
７月３１日（日）、パセラリゾートにおいて青年

女性部、組織部共催による「納涼仮装パーティー」

が開催されました。参加者は、大人８５名、小人６

名、未就学児６名でした。

仮装で多くのスポンサーによる豪華景品が当た

るなど、楽しい１日となりました。

今年は新しい試みで、公益社団法人神奈川県鍼

灸師会、日マ指圧マッサージ師会と私たち一般社

団法人神奈川県鍼灸マッサージ師会の３団体合同での開催となりました。

この３団体は、業の発展のため

に力を合わせて協力し合うことを

目的に＜鍼灸マッサージ推進協議

会かながわ＞を組織しました。自

民党県議団による「かながわ自民

党鍼灸マッサージを考える会」と

懇談会を持つなど、精力的に活動

しています。

発行人 一般社団法人 神奈川県鍼灸マッサージ師会  会長 伊勢山 竹 雄  編集者 太 田 修 二

〒231-0065 神奈川県横浜市中区宮川町 2-55 ルリエ横浜宮川町 304
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学術部より

第 43回

神奈川県鍼灸マッサージ師会学術大会報告

第 4 ブロック学術委員 西村 博志

                    平成２８年７月２４日（日）、湘南医療福祉

専門学校にて「第４３回神奈川県鍼灸マッ

サージ師会学術大会」が開催されました。

今回は、県民公開講座を兼ねて、東京大

学医学部附属病院リハビリテーション部鍼

灸部門主任の粕谷大智先生をお招きし、

「東大病院での鍼灸治療の実際～頚背部痛

の鍼灸マッサージケア～」をテーマに、お

話をしていただきました。

頚背部の痛みは、鍼灸の臨床では腰痛に次いで取り扱う機会が多く、今回の講演では

主に頚椎症についてお話をして頂きました。頚椎症については「関連痛型」「神経根型」

「脊髄型」を鑑別することが大事で、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの理

学検査で鑑別が比較的可能であり、障害される椎間関節、椎間板のレベルによって、痛

みの出る部位が違ってきます。例えば、肩甲骨の内縁の関連痛であればＣ５～Ｃ６椎間

関節、肩上部の関連痛であればＣ４～Ｃ５椎間関節が治療点となってきます。

その他東大病院では、緑内障の治療に後頭下筋群への施術を行っていることなど、貴

重な情報を頂きました。後半の実技では、治療のポイントとなる後頭下筋群の触察方法

や、中斜角筋・肩甲背神経への鍼灸施術、頸部へのマニピュレーション方法などをご披

露頂きました。

県民公開講座後の午後の部では、会員発表が行われました。会員発表は以下の通り

で、今回は５名の会員から発表があり、意見交換も活発に行われました。発表頂いた会

員の皆さま、ご多忙にもかかわらずありがとうございました。



・第１ブロック：榎本恭子先生（川崎師会）

「低用量ピルの使用について」
                    

・第２ブロック：谷口修一先生（浜鍼師会）

「効率のよいマッサージ法の提案」

・第３ブロック：林志乃先生（鎌倉逗葉師会）

「児童発達支援、放課後等デイサービスでの活動報告」

・第４ブロック：西村博志先生（藤沢師会）

「藤沢市におけるフレイル高齢者の鍼灸マッサージ治療院受療状況」

・第５ブロック：髙橋光宏先生（小田原師会）

「はり・マッサージ刺激と起居動作

～私が考える治療方法と脳との関連～」

学術大会最後の演題は、神奈川県介

護予防研究会委員長の林秀卓先生によ

る地域健康つくり指導者研修会で、今

回のテーマは「認知症予防に向けた運

動コグニサイズ」。認知症の予防に効

果があると言われ、ポイントは頭と体

を同時に使うことです。

参加者全員で、林先生がデイサービ

ス等で普段やっていることを実践（踏み台昇降をしながら、数をカウントし、ある倍数で

手をたたくなど）しましたが、これが意外と難しく、皆さんも一度お試しください。

－３－



第 1回

神奈鍼学術講習会のお知らせ

平成 28 年度、第 1 回神奈鍼学術講習会を、下記の要項で開催いたします。

３名の講師とも、臨床に役立つ内容ですので、奮ってご参加ください。

この講習会は、財団法人東洋療法研修試験財団（厚生労働省直轄）の生涯研

修認定講習会となっております。受講カードを忘れずご持参願います。

会場が当初の予定から、変更になっておりますので、ご確認願います。

記

１．日 時 平成 28 年 10 月 2 日 (日)  13：00～16：45

２．会 場  小田原市保健センター JR 鴨宮駅 南口下車徒歩 15 分

      神奈川県小田原市酒匂２－３２－１６

（受講カード記載の会場と変更となっております）

問い合わせ先：０７０－５０７４－６５９３ 小川まで

３．内 容

【第１部】 13：00～15：15

演題：「認知症とうつ病の診断と治療」

講師：アカラクリニック院長 福田 真 先生（総合内科専門医）  

【第２部】 15：15～16：00

演題：「地域健康つくり講習会」

講師：神奈鍼 介護予防研究委員長 林 秀卓 先生

【第３部】 16：00～16：45

演題：「スポーツ講習会」

講師：帝京大学非常勤講師 朝日山 一男 先生

－４－



南三陸・南相馬震災ボランティア報告

～マッサージとハモニカで癒しのハーモニー～
                    

７月１７日（日）南三陸枡沢仮設住宅・復興

住宅、８月２１日南相馬牛越復興仮設住宅にお

いて４５名の被災者の方のマッサージ・鍼施術

を行ってまいりました。

南三陸では、（一社）ボランティア東北ファ

ミリアの鈴木様のコーディネートで、宮城県

師会会長の山田幹夫先生他２名の先生、神奈

鍼会員７名、会員外１名、また帝京大学の学

生２名、二宮ジョイフルハモニカ３名の参加で実施できました。また、南相馬の活動は、

会員５名、会員外１名、神奈川衛生学生２名、ハモニカ５名で活動を行いました。

南三陸は、復興住宅の建設が進み今年度でかなりの移転が行われるようですが、町中

は、かさ上げ工事で建物は全く立っていない状態です。

一方、南相馬市は、牛越仮設住宅だけでも３７９所帯の内３００所帯が依然仮設住宅住まい

で、被災者の方の話では、家に動物やネズミが入り込み、また水道管が腐り、とても住め

る状態ではないとのことでした。また、家族は離散し、津波での被害、原発での２０

ｋｍ圏・３０ｋｍ圏などで全く保証が違い、人間関係にも問題が生じているとのことです。

被災者の方が、「現在も埼玉をはじめ、他県からボランティアが訪れ大変ありがたい」

マッサージを受けた後、ハモニカの演奏にもリラックスできたと大変喜んでいただきま

した。

現在、全鍼師会の災害対策委員会では、危機管理基本規定、災害支援マニュアル、災害

鍼灸マッサージ師派遣要綱などの作成に着手しております。これらが決まりますと、

神奈鍼でも同様に着手することになります。しかし、制度上は整理されても実際に活動

ができなければ、意味がありません。近年の災害においても、活動を実施している県は

わずかです。日頃の活動経験がなければ、いざというときには動くことができません。

３月２６日にも計画を立てております。まだ、未参加の師会におきましては、これから

起こる神奈川での災害時の住民の方々の支援のためにも、是非参加をお願いいたします。

報告 朝日山 一男

－５－



平成２８年１１月２０日（日）に開催される２０１６川崎国際多摩川マラソンにフィ－ルドボ

ランティアを行います。

本年も多くの市民ランナーの参加が決定されております。多くの方に鍼灸マッサージ

の良さを知って頂くいい機会にして参りたいと思います。

また、先生方の交流の場・２０２０東京オリンピックに向けての研修の場として頂けると

考えております。

会員の先生方のご尽力を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

つきましては、お手数ですが別紙の『事前アンケート』の提出をお願い致します。

参加意思を神奈川県鍼灸マッサージ師会事務所へご連絡下さい。後日、事前アンケート

をお送り致します。

ご記入後は、神奈川県鍼灸マッサージ会事務所までＦＡＸ下さいますようお願い申し

上げます。

また、「厚生労働大臣免許保有証」をお持ちの先生方は、ご持参下さいますようお願い

申し上げます。有資格者団体であること、安心・安全のアピール出来る大事な場となると

考えております。ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

■集合時間：８：００ 現地集合

■施術時間：８：３０～１２:３０

（終了後、忘年会を予定しております。是非、ご参加下さい。）

■会  場：川崎市等々力陸上競技場

■申込方法：事前アンケートを記入し、神奈川県鍼灸マッサージ師会事務所宛に

ＦＡＸ下さい。

■申込期限：平成２８年１０月２０日（木）

※持ち物：厚生労働大臣免許保有証

■問合せ先：川崎市鍼灸マッサージ師会

研修部長 榎本恭子／０４４-７２２-８２６１

川崎市鍼灸マッサージ師会

多摩川国際マラソン大会

ボランティア募集

－６－



来る平成２９年１月８日（日）に一般社団法人川崎市鍼灸マッサージ

師会・創立７０周年記念式典が行われます。開催に先立ち講師に東京有

明医療大学の川嶋朗教授お迎えし、基調講演会を開催致します。

また、当講演会は、市民公開講座及び東洋療法研修財団共催の生涯

学習研修会の意義も含んでおります。

是非とも、先生方のご参加は多数をご参加・ご協力をお願い申し上

げます。また、患者様やご家族・ご友人へ推進も併せてお願い申し上

げます。

当会のより一層の振興、発展への足掛かりとして、本講演会を実現

させたいという意気込みでおりますので、皆様のご理解とご参加をお

願いしたく、ご案内申し上げます。

詳細につきましては、『ご案内のチラシ』をご覧くださいませ。

お申込は、往復はがきにさせて頂きます。

会員の先生方には、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よ

ろしくお願い致します。

日  時：平成２９年１月８日（日）

     １２：３０ 会場 １３：００ 講演 １６：００ 終演

会  場：ホテルＫＳＰ

演  題：『病気の９割は、「あ・い・う・え・お」で防げ！』

講  師：東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科

教授 川嶋朗先生

申込方法：往復はがき（別紙ご参照）

申込期間：平成２８年１１月１日（火）より平成２８年１２月１０日（金）

参 加 費：神奈鍼会員 １，０００円、学生・一般参加者 ５００円

問合せ先：川崎市鍼灸マッサージ会

研修部長 ０４４-７２２－８２６１／０９０－８０８６-３０００

一般社団法人川崎市鍼灸マッサージ師会

創立 70 周年記念基調講演会のお知らせ

－７－
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業務部より

あはき法の広告し得る事項の

一部改正について
業務部長 梅田 勲

本年平成２８年６月２９日付けにて、以下の通り厚生労働省医政局から各都道府県知事に

対し告示された旨の通知がありました。

現行制度に加えて消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行って

いるかどうかを見分けることは困難であると指摘されていることから、告示に法第９条

の２項前段の規定による届出をした旨を追加する。

厚生労働省告示第２７１号（改正告示）

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律（昭和２２年法律第２１７

号）第７条第１項第５号の規定に基づき、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師な

どに関する法律第７条１項第５号の規定に基づくあんま業又はこれらの施術所に関して

広告し得る事項（平成１１年厚生省告示第６９号）の一部を次のように改正する。

第８号を第９号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１

号を加える。

４．あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律第９条の２第１項前段

の規定による届出をした旨。

改正告示により、届出をした旨が広告可能な事項として追加されましたが開設者にお

いては現行法を遵守されますようお願い致します。

無資格者対策として

①有資格者の施術所の外(屋外)に厚生労働大臣免許を有するものである旨を広告・提

示する。

②施術所内に免許証又は免許証の内容等を記載した書面を掲示する。

③患者が国家資格による施術と認識できるよう、施術者本人が厚生労働大臣免許保有

証を着用する。

①については平成２０年７月９日に周知されている。

③については各都道府県の協力の下、国民向けのリーフレット等を作成し周知を行う

予定である。
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杉田久雄氏

旭日小綬章受章祝賀会のお知らせ

本会の前会長・現（公益社団法人）全日本鍼灸マッサージ師会会長 杉田久雄氏には、

永年にわたる鍼灸マッサージ業界発展の功績により、春の叙勲において「旭日小綬章」の

受章の栄に浴されました。

つきましては、この受賞をたたえ、祝賀会を開催いたしたく存じます。

杉田久雄氏は、ご存知のように永年にわたり本会の発展にリーダーシップを発揮し、貢

献されました。また、神奈川県の代表として全鍼師会の会長としてこの業界を牽引し続け

ています。

祝賀会開催日は１２月３日です。多くの会員をお誘いあわせの上、盛大な祝賀会になり

ますようご協力よろしくお願い申し上げます。杉田氏の功績に対し、多くの会員にお集ま

りいただき盛り上げることが出来れば幸いです。

記

◆日 時／平成２８年１２月３日（土） １２時～１４時３０分

１１時３０分より受付

◆場 所／新横浜グレイスホテル

横浜市港北区新横浜 3-6-15 TEL：045-474-5111（代表）

◆会 費：１０，０００円

お申込は、会報同封のＦＡＸ申込書にて神奈鍼事務所までお願い致します。

ＦＡＸ：０４５-２４２－７７９１
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福利厚生部より

熊本地震の募金が１８２，８３３円に！

本年７月１日より３１日までの１ヶ月間郵貯銀行の特別口座と、

６月５日神奈鍼総会、７月２４日学術大会、７月３１日納涼会の各イベント会場で募金いた

しました。

その結果、合計金額１８２，８３３円の支援金が集まり、早速熊本県鍼灸マッサージ

師会へ直接送金させて頂きました。

会員の皆様のご協力に大変感謝申し上げます。

尚、熊本県師会の高橋会長からも礼状が届いており、ＨＰにアップいたしましたので

ご覧ください。

たくさんのご支援

ありがとう
ございました！

８月２８日（日）午後１時３０分よりハマボウルにおいて

恒例のボウリング大会が開催され、格好の暑気払いとなりました。

結果は次の通りです。

熱闘の第５回神奈鍼杯争奪

ボウリング大会開催される ！！

優 勝

浜鍼師会    工藤 英二  ６２６Ｐ

第２位

横須賀三浦師会 三浦 美彦  ４５６Ｐ

第３位

鎌倉逗葉師会 梅田 春樹  ４４８Ｐ

次回は平成２９年２月予定です。奮ってのご参

加をお待ちしております！

福利厚生部 梅田 春樹



総務部より

平成 27年度申請・発行済み

厚生労働大臣免許保有者証の件

前回１５２号でご案内してから総務・事務で努力した結果、半分ほどの会員の手元にはお

渡しできたのですが、未だにお渡しできない方が３６名ほど残っています。

１．はじめから送付用の封筒が同封されていない方

２．封筒は同封されているが、貼られた切手が料金不足で送る事ができない方

３．送付したが神奈鍼に戻って来てしまった方（配達時にご不在だったため、不在届

けが投函された日の翌日から数え７日間郵便局に保管されたのち、送付元の神

奈鍼へ返還されました）

お届けする方法は次のどちらかでお願いします

 簡易書留で送付できる切手「３９２円」を貼った定型封筒を、別の封筒に入れて

事務所まで送って下さい。

 本人もしくは代理人（委任状必要）が事務所にて受け取ることも可能です。

＊普通郵便で送付することはできません。

  

平成 28年度厚生労働大臣免許保有者証申請の件

平成２８年度は会員・会員外合計で５６名の方が申請されました。

これで神奈鍼会員の７割近くの皆様がこの保有者証を活用していただけること

になります。

まだ申請されていない方は、是非平成２９年度に申請下さい。

ご不明な点がありましたら、神奈鍼事務所までお問い合わせ下さい。

神奈鍼事務所 ０４５－２４２－７７９０

－１１－



－１２－

＊＊＊平成29 年新年賀詞交歓会のご案内＊＊＊

１５２号会報でもご案内の通り、神奈鍼では２年ほどかけて県内同業団体との交流を積

極的に進め、その成果として同業３団体による「かながわ鍼灸マッサージ推進協議会」

（推進協）を立ち上げ、神奈川県議会におきましては「かながわ自民党鍼灸マッサージを

考える会」（考える会）を設立いただくことができました。

７月末には３団体で納涼会を開催致しましたが、今後は業団側の推進協と県議会の考

える会で勉強会を積み重ねさせていただく予定です。

平成２９年賀詞交歓会は下記の通り３団体共同で開催致します。ご多用のところ誠に恐

縮ではございますが、なにとぞ多くの会員の皆様にご参加いただきますようお願い申し

上げます。

記

日 時：平成２９年１月１５日（日） １８時～２０時（１７時３０分受付開始）

場 所：ホテル キャメロットジャパン ５Ｆ ジュビリーⅡ

（下記地図をご覧ください）

神奈川県横浜市西区北幸 1-11-3 ＴＥＬ：045-312-2111

申 込：参加者名、所属単位師会名、携帯番号を記載の上、神奈鍼事務所まで

ＦＡＸにてお申し込み下さい。 ＦＡＸ：０４５-２４２－７７９１

申込期限：平成２８年１２月９日

会 費：神奈鍼会員お一人 ８，０００円（付添も同額）を当日ご持参下さい

問合せ：神奈鍼事務所 ０４５-２４２－７７９０

ホテルキャメロットジャパン

神奈川県横浜市西区北幸 1-11-3

ＴＥＬ：045-312-2111

横浜駅西口ダイヤモンド地下街

突き当たり南１２番出口を上がっ

てすぐ左

（横浜駅西口より徒歩５分）


