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ふじさわボッチャ競技大会
●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●

平成３０年３月１０日（土）ふじさわボッチャ競技大会が
秋葉台文化体育館で開催されました。一般社団法人藤沢
市鍼灸マッサージ師会のご協力の元、ボッチャコンディ
ショニングケアブースを運営することが出来ました。
当日２０名の施術者で５１名の施術を行うことが出来まし
た。藤沢市の生涯学習部スポーツ推進課の方々、横浜ボッ
チャ協会の会長、はり・マッサージをお受け頂きました
方々に大変に喜んで頂くことが出来ました。
施術の応援に遠路はるばる京都から。水泳連盟のトレー
ナーの方々、東京の精鋭、神奈川衛生学園から学生、と多
岐に渡りご参加頂き、とても刺激のある有意義な活動でもありました。
何より、地元藤沢師会の先生方と行政や関係団体
との日々の人脈に圧倒され、温かにご支援に守られ
た大会でした。地元の信頼関係が一番！地元の強み
を打合せ段階から感じさせて頂き、お陰様でとても
気持ちよく笑顔が絶えず活動させて頂き、貴重な体
験をさせて頂くことが出来感謝申し上げます。有難
うございました。
また、欠員が出たチームに学生さんに助っ人依頼が来ました。授業で少しボッチャを体
験したことがあったようですが、なんと準優勝をしました。「障害者のある方と一緒にプ
レーできたことで、身体の動かし方やサポートの仕方がわかった。」と学生さんより感想
を聞くことが出来ました。
先月行われました関東ボッチャ選手権
神奈川大会より関わらせて頂いておりま
した茨城県のエース選手も違うクラスで
準優勝を決めてくれ、関わり続けさせて頂
く大事さを教えて頂くことが出来ました。
沢山の方々のご尽力の賜物と感謝申し上
げます。有難うございました。
報告 榎本 恭子
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学術部より

第２回全鍼師会・神奈鍼師会共催
学術セミナー報告
２０１８年２月１８日（日） 横浜市技能文化会館
足柄上師会

三鍋

第５ブロック学術委員

太郎

【第１部】「鍼灸マッサージ師のための関節モビライゼーション」
講師 藤井

亮輔 先生

藤井先生は筑波技術大学教授（鍼灸学博

と構造はもとより関節運動学の知識など、

士）、一枝ゆめ財団専務理事でもあり鍼灸社

一定水準の技術と適応と限界に対する理解

会学などをはじめ様々な研究をされており

が必要であり藤井先生が８０年代に学んだ

ます。

技術をベースに、その後の臨床や学究で培

例えば、今の仕事にやりがいを感じてい
るか？に関して一般労働者の約１６.７％に対

った知見を元に改良、深化を試みたものを
披露して下さいました。

して我々三療術師（あはき師）は約８８％で

関節運動の関節包内運動に影響を与える

あるが、年収の面では相当低いレベルであ

因子として・しまりの位置・ゆるみの位置

るなどのデータがあることも事実であるな

という概念が存在する。

どというお話も伺いました。
今回のセミナーでは関節モビライゼーショ
ンの技術、理論を座学と実技に分け実践し
ていただきました。

関節包内運動には１．構成運動～骨運動
に伴って起こる不随意的な関節面の動きで
滑り・転がり・軸回旋がある。
また２．副運動～骨運動を伴わない不随

この手技を応用するに当たり関節の機能

意的な運動で関節周囲の筋及び軟部組織が

と構造はもとより関節運動学の知識など、

弛緩し緩んでいる状態で外部からの力で相

一定水準の技術と適応と限界に対する理解

互の関節面を平行にずらしたり、引き離す

が必要であり

ことができる。これを「関節の遊び」とも

藤井先生が８０年代に学んだ技術をベー
スに、その後の臨床や学究で培った知見を
元に改良、深化を試みたものを披露して下
さいました。
関節運動の関節包内運動に影響を与える
因子として・しまりの位置・ゆるみの位置
という概念が存在する。
関節包内運動には１．構成運動～骨運動

いう。関節モビライゼーションではこの遊
びが失われたり
制限されたものを復元する手技として有
効である。
ただし、急性炎症の時期や骨粗鬆症など
禁忌もあるので注意が必要である。
各関節のゆるみの位置から関節面を離
開、滑り動作を他動的に行うが向き合う関

に伴って起こる不随意的な関節面の動きで－２－
節面の
滑り・転がり・軸回旋がある。

頭と窩のどちらが近位であるかによって

弛緩し緩んでいる状態で外部からの力で相

節面の頭と窩のどちらが近位であるかによ

互の関節面を平行にずらしたり、引き離す

って施術が変わる凹凸の法則を理解しなけ

ことができる。これを「関節の遊び」とも

ればならない。

いう。関節モビライゼーションではこの遊

後半の実技では肩関節や膝関節を中心に

びが失われたり制限されたものを復元する

実際に症状のある会場の方を例に施術して

手技として有効である。

いただきました。その後はお互いにペアを

ただし、急性炎症の時期や骨粗鬆症など
禁忌もあるので注意が必要である。

組み実践し、その効果に皆が驚いた様子で
会場は大いに盛り上がった講習でありまし

各関節のゆるみの位置から関節面を離
開、滑り動作を他動的に行うが向き合う関

た。この手技を習得し是非臨床で役だてて
頂きたい。

【第２部】スポーツ講習会
「2020 年東京大会にむけての体制と
今後のスポーツへの関わり・マッサージ実技」
講師 朝日山 一男 先生
２０２０年東京大会に向け、
（公社）全日本鍼

がないが、募集方法など、具体的案が出て

灸マッサージ師会、（公社）日本鍼灸師会、

きた場合は速やかに周知をして行きたい。

（公社）全日本鍼灸学会、（公社）東洋療法学

実技においては、諸外国の選手の希望と

校協会の４団体が準備委員会を組織し、参

してオイルマッサージが多く、実技にはオ

加への準備を検討している。

イルマッサージを紹介した。

講習会では、現在の進捗状況について、

今後、スポーツ鍼灸に携わる場合は、現

研修会や参加条件などの説明を行ったが、

場活動を通して、多くのスポーツ愛好家、

組織委員会としてもまだ詳細が決まってお

競技者に支持される存在として、選手のコ

らず、今後大幅な変更も考えられるとのこ

ンディショニングに寄与していける存在と

とから、近日中に現在の組織委員会の考え

なるよう、研鑽を積んでいきたい。

も含め、対策が再検討されることとなった。
したがって、今回説明した、講習内容等に
ついて変更の可能性が出てきた。今後のス
ポーツ研修会は、２０２０年東京大会に向けて
のみならず、今後の国際大会、地域で行わ
れる各種の大会で活動できるための指導者
育成の位置付けになることについては変更
実技においては、諸外国の選手の希望とし
てオイルマッサージが多く、実技にはオイ

－３－

ルマッサージ注意事項を紹介した。
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関東ボッチャ競技大会での
鍼マッサージコーナーの開設
●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●●○●

朝日山

一男

２月３日（土）
、４日（日）新しく建設
されたカルッツ川崎のこけら落しの大会
として関東ボッチャ競技大会が開催され
ました。鳥取、徳島、京都、埼玉等全国
から３０名の先生方の参加により、２日間
で１２５名の選手、大会関係者の施術を行
うことができました。
ボッチャ競技は、リオパラリンピック
で広瀬選手が銀メダルを取るなどの活躍
で一躍全国に広がるようになりました。
当日は広瀬選手も参加、先生方と写真を撮るなど気さくに交流をして頂きました。
ボッチャは障害の程度によりランクが分かれており、車椅子で訪れる選手が多かった中
で、熱心に対応する先生方の姿を保護者や主催者の方が見られ、是非選手を診て欲しいと
多くの選手をブースに送ってこられるなど、高い評価を頂きました。近くの治療院を紹介
して欲しいと４人の選手の方の希望もありました。
障害者スポーツは、まだコンディショニングへの理解も十分ではなく、今後選手のサポー
トを行う体制づくりの必要性があります。今回はその良き機会となりました。
閉会式の表彰式の際は、主催者の配慮で選手のメダルの授与を施術者全員に依頼され、
入賞された選手のメダル授与を行いました。
多くの面で大変充実した２日間でした。
最近各市町村がボッチャに注目し、小学
生から高齢者まで楽しくできるスポーツ
として、また障害に対するリハビリの一環
としても取り組む自治体が多くなってき
ました。今後注目する競技と考えます。

－４－
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未病イベントが開催されました
テーマ

〈人生 100 歳時代に向け、自分の健康度を知ろう〉
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

未病を改善する取り組みが着実に広がりを見せています。
神奈川県 政策局 ヘルスケアー ニューフロンティア推進本部局
並びに（公）かながわ健康財団と神奈川県健康増進課によるイベントが
湘南茅ヶ崎イオン店にて開催されました。
去る２月３日（土）、４日（日）午前１１時～午後４時迄、県民の人々
に未病を幅広い年齢層に浸透させる目的で、開催され（一社）神奈川県
鍼灸マッサージ師会でもこの企画に参加し「かかりつけ鍼灸師｣を持つ
ことや｢未病｣の段階での鍼灸マッサージ施術の必要性、そして施術者全
員が厚生労働大臣免許保有者証を各自提示し無免許者対策など県民に広くアピールする事
が出来ました。神奈川県鍼灸マッサージ師会のホームページが記されたチラシを配布し
体験された県民の皆さんに身近な治療院を探してかかりつけ施術所を持つことの大切さ
を感じていただきました。更に県央地域なので地元の先生方（藤沢師会・茅ヶ崎師会）
と有志のメンバー（足柄上師会・湯河原師会
の先生方）が対応し、３日（土）は「ツボを覚
えて元気になろう」のテーマで円皮鍼を中心
に、４日（日）は無料マッサージと鍼施術を中
心に体験してもらいました。
快く参加協力頂いた会員の先生方に深く感
謝申し上げます。
報告 業務部 梅田 勲

２月２５日（日）開催されましたが、今回は諸
事情により初の午前１０時スタートという私たち
にとって厳しい？条件でしたので参加者のウォーミングアップもままならないまま終わっ
てしまいましたがそれなりに盛り上がった大会でもありました。
成績結果は次のとおりです。
優 勝
第２位
第３位

湯河原師会
浜鍼師会
浜鍼師会

田代広伸先生
工藤航平先生
角田敏男先生

－５－

４８９Ｐ
４７１Ｐ
４５８Ｐ

藤沢で女性の健康づくり
キャンペーン

３月２日（金）

「女性の皆さん自分自身の健康に目を向けられていますか？」
と題して、３月１日～８日の女性の健康週間の時期に、藤沢モー
ルフィルでイベントが実施されました。
日頃忙しく過ごしている女性の皆さんが、生涯
を通して健康で明るく充実した生活を送れるよう
に、私達（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会でも
このイベントに積極的に協力して、㈱セイリンか
ら寄与されたポロシャツを着用し、私を含め理事
４名が１１７名の参加者に円皮鍼を無料体験して頂き、業団のホー
ムページが記された未病のチラシを手渡しして、県内の治療院で
引き続きかかりつけ鍼灸院を見つけていただくように普及啓発運
動を行いました。
参加者の多くはマラソン大会の競技者とは違い、普段から病院
では相手にしてくれない不満を抱えた不定愁訴の症状に悩みを訴えている高齢者がほと
んどでした。
報告 梅田 勲

相模原クロスカントリー大会 2018
３月１０日(土)

相模原ギオンスタジアム

昨年から始まった相模原鍼灸マッ
サージ師会スポーツサポート事業。
朝日山先生のアドバイスの元、師会
メンバー総勢８名と神奈川衛生学園
の学生２名で活動して来ました。
今回は、開始早々学生ランナー達がレース前のケアーを希望し受けに来て下さり幸先の
良いスタート。小学生から一般ランナー、観客や大会運営スタッフの方々まで合計５６名
の幅広い層に御利用頂き、我々も非常にやり甲斐がありました。
多くの方に鍼マッサージを中心にペアストレッチやテーピング
を施し、日常的に行って頂きたいセルフコンディショニングも
アドバイスさせて頂きました。
大会には、青学大ＯＢでコニカミ
ノルタ所属の神野大地選手がゲスト
ランナーとして参加され大会を盛り上げてくれました。
来年は、もっと多くの方々に御利用頂けるよう、創意工夫し
より充実したサポート活動にしていきたいと思います。
報告 相模原鍼灸マッサージ師会 鳥居 亮

－６－

第３３回 大山登山マラソン大会に参加して
今年が初参加の大会でもあり気合いのお陰でしょうか、大会当日
は恵まれた天候で活動しやすい環境でした。
参加者は伊勢原師会会員やゲスト会員は勿論、県外や神奈鍼会員
の先生方の協力のもと、１１名の先生と４名のボランティアスタッ
フ、計１５名でシール鍼・マッサージのボランティアを行うことが
できました。
この度の活動目玉は２つありまして、 １つ目は２０１８年スカイラ
ンニング世界選手権内定の五郎谷 俊選手に朝日山一男先生によるシール鍼（円皮鍼）施
術をし、パフォーマンス向上させゴールタイムをよくするというイベント企画いたしまし
た。ゴール結果は大成功の成果をあげることができました。ゲストで他にも元オリンピッ
ク選手達にも鍼灸マッサージ活動の貢献ＰＲが出来たものだと実感しております。
２つ目は登山マラソンというだけあり全て登り坂しかないコースで標高差６５０ｍ、１６１０段
の石段が待っているランナーには過酷なコースの中で、怪我の未然防止や疲労回復を第一
に考えた医療サポート企画いたしました。結果はシール鍼（円皮鍼）が１１０名、マッサー
ジが６１名の施術が途切れることなく大盛況でした。
ご参加いただきました先生方、本当にお疲れさまでした。
思い出に残る楽しい時間が過ごせましたこと、心より誇りに
思い感謝いたしております。
来年も継続し鍼灸マッサージの社会貢献活動と地位向上を
目的とした活動に誠心誠意、邁進いたします。
報告

米田 匡宏

伊勢原鍼灸マッサージ師会 会長

第31回尊徳マラソン大会に参加して
３月にしては温かい陽気、絶好のコンディショニングにめぐまれた当日。風も弱くラン
ナーは、走りやすかったようです。今年も神奈鍼傘下師会（６師会）の会員は勿論、県外
や神鍼会の先生の協力のもと、２８名の先生と４名の学生（神奈川衛生学園）で、はり、
マッサージのボランティアを行いました。毎年、楽しみにしているランナーもたくさんい
ますが、大会初参加のランナーの皆様にも大変に喜んでいただきました。
円皮鍼（パイオネックスＺＥＲＯ）１００名、
コンディショニング１６０名、計２６０名に施
術が出来ました。ご参加いただいた先生
方、本当にお疲れ様でした。心より感謝い
たします。
報告

－７－

小田原鍼灸マッサージ師会 荒川

隆

地域イベント最終

３月１７日（土）に県立花と緑のふれあいセ
ンター花菜ガーデンで、神奈川県主催の今年
度の最終イベントが平塚で開催されました。
私達（一社）神奈川県鍼灸マッサージ師会で
も県民そして地域住民に対して業団の普及啓
発運動の為、ブースにベッドを設置し、鍼や
マッサージそして円皮鍼の体験を無料で提供しました。年齢層は２０～８０歳と幅広く来場
され４０代が最も多く、次いで５０代～７０代の体験者が有りました。
未病関連コーナーでは県本部のヘルスケァ・ニュー
フロンティア推進本部による「心の未病チェック」、
県立保健福祉大学による「未病を改善する栄養サポー
トステーション」その他、
県スポーツ課による各種
体験、管理栄養士による
栄養相談など行われ、園内の未病ポイントをまわり、地元産
のいちごのプレゼントなど実施されました。
報告

梅田

勲

平成３０年賀詞交歓会が、１月２１日（日）ホテル横浜キャメロットジャパンにて行われ
ました。
２０２０オリンピックも控え、更なる発展の年となりますようご協力をお願い致します。

－８－

総務部より

拝啓
春暖の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は神奈鍼会務に関し格別のご協力を賜り、ありがたく御礼申し上げます。
さて、例年恒例の杉山祭、懇親会を下記の通りの開催致します。
「杉山祭」は江戸時代鍼灸・あん摩師のリーダーとして社会貢献し、管鍼法の考案とい
う偉大な功績を遺された杉山和一検校の遺徳をたたえ、その墓前にあはきの技の切磋琢磨
を誓うものであります。今回は懇親会にて宝井琴調様による講談のご披露をいただく企画
をしております。
このような機会を普段お会いすることのない会員同士の交流の場としていただきたく、
是非とも大勢の会員ご参加をお願い致します。
敬具
記
●日
●場
●受
●行

時：平成３０年５月１３日（日）午前１１時より
所：江ノ島神社・岩本楼
付：岩本楼にて午前１０時３０分より
事：墓前祭（岩本楼で受付後１１時までに杉山和一墓前までお越しください）
神恩感謝祭（墓前祭終了後、江ノ島神社にて神前祭を致します。）
正午より懇親会…岩本楼 電話 ０４６６－２６－４１２１
●会 費：３千円（付き添いも同額です）
●参加申込期日：平成３０年４月２６日（木）までに
①参加者氏名 ②参加者携帯電話番号 ③所属師会名
を明記の上、電子メールもしくはＦＡＸにて
以下までお申し込みください。
ＦＡＸ番号：０４５-２４２－７７９１
電子メール：kanasin@apricot.ocn.ne. jp
ご不明な点のある方は、神奈鍼事務所までお問い合わせください。
神奈鍼事務所

ＴＥＬ

０４５-２４２－７７９０

－９－

選挙管理委員会より
選挙管理委員会 委員長 深谷

大介

正会員の皆様へ

本会役員改選についてお知らせ
標記について、平成３０年６月１０日（日）に開催される定期総会にて本会役員の改選を
いたします。立候補の方法、選挙の方法など下記にてお知らせいたします。
（選挙の告示）（定款細則第１９条）
（１）選挙期日：総会開催期日前に発行される「会報」等で、選挙公報、候補者名簿、投
票用紙を同封します。平成３０年６月１０日(日)、
「プロミティあつぎ」に於いて開催
される定期総会で選挙結果を発表します。
（２）立候補届出の期間及び立候補に関する事項 平成３０年４月２日（月）から４月１６
日（月）までに、本会事務所宛に役員立候補届および必要書類を添えて提出（郵送
又は持参する。４月１６日（月）午後５時まで）ください。（定款細則第２０条参照）
＊推薦状・立候補届出書は事務所にあります。立候補者は事務所まで書類の請求をお願い
します。

≪本会 定款≫
第６章 役員等
（役員の設置）
第２０条 この法人に次の役員を置く。
（１） 理事 １０名以上 １２名以内
（２） 監事 ２名以内
２．当法人は、代表理事を１名置き、会長とする。
３．会長以外の理事のうち、９名以内を業務執行理事とし、うち３名以内を副会長とする。
４．第２項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の業務執行理事をもって同法第９１条第１
項第２号の業務執行にあたる理事とする。
（役員の選任）
第２１条理事及び監事は総会の議決により選出する。
２．理事会は、理事の中から会長を選定し、また解職する。この場合において、理事会は、総会にこ
れを付議したうえで、その決議の結果を参考にすることができる。
３．副会長及び副会長以外の業務執行理事は、理事の中から会長が推薦し、理事会で決定する。
４．監事はこの法人の理事及び使用人を兼ねることはできない。
５．理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他法令で定める特別な関
係にある者の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。理事についても同様とする。
≪定款細則≫
第８章 役員その他選出に関する規程
（役員の選出）
第１６条 定款２１条の役員選出方法による。
（１）会長
理事会の決議による。
（２）副会長 会長推薦に基づく理事会の選定による。
（３）副会長以外の業務執行理事 会長推薦に基づく理事会の選定による。
（４）理事
総会において選出される。但し、理事の被選挙者は、正会員１０名以上の他薦による
立候補とする。
（５）監事
総会において選出される。但し、監事の被選挙者は、正会員１０名以上の他薦による
立候補とする。
－１０－

（選挙管理委員会）

（５）監事
総会において選出される。但し、監事の被選挙者は、正会員１０名以上の他薦による
立候補とする。
（選挙管理委員会）
第１８条 選挙事務を管理するため、選挙管理委員会を置く。
２．選挙管理委員会は、会長により任命されるものとし、会員の中から役員以外の５名以内を選出し、
内一名を互選により選挙管理委員長とする。
３．選挙管理委員の任期は就任後２回目の定時総会終結の時までとし再任を妨げない。
４．選挙管理委員会は、選挙に関する疑義を適正に処理し、選挙に関する日程、投票の方法を決定する。
（選挙の告示）
第１９条 選挙管理委員会は、総会開催日前に発行される「会報」上で、次の事項を会員に通知しな
ければならない。
（４） 選挙期日及びその場所に関する事項
（５） 立候補届出の期間及び立候補に関する事項
（６） その他必要な事項
（立候補の届出）
第２０条 役員に立候補しようとする者は、前条（２）で定められた期間内に、役員立候補届出及び
正会員１０名以上の推薦状を委員会に提出する方法により、立候補の届出をしなければならない。
(推薦者)
第２１条 前条の推薦状により役員を推薦する者（以下「推薦者」という)は、複数の役員候補者に対
して推薦者となることができる。
（選挙広報）
第２２条 選挙管理委員会は選挙広報を発行し、代議員に発送しなければならない。
２．選挙広報には、候補者の氏名、所在地、所属地区、推薦者の氏名、略歴等を記載する。
３．前項のほか必要なことは選挙委員会で定める。
(選挙運動の制限)
第２３条 候補者及び支援者は、選挙の告示があるまでは一切の選挙運動を行ってはならない。
２．候補者及び支援者は、以下の行為を行ってはならない。
（１）有権者を戸別訪問又は供応、金品の贈与等の行為
（２）選挙管理委員会の許可のない文書、音声テープ等の配布
(罰則)
第２４条 前条に違反した場合には、定款第９条第１号を適用する。
（投票の方法）
第２５条 選挙は郵送による投票とする。
２．選挙管理委員会は、選挙人及び被選挙人の資格を確認し、候補者名簿と投票用紙を代議員に郵送
する。
《定款》第４章 代議員
（代議員の選出等）
第１１条 当法人には、本条の規定により選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律（以下「法人法」という。
）上の社員とする。
２．代議員は、各単位師会ごとに、概ね正会員３０人の中から１名の割合をもって選出する。端数の
取扱等については理事会で定める。
３．代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行うものとし、代議員選挙を行うために必要
な細則は理事会において定める。

－１１－

保健部・保険局より

保険部・保険局合同

保険取扱い説明会開催ご案内
保険部長 保険局長

角田 敏男

拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。日頃より神奈鍼保険部、保険
局にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、すでにご案内の通り平成３０年度にはあはき療養費の受領委任払い、あ
はき療養費の不正対策等が次々実施されてまいります。
実施に伴う申請手続き等につきまして、あはき業界団体を代表して社会保障
審議会に出席し、厚生労働省との協議を行ってまいりました往田和章先生から、
最新の情報を提供いたします。往田先生は当師会会員であり、全鍼の副会長、
保険局長も務められています。
以下の通り開催いたしますので是非ご出席いただきますようご案内申し上げ
ます。
敬具
記
日

時：平成３０年４月２９日（日）１６:００～１８:３０（受付開始１５:３０）

会

場：神奈川県立かながわ労働プラザ 多目的ホールＢ
〒231-0026 横浜市中区寿町１-４
ＴＥＬ ０４５-６３３－５４１３

〈保険取扱説明会〉
・あはき療養費受領委任払い実施について
・あはき療養費不正対策の実施について
講

師：往田

和章 氏

問合せ：神奈鍼事務所

全日本鍼灸マッサージ師会副会長

ＴＥＬ ０４５－２４２－７７９０

－１２－

保険局長

