてもさらなる改革を検討しています。今期の研修委
員長は堀口理事ですが、他の委員長にも研修副委員として協
力していただき、同時に若い優秀な方々を委員として登用す
ることで多方面から意見を集約して、よりよいコンテンツ作
成に反映させる所存です。
　懸案の組織拡充の件については、いまだ会員数の減少に歯
止めがかからず会費収入も減少していますが、準会員制度の
おかげで学生、免許取得３年以内の鍼灸師、教職員の方が日
本鍼灸師会へ入会されています。準会員の増加には、ＮＥＬ
Ｓ受講との関連が示唆されています。準会員の方々には今後、
正会員として活動されることを願うと同時に、全国の正会員
の皆様にも、必要に応じてインターネット環境の整備を通じ、
ＮＥＬＳをご活用いただきますよう、お願いいたします。
　新会館については１２月２４日が引き渡し予定ですが、今
の経済状態で果たして一階部分のテナントがこちらの希望
に沿った金額で入ってくれるかが気がかりです。引き続き条
件などを考慮しながら検討してまいります。
　互いに尊重しながらも、必要な議論はきちんと尽くすこと
で、よりよい方向に進むことができるよう務めてまいります
ので、ご協力賜りたく存じます。

新 任 挨 拶
公益社団法人 日本鍼灸師会

会長 要　信義

全理事がより協力し合える新体制がスタート！



　６月13日に開催されました定時代議員総会において、小川
卓良会長が議事への協力依頼と退任の挨拶（上写真）を述べ、
役員選挙が実施されましたので、その内容を報告します。
１．開催日時　
　２０２１年６月１３日（日）１３：００～１６：３０
２．開催場所　
　帝京平成大学本館	池袋キャンパス	４１５教室
			（東京都豊島区東池袋２-５１-４）
３．出席した代議員の数及びその行使することができる議決

権の数
	（１）議決権のある代議員総数　　　９６名
	（２）代議員総会の議決権の数　　　５９名　
	（３）出席代議員総数　　　　　　　２２名
	（４）委任状数　　　　　　　　　　１２名
４．出席役員等
	 代表理事　小川　卓良
	 理　　事　中村　　聡、松浦　正人、大口　俊德	
	 	 南　　治成、要　　信義、児山　俊浩
	 	 髙田　常雄、永島　茂雄、堀口　正剛
	 	 安田　政寛、飯田　孝道、武内　　潔
	 	 寺川　華奈、矢津田善仁
　　　　　　　　　　　　　　　　			（会場参加１７名）
　		 内田　輝和、国安　俊成、幸崎裕次郎	 						

	 （Ｗｅｂ参加３名）
	 	 （欠席：細田　敬二）
	 監　　事　仲野　彌和、浜田　　曉（Ｗｅｂ参加）　	 　　　

川上　詩朗
	 議　　長　河原　保裕	代議員
	 副	議	長　仲田　欣二	代議員
	 議事録署名人
	 	 河原　保裕	議　長
	 	 仲田　欣二	副議長
	 	 武内　　潔	理　事
	 書記（議事録作成者）
	 	 武内　　潔	理　事

５．開会の辞
　中村聡副会長より開会の辞が述べられた。
６．会長挨拶
　小川卓良会長より挨拶が述べられた。
７．議長・副議長の選出
　司会の寺川法人管理委員長から指名された河原保裕議長と
仲田欣二副議長が席につき、河原保裕議長から定款第１９条の
規定による定足数の確認が行なわれ、過半数の出席を認め、
本総会の開会を宣し、議事に入った。

8．代議員総会の議事経過の要領及びその結果
【報告事項】

第１号議案	２０２０年度事業報告の件

第２号議案	２０２０年度事業報告の附属明細書の件

第３号議案	２０２１年度運営方針、事業計画及び収支予算書の件

第４号議案	２０２１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

　副議長は、２０２０年度事業報告の件、２０２０度事業報告の附

属明細書の件を上程し、次に、２０２１年度運営方針、事業計

画及び収支予算の件を報告した。

　また、２０２０年度資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類の件について上程し、その中で、本報告議案は既に理

事会で説明し承認を得ている旨を報告した。

２０２１年度定時代議員総会 開催報告

正副議長による進行

3日本鍼灸新報 No.678



深澤選挙管理委員長

新役員の挨拶

【決議事項】

第１号議案	２０２０年度貸借対照表の件

第２号議案	２０２０年度損益計算書（正味財産増減計算書）の件

第３号議案	２０２０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	２０２０年度財産目録の件

第５号議案	理事選任の件

第６号議案	監事選任の件

　議長は、第１号議案から第４号議案を一括上程したあと追加

質問を受け、担当者により追加質問に対する回答が行われた。

　議長は第１号議案から第４号議案まで採決を求めたところ、

挙手２０名、書面決議５９名、委任状１２名、合計９１名の承認

が得られた。

第５号議案	理事選任の件

　河原議長より投票に先立ち候補者２２名の所信表明演説を行

うことのアナウンスがあった。

　深澤選挙管理委員長より、定員の上限が１７名のところ２０名

の立候補があったため、選挙を行なうことが伝えられ、投票

の結果、１５名が当選し、当選人は、全員その場で就任を承諾

した。

　監事については、定員２名のところ２名の立候補ではあるが、

代議員による「信任投票を行なうべき」との意見が過半数み

られたため、信任投票を行う旨が伝えられた。投票の結果、

２名が当選し、当選人は、全員その場で就任を承諾した。

役員（理事・監事）選挙結果
投票代議員数９６名／過半数４９以上

抽選順 氏名 得票 所属師会 推薦

	【理事】

１ 小林	潤一郎 ７５ 東京都 師会

３ 要　　信義 ７７ 福岡県 師会

５ 南　　治成 ６８ 大阪府 師会

６ 矢津田義仁 ６３ 福岡県 師会

７ 児山　俊浩 ５７ 愛知県 師会

９ 大口　俊徳 ５４ 埼玉県 代議員

１１ 永島　茂雄 ５９ 千葉県 師会

１２ 新名　美恵 ７５ 兵庫県 師会

１４ 髙田　常雄 ５２ 東京都 師会

１５ 武内　　潔 ５８ 東京都 師会

１６ 堀口　正剛 ６８ 大阪府 師会

１７ 安田　政寛 ５６ 長野県 師会

１８ 中村　　聡 ８１ 静岡県 師会

１９ 寺川　華奈 ６８ 愛媛県 師会

２０ 菅野　幸治 ７０ 東京都 師会

（理事立候補２０名　１５名が過半数取得）

	【監事】

１ 仲野　彌和 ８３ 三重県 師会

２ 浜田　　曉 ８１ 大阪府 師会

（監事立候補２名　全員当選）

9．審議の終了

　議長は以上を持って本日の議事を終了した旨を述べられた。

　引き続き、寺川法人管理委員長より、川上監事の件につい

ては、近日中に開催する臨時総会において承認して頂くよう

準備を進めるとの追加説明があった。

10．閉会の辞

　松浦正人副会長より閉会の辞が述べられ、１６時３０分に閉会

した。

候補者による所信表明演説
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【日　時】２０２１年（令和３年）６月１３日（日）	
	 １６：２８～１６：４５
【場　所】帝京平成大学本館	池袋キャンパス４１３教室
【出席者】１８名（理事１５名、監事２名、委員１名）
【オブザーバー】岡田	陸
【議　長】寺川　【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、監事（２名）
【議　題】
１．代表理事選任の件
　定時代議員総会で選任された新しい理事及び監事による理事
会が開催され、代表理事選任についての審議で、出席理事から
要信義氏が推挙された。他１名の立候補があり、選挙の結果、
１１票を得た要信義氏が代表理事（会長）に選任された。
　要氏は就任を承諾し挨拶を述べた。また、今後の方針を述
べるとともに、新理事及び監事に事業運営への協力を要請
し、新役員は拍手で応えた。

【日　時】２０２１年（令和３年）６月２０日（日）	
	 １３：００～１６：００
【場　所】としま区民センター５０３号
【出席者】１８名（理事１５名、監事２名、委員１名）
【司　会】寺川　【議　長】要　【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、監事（２名）
【議　題】
１．業務執行理事選任の件
　要会長より新理事の中から、４名（中村聡、南治成、安田
政寛、寺川華奈）を業務執行理事として選任したい旨の発言
があり、全員に諮り承認された。
２．副会長選任の件
　業務執行理事４名の中から、会長が①中村聡（公２、他１担
当）、②南治成（公３、他１担当）、③安田政寛（公１、他１
担当）の三氏を副会長に指名したところ、異議なく承認され、
三氏は就任を承諾した。（※副会長の順位は得票数による）
　これまで担当副会長の下に、各事業担当の業務執行理事が
配されていたが、今期より各事業の業務執行理事は副会長
と寺川華奈（法人管理担当）とし、理事を委員会における
委員長・副委員長とすることが会長より提示された（表１参
照）。また、要会長は今後、全ての理事を業務執行理事とす
る方向で検討する、と発言した。

第２回理事会

第３回理事会

公益社団法人日本鍼灸師会	新役員

表1　新役員一覧

代表理事	
（会長）
要　　信義

業務執行理事
副会長③
安田　政寛

理　事
（学術）
永島　茂雄

理　事
（組織・国際）
新名　美恵

理　事
（危機管理）
矢津田　善仁

監　事
仲野　彌和

業務執行理事
副会長①
中村　　聡

業務執行理事
（法人・国際）
寺川　華奈

理　事
（地域ケア・法人）
菅野　幸治

理　事
（療養費・法人）
小林　潤一郎

理　事
（組織・法人）
武内　　潔

監　事
浜田　　暁

業務執行理事
副会長②
南　　治成

理　事
（研修）
堀口　正剛

理　事
（広報普及ＩＴ）
児山　俊浩

理　事
（東京オリ・パラ）
髙田　常雄

理　事
（７０周年記念準備）
大口　俊德

外部監事
川上　詩朗

(臨時総会承認 )

理事会報告 「新会長に要信義氏が得票多数で選任」
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【日　時】２０２１年（令和３年）７月４日（日）	
	 １４：００～１４：１５
【場　所】双葉ビル１階
【代議員数】総数９５名、定足数４８名
【出席代議員数】議決権行使書によるもの８８名、本人参加２名
【役員ほか】理事８（うちＷｅｂ参加６名）、監事２名（う

ちＷｅｂ参加１名）、顧問１名
【オブザーバー】岡田	睦
【議　長】河原	保裕	議長、仲田	欣司	副議長
【議事記録】寺川
【議事録署名人】議長、副議長、議事録署名人
　南副会長の開会の辞の後、過日の定時総会同様、議長とし
て河原保裕代議員、副議長として仲田欣司代議員が選出され
た。議案「監事選任の件」において、川上詩朗氏を外部監事
とすることが上程され、議長がその可否を問うたところ、
９０名の代議員により承認され、臨時総会は終了した。
　よって、令和３年度の監事に、川上詩朗氏が加わることと
なった。

【日　時】２０２１年（令和３年）７月５日（月）	
	 ２０：００～２２：００
【開催方式】Ｗｅｂ会議
【出席者】１９名（理事１５名、監事３名、委員１名）
【オブザーバー】岡田	陸
【司　会】寺川　【議　長】要　【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、監事（３名）
【議　題】
１．報告事項
会長報告
　要会長より、６月２８日付文書（陳情書）が本会を筆頭に
全鍼師会、全日本鍼灸学会、学校協会の連名で東京オリ・パ
ラ競技大会組織委員会に提出されるという情報が直前で耳に
入り、会長はもとより誰もが知らないことであった。２８日
当日、選手村へ行く前に、相談の上、承諾してもらいたいと
全鍼師会の担当者からの話だったが、実際に陳情書が提出
されたのは２７日であったことが判明。後日、その担当者が
メールで謝罪文を送ってきたが、同様のことがこれまで繰り
返されてきたということもあり、審議の結果、引き続き正副
会長で相談するとの発言があった。
２．審議事項
第１号議案　各委員会委任の選任
	 　各委員会委員長・副委員長及び委員については、表２の
案が提示され、承認された。

　（　）内は会員の場合は所属師会名、会員外の場合は居住
地を示す。

公益社団法人日本鍼灸師会	新役員
委	員	長	と	役	職 委　　　　　　　員

研修委員会 飛塚	峻介　　（東　京）
委員長　 北原	奈那　　（神奈川）
　堀口	正剛 西村	理恵　　（兵　庫）
副委員長 今村	頌平　　（長　野）
　荒木	善行　　（大　阪）　 奥田	一道　　（三　重）

木暮	守宏　　（群　馬）
学術委員会 粕谷	大智　　（東　京）
委員長 渡辺	悠紀　　（千　葉）
　永島	茂雄 中村	宏孝　　（千　葉）
副委員長 野村	森太郎　（東　京）
　寺川	華奈 平地	治美　　（千　葉）

地域ケア推進委員会 上條	弘明　　（長　野）
委員長 日野	智之　　（福　岡）
　菅野	幸治
副委員長
　近			千明　　（新　潟）

広報普及ＩＴ委員会 （広報普及）
委員長 岡田	　高　　（京　都）
　児山	俊浩 廣橋	久美子　（大　阪）
副委員長 佐合	基樹　　（愛　知）
（広報普及） 端場	真美弥　（福　岡）
　矢津田	善仁 瀧本　	一　　（三　重）
（ＩＴ） 松浦	朱里　　（岐　阜）
　堀口	正剛 （ＩＴ）

牧	　正明　　（愛　知）
是元	佑太　　（北海道）

国際委員会 新名	美恵
委員長 髙倉	成男　　（東　京）
　寺川	華奈
副委員長
　藤林	初枝　　（茨　城）

健保委員会 瓜生	公一　　（福　岡 )
委員長
　小林	潤一郎
副委員長
　平野	健一　　（京　都）

組織委員会 北　	虎哲　　（富　山）
委員長 森下	輝弘　　（大　阪）
　新名	美恵
副委員長
　武内	　潔

青年委員会 秋元	良公　　（東　京）
委員長 北　	虎哲　　（富　山）
　風間	祐二 是元	佑太　　（北海道）
副委員長 三浦	秀隆　　（宮　城）
　新名	美恵 寺井	久人　　（滋　賀）

佐久間	鴻　　（広　島）
端場	真美弥　（福　岡）

東京オリンピック・パラ
リンピック委員会
委員長
　髙田	常雄
副委員長
　児山	俊浩

井坂	有杏　　（東　京）
小峰	拓也　　（埼　玉）
是元	佑太　　（北海道）
石川	亮一　　（山　梨）
三宅	なつえ　（大　阪）
丹波	徹二　　（大　阪）
若杉	昌司　　（大　阪）

危機管理委員会 堀口	正剛
委員長 秦　	宗広　　（神奈川）
　矢津田	善仁 今村	頌平　　（長　野）
副委員長 清水	洋二　　（愛　知）
　是元	佑太　　（北海道） 高木	謙輔　　（岡　山）

法人管理委員会 小林	潤一郎
委員長 菅野	幸治
　寺川	華奈 永島	茂雄
副委員長
　武内			潔

７０周年記念準備委員会 日野　	博　　（神奈川）
委員長 一見	隆彦　　（三　重）
　大口	俊德 今井	幸司　　（埼　玉）

秦　	宗広　　（神奈川）
荻原	健太　　（埼　玉）

表2　各委員会の構成

第２号議案　休会に伴う会費等の減免等申請書の件
	 　寺川法人管理委員長より趣旨説明があった。審議の結
果、議長が可否を問うたところ、全会一致で承認。

第３号議案　全国学術部長会議の開催の件
	 　永島学術委員長より、事業計画には７月にＷｅｂでの開
催を２回に分けて行いＮＧＫ、ｅラーニングの進捗などを
報告したいとの説明があった。議長より、他の部長会議も
Ｗｅｂ会議を積極的に開催したらよいのでは、との発言が
あった。南副会長より、当該部長会議の開催は、都道府県
師会においても担当部長が明確となるので、必要だろうと
の発言があった。学術以外の全国部長会議のＷｅｂ開催も
含め、可否を問うたところ、全会一致で承認。また永島学
術委員長が全国の学術部長を対象としたアンケートを、
Ｇｏｏｇｌｅフォーム、ＳＮＳを活用したリアルタイムの
方法などの検討について言及。

第４回理事会

２０２１年度臨時総会
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第１回理事会報告

第４号議案　新会館担当の理事について
	 　議長より、資産管理については法人管理担当ということで
よいか、との発言があった。審議の結果、全会一致で承認。

第５号議案　【議案上程】７０周年記念式典並びに懇親会の
開催について

　　大口７０周年特命理事より、コロナ禍中における祝賀会に
ついて、委員会内で検討したところ、全員「開催しない方が
よい」との結論に至った。６月２０日の理事会では開催との
ことで承認していただいたが、再度、お諮りしたい、との発
言。南副会長より、松花堂弁当を出すという案が提示され
た。審議の結果、工夫をしながら懇親会（祝賀会）を開催す
るということについて可否を問うたところ、承認。

（３）その他
　ア．東京オリ・パラ委員会のＺｏｏmアカウントの件
　　安田副会長より、当該委員会については、現在、独立し
たものがないとの話があった。南副会長より、広報普及Ｉ
Ｔ委員会で使用しているアカウントを使ってはどうかとの
案が出され、審議の結果、アカウントを持っている人で対
応する、ということとなった。また永島学術委員長より、
研修で所有しているパソコンを貸し出して利用することも
可能、との発言。

　イ．新会館における設備の件
　　議長より、新会館の中に防音機能を備え、録音・録画が
できるような部屋（スタジオ）を作るための予算立て、見
積りを依頼する発言があった。今後ＹｏｕＴｕｂｅなどを
利用し、発信する場所として利用したい、とのこと。南副
会長より、見取図としては、１０人ぐらいができる会議室
スペースがある、応接室兼会議室兼録音スペースというこ
とか、との発言があった。ラジオ局の公開収録ブースのよ
うなもの、とのこと。

　ウ．全国大会の委員に関する件
　　児山広報普及ＩＴ委員長より、永島学術委員長に対し
て、全国大会の終了後に辞任する委員について、説明して
おいた方がよいのでは、との発言があった（６月２０日の
理事会ですでに説明あり。この後、全国大会で協力しても
らう委員は、学術委員としてなのか、ＩＴ委員としてなの
か、それに応じて、開催地から委員として加わる担当者が
変わるという旨の審議が続く）。

　　議長より、次の大会のスムースな運営のためなら、次期
開催地（愛知）から、東京大会の委員に加わってもらえば
よいのでは。委員に加わると、旅行会社を選ぶ場合でも内
容が解っていれば仕事を依頼する際にもスムースではとの
発言があった。南副会長より、日鍼会の要望に合わせるた
めの人選ではなく、地元がどういう人を送り込みたいかを
基準として、連携をとりやすい委員を選ぶのがよいので
は、との発言があった。

　エ．研修委員会委員の件（小川先生、北川先生、津田先生）
　　堀口研修委員長より、三氏よりＮＥＬＳ実施委員会委員
を辞任し、現在作成中のプログラムを中断するとの申し出
があった。永島学術委員長、クレバースキッドとの協議の
末、「あと１、２本のコンテンツを作成し終了とする」と
いう案を先方に提示したところ、固辞された。そのため事
業計画内容をゼロベースで検討し直す必要が生じた。今後
は、研修委員会で新たなメンバーにより作成することに
なる。審議の結果、ＣＦＳ（完結）とＬＥＳの１２本のみ
残し、途中となったものはお蔵入りとしたら、との案が出
た。引き続き、研修委員会で検討することとなった。

　　また各委員会に依頼していたコンテンツ作成について
も、研修委員会で検討することとなった。

　オ．熱海の災害の件
　　矢津田危機管理委員長より、現在進行中の集中豪雨によ
る災害に対し、静岡県鍼灸師会、静岡県鍼灸マッサージ師
会とは連絡を取り、ＤＳＡＭとしても準備し動いている。
本日夕方６時頃に、全鍼師会の朝日山先生達が先遣隊とし
て現地入りしている。安否不明者は１４７名ほど、家屋は
１３０棟１２７世帯が倒壊している。避難所も６、７箇所
とのことだったが、ニューフジヤホテルとニューアカオホ
テルの２つにほぼ集約された。前者には５０７名、後者に
は５５名（障がい被災者が多い）、本日、保健所長と面会
し、ＤＭＡＴともこれからの支援体制について協議した。
そこで、災害対策本部の設置をお願いしたい、との発言が
あった。それを受け、議長より災害対策本部の設置が宣言

された。
　カ．埋没鍼者に対する電気メスでの手術についての問合せの件
　　南副会長より趣旨説明があった。審議の結果、南副会長
から電話で詳細を聞いて、回答するということになった。

３．監事講評

【日　時】２０２１年（令和３年）５月９日（日）	
	 １３：００～１５：００
【開催方式】Ｗｅｂ会議
【出席者】２２名（理事１８名、監事３名、委員１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】岡田	睦
会長挨拶
　４団体長会議を山口で開催、今後は事前会議も行う。
　新会館は本年１２月２４日に引渡し予定。その前にテナントを募
集。全日学とＮＥＬＳに関する協定を締結、ガイドライン作成を
現在、山下仁先生に依頼中。各種、エビデンスの紹介は諸般の事
情で見合わせ。「あとはとき」企画の座談会で「慢性の痛み対策基
本法案」に関しては坂本学校協会長と全鍼師会長と討論した。今
後、この動きを注視するということになった。準備委員会（２０名）
の委員に、鍼灸師あるいはマッサージ師を少なくとも１名ずつ入
れられるように、議員連盟にも協力を要請する予定。
【議　題】
１. 報告事項
　第１号議案　職務執行状況報告の件
　寺川国際委員長より国際委員会主催のシンポジウム進捗
状況について、岡田事務局長より、事業報告案の訂正箇所
について説明があった。

　第２号議案　２０２１年度運営方針の件
　第３号議案　２０２１年度事業計画の件
　第４号議案　２０２１年度予算の件
　髙田法人担当より、上記、第２号議案から第４号議案に
ついてすでに提出を終えた旨の報告があった。

２. 決議事項
　第１号議案　２０２０年度事業報告の件
　第２号議案　２０２０年度事業報告の附属明細書の件
　第３号議案　２０２０年度決算報告の件
　　　　　　　２０２０年度貸借対照表の件

２０２０年度損益計算書（正味財産増減計算
書）の件

２０２０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

２０２０年度財産目録の件
　　髙田法人担当より趣旨説明があり、寺川法人管理委員長
が補足説明、公益目的事業比率は５５.３％。

　第４号議案　第１、２、３号議案に対する監査の件
　川上監事より、昨日の監査会において適正に処理されて
いたと報告。第１号議案から第３号議案について軽微な修
正を含め、全会一致で承認。

　第５号議案　議案上程：令和７年度実施予定の７５周年記
念事業のための新たな積立について

　寺川法人管理委員長より、事前配付資料に基づき新たな
特定費用準備金として積立てると説明、全会一致で承認。

　第６号議案　議案上程：黒字分の費消について
　寺川法人管理委員長より、事前配付資料に基づき説明。
審議の結果、およそ１４８万円分の公益目的事業費における
黒字分については、令和３年度の研修、学術、広報、普及等
に関する事業の中で費消することで、全会一致で承認。

　第７号議案　令和３年度定時代議員総会の開催について
　髙田法人担当より、６月１３日１３時から１６時まで帝
京平成大学にて代議員総会を開催と説明、決議方法、出欠
方法などの文書の説明あり。文書内容の一部修正を含め、
全会一致で承認。

　第８号議案　議案上程：令和３年度代議員総会並びに役員
改選の方法について

　寺川法人管理担当より事前配付資料に基づき趣旨説明、
全会一致で承認。

　第９号議案　議案上程：日本鍼灸師会の将来に対する方針
について、再度討議して頂きたい

　飯田理事より趣旨説明。審議の結果、将来検討委員会にお
ける今後の活動成果により改めて検討することとなった。

　第10号議案　議案上程：国際委員会の委員追加の件
　寺川国際委員長より事前配付資料に基づき、藤林初枝氏
を加えたいと説明。審議の結果、全会一致で承認。
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第１６回 公益社団法人 日本鍼灸師会

全国大会 in 東京
同時開催 日本鍼灸師会創立７０周年記念式典

　2020 年に始まった新型コロナ感染症による、先の見えない状況。不安が募る中、社会は力強く変化していま
す。各種イベントはオンラインへ移行し、地域や区分けを越えた参加が可能になりました。鍼灸業界でもセミナー
や学会が ITにより活発化しています。
　日本鍼灸師会全国大会 in 東京は、オンラインと現地参加によるハイブリッド形式で開催いたします。日本鍼
灸は、これまで伝統医療として国民一人ひとりに寄り添ってきました。これからもその役目は変わりません。その
上で、変わる社会に対して、鍼灸師・鍼灸業界はどのように適応していけばいいのでしょうか。一人の鍼灸師とし
て、業界として、我々ができることをかんがえていきましょう。

（東京都豊島区東池袋１-２０-１０）

（東京都豊島区西池袋1-6-1）

会　期

開催日

大会テーマ

開催方法

会　場

会　場

令和３年１０月２４日（日）・２５日（月）

令和３年１０月２４日（日）

「変わる社会、変わらぬ鍼灸」	～いまできることをかんがえる～

会場参加・Web視聴によるハイブリット方式

としま区民センター　多目的ホール・小ホール

ホテルメトロポリタン池袋
公益社団法人日本鍼灸師会創立７０周年記念式典・懇親会

	主　　　催　公益社団法人	日本鍼灸師会　　主　　　管　公益社団法人	日本鍼灸師会　関東信越ブロック
	担　　　当　公益社団法人	東京都鍼灸師会　支援事業者　西鉄旅行株式会社	　　
	大会事務局　第１６回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会	事務局
	 	　　　	〒170-0005	豊島区南大塚 3–52–10	第 5今井ビル4階　☎ 03–3985–7501

※詳細なプログラムは、日本鍼灸新報、日鍼会ホームページ、メールマガジン、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
　ダイレクトメール等でお知らせしております。
	 	 	 　　　▶Ｗeb申込み受付中
	 	 	 　　　https://www.harikyu.or.jp/events/taikaitokyo/

　第11号議案　議案上程：鍼灸師のコロナワクチン接種への
協力について

　幸崎理事より事前配付資料に基づき、歯科医師会を例に、
政府に対しこちらから鍼灸師も接種協力の申し出をしてはと
の趣旨説明。審議の結果、今協力することを決めるか、ある
いは要請が来たときに決めるかについて可否を問うたとこ
ろ、要請が来たときに決めるとするに多数の賛成。

　第12号議案　議案上程：弔慰金内規、並びに災害見舞金支
給内規について

　寺川法人管理委員長より事前配付資料に基づき、対象と
しての「正会員」の明記と、定めのなかった支払請求期日
を「３か月以内」とするとの説明。審議の結果、全会一致
で承認。

　第13号議案　議案上程：岡田睦事務局長の任期更新の件
　寺川法人管理委員長より事前配付資料に基づき説明。全
会一致で承認。

　第14号議案　山口県・下関鍼灸マッサージ師会会員の日鍼
会会員復帰の件

　小川会長より趣旨説明。南副会長より、当該団体が本会
の承認基準を満たし、かつ山口県鍼灸師会との間での話合
いを通じ理解を得られるようであれば、本会としても正式
に承認する方向で検討する、と提案、審議の結果、全会一
致で承認。

３. その他の審議事項
　ア．日鍼会創立７０周年記念式典スケジュール(案)について
　　大口副会長より事前配付資料に基づき説明。会場予約に
ついては６月末までこのまま継続とし、スケジュールにつ
いての承認を得たいとのこと。会場予約については６月末
まではキャンセル料なし、会食の形式については、個別の

コースとなるとのこと。自粛要請がでた場合の対応につい
てはホテルに確認をする、ということになった。審議の結
果、このまま進めることで、全会一致で承認。

　イ．第１６回(公社)日本鍼灸師会全国大会スケジュールにつ
いて

　　武内組織委員長より事前配付資料に基づき説明。大口副
会長より髙田法人担当（東京都鍼灸師会会長）に、２年後
の開催地として候補となっている埼玉に確認してもらいた
いとの発言、髙田法人担当が承諾。風間青年委員長より、
７０周年記念式典と同時刻に青年部講座を開催することに
関する理事の意見を求める発言。大口副会長より、式典の
際には、青年部の方にもご協力いただきたいとの発言。そ
れを受けて風間委員長より、青年委員会で相談し、式典に
は出来る限り協力できるようにするとの発言。児山広報普
及担当より、記念式典参加者に当日提供するＤＶＤ版記念
誌についての進捗状況の説明。要療養費担当より、記念式
典当日の様子が含まれていないＤＶＤというのはいかがな
ものかとの発言。大口副会長、児山広報普及担当ともにそ
の点については実行委員会と相談し検討すると発言。

　ウ．第1６回全国大会in東京における後援名義使用許可申請
について

　　武内組織委員長より新規（経済産業省、公益社団法人日
本薬剤師会、公益社団法人東京都薬剤師会）の後援依頼を
希望しており、どのような手順で行えばよいか教えてもら
いたいとの発言。永島研修担当より、後援依頼は事務局を
通じて行って貰いたいとの発言。

４．監事講評
　（報告：法人管理委員会）
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新しく会長に就任された全国師会の新任師会長をご紹介いたします。（７月１４日現在／敬称略）

北海道師会
菅野　徳幸

和歌山県師会
中野　正得

大分県師会
麻生　洋子

三重県師会
岡田　　賢

愛媛県師会
永易賢一郎

香川県師会
中曽根　徹

熊本県師会
草川　正規
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　６月４日 ( 金 ) ～６日 (日 )までの期間、「全日本鍼灸学会学
術大会	福岡大会」が開催されました。３年程前から準備を重
ねるなか、COVID-19 感染拡大に翻弄され、一時は開催を
危ぶまれましたなか、最終的にはフル・オンラインでの開催と
なりました。
　講演は、基本的にリモートまたは録画ですが、会頭講演な
ど一部は現地からライブで配信しました。ライブ配信ブース
は配信チャンネルに合わせ４つのブースが設けられ、さながら
放送スタジオのようでした。また、あらかじめ録画された講
演やシンポジウムは、オンデマンド枠としていつでも視聴可能
にしました。会期中に総会や各委員会なども行われましたが、
こちらは別会場にカメラなどの機材を持ち込み、ライブ会議
形式で開催されました。
　３日間の会期後は、一定期間アーカイブとして視聴すること
もできました。ある参加者からは「気になる講義のライブ配
信を見つつ、合間の時間はオンデマンド配信を視聴。オンデ

マンド配信では、見たい講義や発表を好きな時にいつでも視
聴できるシステムに感激しました。これまでの学会では、スラ
イドが見えにくかったり、説明を聞き洩らしたりすることもあり
ましたが、今回は集中して受講することができました。実技供
覧では、手技の手元の細かい操作も見ることができ、とても
勉強になりました」とたいへん高い評価をいただきました。
　特別講演、シンポジウム、実技供覧、その他、どれもレベ
ルの高いもので実行委員の想像を超える内容となりました。
今回は、セッションごとの視聴者数もカウントされており、中
でも元ソフトバンクホークス投手で、引退後、鍼灸師の資格
を取りトレーナーとして活躍している馬原孝浩氏の市民公開講
座が群を抜いて視聴者数が多く人気でした。その他、さまざ
まな手技、流派をピックアップした「実技供覧」が、特にアー
カイブにおいて大変人気であったこともご報告いたします。

（報告：広報普及 IT 委員会、矢津田、是元、端場）

第 70 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会 福岡大会 レポート

新賠償保険の取扱いを開始しました
　現行の三井住友海上火災保険（株）に加え、新たに東京海上日動火災保険（株）の賠償保険（以下：新賠償保険）

取扱いを開始しています。新賠償保険は都道府県師会ごとの一括契約となります。ご希望される師会は、下記までお問

い合わせください。

															Ｅ-mail：soshiki.jama@gmail.com　					件名：「新賠償保険」の件

（組織委員会）

全国師会 新任師会長 紹介



鍼灸師養成大学における基礎・臨床研究の紹介
　今回は常葉大学での研究論文をご紹介いたします。「最近ト
イレに行く回数が多くて・・・」などと、鍼灸治療の最中に悩
みを打ち明けられることはないでしょうか。特に就寝時の頻尿
は睡眠の質が悪くなり、ＱＯＬを低下させる要因になります。
このようなケースにおいて、当論文は鍼治療の新たなヒントに
なるかもしれません。　　　　　　　　　　　	

　鍼灸治療は泌尿器系についても様々な症状に対して用いら
れており、筆者は、下部尿路症状に対する仙骨部（中髎穴）
鍼刺激に関して基礎研究に携わってきたので以下に紹介する。
　ヒトを対象とした研究における中髎穴鍼刺激は、左右の中
髎穴へ刺入し鍼の先端を骨膜に到達させ、１０分間の旋撚刺激
を行う。鍼は長さ６０mm、直径０．３mm（2寸 8番）を使用し、
１回／週の頻度で行う。この方法により治療効果があったこと
が報告されているのは、過活動膀胱、慢性期の脊髄損傷患者
における尿失禁、夜尿症、間質性膀胱炎などである1-4）。こ
れらの報告はいずれも、鍼治療後に膀胱容量が有意に増大し
排尿回数が減少していることから、頻尿に対する治療効果が
期待できると考えられる。頻尿は「尿が近い、尿の回数が多い」
という症状を指す用語であり、一般的には朝起きてから就寝
までの排尿回数が８回以上の場合とされる。頻尿はＱＯＬを著
しく低下させることから特に高齢化に伴って注目度が増し、近
年では「過活動膀胱（※１）」や「間質性膀胱炎（※２）」など
も広く知られる用語となりつつある。
（※１）	過活動膀胱：急に起こる我慢できないような強い尿意

（尿意切迫感）を主症状とする症候群で、少量の尿で
も膀胱が過剰に収縮することで、頻尿、夜間頻尿、切
迫性尿失禁などの症状を伴う。

（※２）	間質性膀胱炎：膀胱に原因不明の炎症が起こり、それ
により頻尿や膀胱や尿道の違和感や痛みなどの症状が
でる疾患である。症状の軽いうちは痛みが出現しない
ので、過活動膀胱とよく似た症状を呈する。

　筆者は、頻尿に対する鍼治療のメカニズムの一端を解明す
るため、ラットを用いて過活動膀胱や間質性膀胱炎の頻尿モ
デルでの基礎的な検討を行ってきた。ヒト研究では排尿回数・
排尿量などを指標とするのに対し、一連の動物実験では膀胱
内圧測定を行い、図１のような得られた波形を指標として解析
を行う。この波形において、上に大きく出た部分は排尿したこ
とを示すものである。この排尿と排尿の間の時間である排尿
間隔は短ければ頻尿の状態であり、その時間が延びることは
頻尿状態の改善を示すものと考える。

１．酢酸モデルによる検討　
　酢酸による頻尿モデルは過活動膀胱の頻尿モデルとして
用いられる。０．２５％酢酸を膀胱内に注入すると膀胱上皮
からの膀胱伸展情報に対する閾値を低下させ、頻尿を誘発す
るモデルである。酢酸による頻尿を作成後、仙骨部（中髎穴
相当部位）への骨膜刺激を行なったところ、排尿間隔の有意
な延長がみられた（図 1）5)。
　上段は頻尿誘発群（対照群）。上段左は酢酸注入後、上段
右は酢酸注入後６０分経過後。排尿間隔は短くなったままであ
る。下段は頻尿誘発後鍼群。酢酸注入後の仙骨部鍼刺激前
後の波形。仙骨部鍼刺激前に比べると、鍼刺激後は排尿間隔
が延長している。

２．cyclophosphamide ( シクロフォスファミド：ＣＰＹ) モデ
ルによる検討
　ＣＰＹによる頻尿モデルは膀胱炎症モデル、間質性膀胱の
モデルとして用いられる。測定の４８時間前に腹腔内にＣＰＹ
（150mg/kg）を投与することで膀胱炎症を起こし、頻尿の
病態モデルとなる。このモデルにおいても、仙骨部鍼刺激へ
の骨膜刺激を行なったところ、排尿間隔の有意な延長がみら

常葉大学 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科
日野こころ

頻尿に対する中髎穴の基礎研究
について

図 1：酢酸による頻尿誘発ラットに対する膀胱内圧測定の波形
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れた。
　これらの検討より、脳梗塞や脊髄損傷によって起こる頻尿の
ように中枢での器質的な障害によって起こる頻尿 6,7) だけで
なく、膀胱上皮の過剰な尿意伝達や炎症によって起こる頻尿
に対しても仙骨部鍼刺激が有用であることが明らかになった。
また脳梗塞によって引き起こされる頻尿においては、排尿間
隔の延長だけでなく不随意な膀胱の収縮に対して鍼刺激は調
整作用があり、その作用は頻尿改善剤とは異なるものである
ことが報告されている。このような点から、現在は治療薬と
併用した効果の検討及びＭＲＩを用いた検討を進めている。
　鍼治療は臨床での効果の再現性のみならず、その機序解明
も現代の医学・医療の中で求められている。筆者の行なった
研究でも機序のごく一部について検討したのみであるが、この
ような活動を継続していくことが鍼灸の発展に繋がるはずであ
る。鍼灸の将来に少しでも役立つことができれば幸いである。

参考文献　
1）北小路博司他．過活動膀胱に対する鍼治療の有用性に関
する検討 .	日泌尿会誌 .	86：1514-519．1995．
2）本城久司他．慢性期脊髄損傷患者の尿失禁に対する鍼治
療の試み .	日泌尿会誌 .	89：665-669．1998.
3)Honjo,H	et	 al.	 Treatment	of	monosymptomatic	
nocturnal	enuresis	by	acupuncture:	A	preliminary	
study.	 International	Journal	of	Urology	9,	672–676,	
2002.
4）北小路博司．間質性膀胱炎に対する鍼治療．医道の日本．
97-103．2014．
5）Hino,	K	et	al.	The	Effects	of	Sacral	Acupuncture	on	
Acetic	Acid-induced	Bladder	 Irritation	 in	Conscious	
Rats.	Urology	75:	730–734,	2010.
6）本城久司他．脊髄損傷ラットの膀胱機能に対する鍼刺激の
影響．自律神経，36：373-380，1999
7)	北小路博司他．過活動膀胱に対する鍼治療の現状と展望．
明治鍼灸医学　38：1-7,	2006.

（公社）日本鍼灸師会Ｉｎｓｔａｇｒａｍ
https://www.instagram.com/nihon_89.official/

（公社）日本鍼灸師会Ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/profile.php?

id=100057107634076

日本鍼灸師会公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ新設
　鍼灸関連の情報をすぐにお届けするために、このたび、日本鍼灸師会公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍを新設しました。
鍼灸に関するお知らせ、鍼灸師の日常に関する身近なことなど、さまざまな内容を発信したいと思います。
お気軽にフォローをお願いします。
　また、Ｆａｃｅｂｏｏｋでも、テレビ番組、研修会、健康サポートや東洋医学に関することなどを情報配信しています。
そちらもぜひ、チェックしてみてください。

（広報普及ＩＴ委員会）
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　本会	児山俊浩先生が、２０２０年１２月の名古屋大学大学院	

医学系研究科	博士課程入学試験を受験、見事「合格」されま

した。

　２０２０年６月１０日から本格的に英語の勉強を始められ、医学

系長文問題集・医学英単語集・語法・英文法・英作文を９冊、

過去問６年分を、すべて４周繰り返し学習されたとのことです。

また、専門科目の論述問題には、医師の専門分野に答えられ

るよう準備し勉強されました。

　児山先生より「こんなに勉強できたのは名大院試があった

おかけで、２０１９年に一度落ちましたが感謝しておりました。

　山口利男先生は大正１５年７月９日、長野県上伊那郡飯島町生まれ。

　昭和１６年３月尋常高等小学校高等科卒業後、障碍をお持ちであった

ため戦時中も兵役は務められず、川崎市の工場に勤務。終戦後故郷に

帰り鍼灸指圧の道を志し、まだ徒弟制の時代に住み込みで５年間学び資

格を修得されました。

　昭和２６年４月１日に発足したばかりの長野県針灸師会に入会され、同

年１０月１日に故郷飯島町で開業。以後今日まで実直に７０年間、地域に

根差して働き続けられました。今春ご高齢のため長野県針灸師会を退会

されるにあたり、会では特別功労賞を贈呈いたしました。

（長野県針灸師会	斉藤真希）

医学英語は好きでもなく得意でもないですが、とことんやり、

合格公示を見たときは涙が溢れました。結果が出たことは本

当によかったです。同年度は子どもの中学受験と重なり、親

子ともども受験勉強で必死でした」とお話されました。

　現在は、総合医学専攻	総合診療医学に所属し、医学の授

業ならびに実習を学び、鍼灸の研究を行われています。本会

の膨大な量の会務を務めながらも、臨床・教育・選手・研究

とやりきっていく児山先生の姿勢に、勇気をいただきました。

これからも鍼灸業界を牽引されていかれることと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（広報普及ＩＴ委員会	佐合基樹）

医学を学び、鍼灸を研究
本会 児山俊浩理事　名古屋大学大学院 医学系研究科 博士課程入学試験に「合格」

（一社）長野県針灸師会 社団創設時からの９４歳会員を表彰
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令和３年度「厚生労働大臣免許保有証」申請手続き受付開始

未病マスター講座 継続のお知らせ

　未病アドバイザートライアル講座のアンケート結果、継続を希望される方が９８．６％でした。よって、令和３年度の組

織委員会事業として正式に実施させていただきます。

　本事業は、未病をキーワードに予防を全面に打ち出します。体質に即した養生法を実践できる未病マスター講習会を

企画し、一般の方を「未病アドバイザー」として養成していきます。そのような活動をすることで地域における健康維持・

増進、疾病予防の意識を高め、東洋医学ブームを誘起することを目的としています。

　住民自身による健康的な街づくりがすすめられ、東洋医学への関心が高まります。その結果、鍼灸の受療率の向上と

業界の組織率が上がり、鍼灸師の身分が改善されていくという好循環を目指しています。

　詳細が決まり次第、ホームページ・メルマガ・日本鍼灸新報	などでお知らせいたします。

（組織委員会）

　「厚生労働大臣免許保有証」の申請受付が各都道府県鍼灸師会にて、７月
１日より開始されます。
　申請は年１回の受付のため、保有証の有効期限をご確認のうえ、受付期
間内に各都道府県鍼灸師会にお申込みください。

受付期間：令和３年７月１日（木）～８月３１日（火）
◆申請する前に◆
・各種免許証を紛失している方は、「免許証の再交付」が必要です。
・免許証の登録事項（氏名・本籍地	等）に変更がある方は、「登録事項変更手続き」が必要です。
	 上記手続きは、（公財）東洋療法研修試験財団（TEL.03-5811-1666）で行ってください。	
	 登録事項変更手続きを行ってから免許保有証の申請が可能となりますので、ご注意ください。
	 該当する方は、（公財）東洋療法研修試験財団ホームページ「免許登録の案内」をご参照ください。
	 http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html

◆申請に必要な書類◆
　日本鍼灸師会ホームページより「手引き」および「申請書」をダウンロードし、下記資料をご準備ください。
　１）本人確認書類
　　　運転免許証・パスポート	等
　２）住民票
　　　本籍地記載で発行日から６ヶ月以内、個人番号（マイナンバー）の記載がないもの
　３）各種免許証のコピー
　　　各１部をＡ４サイズでコピー、裏面に記載がある場合は裏面のコピー
　４）写　真
　　　パスポートサイズ２枚（縦 4.5cm×横 3.5cm、縁なし）
　５）保有証返送用封筒
　　　長３定型封筒（12cm× 23.5cm）に切手 404円分貼付（簡易書留郵送料）
　６）保有証表面のコピー
◆申請手数料◆　
　　日本鍼灸師会会員	：	２，０００円（助成あり）
　　非会員および準会員	：	４，０００円
　　※支払い方法につきましては、各都道府県鍼灸師会にお問い合わせください。
◆保有証の送付◆
（公財）東洋療法研修試験財団から令和４年３月（予定）に交付を受け、　日鍼会事務局で確認を行った後、各都
道府県鍼灸師会へ一括送付いたします。
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■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
福　島 猪狩　芳久 	R3.	6. 17(77 歳 ) 栃　木 飯田　宏 R3.	5.		4(89 歳 )
東　京 勅使河原　新一 R3.	5. 	 2(85歳 ) 山　口 平瀬　則浩 R3.	5.29(60 歳 )
長　崎 飛永　康猛 R3.	6. 	 6(61歳 )

■入会者５４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
福　島 遠藤　公子 神奈川 神山　美世子 大　阪 野田　峻也
福　島 大橋　秀淳 神奈川 苅谷　久美子 大　阪 野本　れい子
福　島 樫村　絵美 神奈川 川出　智也 大　阪 福田　和生
福　島 島津　裕子 神奈川 佐藤　由紀子 兵　庫 近藤　幸路
福　島 渡邊　健 神奈川 志村　益弘 兵　庫 坂口　朱美
栃　木 浅野　雅章 神奈川 杉﨑　玉青 岡　山 浅尾　芳光
埼　玉 岩倉　史 神奈川 東田　茂 岡　山 大元　洸星
埼　玉 大河原　淳年 神奈川 前田　直俊 広　島 木坂　智美
千　葉 岡本　唯人 神奈川 渡辺　智子 徳　島 大上　真悟
東　京 加覧　繁 神奈川 渡會　香織 福　岡 瓜生　公一
東　京 君島　三佐子 山　梨 小尾　剛史 長　崎 斧澤　綾子
東　京 杉本　裕子 長　野 松原　あゆみ 長　崎 川畑　智浩
東　京 関根　美幸 岐　阜 矢野　治樹 長　崎 楠本　美来
東　京 髙𣘺　鏡 静　岡 鈴木　秀明 大　分 衛藤　隆哉
東　京 髙𣘺　重文 三　重 河合　雄一朗 大　分 河内　輝美
東　京 古瀬　美奈 京　都 大空　満紀子 熊　本 本田　尚子
東　京 三木　美花 大　阪 加納　謙亮 鹿児島 豊留　隆太
神奈川 市川　遼 大　阪 谷岡　德子 沖　縄 上原　博也

会員の異動（２０２１年 4 月 1 日～６月３０日）

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ＩＴ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
しても活用できます。
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日鍼会保障プランご加入の方へご案内
「ヘルスケアサポ―ト」をご利用いただけることになりました！
ご利用いただけるのは日鍼会保障プランにご加入の方のみ！

詳細につきましては、チラシをご覧ください。
　　　　　未加入の方はこの機会に是非、日鍼会保障プランへご加入のご検討をお願いいたします！（組織委員会）

日鍼会 会務報告（2021 年４月～６月分）

 ４月
１日（木） ＮＧＫシステムの単位加算条件および財団申請単位につ
いての検討会議（Ｗｅｂ会議）

８日（木） Ｚｏｏｍカメラテスト（Ｗｅｂ会議）
１２日（月）	令和３年度第１回国際委員会会議（Ｗｅｂ会議）
１４日（水）	日本鍼灸師会役員選挙管理委員会（日鍼会事務所）、
２０２１年度第１回業務執行委員会（Ｗｅｂ会議）

１６日（金） 令和３年度施術管理者研修打合せ（Ｗｅｂ会議）
２２日（木）ｅラーニング研修全日本鍼灸学会と日本鍼灸師会の
learningＢＯＸを活用する協議（Ｗｅｂ会議）

２３日（金） アールワイ保険株式会社とがん保険配布資料の確認、
勤続２０年表彰の件（日鍼会事務所）、東洋療法研修試験財団生
涯研修作業部会、第一回ツボセルフケアハンドブック編集会議
（Ｗｅｂ会議）

２６日（月） 令和３年度第２回国際委員会会議（Ｗｅｂ会議）、
第２回ツボセルフケアハンドブック編集会議（Ｗｅｂ会議）

２８日（水） 第２６９回実務者会議（日本視覚障害者団体連合）

 ５月
５日（水） 令和３年度第１回法人管理委員会（Ｗｅｂ会議）
８日（土） 法人会計監査（Ｗｅｂ会議）
９日（日） ２０２１年度第１回理事会（Ｗｅｂ会議）
１０日（月）	令和３年度総会・役員改選のための打合せ（Ｗｅｂ会議）
１２日（水）	令和３年度第３回国際委員会会議（Ｗｅｂ会議）
１３日（木） ＮＥＬＳ実施委員会＆ＩＴ委員会オンライン決済サー
ビスの連携実装について（Ｗｅｂ会議）

１４日（金） 船橋東署からの問合せ対応（電話対応）、日鍼会賠償
保険（東京海上）検討会議（Ｗｅｂ会議）、マイナンバーカード
での保険資格認定の今後のスケジュールについて（厚生労働省）

１５日（土）	研修・学術委員会、ＮＥＬＳ実施委員会ｅラーニング
研修について（Ｗｅｂ会議）

１９日（水） 創立７０周年記念式典記念講演（公開講座）の依頼
（片山さつき参議院議院事務所）

２０日（木） 賠償保険（三井住友海上）検討会議（Ｗｅｂ会議）、
日本鍼灸師会役員選挙管理委員会（日鍼会事務所）

２１日（金） 船橋東署からの問合せ対応（電話対応）
２４日（月） 自民党各種団体協議会（自民党本部）
２６日（水） 第２７０回実務者会議（Ｗｅｂ会議）、４団体長会議
（Ｗｅｂ会議）、令和３年度第４回国際委員会会議（Ｗｅｂ会
議）

２７日（木） 地域ケア推進委員会（Ｗｅｂ会議）
２８日（金） 船橋東署からの問合せ対応（電話対応）
３０日（日） 東京都鍼灸師会７０周年記念式典（帝京平成大学）
３１日（月） 国民のための鍼灸師将来検討委員会プロジェクトチーム
会議（Ｗｅｂ会議）

 ６月
１日（火） 柔道整復師等におけるオンラインによる医療保険の資格
確認に係る意見交換会（厚生労働省）、日鍼会７０周年記念事業
実行委員会第４回準備会（Ｗｅｂ会議）

４日（金） 全日本鍼灸学会第７０回学術大会開会式及び会議への参
加（西鉄イン福岡）、令和３年度第２回法人管理委員会会議（Ｗ
ｅｂ会議）

７日（月） 令和３年度定時代議員総会会場下見と打合せ（帝京平成
大学）

１０日（木）	令和３年度定時代議員総会の議長・副議長（予定者）
との打合せ（Ｗｅｂ会議）

１１日（金） 第４回ツボセルフケアハンドブック編集会議（Ｗｅｂ
会議）

１２日（土） 法人管理委員会による令和３年度定時代議員総会のた
めの協議（東鍼会事務所）

２２日（火） 学術委員会＆研修委員会	今後の目的と手段について各
委員会委員の選定（Ｗｅｂ会議）

２４日（木） 委員ならびに委員会に関する規程の検討（Ｗｅｂ会議）
２６日（土） ＮＥＬＳの運営について（Ｗｅｂ会議）
２７日（日） 東北ブロック会議（Ｗｅｂ会議）
２８日（月） 第１回青年委員会（Ｗｅｂ会議）
２９日（火） 事務局長の職分における引継ぎ及び図書確認（ヒガシ
２１）（日鍼会事務所、戸田倉庫）、東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック委員会（選手村総合診療所）、創立７０周年
記念祝賀会会場担当者との打合せ（メトロポリタン池袋）

３０日（水） 日鍼会７０周年記念事業実行委員会と全国大会担当者
との合同会議第５回準備会（Ｗｅｂ会議）

　前号（Ｎｏ	.	６７７）に間違いがありましたので、お詫びして
訂正いたします。

■Ｐ	.	１２　２０行目
（誤）	九州　７月１１日（土）・１２日（日）　沖縄県
（正）	九州　９月１１日（土）・１２日（日）　沖縄県

お詫びと訂正
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編集後記
　このたびの定時代議員総会役員改選にて新役員が選出され、
新体制であらたに出発することとなりました。われわれ鍼灸師
が、Withコロナ・Postコロナ時代においてどのように社会生
活に貢献し、発展できるのかを考えていかなければなりません。
　私は、今期で３期目を迎えることになりましたが、間髪入れ
ずに新報の編集にとりかかっております。新報は、会員・各関
連団体・国民の皆さまにできる限り読みやすいよう、デザイン
レイアウト調整・校正・校閲を行っていきます。また、ホーム
ページ、Instagram、Facebook、メールマガジン、鍼灸ネッ
ト、プレスリリースなど広く知っていただけるようＩＣＴを進めて
まいります。
　鍼灸が、国民の皆さまに身近に感じ、知り、活用されていく
よう広報に務めていきたいと思います。　　　　　（児山俊浩）

　アジサイがきれいに咲いているのを見かけ、思わず足を止
めスマホで写真を撮りました。道端に咲く小さな花や草木に目
がとまるようになったのは、まだ最近のこと。通勤は徒歩が多
いので、そのスピードだからこそかもしれません。
　これまで全く気にしなかった植物に興味を持つようになった
のは年齢のせいなのか、コロナ疲れで癒しを求めているのか、
はたまた食材がなくなった時の緊急用に？！	鍼灸師であるからに
は、もぐさの原料「ヨモギ」は確実に識別できるようにしてお
きます。
　ところで今号にも報告があった役員改選。就任された児山
広報普及 IT委員会委員長から連絡があり、委員の一人として
カウントされました。引き続き新報に携わることになります。
これからも会員の皆さまの興味をひく内容になるよう、頑張っ
てまいります。　　　　　　　　　　　　　　		　（佐合基樹）

感染防止対策ポスターをリニューアル ！
　日本鍼灸師会では、『新型コロナウイルス感染防止対策実施施術機関安心安全ポスター』を発行しておりますが、
この度、危機管理委員会発出『新型コロナウイルス感染防止ガイドライン』第六版への改訂および内閣官房『業種
別ガイドライン』への掲載を機にリニューアルします。　　
　本ポスターは、患者さんに対して施術機関が感染防止対策にしっかりと取り組んでいることを示すための掲示用
としてご活用いただけます。ダウンロードは、日本鍼灸師会 HP トップページ ≫ 委員会記事 ≫ 危機管理委員会 ≫ 

『新型コロナウイルス感染防止対策実施施術機関　安心安全ポスター』をリニューアル！	のページから可能です。
　ぜひ、ご活用ください。

安心安全ポスター及びチェックリスト（２パターン）
（危機管理委員会・広報普及ＩＴ委員会）

単位管理システムの変更について
～「ＮＧＫシステム」へ移行しました～

　サーバー変更に伴い、令和２年 1２月末をもって従来の「ＧＫシステム」の運用を停止、令和３年１月 1日
より代替の単位管理システム「ＮＧＫシステム」（ｅラーニングと併用）の運用を開始しました。
　なお、「ＧＫカード」はこれまで通りご利用いただけます。
　詳細につきましては、日鍼会ホームページや都道府県鍼灸師会メール及び全国学術部長ＭＬでお知らせしま
すのでご留意ください。

　　　　　（参照サイト）	　ＵＲＬ：https://www.harikyu.or.jp/6464/
　　　　　（お問合せ先）　	E-mail：gaia7889@gmail.com　件名：「ＮＧＫシステム」の件

（研修委員会・学術委員会・広報普及ＩＴ委員会）
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東洋医学の情報が盛りだくさん
2022 年セイリンオリジナルカレンダーを
販売いたします！

予告

次号の新報に掲載される申込み用紙をご使用ください。
  ※受付開始日よりも新報のご到着が遅れる場合がございます。
     その際はセイリンホームページの専用フォームよりお申込みください。

●販売価格
　 販売は 10 部単位です。60 部以上でお特にご購入いただけます。
 　10 部～ 50 部以下は１部 250 円、60 部以上は１部 200 円

●送料
　 30 部以下のお申し込みについて、送料はお客様負担となります。
 　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
 　先着順に受付け、11 月 4 日（木）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）追加のお申し込みは、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。
 　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。
 　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）にてお支払いをお願いいたします。
 　５）発送後のキャンセルは出来かねますのでご了承ください。

受付は10月 18日（月）より開始です。
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！

※昨年のデザインです

宅急便運賃一覧表

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
※10/18（月）朝8：00からアクセスできます。

セイリン株式会社

　		10　	部 		2,500		円 　		60　	部 		12,000		円

　		20　	部 		5,000		円 　		70　	部 		14,000		円

　		30　	部 		7,500		円 　		80　	部 		16,000		円

　		40　	部 		10,000		円 　		90　	部 		18,000		円

　		50　	部 		12,500		円 　100　	部 		20,000		円
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 鍼のことでお困りなら大宝へ 

 

«取扱品目の一例» 

◎ 高級ディスポタイプ鍼 《針管鍼・袋入》 

◎ スポーツ針管鍼 

◎ キープボックス入り鍼 (患者専用保管鍼) 

◎ 中国鍼 (大宝社製) 

◎ 皮内鍼 ・ 円皮鍼 

◎ 金粒 ・ 銀粒 

 

その他鍼灸柔整用品、健康食品、医療機器等の 

研究開発、医療賠償保険の普及     

 

                 ＜切り取ってカードケースに入れてご使用ください＞ 

TMP 大宝医科工業株式会社 

〒731-0211 広島市安佐北区三入1-25-9 

ＴＥＬ  ０８２－８１８－２５１１ 

ＦＡＸ   ０８２－８１８－３５１３ 

    Mail i-ken@enjoy.ne.jp 

 
 
 
 

　団体長期所得補償保険（ＧＬＴＤ）の今年度募集を１０月に実施予定です。既存の所得補償保険は、免責期間が４日・
７日の２通りで、最長１年間の保障ですが、ＧＬＴＤは割合安価な掛け金で６５歳まで補償期間があり、特に若い
方にはとても有利な条件となっています。
　自営業には、大病や怪我で仕事に復帰できない状況となった場合の保障制度が整っていません。この募集は、個
人事業主が圧倒的に多い鍼灸師に対して、社会保障に加えて必要な補償を提供することを目的としています。

　なお、損害保険は実損てん補（実際の損害額を給付する）の考え方に則っているため、給付請求時には所得証明
などが必要となります。多めに掛けても、前年収入を上回る補償はされません。詳細につきましては、下記へメー
ルでお問い合わせください。

E-mail：soshiki.jama@gmail.com　　件名：「ＧＬＴＤ」の件
（組織委員会）

ポイント！
１．働けなくなると直ちに

収入が途絶える

２．障害年金の給付には時
間がかかり、休業開始
から約 2年間は無収入
になる

【自営業の方が働けなくなったときの保障】国民健康保険 + 国民年金

団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）について
万が一働けなくなったとき、個人事業主の社会保障を確認！
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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
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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10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。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

（2021年 2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）

バックナンバー

　

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
No 137 膝の痛みと手の痛み
No 138 冷えと冷え症

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

Vol.36 No.3/2020　昭和60年（1985）4月1日創刊　通巻139号

現代医学としての鍼灸／猪飼祥夫
流派形成の変遷過程を留める新史料『鍼灸図解』

1巻頭言

武田科学振興財団杏雨書屋小曾戸文庫所蔵『鍼灸図解』について／松木宣嘉

3

7

口絵
口絵解説

眼科鍼灸のススメ～眼科治療に手応えを感じています。／冨田秀洋先生（鍼灸ひより堂）／編集部

近視性脈絡膜新生血管による出血後の早期回復と再発予防へ向けて／冨田秀洋

眼科疾患への鍼灸・漢方治療を議論する／田中稔，田中まち子，鳥海春樹，大山良樹，伊東秀憲

眼科医からの提言～西洋医学と漢方医学の狭間で～／竹田眞，吉田未央

江戸時代の眼科事情／海原亮中国における眼科疾患の鍼灸治療―最近の臨床報告から／谷田伸治
眼科領域専門鍼灸院の実際～緑内障の症例から～／春日井真理
緑内障3症例から鍼灸治療を考察する／大内民司，蓮江久美
糖尿病網膜症に対する鍼灸治療の2症例／金本貴行
加齢性黄斑変性・網膜色素変性の3症例／水嶋丈雄，宮島秀子
ドライアイと慢性眼疼痛に対する鍼灸治療／菊池友和，山口智
眼の症状への鍼灸・漢方併用治療―ものもらい・緑内障の症例から―／平地治美

眼精疲労マッサージと現代社会／藤井亮輔
眼科領域での安全な鍼灸治療―新睛明穴と旧睛明穴の肉眼解剖学的検討を中心に―／涌田裕美子，吉田篤，他

陰陽太極鍼による眼疾患の治療／大森亜希
眼症状に対する治療ポイントは睡眠と頚肩部の緊張緩和，そしてリスク管理／尾﨑朋文

澤田流二間穴の多壮灸が奏功／中島茂

15
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インタビュー眼科鍼灸の治療の実際
座談会
寄稿

リポート
症例報告

報告
コラム

特集 眼科疾患への治療―鍼灸・漢方・マッサージ

連載

Ⅸ 重症度をどうみるか？経絡治療での重症度判断と治療／橋本厳総合診療医が捉える重症度／寺澤佳洋重症度の判断と臨床への応用／遠藤美穂高齢者うつ状態の重症度と治療／江川雅人
現行医学と伝統医学，患者の気質体質から量る／戸ヶ崎正男
病位に基づく判断―結果を左右する病証の割合／高士将典
現代医学的診断基準と東洋医学的視点から考察する／坂本豊次Vol.3　松葉秀幸先生からの質問：乾癬性皮膚炎・関節炎による痛み／粕谷大智
第3回　論文を読むための疫学尺度（2）発生率／松木宣嘉（2）現代の注釈書を読むことから／浦山きか
64　名前の話／尾川裕子35　大根／緒方千秋

プロフェッションへの道鍼灸レクチャー

リエゾンして悩み解決！これはどういうこと？
鍼灸師の鍼灸師による鍼灸師のための疫学『鍼灸甲乙経を読む』ブレイクタイム身近に！漢方

寄稿 臨床研究へ向けて―大学と開業鍼灸院が連携した多施設間臨床試験の試み／堀川奈央ほか

139
ニュース 赤羽氏法と偽皮内鍼の検証結果報告／若山祥子・川村淳子

141

105
108
111
114
117
120
124

129

131

133
45
143

トピック コロナ禍で考えたこと／今こそ希望につながる実施のとき／堀雅明

11

患者にとって最適な治療を議論する―4疾患（耳管開放症・副鼻腔炎・耳鳴り・嗄声）の治療現場から―

　　　　　　　　　　　　　　　　　堀雅明，鳥海春樹，橋本由紀子，高士将典

鍼灸診療に役立つ耳鼻咽喉科の話／竹越哲男難聴・耳鳴りに対する鍼灸治療／粕谷大智鍼灸治療で軽快した耳管開放症の2症例／中島　茂
中焦痰飲による耳鳴りと難聴／甄　立学“耳聾”に対する針灸三通法の治療／賀　偉味覚障害を伴った難治性嗅覚障害に対する漢方・鍼灸併用治療の1例／伊東秀憲

耳管開放症と耳管狭窄症の鍼灸治療―少陽経の気滞と変調が影響する―／藤井正道

突発性難聴に対する鍼治療の1症例／井畑真太朗
咳嗽および顔面痛に対する鍼灸治療の1症例／山畑裕貴
円皮鍼を用いた花粉症への治療―症状を出にくくする！―／由良拓巳
口内炎へのお灸でQOLを改善する／浦山久昌
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9784905292395

1923047021007 139
鍼灸臨床専門誌Vol.36 No.3/2020

タテ　1

facebook Instagram

詳しくは

ＷＥＢで！

煙・ニオイのでない

専用炭化もぐさ
50粒がセットで付属

程よい温感を実現する

セラミックボード
を本体底面に設置

驚きの火付きの良さを実現

特許出願中の独自製法

100％もぐさのみを原料に使用しているので、もぐさそのままの火付き

の良さ。燃焼中も煙がでないので場所を選ばずご使用頂けます。

熱源から出ているあたたかさの源「遠赤外線」を肌まで

程よく伝えるセラミックボードを採用しました。
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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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