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シンクロスイマー 武田美保さん

楽しいスポーツで健康づくり

「スポーツから得たこと、
学んだこと」

厳しかった現役時代のトレーニング
シンクロの経験を活かした子供教育

■編集部　武田さんはアトランタ、シドニー、
アテネ、３回のオリンピックに出場され、銀メ
ダルや銅メダルを獲得されました。シンクロを
始められて長い年月がすぎていますが、何が一
番良かったですか。
●武田さん　形として見えて、わかりやすいの
は、「姿勢の良さ」です。それから、シンクロ
は女性ばかりの世界で、厳しい上下関係もあり

ます。その中で習慣づけられたのが、お礼の手
紙を手書きすることです。たとえば、遠征に行
くたび関係各所の方々に、すべて手書きで30通
ぐらい書きました。
■編集部　それは、コーチの井村雅代さんの教
えですか。
●武田さん　そうです。文字もていねいに書く
ように教わりました。

今回は、21年間の競技生活から学ばれたスポーツの楽しさ、おもしろさと健康と
のかかわりについて、オリンピックメダリストのシンクロスイマー・武田美保さん
にインタビューさせていただきました。
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●痛みをとって筋力アップ………………………… 4
●介護予防運動指導員養成講座を受講して……… 5
●健康保険で鍼灸治療が受けられる……………… 6

●国際部コラム～補完代替医療・総合医療の動き … 8
●第59期学術講習会 ……………………………… 9
●学術講習会案内………………………………… 12
●編集後記………………………………………… 13

プロフィール：武田美保（たけだみほ）
京都市生まれ。5歳から水泳の名門、京都踏水会にて水泳を始め、
7歳からシンクロコースに転向。13歳のときに井村シンクロクラブに
移籍。ジュニアの日本代表に入る。17歳でナショナルA代表入り。
1997年より立花美哉選手とデュエットを組み、その後日本選手権
7連覇を果たした。2001年世界水泳福岡大会ではデュエット、金メ
ダル。アトランタ、シドニー、アテネの３つのオリンピックで、銀・
銅・合わせて五つのメダルを獲得。（日本人個人が持つメダル数では
デュエットパートナー・立花選手とならび、歴代１位）引退後、シン
クロ解説やＣＭへの出演、シンクロを用いたショーにも積極的に参加
し、健康管理や美容をテーマにした講演・執筆など、全国各地で活動
している。三重県在住。
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■編集部　大事なことですね。昨今は、年賀状
でも手書きが珍しくなったほどですから。
●武田さん　もう徹底的に指導されました。私
がシンクロを始めた京都のクラブは同年代が多
く、みんな仲間みたいな感じでした。中学生にな
ってから、井村先生のクラブに移籍したら全員年
上の先輩でした。私なりに気を遣っていたつもり
でしたが、クラブで一緒だったメンバーで先に井
村シンクロに移籍していた先輩に、昔のよしみで
「何々ちゃん」って言った瞬間、「ちゃんって
何！」って言われ、そこから始まりました。
■編集部　サッカーや野球など躾教育ができて
いないとチームの連携ができないということを聞
きましたが、シンクロもチーム競技がありますか
ら大事なところですね。厳しくて、いいコーチに
恵まれましたね。
●武田さん　物心ついたときから世界レベルの
指導者との出会いがあったので、これは幸せと
しか言いようがないですね。求められるものに
「なにくそっ！」と思いながら、それに応えて
いこうとするだけで、世界基準だったというの
は、ありがたかったですね。
■編集部　よく「日本代表として日の丸を背負
う」といわれますが、初めてのオリンピックの
ときの感覚はどうでしたか。
●武田さん　先輩方がメダルを取っているか
ら、私たちの代でメダルを取れなかったら、日本
に帰れないというような意識だけはありました。
■編集部　今は現役を引退されていますが、将
来はシンクロのコーチをお考えですか。
●武田さん　私はシンクロで育ってきたことも
あり、シンクロと切り離せない部分があります
が、日本のトップを教えるために必要な資格が
いります。今は三重県で子どもたちを対象にシ

ンクロを教えています。子どもたちに教えるの
は、すごく楽しいですし、プレーヤーとは違う
立場でシンクロを見ることがたいへん勉強にな
っています。
　ただ、子どもたちについて気になることがあ
ります。先日、食事の食べ方を見て気づいたこ
とですが、10人中５人が、野菜を食べられない
ような状態でした。そのほか食事のマナーにも
問題があります。
■編集部　食べ物は、すべての基本ですから。
食事といえば、現役時代はきびしいカロリーコ
ントロールはされていたのですか。
●武田さん　マラソンなどの選手ほどは徹底的
ではないですが、トレーニング時期はとにかく
脂肪を増やせで、脂質が高くてもいいから高カ
ロリーの食事を摂りました。5,000キロカロリー
を目標に食べていました。
■編集部　5,000キロカロリーとは、すごいです
ね。普通の人よりかなり多い数値です。
●武田さん　とにかく見た目、見栄えのため、
体を大きく見せるために、ある程度の肉類は必
要ですし、あとは、欧米の選手に比べると水の
中の浮力がないので、脂肪も摂るようにと言わ
れました。
■編集部　シンクロの泳ぎとは異なりますが、自
由形などの泳力も相当なレベルが必要かと思いま
す。シンクロの選手は100ｍをどれぐらいのタイ
ムで泳ぐのですか。
●武田さん　競泳の練習は毎日3,000ｍくらい
で、それが練習の始まりでした。チーム内で一番
速い人は１分１秒で泳げ、インカレにも出られる
ぐらいでしたが私は１分３秒ぐらいでした。
■編集部　現役中は何分くらい潜っていられたの
ですか。
●武田さん　今はわかりませんが、現役中の肺活
量は5,000近くあって、何も動かなくて水の中で
耐えられるのは４分でした。
■編集部　コンディションは軽すぎず、ちょっと
疲労があった方がいいといわれますが、現役時代
はどんな調整法をされていましたか。
●武田さん　鍼灸治療もあります。体のケアに
かける時間は限られているので、自分で調整し
ようと思ってもうまくいかないときは、次の日
の練習で変にこわばってしまったり、だるくな
ってしまうことがあります。
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オリンピックでのデュエット演技と表彰式。
右はパートナーの立花美哉選手。
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　調整して筋肉のこわばりが全部取れた状態です
と、軽すぎて芯がわからなくなったりして、すご
くシャープな素早い動きのつもりなのに、油の中
で泳いでいるように、素早い動きができなくなっ
てしまうのです。ある程度体の筋肉に芯が残って
いる状態がよくて、休息を長くとって軽すぎても
いけないのです。そんなときには鍼灸治療で調整
することによって比較的短時間で回復しました。
■編集部　自分の感覚と、あとでビデオチェック
したときと違うことがあるようですね。
●武田さん　自分の感覚がよくてもコーチから
「今日はだめ」と言われるのです。なぜだめなの
かというのは自分の中ではわからないのですが、
ビデオで見てみると確かにシャープさがないとい
うのがわかって、自分の感覚と第三者からの意見
が、経験を積むとだんだんすり合わせができてき
て感覚がわかるようになりました。
■編集部　競技前のメンタルコントロールは、ど
んな方法でされていたのですか。
●武田さん　21年間の現役生活の後半４年間は、
競技会場のロケーションや観客の高まりなどが目
や耳から全部インプットされているので、実践練
習の前に10分ぐらい時間をいただいて、今から私
は本番だという疑似体験というか、イメージする
だけで脈拍数が上がってきていると感じました。
デュエットやチームでは目を閉じて、手をつない
で、円になって曲を聞きましたね。このときに、
それぞれコーチの指導や日々の練習の中で、演技
中にここは強くアピールしたいというポイントが
あるのですが、チームとして注意しなければいけ
ないところと一致していると、つないだ手から伝
わってくるのです。
■編集部　海外遠征には、いろいろな国へ行か
れたと思いますが、その中で忘れられない出来
事はありますか。
●武田さん　すごく印象に残っているのが、高
校生のときのフロリダ遠征です。決勝当日、当
時で過去最大級のハリケーンがフロリダを直撃
し、夕方に上陸という予報が流れました。競技
は普通、開門が８時で競技開始が10時なのに、
７時には競技開始でした。もう、やっつけ仕事
のように決勝に挑み、髪の毛をゼラチンでカチ
カチに固めたまま車でオークランドまで逃げま
した。ハリケーンが近づいているから動物も

逃げているし、鳥もあわただしく飛んでいまし
た。とにかくすごい体験をしました。
■編集部　ニュースや映画で観るような、すごい
光景だったでしょうね。ところで、現在、どのよ
うな活動をされていますか。
●武田さん　先程もお話ししましたが、子どもた
ちにシンクロを教えているほか、子ども向けの
「学校教育キャラバン」という講演も行っていま
す。講演ではいつも「家でいっぱいお話をしまし
ょう」と話しています。
　私自身、選手時代は家に帰ってから、練習のこ
と、感覚のこと、景色のことなど、事細かく全部
母に話しました。母は「じゃあ、先生はこう言っ
たとき、あなたに何秒間、目を合わせた？」と
か、「２回目、３回目と怒鳴られたとき、どんな
口調だった？」というふうに聞き出してくれまし
た。選手は一語一句、全部覚えています。すごく
怒鳴られたときには耳の奥の筋肉がキュッとなっ
て、水がすごく重たく感じたとか…。
　練習が終わってすぐに話していますから、ビ
デオ映像を見ているみたいに頭の中に自分が泳
いでいます。客観的に自分を見て、そのときの感
触、水の掻き方など、「このやり方は、間違って
いたんだ」と、その日のうちに解決することがで
きました。母は、スポーツは何もしていなかった
のですが。
■編集部　できなかったことをそのままにせ
ず、反省して次につなげるというのは、何事でも
大切ですね。お母さんからたくさん教えていただ
いたことを、ぜひ子供たちに伝えてください。
●武田さん　子どもたち向けの教育を大切にし
たいと考えていますし、また、タレント的な活動
としてテレビ番組出演も続けていきたいと思って
います。さらに執筆活動としてダイエットの本を
出す予定です。肥満予防や肥満解消、肥満と健康
に関する正しい知識を備えるための「肥満予防
健康管理士」も取得しましたので、企業向けとし
て「モチベーションアップ」をテーマにした研修
や、講演も多く依頼を受けています。
■編集部　武田さんは厳しいトレーニングや競争
を勝ち抜き、オリンピックでのメダル獲得という
貴重な経験をされていますから、テレビや講演な
どの依頼が多いのも当然ですね。きょうは長時
間、本当にありがとうございました。
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　介護予防運動というと、秋の交通安全運動とい
ったキャンペーンのスローガンのようですが、実
は介護を受けないための運動指導という意味なの
です。高齢になると、足腰の筋力が弱くなって転
倒しやすくなります。もし転倒して骨折すると、
それがきっかけで寝たきりの要介護となるケース
は珍しくありません。その介護を受けないための
筋力トレーニングを介護予防運動といいます。
　しかし、やみくもに運動すればいいというわけ
ではなく、高齢者包括的運動トレーニングという
理論のもと進められるのが理想です。
　運動指導員は誰でもなれるわけではありませ
ん。国家資格を持つ鍼灸師（正式には「はり
師、きゆう師」）は、所定の研修を受けた後、介
護予防運動指導員として登録され、運動指導にあ
たることができます。
　そこで、福島県鍼灸師会の介護予防運動指導員
はどのような取り組みをしているのか、始まった
ばかりの活動ですが紹介させていただきます。
　介護予防運動指導に関わるには、地域包括支
援センターの事業に参入することが一般的です
が、まずは自主的に市内の公民館を利用して
「あさかの介護予防教室」を開催しました。これ
は、介護予防運動指導員の勉強を兼ねていまし
たので、参加費を無料として参加者を募りまし
た。募集人数は10名でしたが、日頃から体力が
衰えてきたことを心配されている方が多いから
か、すぐに定員いっぱいになりました。
　次に取り組んだのは、社会福祉協議会の介護予
防事業で、「自立高齢者を対象としたいきいきデ
イクラブ事業」というもので、こちらも有志のボ
ランティアで行いました。
　鍼灸師以外の方も介護予防運動指導をされてい
ますが、我々はその資格を活かし、運動後のスト
レッチに小児ハリのように刺さない接触鍼で、
疲労した筋肉をほぐすことを加えたりしていま
す。これが参加者から楽になったと好評で、鍼灸
に興味を持っていただけるようになりました。
　実際、運動を続けていると２割近くの方が腰痛

や膝痛でリタイヤされるという報告もあり、そ
うした方を鍼灸医療で運動の現場へ復帰させる
ことも大事なことだと思います。痛みを取り除
きながら運動を続けていただくということがで
きるのも、鍼灸師ならではと思います。
　また、ほぼ毎回聞かれるのが、「介護予防運
動教室が終わったら、どこかで運動を継続でき
ますか」という問い合わせです。地域支援事業
では決まった回数しか開催されず、長期間にわ
たって開かれることはありません。その後の運
動はご自身の努力となります。しかし、お一人
で続けるのは困難なようです。そうした場合、
介護予防運動指導員である鍼灸師の治療院に行
かれることをお勧めします。痛みを取りながら
弱った筋肉を鍛えるということが一箇所の鍼灸
院でできたら、利用される方は便利です。
　鍼灸師会は地域公民館などで介護予防教室を
開催することにより、要介護者を減らすきっか
けになるといった、公益事業として取り組める
可能性があることがわかりました。その後継続
して運動指導を受けたい場合は、介護予防運動
指導員のいる鍼灸院で続けることも可能で、個
人の鍼灸師としても地域貢献ができることもわ
かりました。
　会としての公益事業、個人鍼灸院としての地
域貢献、ともに将来大切なことになると予測し
ています。詳しくは、お近くの介護予防運動指
導員である鍼灸師にお尋ねください。

［（社）福島県鍼灸師会　中沢良平］

痛みをとって筋力アップ 

福島県郡山市久留米公民館での教室風景

『公益事業としての介護予防』

は じ め よ う ! 介 護 予 防
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　現在、ご高齢の方だけではなく、中高年の方か
らも将来寝たきりにならないための身体作りをし
たいと願う人が増えてきました。明るく、前向き
に老化と向き合う考え方は、アンチエイジングと
してメディアに幅広く取り上げられています。
　今回、この講座の内容を見て、高齢者の機能向
上、日常生活動作の拡大を実現させる筋肉トレー
ニングを実際に行ってみたい、確かめてみたいと
思い、受講を申し込みました。
　私は病院勤務の看護師として、入院や通院をさ
れているご高齢の方に接し、病気や障害を持って
いるだけではなく、老化ということだけでリスク
がありました。社会からも、またご自身も「もう
年ですから」と不自由を認め、自然に寝たきりと
なり、いずれ死を待つといったあきらめのような
感じがありました。今は元気な自分や健康な家族
も、いつかは誰でも必ず老いはきますし、老いと
いう当たり前のことに不安を感じていました。
　しかし、結婚を機に鍼灸院で働くようにな
り、通院されるさまざまなご高齢の方から新しい
発見がありました。不調を感じたら早めに体調管
理し、自分の弱点を知り生活に活かすことや、他
人へ必要以上に依存しない生活など、健康で生活
に支障のない元気な方が多いことでした。病気に
なっても乗り越えていけば、すばらしい社会があ

ることを知りましたが、このことから鍼灸はプ
ライマリ・ケアとしても機能していると感じま
した。
　今から10年ほど前に『間違いだらけの老人
像』という本を読みました。この本は、東京都
老人総合研究所の方が書かれたものでした。多
くのデータのもと、ご高齢の方の間違った概念
を払拭した新しく正しい情報はとても興味深い
もので、科学的な知識を持ちながら適切な健康
管理と指導があれば、病床生活を少なく過ごせ
ることになることを知りました。この本の研究
が一般社会に取り組まれて活動できるようにな
ったら、寝たきりといった介護を必要とされる
方を減らすことができる社会となり、どんなに
いいだろうと願ったものです。そして、予防医
学としての鍼灸と介護を予防する運動指導が組
み合わされば、プライマリ・ケアとしてさらに
発展し、第一線の医療になると感じました。
　今年の春に修了証を受け取り、鍼灸院内で介
護予防運動指導員として活動を始めることがで
きましたが、とても健康意識の強いご高齢の方
が多く、毎週楽しみにしていただいています。
　これからの総合的な予防医学という第一線で
仕事をしていくことに、喜びと責任を感じてい
ます。

　「介護予防運動指導員養成講座」を受講して
看護師　中沢万里子

寄稿

第６回 公益社団法人 日本鍼灸師会全国大会 in 京都

介護予防・地域医療に関して行われた教育講演と講座
　10月10日～11日に日本鍼灸師会の全国大会が京都で行われ、NHKの人気番組である「プロフェッショ
ナル」に登場された、おおい町国保名田庄診療所所長・中村伸一先生をお招きしました。
　中村先生は『「ええ人生やった」その一言のために～地域で生き、地域で逝く人を支える医療～』と
題して、地域医療でしかできないことや、村を支えると同時に自分も村の人々に支えられて成長して
きたというエピソードなどについて講演されました。
　また、同大会では主催する日本鍼灸師会の保険局講座として『あなたにもできる！鍼灸師による地
域医療の実践的取組み』と題し、介護予防と地域医療に関する内容のセミナーも開催されました。

（日本鍼灸師会 介護保険部）
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Ｑ１

A.

Ｑ２

Ｑ３

　「鍼灸治療を受けたいけれど健康保険が使えないから」という理由で、治療をあ
きらめている方もいるのではないでしょうか。実は症状によって健康保険による鍼
灸治療が受けられ場合があります。（健康保険法「療養費」 第87条に基づく）
　では鍼灸治療で健康保険を使うにはどうすればいいのでしょうか。Q&A形式でご
紹介します。

どんな症状にも健康保険は適用されますか？

  健康保険が適用されるのは下記６つの疾患です。
・神 経 痛……………坐骨神経痛など
・リ ウ マ チ……………急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
・腰 痛 症……………慢性の腰痛、ギックリ腰など
・五 十 肩……………肩の関節が痛く腕が上がらないもの
・頚 腕 症 候 群……………首から肩、腕にかけてしびれて痛むもの
・頸椎捻挫後遺症……………首の外傷、むちうち症など

その他、医師による適当な治療手段のない慢性的な疼痛を主な症状とする疾患についても、保険
者（市町村の国保、都道府県の後期高齢者医療広域連合、協会けんぽの都道府県支部、各健保組
合、各共済組合等）の判断で適用されますので、その他の疾病の場合、かかる前に保険者に確認
するとよいです。

鍼灸治療を健康保険で受けるためには
どのような手続きが必要ですか？

医師の同意書と保険証があれば健康保険は適用できます。
保険の扱いがある鍼灸院で同意書（右参照）を受け取り、か
かりつけの医師に記入をお願いします。鍼灸院によっては
保険を扱わないところもありますのでご注意ください。

かかりつけの医師がいない場合は
どうすればいいですか？ 

自身の症状により、病・医院などで診断が必要となりま
す。そこで保険に適用する6疾患に該当すれば、医師に同
意書の記入をお願いしてみましょう。

A.

A.

健康保険健康保険で鍼灸治療が受けられるって で鍼灸治療が受けられるって 
 知っていますか？ 知っていますか？
健康保険で鍼灸治療が受けられるって 
 知っていますか？
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Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

保険が適用される期間や回数の限度はありますか？
また更新手続きは必要ですか？

健康保険を利用した初めての治療から3ヶ月毎に医師に同意の確認が必要です。この場合、
「同意書」でなく医師からの同意確認を得た日を鍼灸師に伝えてください。
その後も3ヶ月毎に同じ方法で延長することができます。患者に代わり鍼灸師が医師に再同
意の確認を取ることもできます。
治療回数については、鍼灸師の判断で必要回数の治療を受けることができます。

指定された6疾患以外の症状で保険が適用される可能性はありますか？

現在、膝関節症や変形性膝関節症が保険適用になるよう、国に働きかけています。すでに適
用を認めている保険者もありますので、ご自身が加入している保険者に確認することをおす
すめします。

鍼灸治療に健康保険を適用するにあたって注意する点はありますか？

・健康保険で鍼灸治療を受けている期間、同じ疾患については病院での治療は受けられま
せん。

・本来鍼灸の療養費は施術を受けるたびに全額料金を払います。保険料を受け取るために
は、療養費支給申請書に同意書（初回のみ）を添付して保険者に請求します。翌月から
は月ごとに療養費支給申請書のみにより自分で保険者に請求が必要となります。申請後
数カ月を経て保険者より指定口座に支給された金額が振り込まれます。

公益社団法人 日本鍼灸師会の会員の治療院では、そのような面倒な手続きを患者様に代わ
り行う代理受領での取り扱いを行っています。事前に治療院に連絡をして確認しましょう。

A.

A.

A.

しんきゅういん

※健康保険取扱いについて詳しくは、鍼灸医療推進研究会のホームページ
「鍼灸net」（http://www.shinkyu-net.jp/）をご覧ください。

[監修：（公社）日本鍼灸師会 常任理事・保険局長／鍼灸医療推進研究会作業部会委員　大口俊徳]
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　近年、「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、今回は前回ご説明しました補完代替医療や統合医療に
ついて、日本とアメリカの動きを紹介させていただきます。

　米国では、補完代替医療の有用性を研究するために、米国NIH（国立衛生研究所）の
下部組織として、1992年に国立補完代替医療センター（NCCAM）が設立されました。
現在では日本円にして100億円を超える予算をかけて、補完代替医療の科学的研究が行わ
れ、鍼治療は特に注目されていて研究が進んできています。

　日本では、ある政党のマニフェストに「統合医療の確立ならびに推進」の項目があり、「予防の観点
から、統合医療として科学的根拠を確立します。アジアの東玄関という地理的要件を活かし、日本の特
色ある医療を推進するため、専門的な医療従事者の要請を図るとともに、調査・研究の機関の設置を検
討します。」と書かれています。
　また、他の政党のマニフェストJ-ファイル2010にも「鍼灸治療の充実」として、「鍼灸治療が国民に
身近な治療法として更に利用出来るように、制度の整備に努めます。また、専門性と更なる技術の向上
を積極的に支援します。」と書かれています。

　これまで世界の鍼灸研究は中国鍼灸ばかりでしたが、これからは日本鍼灸も研究が進み、現代医療と
鍼灸が手を取り合って、皆さまにとってより良い医療へとつながる事を期待しています。

　去る10月10～11日の2日間、公益社団法人日本鍼灸師会は第６回全国大会を開催し、国際部の講座
が「世界の鍼灸、日本の鍼灸」と題して以下の内容で開催されました。
　代替補完医療として伝統医学が見直され、統合医療の実践が進む中で、新しい国際疾病分類
（ICD11）にも伝統医学が組み込まれることになりました。
　こういう流れの中で、鍼灸に関する国際的な標準化の動きが進んでいます。その検討対象は、鍼の規
格から鍼灸の手技まで、多岐にわたります。
　鍼灸が日本に伝来して1500年。その間、本邦では気候風土に合った治療法が発達しました。また、
同様に諸外国でもそれぞれ独自の発展を遂げています。

「補完代替医療・統合医療の動き」

国際部コラム

次回は、「世界で鍼灸が行われている国々の鍼灸の資格について」をご案内したいと思います。

（日本鍼灸師会　国際部）
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　近年、我が国では高脂肪食、運動不足などの
欧米型の生活習慣への変化により、肥満症、高
血圧症、糖尿病、脂質異常症（高脂血症）など
の生活習慣病が増加し、しかもこれらの疾患を
複数有する者も増えている。
　ある研究によると、肥満、高血圧、糖尿病の
危険因子を3つ以上有する者は危険因子を持たな
い者に比べて冠動脈疾患（狭心症、心筋梗塞）
の危険度が30倍以上になることが報告されてい
る。すなわち、肥満、高血圧、糖代謝異常、脂
質代謝異常は動脈硬化性疾患の発症進展の独立
した危険因子であると同時に、互いに相乗的な
危険因子として関わる。
　このような病態に対してWHO（世界保健機
構）は1999年にメタボリックシンドロームとい
う概念を提唱し、我が国においても2005年に診
断基準が示された。ウエスト（臍周囲径）が男
性85cm、女性90cm以上を必須項目とし、加え
て空腹時血糖値110mg/dl、脂質異常症（中性脂

厚生労働省後援　（公益社団法人）日本鍼灸師会　主催

第59期  通算第704～705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59期  通算第704～705回学術講習会

肪150mg/dl以上および/またはHDLコレステロ
ール40mg/dl以下）、血圧130mmHg以上および
/または85mmHg以上のうち２つ以上重なった場
合にメタボリックシンドロームと診断するという
ものである。2008年からの特定健診、保健指導
では、メタボリックシンドロームの概念を活用し
て、効果的な保健事業を実施することによって生
活習慣病を減少させることを目指している。
　生活習慣改善のためには継続性、実効性のあ
る支援が必要であり、それには医師のみなら
ず、多職種との連携による実施体制の確立が重
要と考えられる。

　◆鍼灸治療編［共通］

「刺鍼に関する問題点と解決のための新技術」
―クリーンニードル・テクニックの

開発とその現況―
明治国際医療大学　鍼灸学部臨床鍼灸学教室

准教授　今井 賢治 先生

講演中の藤田智子先生

　近年、諸外国において鍼灸医学の導入は進んで
おり、日本の鍼技術がグローバルスタンダードと
なるには、先ずもって日本式クリーンニードル・
テクニックの開発が急務とされている。なぜな
ら、従来の押手による刺鍼テクニックは、鍼を不
潔に扱わざるを得ないことが挙げられ、WHOが
勧告する「鍼体を清潔に保ち、刺入しなくてはな
らない」、という基準を満たすことができていな
かった。また、医療現場で鍼治療を導入する際に
も、医学的な清潔概念に見合った手技を用いるこ
とが要求される時代も近づいてきている。だが、
押手と鍼管を用いた刺鍼手技は日本独自の方法で
あり、これらを基本として日本鍼灸の技術と文化
は発展してきている。それゆえ、この手法を生か
したままでのクリーンニードル・テクニックの開
発が重要であろうと考えている。
　これまでに、さまざまな鍼治療用のクリーンニ
ードルが検討されている。これらの概要につい
てはオンライン特許公開（http://www.ipdl.ncipi.
go.jp/homepg.ipdl）の検索で知ることができる。

　◆プライマリ・ケア内科編［共通］

「メタボリックシンドローム」
―予防、改善のために今我々がなすべきこと―

日本内科学会認定内科専門医
東武鉄道診療所産業医　藤田 智子 先生

第704回 学術講習会
2010年8月22日（日）日本鍼灸会館
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鍼管にキャップや薄膜の装着を試みたもの、鍼管
部がセパレートされるもの、鍼体を薄膜で防護し
たもの、などの考案が見受けられる。いずれも考
案としては優れているが、解決の決め手には到っ
ていない。
　今回は、演者が考案したクリーンニードルや鍼
ホルダーなどを用いることで、日本式の刺鍼手法
を生かしたまま、クリーンニードル・テクニック
の実践が可能であることをデモンストレーション
する。そして、その開発の現状と問題点、今後の
展望などを紹介する。

　◆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

第705回 学術講習会
2010年9月26日（日）札幌サンプラザ

第１話　夜泣きにスイナ
１．夜泣きの基礎的・日常的対応
　①生理的・病的要因の是正ないし軽減　②心理
的要因の是正：親子の愛着行動、母親の不安定な
心理状態　③薬の応用：抗ヒスタミン剤（アタラ
ックスPシロップなど）　④小児針、スイナ、赤
ちゃんマッサージ 　⑤添い寝、川の字寝
２．泣き出した時の対応
　①不快原因の有無点検（汗をかいていないか、オ
ムツはどうかなど） ②指で軽く叩いたり、さすっ
たりしてみる（スイナの利用） ③添い寝、抱っこ
第２話　夜尿症、起こすばかりが能じゃない
１．夜尿症の原因と治療
１）深い眠り・覚醒困難
　①意欲・自主性の欠如：アラームシーツ、Azrin
法、催眠術　②精神的・肉体的ストレス：おこらず、

おこさず、あわてない、桂枝加竜骨牡蛎湯・柴胡
桂枝湯、三環系抗うつ剤
２）中枢抑制力低下（無抑制収縮）
　膀胱トレーニング・鍼治療
３）頻尿、膀胱容量減少
　①多尿（尿比重低下）：水分制限、デスモプレ
ッシン点鼻法　②精神的ストレス：心理療法（カ
ウンセリング、箱庭療法、絵画療法）　③冷え性：
保温、入浴、八味地黄丸
４）自律神経失調（膀胱副交感神経過敏）
　　小建中湯、抗コリン剤
５）器質的疾患
　（頻尿）膀胱炎など、（多尿）糖尿病、尿崩症、（神
経）脊髄疾患、（睡眠障害）睡眠時無呼吸症候群
夜尿症のハリ治療（最新中国針灸学より：竹谷徳
一先生訳）
主な穴位：関元・気海・三陰交
病症による配穴：食欲減退者には足三里・脾兪、
腎虚者には胃兪・膀胱兪・中枢
方法：補法で弱刺激を施すのがよいが、関元穴を
刺針する時は針感を生殖器部へ放散させるべきで
ある。15分間置針、毎日あるいは隔日に１回、
主穴の灸もよい。
第３話　しゃっくり止めのノドチンコプラプラ法
Ⅰ．一般に行われている治療
１． 横隔神経あるいは呼吸中枢への刺激
　①急におどかす　②くしゃみをする　③１分間
息をこらえる　④ビニール袋の中で呼吸をする　
⑤頚部を冷やす　⑥心窩部にカラシなど皮膚刺激
物を塗る　⑦両膝を胸まで持ち上げる
２．その他
　①顆粒の糖や砕いた氷を一気に飲む　②冷たい
水を一気に飲む
Ⅱ．主に医療者が行う治療
１．迷走神経刺激
　①両眼球を圧迫する　②外耳道に指を入れて圧
迫する　③舌を引っぱる　④口蓋垂を舌圧子で２
～３回揺らす　⑤カテーテルを鼻に7～10cm挿
入して鼻咽腔を刺激する
２．呼吸中枢への刺激
　①甲状腺を指で圧迫
３．横隔神経の刺激または抑制
　①横隔膜付着部を圧迫刺激する　②胃内容を吸
引して胃の拡張を除く
Ⅲ．私のおすすめ
　以上の内、顆粒糖法とカテーテル法の成功率が
かなり高いという報告がある。私は外来で小児の

講演中の今井賢治先生

●平成22年8-9月学術講習会
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平成22年8-9月学術講習会●

講演中の高下泰三先生

　昭和55年ごろ、ある無医村に新卒鍼灸師を10
名ほど連れて高齢者の治療のためボランティアに
行った。このことがご縁となり、臨床教育実習と
して継続した結果、町長さんが卒業式に来られ
て、「お陰で町の国民健康保険が黒字になり大助
かりです、ありがとうございました」とお礼を申
された。鍼灸医学は本来身近な医療として簡便、
安全、安価な特徴がある。現段階では、これらの
特徴が医療政策に生かされていないのは甚だ残念
である。

◆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

しゃっくりによく出会うが（しゃっくりを訴えて
の来院例はない）、のどを見たついでに舌圧子で
「ノドチンコプラプラ法」を行い、100％即座に
成功している。カテーテル法も同じ刺激を裏側か
ら与えているので、同じように成功率が高いのか
と思う。
Ⅳ．吃逆の薬物治療など
１．西洋医学的薬剤治療
　①鎮静剤クロールプロマジン（コミトン）：経口、
筋注、静注　②抗てんかん剤カルバマゼピン（テ
グレトール）：経口　③抗間代性痙攣剤クロナゼ
パム（リボトリール）：経口　④鎮吐剤メトクロ
プラミド（プリンペラン）：経口
２．横隔神経への外科的治療
　①ブロック　②ペーシング　③切断または捻除術
３．東洋医学的治療
　①漢方治療（a. 柿蒂湯　b. 芍薬甘草湯　c. 呉
茱萸湯　d. 麦門冬湯） ②鍼治療など　1980王氏 
内関・天突+翳風〔指圧〕 1975姚氏　主穴：天突、
配穴：内関・足三里・太衝（実用中医内科より）
第４話　長びく咳に胃の薬？
Ⅰ．長びく咳
　小児では発症から２～３週間を越える咳を慢
性咳嗽としている論文が多い。慢性咳嗽の多くは
アトピー素因によるもの（気管支喘息、咳喘息、
アトピー咳嗽）だが、全体の１割ほどにGERD（胃
食道逆流症）によるものがある。
Ⅱ．食道の逆流防止機構
　食道下端部の下部食道括約筋が普段は軽く収
縮して、胃内容物の逆流を防いでいる。この筋は
食道体部の蠕動収縮が始まると、反射的に弛緩し
て食道内容物の胃内への移動を容易にする。この
機構に何らかの原因で破綻が生じると逆流を許
すことになる。

Ⅲ．胃食道逆流の機序
１． 一過性下部食道括約筋弛緩
　大食・高脂肪食 胃底部の伸展 筋弛緩
逆流
２．Stress refl ux
　食道裂孔ヘルニア 筋圧低下 咳・前屈によ
る腹圧上昇→逆流
３．Free refl ux
　先天性異常または食道疾患で腹圧０ 臥位
容易に逆流
Ⅳ．逆流の結果
胃内容物
　　胃液：塩酸（殺菌）、ペプシン（蛋白分解）
　　食事：アルコール　高浸透圧物質
　胃内容物の逆流

　食道粘膜刺激 逆流症状のみ
 食道粘膜損傷 逆流症状
　逆流症状
　定型的症状： 胸やけ、呑酸
　非定形症状： 咽喉頭不快感、慢性咳、喘息症状、

胸痛、心窩部痛
Ⅴ．GERDによる慢性咳の治療
１．PPI プロトンポンプ阻害剤：内服（３日試せ

ばすぐ分かる）
２．食直後の横臥禁止
３．大食、高脂肪食の制限
４．精神安定剤の利用（非びらん性胃食道逆流症）
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　われわれ鍼灸師がもっと健康増進のため普及
に努力すべきで、特に灸については民間に普及
させるべきであると考える。
１．灸療法の特徴は血液性状に変化をおよぼ

す、特に白血球の動態に大きく関与する。
１）施灸後直ちに白血球が増え始めて４～５日

持続する（好中球とリンパ球比の変化）。
２）若返り現象がみられ、細菌やウイルスに対

する食作用が旺盛になる（白血球の遊走速
度、貪食機能の亢進）。

３）２～３ヶ月の長期施灸で造血効果が得られ
る（赤血球や血色素の増加）。

などの特徴が見られる。即ち免疫力の向上に繋
がる。その例として癌の長期灸治療、肝硬変に
伴う腹水のコントロールなどの症例を報告する
（拙著「お灸入門」医歯薬出版）。
２．施灸の実験ーラット関節炎の灸による抗炎

症効果ー
１）ラットに関節炎を起こさせる薬剤（アジュ

バンド）を注射して関節炎を誘発した。
２）関節炎の評価：前後肢足、尾５部位の腫脹･

結節形成を観察、症状の強さを０～３度で
数値化し、点数の和を炎症指標とした。

３）測定：薬剤の投与日から２/週、計９回測定
した。灸刺激:足三里相当部位とした。 講演中の中村辰三先生

　実験結果は灸群では両側の足部腫脹が抑制、対
照群と比較し有意に腫脹が抑制された。また、関
節炎スコアは対照群では21日目まで急激に上昇し
たが、灸群では17日目以後有意に抑制された。そ
の他マウスのリウマチモデルでの実験などを紹介
する。
３．灸のリスクマネジメントおよび有害事象
　皮膚の悪性腫瘍：９例、水疱性類天疱瘡：５
例、熱傷：２例（枇杷葉温灸１例含む）、皮膚の
良性腫瘍：１例　＊癌発症部位は灸痕部に一致、
米粒大以下の艾炷で間歇的な施灸が安全である。
（全日本鍼灸学会雑誌Vol. 50（４）より）
４．熱さを抑えた灸の実技実習

●平成22年8-9月学術講習会

平成22年度　第59期学術講習会

（公社）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12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27日

主催：公益社団法人日本鍼灸師会　　後援：厚生労働省

通算 第707回　日程および講習内容
日時：11月28日（日）13：00～16：15
会場：日本鍼灸会館
会費：会員・学生3,000  一般3,500

■婦人科疾患編【婦人科専門】
　「更年期と脂質血圧異常」

東京女子医科大学産婦人科　講師　岡野浩哉 先生
■鍼灸治療編【共通】
　「鍼灸治療トピックス」
埼玉医科大学東洋医学科　講師　医学博士　山口 智 先生

通算 第708回　日程および講習内容
日時：12月12日（日）13：00～16：15
会場：日本鍼灸会館
会費：会員・学生3,000  一般3,500

■医療リスクマネジメント【リスク専門】
　「インフルエンザの最新事情」

国立病院機構東京病院　部長　永井英明 先生
■スポーツ鍼灸【スポーツ専門】
　「スポーツ障害と鍼灸臨床」
　　　　　－トップアスリートから学ぶー

（社）長野県針灸師会　学術部長　井出勇次 先生

東京会場：日本鍼灸会館 2F講堂（JR山手線「大塚駅」・地下鉄丸の内線「新大塚駅」から徒歩4分）　　
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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

（公社）日本鍼灸師会会員の鍼灸院を検索できる

発　行　者：　相馬悦孝
発　行　所：（公社）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。

　今回は、オリンピックメダリストのシンクロスイマー・
武田美保さんに、スポーツを通じた健康への取り組み
などについてインタビューした記事を掲載しました。
　編集作業の真っただ中の10月に日本鍼灸師会の全
国大会が京都で開かれ、一般公開講座も行われまし
た。その大会中の講演で、地域医療に取り組まれて地
域と一体になることの素晴らしさと、一体にならない
とできないこと、また、それによりご自身も成長さ
れた医師の講演などが行われ、とても勉強になりまし
た。次号掲載で準備中です。

　早いもので11月を迎え、今年も残すところあと１ヶ
月と少しです。仕事や家事が増えたとき、何から行う
のか困ったことはありませんか。そのような時は、メ
モに書き出して、それに順番を付けていけば、無駄な
く効率よく行うことができます。もうすぐ年末の多忙
な時期になりますから、ぜひお試しください。
　風邪の症状を訴える方が増えてきたようですから、
うがい、手洗いなどの予防をお忘れなく、体調管理を
心がけてください。　　　　　　　　　　（編集部）

診察日および時間・最寄り駅・駐車場の有無・
予約制などの情報が得られます。

(公社)日本鍼灸師会ホームページからどうぞ
www.harikyu.or.jp
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