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日鍼会の研修システム
（ＮＧK・ＮＥＬＳ）
新規コンテンツのお知らせ
日鍼会eラーニングシステム
（NELS）
の専門領域研修コース
（PDS）
第一弾を、
令和４年９月２日にリリースしました。
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P ICK UP！
全国大会in愛知案内
参加申込みの受付を開始しまし
た。

▶▶

P2

東北・関東甲信越・北海道・
九州ブロック会議
全国４つのブロックで会議が開
催されました。

▶▶

P6-7

第18回NSJ開催
第18回ボーイスカウト日本ス
カウトジャンボリーが開催され
ました。
▶▶

P4

鍼灸大学研究紹介
今回は関西医療大学の鍼灸治
療に関する研究です。

▶▶

P8-9

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－」

いよいよ全国大会の開催が迫ってまいりました。参加申込みも始まっておりま
す。会場で生の声を聴くもよし、自宅でライブ配信をゆったり観るもよし。また、
オンデマンドによる配信もありますので見逃しの心配もありません。
かなり中身の濃い内容になることを確信しております。
懇親会の開催も予定していますので、意見交換かたがた皆さまのご参加をお待
ちいたします。

会

期 令和４年１２月３日（土）・４日（日）

開催方式 会場および Web 配信によるハイブリッド方式
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）

懇親会 令和４年１２月３日（土）１９時００分～
中国料理 シルクロード 名古屋駅店

参加費

（愛知県名古屋市中村区名駅３－８－１３ ファーストＫＨビル１階）
会 員
準会員

非会員

会場参加

10,000 円

13,000 円

3,000 円

2,000 円

Web 参加

10,000 円

13,000 円

3,000 円

2,000 円

学

生

学生団体
（５名以上）

※ 懇親会の参加費は一律 10,000 円

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

ご参加のお申込みはこちらから ➡︎

名古屋観光地紹介
名古屋城本丸御殿（２０１８年完成）
残された第一級の史料を基に忠実に実証的な復元を実現しました。
４００年前の華麗な佇まいを蘇らせています。
（会場から車で約１３分）
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日鍼会の研修システム（ＮＧＫ・ＮＥＬＳ）新規コンテンツのお知らせ
専門領域研修コース（ＰＤＳ）をリリース！

療」等をＷｅｂ上で受講できます。所定の単位を取得された
方には、デジタル修了証が発行されます。

日鍼会ｅラーニングシステム
（ＮＥＬＳ）の専門領域研修コー
ス ( ＰＤＳ ) 第一弾を、令和４年９月２日にリリースしました。
３０～６０分間前後の動画で、以下の４コンテンツとなります。
［研修委員会講座］
１．
「未病知で未病治」
２．
「鍼灸師のための経営塾（前編）」
３．
「鍼灸師のための経営塾（後編）」
［危機管理委員会講座］
４．
「折鍼事故を起こした時の対応・リスクマネジメント」
また、本リリースに合わせ受講ルールを改訂し、どの部分から
でも受講可能とし、単位加算も 1コンテンツごとに変更しました。
年度末での受講済単位をもって東洋療法試験財団生涯研
修への単位加算が可能となりますので、本システムを有効に
ご活用ください。
※学生準会員は対象外となります。

なお、日本鍼灸師会マイページでも各種登録情報や２年分
のＮＧＫ単位履歴を閲覧可能ですので、ご利用ください。

ＮＥＬＳに関するお問合せについて
日鍼会事務局では、ＮＥＬＳに関するお問合せには対応し

日鍼会ｅラーニングシステム ( ＮＥＬＳ) とは
日鍼会ｅラーニングシステム（ＮＥＬＳ）は、パソコンやタ
ブレット、スマートフォンを用いて、いつでもどこでもＷｅｂ
研修の受講が可能です。ぜひ、ご参加ください。
※日鍼会会員であれば、受講料は無料です。

ておりません。
「ＮＥＬＳ受講申込みのご案内ページ」の最下
部に設けられている「お問い合わせフォーム」をご利用くださ
い。

ＮＥＬＳについて、会員の皆様からのご要望 • ご意見をお聞
かせください。learningBOX のメッセージボックス、あるい
は「ＮＥＬＳ受講申込みのご案内ページ」の最下部に設けられ
ている「お問い合わせフォーム」をご利用ください。お寄せい
ただいた内容は、今後の内容改善のための貴重な資料として

「NELS 受講申込みのご案内ページ」
https://nels.press/archives/lp/n1

使用させていただきます。
（研修委員会・学術委員会・ＩＴ委員会）

ＮＥＬＳには、臨床基礎コース
（ＣＰＳ）、専門領域研修制度
（Ｐ
ＤＳ）、生涯研修制度（ＬＥＳ）を設けております。
臨床基礎コースは、
「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、線維筋痛症候群等）への鍼灸治
日本鍼灸新報 No.683
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第１８回ボーイスカウト日本スカウトジャンボリー 鍼灸体験ブース報告
第１８回ボーイスカウト日本スカウトジャンボリー（１８
ＮＳＪ）が２０２２年８月４日から９日にかけて開催されま
した。
４年に一度開催されるこの大会には、全国から１２～
１７歳の代表スカウトが一堂に集い、テントでのキャンプ
や、冒険的で楽しい野外活動をとおして他県のスカウトと
交流をおこない、スカウト同士の友情の絆を結びます。ジ
ャンボリーならではのさまざまなプログラムに参加し、そ
こで得られる新たな発見や感動をとおして、「～自分のｆ
を探せ～」というテーマのもと、「活動的で自立したスカ
ウトを育てる」ことを目的として開催されました。
今回は、新型コロナ禍の影響のため日本各地での分散開
催となりましたが、サテライト会場となった埼玉県秩父市
の秩父ミューズパークに、日本鍼灸師会の鍼灸体験ブー
スを出展しました。秩父ミューズパークには、埼玉県を
中心に、東京都・群馬県・宮城県・新潟県・富山県・福井
県・大阪府・鳥取県のボーイスカウトと指導者合わせて約
１，２００人が参加しました。

８月７日には秋篠宮ご夫妻がスカウト大集会にご出席され、
東京都大田区の会場と全国の会場をオンラインでつなぎ、
１万人以上が参加し開催されました。秋篠宮ご夫妻は全国
の代表のスカウトたちと懇談し、会場では「今回はさまざ
まな制限があることと思いますが、皆さまには、ぜひ多く
の活動に参加し、スカウト同士の交流を深めるとともに、
お互いに協力をしながら、貴重な思い出を作っていただき
たく思います」などとおことばを述べられました。この様
子はテレビの報道番組でも報じられました。

日本鍼灸師会が出展した鍼灸ブースは、伝統医療を基本
としたテーマで、鍼灸の説明や体験活動を取り入れたプロ
グラムを展開しました。
鍼灸の魅力を体感したり、将来の進路選択に向けたキャ
リア形成を促したりすることを目的とし、大口俊德イベント
推進委員長を中心に、船水隆広先生（東京医療専門学校）と
今井幸司（イベント推進委員）による、４５分間のセミナ
ーを１日６講演おこないました。児山俊浩広報普及ＩＴ委
員長と佐合基樹広報普及ＩＴ委員は、撮影およびスカウト
の鍼灸体験サポートをおこないました。８月５日・６日・
８日の三日間では、１講演につき約２０～３０人の大会参
加スカウトが集まり、累計で約２００人が訪れました。
講演では、鍼灸の歴史や道具の説明をし、ボーイスカウ
ト指導者や大会奉仕者から施術体験希望者を募り、鍼灸施
術を実演して、講演の最後に大会ボランティアスタッフ指
導のもと、スカウト個々に自分の合谷と足三里に台座灸と
シール鍼の体験をしてもらいました。
ブースは毎回熱気に包まれ、講師がツボの実技を行うと
スカウトたちの目が真剣になっていました。
参加者全員の体験では、「合谷や足三里以外のツボも教え
てほしい」「気持ちよくて眠ってしまいそうだった」「脚が
軽くなった」「疲れが取れた気がする」などと感想を述べ
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るスカウトや、鍼灸への興味や、将来の職業選択について
積極的に質問をする体験者もいました。
講義の最後には、参加したスカウトたちとジャンケンゲ
ームを行い、セイリン（株）の「リンちゃんＴシャツ」や、
（株）山正のもぐさのぬいぐるみやグッズをプレゼントしま
した。こちらもとても盛り上がり、鍼灸のよいアピールにな
ったと思います。
また、大会期間中は埼玉県鍼灸師会の先生方や呉竹学園
の生徒さんたちには、とても心強いサポートをしていただ
きました。
鍼灸の受療率が低下している現在の状況において、本ジ
ャンボリーへの出展は、若い人たちに鍼灸のすばらしさを
アピールできるとても貴重な機会となりました。次回の開
催地は未定ですが、ぜひ次回のジャンボリーでも鍼灸のす
ばらしさをアピールしたいと思います。

９月１２日には、公益財
団法人ボーイスカウト日
本連盟水野理事長より、
本会要会長に感謝状が授
与され、大口イベント推
進委員長が代理として拝
受しました。
最後に、ボランティア
人員派遣にご協力をいた
だいた埼玉県鍼灸師会・呉竹学園の卒業生および在校生の
皆さま、鍼灸備品やスタッフグッズなどのご提供をいただ
いたセイリン株式会社様、株式会社山正様、ホシノ医療器
株式会社様に感謝を申し上げます。
【アンケート】

①都道府県別参加者

②参加者年代

③鍼灸に対する認知度

④印象に残った講演内容

（イベント推進委員会 今井幸司）

第４回理事会報告
【日 時】２０２２年（令和４年）８月２８日（日）
【場 所】としま区民センター
【出席者】１７名（理事１４名、監事２名、委員１名）
【議 長】要
【議事記録】岡田
【議事録署名人】要、仲野、浜田

第６号議案 書籍データ化のための機器の購入の件
寺川法人管理担当業務執行理事より富士通ＳＶ６００購
入について説明があった。議長より富士通ＳＶ６００を購
入することを問うたところ、全員一致で承認された。
第７号議案 鍼灸カルテ様式収集の件（電子カルテ会議）
南副会長より標準のカルテのコアな部分を作ることと
説明があった。議長よりデータではなく、カルテ様式を
収集することでよいかと問うたところ、全員一致で承認
された。

第８号議案 「日本東洋医学会が開催する第１回漢方医学
交際シンポジウム（Ｗｅｂ）に、日本鍼灸師会として
参加協力をする。」案についての件
要会長より趣旨説明があり、正副会長か理事全員参加
か議論された。議長より理事１５名参加するということ
で問うたところ、全員一致で承認された。

【議 題】
１．報告事項
ア．会務報告・対外報告他
要会長より、昨年来、７０周年記念事業や各師会の周
年事業などが多く、挨拶文の寄稿に追われている。前回
問題になった「わいせつ問題」については、８月に第１
回審査会を開き今後の処分について検討している。あは
き等法推進協議会は、依然として各団体の足並みが揃わ
ない。７団体それぞれに意見があり、なかなか難しい状
況がつづく。ブロック会議が各地で始まったが、北海道
を除きすべてリアル開催となる予定である。
イ．令和４年７月３１日現在の会員数について
寺川法人管理担当業務執行理事より報告があった。
２．決議事項
第１号議案 就業規則改定の件
南副会長より、前回理事会就業規則の法律の改定に合
わせて社労士に依頼した改定案が届いたが、重要な点は基
本的に変わっていないと報告があった。議長より就業規則
について賛否を問うたところ、全員一致で承認された。次
に育児・介護のための就業規則について説明があり、議長
より法律に則り追加承認ということで問うたところ、全員
一致で承認された。フレックスタイムに関する労使協定書
作成の中で、フレキシブルタイムを７時から２２時まで、
コアタイムを１１時から１５時でよいか説明があり、議長
より時間設定をフレキシブルで７時から２２時、コアタイ
ム１１時から１５時で問うたところ、全員一致で承認され
た。在宅勤務に係るＰＣ及び経費等に係る説明があり、議
長より案１の方法で承認するか問うたところ、全員一致で
承認された。事務局長の帰宅後のＷｅｂ会議の費用につい
て、説明があった。議長により月単位の残業に含まず、手
取り方式でその都度支払うということで問うたところ、全
員一致で承認された。
第２号議案 新会館の火災保険加入の件
岡田事務局長から新会館に係る共用部と日鍼会事務所
什器に係る契約について説明があった。議長より５年契
約とすることで、承認するか問うたところ全員一致で賛
成、承認された。

第３号議案（公社）日本鍼灸師会全国大会開催申請書（近
畿ブロック）の件
要会長より説明があった。議長より、令和５年１０月
２１日・２２日に近畿ブロックでの全国大会開催でよい
か問うたところ、全員一致で承認された。

第４号議案 バックテック社との業務提携契約書の件
議長より以前、提案した内容であり、承認でよろしい
かと問うたところ、全員一致で承認された。

第５号議案 第１８回ＮＳＪ埼玉サテライトに参加の謝金
支払いの件
大口イベント担当業務執行理事より人数について説明
があった。議長より謝金について問うたところ、全員一
致で承認された。

第９号議案 Care Show Japan ２０２３での講師の件
児山広報普及ＩT担当業務執行理事より講師参加の承認
と謝金について説明があった。議長より講師依頼承認と謝
金３０，
０００円でよいか問うたところ、全員一致で承認され
た。
第１０号議案 Care Show Japan ２０２３の未病産業
展の参加の件
大口イベント担当業務執行理事より未病産業展につい
て説明があった。議長より来年の２月８日から１０日ま
での未病産業展に参加について問うたところ、全員一致
で承認された。

第１１号議案 会議室利用の件
寺川法人管理担当業務執行理事より内容の説明があっ
た。議長より会議室利用について問題ないかと問うたと
ころ、全員一致で承認された。

第１２号議案 日鍼会Ｗｅｂサイト（以下、ＨＰ）お問い
合わせフォームからの質問・相談に対する対応の件
永島学術担当業務執行理事から現状について説明があ
り、議長よりQ＆Aについて認めること、お問い合わせ
フォームについては再検討して承認とすることで問うたと
ころ、全員一致で承認された。
第１３号議案 準会員勧誘ＰＰＴ（日鍼会の各委員会活
動）について録音の件
武内会員管理担当業務執行理事から資料の説明があ
り、プロにナレーションをお願いしたいとのこと。議長
よりパワーポイントの録音について、全国でも使えるの
でよいのではないかと全員一致で承認された。

第１４号議案 ハラスメント窓口の件
南副会長より２事務所に相見積もり依頼した。窓口は
外部委託でお願いしたい。議長より外部に委託する件に
ついて問うたところ、全員一致で承認された。
第１５号議案 日鍼会全国大会in愛知 危機管理委員会
セッションについて
矢津田危機管理担当業務執行理事より説明がなされ
た。議長より危機管理委員会のセッションについて問題
がないということで、全員一致で承認された。

３．その他の審議事項
ア．全日本鍼灸学会に帰属に関する覚書交換作業の確認
について
イ．北海道ブロック会議次第ならびに要望および質問書
について
ウ．役員賠償責任保険の件
エ．(公社)日本鍼灸師会定款ならびに運営規則（規程・内
規）の進捗状況について

４．その他
ア．各委員会から「未病戦略を考えるＷＧ」へのメンバー
推薦について
イ．「新型コロナ禍における社団・財団の法人に関する実
態調査」レポート結果について
ウ．鍼灸師の職域拡大について
５．監事講評
（報告：法人管理委員会）
日本鍼灸新報 No.683

5

全国ブロック会議
２０２２年度 東北ブロック会議

２０２２年度 関東甲信越ブロック会議

「雨にも負けず、コロナにも負けず」の心意気で前進

東京都鍼灸師会における医療連携構築の取組みをテーマに

6 月 26 日（日）

【会 場】Ｗｅｂ会議（山形県師会担当）

【会 場】ＩＫＥ・ＢＩＺ（東京都・池袋西口）

【出席者】１７名

【出席者】４８名（会場参加３９名・Ｗｅｂ参加９名／講師

日鍼会：要会長・南副会長、青森３名、秋田２名、

３名）

岩手２名、宮城３名、福島２名、山形３名

日鍼会：要会長・安田副会長・新名組織委員会委員
長（Ｗｅｂ）、埼玉８名（Ｗｅｂ５名）、神奈川４

■師会長会議（８：００～８：４５）
日鍼会事業協力について、およびコロナ禍における各県師

名（Ｗｅｂ１名）、栃木３名（Ｗｅｂ２名）、群馬

会運営状況・対策、東北鍼灸学会運営、東北６県師会青年部

３名、長野３名、茨城３名、千葉３名、山梨２名、

の活性化として、東北鍼灸学会での企画や青年部長会議の開
催について話し合った。次年度は秋田県師会が担当し、今年

新潟１名、東京１２名
■会議内容（１３：００～１６：４５）
１０師会で構成されるブロックで、ハイブリッド方式で開

と同じようにＷｅｂ会議を希望した。

催された。要会長・安田副会長の来賓挨拶、河原関東甲信越

■ブロック会議（９：００～１２：００）
東北６県鍼灸師会情報交換 ①学術、保険、公益事業等（コ
ロナ禍でどのように判断し活動したか？）②令和４年度の事

ブロック長・担当師会髙田東鍼会会長の挨拶につづき、都県
師会の近況報告と各師会の議案を話し合った。

業計画 ③退会者の状況 ④東北６県師会青年部の活性化とし

帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科教授宮崎彰吾

て東北鍼灸学会での企画や青年部長会議の開催ついての提

先生による「はり師は健康経営に役立つか」のご講演につづ

案などについて協議した。

き、東京都鍼灸師会川井理事より「健康指導実践について」

要会長より「日本鍼灸師会令和４年度事業計画について」、

の報告がされた。

南副会長より「新規および継続事業の進歩状況の報告（伝統

次に、東京女子医科大学附属東洋医学研究所鍼灸臨床施設

医療基本法、専門用語の統一性）
」の説明があり、質問（保

代行蛯子慶三先生より「地域鍼灸院との連携構築」について

険取扱について、会員増減について、会員・準会員の会費に

ご講演いただいた。

ついて、ｅラーニングと学会について）に対し、要会長・南

また、組織委員会からは喫緊の課題である「特別労災保険」
について、社会保険労務士法人前田事務所代表社員前田昭博

副会長より丁寧な回答をいただいた。
東北ブロックからの要望「①会員名簿の代わりに会員証明

氏に詳細をご説明いただいた。

できる番号など ②ＮＧＫカードについてさらに周知の依頼

会議終了後は会場をメトロポリタン池袋に移して、有志に

③自賠責保険の病院と慰謝料の違いについて ④免許保有証

よる懇親会を開き交流を深めた。来年度の担当師会は神奈川

の５年更新」について協議し終了した。

県で了解された。

また、日鍼会側からは、ホームページに「マイページ」を
新設したので、その登録要請があった。
昨年度のブロック会議と比べると、まだコロナの影響は色
濃くあるものの、しかしそれに負けず前向きに進もうとして
いる、各師会の姿勢がうかがえた。東北、岩手県出身の宮澤
賢治の詩に例えて「雨にも負けず、コロナにも負けず」の心
意気で今年度も前進したい。
（報告：山形県鍼灸師会
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奥山千晴）

（報告：東京都鍼灸師会

武内

潔）

２０２２年度 北海道ブロック会議

２０２２年度 九州ブロック会議

今後の方向性について検討

九州ブロック会議を沖縄県師会担当により開催

9 月 4 日（日）

９月１０日（土）・１１日（日）

【会 場】Ｗｅｂ会議

【会 場】南西観光ホテル（沖縄県那覇市）

【出席者】１３名

【出席者】２３名
日鍼会：要会長・中村副会長、福岡１名、長崎２

日鍼会：要会長・安田副会長、北海道１１名
■ブロック会議（１２：３０～）
要会長より、日鍼会ブランド確立に向け、他団体との協力、
鍼灸と関わりのある大学との連携、東洋療法試験財団との連
携を行ないながら進めていくとの説明。また、ペーパーレス
化、IT 化の推進、新会館の有効利用、ＮＥＬＳの進捗状況、
鍼灸師の活躍の場を広げる活動についての詳細な説明がさ
れた。安田副会長より、会員増強のための施策の進捗状況の
説明がされた。
北鍼会三田村総務部長より令和３年度の事業報告、令和４
年度の活動計画、横山財務部長より収支決算、予算について
説明がされた。

名、熊本１名、宮崎１名、鹿児島２名、沖縄１４名
９月１０日（土）１４時００分、立津会長担当県歓迎挨拶、
古賀九州ブロック長挨拶、日鍼会要会長・中村副会長挨拶の
のち、議事に入った。
■一日目会議（議長：古賀）
１．九州ブロック活動報告
九州ブロック会議は、令和２年度・３年度と新型コロナ感
染拡大のため中止。
２．任期満了に伴う役員改正
九州ブロック長は、引き続き古賀が継続。
３．各県師会活動報告
各県師会から保険・学術・広報・組織・普及および重点事

北鍼会より日鍼会へ事前に通知した下記要望および質問
に対し、回答をいただいた。
１．病院勤務での鍼灸師による医療点数に加算を試みる考え
は、開業鍼灸師が集まる日鍼会の理念と相違していないか。
２．マイナンバーカードでの受療、電子申請について日鍼会
の対応は。
３．日鍼会では療養費を今後どのようにしていこうと考えて
いるか。また、４団体の方向性は決まっているのか。
４．労災特別加入、準会員増強のための活動の進捗状況。
５．各師会の公益社団と一般社団の割合と昨今の移行状況に
ついて。
６．施術所の広告の制限で、療養費の対象６疾患、一部負担
金の掲示が可能になるようにとの希望。

４．日鍼会本部報告
要会長ならびに中村副会長より重要事項について報告が
された。
■二日目会議（議長：古賀）
５．本部役員を囲んでの懇談
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金～医
療類似行為（あはき等）を行う事業者に対する経営支援金に
ついて（福岡県）、当院における療養費支払い拒否事案につ
いて（長崎県）、沖縄県地区医師会連絡協議会～はり灸・マッ
サージ・指圧・あん摩施術に関しての診断書交付に関する対
応について（沖縄県）などが話し合われた。
６．次期開催県
長崎県鍼灸師会髙比良会長代行から次年度開催について

次年度の開催日程案を令和５年９月３日とし閉会した。
（報告：北海道鍼灸師会

項について報告がおこなわれた。

の案内があり、１１時３０分に閉会した。

三田村幸治）

（報告：沖縄県鍼灸師会 宮嶋 証）

サーバー移行作業に伴うホームページ停止のお知らせ
『全国大会ｉｎ愛知』のアーカイブ配信期間中に二日間程度（予定では１２月２２日（木）～２３日（金））、日本
鍼灸師会ホームページのサーバー切替え作業を実施いたします。
アーカイブ配信には影響しない予定ですが、場合によりその期間はホームページへのアクセスができなくなる可
能性がありますので、あらかじめご了承ください。
（広報普及ＩＴ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
鍼灸をすると生体にどのような反応が起こるか。基本的な

ことですが、よく理解しておくと臨床において患者への説明
に活かせる研究内容と思います。

（広報普及 IT 委員会）

鍼治療が局所末梢循環に及ぼす影響
と機序についての研究の紹介
―マイクロダイアリシス法による検討―
関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科
准教授 木村研一

本稿では私たちの研究室で行ってきた研究成果について
紹介したいと思います。鍼灸治療により肩こりや筋痛、筋疲
労、冷えなどの症状が緩和することが良く知られています。
その理由のひとつとして局所の末梢循環が改善することが
考えられています。特に鍼治療は深部にまで鍼を刺入するた
め、筋組織の血流を促進できるという利点があります。私た
ちの研究室では鍼治療で筋組織の血流がどのように変化す
るのかを観察するために近赤外線分光法（ＮＩＲＳ）という
手法を用いて、足三里穴に鍼通電療法を行った際の筋組織の
酸素ヘモグロビン濃度の変化を検討しました。ＮＩＲＳとは
生体組織に対して透過性の高い近赤外光を用いて、脳や筋組
織の酸素化ヘモグロビン濃度の変化量を測定することがで
きる方法です。結果、鍼通電療法を行った筋組織の酸素化ヘ
モグロビン濃度は通電中に低下し、通電後には増加する二相
性の反応がみられました。また、それらの反応は通電の周波
数によっても大きく異なりました１）。これは周波数によって
筋収縮の様式が異なることが原因ではないかと思います。肩
こりの自覚のある患者では筋組織の酸素化ヘモグロビン濃
度が低下していることが報告されています２）。したがって、
鍼通電療法によって通電後に筋組織中の酸素化ヘモグロビ
ン濃度が増加したということは筋痛や肩こりに対する鍼通
電療法の有用性を示唆していると思われます。
次に鍼灸治療によって何故、局所の血流が改善するか？と
いうメカニズムについてヒトでの研究を行いましたので紹
介したいと思います。よく鍼灸治療を行うと施術した皮膚に
フレアと呼ばれる発赤がみられます。フレアが起こる機序に
ついては軸索反射による血管拡張が関与することが知られ
ています。鍼刺激によって皮膚のポリモーダル受容器が興奮
すると活動電位は脊髄に順行するだけでなく、他の分枝を末
梢方向に逆行します。逆行した活動電位が神経終末に達す
るとサブスタンスＰやカルシトニン遺伝子関連ペプタイド
（calcitonin gene related peptide, ＣＧＲＰ）などの血管
拡張物質が放出されます。特に他の血管拡張物質よりＣＧＲ
Ｐの血管拡張作用が強いとされています。麻酔ラットの研究
で軸索反射による血管拡張は皮膚だけでなく筋血管でも起

図１
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こることも明らかにされています３）。鍼治療は筋組織まで、
鍼を刺入しますが、鍼を筋の深さまで刺入すると軸索反射を
介して筋血管が拡張し、筋血流が促進されます。この筋血流
の促進によって発痛物質や疲労物質が除去されると考えら
れます。したがって、鍼治療による局所の鎮痛効果にも軸索
反射による血管拡張が関与していると思われます。
近年では鍼治療による血流改善について血管内皮細胞か
ら放出される一酸化窒素（nitric oxide, ＮＯ）の関与も示
唆されています。動脈の最も内側にある血管内皮細胞が刺激
されると、細胞内のカルシウムイオン濃度が上昇し、ＮＯ合
成酵素（ＮＯＳ）が活性化し、放出されたＮＯが血管平滑筋
を弛緩させます。私たちは鍼灸刺激による局所の皮膚血流反
応への NO の関与についてヒトの皮膚でマイクロダイアリ
シスを用いた研究を行いました。マイクロダイアリシスとは
細いマイクロダイアリシスプローブの微細な穴のある半透
膜の部分より薬剤を拡散する方法です。溶液の投与にはマイ
クロシリンジポンプを用いて、一定の流量で注入されます。
このマイクロダイアリシスを用いて、１つのプローブにはＮ
ＯＳ阻害薬であるＬ - ＮＡＭＥという薬剤を投与し、もう１
つのプローブにはコントロールとしてリンゲル液を投与し
ました。鍼刺激はフレアの面積を考慮してプローブの近傍に
置鍼し、鍼刺激による皮膚血流反応をＬ - ＮＡＭＥ投与部と
コントロールとで比較しました（図１）。その結果、鍼刺激
による皮膚血流増加はＬ - ＮＡＭＥ投与部でコントロールに
比べて抑制しました。このことより鍼刺激による皮膚血流増
加にはＮＯが関与していることが分かりました４）。
次に電子温灸による皮膚血流反応へのＮＯとプロスタグ
ランジンの関与について検討しました。電子温灸器は煙が出
ないことや火傷の心配がないことから安全性の面から鍼灸
治療でも用いられています。この研究ではマイクロダイアリ
シスを用いて薬剤を投与した箇所の皮膚上にドーナツ型の
電子温灸器（ＣＳ - ２０００, カナケン社）の加温導子を置き、
加温部の皮膚血流の変化を記録しました（図２）。プロスタ
グランジンについてはプロスタグランジンの合成を阻害す
るケトロラク（Ｋｅｔｏ）という薬剤を投与して、コントロー
ルと比較しました。その結果、Ｌ - ＮＡＭＥ投与部では電子
温灸による皮膚血流増加はコントロールに比べて減弱しま
したが、ケトロラクを投与した部位とコントロールで違いは
認めませんでした（図３）。これらの結果から、電子温灸に
よる皮膚血流の増加反応にはＮＯが大きく関与しており、プ
ロスタグランジンの関与は少ないことが示唆されました５）。
プロスタグランジンについては電子温灸の加温導子の温度
にもよる違いも関係あるかもしれません。
このように私たちの研究室では鍼灸刺激による皮膚血流
反応のメカニズムについて、特に局所でのＮＯ産生の関与を
明らかにするためにマイクロダイアリシスを用いて検討を
行いました。その結果、局所の皮膚血流増加にはＮＯが関与
していることが示唆されました。しかしながら、Ｌ - ＮＡＭ
Ｅ投与部でも皮膚血流増加がみられることからＮＯ以外の
血管拡張機構の関与についても示唆されました。この点につ

置鍼（左）や電子温灸（右）による皮膚血流反応のＮＯＳ阻害剤やＣＯＸ阻害剤投与の影

いてはＣＧＲＰなどの血管拡張物質の関与が推測されます。
興味深いことにＣＧＲＰは血管内皮細胞にあるＣＧＲＰ受
容体を介してＮＯ産生を促進しますのでＣＧＲＰとＮＯに
よる血管拡張は相互に関連しあっているとされています。
結語として、鍼灸治療によって皮膚や筋の血流が改善し、
それに伴う酸素供給、代謝の促進が起こり、治療効果に結び
ついていることが一因として考えられます。基礎研究から、
これらの血流改善には治療局所で産生されるＣＧＲＰやＮ
Ｏなどの血管拡張物質が関与していることが明らかになっ
ています。近年では新たにアデノシンの関与についても報告
がされています６）。アデノシンは末梢性鎮痛に関わっている
ことや抗炎症作用もあることから、鍼灸治療の効果に大きな
役割を持っている可能性が考えられます。今後は新たな血管
拡張物質や血管運動神経の関与についても疾患患者や病態
モデル動物などを用いたより詳細な研究が必要だと思われ
ます。

図２

マイクロダイアリシスによる皮下への薬剤の投与

と皮膚血流測定の模式図

図３
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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

「危機管理委員会セッション」のお知らせ
令和４年１２月３日（土）、４日（日）の日程で、「第

情報部安全性委員会委員長の菅原正秋先生にご登壇いただ

１７回公益社団法人日本鍼灸師会全国大会 in 愛知」が開催

きます。その後、今年度開催したリスクマネジメント研修

されます。会場は名古屋駅前の「ウインクあいち」で、行

会のアンケート調査について報告をおこなう予定です。第

動制限を緩和して開催の予定です。本大会において、危機

二部では、「連携で支える災害鍼灸マッサージ」と題し、

管理委員会では数年ぶりに「危機管理委員会セッション」

日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会（ＪＬＣＤＡＭ）の主

を企画しました。

要メンバーをお迎えしてシンポジウムを開催します。

セッションは二部構成。第一部では施術所における感染
対策とリスクマネジメントについて、全日本鍼灸学会臨床

どちらもたいへん興味深い内容となっておりますので、ぜ
ひ、ご参加ください！

危機管理委員会セッション
日

時：12 月 3 日（土）16：30 ～ 18：00

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）

●第一部：リスクマネジメント < 座長 > 危機管理委員会委員

今村頌平

①施術所における感染対策とリスクマネジメント（３０分）
		
< 講師 > 全日本鍼灸学会臨床情報部安全性委員会委員長 菅原正秋 先生
②リスクマネジメント研修会アンケート集計結果報告（１０分） 危機管理委員会副委員長 是元佑太
●第二部：災害シンポジウム

< 座長 > 危機管理委員会委員 堀口正剛、同委員長 矢津田善仁

①「連携で支える災害鍼灸マッサージ」（４０分）
< シンポジスト > 小野直哉 先生

日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会（ＪＬＣＤＡＭ）世話人

三輪正敬 先生

災害鍼灸マッサージプロジェクト代表

日比泰広 先生

鍼灸地域支援ネット理事長

仲嶋隆史 先生

ＤＳＡＭ災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会委員長
（危機管理委員会 矢津田善仁）

第５回ＤＳＡＭ災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会のお知らせ
毎年度開かれている「ＤＳＡＭ災害支援鍼灸マッサージ
師合同育成講習会」は今年で５回目を迎えます。本年度は
「災害弱者」「リスクマネジメント」をテーマに、第１回
【日

を開催した横浜市で開かれる予定です。
災害支援に興味があり、今後の支援活動を希望する方は
奮ってご参加ください。

時】 令和４年１２月１８日（日）１０：００～１６：３０

【主催者】ＤＳＡＭ災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会
【会

場】 横浜市技能文化会館
〒２３１－００３１横浜市中区万代町２丁目４番地７
・JR根岸線「関内駅」南口から徒歩５分
・横浜市営地下鉄ブルーライン
「伊勢佐木長者町駅」から
徒歩３分

【詳

細】 下記申込みフォーム内に掲載
https://onl.tw/cdK2sZu

10

日本鍼灸新報 No.683

（危機管理委員会 矢津田善仁）

２０２２年度 全国保険部長会議
令和４年療養費改定の解説と会員のための地域ケア推進事業

【日 時】２０２２年（令和４年）８月７日（日）
【会 場】Ｗｅｂ会議
【出席者】４９名
日鍼会：副会長（中村）、健保委員会（小林・平
野・瓜生）、地域ケア推進委員会（菅野・上條・
日野・近）、配信（永島）
北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、
栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、
富山、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三
重、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡
山、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、熊
本、大分（全37師会）
【議 題】
１．今後の方向性について（中村）
２．地域ケア推進委員会の今年度の事業と委員会の意気込
み（菅野・上條・日野・近）
３．療養費関係のポイント（小林）
４．健保委員会アンケート報告（平野・瓜生）
５．質疑応答

新築された日本鍼灸師会の会議室から、健保委員会と地域
ケア推進委員会との合同で全国保険部長会議を開催しまし

た。昨年度と同様、新型コロナウイルス感染症対策のためＷ
ｅｂ配信となりました。健保委員会より、６月１日に改定さ
れた療養費と事前におこなったアンケート結果の分析報告。
地域ケア推進委員会より、今年度の新規事業の目的や日程が
話されました。
中村副会長より開会挨拶の後、健保委員会に続く長い取組
みと成果を振り返りながら、今後も全国師会と協力してゆく
こと。そして、はり師きゅう師の就労環境や医科との連携な
ど将来に向けた取組みが必要であり、それらに向けた勉強が
求められることを述べられました。
地域ケア推進委員会より、令和３年度のアンケート結果を
受けた新規事業の開催理由や目的、委員会の方向性、事業へ
の協力が求められました。つづいて、各都道府県師会に取り
組んでほしい事柄を説明する新規事業 ｢委員会説明会｣ の期
日と内容、会員個人における地域包括ケアシステム参入の取
組みや、困りごとを全国で共有する新規事業 ｢全国 zoom
行脚｣ の日程と内容、日本機能訓練指導員協会が主催する研
修会とシンポジウムの日程が案内されました。
健保委員会から、療養費改定に伴う端数の取扱いの解説が
丁寧に伝えられ、１０月から始まる後期高齢者医療制度の変
更点についても触れられました。また、マイナンバーカード
による保険証情報についてのオンライン資格確認の見通し
など、幅広く話がありました。また、各鍼灸師会からのアン
ケート結果が報告され、今年度は多くの師会からの回答が得
られたことに謝意が示されました。

質問は香川県と大阪府からあり、小林健保委員長から回答
がありました。また、高知県から地域包括ケアシステムに参
入するための実例が紹介されました。
最後に、全国保険部長会議をＷｅｂ配信するにあたり、永
島学術委員長には機器の準備や配信管理など、たいへんお世
話になりました。
（報告：地域ケア推進委員会 近ちあき）

［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）
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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・通勤災害の補償をおこなう制度で、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。日鍼会会員の方には会員特別料金でお申込みいただけるよう検討しておりま
す。
ご加入を希望される方は、ご自身で申込み受付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しますので、もうしばらくお待ちください。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。また、労災保険に関する説明動画をご用意しております。ご希望の都道府県師会はご連絡ください。
E-mail：soshiki.jama@gmail.com

件名：
「労災特別加入」の件
（組織委員会）

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、９月１４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）： 清水 克紀

準会員 大募集中！

鍼灸学校学生、鍼灸免許取得３年以下、鍼灸学校専任教員の
皆さまにご入会いただける日鍼会準会員を募集しています。
お知り合いで上記条件に該当するかたがいらっしゃいましたら、ぜひ、日鍼会準会員へご入会をお勧めください。

主な特典
・年会費が無料です。
・日鍼会の賠償責任保険に加入が可能です（免許取得者のみ）。
・日鍼会のｅラーニングを無料で受講可能です。
そのほか特典満載！
詳しくは、日鍼会ホームページにて「日本鍼灸師会

準会員」とご検索ください。

※都道府県師会の会員募集活動にも、日鍼会準会員制度をご活用ください。ご不明な点は、日鍼会組織委員会までメー
ルにてご相談ください。また、日鍼会の紹介動画を作成しましたので、ご希望の師会はご連絡ください。

E-mail：soshiki.jama@gmail.com
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件名：
「準会員」の件

（組織委員会）

２０２２年度行事予定
※予定のため変更になる場合もあります。
年月日（曜日）
１１月１３日（日）
１１月２０日（日）
２０２３年 １月２9 日（日）
３月１2 日（日）
■関連行事

理

事
○

会

全国師会長会議
○

○
○

会議等名称
全国学術部長会議
第１７回日鍼会全国大会 in 愛知
認定機能訓練指導員実務者研修会

開催予定日
１0 月３０日（日）
１２月 3日（土）
・ 4日（日）
１２月１７日（土）
・１８日（日）

開催予定地
Ｗｅｂ
ウインクあいち ( ハイブリッド開催 )
東京都柔整師会館 ( ハイブリッド開催 )

※第１８回日本鍼灸師会全国大会：
２０２３年１０月２１日
（土）
・２２日
（日）（りんくうゲートタワーホテル／大阪府泉佐野市）
※第７２回全日本鍼灸学会学術大会：２０２３年６月９日（金）
・１０日（土）
・１１日（日）
（ 神戸国際会議場／兵庫県神戸市）

日本鍼灸師会公式Ｉｎｓ
ｔａｇｒａｍ・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Ｉ
ｎｓ
ｔ
ａｇ
ｒａｍ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。

（公社）日本鍼灸師会Ｉ
ｎｓ
ｔ
ａｇ
ｒ
ａｍ
https://www.instagram.com/nihon_89.official/

（公社）日本鍼灸師会Ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100057107634076
（広報普及Ｉ
Ｔ委員会）

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？！

プレスリリース対象ニュース
・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
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）
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会員の異動（２０２２年 6 月 16 日～ 9 月 15 日）
■入会者 31 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

北海道

須藤

修斗

東

京

宮

城

今野

弘務

東

京

宮

城

八鍬

雄太

東

京

福

島

吉田

拓也

神奈川

佐々木

茨

城

市田

昭子

富

山

栃

木

石井

裕貴

山

梨

栃

木

江河

亮太

静

岡

埼

玉

愛

知

東

京

青木

利恵

愛

知

東

京

篠原

信雄

愛

知

■物故者 5 名

齋藤 めぐみ

鈴木

名

都道府県

氏

名

春子

京

都

麻記子

京

都

一正

大

阪

隆一

兵

庫

高嶋

克奈子

兵

庫

鈴木

友香子

兵

庫

竜太

兵

庫

細川

昌彬

建

岡

山

谷吉

玲美

櫻木

有美

岡

山

陳

廣瀬

桂子

岡

山

山本

愛華

広

島

本慶

和恵

氏

名

須田
三宅

佐野
小塚

松原

展子

山田

千恵子

大塚

信之

香西
廣本

怜

志津枝

北條

直

雯雯

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

東

京

小林

詔司

R4.8. 3(80 歳 )

東

京

坂井

秀雄

R4.8.10(72 歳 )

東

京

三宅

公利

R4.6.18(69 歳 )

静

岡

神尾

隆文

R4.8. 7(60 歳 )

静

岡

高須

弘次

R4.8. 7(66 歳 )

『ツボ セルフケア ハンドブック』第三版が完成！
本冊子は、災害支援活動時に被災者の方へ配布する目的で、危機管理委
員会が企画・作成したものです。都道府師会における災害支援活動、研修
会やイベントで、一般の方向けの頒布用としてご利用いただくのに最適で
す。
ご希望の方は、右下のＱＲコードを読み取りお申込みください。１部
５０円（税込）です。別途「送料」がかかります。
※都道府県師会からのお申込みは、直接、日鍼会事務
局へお願いいたします。

（危機管理委員会）
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日鍼会 会務報告（２０２２年 6 月 16 日～ 9 月 15 日）
6月
１６日
（木）労災特別加入に関してクレバースキッド社との打合せ
（Ｗｅｂ会議）
１７日
（金）第５回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）
２２日（水）川上監事お見舞い訪問（日鍼会事務所・川上監事宅）、
厚労省社会・援護局保護課訪問と第２８６回実務者協議（厚労
省・日鍼会会議室）、１８ＮＳＪ埼玉サテライトの担当者の挨拶
および出展の打合せ、セイリンとの１８ＮＳＪ埼玉サテライト等
の打合せ（日鍼会会議室）
２３日（木）クレバースキッド社、前田事務所打合せ（Ｗｅｂ会議）
２４日（金）ＪＬＯＭ の 相 談（アトレ四 谷 内 喫 茶 店 ）、第１回 青 年 委
員会（Ｗｅｂ会議）
２５日（土）図書受渡し（花園治療院）
２６日（日） 東北ブロック会議（Ｗｅｂ会議）、日本あん摩マッ
サージ指圧師会通常総会・講演懇親会（山口県盲人福祉協会）
２７日（月）第２回組織委員会会議（Ｗｅｂ会議）
２８日（火） 特別労災保険加入に伴う関東甲信越ブロック会議での
前田事務所レクチャー依頼（前田事務所）
２９日（水）正副会長会議（Ｗｅｂ会議）
３０日（木） 厚労省保健局医療課訪問（厚労省）、機能訓練指導員
協会運営会議（京都府柔道整復師会）

７月
３日（日）動画作成・編集業者選定打合せ会議（品川動画配信スタ
ジオ）、１８NSJ埼玉サテライトの現地下見と編成会議、日鍼会
展示ブースのプレゼン（秩父ミューズパーク野外ステージ）、第
１回研修委員会会議（Ｗｅｂ会議）
５日（火）関東甲信越ブロック会議内容詳細説明（前田事務所）、
第４回労災特別加入に関する３団体協議会（Ｗｅｂ会議）
６日（水）動画作成・編集業者選定打合せ会議（Ｗｅｂ会議)
７日（木）マイページ運用打合せ会議、第６回地域ケア推進委員会
会議（Ｗｅｂ会議）
８日（金）東洋療法研修試験財団との打合せ（葛飾区小林はりきゅ
う院）、サーバ移行打合せ会議その３（Ｗｅｂ会議）
９日（土）ＡcuＰＯＰＪ国民のための鍼灸医療推進機構第１回運営
委員会（東京医療専門学校四谷校舎）
１０日（日）関東甲信越ブロック会議（イケ・ビズ、ホテルメトロ
ポリタン池袋）
１２日（火）第５回労災特別加入に関する３団体長協議会（Ｗｅｂ
会議）
１６日（土）長野県針灸師会、保険在宅ケア担当者との意見交換会
（ホテルメトロポリタン長野ロビー）、長野県針灸師会青年部と
の意見交換会（欅屋びくら）
１７日（日）長野県針灸師会７０周年記念式典（ホテルメトロポリ
タン長野）
２０日（水）厚生労働省保健局医療介護連携、政策課保険データ企
画室との協議（Ｗｅｂ会議）
２２日（金）認定等委員会白倉氏への説明（電話）
２３日（土）東京２０２０大会１周年記念セレモニー（国立競技場）
２５日（月） １８ＮＳＪ埼玉サテライトの日鍼会展示ブースの講義
内容と展示用備品の確認（日鍼会会議室）、第２回あはき等推進
協議会、危機管理委員会会議（Ｗｅｂ会議）

２８日（木）サーバ移行打合せ会議その４、第７回地域ケア推進委
員会会議（Ｗｅｂ会議）
３０日（土）機能訓練指導員研修ベーシックコース（京都市柔道整
復師会館）
３１日（日）機能訓練指導員研修ベーシックコース（京都市柔道整
復師会館）

8月
１日（月）第３回組織委員会、日鍼会・東鍼会会議室等運用につい
て（Ｗｅｂ会議）
２日（火）日本財団×災害支援ネットワークおかやま（ハッシュタ
グ岡山別館）、「鍼灸電子カルテ標準参照仕様策定に関する会
議」第１回作業部会、財団の生涯研修（特に準会員の対応）とＮ
ＥＬＳ事業の件（Ｗｅｂ会議）
３日（水）機能訓練指導員協会運営会議（日本柔道整復師会）
４日（木）〜９日（火）１８ＮＳＪ埼玉サテライトの日鍼会展示ブー
スで「いつでも何処でも役に立つツボ講座と実演」を開催、１８
ＮＳＪ埼玉サテライトの鍼灸普及活動および撮影（写真・動画）
（秩父ミューズパーク野外ステージ）、動画作成・編集業者選定
打合せ会議２、サーバ移行打合せ会議その５（Ｗｅｂ会議）、保
険部長会議配信準備（日鍼会会議室）
６日（土）保険部長会議打合せ（日鍼会会議室）、第５回電子カル
テ標準参照仕様策定に関する会議（Ｗｅｂ会議）
７日（日）全国保険部長会議（日鍼会会議室）
８日（月）ＩＳＯ／ＴＣ２４９第１５回国内対策委員会（第２回灸規
格ＷＧ会議）（Ｗｅｂ会議）
１１日（木）懲戒に関する第１回審査会（仮名）（Ｗｅｂ会議）
１７日（水）四団体長会議・三団体長会議、第３回あはき等法推進
協議会、第８回地域ケア推進委員会会議（Ｗｅｂ会議）
１８日（木）正副会長・事務局長会議（Ｗｅｂ会議）
１９日（金）シネバザール映画撮影監修（東映東京撮影所）
２１日（日）「鍼灸電子カルテ参照仕様の策定に関する会議」第２回
作業部会（Ｗｅｂ会議）
２２日（月） 灸規格ＷＧ第１回ＴＦ２会議、第４回組織委員会（Ｗ
ｅｂ会議）
２３日（火） 各団体研修事業情報共有会議、全国大会実行委員会Ｗ
ｅｂ関連会議（Ｗｅｂ会議）
２４日（水）第２８８回実務者協議（厚労省）、機能訓練指導員協
会運営会議、第２回青年委員会（Ｗｅｂ会議）
２５日（木） ＮＥＬＳの運営について、サーバ移行打合せ会議その
６（Ｗｅｂ会議）
２６日（金）第９回地域ケア推進委員会会議、第６回電子カルテ標
準参照仕様策定に関する会議、スポーツ鍼灸委員会会議（Ｗｅｂ
会議）

９月
８日（木）灸規格WG第３回ＴＦ２会議（Ｗｅｂ会議）
９日（金）沖縄県師会会員と意見交換会（那覇市内）
１０日（土）～１１日（日）九州ブロック会議（南西観光ホテル／那覇市）
１２日（月）沖縄県医師会へ挨拶・県庁国保課挨拶（医師会・県庁）
１３日（火）協会けんぽ沖縄支部へ挨拶（協会けんぽ沖縄支部）、
全国大会実行委員会第２回Ｗｅｂ関連会議（Ｗｅｂ会議）

２６日（火）事務局打合せ（日鍼会会議室）
２７日（水）ＮＨＫ朝ドラ監修の件（日鍼会会議室）、第２８７回
実務者協議（厚労省）
日本鍼灸新報 No.683
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ー 予告 －
オリジナルカレンダーの販売について
受付は10月17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。

※ＦＡＸでの受付は終了いたしました。
「ウェブ申込み」のみとなりますので、ご注意ください。
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
※10/17(月)朝8：00～からアクセスできます。
セイリン株式会社

●販売価格

１部250円、10部単位でのみ受付いたします。
※価格維持のための努力を続けてまいりましたが、資材の高騰が改善されず従来の価格
を維持することが困難となりましたため、誠に申し訳ございませんが、660部以上の特価販
売は終了させていただきます。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
●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。

宅急便運賃一覧表

●発送
発送の開始は先着順にて受付し、11月1日（火）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）ＦＡＸまたはお電話での受付けはできません。ウェブ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。
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。
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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。

ｏ

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、G ｏｏｇ l ｅ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、G ｏｏｇ l ｅ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（Ｙａ h ｏｏ、G ｏｏｇ l ｅ）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。G ｏｏｇ l ｅ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
「鍼灸ネット」へのご登録をよろしくお願いいたします。
度は、伝えたほうがいいと思いますが・・・）
URL：https://www.hariq.net/
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
※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。
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。
（広報普及 IT 委員会）

編集後記
起床時から喉がイガイガする。エアコンで乾燥したなぁ・
・
・
そう思っていたら夜には身体中の痛みと３９℃超えの熱発。
翌朝外来で PCR 検査を受けると陽性の診断。ついに私もコ
ロナ罹患。仕事のキャンセルと接触者への報告のため、ほう
ぼうに連絡を済ませ、さて、長いおやすみ何をしよう？と考
えていたものの、思いのほか症状が長引き寝たきりの１０日
間を過ごしてしまいました。一人暮らしの私を心配してお見
舞いや差入れの連絡が毎日のようにあり、不安になりがちな
療養中も孤独を感じることなく過ごすことができました。
感染拡大下、人助け指数の低い日本がさらに人助けをしな
くなった（CAF:World Giving Index2021）という調査結
果もありますが、少なくとも自身の所属するコミュニティで
はそれはなさそう。緊急時にはこれまで培った人間関係が助
けになるのだと実感しました。声かけや手助け、なかなか勇
気のいるものですが、もし誰かが困っていたら迷わず声をか
けよう！と決意するとともに、友人たちへ感謝した療養期間
となりました。
（廣橋久美子）

今年はたいへん暑い夏となりましたね。暑さのせいかいつ
も以上に体調不良を訴える方が多くいるなか、私自身も体調
を崩してしまいました。長引く不調でつらい毎日でしたが、
鍼灸と漢方薬にずいぶん助けられ元気を取り戻すことができ
ました。
普段から鍼灸施術を受けると体が楽になることは感じてい
ましたが、弱っているときはより鍼灸の治療効果を実感でき、
あらためて素晴らしい技術だと思いました。病院へ行っても
どうにもならない不調のときこそ東洋医学が頼りになること
を、身をもって体感しました。
体調を崩したからこそ気づけたこともたくさんあり、とき
には自分が患者になる経験も大切だと感じました。ですが、
やはり健康が一番。患者さんを元気にするためにも、まずは
自分が元気でいられるように、しっかり養生を続けたいと思
います。
（端場真美弥）

公益社団法人
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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！
例年８月が募集締切りとなります。未加入の方はぜひ、今からご加入をご検討ください。
「基本補償」
：遺族生活費、こどもの養育費、葬儀代などを保障するための制度です。
事故による入院保障もついています。
「医療特約」
：病気やケガによる入院・所定の手術を保障する制度です。
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」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。保険会社の変更をされる師会は下記までご連絡
ください。
１１月中にご連絡をいただきますと、来年度のご
加入手続きがスムーズです。

E-mail：soshiki.jama@gmail.com
件

名：
「賠償責任保険の件」

★ 2023 年度の東京海上日動火災保険の賠償責任保険★
３億円補償プランが新設されます！
掛け金もリーズナブルな設定になっています。
募集締め切りは１月中旬（予定）。
ご採用いただいている都道府県師会へご案内しま
すので、この機会にぜひご検討ください。
（組織委員会）
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森ノ宮医療学園出版部 出版物のご案内
鍼灸臨床専門誌
『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。

創刊号
2号
3号
4号

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
No.112
No.113
No.114
No.115
No.116
No.117
No.118
No.119
No.120
No.121
No.122
No.123
No.124

お灸の再生
鍼灸院に求める｢スタンダード｣とは
原因不明の腰痛を治す
瞑眩、それとも鍼あたり？
今こそ『補腎』！
往診・往療・出張施術
刺絡2－次世代へ向けて－
社会鍼灸学と鍼灸社会学
新たな国民病、慢性腎臓病への
鍼灸治療
WFASがやってくる
触診力をつける
プライマリ・ケアと鍼灸
産前産後の鍼灸治療【PDF版】
鍼灸とボランティア・NPO

No.125
No.126
No.127
No.128
No.129
No.130
No.131
No.132
No.133
No.134
No.135
No.136
No.137
No.138
No.139

依存症への鍼灸治療
伝統医療振興基本法(仮称)を考える
パーキンソン病とQOL
鍼灸研究の最前線
｢五十肩｣と｢いわゆる五十肩」
私の得意穴
終末期・高齢者をみつめる緩和ケア
難治性腸疾患へのケア
女性の健康寿命をアップする
点灸と道具を使ったお灸
未来へ向けて、小児鍼治療
耳鼻咽喉科疾患を治療する【PDF版】
膝の痛みと手の痛み
冷えと冷え症－鑑別と治療－
眼科疾患への治療
－鍼灸・漢方・マッサージ【PDF版】

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

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

あはきの今を知り、未来を考える
創刊号
第２号
第３号
第４号
第５号

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

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

伝統医療と国際標準
あはきと診療ガイドライン
あはきと「医業類似行為」
あはきと費用対効果
｢モクサアフリカ」とは何か

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）

真
の
「
臨
床
家
」
を
志
す
人
の
た
め
に
。

す
べ
て
は
、

鍼でお困りなら大宝へご連絡下さい
«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


募集人数

募集人数

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 㻌 㻌 㻌 
㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 切り取ってカードケースに入れてご使用ください㻌

ＴＭＰ大宝医科工業株式会社㻌
大阪メトロ
（地下鉄）中央線・今里筋線
「緑橋」
駅より徒歩7分
JR大阪環状線・大阪メトロ（地下鉄）中央線・今里筋線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅より徒歩12分

〒

広島市安佐北区三入 

ＴＥＬ ０８２－８１８－２５１１
ＦＡＸ０８２－８１８－３５１３
0DLOLNHQ#HQMR\QHMS㻌
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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ᴾ
ᴾ

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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100％もぐさのみを使用した
炭化もぐさを開発。
もぐさ本来の火付きの良さは
そのままに、煙・ニオイ
ほぼゼロを実現しました。

熱源からのあたたかさを
遠赤外線で施術箇所まで伝える
セラミックボードを使用。
程よい温感にこだわって
設計しました。
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在庫なし！リスクなしの物販を始めるなら

「はりきゅうモール」
登録治療院募集中
こんなことにお悩みではありませんか？
「来院したくてもできない患者さんに何かできることはないか・・・」
「来院ができない患者さんのために通販をしたいが・・・」
「ECサイト作成や広告費が・・・」
「在庫を抱えるリスクが・・・」
梱包材の
手配

配送料

集荷の手配

在庫を
抱えるリスク

通販サイトを
作る費用

はりきゅうモールなら全て解決！
まずはお問合せから！

【鍼灸院用】はりきゅうモールお問合せフォーム
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カーボ鍼灸針 イーハリディスポ鍼 ヤンイーミニ
圧倒的コスパ！イーハリディスポ鍼 NRJ10R ＠5.4円(税別) 取扱い再開しました！

オンラインストア新規会員登録で500ポイント進呈中！ https://yangyi.co.jp

有限会社ヤンイー貿易⇌
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兵庫県神戸市垂水区日向2⇙6⇙29⇌

078⇙742⇙7068⇌
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