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＊＊＊＊＊ 杉田 久雄 氏 経歴 ＊＊＊＊＊

平成２８年春の叙勲において、（公社）全日本鍼灸マッサー

ジ師会会長の杉田久雄先生が旭日小綬章受章されましたこ

とはすでに月刊東洋療法にてご案内がありましたが、１２月

３日に、長年神奈鍼の会長を務められた同氏の叙勲を祝う

会を神奈鍼理事・監事が発起人となり開催致しました。

会場は新横浜グレイスホテル、９７名の会員、来賓が集ま

り杉田先生を囲んで和やかな祝賀会となりました。

《一般社団法人神奈川県鍼灸マッサージ師会》

昭和５５年 保険部長

昭和５７年 総務部長

平成 ４年 副会長 総務部長

平成 ８年 会 長 保険局長

《公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会》

平成１３年 会 長

報告 大渕 真
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学術部より

2016 年（平成 28年度）神奈川県鍼灸マッサージ師会

第１回学術講習会報告

第５ブロック学術委員 三鍋 太郎

平成２８年１０月２日（日）、小田原市保健センターにて（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師

会「第 1回学術講習会」が開催されました。

第１部では鎌倉市で開業されているアカラクリニック院長（総合内科専門医）福田真先

生をお招きし、「認知症とうつ病の診断と治療」をテーマに講義をしていただきました。

前半では、認知症についての概要から病院における問診、検査、投薬、終末期医療、在

宅医療の有用性について詳しく、また丁寧に分かりやすく講義していただきました。

同居家族の感覚による早期発見や対応が大事な事や何に困っているかなどの問診の重要

性また中核症状以外の周辺症状（ＢＰＳＤ）に対するアプローチとして薬物療法と非薬物

療法について。終末期医療における病院（施設）と在宅でのメリットやデメリットなど認

知症予防になる様々な生活習慣の例や予備能力（言語能力・教育歴・仕事の内容・社会活

動への積極的参加など）によって左右される事など、症例を使い講義していただきました。

後半には、うつ病についての診断、治療、類縁疾患、うつ病のベースにある特性を、症

例を使い講義していただきました。

うつ病の入り口は様々であり、これも問診によって背景（家族関係・仕事関係・プライ

ベート）から症状（睡眠障害・抑うつ気分・喜び、興味の消失・倦怠感・体重変化・集中

力、判断力の低下・苛立ち・自責感・希死念慮）の有無や躁エピソードの有無を確認しう

つと共存する不安を調べ、ベースにある特性（発達障害や人格障害など）から診断し投薬

などを行う。しかし、治療の大部分は 薬３：メンタルサポート７の比率である。よって

認知症もうつも、理解をして認めるところから早期発見、早期介入し 1人で抱えず頼れる



所に頼るべきである。我々鍼灸マッサージ師も頼られる人間であるという責任感をもって

これからも患者様と接していきたい。

第２部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」で今回のテーマは前回の続きである、認知症予防に向けた運動コグニサイズを行い

ました。ＤＶＤを参考にリズムの速さなどを確認し椅子に座った状態での脳と運動の協調

動作を参加者自ら実践し楽しく行うことの必要性を再認識しました。

第３部ではスポーツセラピー委員長の朝日山一男先生による「スポーツにおける経絡テ

スト施術の応用」を実技形式で講演していただきました。

経絡テストにおける基本的な理論から末端の経穴を利用し、モニタリングし反応の強い

経穴に円皮針を貼ることで、関節可動域の改善と運動時痛の軽減を遠隔操作にて行います。

スポーツ選手の試合前コンディショニングなどの際にも使用できるツールとして実践して

いただきました。

尚、今回の学術講習会では会場の変更など皆様にご迷惑をおかけ致しまして申し訳あり

ませんでした。

－３－



神奈鍼

第２回学術講習会のお知らせ

この研修会は、東洋療法試験財団（厚生労働省直轄）の生涯研修認定

講習会として、（公社）全鍼師会と（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会と

の共催研修となっております。

第１部・第２部ともに明日からの臨床に役立ち、タイムリーな内容に

なっておりますので、奮ってご参加願います。

記

日 時 平成２９年２月１２日（日） １３：００～１６：５０

会 場 横浜市技能文化会館

    神奈川県横浜市中区万代町２－４－７（ＪＲ関内駅下車徒歩５分）

【第１部】

講 演 １３：００～１６：００

演 題 「不妊症に対する治療」～理論と実技～

講 師 野崎薬局鍼灸院 院長 野崎 利晃 先生

【第２部】

講 演 １６：０５～１６：５０

演 題 「東京オリンピックに向けて具体的な方向性」

講 師 帝京大学 非常勤講師 朝日山 一男 先生

＊講習会参加時は受講カードをご持参ください。

当日、午前１１時から「コグニサイズ体験会」を行います。

詳細は、会報同封のチラシをご覧ください。

こちらも是非ご参加ください。
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報告 浜鍼師会 荒井 務

平成２８年１１月６日（日）横浜文化体育館にて、神奈川県体育協会主催メディカルサービ

スステーションを医師１名、施術者トレーナー１６名、学生会員（神奈川衛生学園）３名、

ベッド６台にて施術開始、被受療者１０７名に施術しました。お手伝いの学生は２年１名、

１年２名で手際よく対応してくれました。施術者には東京会員２名、静岡会員１名が単位

取得のため参加されました。

体操フェスティバルヨコハマ２０１６は横浜市体育協会・横浜市体操協会主催で今年も７６

チーム約２０００名以上が参加、１０歳未満～８０歳代の幅広い演技者の大会です。メディカル

サービスステーション受療年齢は６０・７０歳代が６７％、女性が９３％でした。マッサージ施

術が多く、鍼は２０％位でした。施術後のアンケート評価で施術効果は大変好評でした。

鎌倉逗葉師会

学術講習会のお知らせ

●テーマ：膝関節痛に対する鍼灸手技療法の新しい治療戦略

～病態に基づく筋肉・靭帯・神経に対するアプローチ～

●講 師：山口 智 先生 （埼玉医科大学 東洋医学科）

●日 時：平成２９年２月１９日（日）１３：３０～１６：３０ （受付開始 １３：００）

●会 場：鎌倉生涯学習センター（きらら鎌倉）３階 第５集会室

  〈住所〉鎌倉市小町 1-10-5 〈ＴＥＬ〉0467-25-2030

JR 鎌倉駅東口徒歩３分

＊駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。

●会 費：鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会会員 無 料

神奈川県鍼灸マッサージ師会会員 １,０００円

その他の方 ２,０００円

●問合せ：鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会 林 秀卓

ＴＥＬ：０４６７－４５－２２２１ ㈱アシスタンス内

Ｍａｉｌ：ｍａ_ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ＠ａｃｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ

－５－

神奈鍼師会フィールド活動報告 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



１２月４日（日）第１１回湘南国際マラソンが大磯プリンスホテルスタート・ゴールで開催

されました。２万４千人のランナーが碧空のもと、気温１８度とやや暑い中で大汗をかきな

がらのマラソンとなりました。鍼マッサージコーナーは、更衣室の広いスペースで、施術

者３７名（神奈鍼２３名、神鍼会７名、東京都東洋師会３名、東京都師会２名、茨木県師会１

名、会員外１名）神奈川衛生学園専門学校学生１６名、アルファ医療福祉専門学校学生１名、

全鍼職員１名、会員外１名の合計５６名で実施しました。学生の誘導がうまく走行前の１３８

名のパイオネックス施術、ベッドでの施術４６５名、合計６０３名の過去最高の選手の施術を行なう

ことができました。絶え間ない行列から、鍼マッサージ施術のニーズの多さ、それに応えるべ

く必要性を改めて実感する大会でした。ベッド数を増やせればさらに多くの選手の対応が可能

になります。今後多くの会員の参加を期待したいと思います。参加の先生ご苦労様でした。

この大磯プリンスホテルもオリンピックのキャンプ地の選手村になる予定であり、神奈

川県内の他のキャンプ地と合わ

せ、選手のコンディショニングに

寄与したいと考えています。

それまで、マラソン大会等ス

ポーツ大会で研鑽をつみオリン

ピック選手の対応へ結び付けた

いと思っています。みなさんの

御協力をお願いいたします。

丹沢湖マラソン 報告
平成２８年の丹沢湖マラソンは、１１月２７日（日）

に山北町三保支社で行われました。１１月末ともな

りますと大分冷えましたが、１０時を過ぎると晴れ

てきて，紅葉した周りの山の姿が湖面に映り美し

い風景を見せてくれました。

会場は ハーフ・１０Ｋ・６Ｋ・３Ｋ（中学生）

の別で、４，０００人が走りました。

施術は、施術者２０名、神奈川衛生学園の学生

３名、ベッド８台で行い、鍼マッサージ１２１名、

パイオネックス１３２名、合計２５３名の施術を行い

ました。

報告 沢田 昌子

－６－

報告 朝日山 一男

第11回湘南国際マラソン大会

鍼マッサージコーナー開設
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支部だより

秦野鍼灸マッサージ師会では毎年１１月３日秦野市民の日に無料体験マッサージを行っ

ている。今年も専用のブースを設営し、１２名のマッサージ師に参加してもらい開催した。

例年と同じく予約制としたが、午前１０時開始後３０分で午後３時までの予約が全て埋まっ

てしまう盛況ぶりであった。後から来られた方たちがびっくりしたと同時に嘆かれていた。

各先生それぞれ市民の方とマッサージを行いながら会話を弾ませていた。皆様それぞれ

気持ちいいとおっしゃられ、大変喜ばれていた。質問等も多く出て、我々の生業に対する

ご理解が深まったと思われる。今後もこのような地域密着のイベントを開催し、鍼灸マッ

サージの啓蒙活動を続けていきたい。

秦野師会

秦野市民の日

無料体験マッサージ報告

秦野鍼灸マッサージ師会

会長 小野 良太郎

健康チャレンジフェアかながわ 2016 が実施されました
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１１月１７日（日）神奈川県内の健康医療関係２４団体により構

成されたイベントが、健やかで、心豊かな暮らしの実現と健康寿命

の延伸を目指して、生活習慣の改善を含めた、健康づくりの実践

活動の普及・啓発を目標として今年で５回目を迎え、横浜クイーン

ズサークルに於いて実施されました。

私たちのブースでは【ツボを覚えて元気になろう】のタイトルで来場

された県民の不定愁訴（肩凝り・腰痛・頭痛など）に対しての円皮鍼無

料体験を男女含めて９４名施術致しました。会場には国家資格者である旨

のポスター並びにかかりつけ鍼灸師のポ

スターを展示し、施術者は各自厚生労働

大臣保有者証のネームプレートを吊り下

げ、体験された方々に業団のホームペー

ジが載ったチラシを配り地元の治療院で

健康管理をして頂くように勧めました。まさしくこういっ

たイベントが業界の普及・啓発に繋がると確信しました。徐々に私たちの業団の存在も行

政や県民にも周知されつつあります。こういった活動を各地域で積極的に実践して頂くこ

とにより健康維持の為に、益々鍼灸マッサージの必要性をアピール出来ると確信しております。

                               報告 梅田 勲



平成２８年１１月１５日（火）ユニコムプラザさがみはら ミーティン

グルーム５にて「かながわ健康長寿フェアｉｎさがみはら」における

体験イベントとして、マッサージの無料体験を行いました。相模原

師会より４名の先生に協力いただき、１０時か

ら１７時までほぼ満員の状態が続き、盛況のう

ちに終了しました。

平日ということで協力していただける先生

が少なく、来場者にはご迷惑をかけてしまっ

たのは心残りでしたが、施術の間に症状の説

明や対策法を話しながら、行ったことで体験者には非常に喜ばれま

した。鍼灸マッサージ師会のアピール活動としては非常に効果が

あったのではないかと思います。   

報告 相模原師会 三国 健二

相模原師会

藤沢師会

標記イベントが１１月５日（土）、秋晴れの藤沢市藤沢公民館に於いて開催された。

オープニングでは、神奈川県副知事、藤沢市副市長のあいさつの後、ふじさわオリジナ

ル体操、コグニサイズ、キッズ体操などで参加者はからだを動かした。また、午後には山

本雅道氏（自転車プロロードレーサー）、益子直美氏（元バレーボール日本代表選手）によ

るトークディスカッションも行われた。

神奈鍼ではブースを設け、ツボ指導のもとパイオネックス施術を、５３名に行った。他に

も、未病の改善に取り組む企業や団体、大学が参加し、多くの市民が来場した。神奈川県

では「健康寿命日本一」を目標に、未病の改善に取り組む施策を行っている。神奈鍼でも

未病委員会を設け、梅田勲委員長、朝日山一男、太田修二の３理事が委員となっている。

報告 太田 修二

－８－

かながわ健康長寿フェア ｉｎ さがみはら

ふじさわ健康フェスティバル 2016

ME-BYO サミット神奈川 2016

県民フォーラム in 藤沢 同時開催



系平成２９年新年賀詞交歓会のご案内系
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。すでに前号１５３号でも同様のご案内をしましたが、申込期限を延長して再度ご

案内申し上げます。

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２９年１月１０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）

－９－



事務所年末年始休業のお知らせ

平成 28年 12月 29日（木）～

平成 29年 1月 3日（火）

※新年１月４日より業務を開始致します。

総務部

－１０－


