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いつも元気と思いやりがあふれる、
社会や国にするために…。

乱れている、日本の食生活の現状。
　本日は創立60周年記念、本当におめでとうご
ざいます。本日のテーマは「元気の源は日本型の
食生活から」ですが、最近、朝ごはんや家族の食
事を写真に記録した本が出版されました。そこに
はこれが日本の食の現状かと思うようなものがた
くさん載っており、私はそれを見て、めまいがす
る思いでした。何とかしなければ食事がダメにな
ってしまう…、日本の国は無くなってしまう…と
本当に強く感じました。
　朝はカップ麺や菓子パンを家族それぞれが一人
で食べ、「行ってまいります」の挨拶もなく出かけ
て行くというように、どれが「日本型の食生活」
なの？というくらい今の日本では乱れています。
　また、ある広告会社が行った調査によると、日本
人の4/5くらいは、日本型の食事ではない生活をして
いるだろうとのことです。私たち料理研究家は、今
の日本の食事や食生活を本来の姿に戻す働きかけを
しなくてはいけないと、ひしひしと感じています。

日本型食文化は、お米中心の食事。
　では、日本型の食事、食文化とは、どういうも
のかお話ししたいと思います。
　私たち日本人は、米を主に食べてきました。
「瑞穂の国」と言われるように、お米を食べるこ
とによって日本人の体は作られてきました。な
ぜ、そういうふうになったかといいますと、一
つのものでタンパク質がある程度摂れ、消化が良
く、食べやすいという、日本の気候風土に合った
ものがお米です。
　また、日本の経済の基本はお米や米価であり、
日本型の食生活の主食は「ごはん」でした。と言

いますのは、今はパンをはじめいろいろな食形態
になっていますが、食事の中心に主菜があり、主
にタンパク質を食べ、日本列島は全部海に囲まれ
ているために焼き魚や煮魚が主菜として、お皿の
一番主たるものとして付けられました。

四季折々の、その土地の作物。
　主菜の次は副菜ですが、四季折々のその土地で
採れるような野菜類を主にして作られます。夏の
暑いときはたとえば茄子のような体を冷やすよう
な煮物、5月頃ですと山菜などを使います。タン
パク質があまり含まれず、ちょっとしたものを副
菜として作ります。
　そして、副々菜です。要するに漬物のようなも
ので、小さなものをちょっと付けます。
　主菜の「ごはん」と副菜と副々菜に合った汁も
のがここに付くわけですが、普段は味噌汁が付き
ます。こうした日本の伝統的な食事をする家庭が
少なくなっています。

次代を担う子どもたちの健康が危ない。
　今の食生活がどうなっているかといいますと、主
食はパンやスパゲティで洋風のものが主になってい
ます。主菜は肉類たっぷりのハンバーグステーキや
ローストビーフで、汁ものはポタージュやスープ
類、味噌汁はあまり登場しなくなっています。
　心配なのは戦後、親御さんたちは洋風の食事が良
いと教わり、育ってきましたので、子どもたちもそ
れが良いものだと影響を受けています。近年では、
日本でもファストフードが人気を集めています。　
　「食」で怖いのは、子どもたちが６歳なるまで

「元気の源は日本型の食生活から元気の源は日本型の食生活から」
社団法人日本鍼灸師会創立60周年記念講演

「元気の源は日本型の食生活から」
料理研究家　清水信子  先生
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に、将来の食べるものが決まってしまうことです。
これは京都大学大学院 農学研究科の伏木享教授の
説で、先生はたくさんの本も書かれています。
　6歳までの間に穀物をたっぷり食べ、魚を主に
して季節の野菜や海藻などを食べ続けて体を作っ
ていくことが大切なのに、食べなければいけない
ものを食べないまま、大きくなってしまいます。
メタボリック症候群がどんどん増えているのも、
そうしたことに一因があると思います。
　私たちの年代は、歩くことが大変というほど太
っている人は少ないと思います。それは６歳まで
に日本型の食事を食べ続けていたからであって、
今の子どもたちが生活習慣病になってしまうの
は、食や食生活の教育をしない社会も、また、気
がつかない親もいけないと思います。

戦後、学校給食も、洋風化が進行。
　子どもの食事という点で重要なものの一つが学
校給食です。第二次大戦後の学校給食では、アメ
リカ的な食事が良いと教えられました。その頃、
私は育ちましたが、学校給食では鼻をつまんで飲
むようなミルクと、食べるものも油炒のようなも
のが多くなりました。当時の日本は、政策として
キッチンカーを走らせて油炒めの料理を推奨して
いましたが、そういう食生活がだんだん広がって
メタボリック症候群につながってきたわけです。
　ところで、脂が多い食べ物を、おいしいと感じ
ることはありませんか？つまり普通の牛乳を飲む
よりも濃い牛乳を飲むようになり、もっと濃いも
のが生クリームです。シチューを作るときに、牛
乳を使うよりも生クリームを入れると、すごく口
当たりが良くなっておいしくなるわけです。そう
すると、そちらのほうにどんどん傾いていって、
日本人の体は高脂肪・高タンパクのものが好きに
なっていくわけです。
　栄養を教える学校でも、なるべく穀物はあとか
ら食べて、お腹をいっぱいにするためにはタンパ
ク質の多いものから、まず食べようということに
なりました。

日本の伝統食の基本は「だし」。
　日本の伝統食の良さの一つは、「だし」だと思
います。ここで、簡単な「だし」の取り方をご紹
介しましょう。

　昆布とかつお節がどちらも7グラムくらい、つ
まり昆布なら7センチくらい、かつお節なら軽く
ひとつかみです。それを5カップ1リットルの水に
入れ、火にかけてください。小さい火にかけてコ
トコト湧いてきたら、3分間コトコト炊いてくださ
い。そして火を止めます。３分間おいて、そこか
らが大切なところです。昆布はまず出してくださ
い。ちょっと大きい茶こしを用意して濾します。
そうすると本当にきれいな琥珀色の「だし」がと
れます。それから、ほんのひとつまみの塩を、そ
こに入れます。そうするとタンパク質が、スーッ
と固まることによって、濁ったり匂いが付いたり
しにくくなります。それを冷まして冷蔵庫に入れ
ると、2日や3日は十分おいしく食べられます。
　ですが、「だし」を「だし」だけに使うという
ことを誰が決めたのだ
ろうと私は思います。
私は朝起きますと、ま
ず「だし」を取り、温
かい「だし」を飲みま
す。そうすると、「だ
し」が体を通って行くのがわかるのですね。「だ
し」を飲むと、体がすごくスッキリしますがその
はずです。その「だし」には添加物はまったく入
っていませんし、上質のミネラルとタンパク質が
いっぱい入っているわけですから。

料理にこめる心こそ、大切にしたい。
　家族全員が一日一回でもなごやかに食卓を囲
み、一緒に食事をして、「いただきます」、「ご
馳走さま」という昔ながらの家庭に戻していくこ
とを、私たちの年代が考えなければいけないこと
です。これを忘れてしまっては、日本の社会は無
くなってしまいます。
　私は日本という素晴らしい国に生まれました
が、日本人は今、非常に殺伐になっています。そ
の原因は食べることに優しさが無くなっているか
らだと思います。
　一生懸命作ったお料理は、心が伝わらないわけ
はありません。そういう心のこもったものを皆で
食べることが、良い社会を作る源になっていくと
思います。日本が優しい人たちの集まりであった
昔のように、人を思いやる心を取り戻してほしい
と願っております。
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　日本は急激な高齢化にともなって医療、介
護、経済、社会基盤等、多分野にわたり諸問題が
取り沙汰され、多くの予算が使われています。
　鍼灸院に来院される患者さんは高齢者の方が多
くなり、働き盛りや若年世代は減少傾向といわれ
ていますが、これは社会の縮図であり、介護分野
では老老介護（同居の高齢者同士が介護し合うこ
と）世帯の急増等が大きな社会問題となっていま
す。また、日本の人口の世代割合をみても、近い
将来さらに高齢社会になることはあきらかであ
り、大きな課題として立ちはだかっています。
（社）日本鍼灸師会は、東京都健康長寿医療セン
ター研究所（東京都老人総合研究所から名称変
更。以下、「都老研」）の介護予防運動指導員養
成講座開講の指定事業者となり、平成17年から
全国で介護予防運動指導員の養成講座が始まりま
した。この講座は、東京、大阪、愛知、三重、兵
庫、静岡、宮城、岡山、岐阜の各地で行われて、
鍼灸師の介護予防運動指導員をたくさん誕生させ
ました。
　介護予防運動指導員として鍼灸師がどのように関
わるのかということを説明しますと、介護予防運動
に参加される方が介護予防運動からドロップアウト
する一番の理由は「身体の痛み」であるということ
です。鍼灸の特徴の一つに除痛効果があります。ま
た、鍼灸師は鍼灸院に訪れる患者の皆さんと関わり
をもち地域に根ざしているといえます。
　鍼灸院に来院される高齢者が増えるなか、高齢
者特有の身体的、精神的な変化や疾病について、
若年者や中年者に対応する知識とは違う介護予防
についての内容を知っておく必要があります。
　対象者となる方は介護状態の手前とされる
「特定高齢者」と、元気な「一般高齢者」であ
り、都老研方式は、科学的な調査・研究の結果よ
り、合理的に行える介護予防運動指導の実施内容
となっています。

（社）日本鍼灸師会は老年医学という分野につ
いて、すでに専門領域研修制度研修会を実施し
ていますが、介護予防運動指導員養成講座で
は、主に高齢者の運動療法（転倒予防、失禁予
防）、口腔衛生、栄養指導、認知症予防など、
ご高齢の患者の皆さんと直に接するときの生活
指導・健康管理に適した内容を学ぶことができ
ます。
　現在、（社）岐阜県鍼灸師会は行政との契約主
体となって、岐阜県内で転倒予防（介護予防運
動）教室を開催しています。
　先に述べましたが、介護予防運動に参加され
る高齢の方々が介護予防運動に参加しなくなる
一番の理由は「身体の痛み」ですから、「痛み
を取るのは鍼灸が適している」とお話をしたと
ころ納得をされ、その結果、今後は「鍼灸院で
介護予防運動を行い、より効果的に介護に陥ら
ないような取り組みにしたい」ということにな
りました。
　このような経緯で始まりました転倒予防（介
護予防運動）教室の主人公は、介護予備群とい
える状態の皆さんで、この地域支援事業が続く
限り携わることになっていくでしょう。
　今後、携わる地域が広がれば新たな情報、人
的資源、仲間などが必要となります。鍼灸師が
業団として関わることで、行政との関係、老人
会や地域の皆さんとの関係が生まれ、鍼灸師同
士の仲間意識も高まり、この取り組みが全国で
広がりつつあります。
　転倒予防（介護予防運動）教室終了後に測定
した結果は、参加された皆さんの生活機能が向
上し、運動の習慣化もみられました。
　また、この教室に参加された皆さんに、最終日
にアンケートをさせていただきましたが、結果が
向上していたことに参加者だけではなく行政から
も、たいへんよろこんでいただきました。

[介護予防運動指導員 岐阜県鍼灸師会  小椋賢二]

ご存じですか？

『介護予防運動指導教室』Part 2

ご存じですか？

『介護予防運動指導教室』Part 2

はじめよう! 介護予防
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　道を歩いているときや家のなかでも「つまずいた経験」は、どなたにもあると思います。
　運動量が減り、最近つまずくことが増えた・・・というのは、「転倒の可能性」がでてきている証
で、転倒の可能性は、筋力の低下だけでなくバランス能力や、疾病、外的要因などさまざまです。
　早めの対策が必要ですから、この機会にチェックしてみましょう。

★上の10項目に   をされましたか？
「１・２・３・４」にチェックされた方 …………… 歩行能力・筋力の低下があります。
「５・６」にチェックされた方 ………………… バランス能力の低下があります。　
「７・８」にチェックされた方 ………………… 疾病の影響があります。
「９」にチェックされた方 ……………………… 外的要因があります。
「10」にチェックされた方 …………………… 転倒に対する不安とそれによる日常制限があります。

★転倒の危険が高い場合とそれを避けるには
１．高齢者ほど転倒しやすい。（前期高齢者より後期高齢者のほうが転倒しやすい）
２．屋外での転倒が多い。（屋内より屋外での転倒が圧倒的に多く全体の８割）
３．歩いているときに転倒しやすい。（階段の昇降、立ち上がり時も注意）
４．「つまずいた」「滑った」が転倒のおもな理由。（段差にも注意）
５．転倒した１割の人が骨折している。

　以上のことから、雨天や雪の日などに屋外で歩行するときは、転倒の危険性が大きいといえま
す。転倒により骨折しなくとも、転倒に対して不安・恐怖が強くなり、外出などの回数が減り（閉
じこもり）、身体の虚弱化（老年症候群またはロコモーティブ・シンドローム）から寝たきりなどの
危険性が高まります。転倒予防のための筋力アップは大切ですね。

[日本鍼灸師会介護保険部・介護予防運動指導員養成講座講師：村上由佳]

「つまずいた経験」がある人のための『転倒予防チェックリスト』

1 この1年間に転倒したことがある
2 何もないところで、つまずくことがある
3 横断歩道を青信号の間に渡りきることができない
4 １㎞を続けて歩くことができない
5 片足で、立ったまま靴下をはくことができない
6 高いところにある物を取るとき、何かにつかまらないとつま先立ちができない
7 この１年間に入院したことがある
8 薬を３種類以上のんでいる
9 普段、サンダルやスリッパなどをよく履いている
10 転倒に対する不安がある、あるいは転倒が怖くて外出を控えることがある

＊わからないことがありましたら、お近くの介護予防運動指導員あるいは、鍼灸院に
お尋ねいただくか、（社）日本鍼灸師会介護保険部までお問合わせください。

知らないうちに始まっている筋力低下!知らないうちに始まっている筋力低下!!
「あぶない!!」の前に転倒予防対策を!!　「あぶない!!」の前に転倒予防対策を!!　 
知らないうちに始まっている筋力低下!!
「あぶない!!」の前に転倒予防対策を!!　 
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主催：社団法人日本鍼灸師会
第19回　介護予防運動指導員 養成講座

高齢者の筋力および全身機能向上トレーニング法 指導研修
10月24日より山梨会場にて開催！

　現在日本では、5人に１人が65歳以上の高齢者です。平成25年（2013年）には、4人に1人が高齢
者となり、その後もさらに増え続けていくことが予想されています。このような現状の対策として介
護予防の必要性はいうまでもありません。しかし、誰もが介護予防について学ぶ必要性を感じながら
も、学ぶ機会が十分にあるとはいえない状況です。
　そこで、この度、（社）山梨県鍼灸師会のご協力をいただき『介護予防運動指導員養成講座』を開催
する運びとなりました。今後の高齢社会に対して、介護予防について取り組むことは医療関係者とし
ては必須の課題です。ぜひ、この機会を利用して多くの方々に受講いただきたいと存じます。

１．開催日時
１回目 平成22年10月24日（日） 10：30～18：00（9：30から受付・10：00から開講式）
２回目 平成22年10月31日（日）   9：00～18：00
３回目 平成22年11月  7日（日）   9：00～18：00
４回目 平成22年11月14日（日）   9：00～18：00
５回目 平成22年11月28日（日）   9：00～18：00（16時30分より修了試験）

２．会　　場
講義会場 ：山梨県立青少年センター
実技会場 ：（有）オリエント　住所：〒406-0031　山梨県笛吹市石和町市部308-3　
 電話：055-263-0547

３．募集定員　
40名　※定員になり次第締め切りといたします。

４．受講資格
はり師、きゅう師、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、介
護福祉士、歯科衛生士、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含
む）、介護支援専門員、健康運動指導士、商業スポーツ施設指導者（初・中・上級、日本体育協
会）、スポーツプログラマー１種・２種（日本体育施設協会）、体育系大学および総合大学の体
育学部並びに社会体育系専門学校等卒業者、訪問介護員２級以上で実務経験２年以上の者
※そのほかの受講資格についてはお問合せ下さい。

５．講習内容
介護予防概論、介護予防評価論、低栄養予防、介護予防統計学、失禁予防、認知症予防、行動
科学、介護予防評価論・演習、転倒予防、転倒予防・演習、失禁予防・演習、リスク管理、高
齢者筋力向上トレーニング講義・演習、口腔機能向上特論・演習、修了試験 （プログラムはホ
ームページに掲載）
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講座の特長
■社団法人日本鍼灸師会の主催
日本鍼灸師会（以下、日鍼会）が主催しているので、鍼灸師は勿論のこと、他の医療従事者
の皆さんも安心して受講ができます。

■東京都老人総合研究所の研究成果を学べる
東京都総合老人研究所が企画発行したテキストで、長年の研究成果とノウハウを短期間に学
ぶことができます。

■日本鍼灸師会作成の評価等を使用
「健康関連QOL」、「リスク評価」、「痛みの評価」などの評価等を使用して、トレーニン
グをしていくことで、障害になる腰痛症や膝関節症などの疼痛を緩和させ、よりトレーニン
グの継続が可能になっていきます。

■受講証明書と登録証・認定証の発行
社団法人日本鍼灸師会発行の受講証明書を授与いたします。また修了試験に合格した方は独
立行政法人東京都健康長寿医療センター（東京都総合老人研究所）に登録されます。その
後、同法人の修了証と登録証、日鍼会より認定証が発行されます。

■修了試験が講習修了の直後にある
記憶が新鮮に残っている間に、修了試験が受けられます。

受講のメリット
■事業の拡張ができる
地域支援事業・介護予防事業への参入が、可能になります。
登録された介護予防運動指導員の方々が、各自治体と契約して地域支援事業・予防給付・介
護給付などの事業に参加し活動しています。

■新たな地域貢献ができる
介護福祉面へ、鍼灸師ならではの、より健康的な生活の支援が可能になります。

■介護福祉面へのイメージアップに
指導により運動器が機能向上し、虚弱高齢者の減少や、予防や介護度が軽減していくこと
が、データに基づきアピールできます。

■現在の資格をより効果的に活かせます
EBMに基づいた効果的な介護予防の指導ができるようになり、そのほかにも誤嚥予防、失禁
予防、転倒予防などについて詳しく指導できるようになります。

■各受講資格のスキルアップができる
治療前後の変化を、ADL評価、QOL評価、リスク評価、痛みの評価などにより、改善の経過
をわかりやすく説明することができます。

■家族と自己の介護予防や健康管理に役立つ

６．受講証明書と登録証・認定証の発行
講義、演習の全31.5時間を修了した受講者には、社団法人日本鍼灸師会発行の受講証明書を授
与いたします。また、最終日には60分の修了試験を行い、合格した方は独立行政法人東京都健
康長寿医療センターに登録されます。その後、同法人の修了証と登録証、日鍼会より認定証が
発行されます。

第19回　介護予防運動指導員 養成講座●
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７．欠席の場合の取り扱い
原則としてすべての講義及び演習を履修することで修了試験の受験条件となります。ただし、
やむを得ない事情で欠席の場合、総時間の８割程度の出席があれば受験を認めます。

８．受 講 料
会員　65,000円　・　一般　75,000円

９．お申込み
① 下の申込書に必要事項を記入して、日鍼会事務局までFAXまたは郵送して下さい。
FAX　03-3985-6622
〒170-0005　東京都豊島区南大塚3－44－14　(社)日本鍼灸師会　保険局介護保険部　宛

② 申込書受領の連絡をします。
③ その後、受講明細書類等を郵送します。

10．お問合せはFAXでお願いいたします。
　

第19回　介護予防運動指導員養成講座 （山梨） 受講申込書

私は、社団法人日本鍼灸師会主催の「介護予防運動指導員養成講座」を受講します。

１．所属団体等

２．受講資格

３．氏名（フリガナ）

４．生年月日
※ 独立行政法人東京都健康長寿医療センターに登録のために必要ですので、ご記入下さい。

５．住所　　〒

６．TEL

７．FAX

８．携帯電話番号

９．Eメール（大きくはっきり記入して下さい。今後の介護予防に関する連絡をします。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

連絡・登録及び資料の送付は上記に記入されたところへ送らせていただきます。

送信先　FAX　03-3985-6622

●第19回　介護予防運動指導員 養成講座
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山梨会場 講義 ・ 演習プログラム

■１回目（講義） 10 月24 日（日） 受付：午前９時30 分
  開講：午前10 時 講義：午前10 時30 分～午後6 時00 分
  会場：山梨県立青少年センター

時　間 講　座 時　間 講　座
10：30～12：00 介護予防概論 13：00～14：30 高齢者筋トレ特論

12：00～13：00 昼食 14：40～16：10 高齢者筋トレ実技
（身体機能評価実技）

16：20～17：50
　

高齢者筋トレ実技
（CD. 身体機能評価実技）

■２回目（講義・演習）　10 月31 日（日） 演習：午前9 時00 分～午後6 時00 分
  会場：山梨県立青少年センター

■３回目（講義） 11 月7 日（日） 講義：午前9 時00 分～午後6 時00 分
  会場：山梨県立青少年センター

■４回目（演習） 　11 月14 日（日） 午前9 時00 分～午後6 時00 分
  会場：（有）オリエント（デイサービス）   
Ａグループ  （２限目から、20 人ずつＡ・Ｂグループに分かれます）

Bグループ

■５回目（講義） 11 月28 日(日） 講義・演習：午前9 時00 分～午後6 時00 分
  会場：山梨県立青少年センター

9：00～10：30 認知症予防特論 13：10～14：40 口腔機能向上特論

10：40～12：10 介護予防統計学 14：50～16：20 転倒予防（講義）

12：10～13：10 昼食 16：30～18：00 転倒予防（実技）

10：00～11：30 行動科学特論 14：10～15：40 介護予防評価学（講義）

11：40～13：10 低栄養予防特論 15：50～17：20 介護予防評価学（演習）

13：10～14：10 昼食 17：30～19：00 高齢者筋トレ（まとめ、質疑応答）

10：00～11：30 高齢者筋トレ
（マシンCD-ROM、ビデオ）

14：10～15：40 高齢者筋トレ実践
（マシーントレーニング）

11：40～13：10 高齢者筋トレ実践（マシーントレーニグ） 15：50～17：20 高齢者筋トレ実践（マット運動など）

13：10～14：10 昼食 17：30～19：00 高齢者筋トレ実践（セラバンド・ボール）

10：00～11：30 高齢者筋トレ
（マシンCD-ROM、ビデオ）

14：10～15：40 高齢者筋トレ実践
（マシーントレーニング）

11：40～13：10 高齢者筋トレ実践（マシーントレーニグ） 15：50～17：20 高齢者筋トレ実践（セラバンド・ボール）

13：10～14：10 昼食 17：30～19：00 高齢者筋トレ実践（マット運動など）

10：00～11：30 失禁予防（講義） 14：10～15：40 リスクマネジメント

11：40～13：10 失禁予防（演習） 15：50～17：20 高齢者筋トレ（まとめ、質疑応答）

13：10～14：10 昼食 17：30～19：00 修了試験

第19回　介護予防運動指導員 養成講座●
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　近ごろ、「代替医療」や「統合医療」などの言葉をテレ
ビや雑誌で見聞きすることが増えてきていると思います
が、それらの医療がどういうものかご存じない方も多いと
思います。そういう方のために簡単にご紹介いたします。

　代替医療とは、現在おもに行われている医療の代わりの医療で、各種伝統医学や保険適用外の最
先端医療なども含まれます。
　また、補完医療というものもあり、こちらはおもに使われている医療の苦手な部分を補う医療の
ことです。現在はまとめて補完代替医療（Complementary and Alternative Medicine：略して
CAM）という名称で使われることが多いようです。
　この補完代替医療を現代医療とあわせて、患者中心の医療を行おうというのが統合医療です。

次回は、補完代替医療研究の動向をご案内したいと思います。
（日本鍼灸師会　国際部）

【補完代替医療の参考例】

○ 伝統医学  …………………中国医学、漢方、鍼・灸、アーユルベーダ（インド）、
ユナニ（アラブ）、チベットなどの地域伝統医学、
ホメオパシー、自然療法

○ 用手療法  …………………マッサージ、指圧、柔道整復・整骨、カイロプラクティック、
オステオパシー、リフレクソロジー

○ 自然薬　 …………………漢方薬、ハーブ、アロマテラピー
○ 食事・ライフスタイル  …食事療法、断食療法、健康補助食品、水、ビタミン・ミネラル
○ 心身相関  …………………精神療法、心理療法・催眠療法、バイオフィードバック、瞑想、

カウンセリング、ヨーガ療法
○ その他  ……………………温泉療法、磁気療法、オゾン療法、気功、その他のエネルギー療法

※参考資料　…　統合医療に対する厚生労働省の取組について
   　　（統合医療プロジェクトチーム 第1回会合2010年2月）

「代替医療、統合医療って？」

国際部コラム
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今年10月、京都が全国大会の舞台になります

第６回（社）日本鍼灸師会全国大会 in京都 第10回臨床学術大会　　
第47回日青全国集会

日本鍼灸師会のホームページにアクセスしてください。

www.harikyu.or.jp 

日本鍼灸師会ホームページで以下の鍼灸情報
をご覧いただくことができます。
● 鍼灸ってなんだろう？
● 鍼灸ってどんなことをするんだろう？
● こんな症状に効果があります
● 鍼灸師の資格とは？
● 健康保険で鍼灸治療を受けられる病気とその
手順について

● 「鍼灸のすすめ」PDF版UP！
● 鍼灸医療推進研究会による鍼灸ファクトブック
● 都道府県鍼灸師会の公益活動予定
● 都道府県鍼灸師会の公益活動報告
● 鍼灸ニュースレター

大会期間 平成22年10月10日（日）～11日（月・祝）
会　　場 京都テルサ（京都府民総合交流プラザ）

大会第２日目に「府民・市民公開講座」　（第43回東洋鍼灸医学大講演会）　開催 

1994年に「古都京都の文化財」としてユネスコ
世界遺産に登録された「竜安寺の石庭」。京都に
お出かけのときは、ぜひ世界遺産をご覧下さい。

   

10月11日（月）　テルサホール

13：00～14：10
「ストレス社会に打ち勝つ
 東洋医学（はり・きゅう）の健康法！」

明治国際医療大学教授　松本  勅 先生

14：10～15：10
「免疫力をつける生活」きれい社会の落とし穴　

～アトピーからガンまで～
東京医科歯科大学名誉教授
人間総合科学大学教授　藤田紘一郎 先生

入場
無料
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　◆鍼灸理論編 [共通]

「顔面口腔領域の東洋医学的治療②」
―痛みとストレスと免疫―

昭和大学医学部 第一生理学教室
講師　砂川正隆 先生

　昨年は、「からだの中の口腔」をテーマに、口
腔と全身とのつながり、口腔疾患が全身へもた
らす影響、また歯科口腔外科領域にどのように
東洋医学が利用可能か…などのお話をさせてい
ただきました。
　今回は、①「かみ合わせ」について、②「痛み、
ストレスがどのように口腔、更には全身に影響
をもたらすのか」（特に免疫能との関連）につい
てお話させていただきます。
　咬合不良、歯の痛み、ストレスはいずれも全
身へ悪影響をもたらすことは容易に想像がつき
ます。これらを改善することによって、さまざ
まな不定愁訴や疾患が良くなる例も多くありま
す。ただ、これら領域には確立された治療法が
ありません。もし皆様の中にこのような症例を
お持ちの先生がいらっしゃれば情報を提供して
いただき、有意義な討論ができればと思います。

（社）日本鍼灸師会　主催　　　厚生労働省　後援

第59期  通算第702～703回学術講習会第59期  通算第702～703回学術講習会
鍼灸医学の研究と振興のために講習会を毎月行っています

第702回 学術講習会
2010年6月27日（日）日本鍼灸会館

　◆鍼灸治療編 [共通]

「前立腺肥大症の最新医療情報
（新薬5α還元酵素阻害薬）と
鍼灸医療の役割について」

明治国際医療大学鍼灸学部
臨床鍼灸学教室　教授　北小路博司 先生

講演中の砂川正隆先生

　西洋医学の前立腺肥大症の診療ガイドライン・
診断から治療を紹介するとともに、前立腺肥大
症治療の新薬である５α還元酵素阻害薬におけ
る鍼灸医療の役割を考えます。 
　前立腺肥大症（Bening Prostatic Hypertrophy :
BPH）とは前立腺が肥大する病気で、多い年齢
層は55歳以上の男性にみられる疾患です。BPH
の発生と進行には、男性ホルモンの存在と加齢
などが影響しています。
　本講座では、西洋医学におけるBPHの診療ガ
イドラインの内容から治療指針への流れを認識
したいと思います。
　BPHの治療は、肥大や症状の程度に応じて経
尿道的前立腺切除術に代表される外科的治療や、
高温度療法や尿道留置ステント療法などの低侵襲
性治療が適用されますが、軽症例から中等症の
患者には、薬物療法が選択されます。第一選択は
α1ブロッカー（タムスロシン塩酸塩）です。
タムスロシン塩酸塩は尿道の抵抗を軽減させます
が、前立腺の容量を減少することはありません。
　昨年、抗アンドロゲン剤（5α還元酵素阻害
薬）が治療薬に追加されました。5α還元酵素阻
害薬はテストステロンをジヒドロテストステロ
ン（DHT）に変換させる酵素を阻害する薬です。
そのため、本剤によって前立腺の腫瘍（良性）
自体が縮小するということが大きな特徴です。
　このように西洋医学では有効な治療の方法に
対して患者の治療選択の幅が広がっています。
　一方、鍼灸医学におけるBPHに対する有効性
とエビデンスについては、現時点でも充分とはい
えません。私たちの研究ではBPHに対する鍼治
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講演中の大谷俊郎先生

療の臨床的有効性が確認されています。また、ラッ
トを用いた基礎研究として下部尿路閉塞（Bladder 
Outlet Obstruction:BOO）モデルにおいても鍼刺激
は排尿に至らない収縮（Non voiding contractions：
NVCs）を抑制することが判りました。
　以上のことから、BPHに対する薬物療法（タ
ムスロシン塩酸塩および５α還元酵素阻害薬）投
与後にも発現する過活動膀胱の症状（尿意切迫・
頻尿などの愁訴）に対して鍼灸治療は有効であり、
BPHの患者さんの日常生活の質を高める有効な
治療法の一つとして鍼灸医療が提供できます。

　21世紀の日本は未曾有の高齢化社会を迎えてい
ます。終戦直後の1947年には男性が50歳、女
性が54歳だった日本人の平均寿命は、2007年に
は男性が79歳、女性が86歳となり、戦後60年
間に寿命が30年も伸びたことになります。結果
的に現在の日本の総人口に占める65歳以上の方
の割合は20％を超えています。ちなみにアメリカ
は12％、韓国は10％未満です。つまりアメリカ
や韓国では10人に1人である65歳以上の人口が、
日本は5人に1人ということです。しかもこれは
通過点に過ぎず、2015年には4人に1人（25％）、
2035年には3人に1人（33％）が65歳以上の
人口で占められると考えられています。
　これからは老後の健康管理を自己責任で行い、
要支援、要介護にならないように、健康寿命を

延伸することが求められるという時代になって
きました。そのためには中高年の方々にスポー
ツ医学の正しい知識を提供し、正しい運動習慣
を身につけて、安全に楽しく健康寿命を延長し
てもらう必要があります。
　実際に中高年の方がいきなり運動を始めると、
不整脈を誘発したり、膝や腰の痛みを起こした
りといった失敗例が非常に多いものです。私ど
ものスポーツ医学総合センターにみえる患者さ
んにも、そのような例が非常に増えています。
つまり中高年の方々が安全に運動習慣を身につ
けるには、「知識」と「技術」が必要になります。
　今回は運動器のスポーツ障害について、特に
中高年の方がスポーツをするときの問題点、注
意点などを中心にお話しいたします。主な内容
は次の通りです。
１．スポーツ外傷とスポーツ障害
２．スポーツ障害の好発年齢「成長期」と「中高年」
３．中高年のスポーツ障害の特徴　1）予備能力

の低下　2）骨粗鬆症　3）３つのタイプ
４．中高年でスポーツを始める場合の注意
５．中高年までスポーツを継続する場合の注意
６．部位別の障害について

　◆スポーツ医学 [共通]

「スポーツ傷害と膝関節疾患３」
―中高年アスリートの問題点―

慶應義塾大学　看護医療学部
教授　大谷 俊郎 先生

第703回 学術講習会
2010年7月25日（日）日本鍼灸会館

講演中の北小路博司先生

　◆鍼灸治療編 [共通]
「鍼灸臨床における

介護予防評価導入と地域貢献」
 （社）福島県鍼灸師会
 副会長　中沢 良平 先生

　「縮む日本」という言葉が聞かれるようになっ
た。日本の人口が減り、経済の縮小が止まらな
い。そして、鍼灸師の大量輩出はさらに進む。
日本の人口減少と鍼灸師大量輩出の社会構図が、
鍼灸院経営に暗い影を落としている。しかし、

平成22年6-7月学術講習会●
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講演中の中沢良平先生

平成22年度　第59期学術講習会

（社）日本鍼灸師会は鍼灸学術および鍼灸の医学的研究の振興と
　　鍼灸師の資質向上をはかるために講習会や講演等を行っています。

【平成22年度学術講習会の会場と年間日程は以下のとおりで、日鍼会ホームページの「講演会のお知らせ」
に年間日程と毎回の講演内容を掲載しております。　※すべて日曜開催です】
■東京（日本鍼灸会館）　11月28日・12月19日
■大阪（森ノ宮医療学園：大阪府鍼灸師会担当）　1月30日・2月27日・3月13日

（社）日本鍼灸師会　主催　　後援：厚生労働省

通算 第705回　日程および講習内容
日時：9月26日（日）10：00～16：00

■プライマリ・ケア小児科編【共通】
　「ちょっと変わった小児科治療」

高下小児科医院　院長　高下泰三 先生
■医療リスクマネジメント【リスク専門】
　「灸の免疫効果と健康増進法および灸文献の
　有害事象」―実技実習の体験―
森ノ宮医療大学保健医療学部　副学長　中村辰三 先生

通算 第706回　日程および講習内容
日時：10月31日（日）10：00～16：00

■プライマリ・ケア麻酔科編【共通】
　「麻酔科的疼痛管理の実際」

札幌医科大学麻酔科　准教授　渡辺廣昭 先生
■鍼灸治療編【共通】
　「リウマチ膠原病の鍼灸治療　維持透析患者
　に対する鍼灸治療」

埼玉医科大学東洋医学科　医学博士　小俣  浩 先生

会場：札幌サンプラザ（地下鉄南北線「北24条駅」下車）
会費：会員2,500  学生1,500  一般4,500

介護予防という視点を持つことによって現状を
打破できると、今回提唱したい。
　10年後、いわゆる団塊の世代が後期高齢者と
なる。社会は介護費用の捻出に苦慮し、本人たち
は要介護になりたくない。その要望に応えられる
のが鍼灸師である。鍼灸は、もともと地域の高齢
者の健康管理をしてきた実績がある。それを、介
護予防という新たな視点や表現で社会貢献を目
指す。
　鍼灸臨床において今まで評価項目にはなかっ
た、身長が伸びる、歩く速さが早くなる、片足立
ちの時間が伸びるなどの項目を取り入れる。その
スキルがやがて、地域リハビリ大会での発表の土
台となり、他の医療業種と連携し、地域リハビリ
の一員として活躍の場が広がる。
　世界的な経済学者のマイケル・Ｅ・ポーター氏
は、著書『医療戦略の本質　－価値を向上させる
競争－』の中で、重症より軽症、治療より予防の
重要性を説いている。また、「統合型診療ユニッ
トにおける医療提供のバリュー・チェーン」とい
うシステムを紹介している。
　鍼灸師もバリュー・チェーンの考えを知り、介
護予防に取り組むことにより経営安定化と社会

貢献とが両立する。これにより、勝者なきゼロ・
サム社会からの脱却にも繋がる。一握りの繁盛
鍼灸院が残っても、業界の発展はない。大量輩
出された鍼灸師にも、経営の活路を与えなけれ
ばならない。業界をあげての取り組みも必要だ。
　日本は他の国に先駆けて高齢社会に進んでい
る。この高齢社会をどのように乗り越えていく
のか、各国からの注目を集めている。鍼灸師が
介護予防に積極的にかかわり高齢社会を無事に
乗り切れれば、日本の鍼灸術は高い評価を受け
る機会になる。
　今はまさに、地域貢献と鍼灸需要掘り起こし
の時代到来になったと考えたい。

●平成22年6-7月学術講習会
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～よい治療は よい鍼で～
・豊富な種類の「鍼」を用意しています。
材質……ステンレス・金・銀・コバルトから選べます。
寸法……5分から3寸まで鍼体の長さが選べます。（別寸法あり）
線径……0.10～0.50まで鍼体の太さが選べます。（ＳＴの場合）
滅菌……業界唯一放射線滅菌済み鍼（ディスポ鍼）もご

提供しています。⇒安全・安心してお使いになれます。

てい鍼、ローラー鍼、小児鍼などの接触鍼・鍼管・鍼ケース・
鍼皿・線香……オーダーメイドのご相談もお受けします。

中国鍼、皮内鍼、円皮鍼、短鍼なども取り扱っています

・豊富な種類の「鍼灸用具」を
用意しています。

詳細はお問い合わせ下さい。

★フリーダイヤル
　　0120－141－828
★ホームページ
　　http://www.needlemaeda.com
★カタログも無料

鍼灸鍼・鍼灸用具の製造販売

株式会社前田豊吉商店
〒167-0052　東京都杉並区南荻窪1-22-15
TEL : 03-3332-7634　FAX : 03-3332-8117
メールアドレス　harimaeda@pop01.odn.ne.jp

発　行　者：　相馬悦孝
発　行　所：（社）日本鍼灸師会　〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-44-14　電話：03-3985-6771
編集責任者：（編集部長）一見隆彦　（編集委員）新谷有紀、秦 宗広
（日鍼会　E-mail : info@harikyu.or.jp　FAX : 03-3985-6622）
制作・印刷：NECデザイン＆プロモーション株式会社

無断掲載を禁ず

この印刷物は環境にやさしい
大豆油インキを使用しています。

　9月に入っても日本中で猛暑日が続き、心から秋が
待ち遠しく思います。秋といえば、芸術の秋・・・食
欲の秋・・・皆さまはどのような秋を楽しみにされて
いるでしょうか？過ぎゆく夏を心寂しく感じることも
ありますが、情緒が豊かになるこの季節、ゆったりと
時間を使って穏やかに過ごしたいですね。
　さて、今回は前回のジャーナリスト・黒岩先生の講演
に続き、料理研究家・清水信子先生の講演内容を掲載
しています。日本型の食の大切さと素晴らしさについ

て、いま一度お考えいただく機会になれば幸いです。
　編集部では、けんこう定期便を手にとって読まれた
皆さまが、健康についてたくさん気づかれ、そして、
発行月を楽しみにしていただけるように努力と工夫を
重ねていきたいと思っています。
　夏の疲れが体調不良の症状となってあらわれるとき
でもありますので、しっかりと体調管理をされて実り
の秋をお迎えいただけるよう、皆さまのご健康をお祈
り申し上げます。　　　　　　　　　　　（編集部）

［前号P6 「お灸ひとくちメモ」 の訂正］　「腺毛」という記述を「毛茸」に訂正します。なお、「５月ごろ」
という季節は旧暦で、今は６～７月ごろまでの花が咲きだす前に採集しています。

※日本鍼灸師会は公益社団法人として認定されましたが、編集・印刷日程の都合により本誌の記載は社団法人となっ
ております。
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