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場所：日本鍼灸会館２０１１年１月２２日（土）    

「伝統を未来につなげる
鍼灸を活用した日本型医療の創生について」

渡辺賢治（わたなべ  けんじ）先生プロフィール

慶應義塾大学医学部卒業。

慶應義塾大学医学部漢方医学センター　診療部長 ・准教授。

米国内科学会上級会員、 日本内科学会専門医、

日本東洋医学会副会長 ・指導医。

今回の研修会は、 「日本の鍼灸を鍼灸師自身

が考え、 自ら進んで “デザイン” していこう」 を

テーマに企画されました。

鍼灸師自身が鍼灸をどうしたいのか、 そして

治療を受けられる患者のみなさんが、 日本の鍼

灸に何を期待しているのか ・ ・ ・ 簡単に答えが見つ

かるものではありませんが、 渡辺 賢治先生のお

話をもとに、 みなさんと一緒に考えていければ

と思います。

日本の鍼灸には「有効性を示すデータ」、つ

まり「臨床研究」が少ない。

鍼灸も漢方も、 このところ新聞に取り上げられる

機会が増えています。 ポジティブな取り上げ方も

あれば、 ネガティブにと、 いろいろあります。 こ

れは 1 月 16 日付の毎日新聞ですけれど、 保険

の適用を軸にした 「しんきゅう」 の話が載ってい

ます。 どちらかというと、 少しネガティブな内容

かもしれませんね。

この記事によれば、 6 つの疾患には鍼灸でも保険

の適用が認められているとか。 では、 その制度

を十分に活用できているのかというと、 なかなか

できていない。 治療院側が保険制度をうまく活用

しておらず、 患者さんの認知度も低いから、 とさ

れていますが、 「有効性を示す信頼度の高いデー

タ＝臨床研究が少ない」 ことも理由のようです。

そもそも鍼灸の臨床研究は成り立つのでしょう

か？臨床研究というのは、 必ず比較で両者に差

があるという仮説を基に研究デザインを決めま

す。 ドイツでは 10 年ほど前から大規模な無作為

比較試験を行い、 鍼灸の有効性を示すデータの

収集に成功していますが、 こうしたデータが日

本では少ない。 鍼灸の現状は、 毎日新聞が伝え

るとおりではないかと思います。

“腕の差”を、どうやって解決、標準化して

いくか・・・これは厄介です。

日本の鍼灸は、 やっぱり匠の技なんです。 私自

身、 こうした日本の匠の技というものを残してい

きたいと、 常々思っています。 そこで、 じゃあ

その「匠の技とは何か」が大きな議論になります。

あえて言わせてもらえば、 日本の鍼灸には、 や

はり腕の差がある。 そして、 巧い先生は、 独自

の “はり” をして、 ものすごい治療効果を上げる

んだけれども、 それが若い先生に伝わることが

ない。 学校を卒業した後のトレーニングがきちん

とされていなくて、 治療法の標準化もできていな

い。 要するに卒後の研修の仕組みが不十分なと

ころに、 “匠の技” を残す難しさを感じています。

トレーニングを受ける機会が無かった先生は、 な



2 日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.8
第 591 号

3日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.8
第 591 号

かなか上達しない。 今の若い世代の人達が将来

どれくらいの腕に達するか。 これが “伝承” な

のだと思いますけど、 これは、 熟練の先生方の

教育に対する努力次第じゃないでしょうか。 鍼灸

に限らず漢方もそうなんですけど、 歴然とした

“腕の差” を、 どうやって解決して、 どうやって

標準化していくか ・ ・ ・ これは困難な問題です。 し

かし、 この問題を解決することが、 「匠の技とは

何か」 の議論に終止符を打つことになると考え

ています。

これからのためにも、“標準化”は考えなけ

ればいけないと思うんです。

“標準化” というと、 すぐに “マニュアル” とい

う言葉が浮かぶと思います。 特徴的なのが中国

です。 中国ってマニュアルの国なんですね。 誰

もができるような仕組みを作ってしまう。 例え

ば、銅人形にみられるように “つぼの位置” も測

定できる位置に決めている。 世界的に見ると、

WHO も標準的な “つぼの位置” を公開していま

すね。 これに対して、 私の知る日本鍼灸は、 筋

の走行とか腱の走行、 そういったものに沿って

“すぅーっ” と触られて、「あ、ここですね」 と “つ

ぼ” を決める。 標準化された “つぼの位置” （Ｗ

ＨＯを正当と認めるかどうかは議論があると思い

ますが） すら気にしないという先生も、 多くいら

っしゃるはずです。

標準化を図ったものとは全く関係ない、 “独自の

つぼ” で治療して、 それで効果が上がっている

んだから ・ ・ ・ 文句はないでしょう？これが大半の

先生方の言い分だと思います。 私は “90％” そ

れに賛成です。 しかし、 これでは 「臨床研究が

できない」 し 「教育もできない」。 やはり標準化

は考えなければいけないと思うんです。 国際化

という場面でも、 圧倒的に不利になります。

街中に咲く“匠の技”を、今残さなければ

いつ残すのか？

番の問題点は？」 という話が出たとき、 本当に

腕の良い鍼灸師さんが教育機関ではなく市中に

いることだと ( 笑 )。 そういう腕の立つ先生方が、

どうやってその技を若い人に伝えていくのか？鍼

灸学校とタイアップするとかして 「“卒前卒後” を

連続して考える」 ことがポイントだと思うんです。

先生方もお若いときには、 自分のお師匠さんの

ようになりたいと、 一日でも早くなりたいと思わ

れたんじゃないですか。 この心を大切にしなが

ら、 どうしたら教育の場を整えられるのか。 こ

のことを想像してみてください。

「日本の針はすごいんだ、 俺の針はすごいんだ」

と、威張るのではなくてですね、やはり今の時代、

公開することがとても重要だと感じます。 世に素

晴らしいと言われる匠の技を、 今残さなければ

いつ残すのか？よくよく考えていただきたい。

医者の場合は“チーム制”を敷いて、診療

にあたっています。

鍼灸学校で教えることは、 いろんな流派の知識

に過ぎません。 実践レベルまで教わり、 卒業し

たと同時に臨床ができる人はほとんどいないと聞

いています。

患者の立場から言うと、 お金を払うのに、 ペー

パードライバーにやってもらいたいとは思わない

ですよね？特に鍼灸は針をさされるわけですか

ら、 患者さんとしては、 それは経験豊富な先生

にやって欲しいはずです。 でも、 それをやって

いたら、若い先生方のトレーニングにはならない。

では、 どうするか？これを考えていければと思う

んですね。

医者の場合は必ず “チーム制” を敷いていて、「若

い医者」 「中ぐらいの医者」 「指導医」 の編成で

診療にあたっています。 そして、 何かあったら上

がカバーする。 手術だってそうですよね。 最初か

ら研修医に任せたら、大変なことになるわけです。

こうした “チーム制” の考えを鍼灸にも応用でき

れば少し道が見えてくるような気がします。

カリスマ的な、 マスコミに出るような先生が良い

先生とは限らなくて、 本当に腕の凄い先生は実

は隠れていたりするんですね。 以前 「鍼灸の一
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日本型医療の創世には、やはり“国”の積

極的な支援が望まれます。

もう一つは臨床研究。 これには、 やはり国策が

必要なんだと思います。 日本では、 国の支援が

足りないんじゃないですか？よくアメリカの例が出

されますけど、中国も “研究費バブル” でですね、

二十数億の費用が拠出されていたりします。

では、 日本はどうか。 研究支援の枠組みはある

ものの、 日本の伝統医療を国内でどのように熟

成させて、 そして世界に打って出るか。 こうい

う戦略は一切無いという “お粗末” な現状です。

政府の、 より積極的な支援が望まれるところで

しょうか。

「漢方 ・ 鍼灸を活用した日本型医療創世のため

の調査研究」 という “厚生労働科学研究費補助

金特別研究” 結果の最後に、 「施策推進のため

の組織的整備」 とありますが、 戦略としてのグ

ランドデザインが無いと、 また、 鍼灸のエビデン

スを作るんだぞという意志が無いと、 事は運ば

ないと思います。 医療機関との連携も含め、 グ

ランドデザインをきちんと描くことが重要です。

今年に入って内閣官房に設置された 「医療イノベ

ーション推進室」 は、 こういったことを推進する

ための大きな起爆剤かなと考えています。 この

ような政府機関に伝統医療そのものの見直しも

含めてやってもらう。 そして、 その中で 「これ

は議論すべきだ」 という声を先生方の団体から

発していただければいいかなと思います。

日本の鍼灸は、ある意味で芸術。広く世界

へと発信してもらいたいですね。

今の日本の状況を考えると、 鍼灸が生き残れる

かどうかの、 まさに瀬戸際だと思うんですね。

こうした危機的な状況において、 先生方は鍼灸

をどうしたいのか。 このことをまずお考えいただ

きたいと強く願います。

中国系の鍼灸師さんのところに行くと、 「ぎゃあ」

とか 「わぁー」 とか患者さんが叫んでいる。 元

の痛みを忘れちゃうのは、 そのせいじゃないかと

悪口を言う人もいます。 ある方が言っていまし

た、 「ぶっとい針でとても痛い」 と。 これに対し

て日本の針は、 本当に精緻で、 浅い針で効果を

出します。 日本の鍼灸は、 ある意味で芸術だと

思うんですね。

確かに日本の針は、 中国の針に比べてすばらし

い。 痛くないし、 効果も高い。 ただ、 国際化を

考えたら、 それを国内で叫んでいても意味が無

いんです。 こうした他の国では真似できないも

のを、 国際会議の場において提案いただき、 日

本鍼灸の匠の技を広く世界へと発信してもらいた

いですね。

「人間をシステムとして捉える」発想は東洋

独特、西洋医学にはありません。

頭痛があるからと言って、 ただ一律にツボの位

置を決めて治療するというのは （ドイツなどでは

そういうスタディを組むんですけど）、 ちょっと違

和感がありますよね。 おそらく先生方は、 脈を

診て、 ツボを決めて一人一人違うオーダーメイド

の鍼をしていると思うんです。 通り一遍の研究

デザインでは、 個々人への丁寧な対応は反映さ

れません。

それと、 頭痛がよくなったかどうかをどうやって

判断するのか。 伝統医療では、 多くの場合、 患

者さんの訴えに耳を傾けるんですね。 客観的な

ものよりは主観的なもので判断している。 頭痛

であれば、 頭痛がよくなることが大事だと先生



4 日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.8
第 591 号

5日本鍼灸師会のけんこう定期便 No.8
第 591 号

方は考えていらっしゃると思います。 つまりは患

者さんが中心、 患者さんの主観で動いているわ

けです。

じゃあ、 頭痛だけ治るかというと、 これがそうで

もない。 頭痛だけ治すというのは、 ひどく西洋

医学的な考え方です。 人間の体というのは、 そ

うではありません。 漢方の場合で言うと、 頭痛

と同時にむくみも、 吐き気も治るし、 汗もかく

ようになるとかですね、 いろんなところが治って

いく。 先生方も針をやりながら、 そこだけを治

そうと思っていませんよね。 こうした 「人間をシ

ステムとして捉える」 という観点は、 西洋医学

には全く無い発想。 東洋の伝統医療独特の考え

方です。

コンピュータに解析させて、デザインは人。

考える主体は、あくまでも人間なんです。

では、 伝統医療のひとつである鍼灸にふさわし

い研究デザインとは何か？これを考えるべきかな

と思っています。 ドイツなどで実績がある 「無作

為化比較試験」 を駆使して、 我々が西洋に合わ

せていくのか。 それとも東洋ならでは思想をもっ

て 「デザインはこうあるべきなんだ」 と主張する

のか。 それを考えないといけない。 もちろん、

そのやり方が妥当であることを証明しながらです

が。 私が今、 厚労省から費用をいただいて研究

しているのは、 まさしくこの部分で、 漢方の研

究データを出す前に 「漢方の臨床研究のやり方

を考える」 という研究なんですね。

個別の対応であるとか、 患者の主観を重んじな

がら 「どうやって生体システムの変化を表現する

のか？」 という研究です。 今は個別の情報を集

切なる想いとして・・・日本の匠の技を残したい。

現実を見て不可能だとしてしまうと、 もう限界で

す。 「理想はこうだから、 こうやろうじゃないか」

としなければ、 自分達の匠の技を残せないと思

うんですよね。 だから、 どうやって今のコンピュ

ータとか情報技術の中で残していくのかと、 デー

タの範囲をどこまでにするのかと、 最初から無

理だと言うのではなくて、 どうすれば実現できる

のかをお考えいただければと願っています。

くり返しになりますが、 日本の匠の技を残したい

と想っています。 先生方には、 どうやったらそれ

を残せるかということを考えていただきたいんで

すね。 伝えたかったメッセージというのは、 これ

だけです。 最後までお付き合いいただき、 あり

がとうございました。

平成 23 年 1 月 22 日、日本鍼灸会館 2F 講堂で行

われた「第３回理事及び会員研修会」での渡辺　

賢治先生の講演内容をもとに、けんこう定期便編

集委員会が取材、編集して掲載しています。

めた “データマイニング” という手法で実践して

います。 個々の患者さんの情報を集めて、 コン

ピュータに解析させる。 そして、 匠の技をあぶ

りだすのが目的です。

今の時代は、 そうした複雑系の解析もコンピュー

タがはじき出すことも可能です。 一人一人に同じ

治療をするのは、 鍼灸のセオリーからしても間違

っているわけです。一人一人違った治療をしてもい

いんですよ。 「ある人のあるツボにある治療をし

たら、 何ヵ月後にこうなった」、 こうした情報を集

積してコンピュータがデータマイニングという手法

ではじき出すわけです。 それをもとにして、 あと

は先生方が、 患者さん一人一人を見て治療を進

める。 何もコンピュータに従うわけではないんで

す。 考える主体は、あくまでも人間なんですから。
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認知症は誰でも必ず発病するとされています

が、 発病する時期には個人差があります。 （寿

命の 1 日前なのか 10 年前なのかという差）

認知症の原因は、 加齢 （老化）、 脳機能の廃

用 （読書、 日記等が減るなど）、 病気が挙げら

れます。 特に病気のなか最も多いものが、 アル

ツハイマー型認知症で約 60％を占めています。

その他の病気としては脳血管障害 （脳梗塞・脳出

血など） が挙げられます。

アルツハイマー病や脳血管障害による認知症

の発症はそれらの病気予防が重要です。

アルツハイマー型認知症に移行する時期に表

れる特徴が 3 つあります。 下記の機能を低下し

ないようにする対策は、 アルツハイマー病予防

に有効とされていますので認知症発症予防にも

有効です。

  A. エピソード （体験） 記憶 ・ 学習記憶の低下

出身小学校や子供時代の友達の名前など、 昔

の記憶は鮮明なのに、 昨夜の食事の内容や 1 週

間前に会った友達の名前を忘れている。

  B. 注意分割機能の低下

注意を二つ以上 （複数） のものに振り分ける

ことができなくなってきている。 （例えば、 料理

をしながら洗濯をするなど）

  C. 計画力の低下

目標を達成するための手順を考えることが 

できなくなってきている。 （例えば、 料理の手

順や旅行の計画など）

認知症予防は寝たきり予防

はじめよう！介護予防・・・4つのチェックで早期発見！

  次の４つの 「日常生活能力チェック」 から認知

症発症の早期発見が可能です。

4 つの項目すべてができる場合の認知症の発

症危険度を 1 とした場合、 3 つしかできない場合

は 10 倍、 2 つしかできない場合は 15 倍、 1 つ

しか出来ない場合は 59 倍、 すべてできない場合

は 318 倍の危険度となり、 その他、 認知症の前

段階とし 「軽度認知障害」 と言われる状態があり

ます。

軽度認知障害の特徴は、 一般的な認知機能や

日常生活は基本的に維持されていますが、 「記

憶」 に関する障害が強く表れます。 また、 1 年

間に正常な高齢者の 1 ～ 2％が、 アルツハイマ

ー型認知症に移行していくのに対して、 軽度認知

障害の症状を持つ高齢者は 10 ～ 15％が移行し

ます。

認知症を治す薬はありませんが、 次の 3 項目の

日常生活改善で予防は可能と言われています。

1. 食習慣・ ・ ・ 魚 ・ 野菜 ・ 果物の摂取。 赤ワイン  

               の適量飲用。

2. 運動 ・ ・ ・ ウォーキングなどの有酸素運動。

3. 生活習慣 ・ ・ ・ 読書 ・ ゲームなど知的生活習慣

                  や社会活動参加。

（日本鍼灸師会介護予防委員会委員　松浦正人）

●自分で電話番号を調

  べて電話をかけるこ

  とができるか？

●一人でバスや電車を

　利用して、あるいは

　は自分で車を運転し

  て外出することがで

  きるか？

●決まった分量の薬を

　決まった時間に自分

  で飲むことができる

  か？

●貯金の出し入れや、

  家賃・公共料金の支

　払い、家計のやりく

  りなどができるか？

今回は、 介護が必要になってしまう 「寝たきり原因の」 1 つである

「認知症」 の早期発見方法と対策についてお知らせいたします。

チェック１ チェック２

チェック３ チェック４
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海外情報コラム

「��������ブラジル大会」変更事項のお知らせ

ブラジル大会の開催地、大会サイトURL、参加費の割引期間が

変更になりました。詳しくは大会サイトURLをご参照ください。

開催地：（旧）ブラジリア  →  （新）サンパウロ
会費割引期間：（旧）7月31日まで  →  （新）8月31日まで

詳細は大会サイト���：（旧）�������������������������
→ （新）�������������������������をご覧いただくか、

海外情報委員会担当 小松・田村（日本鍼灸師会事務局Tel: 03-3985-6771）までどうぞ。

■海外情報委員会からのお知らせ

皆さんも経験されていることと思いますが、 現在日本で利用されている鍼 （は

り） 治療には、 患者の身体に触れツボを取り、 鍼を浅く刺したりした柔らかい刺

激があります。

　しかし、 世界的には深く刺したり刺激が強い鍼治療が広く使われています。 臨

床試験でも、 それが通常の鍼治療として使われ、 比較する対象として治療しな

い群と、 治療をしたと見せかける群を利用することがあります。

　その際、 見せかけの治療に、 最小刺激鍼 （minimum acupuncture） という微細

な刺激鍼を用いることがあるのですが、 実はこれが日本で多く用いられている鍼

の使い方と似ているのです。

「鍼治療の刺鍼の刺激 ・ 深さ　いろいろ」「鍼治療の刺鍼の刺激 ・ 深さ　いろいろ」

前回ご紹介したドイツの大規模臨床試験でもそのように試験を行っていたそうですが、 片頭痛、 緊

張型頭痛、 慢性腰痛に対する試験では、 通常の鍼治療と見せかけの治療 （最小刺激鍼） との間に効

果の有意差はなく、 同等の効果がみられたそうです。

こういった結果が現れたこともあり、 日本で多く使われている微弱な刺激の鍼は、 通常の鍼治療と

認識され始めています。

また、 中国では 2000 年以上前に使われていたと言われる 「古代九鍼」 という鍼があり、 それぞ

れ形や使い道が異なっており、 そのうちの 2 種類は皮膚に刺さない鍼です。 現在の日本でも皮膚に

刺さないで、 皮膚に触れたり摩擦したりする鍼は使われています。

鍼と聞くと、 細くて真っ直ぐな髪の毛くらいのものを想像される方が多いと思いますが、 鍼は形状

やその使い方もさまざまな種類があるのです。

  　  

（日本鍼灸師会　海外情報委員会）
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◆小児科編

　「子育ての臨床心理学」
～親子関係の今と昔～

大阪樟蔭女子大学大学院

准教授　高橋裕子 先生 

第６０期 通算第７１２回学術講習会

主催 公益社団法人 日本鍼灸師会    後援 厚生労働省

鍼灸医学の研究と振興のために学術講習会を毎月行っています

第６０期 通算第７１２回学術講習会

1. 子どもの発見 
「人間の子どもは 17 世紀になってやっと発見

された」 と聞かれて、 みなさんはどのように感

じられるでしょうか？フランスの歴史研究家 P. ア

リエスによると、 ヨーロッパには 17 世紀まで 「子

ども」 という概念は存在しませんでした。 子ども

は背丈の低い特徴を持つ 「小さな大人」 と見な

されていたのです。 メディア ・ エコロジーの専門

家 N. ポストマンはこの 「子どもの発見」 を 「印

刷技術の発明と共に近代が始まり、 子どもが大

人の領域から追放されていった」 と表現し、 読

み書き能力を身につける教育の必要性が認識さ

れていったと述べています。 しかし、 20 世紀に

映像メディアが登場すると感情と感覚に訴えるメ

ッセージが年齢に関係なく受け取られ、 「大人と

子どもの境界が侵食され、 生活上の区別が難し

くなった」 とも指摘しています。 街中で真夜中に

大人と共に出歩く乳幼児を見かけるのは、 まさ

にこのような理由によるものかもしれません。

2. 子どもの発達　―身体とこころ―
人間の発達とは、 受胎から死に至るまでの身

体とこころが変化を遂げる経過です。 成長、 進

歩だけではなく、 衰退や喪失も発達の重要な側

面であり、 そこには当然個人差が生じます。 年

齢に伴って身体やこころの働きが複雑化する順

序は多くの子どもにおいてほぼ同じです。 また、

頭からつま先の方向、 身体の中心から周辺に向

かう方向性があり、 身体 ・ 運動 ・ 言語 ・ 知能 ・

人格など各側面が相互に関連しながら進む法則

性を持っています。

子どもの発達は、 (1) 胎児期、 (2) 新生児期、

(3) 乳児期、 (4) 幼児期、 (5) 児童期に分けるこ

とができます。 人間の姿になるまでの胎児期、

五感を通して身の回りの世界を知る新生児期、

一人で移動できるようになり、 言葉によるコミュ

ニケーションが始まる乳児期、 更に身体 ・ 運動

機能が発達し、 日常会話が成立し、 他者の気持

ちを推測できたり、 約束を守れたりできるように

なる幼児期、 そして児童期は社会の中で日常生

活を送るための力をほぼ身につけた子ども時代

の完成期とも言える時期です。

3. 子育ての歴史的変化
　江戸時代の育児書によりますと、 当時の日本

の子育ては、 親だけではなく祖父母、 近隣の大

人などが共に子どもを見守り、 育てていたようで

す。 地域全体が子どもに関わり、 育むことが当

然だったと考えられます。 他方、 子どもを慈し

む一方で読み書きなど子どもの教育にも熱心で、

子どもを甘やかしたり、 溺愛したりすることを諌

める記述が目に付きます。 現代は文明が高度に

発展しましたが、 人間の子どもの成長 ・ 発達に

とって大切なことは今も昔も変わりない面がある

ように感じます。

4. 子育てのこれから
  少子化の解消が熱心に議論されて久しくなりま

すが、 決定的な解決策は見つかりそうにありま

せん。 将来母親になる可能性のある女子大生が

「子どもにどう接してよいか分からない」 「ちゃん

2011 年 5 月 8 日 （日）　森ノ宮医療学園専門学校

小児鍼のモデルとなり講演される高橋裕子先生
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とできるか心配で赤ちゃんに触るのをためらう」

と話すことも珍しいことではなく、 心理的に小さ

な子どもたちに近づく機会が必要ではないかと

思います。

子どもを持つ前から子どもと触れ合い、 発達

や遊びを学ぶ機会を持つことは、 子どもという

未知の存在に心理的に近づくと同時に、 子ども

が単に可愛いだけでなく、 大人の思い通りになら

ないところもあるという現実に気づくことになり

ます。 加えて、 しつけや健康管理など子育てに

必要な知識が伝えられることも大切です。

小児鍼の利用が少なくなったと伺いましたが、

例えば不妊の方が冷えを解消されるために鍼治

療を利用された経験があれば、 当然自身のお子

さんにも、 と考えられるのではないでしょうか。

私達は皆、 子ども時代を経験していますが、

その経験の中から次の世代に伝えたいことを大

切に受け継いでいくことが子どもたちを安心し

て育てられる社会を作り上げていくように思いま

す。

  今後、 子どもの身体のケアに携わる鍼灸師の

先生方と、 こころの問題に関わる私達臨床心理

士が共に手を携える機会のあることを楽しみに

しております。

小児はりは、 思いのほかよく効く。 短時間の

施術で、 子供と遊んでいるうちに終わってしま

う。 子供が笑えば、 親も笑顔になる。 子供は気

分屋だから、 痛いことやイヤなことをするとすぐ

に逃げだす。 辛抱して、 カン虫を治す気など全

くない。 気持ちよいハリをしてやると、 アンコー

ルしてくる。 子供に 「もっとしてー！」 と言われ

るようなハリができたら、 合格である。

１．待合室にぬいぐるみ
     子供の心を引くようなものを置いておく。 絵

本や犬 ・ 猫の写真パネル、 音の出る玩具等が

よい。 大人患者しか来院してない所は、 幼稚

園 ・ 保育所のような雰囲気づくりが大切。

２．子供と視線をあわせるな
　　 母親の陰に隠れて先生の方を見つめている子

は、視線を合わせると泣く。 子供の方は見ずに、

母親と夕食のメニューや子供と一緒に行った公

園 ・ デパートの話しなどをする。 子供の恐怖心

が薄らぎリラックスしたら、 治療を始める。

３．イヌ・ネコのなくまねをする
　　 子供の気分転換のため、 動物のものまねや

消防車・パトカー・ゴミ収集車等のまねをする。

子供の心を、 早くなごませるのに役立つ。

４．ハリを見せたらアカン
　　 ハリを見られると、 それで痛いことされない

かと警戒される。 子供に気づかれない間に、

手中に小児鍼を収めておくのがよい。

５．「泣く、痛い、怖い、ハリ」は禁句
　　 気分が陰気になる単語は使わず、 大きい ・

速い ・ 強い ・ かしこい等と陽気になれる言葉

を使う。

６．子供をほめる
　　 子供の長所をほめると親の耳は大きくなる、

もっとほめてほしいと。 そのタイミングで、 「３

回続けて来て下さい」 「食事前のオヤツをひか

えましょう」 等と告げる。

７．ヨダレを垂らすような鍼をする
　　 子供がヨダレを垂らしてじっとしているハリが

できたら最高。 子供が身体をよじったり、 逃

げたりしたら、 鍼が強すぎるか体質に合わな

いので中止。 治療法を再検討。

８．症状が悪化したら刺激量を 1/10 に
　　 オーバードーゼの時は、 症状悪化 ・ 下痢 ・ 発

熱等が発生する。 刺激量を極力ひかえる。 著

効のあった次の日の施術もひかえ目がよい。

９．ハリが終わったとき泣いていない
    子供は、 泣くものである。 しかし、 ハリが終

わった時点で泣いていなければ、 次回来ても

らえる。

（講習会抄録を掲載）

講演中の谷岡賢德先生

◆鍼灸治療編

　「小児鍼のコツ」
～子供を泣かさないがコツ～

日本小児はり学会　理事

太師はり灸療院　院長　谷岡賢徳 先生
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2011年10月16日より東京会場にて開催 !
「５日間」で得られる介護予防知識 !

主催 ： 公益社団法人 日本鍼灸師会

高齢者の筋力および全身機能向上トレーニング法µ指導研修

第２３回 介護予防運動指導員 養成講座

現在、 日本は 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推定されています。 このような現状の対策として

介護予防の必要性は言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。

この講座は、 地方独立行政法人 「東京都健康長寿医療センター研究所 （東京都総合老人研究所）」

が作成したテキストに基づく 『介護予防運動指導員養成講座』 です。 ますます高齢社会になっていく

現状を考えれば、 エビデンスのある知識 ・ 指導方法を習得することは医療関係者としては必須の課題

とされるものです。

地域社会に貢献するためにも、 介護予防運動指導員養成講座を受講してみませんか？

１． 開催日時 

1 回目　10 月 16 日 （日）　10 ： 00 ～ 18 ： 00

2 回目　10 月 23 日 （日）　　9 ： 00 ～ 18 ： 00

3 回目　10 月 30 日 （日）　　9 ： 00 ～ 18 ： 00

4 回目　11 月 13 日 （日）　　9 ： 00 ～ 18 ： 00

5 回目　11 月 27 日 （日）　　9 ： 00 ～ 18 ： 00　（16:30 より修了試験）

２． 会　場 

講義会場 ： 日本鍼灸会館　　　　　　東京都豊島区南大塚 3 － 44 － 14 （TEL　03-3985-6771）

実技会場 ： ミナト医科学東京営業所　東京都北区昭和町 2 － 12 － 2　（TEL　03-3800-3710）

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、 健康運動指導士等、 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

   ※その他の受講資格についてはお問合せ下さい。

５． 講習内容 （東京都健康長寿医療センター ・ 旧東京都総合研究所指導に基づく履修科目）

介護予防概論、介護予防評価学・演習、介護予防統計学、行動科学特論、リスクマネージメント （危

機管理）、 転倒予防特論 ・ 演習、 失禁予防特論 ・ 演習、 低栄養予防特論、 口腔機能向上特論、

認知症予防特論、 高齢者筋力向上トレーニング特論 ・ 演習
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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、 （公社） 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、 合格した方は地方独立行政法人東京

都健康長寿医療センター研究所 （東京都総合老人研究所） に登録されます。 その後、 同財団の

修了証と登録証、 日鍼会より認定証が発行されます。

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　( 公社 ) 日本鍼灸師会　事務局　宛

②申込書受領の連絡をいたします。

③その後、 受講明細書類等を郵送いたします。

10． お問合せは FAX でお願いいたします。

第２３回介護予防運動指導員養成講座 （東京） 受講申込書

私は、公益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いたします。

1． 所属師会 （あるいは所属団体）

2． 受講資格

3． 氏名 （フリガナ）

4． 生年月日
※ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所《東京都総合老人研究所》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いたします）

　　　　　　　　　　　　　　＠

　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　　

2011年10月16日より東京会場にて開催 !
「５日間」で得られる介護予防知識 !

主催 ： 公益社団法人 日本鍼灸師会

高齢者の筋力および全身機能向上トレーニング法µ指導研修

第２３回 介護予防運動指導員 養成講座
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学術講習会学術講習会
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。

第 ６ ０ 期 µ 通 算  第 ７ １ 5 回 µ 日 程 お よ び 講 習 内 容   

日時：8月24日(日) 10：00～16：00 会場：札幌サンプラザ
会費：会員2,500円 学生1,500円 一般4,500円

「肩関節疾患の診察と治療」

医療法人社団µ悠仁会羊ヶ丘病院

副院長 岡村 健司 先生

   「自律神経機能に対する鍼刺激の作用と機序」
－日本式鍼のクリーンテクニックの開発と課題－

明治国際医療大学臨床鍼灸学教室

教授 今井 賢治 先生

第 ６ ０ 期 µ 通 算  第 ７ １ 4 回 µ 日 程 お よ び 講 習 内 容   

日時：7月24日(日) 13：00～16：15 会場：日本鍼灸会館
会費：会員・学生3,000円 一般3,500円

   「スポーツ傷害と膝関節疾患�」
慶應義塾大学看護医療学部

教 授 大谷 俊郎 先生

   「スポーツ鍼灸の取り組みとその考え方」
－標準予防策と鍼治療－

呉竹学園東洋医学臨床研究所

所長 医学博士 古屋 英治 先生

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

■札幌会場：札幌サンプラザ（札幌市北区北24条西５丁目）

■平成２３年度日程（7月以降）が決まりましたら日鍼会ホームページの「講習会のお知らせ」に掲載します。

主催µ公益社団法人 日本鍼灸師会µµµµµ後援µ厚生労働省

日本鍼灸師会のホームページにアクセスしてください。

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

ｗｗｗ.ｈａｒｉｋｙｕ.ｏｒ . ｊｐ
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日本鍼灸新報 �������� （平成22年3月）

　太陽の輝きが増して間もなく「桜だより」が
聞かれるようになりますが、新しい芽が一斉に
吹き出す素敵な季節を迎えています。
　ここに2009年度最後の日本鍼灸新報をお届
けしますが、新報は通算575号発行されている
「日鍼会の歴史本」ともいえる会報です。しか
し、現行の会員向け機関誌のままでは公益事業
としての条件を満たすことができませんから、
内容を見直す必要があります。
　昨年実施した師会アンケートにいただいた
回答へのコメントを2月号に掲載しましたが、
編集部が公益事業としての条件を満たすために
は、「限られた予算」ということに加え、「毎月
発行するための情報」と「編集作業時間」という
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制作・印刷：NECデザイン＆プロモーション株式会社
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表紙写真：
　東京湾にかかるシルエットの美しいレインボーブリッ
ジは、芝浦地区とお台場を結び、また、開発が進む臨海
副都心と都心を結ぶ架け橋として平成5年にオープンし
た。2つのルートがある遊歩道は、臨海副都心や遠くは
富士山を望むことができ、東京のシンボルとなってい
る。 （撮影：神奈川　秦 宗広）

ことを考えなければなりません。編集部にとっ
てこれらのハードルはたいへん高いものです。
　3月号の編集作業はカナダ・バンクーバーで行
われた冬季オリンピック期間中で、日本人選手
の活躍に欣喜雀躍するシーンが流れる中での作
業でした。それは4月号に新しい新報を芽吹かせ
るための準備期間でもありました。

（Ｔ）

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。

～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

日本鍼灸新報3月号_575.indd   18 10.2.25   5:35:03 PM

東日本大震災の影響で深刻な電力不足が心配
されていますが、 「国を挙げて節電を実施する夏」
がやってきました。

「熱中症の患者数が昨年の５倍に！」 というニ
ュースに驚かされますが、 毎日のようにテレビ、
ラジオで注意を呼びかけているにもかかわらず増
加傾向はかわりません。

夏は暑い！汗がポタポタ ・ ・ ・ 当たり前のことで
すが、 快適生活に慣れた私たちにとって 「節電」
は少々不便です。 しかし、 運動 ・ 食事 ・ 水分 ・

エアコン温度に注意し、 夜更し習慣などでムダな
体力消耗がないようによく考えて、 無理のないよ
うにしなければなりません。

電気店では扇風機が売り切れ、 ヨシズ、 うち
わなどのエコ製品も飛ぶように売れています。
「体のリズム調整のため、 生活環境のためにエコ
スタイルを考える」 という絶好の機会ですから、
この夏は昔の暮らしなどを思い出して、 「想いを
込め、 工夫をし、 みんなでエコ意識を高めたク
ールビズ」 を試みて猛暑をスルーしましょう。 　
　　                                             （編集委員）
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