
２月１２日に技能文化会館にて認知症予防の【コグニサイズ】

講習会が実施されました。神奈川県では認知症のリスクを軽

減する事が期待されている【コグニサイズ】を全県に普及・

展開しています。

【コグニサイズ】とは、

コグニッション（認知）

とエクササイズ（運動）

を組み合わせた造語で、

頭で考えるコグニッショ

ン課題と身体を動かすエ

クササイズ課題を同時に行うことで、脳と身体の機能

を効果的に向上させることが期待されます。

昨年度の【未病サポーター要請講座】実施され参加

された会員の方は、その時の講座内容にあるように普

段からの食生活や睡眠、適度な運動など、健康的な生

活を心がけることも重要との事でした。普通の物忘れ

と認知症の違いや脳の障害される部位によって症状が

異なり、自覚症状の無いのが認知症の特徴など実技を

交えての講習会が行われました。
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学術部より

2017 年 2 月 12 日              横浜市技能文化会館

『全鍼師会・神奈鍼師会 共催学術セミナー』
川崎師会 宍戸 真弓

１．「不妊症のための鍼灸治療」

～妊孕性向上のための治療～

講師 野崎 利晃 先生

野崎先生は、薬剤師、鍼灸師で、岐阜県岐

阜市で「漢方の野崎薬局鍼灸院」で「子宝先

生」として、不妊漢方の世界では知られた存

在です。先生は、最初にカウンセリングで

「どうして赤ちゃんが欲しいのですか？」

と聞くそうです。不妊治療は、痛みを伴う検

査や経済的な負担など大変な思いをする事

も多いなかで、「愛するパートナーの子ども

が欲しい」という気持ちをあらためて確認

してほしい気持ちから「その気持ちが固ま

れば、全力で最善の方法で応援します」と仰

います。「目指すゴールは妊娠ではなく、無

事出産し、健康的な子育てをすること。その

為には、母親、父親になる人の健康状態がと

ても大切。食事の改善や普段の生活を見直

し、添加物やファストフード、加工品、甘い

物など余計な物を食べない生活が理想。卵

子も精子も自分が食べたものから出来てい

るからです。その質を上げるには、普段の食

生活を見直す事が大切。」と仰っています。

実際２０１４年８月から２０１６年１２月の治療

実績でも、１１０症例中８１例が１年以内に妊

娠されていて、カウンセリング、鍼灸、漢方

薬、サプリなど、必要とされる選択をしなが

ら進めていくとの事。温灸器を使用して耳

への施術や（講義中に皆さん試されました

が、本当に心地よい！）神蕨・関元・気衝へ

の施術等。

また周辺の病院とも提携され、生殖医療

が必要な人には、病院を紹介されています。

東京や名古屋の産婦人科の病院でも漢方相

談を行なったり、各地で講習を行なったり

ご活躍です。不妊漢方の他、アトピー性皮膚

炎や糖尿相談なども専門とされており、「す

ぐ治る魔法のツボや薬はありません。自分

の生活、食べ物から見直しましょう！」甘い

物が大好きで、過食の結果、肥満傾向の私に

は、耳の痛い話題が満載でしたが、非常に勉

強になりました。と同時に、鍼灸マッサージ

治療が、不妊にこんなにも効果が有ること

に改めて感動した講習でした。

２．「東京オリンピック・パラリンピック

に向けての現状」

講師 朝日山 一男 先生

東京オリンピックを３年後に控え、既に

全国１３の都道府県でキャンプ地が決定して

います。準備に向けての動きが慌ただしく

なる中、鍼灸マッサージ師会として、今何を

すべきなのか、何を目指すべきなのかを、講

義されました。

先進国以外の帯同トレーナーがついてい

ない国への支援を目指し、神奈川県内でも、

地域で誘致活動が行なわれているので、全

鍼、神奈鍼と共に、各市町村師会も一丸とな

って対応していきたい。と、熱い想いを語ら

れました。３年後がとても楽しみになる内

容の講義でした。

今日の２つの演題を受講して、小児から高

齢者まで、介護からスポーツ、不妊治療、予

防医学等、鍼灸マッサージの可能性は限り

なく広がっていてワクワクする想いでした。                   
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✾ 学術委員会からのお知らせ ✾

いつも学術委員会へご支援、ご協力ありがとうございます。

来期の事業計画ができましたので、早期にお知らせいたします。多くの会員の皆様が参

加できますように、スケジュールを調整願います。

７月の学術大会の会員発表も募集しておりますので、ご希望の方は、５月１０日までに、

学術委員までご連絡願います。

＊受講カードは３月２１日送付締切ですが、未提出の方は３月３０日必着で神奈鍼事務所

まで送付願います。

●第４４回学術大会
日時：平成２９年７月２３日（日）午前１０時〜午後５時

場所：第２ブロック「横浜市技能文化会館」

【演題及び講師】

（１）特別講演

演題：「顔面神経麻痺と脱毛症の治療効果とその実際」

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 大智先生

（２）会員の臨床発表

ブロック代表以外でも自薦他薦奮ってエントリーしてくだい。

（３）演題：地域健康つくり指導者研修

講師：神奈鍼介護予防研究委員会委員長 林 秀卓先生

●第一回学術講習会
（全鍼師会共催講習会）

日時：平成２９年１０月２２日（日）

午後１時〜午後５時

場所：第３ブロック

「湘南医療福祉専門学校」

【演題及び講師】

（１）演題：「災害対策概論」

講師：ＤＭＡＴ

小早川 義貴 先生

（２）演題：緊急時災害対策

講師：日本栄養士会常務理事

下浦佳之 先生

講師：帝京大学非常勤講師

朝日山 一男先生

●第二回学術講習会
（全鍼師会共催講習会）

日時：平成３０年２月１８日（日）

午後１時〜午後５時

場所：第４ブロック

「横浜市技能文化会館」

【演題及び講師】

（１）演題：「鍼灸マッサージ師のための

モビライゼーション」

講師：筑波技術大学保健科学部教授

藤井 亮輔 先生

（２）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



３月５日（日）、「第２１回東洋医学市民公開講座」が藤沢「ミナパーク」会議室に於い

て開催され、市民８０名が参加しました。

今回は、「未病を改善する健康講座～いつまでも元気でいきいき過ごすために」のテーマ

で、講師には（公財）かながわ健康財団の伴野裕生氏をお迎えし、講義編と実技編の２部構

成でご講義いただきました。

講義では生活習慣を変えることによって老化や健康状態は変えられ、健康寿命は延ばせ

られるとわかり易い解説で、実技でもコグニサイズも取り入れた「いつでもどこでもでき

る簡単な運動」で、参加者は熱心に身体を動かしていました。

藤沢師会では毎年３月に藤沢市の後援により市民講座を開催しており、毎回定員を超す

応募があり、すっかり市民に定着してきているので今後も続けていく方針です。

－４－

２月４日（土）イオンスタイル湘南茅ヶ崎において、

神奈川県、(公財)かながわ健康財団、神奈川県立健康福

祉大学、神奈川県立体育センター主催による「健康応援

フェア in 茅ヶ崎」が開催されました。神奈鍼から岩屋、

村上、朝日山の３名が「ツボ講座」で参加し、８２名の方

の「合谷」に円皮鍼（パイオネックス）を貼り、はりマッ

サージの有効性を訴えました。鍼の経験者は、１名程度

でほとんどの方が未経験でした。

舞台では介護予防エクササイズ、コグニサイズの指導、

吉本芸人によるネタ、ものまねステージなどが催され、他ブースでは足圧測定や栄養健康

相談など他業種間での交流もあり楽しいイベントになりました。

報告 朝日山 一男

健康応援フェア in 湘南茅ヶ崎

みんなで〈健康寿命〉を考えようイベント参加報告

支部だより

東洋医学市民公開講座開催

「アホマルド坂本・スベリ―マーキュリー・

ゆにばーす」にパイオネックスを持っ

てもらいました。



『介護予防講師養成講習会』     小田原師会会長 荒川 隆

『後頭下筋群へのアプローチ（起居動作）』 小田原師会学術部長 髙橋 光宏

おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯにて開催致しま

した。学生さんも含め２０名の方にご参加頂きました。

二部構成にて前半は荒川先生による「経絡ストレッチ。

円皮鍼を用いて」を行いました。

小田原市の社会福祉協議会からご依頼を頂き、各自治

会において経絡ストレッチの普及活動を行っております。

今回は実際にペアになり、経絡テストの動きを確認し、

可動域が少ないまたは違和感のある動作に対して経絡経

穴を選び、円皮鍼を貼って動きの改善を体験しました。

参加された先生の中では「円皮鍼は本当に効果があるのか疑っていたが、こんなに効果

が期待できるとは思わなかった」とのお言葉を頂戴しました。スポーツ現場でも多く活用さ

れている円皮鍼。今後も色々な場面で活かして頂けると良いかと思います。

後半は鍼実技を含めた講義となりました。後頭下筋群へのアプローチとして、起き上り

時の動作に先行して眼球運動があります。日常生活でも車の運転・スマホ・ＰＣ・読書な

ど日頃から目を使う事が多いと思います。座学で後頭下筋の機能と、なぜそこをアプロー

チするのかをお話させて頂き、目の上下運動に関係する大後頭直筋、左右の運動に関係す

る下頭斜筋に対して鍼実技を行いました。触診の難しさ、狙った場所に刺入出来るか皆さ

んの顔は真剣でした。

卒後・開業すると知識を学ぶ機会はあっても実技を練習する機会がないのではとの思い

から実技をする事と致しました。ナイトセミナーを通して先生方の意見、情報の交換、交

流の場となれたら幸いです。また、若い先生方を育てる事もこれから大切になってくるの

ではと感じております。

報告 髙橋 光宏

小田原鍼灸マッサージ師会

ナイトセミナー 2017 2.9

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★

－５－



－６－

相模原鍼灸マッサージ師会 渡辺 裕市

３月１１日（土）相模原ギオンスタジアムにて相模原クロスカントリー大会２０１７が開催

され、総勢６２１人の選手が参加しました。日本陸連公認の大会に。 我々相模原鍼灸マッサ

ージ師会も協力、という形で大会ポスターに師会の名前を入れて頂きました。また相模原

市体育協会のご好意で、師会の看板を出して頂き、大変手厚いサポートを頂きながら、マ

ッサージならびに鍼でボランティアとして大会のサポートをいたしました。

午前中はパラパラだった選手も午後になると、走り

終えた多くの選手に利用して頂きました。（合計５４

名施術しました）

神奈鍼からも、朝日山先生にご参加頂き、また神

奈川衛生学園専門学校の生徒さんが、応援でわざわ

ざ横須賀から来て頂き感謝の一言です。

大会に参加した選手の皆さんや市民の方に施術が

出来たことを大変嬉しく思っています。大会関係者の方から、来年もお願いしますという

言葉も頂き、我々も更に進化して、この大会をサポートできればと思います。

相模原クロスカントリー大会 2017

はりマッサージブース開設報告

小田原鍼灸マッサージ師会 荒川 隆

３月にしては陽気も少し肌寒く感じる当日の天

気。風が強くランナーを苦しめたようです。

今年も神奈鍼の会員は勿論、県外や神鍼会（５名）の先生の協力のもと、２５名の先生に

加え８名の学生（神奈川衛生学園・長生学園）と、スポーツケアのボランティアを行いま

した。たくさんのランナーに喜んでいただきました。円皮鍼（パイオネックスＺＥＲＯ）

１１７名、コンデショニング１６６名、計２８３名（過去最高）に施術出来ました。参加していた

だいた先生方お疲れ様でした。心より感謝いたします。

第７０回

尊徳マラソン大会に参加して
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「平成２９年２月２６日（日）午後４時より横浜ハマボウルに於いて、第６回神奈鍼杯争奪

ボウリング大会が開催され、参加者１５名によって熱戦が展開されました。

優 勝 工藤 英二先生 ３８８Ｐ

第２位 倉田 美彦先生 ３６９Ｐ

第３位 工藤 航平先生 ３５９Ｐ

尚、次大会より前回優勝者は１ゲームに付き、

マイナス１０Ｐ，第２位はマイナス７Ｐ、第３

位はマイナス５Ｐ及びマイボール使用の方はマ

イナス１０Ｐと、かなりキビシイルールを採用いたします。従って女性や高齢者にとりまし

ては優勝、入賞の可能性が広がり、楽しい大会が期待できるのではないでしょうか。

福利厚生部より

会費改定の件

会報１５２号で既にご案内の通り、平成２８年度定時代議員総会におきまして神奈鍼会費

の改定が承認されました。この改定に伴い、すでに各単位師会におきましても役員会等で

会費に関するご相談をされていることと思いますが、４月より納入金額の変更がある可能

性があります。

神奈鍼会員の皆様におかれましては、地元師会会長、役員、代議員などによくご確認い

ただき、間違いの無い様よろしくお願いいたします。

● 神奈鍼会費は、29 年４月分より値上げになります ●

正会員（月額）／現行 １,９００円 → 改定後 ２,１００円

準会員（月額）／現行 １,０００円 → 改定後 １,１００円

以上の様に変わりますので間違いの無い様に、よろしくお願い申し上げます。

会計部より

第６回神奈鍼杯争奪ボウリング大会
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総務部より

厚生労働大臣免許保有者証

平成２８年度申請いただいた保有者証が発行されましたので、以下の通り発送をいたしました。

神奈鍼会員４１名、非会員１４名、神奈鍼会員書き換え１名、非会員再発行１名

平成２９年度の受付は 7月より開始する予定です。申し込みされ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

杉山祭開催について

例年恒例の杉山祭、懇親会を、本年は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。

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にご参加をお願い致します。

記

日 時：平成２９年５月１４日（日）午前１１時より

場 所：江ノ島神社・岩本楼

受 付：岩本楼にて 午前１０時３０分より

行 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２９年４月２０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 ０４５－２４２－７７９０


