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東京2020大会
インタビュー・報告
本会から１１名の会員が選手村
総合診療所で活動に参加しまし
た。

2022年6月12日（日）、都内ステーションコンファレンス万世橋において定時代議員総会が
開催されました。

療養費改定
６月１日施術分より療養費が改
定されました。

鍼灸大学研究紹介

今回は東京有明医療大学の受
療情報についての研究紹介で
す。

ICK UP！P
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Check!!
定時代議員総会報告

リスクマネジメント研修

３月に発生した折鍼事故をうけ
てリスクマネジメント研修会を
Web開催しました。

▶▶ P12-13
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【日　時】２０２２年（令和４年）６月１２日（日）
　　　　　１３：００～１４：００

【場　所】ステーションコンファレンス万世橋／Wｅｂ
【代議員数】総数９５名、定足数４８名
【出席代議員数】会場出席３０名、委任状による出席１０名、

議決権行使書によるもの４６名
【役員ほか】理事１５名、監事２名、委員長１名
【オブザーバー】岡田事務局長
【司　会】寺川
【議　長】河原保裕‥‥議長、田中一行‥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

　審議に先立ち、正会員１名の傍聴があることを司会者より報
告された。
１．報告事項　
第１号議案‥２０２１年度事業報告の件
第２号議案‥２０２１年度事業報告の附属明細書の件
第３号議案‥２０２２年度運営方針、事業計画及び収支予算書の件
第４号議案‥２０２２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、２０２１年度事業報告の件、２０２１度事業報
告の附属明細書の件を上程し、次に、２０２２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、２０２２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。
　追加説明として、堀口研修委員長より、ｅラーニングコン
テンツの制作が遅れていることとのお詫びと、現在の進捗状
況の報告があった。
２．決議事項　
第１号議案 ２０２１年度貸借対照表の件
第２号議案‥２０２１年度損益計算書（正味財産増減計算書）の件
第３号議案‥２０２１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

２０２２年度定時代議員総会 報告

挨拶する要会長



第４号議案‥２０２１年度財産目録の件
　議長は、第１号議案から第４号議案を一括上程したあと事
前質問に関する追加質問の有無について議場に問うたとこ
ろ、特に質問等はなかった。
　議長は第１号議案から第４号議案に対し、可否を求めたと
ころ、賛成に対し挙手３０票、書面決議４６票、委任状１０
票、計８６票となり、過半数を満たしたため承認された。
第５号議案‥定款変更の件
　要会長より、業務執行理事の数の変更に関する、定款変更
について説明があった。審議の結果、可否を問うたところ、
賛成に対し挙手２９票、書面決議４４票、計７３票となり、
定款変更に必要な３分の２に当たる６４票を満たしたため、
承認された。
第６号議案‥役員の報酬等及び費用に関する規程の変更の件
　要会長より、役員報酬の変更に関する規程変更について説
明があった。審議の結果、可否を問うたところ、賛成に対し
挙手３０票、書面決議４２票、計７２票となり、規程変更に
必要な過半数を満たしたため、承認された。

　
代議員からの質問・要望とそれに対する回答（要約）の一部
を紹介いたします（紙幅の都合上、表現を一部変更しており
ます。ご了承ください）。
Q．労災保険特別加入の進捗状況は？
A．（公社）日本あん摩マッサージ指圧師会、（社福）日本視
覚障害者団体連合と本会の３つの団体で意見をすり合わ
せながら共同で進めています。希望者がインターネット・
電話・ＦＡＸより直接申込みできる方法を検討していま
す。加入者に対して年１回行う研修の実施方法等につい
て詰めているところです。（新名組織委員長）

Q．５月２４日に開催されたリスクマネジメント研修会のオ
ンデマンド視聴を希望します。

A．‥アーカイブ配信の許可が取れなかった講演もあります
が、一部はＮＥＬＳのコンテンツにも含める予定ですの
でそちらでご覧いただけます。また本年度中に同様の研
修を開催する予定です。（矢津田危機管理委員長）

Q．会員獲得の広報活動があれば教えてください。本会でも
活用したいと思います。

A．‥鍼灸や日鍼会の魅力を発信するために新しくＩｎｓｔａ
ｇｒａｍやプレスリリースを始めました。会員向けの広
報も大切ですが、これからは、会員外や一般の方々向け

に発信が必要と考えております。そして、Ｚ世代などの
若い世代に、鍼灸を身近に感じてもらう広報を行うこと
で、将来の鍼灸師、会員獲得につながればと考えており
ます。

‥ 　なお、各都道府県師会プレスリリースは本会から発信
が可能ですので、原稿フォーマットに必要事項をご記入
のうえ、事務局まで送っていただければ発信いたしま
す。プレスリリース用の目にとまるための文章に校正等
を行ってから発信いたします。ぜひ都道府県師会の活動
をプレスリリース発信しましょう。

‥ 　そして、「しんきゅうコンパス」と本会とのコラボ事
業として、「しんきゅうコンパス」サイトの鍼灸院登録
時に、所属団体として「日本鍼灸師会」が表示できるシ
ステムが始動しました。ぜひ、ご活用ください。（児山
広報普及ＩＴ委員長）

Q．日鍼会が組織を拡大し、変化する社会の中でも対応でき
る中長期ビジョンとは？

A．‥日本鍼灸師会は設立当初の理念鍼灸単独法を追い続けて
いくべきと考えています。そのためには鍼灸施術の有効
性を広くデータ収集する必要があり、これは日本鍼灸師
会単独ではなく学会・学校協会等との連携が必要になり
ます。その活動のなかで学生に対して日本鍼灸師会の活
動も伝わると考えます。
　現在、日本鍼灸師会はＩＣＤ - １１第２６章伝統医学
分類・経脈病症についてのデータ収集のため標準カルテ
作成の会議に、またＩＳＯ／ TC２４９に日本から「灸
具燃焼生成物の安全性に関する規格」を発信するための
タスクフォースに実務者として参加しています。世界に
向けた日本型鍼灸の発信、そして次世代を担う鍼灸師を
育てていくことも日本鍼灸師会の存在価値であると考え
ています。そのためにもｅラーニングやＳＮＳを積極的
に利用して若い世代の鍼灸師に情報を発信していく計画
です。準会員制度を導入したことで、学生の方にも多く
ご加入いただけるようになりました。この方々が正会員
へとシームレスに移行していただけるように、より充実
した会運営を計画していきますので、その折には、都道
府県師会の皆さまにおかれましては次世代を担う人材と
して、思いやりと敬意をもってご指導いただければ幸い
です。（要会長）

河原議長 田中副議長による進行

（一社）愛鍼会 長谷川会長による全国大会 in 愛知のご案内
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　２０２１年７月２３日～８月８日、８月２４日～９月５日
に開催された東京２０２０オリンピック・パラリンピック競
技大会。本会から鍼ボランティア活動に参加した理事の児山
俊浩先生に、その貴重な体験談をお聞きしました。
自院のお仕事もあるなか、ボランティア活動たいへんお疲れ
様でした。初めにお聞きしたいのですが、参加のきっかけは
何ですか？
　２０１７年の「日本鍼灸師会スポーツ鍼灸トレーナー講習
会」、２０１８年の「日本鍼灸師会スポーツ鍼灸トレーナー
実地研修会」などを経て、日本鍼灸師会から参加募集があっ
たので申込みをしました。
鍼灸師としてボランティア登録するには試験があり、たいへ
ん難しかったと聞きます。どのような内容でしたか？
　７日間以上の協力や５年以上の実務経験、英語でのコミュ
ニケーション能力など一定の基準があり、書類に必要事項を
記入し申込みをしました。その後、ＪＯＣによる面談試験が
ありました。面談試験では、応募内容や活動条件の確認、医
療知識やこれまでのスポーツ現場での活動内容、医療連携実
績、世界での鍼灸、トップアスリートへの鍼灸経験などにつ
いて問われ、ネイティブがチェックする英会話の試験もあり
ました。
大会当日までの事前研修にはどのようなものがあったので
しょうか？
　大会の活動までに、オンラインと実地での会場別研修、な
らびにｅラーニングでのメディカルスタッフ研修を受けま
した。
　ｅラーニングメディカルスタッフ研修の内容は、大会概
要・歴史と意義・サポート方法などの「共通研修」、東京
２０２０大会共通言語・医療サービス内容・体制・医療安全・
感染症対策・診療記録・コミュニケーションなどの「ＭＥＤ
オリエンテーション」、マスギャザリング時の医療・外傷初
期診療総論・外傷各論（脳振盪・脊髄損傷）・ファーストエ
イド・トリアージ無線通信記録と報告・爆傷銃創・熱中症・
急性中毒とトキシドローム・雷撃傷などの「救急医療総論・
各論」、スポーツ現場における傷病と対応・パラリンピック
選手医療・アンチドーピング・電子カルテなどの「選手用医
療総論・各論」、ＣＰＲ・ＡＥＤ・外傷初期対応・搬送の「技
能講習」など８０項目以上からなる膨大な事前研修でした。
　また、実地研修の内容は、理学療法部門の概要などの「理
学療法部共通研修」、施術の流れ・衛生・注意事項・緊急時
対応・施術における英語コミュニケーションなどの「マッ
サージ・はり部門専門研修」と、リアルに現場の流れを把握
するために必要なものでした。
実際に活動した期間と時間、期間中の宿泊場所、活動場所を
教えてください。
　オリンピック期間の２０２１年７月３１日（土）～８月
２日（月）、４日（水）～７日（土）７：００～１６：００
に晴海選手村（本村）総合診療所（以下、ポリクリニック）
で７日間活動し、パラリンピック期間の８月２６日（木）
１４：００～２３：００、９月２日（木）７：００～１６：
００に２日間同ポリクリニックで活動しました。合計９日間
の活動でした。
　オリンピック期間は三井ガーデンホテル銀座五丁目に、パ
ラリンピック期間はコンフォートホテル東京清澄白河に宿泊
しました。　
　同ポリクリニックには、診療部門（整形外科・内科・救急科・
放射線科・眼科・歯科・皮膚科・女性アスリート科・精神科・
泌尿器科）・理学療法部門・薬剤部門・放射線部門・検査部門・
看護部門があり、理学療法部門の「スポーツマッサージ・鍼
療法室」で活動をしました。
　宿泊所からポリクリニックまでの所要時間は約１時間～１
時間１０分で、駅から入村までが徒歩約２０分、入村からポ
リクリニックまでが徒歩で約２０分かかります。真夏の炎天
下、荷物（ポリクリニック内に自動販売機がないため水など
を持参）を持ち、医療用サージカルマスクをつけて通いまし
た。ポリクリニックに到着するとすでに汗だくでした。
活動場所の施術設備などは過不足なく整っていましたか？
　鍼灸針・消毒用備品・医療用廃棄などの施術設備はしっか

りと整っていました。鍼灸針のサイズは、直径０．１４ｍｍ
×長さ４０ｍｍ、０．１６ｍｍ×４０ｍｍ、０．２０ｍｍ×
３０ｍｍ、０．２０ｍｍ×４０ｍｍ、０．２５ｍｍ×６０ｍｍ、
０．３０ｍｍ×７５ｍｍが揃っていて、パルス機器や治療点
検索測定器も用意されていました。
　東京での新型コロナウイルス新規感染者数が、５, ０００
～６, ０００名に増え続けている状況下でしたので、医療用
サージカルマスク・Ｎ９５マスク、医療用ゴーグル、フェイ
スガード、グローブの着用、手洗い、手指消毒、１時間ごと
の椅子・机・ペンなどの備品の消毒、ベッドメイキング時で
のシーツやタオル毎回交換、ユニフォームは現地で着替えて
洗濯に出し外に持ち出さない、毎日のメディカルスタッフの
ＰＣＲ検査など徹底されていました。また、大会開催前に都
庁で新型コロナウイルスワクチン接種を２回受けることが
できました。

マルチファンクションコンプレックス１F ポリクリニック

施術はどのようにおこなわれたのですか？
　鍼施術時間は２０分間で、鍼の使用本数は約２０～３０本
でおこないました。スポーツマッサージ・鍼療法室受付で
選手がカルテを記入し、鍼灸師は選手と共に医師の診察に同
行し、医師の鍼施術の許可がおりてから鍼療法室へ案内しま
す。施術の手順は、問診－鍼施術－選手へのフィードバック
の順でおこないました。施術方法は、基本的には筋骨格系の
施術で、かつ切皮程度の浅刺と決まっていました。なお、鍼
を受けられるのは自国で鍼を受けた経験がある選手に限ら
れました。
　症状や要望は、腰背臀部・頚肩部・大腿・下腿部、手・肘・
股・膝・足関節などの痛み、張り、しびれ、だるさ、可動域
が悪いことが多く、坐骨神経痛などもみられました。また、
パラリンピック選手の中には、腎機能不全や消化器機能低下
に対しての機能改善などの要望があったため対応しました。
また一方では、ストレスを訴える選手もみられました。なか
でも、医師からどうにかならないかと鍼へ誘導された選手が
いて、足底部の多汗症を主訴とする選手を診ました。リード
の先生からは東洋医学的な施術でないと対応できないので、
と依頼を受けて経絡治療を施しました。足底部の汗による皮
膚のただれや痛みがありましたが、施術直後には足底部の汗
がひき痛みも軽減したので、選手が笑顔になり喜んでくれた
ことがとても心に残りました。
言葉の問題はありませんでしたか？
　ほとんどの選手には、英語でのコミュニケーションをおこ
ないました。なかには英語が話せない選手（たとえば、モン
ゴル、リトアニア、コロンビアの選手など）もいましたが、
その場合は翻訳機「ポケトーク」で問題なくやりとりができ
ました。中南米、中東、アフリカなどの選手が多く、フラン
スやスペイン、イタリア、ポルトガル、スロベニア、ポーラ
ンド、デンマークなどのヨーロッパの選手なども受けられま
した。なお日本人選手は、ほとんど来られませんでした。
　競技種目は、陸上・競泳・柔道・卓球・野球・ソフトボー

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
選手村総合診療所における鍼灸師のケア活動

理事　児山俊浩（聞き手： 広報普及ＩＴ委員会‥委員‥佐合基樹）
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ル・サッカー・バスケッ
トボール・バレーボール・
ハンドボール・テニス・
ラグビー・ウエイトリフ
ティング・ボクシング・
テコンドー・ホッケー・
スケートボード・射撃な
どさまざまで、新型コロ
ナウイルス感染対策とし
て競技終了後４８時間以
内に出村しないといけな
いこともあり、その時点
でおこなわれている競技
の選手がよく受けられま
した。

一日の施術人数はどれぐらいでしたか？
　鍼の施術人数は、少ないときは２～３人程度で、多いとき
は５人施術しました。選手村本村（晴海）、セーリング村（大
磯）、サイクリング村（修善寺）、サイクリング宿泊施設（河
口湖）が活動場所でしたが、マッサージ師は４か所ともに入
りましたが、鍼灸師が入るのは選手村本村のみで、鍼灸師１
人体制（早番１名・遅番１名）でした。早番と遅番シフト
両方合わせた１日での鍼施術人数は、平均５～８名程度でし
た。鍼を受けられた総数は、オリンピック期間で１４７名、
パラリンピック期間で１５２名でした。
選手以外にも施術をおこないましたか？
　選手のドクターやコーチからも要望があったため鍼施術
をおこないました。ドクターやコーチの方は、タイトなスケ
ジュールで張り詰めた時間が続くことから、疲労やストレス
などの訴えが多くありました。ドクターやコーチが鍼を受け
た後に、選手を連れて来ることもありました。
施術を受けた方々はどのような反応でしたか？
　選手たちは、とても鍼施術を受け慣れていました。鍼のこ
とをよく理解している選手が多く、なかには鍼を受けて自国
の鍼と日本の鍼との違いを知り、日本の鍼が繊細でよく効く
という方もいました。身体のケアに鍼を取り入れている選手
が、世界的に広がっている印象を受けました。施術後には、
自国から持参された東京２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会のバッジ交換を求められ、たくさんのバッジ交換
をさせていただきました。オリンピック・パラリンピックで
のコミュニケーションとして慣例となっているようです。

晴海選手村（本村）　オランダ選手団

鍼灸師以外のメディカルスタッフとの共同作業だったので
しょうか。
　医師・看護師・理学療法士・マッサージ師・レントゲン技師・
アスレティックトレーナー・ストレングスコーチなど多職種
との連携がありました。実際に、理学療法士やマッサージ師
の施術ののちに鍼を受診される選手もおられましたし、その
逆もありました。また一方で、フィットネスセンターがポ
リクリニックのあるマルチファンクションコンプレックス
の３階にあるため、身体のケアとコンディショニングトレー
ニングを連携しておこなうこともありました。施設の構造的
にもスタッフ間における多職種連携が、とてもおこないやす
かったです。多職種間相互で選手をサポートする体制でおこ
なっており、アスリートファーストを大事にしていました。
鍼灸師から見て他のメディカルスタッフはどのように感じ
ましたか？
　メディカルスタッフは、各々がスペシャリストですばらし
い先生ばかりでした。専門的な内容や選手に対するアプロー
チ方法などについてお聞きすることができました。医師や理
学療法士が同じ区画にいるため話しやすいので顔の見える

         スポーツマッサージ・鍼療法室

関係がつくりやすく、信
頼関係ができていきまし
た。「選手にとって今何を
提供するのが必要か」を
第一に考えて行動してい
るのが、特にすばらしい
と感じました。
また、メディカルスタッ
フから鍼灸師はどのよう
に見られていたと思いま
すか？
　時間があるときに医師
や看護師・理学療法士・
レントゲン技師・アスレ
ティックトレーナー・ス
トレングスコーチが鍼療
法室まで来られ、鍼灸に

ついて興味を示されました。鍼灸について施術内容やメカニ
ズムなどをご説明させていただきましたが、選手に鍼灸をす
すめてくださった先生もいらっしゃいました。鍼灸について
良く知っていただくことにより、医療連携がスムーズになる
ことを実感しました。
今回のボランティア活動で感じたことをお聞かせください。
　最高峰の舞台に人生をかけ調整してきている選手たちに
鍼施術をさせていただいた経験は、負傷部位や対応方法、コ
ミュニケーション、空気感などに関して、この選手村ポリク
リニックでのリアルな現場でしか得られないものがありま
した。この経験は、一生忘れることはないと思います。鍼灸
師としてこの先もつながる貴重な経験となりました。選手が
喜んでいただけることが、何にもかえがたい喜びでした。
印象に残ったエピソードがあればお願いします。
　母校の大学で私も所属していたウエイトトレーニング部
の先輩が、パラリンピックのパワーリフティング選手として
出場、ポリクリニックに来てくださり、鍼灸師としてサポー
トができたことには感極まりました。１４年ぶりの再会で、
施術している時間がまるで夢ように感じました。身体はかな
り酷使され、両肩（特に左側）、右肘（手術２回）の痛みと
違和感がありましたので、できうる限り良い状態になるよう
施術いたしました。先輩は本番では自己ベストを出し、ベン
チプレスで１６２㎏を成功されました。先輩の勇姿に感動し
ました。

パラリンピックパワーリフティング男子７２㎏級 宇城 元選手

最後にお聞きします。鍼灸師として、（オリパラに限らず）
ボランティア活動は今後も続けますか？
　これまでに、ケニアやネパールの医療の行き届かない無医
村への鍼灸ボランティア活動をしてきました。また、東日本
大震災や熊本地震などの災害時での鍼灸活動もおこなって
きました。そして、スペシャルオリンピックス、至学館大学
レスリング部、全日本歯科医師テニス大会などのスポーツに
関してもさまざまな鍼灸活動をしてきましたが、スポーツ・
開発途上国・災害・海外などを問わず、今後も自分のできる
ことがあれば、おこなっていきたいと考えています。
　なお、東京２０２０大会が終わってから、ボランティア活
動として参加していたメディカルスタッフには、今回は手当
が支給されることに変更となりました。
貴重な体験談をありがとうございました。

東京大学医学部附属病院リハビリテー
ション科副科長・講師・医師・医学博士　
藤原清香先生
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広報普及ＩＴ委員‥瀧本一

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会活動報告

　東京２０２０オリパラでのポリクリニック（選手村総合
診療所）内における活動について報告いたします。
　オリパラの歴史の中で、鍼灸師が正式にポリクリニックに
配属されるのは今大会が初めてとなります。過去のオリパラ
では、理学療法士やカイロプラクターがドライニードリング
講習を受け、理学療法の一環として「はり治療」をおこなっ
てきましたが、今大会では、日本の法制度に合わせて鍼灸師
が「はり治療」、マッサージ師が「マッサージ」をおこなう
流れとなりました。２０１６年に準備委員会が発足し、日
鍼会・全鍼師会・東洋療法学校協会・全日本鍼灸学会の４
団体の協力体制が合意され、組織委員会医療サービス部と
協働して準備を進めてきました。われわれ一般会員は、ス
ポーツ鍼灸トレーナー講習会（２０１８東京）スポーツ鍼灸
トレーナー実地研修会（２０１８松本マラソン）などを経
て、参加申込みをおこない、さらにオンライン形式での面接
（２０１９．１１）を経て、スタッフ内定となりました。活
動に参加した鍼灸師は約９０名。日鍼会会員は１１名（はり
３名、マッサージ８名）でした。
　その後、新型コロナウイルスの影響でオリパラが延期とな
り、２０２１年５月よりｅラーニング研修が開始されまし
た。ｅラーニングではオリパラの歴史や会場、競技概要、各
ボランティアの役割、救急医療各論（ＣＲＰ・ＡＥＤ）、感
染症対策、アンチドーピング、リーダーシップ研修、選手村
での過ごし方など約８７項目の多岐にわたる研修を受講し
ました。内定者へはワクチン接種が推奨され、希望者には６
月より都庁での接種体制が用意され、７月からは市町村で優
先接種枠への追加がされました。
　私たちが活動したポリクリニックは選手村内の三階建て
複合施設に入っおり、１Ｆがポリクリニック、ドーピングコ
ントロールステーション、２Ｆは選手用のカジュアルダイニ
ングやレクリエーションエリアとスタッフ用の食堂、３Ｆに
は大規模なフィットネスセンターが設置されていました。ポ
リクリニックには、診療部門（救急科・整形外科・放射線科・
内科・歯科・眼科・女性アスリート科・皮膚科・精神科）・
理学療法部門・薬剤部門・放射線部門・検査部門・看護部門が、
朝７時から夜１１時まで二交代勤務（救急は２４時間）で開
設されました。受診希望者は、村内専用アプリでネット予約
をし、クリニック入り口に設けられたスクリーニングエリア
で簡易検査を経て来院します。患者情報は、ポリクリニック
専用サーバ内の電子カルテシステムに集められ、アクセス権
を持つスタッフは、誰がいつどんな処置を受けたかが見られ
るようになっていました。
　鍼灸師が所属する理学療法部門は、ポリクリニック内でも
最大のスペースが用意され、ＰＴのリハビリ室、アイスバス
スペース、はり・マッサージ室に別れ、多数の選手の治療、
リハビリを一度におこなえるシステムとなっていました。は
り・マッサージ室には、９台のベッド（個室３部屋）があ
り、一勤務あたり１名のはり師と８名のマッサージ師が配置
され、ドライニードリングとオイルマッサージを提供しまし
た。はり、マッサージの受診者数は期間により大きく変化が
ありましたが、少ない時期で２～３０名／日、多い時期で６
～７０名／日、はりは平均して５～８名／日程度の受診があ
りました。期間を通して計２，０６４名（はり２９９名、マッ
サージ１，７６５名）の受診者がありました。国籍はさまざ

まですが、自前の医療団を持たないアフリカや中東、中南米
などの受診が多い印象がありました。選手だけでなく、コー
チやドクター、プレス、大会関係者などの受診も多く、私
が担当したのは約半数が選手以外の方でした。ほとんどの
方は英語を話せましたが、ロシア語・アラビア語・スペイ
ン語などへは、「ポケトーク」という翻訳機を使って問診を
おこないました。イスラム圏の女性の場合、男性施術者は
ＮＧな場合が多く、少ない女性スタッフでなんとかやりく
りして施術をおこないました。
　今大会は、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言下で、
東京の感染者が急増したタイミングで始まったため、毎日Ｐ
ＣＲ検査をおこない、施術ベッドも担当制で、万が一濃厚
接触者となった場合に備えていました。ゴーグルやフェイ
スシールド、マスク、手袋着用で施術に当たりました。常
に器具や院内の清掃・消毒をおこない、スタッフ間や受診
者との会話も極力慎んで徹底した感染症対策をおこないな
がらの活動でした。
　受診者の訴えは、主に
筋骨格系の緊張や痛みで、
単純にこり・疲労を改善
してほしいといったもの
から、可動域改善、肉離
れや捻挫の治療、腰痛な
どの他、不眠や不安、胃
腸の不調や冷えの改善な
どの訴えもありました。
主には緊張部位や関連部
位の筋肉への単刺・運動鍼・電気鍼をしましたが、訴えに
よっては、四肢や頭部・背部要穴への置鍼や擦過鍼・接触
鍼（豪鍼による）もおこないました。選手には、「はり」を
すると自分の体にどういった変化が起こるかが分かってい
る方が多く、「試合まであと〇日だから、影響が残らないよ
うにしてほしい」とか、「ここはＰＴに治療してもらうから、
鍼ではここをお願い」といった風に具体的な要望がありま
した。パラリンピックでは、半身麻痺や盲目・四肢欠損の
選手が来院されますが、カルテや事前情報からは、どういっ
た障害を抱えているかが分からず、聞き取りや治療方針決
定に時間がかかりました。日本のはり治療は、世界的に認
知度が高いようで、たくさんの方から「一度日本のはりを
受けてみたかった」「日本のはりは、痛みが少なく即効性が
ある素晴らしい治療だ」と、お褒めの言葉をいただきました。
　日常臨床では、自分で判断して治療部位や方法を決める私
たちですが、ポリクリニックでは、医師のオーダーの元にはり
治療をおこないました。選手とのコミュニケーションのなかで
違う訴えが出たら、一度医師の判断を仰いでから再度施術と
いうケースもありました。多職種と協働で施術にあたるケース
もあり、例えばカイロプラクターや理学療法士のトリートメン
トで取り切れなかった痛みを取ってほしいと依頼が来たり、逆
に鍼で不十分な所をマッサージ師や理学療法士に依頼したり
と、職種の垣根を越えて患者さんについて話し合い、治療を
おこなう経験は新鮮でした。また、担当の整形外科医師と話
をするなかで、「はり」について興味を持っていただき、複数
の医師へデモストレーションをおこなったり、エコーガイド下
ではりの動きを観察したりして、はり治療への理解を深めてい
ただくことができました。
　今回の貴重な経験は参加した鍼灸師のみならず、鍼灸業界・
スポーツ業界にとって大きな財産になったと思います。得た経
験から、次に繋がる活動へと広げていきたいと思います。
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【日　時】２０２２年（令和４年）５月８日（日）
　　　　　‥１０：００‥～１６：００
【場　所】としま区民センター／Wｅｂ
【出席者】１８名（理事１５名、監事２名、委員１名）
【議　長】要
【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、仲野、浜田

【議　題】
１．報告事項
　第１号議案　職務執行状況報告の件
　ア．会務報告・対外報告他
　　要会長：あはき協議会、日本産業分類で療術業が施術
業、国家資格を伴わないその他の施術業としてもらえな
いか、という提案もしたが今からは難しいとのこと、今
後の改定の際に同じ話が出るだろう。５月２０日に本会
担当で開催する。要・南・寺川が参加予定。昨日、監査
会があり、滞りなく終了。新会館入居予定の歯科医院の
大林・中島両氏、並びにエムシー・キャピタルの佐藤氏
との会食をおこなった。契約書については再度プロジェ
クトチームの件、役員報酬変更の件、同日に別の会務が
あった場合の支払いの件、明日の戸田倉庫へ備品の整
理、５月３０日新会館への引越し完了の予定。全国にお
ける業界団体への所属ルートの全体像が未詳。都道府県
師会と市町村の鍼灸師会との入会の順序、都道府県師会
への入会と本会入会との紐付けなどさまざまなので、準
会員制度を機能させるためにも４７都道府県を対象に
アンケート調査をおこなってほしい。音声はデータでと
る。各自必要に応じて簡単なメモとする。

‥ 南副会長：３月予定の会議が直前になって２回とんだ。
理由は纏まらないため。屋号に「治療院」を付けられる
かどうかが論点。健保連・医師会などの抵抗が強く、厚
労省も難航。アンケート調査で「治療院」がついている
と医師がいると誤認するかどうかという問題。反対論者
は１人でもいたらだめとのこと。今後の議論は、この点
を詰めることから始まる必要があると厚労省には提言し
た。今まで法律上ではだめにも拘わらず、現状認められ
てきた。今後は「認める」となるまでは認められない、
ということになるだろう。「治療」という名称利用につ
いては、まともな議論が必要。健保連・医師会の反対に
はこれまでのわれわれとの関係構築に問題があるという
こと。新たな日程調整について連絡があるが、未定（７
月までに開催される可能性あり）。新たな医政局医事課
課長はもともと統合医療を担当していたので、伝統医療
にも一定の理解があるようだ（坂本先生は既知）。

‥ 小林保健委員長：６月の改定は０.１３％で行われた。
混乱が起きないように全国には連絡済み。

‥ 児山広報普及IT委員長：愛知県で受けた全国大会につい
ては協力を得ながら進めている。

‥ 菅野地域ケア推進委員長：医科大で初めて教授になった
鈴木雅雄先生とエビデンスを地域医療のために発信して
いきたいとの話をした。

‥ 児山広報普及IT委員長：創立７０周年ＤＶＤ完成、歴代
４会長会談はＨＰにも掲載、６８１号も校了、３種の同
封物、プレスリリースは京都府鍼灸師会が４団体が災害

時にて提携したという内容、閲覧数も徐々に増えてい
る。ＮＨＫリーフレットは費用対効果から見送り、今後
の協力関係についても相談していく。

‥ イ．２０２２年４月２８日現在会員数報告
　　寺川法人管理委員長より、報告があった。
　第２号議案　監査報告について
　　寺川法人管理委員長より、報告があった。
　第３号議案　令和４年度事業計画の件
　　寺川法人管理委員長より、報告があった。
　第４号議案　令和４年度予算の件
　　寺川法人管理委員長より、報告があった。
２．協議事項
　第１号議案　しんきゅうコンパスコラボレーション企画の
提案の件

　　　南副会長より趣旨の説明があった。審議の結果、可否
を問うたところ、全員一致で承認された。

　第２号議案　「青年企画補助事業２０２２」の公募について
‥ 　風間青年委員長より趣旨の説明があった。締切は５月
末だが、師会長ＭＬにも配信してもらえれば、とのこと。
審議の結果、可否を問うたところ、全員一致で承認され
た。

　第３号議案　新会館工事注文請書・発注書の件
　　　南副会長より趣旨の説明があった。審議の結果、可否
を問うたところ、全員一致で承認された。

　第４号議案　名刺の有効活動について
‥ 　菅野地域ケア推進委員長より趣旨の説明があった。デ
ザインについては事務局が対応する。審議の結果、可否
を問うたところ、全員一致で承認された。

　第５号議案　スポーツ鍼灸委員会への改名の件
‥ 　髙田スポーツ鍼灸委員長より趣旨の説明があった。審
議の結果、東京オリンピック・パラリンピック委員会か
らの改名の可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第６号議案　休会に伴う会費等の減免等申請書の件（兵
庫県）　　

‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第７号議案　バックテック社との提携の件
‥ 　南副会長より趣旨の説明があった。ポケットセラピス
ト登録を勧奨してもらいたい、リターンとして論文など
の情報を本会会員であれば提供する、最終的には会員の
施術所紹介に結びつけたいとのこと。審議の結果、可否
を問うたところ、全員一致で承認された。

　第８号議案　令和３年度事業報告の件
‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第９号議案　令和３年度貸借対照表・損益計算書（正味財
産増減計算書）および附属明細書・財産目録の件

‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１０号議案　新たな会館建替積立金について
‥ 　南副会長より建物１７，８００万に対して、５０年で
減価償却を積み立てる必要がある。３５０万／年、附
属設備２５０万／年（１５年）も加え、最低額として
６００万は積み上げる必要がある。インフレになるこ
とを考えると積み増しは必至。簿価に加え２００万～
２５０万円は必要。ということで、８００万円は必要と
なるだろう。これについては、公認会計士事務所アダム
ズに相談し、名目については今後検討。それ以外にマン
ションの管理費＋修繕積立金は４００万／年、住友不動
産の試算。東鍼会の家賃と、左側の家賃となる。審議の
結果、可否を問うたところ、８００万を目安で積み立て
することに関し、全員一致で承認された。

‥ 浜田監事：歯科との契約期間は？
　　南副会長：毎年更新と、１０年契約のような方法がある
が、いずれもメリット・デメリットがある。クライアン
トは３２歳と３０歳なので、長く入ってもらえるのでは
ないか。

第１回理事会報告
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　第１１号議案　ＪＬＯＭ　ＦＴ委員推薦の件
‥ 　南副会長よりＪＬＯＭの経産省からの予算が無くなる
ことが発端。ＪＬＯＭが厚労省に担当原課になってくれ
と相談したところ、新しい提案をしてもらいたいと言わ
れた。灸の有害性に関わるＩＳＯを作ることを提案した。
ＦＴ委員には寺川法人管理委員長が推薦され、審議の結
果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１２号議案　備品の処分等について
‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された

　第１３号議案（独）国民生活センター発行冊子のＤＡＩＳ
Ｙ録音図書の案内の件

‥ 　南副会長より、事務局から「データで案内文等を送っ
ていただければ、ＭＬを通じて全国に案内させていただ
きます」と回答することが提案された。審議の結果、可
否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１４号議案　労働者災害保険に関する提案と要望（和歌
山県鍼灸師会）

‥ 　安田副会長より、先方に説明していただくことが提案
された。審議の結果、可否を問うたところ、全員一致で
承認された。

　第１５号議案　理事会議事録作成の件
‥ 　南副会長より、議事録の音声データで保存する以外に、
決議の内容などについては事務局で作成し、参加者が必
要に応じて、自分でメモをとることとすると説明があっ
た。審議の結果、可否を問うたところ、全員一致で承認
された。

　第１６号議案　役員の報酬等及び費用に関する規程の変更
について

‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１７号議案　業務執行理事の数の変更について
　　寺川法人管理委員長より趣旨の説明があった。審議の結
果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１８号議案　業務執行委員会における監事の参加について
‥ 安田副会長より趣旨の説明があった。審議の結果、可否
を問うたところ、全員一致で承認された。

　第１９号議案　代議員総会議案の件

‥ 　南副会長より、定款変更の件、役員報酬等の規程の変
更の件を加えて発送する旨の説明があった。審議の結果、
可否を問うたところ、全員一致で承認された。

　第２０号議案　リスクマネジメント研修の開催の件
　　　矢津田危機管理委員会より趣旨の説明があった。形式
はＺｏｏmのウェビナー形式、どういう事故でどうい
う賠償がされたかの実例についても聞きたいという要望
が強く、それに応えるものを計画しているなどの説明が
あった。コンテンツとしてアーカイブ化を予定。

　第２１号議案　理事会費用按分の件
‥ 　寺川法人管理委員長より、昨年度は準備不足できな
かったが、本年度より、理事会に掛かった費用を事務局
で５等分し、公１・公２・公３・他１・法人の各事業で
振り分ける。必要な計算式は事務局で作成してもらうよ
うお願いした、との説明があった。審議の結果、可否を
問うたところ、全員一致で承認された。

　第２２号議案　事務所移転と双葉ビル解約時期について
‥ 　岡田事務局長より名刺等にビル名「シティハウス南大
塚レジデンス」をいれず階数を示す「２」を入れること
とし、現事務所の契約は「退去申請は３か月前」となっ
ているため、解約手続きにすぐ入るとの趣旨説明があっ
た。事務所住所を６月１日（水）から「東京都豊島区西
巣鴨２－１－１９‥双葉ビル２階」から、「東京都豊島区
南大塚三丁目４４番１４号‥２階」へ移転することにつ
いて、審議の結果、可否を問うたところ、全員一致で承
認された。

　第２３号議案　事務局長の任期更新について（法人管理）
‥ 　南副会長より、岡田事務局長との契約を更新するとの
趣旨説明があった。審議の結果、可否を問うたところ、
全員一致で承認された。

　第２４号議案　事務局長の時間外勤務に対する手当につ
いて

‥ 　南副会長より、事務局長が時間外（夜間）の会議出席
した場合の手当の支払いについては、現行の法令に従っ
た支払いをさせていただきたいと説明があった。審議の
結果、可否を問うたところ、全員一致で承認された。

３．監事講評
　（報告：法人管理委員会）
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令和４年６月１日施術分からの療養費改定について

都道府県鍼灸師会「オンラインマニュアル」を
ご活用ください。

　コロナ禍の影響で、研修会や会議など、オンラインでの事業が急激に進んで
います。
　便利になった反面、急激な事業のオンライン化に馴染めず参加を見送ったり、
不便を感じたりする会員もいらっしゃるかと思います。まずはどんなオンライ
ンツールがあり、どのように使われているのか、どうすれば使えるようになる
のかを知るための資料として「オンラインマニュアル」を作成しました。都道
府県鍼灸師会の実情に合わせて作り変え、活用していただければと思います。

（広報普及ＩＴ委員会）
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　令和４年５月６日に第２５回社会保障審議会‥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、有識者・保険者代表・施術者代表（当会からも参加）で検討の結果、厚生労働省案通りに改定されることが決まり、
５月３１日付で関連の通知が発出されました。改定の内容は下記の通りです。
１　はり、きゅう
　（１）初検料
　　　①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合‥１，７８０円（旧：１，７７０円）
　　　②２術（はり、きゅう併用）の場合‥１，８６０円（旧：１，８５０円）
　（２）施術料
　　　①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合‥１回につき１，５５０円
　　　②２術（はり、きゅう併用）の場合‥１回につき１，６１０円
　注）はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康

に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として１回につき‥
３４‥円‥（旧：３０円）を加算する。

　（３）往療料
　　　２，３００円
　　　注１）往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、‥２，５５０円‥とする。
　　　注２）片道１６キロメートルを超える場合の往療料は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない

こと。
　（４）施術報告書交付料‥４８０円（旧：４６０円）

２　あん摩・マッサージ
　（１）マッサージを行った場合‥１局所につき３５０円
　（２）温罨法を（１）と‥併施した場合‥１回につき１２５円‥加算（旧：１１０円）

注）温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、１６０円‥（旧：１５０円）とする。

　（３）変形徒手矯正術を‥（１）と併施した場合１肢につき４５０円加算
注）変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。

　〇料金改定に合わせ、疑義解釈資料も一部改正が行われ、施術管理者が患者等から支払いを受ける一部負担金は、１円未満
の金額は四捨五入の取扱いとすることになりました。

【引き続きの検討事項】
　往療料の距離加算の廃止、離島や中山間地等の地域に係る加算の創設、マッサージ・変形徒手矯正術の施術料の包括料金化
とともに、同一日・同一建物での施術の場合の料金のあり方、施術料と往療料を包括化した訪問施術制度の導入などについては、
令和６年改定に向けて検討を行うこととなっています。

（報告：健保委員会）



第２回理事会報告

【日　時】２０２２年（令和４年）６月６日（月）‥
‥ ２０：００‥～２２：５０
【場　所】Ｗｅｂ会議
【出席者】１８名（理事１５名、監事２名、委員１名）
【議　長】要
【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、仲野、浜田

【議　題】
１．報告事項
　第１号議案　職務執行状況報告の件
　ア．会務報告
　　要会長：全日学における会議で学生の経済状態などの実態を
説明、その後の会議では折鍼事故に関する研修会について言
及。来賓の挨拶は要会長と伊藤会長、５日は鈴木教授との会
合、病院の中で働く鍼灸師について、「医師側からは鍼灸師
と対話したい、情報が欲しい」という声がある（特に地域ケ
ア関連の医師）ので、そういう人との交流を進めた方が早い
ように思った。今後の展開についても修正する必要がある。
委員会の横断的な結びつきを強化したい。

‥ 児山広報普及IT委員長：しんきゅうコンパスのサイト内
に、本会所属を記入する欄ができた。新報・ＨＰでも案
内、相互リンクも作成予定。

‥ 小林健保委員長：もともとは病院でできる鍼灸というスタン
スだったが、地域で連携することの必要性について発言した
ところ、鈴木雅雄教授より鍼灸師が扱っているものは「情報
の宝庫」と言われた。今度の全国大会で何かしてくれないか
という話をした。もともと、そういうテーマの講座が組まれ
ていたので、大会会長の長谷川先生から正式に登壇依頼、受
諾とのこと。

‥ 新名組織委員長：労災特別加入のアンケート、３３５件の
うち、希望者は「是非」が２４％、「内容次第」が２５％
で全体が５０％、したくない人が１４％。クレバースキッ
ドの見積で１２万円が年間保守、全体で４５万円、社労士
からの提案は２５万円／月との案がでている。各階、福利
厚生事業として、全鍼師会と同等でできるぐらいと考える
と、全てゼロ円とした場合は２５万円。５００人加入でペ
イ（次年度以降より）できる。

‥ 安田副会長：（労災特別加入に必須の）双方向の研修事業
の開催も含め制度設計を検討しているが、７月めどに進め
ている。

‥ 小林健保委員長：（全鍼師会から勧誘の）葉書が送られて
きたのは、厚労省ＨＰに療養費取扱を行う施術者が公開さ
れているため。

‥ 風間青年委員長：青年の委託事業の申請が７件あった。こ
れからそれを精査する。

　イ．２０２２年５月３１日現在会員数
　　寺川法人管理委員長より５月３１日現在で４,２７２名（準
会員合計４１９名）との報告。

２．協議事項

　第１号議案　代議員総会進行スケジュールの件
　‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨説明があった。
　第２号議案　代議員総会シナリオ・質問に対する回答の件
‥ 　寺川法人管理委員長より趣旨説明があった。回答案の
作成は８日（水）中にお願いしたいとのこと。永島学術
委員長より、回答にプレゼン資料が必要な場合は、７日
（火）までに寺川法人管理委員長宛に送ってもらいた
い、とのこと。堀口研修委員長より、eラーニングのコン
テンツ制作が遅れていることについてひと言お詫びを言
いたいとのこと。事業報告の先に口頭で説明することと
なった。開催担当県（愛知）の児山広報普及IT委員長よ
り、全国大会の案内を１０分程度、パワポを使って行い
たい、と申し出あった。要会長より今後は総会の内容と
して、全国大会についてのアナウンスは行うべきとの発
言があった。

　第３号議案　議長、副議長の選任の件
‥ 　寺川法人管理委員長より、議長・副議長として河原保
裕氏（埼玉）と田中一行氏（群馬）に依頼したと説明が
あった。打合せは当日１２時からとのこと。

３．決議事項
　第１号議案　休会に伴う会費等の減免等申請書
　‥ 　寺川法人管理業務執行理事が趣旨を説明し、可否を問
うたところ、全会一致で承認された。

　第２号議案　事務所移転に伴う案内状の作成に関する件
‥ 　南副会長が住所の表記など、連盟の書式にならい作成
するよう事務局に依頼、それを前提として可否と問うた
ところ、全会一致で承認された。

　第３号議案　講師謝金の支払いの件
　‥ 　矢津田危機管理委員長が趣旨を説明し、可否を問うた
ところ、全会一致で承認された。

　第４号議案　認定等委員会への回答方針の件
　‥ 　寺川法人管理委員長より、まずは現在の状況の説明
と、回答方針についての上程があった。審議の結果、
２０２１年度の遊休財産の超過、公益目的事業比率の未
達の理由については、研修事業における事業開催が遅れ
たことと、周年記念事業費用の残余分が公益目的事業会
計に含まれたことを主なものとして回答を作成すること
で、過半数（１３名）の承認を得た。

‥ 第５号議案　図書の廃棄に関する費用、移動の件
‥ 　寺川法人管理委員長より、趣旨説明があった。また、
業務委託契約書の作成は６月１２日に提出するとのこ
と。審議の結果、可否を問うたところ全会一致で承認さ
れた。またデータ化については無償ではなく、通常、業
者に頼んだ場合を参考資料とし、成果方式で検討するこ
ととなった。

‥ 第６号議案　ブランディングラボの件
　‥ 　児山広報普及IT委員長より、趣旨説明があった。審議
の結果、可否を問うたところ不要とのことで全会一致の
承認をみた。

‥ 第７号議案　１８ＮＳＪ埼玉サテライト出展に関する件
‥ 　大口イベント推進委員長より趣旨説明があった。審議
の結果、依頼が日本ボーイスカウト連盟本部からではな
く、埼玉県の連盟からあるということで、依頼書を日本
ボーイスカウト連盟本部もしくはその表記を加え再度発
行して貰うことを前提として、過半数（１４名）の承認
を得た。

　第８号議案　第１７回全国大会in愛知の負担金振込みについて
　‥ 　岡田事務局長より趣旨説明があった。可否を問うたと
ころ、全会一致で承認された。

４．監事講評
　濱田監事：公益認定等委員会との関係はきちんとしておい
てもらいたい。

　仲野監事：お互いコミュニケーションをとってうまくやっ
てもらいたい。

（報告：法人管理委員会）
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都道府県鍼灸師会の「プレスリリース」をお手伝いします。

　日本鍼灸師会では契約するプレスリリースサービスを通じ、ＴＶ局・新聞・雑誌・ニュースサイトなど最大１，０００名の
記者へ情報を発信しています。
　プレスリリース‥とは、報道発表資料のことです。企業や団体が、報道関係者に向けて自社のニュース‥（＝新規情報）
を簡潔にまとめた文書のことを指します。日本鍼灸師会が主体でおこなう事業のほか、各都道府県鍼灸師会・会員
個人の活動も発信を始めています。皆さんの活動を世の中にアピールしませんか？！

　詳細は日鍼会ホームページ（https://www.harikyu.or.jp/7952/）をご確認いただくか、お問い合わせください。
（広報普及ＩＴ委員会）

・各都道府県鍼灸師会主催の行事や研修会、普及活動
　（比較的大規模なもの）
・社会活動や慈善事業、災害支援
・市民公開講座や出前授業
・綬章や著しい功績
・研究、意識調査、書籍発行
・国際貢献、国際会議
・多職種連携、医療連携
・その他アピールしたいニュース　など

プレスリリース対象ニュース

第３回理事会報告

【日　時】２０２２（令和４年）６月１２日（日）‥
‥ １４：００～１４：５５
【場　所】ステーションコンファレンス万世橋
【出席者】１８名（理事１５名、監事２名、委員１名）
【議　長】要
【議事記録】寺川
【議事録署名人】要、仲野、浜田

【議　題】
１．審議事項
　第１号議案　業務執行理事の任命の件
　　　要議長より定款変更により現行の理事を全て業務執行
理事に任命とするとの説明があり全員が承認。

‥ 永 島 茂 雄‥理事：学術担当業務執行理事
‥ 堀 口 正 剛‥理事：研修担当業務執行理事
‥ 菅 野 幸 治‥理事：地域ケア推進担当業務執行理事
‥ 小林潤一郎‥理事：健保担当業務執行理事
‥ 児 山 俊 浩‥理事：広報普及IT担当業務執行理事
‥ 武 内 　 潔‥理事：会員管理担当業務執行理事

‥ 新 名 美 恵‥理事：組織担当業務執行理事
‥ 矢津田善仁‥理事：危機管理担当業務執行理事
‥ 髙 田 常 雄‥理事：スポーツ担当業務執行理事
‥ 大 口 俊 德‥理事：イベント担当業務執行理事
‥ 寺 川 華 奈‥理事：国際担当業務執行理事（法人管理業
‥ ‥ ‥‥‥‥‥務執行理事と兼務）
　第２号議案　資産管理運用規程案の件
‥ 　寺川法人担当業務執行理事より趣旨説明、一部修正を
含め、全会一致で承認。

　第３号議案　業務委託契約の件
‥ 　寺川法人担当業務執行理事より趣旨説明、一部修正を
含め、全会一致で承認。

‥ 第４号議案　休会に伴う会費等の減免等申請書の件（三重
県）

　‥ 　要会長より趣旨説明、全会一致で承認。
第５号議案　第１８回日本スカウトジャンボリーにおける

協力依頼について
　‥ 　要会長より趣旨説明、前提であった修正文書の提出が
あったため承認するとの説明。

‥ 第６号議案　名刺デザインの件
　‥ 　要会長より趣旨説明、Ｃ案が最多得点により決定と
なった。

‥ 第７号議案　未病に関する本会事業の方向性の件
　‥ 　寺川国際担当理事より趣旨説明、審議の結果、「未
病」に関するＷＧの起ち上げを行い、委員の選定など検
討の窓口を法人で設置するということに対し、全会一致
で承認。

２．監事講評
　（報告：法人管理委員会）
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リスクマネジメント研修会 報告
　危機管理委員会では、３月に発生した折鍼事故をうけて、
令和４年５月２４日（火）２０時３０分より、研修委員会・学術委
員会・組織委員会協力のもと、リスクマネジメント研修会を開
催した。平日の夜にもかかわらず、参加総数は７５３名で、そ
のうち半数以上の５７．３％が日本鍼灸師会の会員以外の方の参
加であった。こちらの予想をはるかに超える受講申込みがあり、
リスクマネジメントに対する関心の高さがうかがえた。研修会
は危機管理副委員長の是元佑太の開会挨拶で始まり、研修委
員長の堀口正剛氏が司会進行をつとめた。　　　　　　　　　　　‥
●演題１「令和４年３月に発生した折鍼事故について」
　危機管理委員長‥矢津田善仁氏が、この度のプロ野球選手
への折鍼事故の詳細を報告。

　事故の発生は３月２２日。同日中に当該施術者より福岡県師
会長に電話連絡があり、翌日２３日にスポーツ紙等で折鍼事故
によりローテーションを外されたことが報道され、同県師会で
は当該施術者からヒアリングを行い報告書を作成、鍼灸医療
安全性連絡協議会の招集を要請した。４月１２日には同協議会
が招集され、この件に関して共同声明を出すことを決定し、４
月２７日に共同声明の発出となったことが報告された。当該施
術者より聴取した内容として、使用した鍼、おこなった手技、
どのタイミングで折鍼が起こったのかなどを細かく説明した。
抜鍼困難となった後、温熱刺激や迎え鍼など筋緊張緩和を試
みたが改善せず、伏臥位に体位変換して鍼をまっすぐに引き
抜こうとした際に折鍼し、伏鍼となった。その後、患者に同行
し救急外来を受診。医師へ経緯を説明し、ＣＴ・レントゲンで
鍼を確認。医師が腰部を１センチほど切開して皮下約１センチ
の深さにあった断端を摘出した。患者は入院せずに帰宅し、２
週間ほどで現場復帰した。摘出された鍼については、感染予
防の観点より医師の判断で廃棄されたことなどが報告された。
　最後に、今回の当該施術者の事故対応は概ね問題なく、冷
静な対応であり、事故は誰にでも起こりうるものだと考えてお
くべきで、このようなことが起きた時に正しい対応をし、自分
を守るためにも、ぜひ、業団に入会をしていただきたいと話
を締めくくった。
●演題２　「折鍼事故を起こさないために知らなければならな

いこと」
　セイリン株式会社‥医療・企画推進課の西村直也氏にお話し
していただいた。

　受講者は自分で用意した鍼を指示通りに捩じり、鍼が折れる
のを体感した。実際に折れた鍼の拡大写真や顕微鏡写真を紹
介し、どのように鍼が折れているかの確認をした。
　続いて、製品添付文書どおりの適切な刺入深度について説
明をおこない、受講者はそれぞれ事前に用意した食器洗い用

スポンジに刺して、適正な深度をチェックした。横から見るの
と上から見るのではかなりの差が出るため、今一度、どのくら
い刺しているのかを再確認し、鍼を正しく使用してほしいと締
めくくった。
●演題３　「折鍼事故を起こした時の対応、リスクマネジメント」　
　森ノ宮医療大学医療技術学部鍼灸学科、森ノ宮医療大学鍼
灸情報センターの山下‥仁‥教授のご講演では、折鍼事故の対
応について深く掘り下げてお話しいただいた。

　まず運動鍼についてはっきりとした定義がなく、その背景
や、山下氏自身が明治鍼灸大学で習った方法を説明したうえ
で、どこでどういう形で学んだかによってさまざまな手技に
分かれるため、運動鍼という表現は誤解を招く恐れがあるた
め、今回の共同声明文には運動鍼という言葉は使わないこと
としたと説明した。
　次に、ここ十数年に国内で発生した折鍼事故の報告をま
とめたものを紹介。「特に、頸部と腰部に多いが、この部位
が折れやすいということではなく、施術頻度が高い部位の
ため、発生事例が多いということだろう。最近は画像診断
もかなり精度が上がり、抜去できるようになってきている
が、昔は取り出せない、見つからないという事例が多かっ
た。もう一つ、後頸部に多いが、それは自己鍼での事例が
多く、なおかつ無資格者が自分でやって折れてしまうといっ
たことが多い。ただし、これらの紹介したデータは報告され
て、論文になっているから認識されているだけで、氷山の一
角である」と述べられ、その理由としてアンケート調査した
ものを紹介した。これは６，０００件の開業鍼灸院に依頼し
て、２０００年からの１０年間で発生したものをまとめたも
ので、アクシデントを起こしてしまった時点での平均値は、
年齢５１歳、免許取得後の臨床年数２２年というもので、こ
の結果から、新米鍼灸師ではなく経験豊富な鍼灸師に多いと
いうことであった。そのうち折鍼事故は２．２％だった。ま
た、回答者全体のディスポ鍼の使用率が低いという傾向がみ
られた。最近、ネットやＳＮＳ等で「何十年もこのやり方で
事故を起こしていないから大丈夫」などと言っているところ
を多く見かけるが、山下氏は学生へのアドバイスとして、そ
ういう所ほど信用するなと教えている。
　続けて、鍼の抜き忘れが多く起こる部位についても紹介し
た。たとえば、天柱穴・風池穴は髪の毛で隠れ易く、臀部は
下着がずれ上がってきてしまうことで隠れ易く、足はタオル
をかけてそのままにしてしまうなど、こういった条件下で容
易に抜き忘れが発生することを指摘した。折鍼の機序につい
て、あくまで山下氏の感覚として、刺入している状態で鍼体
の途中から引きちぎられているイメージだという。また、渋
鍼が起こると冷静さを失い、無理やり引き抜こうとして引っ
張った際にちぎれてしまうのではないかと持論を示した。抜
鍼困難時の対処方法として、まず気を落ち着かせ、押手は離
さず、鍼はゆっくり真っ直ぐ引っ張ること、この時、回旋・
旋撚をしながら引っ張ることは絶対にしない、そして手の届
く範囲にピンセットなどを常に置いておき、これを日頃から
心がけておくことが重要だと説明した。もし、折鍼して断端
が見えなくなってしまった場合などは、刺鍼部に印をつけ、
きちんと患者へ説明し、医療機関へ同行してできる限り真摯
に対応する。そして、病院で抜去・摘出した鍼は、原因究明
のためにも重要な証拠となるので、受け取り、保管しておく
ことが大切である。その後のことは賠償責任保険会社の対応
になるということで終了した。
※山下氏の講義については準備が整い次第、ＮＥＬＳ（日本
鍼灸師会ｅラーニング研修）のコンテンツとして配信予定。
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鈴木雅雄先生　福島県立医科大学教授就任記念講演会

●演題４　「折鍼事故を起こした際の対応・賠償責任保険〜過
去の実例から学ぶ〜」　

　三井住友海上火災保険株式会社　広域法人部営業第一課　
佐藤響氏より保険会社の立場からお話ししていただいた。

　最近の折鍼事故の発生件数は２０１９年が３件、２０２０
年は０件、２０２１年は１件となっている。折鍼事故のケー
スを３つほど紹介、発生した事故の内容とそれに対する賠償
金額を紹介した。
　続いて一般的な事故発生から、解決、保険金支払いまでの

流れを説明。保険会社からの注意してほしい点として、まず
は事故発生までの機序を整理し、どのような施術だったのか
詳しく記述し残しておくこと、そして賠償金額をいくら支払
えるかなどの事前約束はしてはいけないこと、保険会社とし
ては責任がどの程度あるのかなどを調査したうえでさまざ
まなことを決めていくので、勝手に余計な話はしないように
述べられた。
　また、保険の性質上、示談代行交渉はできず、これは、支
払いをしないということではないので、誤解しないようにし
てほしいとのことだった。以上のことに気をつけ、相手への
誠意ある対応に努めていただきたいと締めくくった。

　最後に危機管理委員長‥矢津田が閉会の挨拶をして研修会
は終了した。
　研修会終了後、すぐにアンケート画面への切り替えをおこ
ない、回答のお願いをしたところ、参加人数７５３名のうち
４０４名から回答があった。今回の研修会を何で知ったかに
ついての回答は「所属している鍼灸師会からの案内」「ＳＮＳ」
の順に多かった。会員外の方に大勢参加していただけたのは
ＳＮＳのおかげだと予想される。次に、参加者の約４分の１
の方が運動鍼をおこなっており、過去５年間で重大アクシデ
ントを経験したことがあると答えた方は３１名（８％）とい
う結果となった。その他、過去５年間でのインシデントの有
無やアクシデントの詳しい内容、あなたの考える運動鍼とは、
実務経験年数などなど、受講者に詳細に回答していただけた
が、この内容は非常に貴重なものなので、しっかりとまとめ
たうえで全国大会や学会等で発表したいと考えている。

　令和４年４月２４日に鍼灸師としてはじめて国公立、私立
医科大学の教授に就任された鈴木雅雄先生（福島県立医科大
学‥会津医療センター付属研究所‥漢方医学研究室）の教授就
任記念講演会「福島から世界へ鍼灸のエビデンス」が、福島
県鍼灸師会主催の県民公開講座として、郡山駅に隣接する
ビッグアイ郡山市民プラザにおいて開催されました。
　今回、鈴木教授にお祝いとご挨拶のため、日本鍼灸師会か
ら中村副会長と地域ケア推進委員会の菅野が現地にうかが
いました。

　開会は福島県鍼灸師会‥三瓶会長の挨拶で始まり、第１部
は「会津医療センターの鍼灸研修について」というテーマで、
福島県立医科大学会津医療センター後期研修生‥津田恭輔先
生が、前期２年・後期３年ある研修について、現在３年目で
あるご自身の体験を交えながらお話しくださいました。
　そして第２部は、「福島から発信する　鍼灸のエビデンス」
というテーマで　鈴木雅雄教授の講座がおこなわれました。
今回の講座は、ご自身もおっしゃっていましたが、国公立、
私立の医科大学で初めて鍼灸師が教授に就任されたという

こともあり、所信表明的な強い決意を感じるものでした。
　はじめに「会津から福島を、会津から日本を、会津から世
界へ、鍼灸のエビデンスを出す」という目標を掲げ、鍼灸の
道を目指されたきっかけが幼少期に喘息をわずらい鍼灸治
療を受けたこと、そして、研修生時代の苦労話、病院勤務を
されていた頃の振り返りや大学での研究などを交えながら、
教授までの道のりをお話しくださいました。
　その中で、鈴木教授が現在取り組まれている話がありまし
た。一つはデータベースの構築。医科大学だからできる研究・
臨床から、データを集めエビデンスとして論文等に使えるも
のにしていく。もう一つは地域医療について、県立病院の役
割として、地域包括ケアシステムの中での鍼灸師の役割の確
立、福島県立医科大学が取り組んでいる在宅医療とのこれか
らの連携、福島県立医科大学と地域鍼灸師との連携につなげ
ていきたいとの目標をお話しくださいました。
　最後に福島県鍼灸師会より時間をいただき、要会長の名代
として中村副会長がお祝いの言葉を述べるとともに、「会津
から福島を、会津から日本を、会津から世界へ、鍼灸のエビ
デンスを出す」という鈴木教授が掲げる目標について、鍼灸
師にとって夢のある話であり、われわれ日本鍼灸師会にも協
力させていただき
たい、との意向が
示されました。そ
して、教授からも
快諾のお言葉をい
ただくことができ
ました。日本鍼灸
師会としても、こ
のつながりを大切
にしていきたいと
思います。

（報告：地域ケア推進委員長‥菅野幸治）

所属している鍼灸師会（団体）45％

研修会を何で知りましたか？ 運動鍼をおこなっていますか？ 過去 5年間で重大なアクシデントを
経験したことがありますか？

SNS (Facebook、Twitter など )30％

友人からの紹介　12％

学校からの案内　7％

はい

いいえ

ある

ない
日本鍼灸師会ホームページ　5％

セイリンのセミナー　1％

45％

24％
8％

92％76％

1％

5％
7％

12％

30％

（報告：危機管理副委員長‥是元佑太）
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第１７回公益社団法人 日本鍼灸師会

全国大会 in 愛知
「ヒトを診る　－東洋医学の全体観－」

　（一社）愛知県鍼灸師会は、ただいま全国大会へ向け全力で準備を進めております。今回、確定した内容から
ご紹介するのは、お招きする講師の方々です。医師・鍼灸師・臨床心理士と、まさに「ヒトを診る」のテーマに沿っ
た魅力的な講座とシンポジウムを企画しております。ぜひ、ご参加ください。

会　期

開催方式

令和４年12月3日（土）・4日（日）

会場およびWeb配信によるハイブリッド方式

※上記内容は本号発行時の予定であり、変更の可能性もあります。詳しい内容は、今後、日本鍼灸新報、日鍼会ホームページ、
メールマガジン、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎsｔａｇｒａm等で発信してまいります。

会　場 ウインクあいち （愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４－３８）

名古屋観光地紹介
外国人観光客に大変人気のあ
るオアシス２１。
夜はライトアップされ幻想的な
姿が見られます。
また、登録有形文化財のテレビ
塔には、展望台だけでなく宿泊
施設もあります。（会場から車
で約 10 分）

‥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　東海北陸ブロック
‥担　　　当　一般社団法人‥愛知県鍼灸師会‥‥　支援事業者　西鉄旅行株式会社‥
　　
‥大会事務局　第１７回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会事務局
　　　　　　‥〒４５１－0063　愛知県名古屋市西区押切２－２－５
‥ ‥‥ 　　　　　　‥‥一般社団法人愛知県鍼灸師会事務局‥内
　　　　　　‥TEL‥０５２－９０８－０１２３　FAX‥０５２－９０８－００８６

講師名
（五十音順・敬称略） 所属・役職など

伊藤　京子 医　師　名古屋大学大学院‥医学系研究科‥総合医学専攻‥総合診療医学‥客員研究者
首藤　傳明 鍼灸師　日本伝統鍼灸学会‥相談役、弦躋 (げんさい )塾‥塾長

菅原　正秋 鍼灸師　東京有明医療大学‥保健医療学部鍼灸学科、
　　　　全日本鍼灸学会‥臨床情報部‥安全性委員会‥委員長

鈴木　雅雄 鍼灸師　福島県立医科大学‥会津医療センター付属研究所（漢方医学研究室）　教授

高橋　徳幸 医　師　名古屋大学‥医学系研究科‥地域医療教育学寄附講座‥特任助教、
　　　　名古屋大学医学部附属病院‥総合診療科

寺澤　佳洋 医師・鍼灸師　長崎県南島原市口之津病院、県立島原病院‥勤務

鳥海　春樹 鍼灸師　慶應義塾大学‥医学部‥漢方医学センター‥講師（非常勤）‥、
　　　　慶應義塾大学‥医学部‥神経内科‥講師（非常勤）

中村　　聡 鍼灸師　日本鍼灸師会‥副会長
馬場　道敬 鍼灸師　経絡治療学会‥副会長、馬場回生堂鍼灸療院‥院長

伴　信太郎 医　師　愛知医科大学‥医学教育センター‥特命教育教授、
　　　　中津川市地域総合医療センター‥センター長

藤江里衣子 臨床心理士　藤田医科大学‥医学部‥医療コミュニケーション‥
藤本　新風 鍼灸師　北辰会‥代表理事、藤本玄珠堂‥院長

船水　隆広 鍼灸師　呉竹学園‥臨床教育研究センター　Manager、　
　　　　経絡治療学会‥評議員、日本伝統鍼灸学会‥理事

松久　貴晴 医　師　名古屋大学大学院‥医学系研究科‥総合医学専攻‥総合診療医学‥客員研究者
水谷　潤治 鍼灸師　北米東洋医学誌編集‥主幹（カナダバンクーバー在住）
矢津田善仁 鍼灸師　日本鍼灸師会　危機管理委員会‥委員長

代議員補欠選挙結果のお知らせ
　公益社団法人日本鍼灸師会

代議員選挙管理委員会
委員長　深澤‥栄一

　神奈川県の代議員補欠選挙について、６月５日に補欠選挙を実施した結果、無投票当選で下記の者が代議員となり、
翌日公示しましたことをお知らせいたします。

神奈川県選挙区（１名）‥：‥大屋　‥朗
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鍼灸師養成大学における基礎・臨床研究の紹介
　今回の研究では、インターネットの情報より、受療し通院し
た方の紹介「クチコミ」が勝ると結果は示しています。患者
を増やす手がかりのひとつになるかもしれません。

　　　　　　　　　　　　　‥‥‥（広報普及ＩＴ委員会）　　　　　　　‥

－附属鍼灸センター患者の受療の契機となった情報に関する検討－
水出　靖 1,2)‥‥‥木村友昭 1,2)‥‥Chuluunb‥at‥Oyunchimeg‥1,2)‥‥
松浦悠人 1,2)‥‥高梨知揚 1,2)‥‥藤本英樹 1,2)‥‥菅原正秋 1,2)‥‥高山美歩 1,2)

谷口博志 1,2)‥‥矢嶌裕義 1,2)‥‥古賀義久 1,2)‥‥安野富美子 1,2)‥‥坂井友実 1,2)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　　‥‥1)‥東京有明医療大学‥保健医療学部鍼灸学科
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　　‥‥‥2)‥東京有明医療大学‥附属鍼灸センター

　

　東京有明医療大学附属鍼灸センターは、鍼灸臨床を通じた
教育・研究、社会貢献を目的に２０１１年１月に大学構内にて開
業した。２０２１年１２月末までの１１年間における来院患者のの
べ人数は４９，２２５名であり、年間来院患者数は、新型コロナ
ウイルス感染拡大によって１ヶ月間の休診およびその後の受け
入れ患者数の制限を余儀なくされた２０２０年を除き増加傾向
である（図 1）。本鍼灸センターにおける活動の成果は、基

礎・臨床・疫学研究として関連学会等において報告してきた。
本稿では、この中から当センターの患者が受療する契機となっ
た情報に関する研究について概要を紹介する。
【目的】本センターは鍼灸の教育・研究・地域貢献を目的とし
ており、この目的を果たすには幅広く患者を受け入れ、多様
な症例に対応する必要がある。その方策の一つとして、患者
の受療行動の把握が重要であることから、初診患者がセンター
を受療する契機となった情報（以下、受療情報）を分析した。
【方法】開業した２０１１年１月から２０１８年９月末（稼
働日数：１，７７８日）の初診患者１，８１５名の中から、
予診票で受療情報に関する項目に回答のあった１，６０６名
（８９％）の内容について分析した。
【結果】受療情報は、①広報（看板、チラシ、ホームページ）、
②紹介（個人や医療機関等）、③啓蒙（大学内外のイベントで
の鍼灸ならびに鍼灸センターの紹介や治療体験、本学教員の
講演、雑誌・テレビ番組等）といった３つのカテゴリーに分類
された。集計期間全体では「紹介」（５８％）が最も多く、次
いで「広報」（２７％）、「啓蒙」（４％）、「無回答」（１１％）だっ
た。経時的にみると、開業した２０１１年は「紹介」（４４％）と「広
報」（４３％）がほぼ同率で、「啓蒙」（０．４％）は少数だったが、
２０１８年には「紹介」（６９％）と「啓蒙」（７％）が増加し、「広報」
（２１％）が減少した。具体的には、開業当初は看板や本学関
係者からの紹介が多かったが、次第に知人や家族の紹介が増
加した（表 1）。
【考察・まとめ】以上のとおり、受療の契機となった情報で多
かったのは、当初の広報や大学関係者からの紹介等本センター
や大学側からの働きかけであったものが、次第に知人の紹介
等のいわゆる口コミに変化し、単に鍼灸センターの存在を知
らせる広報ではなく、臨床活動の実績を踏まえた啓蒙による
情報が増加傾向だった。これは、日常の診療が患者から信頼
を得たことやスタッフの発信した情報が認知され、一定の評
価が得られたことを示すものであり、今後さらに診療の質の
向上とともに、その成果を発信していくことが重要であると考
えられた。
　なお、以上は第６８回（公社）全日本鍼灸学会学術大会に
おいて報告した内容の一部である。‥

東京有明医療大学における
はりきゅうの基礎・臨床研究について

保健医療学部鍼灸学科 水出　靖

人
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図1　年間来院患者数の推移

表1　具体的な受療情報の上位６位の経時的変化　　　　　　　　‥‥（　）内は実数
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

1 位 看板
28.7％

看板
16.2％

知人
21.7％

知人
28.4％

知人
27.4％

知人
39.4％

知人
38.5％

知人
39.9％

2 位 大学関係者
15.9％

知人
15.3％

看板
19.6％

家族
13.2％

看板
15.2％

家族
19.2％

家族
16.8％

家族
15.2％

3 位 知人
13.9％

家族
13.9％

大学関係者
17.8％

インターネット
11.7％

家族
13.9％

インターネット
15.5％

大学関係者
11.1％

看板
9.0％

4 位 インターネット
12.7％

医療機関
12.9％

家族
16.1％

看板
11.7％

インターネット
12.2％

看板
11.3％

インターネット
7.4％

インターネット
8.4％

5 位 家族
11.6％

インターネット
10.5％

インターネット
10.4％

大学関係者
8.9％

大学関係者
11.3％

大学関係者
6.6％

看板
7.4％

大学関係者
7.3％

6 位 医療機関
1.6％

大学関係者
7.7％

医療機関
3.9％

イベント
1.6％

イベント
1.3％

イベント
2.8％

イベント
5.7％

イベント
5.1％

■‥広報　■‥紹介　■‥啓蒙
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　令和４年１月１７日、京都府庁において、京都府と
公益社団法人京都府鍼灸師会、公益社団法人京都府鍼
灸マッサージ師会、公益社団法人京都府視覚障害者協
会、一般社団法人京都府あん摩マッサージ指圧師会の４
団体が連名で、「災害時におけるあん摩マッサージ指圧
師、はり師及びきゅう師の業務の提供に関する協定」を
締結、調印しました。この結果、災害時には現地被災状
況のタイムリーな情報が得られ、行政からの要請による
現地での活動を行うことにより、スムーズに避難所で不
眠や食欲不振、足腰の痛みや肩こり等の避難生活由来の
さまざまな症状に苦しんでおられる被災者の方々に、い

ち早く鍼灸・マッサージの施術をし、症状の緩和を図る
ことができるようになりました。

（報告：公益社団法人‥京都府鍼灸師会）

京都府と「災害時におけるあん摩マッサージ指圧師、
はり師及びきゅう師の業務の提供に関する協定」を締結

　‥令和４年３月１６日、愛知県公館において、愛知県と一
般社団法人愛知県鍼灸師会および一般社団法人愛知県鍼灸
マッサージ師会が、「災害時のあん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師の救護活動に関する協定」を三者協定と
いう形で締結、調印しました。今後は地震などの大規模災
害時において、自治体の指示のもと迅速な救護活動を行う
ことが可能となりました。これを機に、ＪＩＭＴＥＦ（国
際医療技術財団）の研修や、ＤＳＡＭ（災害支援鍼灸マッ
サージ師合同育成講習会）による「災害支援鍼灸マッサー
ジ師」といった専門的な知識を持つ鍼灸師の養成やシミュ
レーション訓練などを行い、即座に災害対応できるよう、
さらなる備えが急務と感じます。

愛知県と「災害救護活動協定」を締結

左から、（一社）愛鍼会‥長谷川栄一会長、大村秀章‥愛知県知事、（一社）
愛鍼マ会‥中川‥徹会長

（報告：一般社団法人‥愛知県鍼灸師会）

販売価格は、５０部で１，０００円です。※別途、消費税・送料がかかります。
ご注文は日本鍼灸師会事務局宛に、メールまたはＦＡＸでお願いいたします。

　日本鍼灸師会 事務局 E-mail:info@harikyu.or.jp ／ FAX:03-5944-5087
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健保委員会）

「はり・きゅう保険ガイド」改訂のお知らせ
「はり・きゅう保険ガイド」の同意期間と署名の説明部分を改訂しました。

（外面） （内面）
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［会員］マイページ機能 新設のお知らせ
　研修委員会では、ｅラーニングコンテンツの有料配信システムの一部を転用し、［会員］マイページ機能を新設いたし
ました。
　［会員］マイページは、日本鍼灸師会会員のための、個人専用のインターネットサービスです。ご登録をいただくと、
会員の皆さまの登録基本情報、研修受講履歴（ＮＧＫシステム利用者）、日本鍼灸新報送付先、労災保険・賠償保険の
加入状況、鍼灸ネットへの登録状況の確認が可能となり、ご自身で個人情報の変更も可能です。
　２４時間・３６５日、いつでも無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

（研修委員会）

　　　　　　　　　　　
日本鍼灸師会×しんきゅうコンパス
コラボレーション企画始動！
しんきゅうコンパスとは全国の鍼灸院が検索できる検索サイトです。

■企画内容
ダッシュボード (管理画面 )で登録した鍼灸院様のページに、加盟業界団体が表示されます。

PC画面での表示 スマホ画面での表示

　患者さんに、貴院が業界団体に加盟している信頼度の高い院だということがわかり、これまで以上に安心して来
院できるようになります。
　なお、しんきゅうコンパスに未登録の先生は、無料で担当スタッフが電話インタビュー後、貴院のページ作成を
行います。以下からインタビューのご予約を頂きますよう、お願い致します。

　　　　　　　　　https://shinq-compass.eeasy.jp/application_agency

ご不明点は下記までお気軽にお問い合わせください。

（広報普及ＩＴ委員会）

しんきゅうコンパス運営事務局　　

ＴＥＬ：０３-６７２１-７４１６　（１０：００～18：00）　　‥‥Ｅ-ｍａｉｌ：info@shinq-compass.jp



はい

いいえ

新規発行

１年以上
本籍・氏名
変更あり※

財団に有効期限
の問合せ

更 新

書換え

再交付

更 新

紛失・き損

１年以内

期限切れ

不明

保有証の
有効期限内
ですか。

保有証を初めて
申請しますか

令和４年度「厚生労働大臣免許保有証」
申請受付開始
令和４年７月１日 (金 )～８月３１日 (水 )

　「厚生労働大臣免許保有証」の申請受付を７月１日 (金 )より開始いたします。申請受付は年１回のため、受付期間内
に各都道府県鍼灸師会へお申込みください。

【下記書類をダウンロードしてご準備ください】
　▶申請者用‥手引き
　▶厚生労働大臣免許保有証交付依頼申請書
　▶写真貼付用紙
　▶申請書類チェックシート
　▶個人情報取扱同意書

まずは下図でご自身の申請区分をご確認ください。 ◆申請前の注意点◆
・‥ 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、
免許証の「登録事項変更手続き」が必要です。

　上記手続きを済ませてから免許保有証の申請が可能と
なります。

＜お問合せ先＞
（公財）東洋療法研修試験財団（03-5811-1666）
（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◆
　１）申請書・写真用紙
　２）住民票：「本籍地記載のもの」で発行日から６ヶ月以内のもの
‥ ※本籍地未記載の住民票を提出の場合は、再発行が必要となります。ご注意ください。
　３）本人確認書類：運転免許証、個人番号カード（マイナンバーカード）など
　４）免許証のコピー：知事免許証で【新規】・【書換え】申請の方のみ提出
‥ ※今回、更新申請の方は免許証コピーの提出は不要です。
‥ ※裏面に記載がある場合は、両面のコピーが必要となります。
　５）写　真‥：パスポートサイズ　２枚（縦 4.5cm×横 3.5cm、縁なし）
　６）保有証返送用封筒：長３定型封筒（12cm× 23.5cm）に簡易書留郵送料４０４円分を貼付
　７）保有証のコピー：【書換え】・【更新】申請の方、表面のコピー

◆申請手数料◆※支払方法につきましては、各都道府県鍼灸師会にお問合せください。
　　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

◆保有証の送付◆
（公財）東洋療法研修試験財団から令和５年３月（予定）に交付を受け、日鍼会事務局で確認次第、各都道府県
鍼灸師会へ発送いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報普及ＩＴ委員会）

労災保険の募集について
　ひとり親方のあはき師も、労災保険に加入することができるようになりました。
　労災保険は、労働者の業務災害・通勤災害の補償を行う制度で、格安な費用で手厚い補償が受けられます。治療費
用の全額、休業４日目から基礎日額の８０％、障害等級に応じた年金や一時金、死亡時にはご家族へ年金や一時金支
給等のさまざまな補償が受けられます。ご加入を希望される方は、ご自身で申込み受付けサイトからお手続きいただく
予定です。募集開始につきましては、日鍼会ホームページ等でご案内いたします。

（組織委員会）

詳細は、
日本鍼灸師会ホームページ
をご覧ください。
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　２０２２年６月３日（金）から５日（日）の期間、第
７１回全日本鍼灸学会学術大会東京大会が、会場とオンラ
インのハイブリッド形式で開催された。会場には想像以上
にたくさんの参加者が来場しており、久しぶりに活気のあ
る学会だった。４日（土）の開会式をスタートに、さまざ
まな講演が行われた。今回は会場が２つあり、両会場間
の距離が離れていたため、聞きたい講演が他方の会場で
行われると移動時間で間に合わないこともあったが、アー
カイブ配信で見ることができるという安心感があり、ハイ
ブリッド開催の利便性を実感した。シンポジウム「精神領
域における鍼灸の役割」では、会場とサテライト会場と
もに満席で立ち見がでるほどで、精神領域への関心の高さ
がうかがえた。５日（日）には、サテライトセッションと
して美容鍼灸をテーマとした講演やシンポジウムが行わ

れ、顔面部へ刺鍼をおこなう際のリスク管理や美容鍼灸の
最新の知見についても知ることができた。比較的新し
い分野である美容鍼灸についても研究が進み、今後の
鍼灸業界発展の後押しになるのではないかと感じた。ま
た、同日には臨床情報部安全性委員会ワークショップが開
催された。３月に発生した折鍼事故を受け、急遽二部制に
プログラムが変更され、１部は従来のプログラム、２部は
「折鍼・伏鍼に関する注意喚起と予防策」と題して、本会
もメンバーとして加わる「鍼灸医療安全性連絡協議会」か
ら先日発出された共同声明なども交えて講演が行われ
た。質疑応答では本会危機管理委員会から２名が質問
・要望を行い、その他活発な意見が飛び交った。
（報告：広報普及ＩＴ委員会　端場真美弥・矢津田善仁）

第７１回（公社）全日本鍼灸学会学術大会東京大会レポート
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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

栃　木 木下　敦夫 R4.‥‥3.23(61 歳 ) 兵　庫 中井　幸三 R4.‥‥5.22(68 歳 )

奈　良 伏山　忠雄 R4.‥‥3.16(88 歳 ) 愛　媛 重松　征義 R4.‥‥5.10(82 歳 )

福　岡 枝村　和樹 R4.‥‥5.‥‥6(71 歳 )

■入会者３６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

青　森 笹本　隆大 千　葉 安居　利博 岐　阜 川本　晴之

宮　城 鈴木　真太郎 東　京 狩野　奈緒美 静　岡 田邉　泰士

山　形 草野　久一 東　京 岸野　起也 愛　知 平野　恭子

福　島 髙橋　美雪 東　京 上妻　扶久子 兵　庫 谷村　裕充

福　島 髙橋　吉明 東　京 竹内　廣尚 奈　良 伏山　和夫

福　島 三村　聡 東　京 平田　惠子 和歌山 藪下　典子

茨　城 織田　将人 東　京 廣瀬　美智子 広　島 今井　武司

群　馬 太田　智洋 東　京 松原　麻美 徳　島 森藤　瑞穂香

埼　玉 小木曽　健豊 東　京 百瀬　尚 福　岡 亀田　航

埼　玉 清水　健 神奈川 田村　真悟 熊　本 山内　晶子

千　葉 菅野　泉 長　野 小山　誠子 沖　縄 照屋　サンドラ

千　葉 森田　智 長　野 髙村　克己 沖　縄 宮里　真一郎

会員の異動（２０２２年 3 月１6 日〜 ６月１５日）



日鍼会 会務報告（2022年 3 月 16 日〜 6 月 15 日）

 3月
４日（金） 第７回組織委員会（Ｗｅｂ会議）、４団体長会議（Ｗｅ
ｂ会議）

６日（日） 広報普及ＩＴ委員会（Ｗｅｂ会議）
７日（月） 健労災特別加入前田事務所面談（ホテルベルクラッシッ
ク東京）

９日（水）‥新事務所・会議室内装打合せ（ＢＭＣスタジオ）
１０日（木） 健康日本２１（Ｗｅｂ会議）、賃貸区画１Ｆ（４２．９１
坪）内覧希望者対応（シティハウス南大塚レジデンス）

１１日（金） ＮＥＬＳコンテンツの再構築について（Ｗｅｂ会議）
１２日（土） ＮＥＬＳコンテンツ講師候補との打合せ会議（ルノ
アール新橋汐留口駅前店会議室）、第１１回法人管理委員会会議
（Ｗｅｂ会議）

１４日（月） 第２７８回実務者協議（Ｗｅｂ会議）
１５日（火） 労災特別加入ＴＳＣ東京（株式会社ＣＡＣ）面談
（シャングリ・ラ東京）

１８日（金） 東京海上日動火災保険との面談（Ｗｅｂ会議）、第４
回あはき等法推進協議会（Ｗｅｂ会議）、第１９回７０周年記念
事業委員会（Ｗｅｂ会議）

２２日（火） ＮＥＬＳの概要と目的および研修コース等についての
再考（Ｗｅｂ会議）

２３日（水） 第２７９回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、第１８回国際
委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２４日（木） 第２４回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（Ｗｅｂ会議）

２６日（土） 経絡治療学会祝賀会（有明ガーデンコンファレンスセ
ンター）

３０日（水） ＮＨＫ番組二次使用企画会議（Ｗｅｂ会議）

 4月
１日（金）‥日本視覚障害者連盟との会議（日本視覚者連合会）、第
２８０回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、第６回青年委員会（Ｗｅｂ会議）

５日（火）‥４団体長会議（Ｗｅｂ会議）
６日（水） 第２８１回実務者協議（Ｗｅｂ会議）
７日（木） 第２８２回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、機能訓練指導員
協会運営会議（東京都柔道整復師会館）

１１日（月） ４団体長会議（Ｗｅｂ会議）
１２日（火）‥危第２８３回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、鍼灸医療安
全性連絡協議会（Ｗｅｂ会議）、第１回地域ケア推進委員会（Ｗ
ｅｂ会議）

１４日（木）‥４団体長会議（Ｗｅｂ会議）
１５日（金） 第２８４回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、医療技術者団
体協議会臨時総会（ルポール麹町）

１６日（土） 経絡経穴研究会決算、令和４年度予算（Ｗｅｂ会議）
２０日（水） 第１回健保委員会（Ｗｅｂ会議）
２１日（木） ４団体長会議（Ｗｅｂ会議）、広告のあり方検討会
（Ｗｅｂ会議）、第１回労災特別加入に関する３団体協議会（Ｗ
ｅｂ会議）、備品の整理と処分について（ヒガシ２１さいたま営
業所）

２２日（金） 第１回危機管理委員会（Ｗｅｂ会議）
２４日（日） 福島県立医科大学会津医療センター附属研究所漢方
医学研究室鈴木雅雄先生教授就任記念講演会（ビッグアイ郡
山市民プラザ）

２６日（火） 第２８５回実務者協議（Ｗｅｂ会議）、第１回組織委員会
（Ｗｅｂ会議）

２７日（水） 第２回労災特別加入に関する３団体協議会（Ｗｅｂ会
議）、ＪＩＭＴＥＦ災害医療委員会（Ｗｅｂ会議）、第1回国際

委員会（Ｗｅｂ会議）
２８日（木） 第１回生涯研修実施作業部会（Ｗｅｂ会議）、第２回地域
ケア推進委員会（Ｗｅｂ会議）

 5月
３日（火） 第３回労災特別加入に関する３団体協議会（ホテル・ベ
ルクラッシック東京・大塚）

６日（金） 第２５回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ
師圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会（Ｗｅｂ会議）、第２
回危機管理委員会（Ｗｅｂ会議）

７日（土） ２０２１年度監査会（ＢＭＣ大塚スタジオ）、テナント
入居者との顔合せ（ホテル・ベルクラッシック東京・大塚）、第
１回法人管理委員会（Ｗｅｂ会議）

９日（月） 新会館テナントの契約書内容等の確認について（ルノ
アール池袋北口店）、ヒガシ２１への出向（図書並びに什器の保
存・廃棄に関する仮決め）（ヒガシ２１埼玉県戸田市）、マイ
ページ構築打合せ会議（Ｗｅｂ会議）

１０日（火） 厚労省保健局医療課訪問（厚労省）、第３回労災特別加
入に関する３団体協議会（ホテル・ベルクラッシック東京）

１２日（木）‥第３回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）
１９日（木）‥医療技術者団体協議会臨時総会（都市センターホテ
ル）、マイページ構築のための鍼灸ネット登録者情報抽出作業
（自宅ＰＣ）

２０日（金）‥ スチール・ラックの搬入と組立作業（日鍼会新会
館）、新会館内装工事に伴う検査の実施（新会館事務所）、新会
館駐輪場追加３台分確保の件（ホテル・ベルクラッシック東京・
大塚）、日本財団災害に備えるワークショップＩＮ宮城県丸森町
～災害をとおして地域の未来を考える～（旧丸森町立大内小学校
（宮城県）、第１回あはき等法推進協議会（Ｗｅｂ会議）

２４日（火）‥リスクマネジメント研修会（Ｗｅｂ会議）
２５日（水）‥あはきを考える国会議員の会総会打合せ（厚労省・参
議院会館）

２６日（木）‥第４回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）
２７日（金）‥新会館内装工事完成に伴う是正検査の確認と大塚商会
のLAN配線に係る調整（新会館事務所）

３０日（月）‥ＩＳＯ／ＴＣ２４９新規企画案「灸具燃焼生成物の安
全に関する企画」国内ＴＦキックオフ会議（Ｗｅｂ会議）

 ６月
３日（金） 第２回法人管理委員会（Ｗｅｂ会議）、公益社団法人全
日本鍼灸学会顧問参与会議鍼灸学術団体会議（有明ガーデンコン
ファレンスセンター）、代議員総会配信業者青樹劇場と事前打合
せ（Ｗｅｂ会議）

４日（土） 公益社団法人全日本鍼灸学会全国大会開会式出席挨拶
（有明医療大学花田ホール）

５日（日） 福島県立医科大学会津医療センター鈴木雅雄教授との懇
談会（有明ガーデン内サンマルク・コンファレンスルーム）

６日（月）‥代議員総会配信業者青樹劇場とリハーサル（ステーショ
ンコンファレンス万世橋）

８日（水）（一社）内外情報調査会東京本部懇談会への参加（東京會
舘）

９日（木） 第２回健保委員会（Ｗｅｂ会議）
１０日（金） 厚労省保健局医療課訪問打合せ、労働基準局補償課挨
拶、社会・援護局保護課挨拶（厚労省）、就業規則等改定打合せ
（ルノアール西日暮里）

１１日（土） 映画監修打合せ（会館会議室）
１５日（水） 前田事務所打合せ（前田事務所）

　旧鍼灸会館建て替え工事のため、２０１８年１０月より
西巣鴨の仮事務所にて業務をしておりましたが、本工事・内
装工事が無事完了し、２０２２年５月３０日に引越し作業を
終え、６月１日より平常業務を開始いたしました。この３年
半、会員の皆さまには何かとご不便おかけしました。
　住所（番地）は、移転前と同じ豊島区南大塚３-４４-１４で
す。電話番号（０３-５９４４-５０８９）、ＦＡＸ番号（０３-
５９４４-５０８７）も変更ありません。
　同建物２階には、当会事務所の他に会議室２部屋がありま
す。そのうちの一室は日本鍼灸師連盟が共有します。また
（公社）東京都鍼灸師会が同フロアに入居し、７月より業務
開始予定です。１階の賃貸スペースには、歯科医院がこの９
月に開業予定です。
　会員の皆さまにはぜひ一度、ご来訪いただければ幸いで
す。

新事務所に移転しました

（報告：法人管理委員会）
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まだ鍼灸ネットに登録していないあなたへ！
https://www.hariq.net/
とても簡単な SEO 対策の更新方法も必読です。

　日本鍼灸師会の会員だけが登録できる鍼灸院検索サイト『鍼灸ネット』。無料で簡単に簡易ホームページが作成でき
て、グーグル検索でも上位にヒット！自院のホームページへ誘導することもできます。
▶登録は簡単！
　トップ画面上部の左から３番目のバナー【鍼灸院の登録】
をクリックして、各項目を入力するだけです。なお、登録
には日本鍼灸師会に提出した電話番号を使用してください。
電話番号は、一度登録した後に変更することができます。
▶なぜ検索で上位にヒットするの？
　最近、ＳＥＯ対策で話題のひとつが、グーグルの検索エ
ンジンでは、「公益法人」を上位に表示するということ。鍼灸ネットは「公益社団法人‥日本鍼灸師会」が運営するサイ
トと明確に表示しているため、まずそれに該当します。そして、まめにホームページを更新すること。検索エンジン（ヤ
フー、グーグル）では最新の情報を伝えるために、常に更新日時をチェックしています。「そうか、鍼灸ネットは日鍼
会が更新をしてくれるからトップに上がりやすいんだ！」・・・実はそうではないのです。では、誰が更新をしている
のでしょうか？それは登録をした皆さまなのです。鍼灸ネットは毎日多くの人が更新をしています。更新が絶えない
ため、他のサイトよりも上位にヒットしやすいのです。
▶でも更新は面倒じゃないの？
　「ブログでも書いたりしないと更新にならないんじゃないですか？忙しいし面倒なんですよ。」そう思う方も多いと思
います。しかし、更新とは特別な作業ではないのです。グーグルのＳＥＯ対策はファイルの更新日時を見ているだけで、
内容に関してチェックしているわけではありません。ということは、何か変化を作れば良いわけです。
　例えば、鍼灸ネットで更新をしてみましょう。トップ画面上部のバナー【登録情報を変更】から入り、次ページ下部
の【一覧表示】をクリック。次ページの【変更 /削除】をクリックし「登録する鍼灸院の施術（サービス）内容をご
記入ください」の一覧から一つ選んで、ご自分で記入した文字の後ろにスペース（空白文字）を入れるだけです。そ
して、ぺージ最下部の【更新】ボタンをクリックする。画面上の見た目は変わりません。後日、そのスペース（空白
文字）を削除して更新する。これを繰り返すだけです。とても
簡単だと思いませんか？　（お盆休みや正月休みのお知らせ程
度は、伝えたほうがいいと思いますが・・・）
　これは自院のホームページも同じです。何か内容を変えようと
考えるとたいへんですが、　この方法なら無料かつ簡便で、まめ
に更新できる一番のＳＥＯ対策です。ぜひ一度お試しください。

編集後記
　先日、人生で初めての潮干狩りを体験しました。アサリを目
当てに、海岸沿いでクマデを手に掘りましたがなかなか見つけ
られず、しかし少し沖の方へ足を伸ばすと、砂の中５～１０ｃｍ
の深さに大きめの白い貝がざっくざっくとお宝のように現れて、
家族のためにと夢中になり３０枚ほどをゲット。さぞかし家族が
喜ぶかと思いきや、まったく喜ばれず！私が採ったのは「カガ
ミ貝」といい、食べられないことはないけれど砂抜きにたいへ
ん時間がかかり、あまり美味しくない貝とこのこと。せっかく頭
を日焼けしながら採ったのに。まさに、初心者あるあるでした。
　ただ、まだまだ感染予防は必要ですが、少し新型コロナウ
イルスの感染拡大が落ち着いてきたことで、こんな体験もで
きるようになったのだと感じました。それにしても、「カガミ貝」
とは知らずにお宝と思って採取しているときが一番楽しかった
なぁ。蒸し暑い日がまだまだ続きますが、皆さまどうぞご自愛
くださいね。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　　（児山俊浩）

　まだまだ制限付きとはいえ、大規模イベントの収容人数制
限が緩和し、学校では運動会や修学旅行の延期や変更も少な
くなり、繁華街には人が戻りつつあるのを実感します。また、
６月に東京で開催された全日本鍼灸学会学術大会も大変盛況
だったと聞いております。
　この数年間、社会の変化はまさに目まぐるしく、特にオン
ラインによる会議や講習会は、鍼灸業界内でも急速に広まり
馴染んできました。反面、オフラインの良さを改めて実感し
ています。当たり前だったことが、ありがたいことと思えて
しまうのは、まるで病に伏せた時のようです。
　最近は世の常識が明日くるりと変わっても、何ら不思議で
はないと考えるようになりました。もともと臆病で思考や性
格が固く、安定を求めるところがありますが、コロナ禍は不
安定さを少なからず受け入れるきっかけになった気がします。

（佐合基樹）

「鍼灸ネット」へのご登録をよろしくお願いいたします。
URL：https://www.hariq.net/

※登録の際のパスワードを忘れないように控えておいてください。

（広報普及 IT 委員会）
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日本鍼灸師会「所得補償保険」「団体総合生活
補償保険（ＭＳ＆ＡＤ型）」募集中！

・団体割引（５％）が適用されます。
・健康保険や労災保険、生命保険などとは関係なく支払われます。
・加入にあたり医師の診査は不要で、簡単な申告のみです。
・疾病補償、所得補償、本人介護は７９歳までご加入可能です。（親介護は８９歳まで）
・障害補償では、日射病や熱中症でも補償されます。
　ご興味のある方は、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：「所得補償保険」の件、「団体総合生活保障保険」の件

（組織委員会）

賠償責任保険のご案内
　日本鍼灸師会では、三井住友海上火災保険（株）と東京海上日動火災保険（株）、２社の賠償責任保険を取り扱って
います。都道府県師会ごとに、どちらかの保険会社となります。保険会社の変更を希望される師会は、下記までご連絡
ください。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-mail：soshiki.jama@gmail.com　‥‥‥‥‥件名：「賠償責任保険」の件

（組織委員会）

日鍼会保障プランのご案内
ご加入されている方のみが利用できるヘルスケアサポートが好評です！

未加入の方は是非、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。
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-mail：soshiki.jama@gmail.com　‥‥‥‥‥件名：「日鍼会保障プラン」
（組織委員会）



日本鍼灸新報 No.682 23



筋活性化研究会は、各専門分野の研究者や臨床家が、骨格筋についての
正確な知識と治療法などを探求・共有しともに成長することを目的とし
たオンラインコミュニティです。 
 

これからの時代を生き残る為の手法

根拠に基づいた、正しい治療法が全てを解決します。 
新しい学びに触れたい方はぜひ！ 

筋活性化研究会 
会長 中辻 正 https://renewing-online.com 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    鍼鍼ののここととなならら大大宝宝へへおお任任せせ下下ささいい  

 

«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

ＴＴＭＭＰＰ 大大宝宝医医科科工工業業株株式式会会社社

〒 広島市安佐北区三入

ＴＥＬ ０８２－８１８－２５１１

ＦＡＸ ０８２－８１８－３５１３
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森ノ宮医療学園出版部　出版物のご案内

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

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 創刊号 伝統医療と国際標準

第２号 あはきと診療ガイドライン　
第３号 あはきと「医業類似行為」
第４号 あはきと費用対効果　
第５号 ｢モクサアフリカ」とは何か　

第６号 患者さんの権利について　
第７号 あはきQ&A　 
第８号 あはきの近未来　
第９号 伝統医療のことばを探す
第10号 あはき現代史と私

定価：998円（税込・送料別）バックナンバー全巻セット8,800円（税・送料込）

あはきの今を知り、未来を考える

『Tehamo』は、「て」「はり」「もぐさ」
を意味します。あん摩マッサージ指圧
師・はり師・きゅう師の皆さまに向け
て情報を発信していくこと、そして医
療者の皆さまや患者さんたちとつなが
るツールを目指しています。

関節リウマチの治療とQOL/慢性の痛み対策基本法案とは
｢痛み｣へのアプローチ/国際標準キャッチアップ
睡眠障害を治療する/あはきと視覚障がい
帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛の治療とQOL/あはき業界マップ

定価 2,310円（税込・送料別）　定期購読 年3冊 5,979円（税・送料込）

（2021年6月より『鍼灸OSAKA』と『あとはとき』の内容を踏襲し新雑誌『Tehamo』に
リニューアルしました）

No.111 お灸の再生
No.112 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 新たな国民病、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【PDF版】
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.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【PDF版】
No.137 膝の痛みと手の痛み
No.138 冷えと冷え症－鑑別と治療－
No.139 眼科疾患への治療
　　　　－鍼灸・漢方・マッサージ【PDF版】

No.129 ｢五十肩｣と｢いわゆる五十肩」

定価：133号まで2,136円（税込・送料別）134号～139号2,310円（税込・送料別）PDF版1,833円

鍼灸臨床専門誌

創刊号
2号
3号
4号
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