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全国大会in東京案内
オンラインと現地参加によるハ
イブリッド型式で開催いたしま
す。

日鍼会ｅラーニング研修システム
（NELS）には、臨床基礎コース（CFS）、
専門領域研修制度（PDS）、生涯研修
制度（LES）を設けております。

東北・関東信越・
北海道ブロック会議

全国３つのブロックで会議が開
催されました。

第5回理事会

現在の取り決めるべき審議事
項について協議を行いました。

鍼灸大学研究紹介

英文による学術論文を多数発
表する帝京平成大学をご紹介
いたします。
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日鍼会の研修システム
（NGK・ＮＥＬＳ）リニューアル！



東京２０２０大会報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P2
全国大会 in 東京のご案内‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P2
第５回理事会報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P3
NGK・NELSリニューアル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥P4-5
東北ブロック会議報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P6
関東信越ブロック会議報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P6
北海道ブロック会議報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P7
新賠償保険の取扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P7
日鍼会保障プランのご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P7
日鍼会 Instagram・Facebook 案内‥ ‥‥‥‥ P7

鍼灸師養成大学における研究紹介‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P8
２０２１年度行事予定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P9
安心安全ポスター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ P9
会員の異動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥P10
団体長期障害所得補償保険について‥‥‥‥‥‥ ‥P10
会務報告（７月・８月・９月）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P11
セイリンカレンダー販売について‥ ‥‥‥‥‥ ‥P12-13
日鍼会オリジナル冊子の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P14
編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥P14

2 日本鍼灸新報 No.679

CONTENTS

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。不安が募るなか、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
うえで、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、われわれができることをかんがえていきましょう。

　東京２０２０大会において、本会会員（１１名）が、
鍼療法・スポーツマッサージスタッフとして選手村総合
診療所で活動を行いました。
　詳しい活動内容につきましては、あらためてご報告させ
ていただきます。　　　　　　　　‥‥（広報普及ＩＴ委員会）

会　期
大会テーマ

開催方法
会　場

令和３年１０月２４日（日）・２５日（月）
「変わる社会、変わらぬ鍼灸」‥～いまできることをかんがえる～

Ｗｅｂ参加（リアルタイムで配信）または会場参加のハイブリッド方式
としま区民センター‥多目的ホール・小ホール（東京都豊島区東池袋1-20-10）

公益社団法人日本鍼灸師会創立７０周年記念式典

社会は変わる。鍼灸師はどうする？

10月24日（日）‥ 12:30 ～ 14:00　創立 70周年記念式典　
‥ ‥ 14:20 ～ 15:50　創立 70周年記念講演（講師：片山さつき‥参議院議員）
‥ ‥‥ ‥ 　　　‥‥「ポストコロナの我が国の医療はどうあるのが望ましいか」

プログラム概要
10月24日（日）‥ 12:30 ～ 14:00　青年委員会講座「鍼灸を企業せよ」
‥ ‥ 16:10 ～ 17:10　公開講座講演①「医師から見た鍼灸と ICD-11」
10月25日（月）‥ 10:45 ～ 12:15　シンポジウム①‥「我々の既得権の現状」
‥ ‥ 10:45 ～ 12:15　シンポジウム②‥「健康経営実践企業における鍼灸ケアについて」
‥ ‥ 13:15 ～ 14:45　シンポジウム③‥「鍼灸院経営～フィールドによる違いとは～」
‥ ‥ 13:15 ～ 14:45　講演②‥「大学病院で活躍する鍼灸師の実技と講演」「強刺激の極み‥80 番鍼の使い手」

※詳細な「プログラム」及び「お申込み」はこちらから。事前申込期間は延長となる場合があります。

※Ｗｅｂ参加者及び会場参加者は、開催後一定期間‥録画配信の視聴が可能です。

東京２０２０大会での活動報告



【日　時】２０２１年（令和３年）８月２９日（日）‥
‥ １０:００～１５:００
【開催方式】Ｗｅｂ会議
【出席者】１９名（理事１５名、監事３名、委員１名）
【議　長】要　【議事記録】菅野
【議事録署名人】要、仲野、浜田、川上
【オブザーバー】岡田‥陸
会長挨拶
　関東信越ブロック会議はハイブリッド開催（会長はリアル
参加）だが、他のブロック会議はＷｅｂ開催のため参加する予
定。九州ブロック会議は中止、来年度に開催（沖縄）の予定。
７０周年の式辞（宮城、東京）を依頼されている。杉山和一検
校生誕４１０年にあたり、所感を記し杉山和一検校記念誌に寄
稿した。
【議　題】
１．報告事項
１）各担当者による補足（要会長による質問）
２）会社役員賠償責任保険
　　費用の面から三井住友海上に変更
３）令和3年度の日程確認
４）全国大会時の役員の集合時間
５）記念式典開催に関するマニュアル作成
　　要会長より大口70周年記念準備委員長に依頼

２．審議事項
　第１号議案　学術委員会委員追加選出の件
‥ 　永島学術委員長より、次年度開催予定の全国大会開催
担当県（愛知県）の実行委員会は、（一社）愛知県鍼灸師
会学術部長‥村田守宏先生を選出したいとの説明がなさ
れ、全員一致で承認。

　第２号議案　研修委員会委員追加及び退任の件
‥ 　堀口研修委員長より、北海道鍼灸師会学術部長‥加藤竜
司先生、埼玉県鍼灸師会学術部長‥菊池友和先生を推薦、
全員一致で承認。また、神奈川県鍼灸師会‥北原奈那先生
が諸事情により退任されたと説明、中村副会長より補足
説明があり、全員一致で承認。

　第３号議案　危機管理委員会委員追加の件
‥ 　矢津田危機管理委員長より、未定であった東北ブロッ
ク危機管理委員について、佐藤寛崇先生に委嘱したい旨
の説明、全員一致で承認。

　第４号議案　会費等使途規程改定の件
‥ 　寺川法人管理委員長より、公益目的事業会計における黒
字を生じさせないための処置として、改定案の提示と説明
があり、可否を問うたところ全員一致で承認。

　第５号議案　賛助会員申込の件
　　新名組織委員長より、宮永裕美様（ＦＰパートナー）よ
り賛助会員新規申込みがあり可否を問うたところ、全会一
致で承認。

　第６号議案　講師への謝金支払いの件
　　寺川法人管理委員長より、８月２８日開催の理事研修会

の講師として、鈴木利廣氏に支払う謝金の提示があり、可
否を問うたところ、全員一致で承認。

　第７号議案　委員の個人情報取扱いと機密保持誓約書の件
　　寺川法人管理委員長より、本会の委員に対し、個人情報
保護の誓約書と機密保持の誓約書を提出してもらうことの
提案がなされ、審議の結果、作成する方向に対し全員一致
で承認。

　第８号議案　委員の委嘱状の件‥（法人管理）
　　寺川法人管理委員長より、標題について提案がなされ、
審議の結果、作成する方向に対し全員一致で承認。

　第９号議案　介護予防運動指導員養成講座中止に関する件
　　菅野地域ケア推進委員長より、当該講座の受講者減少に
伴い、標題の提案がなされた。審議の結果、今後は地域包
括ケアシステムの中に位置付けされた機能訓練指導員の研
修に、よりウェイトを置いてゆくことと合わせ、その方向
性については全員一致で承認。

　第１０号議案　創立７０周年記念式典での会長表彰者、感
謝状贈呈者の理事会承認の件

　　大口70周年記念準備委員長より上記の説明が行われ、全
員一致で承認。

　第１１号議案　全国大会運営規程改定の件
　　永島学術委員長より趣旨説明があり、審議の結果、全員
一致で承認。

　第１２号議案　１０月３日開催シンポジウムの件
　　寺川国際委員長より、標題事業の開催にかかる経費のた
めの予算の増額について説明があり、審議の結果、全員一
致で承認。

　第１３号議案　表彰内規改定の件
　　寺川法人管理委員長より趣旨説明があり、審議の結果、
全員一致で承認。

　第１４号議案　第２５回日本統合医療学会学術大会におけ
る後援名義使用の件

　　議長より標題の提案がなされ、審議の結果、全員一致で
承認。

　第１５号議案　『ハリトヒト。』掲載広告の進捗状況について
　　矢津田広報普及ＩＴ副委員長より標題について質問がな
され、審議の結果、記事の内容として、シンポジウム、全
国大会の両方を記載する案があがり、可否を問うたところ
全員一致で承認。

３．監事講評
　（報告：法人管理委員会）

第５回理事会

理事会報告 
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　令和３年１月 1日より新学術研修単位管理システム「Ｎ
ＧＫシステム」の運用を開始しております。このたび、各都
道府県師会学術部長のご意見を反映し、運用方法の見直しを
行いました。

学術担当の方へ
①‥学術講習会受講申込用に、Ｇｏｏｇｌｅフォームの統一テンプ

レートを作成しました。

‥ 　講習会終了後、Ｇｏｏｇｌｅフォームの回答データから
ＣＳＶファイルをダウンロードして統一データのみ抽出
します。それをＮＥＬＳ事務局へメール添付でご提出い
ただければ、単位加算が可能となります。

②‥単位情報の活用では、生涯研修単位集計を行いやす
い受講履歴ファイル（ＭＳ-Ｅｘｃｅｌ）に変更しました。
　ＮＧＫシステム管理以外の項目も追加が可能で、新た
な集計表としてお使いいただけます。また、各都道府県
師会独自で作成されている集計表（ＭＳ-Ｅｘｃｅｌベース）
に受講履歴のデータを挿入することができ、従来の集計
表を引き続きお使いいただけます。

「ＮＧＫに関する参照サイト」
https://nels.press/ngkdocs

「都道府県講習会（学術担当者用）	
お問い合わせフォーム」
https://1lejend.com/stepmail/
kd.php?no=bdmaly

会員の皆さまへ
　日鍼会および各都道府県師会の研修受講履歴や取得単位の

閲覧が可能となりました。ＮＥＬＳ事務局にご登録いただき

ますと、同事務局より送付されるＵＲＬよりワンクリックで

ご確認いただけます。

「ＮＧＫに関する参照サイト」
https://nels.press/ngkdocs_u

「都道府県講習会 (会員用 )	お問い
合わせフォーム」
https://1lejend.com/stepmail/
kd.php?no=bAkeiy

　‥詳細につきましては、日鍼会ホームページの会員限定ペー

ジや都道府県鍼灸師会事務所ＭＬ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。

日鍼会の研修システム（NGK・NELS） リニューアル！

 「ＮＧＫシステム」のお知らせ
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～ｅラーニング研修システムの更新について～

　日鍼会ｅラーニング研修システム（ＮＥＬＳ）には、臨床

基礎コース（ＣＦＳ）、専門領域研修制度（ＰＤＳ）、生涯研

修制度（ＬＥＳ）を設けております。臨床基礎コースでは、「カ

ルテや紹介状の書き方」「頭痛や慢性痛（筋・筋膜疼痛症候群、

線維筋痛症等）への鍼灸治療」等をＷｅｂ上で受講すること

ができます。

　単位取得後、修了者にはデジタル修了証（下図）が発行さ

れます。

　全国学術部長会議でいただいたご意見をもとに、
①‥研修項目ごとに学べるように項目の再分類
②‥都道府県研修会のアーカイブ視聴（動画提供を受けた物）

の追加
③‥単位履修状況を日鍼会ホームページまたは鍼灸ネットへ

の掲載・リンクを検討しております。
　　コロナ禍で対面の研修会開催が難しい昨今、明日から使

える臨床知識や技術を学べる研修システムのご提供を目
指しております。

「ＮＥＬＳ受講案内」
https://nels.press/archives/lp/n1

　ご質問・ご要望は、Ｗｅｂページ内の「よくある質問」も
しくは最下段にある「お問い合わせフォーム」をご活用くだ
さい。

■受講者の声

・‥長時間の動画視聴は苦手ですが、ＮＥＬＳの動画は短編‥
（１５分程度）‥なので視聴しやすい。(‥５０代 •長野‥)‥

・‥基礎医学というのはつまらない。改めて見直してもつ
まらないが、初学者だけでなくベテランにも大事なこ
とだ。（‥５０代 •千葉‥)‥

・‥学生が臨床実習を受ける前に観てもらいたい必要なこ
とがまとまっている。‥( ４０代 •三重‥)

・‥単調な内容で眠くなることもあるが、すぐに使える知
識や今後役立つより実践的な内容が豊富。クイズもあ
り楽しく学べる。（３０代 •北海道）

　( 受講者個人の感想です )
　会員の皆様のご意見・ご要望をお寄せください。内容改善
のための貴重な資料として活用させていただきます。

（研修委員会・学術委員会・広報普及ＩＴ委員会）

臨床基礎コース（ＣＦＳ）リスク管理『患者編』‥より

臨床基礎コース（ＣＦＳ）頭痛の鍼灸治療より

 コロナ禍でも学び続けるために
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要新会長のもと力強い地方師会・ブロック活動を誓う　

【会　場】Wｅｂ会議（福島県師会担当）
【出席者】１５名

日鍼会：南副会長、青森３名、岩手２名、秋田２名、
山形２名、宮城２名、福島３名

■師会長会議（８:００～９:００）
　昨年度に福島県師会担当で準備していた２０２０年度東
北ブロックがコロナ禍のため中止となり、新たに２０２１年
度東北ブロック会議として東北では初めてのWｅｂによる
オンライン会議となった。
　当日は、ブロック会議に先立ち、東北師会長会議を開催し
た。議題として①役員改選は、稲井ブロック会長、橋本・三
瓶副会長とも重任となった。各県師会の学術・保険・公益事
業等の実施状況報告を行い、今後、長引くコロナ禍で会員へ
どのような師会サービスを展開し、退会を防ぎ新規会員獲得
を行うか情報交換を行った。②青森県師会三戸副会長より、
前々年度に実施した東北ブロック青年部から東北各鍼灸学
校学生３１６名へのアンケート結果の発表、約４割の学生は
将来鍼灸師会に入会したいという回答があり、今後の日鍼会
や地方師会での事業展開の参考とした。③新型コロナワクチ
ンについて、地方師会単位ではなく日鍼会が厚生労働省に国
内の鍼灸師を優先接種の対象になるよう働きかけていただ
きたい、と要望があった。
■ブロック会議（９:００～１２:３０）
　南副会長が出席し、要新会長就任と新執行部編成の報告か
らはじまり、ＮＥＬＳの拡充と伝統医療基本法の進捗、新会
館建設の経過説明、日鍼会創立７０周年記念式典・全国大会、
療養費の問題、ＪＬＯＭでの鍼灸のＩＳＯ問題等国際ロビー
活動の報告があった。
　青森県・福島県より鍼灸師賠償保険について、宮城県より
伝統医療基本法について質問があり丁寧な回答をいただいた。
　新型コロナワクチンについて日鍼会としての厚生労働省
への優先接種の折衝はすでに行っていたが、都道府県に主管
が移っていたため実現できなかったと回答があった。
　２０２２年度東北ブロック会議は２０２２年６月に従来
の会場開催で行うこととなった。
　短時間でも濃密な議事進行がなされ、各師会とも要新会長
のもと今後も力強い師会活動を誓って終了した。

（報告：福島県鍼灸師会‥三瓶真一）

「ブロック内の環境整備・共通認識」をテーマに　

　

【会　場】With‥You‥さいたま（さいたま市）
【出席者】３６名（内Wｅｂ参加１６名）

日鍼会２名、東京都３名、神奈川県４名、
千葉県３名、茨城県３名、栃木県３名、‥
群馬県３名、新潟県３名、山梨県１名、‥‥‥
長野県４名、埼玉県７名（含会議補助４名）

■日本鍼灸師会報告～質疑応答
　本年度の組織構成・役員分担を中心に報告
　質疑応答：
　１．創立７０周年式典・祝賀会について
　２．国際化について
　３．「慢性疼痛」について
　４．頻回施術について
■各師会報告
　各師会の事業（計画）報告を行ったが、例年と異なること
では、各師会で新型コロナワクチン接種予約状況の報告や優
先接種要望書の提出方法などについて話合いが行われた。
■議題審議
　１．ブロック内学術講習会共同開催の件
‥ １）日程や経費、学術内容の重複など問題点について説

明を行い、実際に２０２０年度学術講習会の諸経費・
収支を具体的に説明、議長から討議するべき論点の
説明を行い、意見を募った。

‥ ２）協議：実施可能な師会が「立候補」して進める。
　　　‥ 各師会は共催費を支出し、共催する師会の会員は参

加費無料とする。以後は各師会へ持ち帰り協議する
こととなった。

　２．学生制度共有の件
‥ １）学生のうちから業団の活動内容と意義を理解しても

らい、交流（ボランティア補助など）を通じて師会
の活動の活性化が図れる。また、卒業後地元の鍼灸
師会への入会のきっかけになる等のメリットを説明
し、協議に入った。

‥ ２）協議：現在、東京・埼玉・神奈川・新潟（新設）に
制度がある。「学生会員」の定義が作られれば確認
し、制度のない師会はそうした制度があることを認
識し、可能ならば入会時の経費負担軽減等の受入れ
態勢を検討してもらう要望を参加者に伝え、以後は
各師会へ持ち帰り協議することとなった。

（報告：埼玉県鍼灸師会‥河原保裕）

2021年度 東北ブロック会議
6 月 27 日（日）

2021 年度関東信越ブロック会議
７月１１日（日）

全国ブロック会議
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（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・Facebook のご案内
　鍼灸関連の情報をすぐにお届けするために、日本鍼灸師会公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍを行っています。
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）

日鍼会の事業方針と療養費に関する要望質問に関する意見交換　

【会　場】Wｅｂ会議
【出席者】１５名

日鍼会：要会長・安田副会長、北海道２０名
　北海道ブロックの活動・計画を資料で確認。北海道より、
コロナ禍で普及啓発活動が困難のなか、オホーツクブロック
では１０月に強行遠足の鍼ボランティアに参画する予定。北
海道鍼灸師会からの質問に対し、要会長より日鍼会の委員会
活動に際し旅費規程・謝金取扱規定があり、これに則り支給
される。支給されない場合は、出向等の支払いが規定上明確
でない場合、理事会で審議した結果による。
　また、７０周年記念式典はハイブリッド開催を予定。祝賀
会は中止。

2021年度 北海道ブロック会議
９月５日（日）

　療養費の改定は医科の料金改定後２０２２年に行うと認
識している。内容は厚労省と施術者側で話し合っている。
　新型コロナウイルス感染症対策として再同意を以前のよ
うな特例措置にならないかとの問いには、同意書発行の医療
機関でのクラスター発生時のような、保険者による個別対応
が厚労省のスタンス。状況に応じて日鍼会も適宜対応してい
くとの回答をいただいた。
　北海道保険部長の高橋副会長より診察日と同意日の間隔
について、往療理由について、押印廃止による弊害はあるか、
特に往療関連の広告違反の事例に対する対応について、共済
関連の代理受領、受領委任に関する質問があり、要会長より
詳細な回答があった。
　また、コロナ禍で活動が縮小されているが、会議・委員会
がWｅｂに変わったことにより活発な議論ができるように
なってきたとのお話があった。

（報告：北海道鍼灸師会）

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ぜひ、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）

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）
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鍼灸師養成大学における基礎・臨床研究の紹介
　今回は趣向を変えて大学のご紹介をいたします。
　帝京平成大学では英文による鍼灸関連の学術論文を多数発
表しています。皆さんも英訳ソフトを利用したり辞書を広げた
り、時にはペンを片手に翻訳に取り組んでみてはいかがでしょ
うか。　　　　　　　　　　　　　‥‥‥（広報普及ＩＴ委員会）　　　
　　　　　　　‥

　帝京大学グループの一つである帝京平成大学は、１９８７
年に帝京技術科学大学として千葉県市原市に開学し、
２００４年にはり師きゅう師の養成を目的として、ヒューマ
ンケア学部身体機能ケア学科はり灸専攻が開設された。そ
の後池袋の新キャンパスへ移転し、改組や名称変更を経て
ヒューマンケア学部鍼灸学科として現在に至る。さらに、大
学院健康科学研究科に鍼灸領域の修士課程および博士が設
置され、鍼灸学を中心とした健康科学分野の理論と応用に関
する研究が行われている（表１）。
　 鍼灸学科の沿革
1987年‥ 帝京技術科学大学開学（千葉県市原市）
1995年‥ 帝京技術科学大学を帝京平成大学へ名称変更
2004年‥ ヒューマンケア学部身体機能ケア学科はり灸専攻

開設
2008年‥ 帝京平成大学池袋キャンパス開設
‥ 大学院健康情報科学研究科を健康科学研究科へ

名称変更
‥ 帝京池袋鍼灸院開設
2009年‥ 帝京平成大学東洋医学研究所開設
‥ 身体機能ケア学科はり灸専攻をはり灸学科に改組
2012年‥ 大学院健康科学研究科はり灸学専攻（修士課程）

開設
‥ 帝京池袋鍼灸臨床センター開設
2013年‥ はり灸学科を鍼灸学科へ名称変更

　これまでに本学で実施された研究の英文論文は表２の通
りである。表２は、医学生物学分野の学術文献検索サイト

（ＰｕｂＭｅｄ、https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov）に
より、①主な研究実施場所が本学であること、②本学の教
員または大学院生によって実施された研究であること、を条
件に論文検索をおこなった結果である。鍼灸学を中心とした
健康科学分野の学術論文は、２０１５年から２０２０年まで
の６年間に合計１４篇ある。主たる研究領域の内訳は、循環
器（４篇）、自律神経（３篇）、運動器（３篇）、免疫（３篇）、
泌尿器（１篇）、衛生（１篇）であった（表２）。本学の研究
内容の特徴として、鍼灸刺激による血流動態、自律神経反射
及び骨格筋反応の臨床研究があげられる。
　ご存じのように、世界保健機構（ＷＨＯ）は１９７９年に
鍼灸治療の適応疾患４３疾患を発表し、さらに１９９７年に
米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）が開催した「鍼治療に関する
合意のためのパネル会議」において鍼の有効性や安全性、研
究方法などが合意された。また、我が国において２００１年
には大学病院での医学部教育課程に東洋医学が取り入れら
れるようになった。このように民間療法ではない正式な医療
としての鍼灸の役割の重要性は高まっている。しかし残念な
がら、鍼灸の有用性を示す科学的・客観的な臨床試験や基礎
研究の蓄積は必ずしも十分ではない。本学では、鍼灸治療の
科学的な解明を目指し、また研究成果を全世界に発信するた
めに、研究内容を英文論文として発表することに力を注いで
いる。
　また、はり師きゅう師は、保険医の同意書により慢性病
（慢性的な疼痛を主訴とする疾患）であって、保険医による
適当な治療手段がない時に施術が可能となる。具体的には、
ア：神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎
捻挫後遺症、イ：ア以外の疾病による同意書が提出された場
合となる。保険医からの同意書により、はり、きゅうの施術
を受けている患者が、６ヶ月を超えて施術を受けようとする
場合、再度、保険医からの再同意が必要で、その際保険医は
施術報告書の内容を確認し再同意の可否をおこなう。場合に
よって、はり師きゅう師は、保険医から施術に関する質問を
受けることがあり、鍼灸施術による慢性疼痛に対する機序の
根拠以外にも、患者の病態を把握するために十分な客観的知
見を修得することが大切になると推察される。
　本稿が、学生時代及びはり師きゅう師として臨床から学ん
だ内容の学びなおしを考える貴会会員の先生方の参考にな
れば幸いである。

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科
久島達也、和泉孝志

本校における
はりきゅうの基礎・臨床研究について

表１：‥鍼灸学科の沿革

表２：‥鍼灸学を中心とした健康科学分野の学術論文
No. 著者 タイトル 雑誌 年号

循環器関連領域

1 Suzuki‥T,‥Waki‥H,‥Imai‥K,‥Hisajima‥T.‥ Electroacupuncture‥of‥ the‥Ophthalmic‥Branch‥of‥ the‥Trigeminal‥Nerve:‥Effects‥on‥Prefrontal‥
Cortex‥Blood‥Flow.‥ Med‥Acupunct 2020

2 Tamai‥K,‥Imai‥K,‥Hisajima‥T.‥ Effects‥of‥Cathode‥Direct-Current‥Electroacupuncture‥Stimulus‥of‥the‥Promixal‥Anterior‥Lower‥
Limbs‥on‥Heart‥Rate‥and‥Lumbar‥Blood‥Flow. Med‥Acupunct 2020

3 Waki‥H,‥Suzuki‥T,‥Uebaba‥K,‥Hisajima‥T.‥ Effects‥of‥a‥Standardized‥Oligomerized-Polyphenol‥ from‥Litchi‥chinensis‥Fruit‥Extract‥and‥
Mixed‥Plant‥Extract‥Supplementation‥on‥Peripheral‥Circulation‥and‥Cold‥Sensitivity.‥ J‥Nutr‥Sci‥Vitaminol‥ 2020

4 Waki‥H,‥Suzuki‥T,‥Tanaka‥Y,‥Tamai‥H,‥Minakawa‥Y,‥
Miyazaki‥S,‥Yoshida‥N,‥Uebaba‥K,‥Imai‥K,‥Hisajima‥T.

Effects‥of‥electroacupuncture‥to‥the‥trigeminal‥nerve‥area‥on‥the‥autonomic‥nervous‥system‥
and‥cerebral‥blood‥flow‥in‥the‥prefrontal‥cortex.‥ Acupunct‥Med 2017

自律神経関連領域

5 Uchida‥C,‥Waki‥H,‥Minakawa‥Y,‥Tamai‥H,‥Miyazaki‥S,‥
Hisajima‥T,‥Imai‥K.

Effects‥of‥Acupuncture‥Sensations‥on‥Transient‥Heart‥Rate‥Reduction‥and‥Autonomic‥Nervous‥
System‥Function‥During‥Acupuncture‥Stimulation.‥ Med‥Acupunct 2019

6 Uchida‥C,‥Waki‥H,‥Minakawa‥Y,‥Tamai‥H,‥Hisajima‥T,‥
Imai‥K.‥

Evaluation‥of‥Autonomic‥Nervous‥System‥Function‥Using‥Heart‥Rate‥Variability‥Analysis‥During‥
Transient‥Heart‥Rate‥Reduction‥Caused‥by‥Acupuncture. Med‥Acupunct 2018

7 Takanari‥J,‥Nakahigashi‥J,‥Sato‥A,‥Waki‥H,‥Miyazaki‥
S,‥Uebaba‥K,‥Hisajima‥T.

Effect‥of‥ Enzyme-Treated‥Asparagus‥Extract‥ (ETAS)‥on‥Psychological‥ Stress‥ in‥Healthy‥
Individuals. J‥Nutr‥Sci‥Vitaminol‥ 2016

免疫関連領域

8 Takanari‥J,‥Sato‥A,‥Waki‥H,‥Miyazaki‥S,‥Uebaba‥K,‥
Hisajima‥T.‥ Effects‥of‥AHCC®‥on‥Immune‥and‥Stress‥Responses‥in‥Healthy‥Individuals. J‥ Evid‥ Based‥ Integr‥

Med. 2018

9 Waki‥H,‥Hisajima‥T,‥Miyazaki‥S,‥Yoshida‥N,‥Tamai‥H,‥
Minakawa‥Y,‥Okuma‥Y,‥Uebaba‥K,‥Takahashi‥H.‥

Effect‥of‥100‥Hz‥electroacupuncture‥on‥salivary‥immunoglobulin‥A‥and‥the‥autonomic‥nervous‥
system. Acupunct‥Med 2015

泌尿器関連領域

10 Iimura‥K,‥Watanabe‥N,‥Masunaga‥K,‥Miyazaki‥ S,‥
Hotta‥H,‥Kim‥H,‥Hisajima‥T,‥Takahashi‥H,‥Kasuya‥Y.

Effects‥of‥a‥Gentle,‥Self-Administered‥Stimulation‥of‥Perineal‥Skin‥ for‥Nocturia‥ in‥Elderly‥
Women:‥A‥Randomized,‥Placebo-Controlled,‥Double-Blind‥Crossover‥Trial. PLoS‥One 2016

運動器関連領域

11 Okuma‥Y,‥Waki‥H,‥Yoshida‥N,‥Miyazaki‥S,‥Hisajima‥T,‥
Takahashi‥H,‥Miyakawa‥S,‥Mukaino‥Y.

Validity‥of‥ the‥Meridian‥ test‥as‥an‥effective‥assessment‥ tool‥ for‥evaluating‥ the‥physical‥
condition‥of‥university‥rugby‥players. JAM 2017

12 Okuma‥ Y,‥ Yoshida‥N,‥Miyazaki‥ S,‥ Hisajima‥ T,‥
Takahashi‥H,‥Miyakawa‥S. Effects‥of‥stimulation‥with‥press‥tack‥needle‥acupuncture‥on‥muscle‥fatigue. JAM 2016

13 Okuma‥Y,‥Yoshida‥N,‥Miyazaki‥S. The‥effect‥of‥ acupuncture‥ stimulation‥on‥muscle‥ fatigue‥during‥ the‥Meridian-Test‥and‥
Functional‥Movement‥Screen. JAM 2016

衛生関連領域

14 Tsunematsu‥M,‥Imai‥M,‥Imai‥K. Influence‥of‥Using‥Gloves‥and‥Finger‥Stalls‥During‥Operations‥of‥Acupuncture‥Needles.‥
Observation‥Under‥an‥Electron‥Microscope:‥A‥Pilot‥Study. JAM 2019
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安心安全ポスターをご活用ください！
　危機管理委員会では、より感染力が強い変異株への対応としてマイクロ飛沫による感染を重要視し、9月15日に「新型コ
ロナウイルス感染防止ガイドライン」第七版への改訂を行い、‥内閣官房『業種別ガイドライン』 にも登録されました。
　日本鍼灸師会では、以前より、患者さんに安心してはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術機関に来院していただけるよう、
感染防止対策を徹底している施術機関に対して、『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
しています。
　会員の皆様には、今回のガイドライン改訂を機にあらためて感染対策を見直し、本ポスターを感染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ください。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』をご活用ください！‥のペー
ジから可能です。

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）

年月日（曜日） 代議員総会 理　事　会 全国師会長会議
‥ ５月‥９日（日） ○
‥ ６月１3日（日） ○ ○
‥ ６月２０日（日） ○
‥ ８月２９日（日） ○
‥ １１月１４日（日） ○
‥ １２月‥５日（日） ○
‥ ２０２２年‥‥１月２3日（日） ○
‥ ３月１3日（日） ○

■全国ブロック会議予定
ブロック名 開催予定日 開　催　地

北 ‥ 海 ‥ 道 ９月 ５日（日）Wｅb開催 北‥海‥道
東 　 　 北 ６月２７日（日）Wｅb開催 福‥島‥県
関 東 信 越 ７月１１日（日）Wｅb開催 埼‥玉‥県
東 海 北 陸 １０月１０日（日）‥Wｅb開催‥‥ 愛‥知‥県
近 　 　 畿 ９月２６日（日）Wｅb開催 京‥都‥府
中 国 四 国 ９月１９日（日）Wｅb開催 香‥川‥県
九 　 　 州 中止 沖‥縄‥県

■関連行事予定
会議等名称 開催予定日 開催予定地

第１６回日本鍼灸師会全国大会 i ｎ東京 １０月２４日（日）・２５日（月） としま区民センター（ハイブリッド開催）
日本鍼灸師会創立７０周年記念式典 １０月２４日（日） 〃

※予定のため変更となる場合があります。
※第１７回（公社）日本鍼灸師会全国大会iｎ愛知：２０２２年‥ウインクあいち（愛知県名古屋市）
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　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！

■物故者２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

埼　玉 山崎　裕一 R3.7.14(62 歳 ) 京　都 仕合　隆雄 R3.8.19(89 歳 )

■入会者２２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

岩　手 川口　美登里 岡　山 安藤　晶美 福　岡 森　仁美

東　京 内田　健瑛 岡　山 長﨑　司 長　崎 林　　亮

東　京 文　春龍 香　川 大西　令子 長　崎 山崎　城主

東　京 丸田　みつ子 香　川 高橋　加奈 長　崎 山下　弘展

神奈川 水島　一誠 愛　媛 川東　祐子 熊　本 宮原　信晃

新　潟 片桐　彩香 愛　媛 玉井　心 沖　縄 宇田　幸弘

静　岡 古川　知世 愛　媛 土居　洋子

兵　庫 野口　心平 愛　媛 藤村　太地

会員の異動（２０２１年 7月 1日～ 9月 15 日）
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　前号（Ｎｏ．６７８）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．１０
（誤）cyclophosphamide‥( シクロフォスファミド：ＣＰＹ)
（正）cyclophosphamide‥( シクロフォスファミド：ＣＹＰ)
　※文中のＣＰＹはすべてＣＹＰ

お詫びと訂正

日鍼会	会務報告（2021年７月１日～９月１５日）

	７月
１日（木）	第６回国際委員会会議（Ｗｅｂ会議）

７日（水）ＦＰパートナーとの業務引継ぎと打合せ（Ｗｅｂ会議）、

７０周年事業打合せ会議（Ｗｅｂ会議）

８日（木）	日本機能訓練指導員協会運営会議（Ｗｅｂ会議）、研修

事業の分掌（Ｗｅｂ会議）

１０日（土）‥第１回熱海市伊豆山地区土砂災害消防職員健康支援活動

打合せ（Ｗｅｂ会議）

１１日（日）	関東信越ブロック会議（埼玉県男女共同参画センター）

１３日（火）	経済産業省ヘルスケア産業課打合せ（経済産業省本

館）、東京海上日動火災保険との打合せ（東京海上日動火災保険

本社）、大樹生命との打合せ（ＢＭＣ大塚スタジオ）

１４日（水）	第３回法人管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）、第２回熱

海市伊豆山地区土砂災害消防職員健康支援活動打合せ（Ｗｅｂ会

議）

１５日（木）	第１回研修委員会会議（Ｗｅｂ会議）

１７日（土）	７月豪雨災害健康支援活動立上げ（熱海保健所、熱海消

防本部、ホテル・リブマックス平塚駅前ロビー）

１８日（日）	７月豪雨災害健康支援活動立上げ（熱海保健所、熱海消

防本部、ホテル・リブマックス平塚駅前ロビー）

１９日（月）	第１回学術委員会会議（Ｗｅｂ会議）、創立７０周年

記念式典打合せ（Ｗｅｂ会議）、第２回地域ケア推進委員会会議

（Ｗｅｂ会議）

２０日（火）	第３回熱海市伊豆山地区土砂災害消防職員健康支援活

動打合せ（Ｗｅｂ会議）

２１日（水）	第４回法人管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２３日（金）	 熱海市伊豆山地区土砂災害被災者健康支援活動緊急

ミーティング（Ｗｅｂ会議）、第２回７０周年事業打合せ会議

（Ｗｅｂ会議）

２６日（月）	第１回健保委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２７日（火）	ＪＬＯＭ主査会議および対策会議（Ｗｅｂ会議）

２８日（水）	第２７１回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、４団体長会議

（Ｗｅｂ会議）、第４回熱海市伊豆山地区土砂災害消防職員健康

支援活動打合せ（Ｗｅｂ会議）

２９日（木）	第１回組織委員会（Ｗｅｂ会議）、第７回国際委員会

会議（Ｗｅｂ会議）

３１日（土）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）

	８月
２日（月）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）、正副会長会

議（Ｗｅｂ会議）

３日（火）	全国学術部長会議（Ｗｅｂ会議）

４日（水）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）、第２回柔道整

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（Ｗｅｂ会議）、第１回オリパラ委員会会議（Ｗｅｂ会議）

５日（木）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）、第８回国際

委員会会議（Ｗｅｂ会議）、ＩＴ関連見直し戦略会議（Ｗｅｂ会

議）

６日（金）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）

７日（土）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）

９日（月）	全国学術部長会議（Ｗｅｂ会議）

１０日（火）‥第５回法人管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）

１２日（木）‥第２回研修委員会会議（Ｗｅｂ会議）

１４日（土）	第２回全国学術部長会議会議（Ｗｅｂ会議）

１６日（月）‥健康保険組合連合会との協議（健康保険組合連合会本部）

１７日（火）	第７回日鍼会７０周年記念事業実行委員会準備会

（Ｗｅｂ会議）

１８日（水）	第３回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２１日（土）	第３回全国学術部長会議（Ｗｅｂ会議）

２３日（月）	第４回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２４日（火）	第２回組織委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２６日（木）	東京２０２０大会取材（競技大会選手村）、第９回国

際委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２８日（土）	第６回法人管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２９日（日）	第７回法人管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）

	９月
２日（木）	東京２０２０競技大会取材（競技大会選手村）、国際委

員会シンポ用動画（告知）の会議と撮影、ＮＧＫシステム見直し

会議（Ｗｅｂ会議）

３日（金）	第５回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）

４日（土）	第３回組織委員会会議（Ｗｅｂ会議）

５日（日）	北海道ブロック会議（Ｗｅｂ会議）

６日（月）	日本機能訓練指導員協会運営会議（Ｗｅｂ会議）

８日（水）	第７回創立７０周年記念講演内容打合せ（Ｗｅｂ会

議）、日本機能訓練指導員協会看護協会との協議（日本看護協

会）

９日（木）	ＮＧＫシステム見直し会議Ⅱ（Ｗｅｂ会議）

１０日（金）‥第２回青年委員会（Ｗｅｂ会議）

１５日（水）	業務執行委員会（Ｗｅｂ会議）
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●受付開始日

●お申込み方法

部 円 部 円

部 円 部 円

部 円 部 円

部 円 部 円

部 円 部 円

60 12,000

70 14,00020

10

5,000

2,500

100 20,000

80 16,000

90 18,000

50

40

12,500

10,000

30 7,500

10月18日（月）～先着順になくなり次第終了します。
⚠⚠受受付付日日よよりり前前ののおお申申込込みみははおお受受けけででききまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい！！

●販売価格

販販売売はは1100部部単単位位、、6600部部以以上上ごご購購入入ででおお得得にに購購入入ででききまますす。。
10部～50部以下は１部 250円、60部以上は１部 200円

●送料

3300部部以以下下ののおお申申しし込込みみににつついいてて、、送送料料ははおお客客様様負負担担ととななりりまますす。。
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、右の
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月月4日日（（木木））よよりり順順次次発発送送いたします。
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）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。

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）にてお支払いをお願いいたします。

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

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。

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。
カカレレンンダダーー到到着着後後、、７７日日以以内内にに同同梱梱のの郵郵便便局局専専用用振振込込用用紙紙ににてておお支支払払いいをお願いいたします。
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♦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。

希望部数
部（10部単位）

金額

名入れシール

円　

　　　　　　希望する　　　　　　　　　・　　　　　　　　　希望しない　　　　　　　　　

ご住所 〒　　　　　　　-

（ｼｰﾙ25文字以内）

電話番号 ＦＡＸ番号

ご施設名称

（ｼｰﾙ14文字以内）

会員氏名 都道府県師会名

見見どどこころろポポイインントト！！

■当月の前後２カ月を掲載しているので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。
■今年のとっておきコーナーは「全国各地の郷土料
理」をご紹介しています！
■昨年同様、１２月の最終ページにポケットが付いて
います。
※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。
■名入れシール見本（1枚6シール綴り）

2022年版セイリンオリジナルカレンダー専用申込用紙
（（専専用用FFAAXX番番号号：：004455--336655--55335500））

【【名名入入れれシシーールルににつついいててののおお願願いい】】

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。

⚠⚠受受付付開開始始日日1100//1188（（月月））前前ののおお申申込込みみははででききまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい！！

※昨年のデザインです

ポケット部分

○○○○○鍼灸院
〒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

（社）○○県鍼灸師会
〒000-0000 東京都○○○○○○○○○○ Tel：03-000-0000
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編集後記
　秋が深まると落葉の季節です。イチョウ並木の黄色い絨毯
は晴れた秋空と相まって視界と気持ちを明るくさせてくれま
す。
　街中に住むようになり植物と縁遠い生活をしているせい
か、落葉溜まりを踏んだり蹴散らしたりしながら歩くのが、
この時期のわたしの楽しみです。「パキッ」「シャリ」「ガサ」．．．
土や落ち葉の香り、葉っぱを踏む感触、乾いた音が五感を心
地よく刺激します。
　スマホによる視覚への情報過多は避けられませんが、他の
感覚器を交互に使うことで脳の疲れが軽減するそうです。施
術室のＢＧM、艾やお線香の香り、心地よく触れる、といっ
た行為で鍼灸師は患者さんの五感を刺激します。
　さて、自身の五感刺激はできているでしょうか。この秋の
テーマは、“Don’t‥think！‥Feeeeel！”　　　‥‥‥（廣橋久美子）

　先日の『東京２０２０大会』開催は、昨年より続くコロナ
禍の中で明るい話題となりました。
　開催中は治療院でもオリンピックの話題ばかりで、ある患
者さんからは、「選手村では鍼治療もやっていたんですね！
鍼ってやっぱりすごいんですね！」と言われました。なんで
も、「バスケットボール代表選手が TikTok で選手村の総合
医療施設を絶賛した」というニュース記事の中で、そこで受
けられる医療サポートのひとつとして「鍼治療」の文言が入っ
ていたのを見たとのこと。鍼灸師としてとても誇らしい気持
ちになり、オリンピック選手のケアとして選手村で鍼治療が
行われたこと、現地で活動された先生方は本当にすごいなと
思いました。
　このような活動が一般の方にもっと広く知られるといいな
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　（端場真美弥）

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ＩＴ委員会）

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

日鍼会オリジナル冊子４種の発行
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募集人数募集人数

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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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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