
鍼 灸 師 会 の 公 益 活 動

学 術 研 修 会

第35回はり供養祭り並びに特別講演会

日時 平成 30 年 2 月 4 日(日) 10:30～15:45

会場 エフピコリムふくやま地下 2 階 イコールふく

やま大会議室

演題 「腰部脊柱管狭窄症」「関節リウマチ」 講演・

実技

講師 東京大学医学部附属病院 リハビリテーション

部 鍼灸部門主任 粕谷 大智 氏

参加者数 30名(会員 23 名、会員外 5名、学生 2名)

LCS の馬尾型、混合型はなかなかやっかいな疾患であ

る。神経根型は鍼灸治療により改善する可能性があり、

下肢末梢の鍼刺激により神経根の血流が改善するとも

言われていた。この度、それを実際に捉えた映像を拝見

させて頂いた。

また、「腰部脊柱管狭窄症に関する 3つの保存療法（薬

物療法、運動療法、鍼灸）の有効性を検討した臨床試験」

が行われ、３群比較自体世界初の試みで、鍼が薬物や体

操と比べ重症度や身体機能や満足度も良い結果であっ

たとの報告があった。本年 1月末に、BMC Complementary

and Alternative Medicine という雑誌（Impact Factor :

2.288）に Accept となり、その文献もご紹介頂いた。

RA では、診断・鑑別や病期別・部位別の鍼灸治療に

ついての講義があった。こちらもなかなか一筋縄ではい

かない疾患であるが、医療と鍼灸の併用により、効果に

有意差があることを報告された。

LCS ・ RA とも実技をして頂き、神経解剖学的に基づ

き的確にポイントを捉える術は流石であった。質疑にも

その都度対応して頂き、本当に素晴らしい研修会となり

ました。

大変ご多忙の中、この講演をご承引頂いた粕谷先生に

心よりお礼申し上げます。また、当日ご参加・ご協力頂

きました各位に感謝申し上げます。

学術部では、現代医学的鍼灸・日本古典医学的鍼灸・

中医学的鍼灸の中から、出来るだけ臨床家の講師をお招

きし、臨床に役立つ研修会を開催したいと考えておりま

す。今後とも宜しくお願い致します。

尚、粕谷先生から、「皆熱心で心が引き締まり、改め

てもっと頑張らないといけないと思いました」というメ

ッセージが届いております。

福山地区鍼灸師会 第 21 回学術講演会

日時 平成 29 年 12 月 17 日(日) 10:30～12:00

会場 エフピコリムふくやま 地下 2 階 イコールふ

くやま大会議室

演題 「腰椎変性疾患について ～腰部脊柱管狭窄症を

中心に～」

講師 福山医療センター 整形外科医長 甲斐 信生

氏

参加者数：19 名(福山地区鍼灸師会会員 18 名、広島市

地区鍼灸師会会員 1名)

福山市では大変著名な整形外科医でいらっしゃいます

甲斐信生先生に講演して頂きました。

腰椎変性疾患全般の概要・特徴・診察法・鑑別疾患・

治療等について、貴重な動画(特徴的な歩行、手術映像

等)を交えて、我々鍼灸師にも分かりやすいようにご講

義頂きました。

腰部脊柱管狭窄症については、保存療法の適応・限界、

手術適応の判断等についてもご教示頂き、大変有意義な
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研修会となりました。ご多忙の所快く講演を承引して下

さった甲斐先生に心より感謝申し上げます。

福山地区鍼灸師会 第 13 回学術大会

日時 平成 30 年 2 月 18 日 10:30～15:45

会場 エフピコリムふくやま地下 2 階 イコールふく

やま大会議室

「過敏性腸症候群」「病院における鍼灸治療」(重症疾患

患者に対する鍼灸治療の取り組み－重傷脳損傷・意識障

害・集中治療中の人工呼吸管理下の患者など)

講師 岐阜大学大学院医学系研究科 循環・呼吸病能

学第二内科中部療護センター(木沢記念病院)

松本 淳 氏

上記の通り、講演・実技を行い研修した。

IBS、意識障害患者のどちらにも、貴重なデータをお

示し頂き、鍼灸治療の可能性を感じさせる講演でした。

開業鍼灸師としては、なかなか研究、論文を発表する

ことは難しい面がある。大学病院等で鍼灸臨床に当た

られている先生には、日本鍼灸界発展のために益々の

ご活躍を期待するものである。我々開業鍼灸師は、

日々精進し、症例を積み重ねるしかない。

参加者数 20 名

(福山地区会員 14 名、広島市地区会員 2名、会員外 3 名、

学生 1 名)

とびしまマラソン鍼灸治療ボランティア

去る 2 月 25 日呉とびしまマラソンにおける施術ボラン

ティア活動を行ってまいりましたので報告させていた

だきます。

参加者は

広島市地区から岩本、大井、丸木、光保

福山地区から幸崎、山下

呉地区から大塚、向田の各先生と他に会員外で受付を手

伝ってくれた方が 1 名です。

午前 7 時 30 分に会場入りして、B&G 海洋センター体

育館に五台のベッドで午前8時30分から午後3時30分

まで 52 名に施術をいたしました。

半数近くが鍼灸治療未経験者ですが、「楽になった！」

「もっと早く受ければ良かった！」といった声を聴くこ

とができました。

また、来場者の中に吐き気と悪寒を訴える方がいらっ

しゃいましたが、相談の上、施術はせずに保温につとめ

て救護班にバトンタッチした結果、我々の撤収時には回

復されて、対応に対するお礼の言葉をいただきました。

最後に施術の内訳は

男性 28 名 女性 24 名

20 代 13 名

30 代 15 名

40 代 18 名

50 代 4 名

60 代 1 名

不明 1名

症状別では

頚肩腕部 21名

腰臀部 25 名

大腿部 12 名

下腿部(足関節)32 名

膝関節 10 名

その他 1名

です。



2017年度学術部門優秀賞 受賞者

学術管理カード保有者である事

6月研修会（2 単位）

広島県鍼灸学術大会（6単位）

はり供養祭特別講演会（5単位）

日本鍼灸師会 全国集会（5単位）

以上の学術研修を 7 単位以上取得した者

広島市

岩本 素明 （ 岩本鍼灸院 佐伯区五日市 2-6-21

082-924-1181）

丸木 直也 （丸木鍼灸療院 西区三滝町 15-12

082-237-3629）

光保 和博（山﨑鍼灸治療院 中区富士見町2-20-104

082-243-8648）

竹内 良 (朝日医療専門学校 広島校 西区己斐本町

１-２-５-１５ 082-507-1212)

野村有樹子 (野村鍼灸院 中区吉島東 1-26-15

082-246-4332)

東広島市

牛尾雄二（牛尾鍼灸院 東広島市高屋町造賀 2820-11

082-436-1222）

福山市

岡田静治郎（岡田治療院 福山市新市町新市 709

0847-52-6412）

時本 弘美 （時本鍼灸治療院 福山市延広町 5-5

084-923-0801）

時本 哲弥 （時本鍼灸治療院 福山市延広町 5-5

084-923-0801）

宝諸 有弘（宝諸はり灸院 福山市佐波町 408-2

084-951-2738）

幸崎裕次郎 （愛鍼灸院 福山市手城町 2-22-2-2

084-973-2460）

山下 桂史 (山下鍼灸院 福山市南松永 1-29-8

084-933-4677）

府中市

杉原 朝香 （スギハラ鍼灸院上下治療室 府中市上

下町上下 1869 0847-62-4272）

編集後記

平成30年4月よりデイサービスなどで

行われる機能訓練が鍼灸師にも担当する

ことが厚生労働省から認められました。

我々鍼灸師も介護予防、健康保持増進に

寄与できるよう精進努力し皆様のお役に

立てるよう頑張ります。

編 集 者: 幸崎裕次郎

発行責任者: 岡田静治郎

発 行 所: 公益社団法人

広島県鍼灸師会 広報部

福山市新市町新市 709



鍼 灸 師 会 の 公 益 活 動

学 術 研 修 会
公益社団法人広島県鍼灸師会は会員症例発表を広島

県鍼灸学術大会 として行いました。本年 35回を迎え有

意義な学術大会となりました。

●一般発表

1.「ヒヤリ・ハット報告」

広島市地区鍼灸師会 岩本 素明(座長 石原 敦彦)

2.「鍼灸治療により採卵成績が向上し妊娠に至った 1

症例」不妊鍼灸ネットワーク・広島県鍼灸医学会

田邊 美晴(座長 谷口 正昭)

3.「ロシア・シベリア鍼灸活動」

(一社)広島県鍼灸マッサージ師会

郷田 大介(座長 青掛 良子)

4.「カリキュラム変更に伴う IGL 医療福祉専門学校の取

り組みについて」

IGL 医療福祉専門学校 尾野 龍一(座長 南 一成)

5.「80 歳の美容鍼灸～鍼灸をもっと身近に～」

経絡治療学会広島部会 田賀 聡子(座長 中野伸哉)

6.「セルフケアデリケートゾーンにする隔物灸」

広島朝日会 川本 陽子(座長 竹内 良)

7.「咳嗽の一症例」福山地区鍼灸師会

時本 哲弥(座長 宝諸 有弘)

●学術証授与 (公社)広島県鍼灸師会

会長 岡田 靜治郞

●特別講演 (座長 時本 哲弥)

『開業鍼灸師に必要な「喘息」の診かた考え方、鍼灸治

療について― 特に成人気管支喘息を中心にしてー』

森ノ宮医療学園保健医療学部鍼灸学科教授

日本臨床鍼灸懇話会理事 坂本 豊次 氏

1946 年生 71 才 坂本鍼灸院院長

1969 年 9月 明治鍼灸柔整専門学校鍼灸科卒業

1973 年４月 大阪鍼灸専門学校助手

1973 年４月～2016 年現在 坂本鍼灸院院長。

1974 年 12 月 大阪鍼灸専門学校専科教員非常勤講師

1981 年４月～2003 年 3 月 森ノ宮医療学園普通科教員

非常勤講師

2003 年４月～2007 年３月 国際東洋医療鍼灸

学院副学院長

2008 年４月 森ノ宮医療学園保健医療学部鍼灸学科

准教授

2014 年４月 森ノ宮医療学園保健医療学部鍼灸学科

教授 現在にいたる

広島市地区定例講習会 2017

「精神科・心療内科 治療の実際」

講師 ナカムラ病院 梶川広樹 先生

精神科・心療内科治療の診断、治療の実際を知ることが

でき、鍼灸施術においても十分役立つことを認識できた。

公益社団法人 広島県鍼灸師会
http://hiroshima.harikyu.or.jp
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ひろしま国際平和マラソン
鍼灸ボランティア治療

第37回ひろしま国際平和マラソン大会が11月3日(金・

祝)開催され、広島県鍼灸師会は福山地区から岡田会長、

都築、山下の 3 名、広島市地区から岩本、大井、竹内、

西平、濱本、細田、丸木、南、光保の 9 名、呉地区から

大塚、向田の 2 名、計 14 名が参加し、156 名に施術を

行うことができました。

朝７時の準備から午後２時の撤収まで参加者全員が

てきぱきと活動されたお蔭です。

また、IGL、朝日の各専門学校から学生が 6 名づつ参

加し、交代で手伝ってくれました。

彼らの動きも良く、頼もしいかぎりでした。

最後に施術内訳です。

施術人数 156 名(男性 88 名、女性 68 名)

年齢別では 10 才以下 6 名

10 代 3 名

20 代 5 名

30 代 33 名

40 代 50 名

50 代 26 名

60 代 17 名

70 代 2 名

不明 14 名となり、

部位別では頚肩部 90名

上肢 10 名

背部 8名

腰臀部 64名

その他 3名 (複数回答)となりました。

参加された先生は

福山地区 岡田治療院 岡田靜治郎先生

はり灸治療院 水平庵 都築勤先生

山下鍼灸院 山下桂史先生

広島市地区 岩本鍼灸院 岩本素明先生

おおい鍼灸院 大井良章先生

朝日医療専門学校広島校 竹内良先生

にしひら鍼灸整骨院 西平和彦先生

広島あさひ鍼灸院 濱本健太郎先生

細田はりきゅう治療院 細田裕太郎先生

IGL 医療福祉専門学校 南一成先生

山鍼灸治療院 光保和博先生

丸木鍼灸療院 丸木直也先生

呉地区 治療、美容、癒しのはり・きゅうサロン

みかづき 大塚実木先生

向田鍼灸治療院 向田淳子先生

お知らせ

第 9 回呉とびしまマラソン

マラソン会場にて、無料、はりき

ゅう治療体験ができます。お気軽に

お越しください。

日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）

場所：呉市蒲刈町大浦字沖浦 県民の浜

編集後記

プロ野球球団に所属している投手が鍼治

療により神経麻痺になったという報道が

ありました。直ちに我々が所属する団体、

教育機関、学術機関が事の真相を問合わせ

た結果、担当する専門医より鍼治療が原因

であったとは断定できないと回答があり

球団としても鍼治療は有効であり現在も

選手、スタッフにも鍼治療を行っており今

後も活用していくとのコメントがありま

した。（詳しくは日本鍼灸師会 HP）

患者様におかれましては、本年中はひと

かたならぬご愛顧にあずかり、誠にありが

とうございました。

師走の時節柄、ご多忙のことと存じます

が、くれぐれもご自愛の上、晴れやかな新

年をお迎えになられますよう、心よりお祈

り申し上げます。

また、来年もなにとぞ変わらぬご厚誼の

ほどよろしくお願い申し上げます。

編 集 者: 幸崎裕次郎

発行責任者: 岡田静治郎

発 行 所: 公益社団法人

広島県鍼灸師会 広報部

福山市新市町新市 709



鍼 灸 師 会 の 公 益 活 動

学 術 研 修 会

日時：平成 29 年 6 月 18 日(日) 13:00～14:30

場所：朝日医療専門学校７F 実習室

～志案での臨床の実際～

「古典医学からみる妊婦さんの生理とその治療」

経絡治療学会広島部会 会長 山口 誓己 氏

このたびの研修会は、開催前日まで参加の問い合わせ

があり、多くの皆様にご参加頂き盛況でした。

講師の山口先生には、旬でとてもいい演題でご講演頂

きました。逆子・生誕・産後の事など、大変興味深い内

容でしかも分かりやすく、明日からの臨床に活かせるも

のでした。

第 18 回アクアスロンくらはし大会
鍼灸ボランティア治療

7月16日(日)に呉市倉橋町桂浜にて第18回アクアスロ

ンくらはし大会が開催され、鍼灸施術ボランティア活動

を行い、25名に施術させていただきました。

参加した県師会会員

広島市地区 石原敦彦、岩本素明、大井良章

丸木直也、光保和博

福山地区 岡田靜治郎、幸﨑裕次郎、山下桂史

呉地区 大塚実木、向田淳子

施術内訳

男性13名 女性12名

施術部位は肩、上肢 18名

膝、下肢 11名

腰臀部 12名

その他 1名

(複数回答あり)

編集後記
北朝鮮による暴挙が収まるどころか、さらに

エスカレートしている。例えば、ミサイルの部

品が落下し、人、個人宅に危害、損傷、を与え

た場合、誰が保証するのか、はたして、日本国

が保証してくれるのか政府ははっきりした指

針を示していない。戦後７０年を迎えた日本は

絶対に戦争は起こさせない態度を明確にし、対

話による解決を望む。

編 集 者: 幸﨑裕次郎

発行責任者: 岡田靜治郎

発 行 所: 公益社団法人

広島県鍼灸師会 広報部

福山市新市町新市 709



鍼 灸 師 会 の 公 益 活 動

福山地区鍼灸師会

灸ネット福山弘法の灸無料お接待

日時：平成 28 年 4月 16 日 ～ 平成 29 年 3月 19 日

場所：福山市津之郷町俄山弘法さん宿泊棟

会場の弘法宿泊棟に併設する温泉施設が午前営業を取

りやめ午後のみとなったことで、午前中治療を行ってい

たお灸治療希望者が激減した。

２００６年に無料お接待を始めて１０年１００回を超

え延べ１０００人近くの市民に灸治療を施し、水汲み場

に来られる数えきれない人々にポスターを見てもらっ

たその普及活動を今回で終わることとなった

無形ではあるが大変大きな成果であると云える。

第４０回ふれあい福祉まつり 弘法の灸
無料お接待&親子スキンタッチ教室開催

日時：平成 28 年 10 月 16 日

場所：福山市緑町公園内

灸施術 16 名 親子スキンタッチ教室５組

テントブースがプロムナード入り口近くであり、来場者

がまず目的である主会場に先を急ぐため、殆どが立ち寄

らないうえ、当日は雨模様であったためか成果と云える

ほどの人数が来なかったことは残念な事であった。

しかし、一人一人に対する時間が充分に取れ、しっかり

話が出来たこと、パンフレットチラシはシッカリ配るこ

とが出来たことは、喜ばしいことであった。

また、２０年近く続く福祉祭りを通じての福山市社協と

の信頼関係がより強くなっている事は、無形ではあるが

大変大きな成果であると云える。

第2回お灸教室＆スキンタッチ講習会
親子スキンタッチ教室開催

日時：平成 29年 4月 16日（日）午前 10時～12時半

場所：朝日医療専門学校７F 実習室

参加者：13名（一般 6、学生 7）
内容：10時より開始。岡田会長ご挨拶の後、私がお灸

と肩こりについてパワーポイントで説明をしま

した。その後、会員の先生が参加者 2人につき 1
人ついて、大腸経の合谷、手三里、曲池に点灸及

びせんねん灸を指導、体験してもらい、体調や鍼

灸についての相談にものりました。11時すぎか

らは、朝日医療専門学校の溝辺龍一先生に薬膳茶

の講演をしていただきました。2種類の薬膳茶と、

手作り薬膳クッキーをいただきながらの講演で、

お灸以上に皆さん興味を惹かれていました。

11時 50分からは、例年通りスキンタッチ講習会

を行いました。



最後に、ご参加いただいた先生方、ご協力を賜り

まして誠にありがとうございました。

平成 29年 5月 20日（土）、21日（日）に開催されま

した、子育て応援団「すこやか 2017」において、今年

も鍼灸師会は「親子スキンタッチ教室」を行って参りま

した。

このイベントは今年で 14回目になるそうで、総来場

者数は 3万 2千人で、鍼灸師会ブースには 95組の親子

が来られました。

今年の印象としましては、親子連れ以外にも、おそら

く小児に関する職業であろう方々が多く来られたこと

です。その中で、ある幼稚園関係者の方から、ぜひうち

の幼稚園でもスキンタッチ講習会をしてくれないかと

有難いお誘いを受けました。今までも色んな関係者が興

味を持って見ていたとは思いますが、今回は継続してき

た努力が形として実ったわけで、スキンタッチの本来の

目的である小児はりや鍼灸の普及にもつながる糸口に

したいと思います。

お灸フェス全国ツアー in とっとり開催

主催：鳥取県鍼灸師会 後援：日本鍼灸師会 青年委員

会

協賛：株式会社山正、釜屋もぐさ本舗、セネファ株式会

社、株式会社小林老舗、

セイリン株式会社、花王株式会社

協力：中四国ブロック青年部長

日時：平成 29年 4月 30日（日） 11：30～15：00
場所：野原の caféぽすと 鳥取県八頭郡智頭町早瀬 271
－3
来場者：一般約 60名

内容：ヨモギカフェ、ヨモギ摘み、お灸教室、もぐさ作

り、脈診（以上は無料）、美容鍼や鍼灸体験（ワンコイ

ン）野原の caféぽすと さんの全面協力の下、鳥取県鍼

灸師会の米澤先生を中心に、周到に準備をされており、

来場者に飽きさせることなく、皆が楽しく学べる時間だ

ったと思います。来られた方は、今後体調がすぐれない

ときに、鍼灸院に行くことが選択肢にあがることは間違

いないでしょう。

カフェ入口 お灸教室

鹿肉とタケノコのカレー

ヨモギ摘み

参加した鍼灸師



TOPIX

災 害 医 療 研 修 会 に 参 加 し て
光保 和博

日時 平成28年12月11日（日）

場所 ＪＩＣＡ関西国際センター

国際医療技術財団（ＪＩＭＴＥＦ）の災害医療研修 第

5回アドバンスコースが神戸で開催され、

今後につながる他職種連携（災害医療は極限下における

地域包括ケア）の為受講してきました。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、臨床

心理士、歯科衛生士、臨床検査技師、

診療放射線技師、柔道整復師等と共に「次に来る大規模

災害」に備えて、連携のための話し合い、

各団体の連絡手段の確認があり、安否確認に会員メーリ

ングリストやＬＩＮＥの活用が災害時には必要

であり、早急に整備するべきだということを学びました。

午後からは実践的な災害対策本部運営のシュミレー

ションが行われました。

事前に戦術に関する本を読んでいたのですが、次々と起

こる事態に、今日その場で出会った 人達

でチームをつくっても混乱するだけだということを受

講者全員が学びました。

また、講師も多彩で、ＤＭＡＴの医師や、ある被災地

の行政担当者等からオフレコで実際にあった

現場の話が聞けました。

終わった後の懇親会では、各団体ごとに集まって檀上

でポーズをとるといったこともありました。ここ

最近鍼灸師会からの出席者が多く、また期待もされてい

ると感じました。

交通費含めると3万円超の出費でしたが有意義な時間

をすごせました。

編集後記

カープ球団好調の裏には、選手を支えるトレ

ーナーの存在が大きく影響しているのでは？

中国新聞のスポーツ欄に、選手の復帰に鍼治療

が貢献している記事があった。医療法人聖光園

細野診療所 院長 細野孝郎先生はスポーツ鍼

灸とは、スポーツ障害の治療や障害発生の予防、

コンディショニングの一助として鍼灸治療を

用いることを言います。高度な鍼灸技術に加え

て、スポーツ医学についての幅広い知識を持つ

鍼灸師が提供する治療であり、鍼灸によって血

行を良くし免疫機能を向上することで、胃腸を

強くしたり身体疲労の回復を促進します。また、

手足の冷えをとる、筋肉の緊張をほぐす、体力

を増進するといった効果もあるそうです。とあ

ります。スポーツ障害でお困りの方は是非ご相

談ください。

編 集 者: 幸崎裕次郎

発行責任者: 岡田静治郎

発 行 所: 公益社団法人
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