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「第 23回中国四国支部学術集会への期待」 

 

 

 

本学会は、鍼灸学術団体としては唯一の法人格（1980 年４月１日認可・文部科学省

所管）を持つ我が国を代表する鍼灸医学の学術団体で、現在の会員数は、約 5,000人（含

学生会員）で、「はり師」「きゅう師」をはじめ、医師、歯科医師、医科学等の研究者な

ど鍼灸医学に関心を持つ人達が加入しています。現在は新しい組織の在り方として、活

動の柱が、地方会から支部になり、各地で、有意義な支部学術集会が行われています。

中でも中国四国支部におかれましては、志高く熱意ある先生方のご尽力により充実した

内容が毎年毎回行われています。 

今、鍼灸は、「エコ医療」であること、つまり、エコロジカル（環境に優しい）に通

じ、かつ、対費用効果も高い、つまりエコノミーであるということが注目されています。

一方、鍼灸の科学的検証が、世界各国で行われており、その内容も、医学や疫学的研究

は勿論、脳科学的研究、遺伝子分野での研究、医療経済的研究など、学際的広がりと深

化をしています。また、日本鍼灸の特質についての認識も深まってきています。そして、

統合医療の提言、持続可能な医療の模索など、世界的に医療のあり方に対する検討が行

われている中、重要な医療資源として、鍼灸が語られようとしています。それは、鍼灸

医療の特質が、西洋医学主体の医療に欠けがちな点を充分にカバーするものである事に

対して期待されているのです。 

本集会が、参加の皆様はじめ関係の方々にとりましても有意義なものとなることを心

から期待し、また、鍼灸医学の発展は、世界への貢献でもあることを再確認し、「医療

人としての志を高める場」でもあってほしいと願っています。  

最後になりましたが、支部長の宇都宮先生はじめ支部の各先生方のご尽力に対しまし

て、心からの感謝と敬意を表させていただきます。 

（社）全日本鍼灸学会会長 後藤 修司 
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「第 23回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会によせて」 

 

 

 

学術集会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。日頃より、(社)全日本鍼灸学会中国

四国支部活動に関しましては深いご理解とご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

今回の支部学術集会は、一般口演は少なくなりましたが特別講演Ⅱ「日本の鍼灸・世

界の現状とその行方」後藤修司先生、特別講演Ⅲ「悪性疾患の見分け方とその対応」小

川卓良先生と（社）全日本鍼灸学会の会長・副会長ご両名にご講演を頂く記念すべき支

部学術集会となりましたことは我々にとりましてこの上無き喜びでございます。その上、

内田前支部長のお世話で特別講演Ⅰ「日本鍼灸を海外へ―わが 45 年にわたる日・米治

療体験から―」と題して鍋島健士先生にご講演頂きます。内容も広く・深く大変意義深

きものであり我々に大いにモーチベーションを与えて頂けるものと確信を致しており

ます。 

さて、この時代を考えますと政治・経済その他社会情勢の変化を考えます時、大げさ

なようですが明治維新・戦後の混乱期にも匹敵するほどの大転換期ではないかと思いま

す。 

そこで医療の世界を考えます時、この 30 年間で、医師の数は約 13 万人から約 27 万

人に増加し、医学も日進月歩、飛躍的な発展を遂げ、国民の医療費は 33 兆円にも達し

ている。それなのに、病気は減るどころか、逆に増加の一途をたどっております。この

流れの中で、高度化された医療だけではこの問題は解決できないと悟り、人間を丸ごと

捉え、補完・代替医療の世界を求めている流れの中にあります。その流れの中で一躍脚

光を浴びているのが我々の鍼灸の世界です。 

そこで我々は、何をすべきかお互いに一生懸命考えるのが本日の学術集会だと考えて

おります。そこで、本日の一般口演・特別講演を聞き、お互いのコミニイケイションを

通じて気がついたことは大いにご提言頂きたいと考えております。その点どうかよろし

くお願い致します。 

あいさつの最後にあたり、本日ご講演頂く一般口演・特別講演に発表頂く先生方に心

からお礼を申し上げますとともに、本日、倉敷児島における（社）全日本鍼灸学会中国

四国支部学術集会の実行委員のみなさまに「ありがとうございます」と心から感謝いた

したいと思います。  

（社）全日本鍼灸学会中国四国支部支部長 宇都宮 信博 
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「晴れの国 岡山へようこそ」 

 

 

 

第 23 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（岡山大会）の開催にあたり、

一言、ご挨拶申し上げます。 

今回の大会テーマは『 明日に向かってひびけ！鍼灸医療 ―中国四国からの提言―』 

とさせていただきました。日本丸の景気低迷を憂いながら鍼灸医療の今後を鍼のひびき

に例え、「つぼ」を押さえた伝統医学で県民がみんな元気になるようにとの思いで決ま

りました。 

今回は、このテーマに沿って（社）全日本鍼灸学会会長 後藤修司先生には「日本の

鍼灸・世界の現状とその行方」というワイルドな講演をお願いし、また「悪性疾患の見

分け方とその対応」と題し、鍼灸臨床の基礎を（社）全日本鍼灸学会副会長・森ノ宮医

療大学客員教授 小川卓良先生に、世界に眼を向けては「日本鍼灸を海外へ―わが 45 年

にわたる日・米治療体験から―」と題し、長年テキサス州ダラス市やハワイホノルルに

て開業していた鍋島塾塾長 鍋島健士先生に貴重な体験をお話ししていただけることに

なりました。 

また、学会員からは貴重な臨床、研究の成果を一般口演・実技発表で明日の治療に役

立つ発表が行われます。 

2日にわたる支部学術集会ですが有意義な時間を過ごしながらリフレッシュをかねて

参加をしていただければと存じます。 

なお、会場の「倉敷シーサイドホテル」は一般のホテルとは少し違い㈱サノヤス・ヒ

シノ明昌グループという造船所の所有ホテルで船の進水式などの時には関係者が宿泊

されるホテルです。隣接して造船所も見えますので瀬戸内の島々や船の行き交いが間近

に見える貴重なスポットでもありますのでお楽しみ下さい。 

なお、開催にあたり支部役員、各県の学術委員、実務委員、実行委員の先生方のご協

力に感謝いたしますと共に、参加者各位へは行き届かぬ事も多い事と存じますがお許し

いただきたく存じます。 

第 23 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会実行委員長 

藤原 秀雄 
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第 23回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（岡山大会）の概要 

 

 

大 会 名  第 23 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会 

メインテーマ  明日に向かってひびけ！鍼灸医療 

サブテーマ  ―中国四国からの提言― 

学 会 会 長  後藤 修司（（社）全日本鍼灸学会 会長） 

大 会 会 長  宇都宮信博（（社）全日本鍼灸学会中国四国支部 支部長） 

実行委員長  藤原 秀雄（（社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員） 

大 会 会 期  2010 年 11月 20 日（土）・21日（日） 

大 会 会 場  倉敷シーサイドホテル-RESORT CONVENTION- 

〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生 2767-21 

TEL：086-475-1616 

URL：http://www.kurashiki-seaside.co.jp/ 

主   催  （社）全日本鍼灸学会 

担   当  （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 岡山県運営委員会 

大会事務局  第 23 回全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会事務局 

担当：國安 俊成 

〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 17－15（京山鍼灸処内） 

TEL／FAX：086-253-9249 

E-mail： fwny8916@mb.infoweb.ne.jp 

URL：http://sinkyuuigaku.web.fc2.com/ 

 

mailto:fwny8916@mb.infoweb.ne.jp
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会場までの交通アクセス 

 

 

 

シャトルバス運行予定表【JR児島駅⇔倉敷シーサイドホテル】 

 11月 20 日（土） 

11：15／12：15 児島駅前 ► ► ► ► ► ホテル 

14：00～14：45 児島駅前 ► ► ► ► ► ホテル 

18：00～ ホテル ► ► ► ► ► 児島駅前 

懇親会終了後 ホテル ► ► ► ► ► 児島駅前 

11月 21 日（日） 

8：00／8：30 児島駅前 ► ► ► ► ► ホテル 

閉会式終了後 ホテル ► ► ► ► ► 児島駅前 

 ※所要時間は約 10分、乗車定員（23 名）になり次第発車します。 
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会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル・コンベンションセンター配置図 

 

 

コンベンションセンター平面図 
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1. 学術集会の受付 

１） 事前申込の方 

事前参加証は郵送いたしません。当日にお渡しいたしますので、事前申込の方も受付（４階ロビー）に

て参加受付をお願いします。 

※事前参加申込は 2010年 10月 10日までです。以降の申込は当日扱いとなりますのでご注意ください。 

※払い込まれた金額は、事情の如何に関わらず返還には応じられませんのでご了承下さい。 

２） 当日参加の方 

 ４階ロビーの当日受付で参加登録をお済ませ下さい。 

当日申込：6,000円（学生：2,000円） 

 

2. 認定受付 

 認定受付は、学術集会受付（４階ロビー）で行ないます。認定受付は ICカードによるタッチ＆ゴー、も

しくは紙カードによる申告に受け付けます。 

（岡山大会における認定得点の詳細は「第 23回中国四国支部学術集会（岡山大会）認定得点・受付につ

いて（P.9）」をご参照下さい。） 

 

3. スライド受付・動作確認 

スライドの受付・動作確認は事前に行ないますが、会場に到着次第、４階ロビーのスライド受付にて再

度内容確認をお願いします。 

（スライドの作成上の注意点「スライド受付」などについては後述（P.11）を御覧下さい。） 

 

4. 参加証 

参加証には氏名・所属をご記入の上、大会会場内では必ずご携帯下さい。 

 

5. 抄録集 

抄録集は事前申込の方には準備しております。当日申込の方は残部がある場合のみ配布いたします。 

※当日申込の方で抄録が必要な場合は、（社）全日本鍼灸学会ホームページよりダウンロードしてプリン

トアウトしていただきますようお願いします。 

URL：http://jsam.jp/ 

 

6. 総合案内 

４階ロビーの受付に総合案内を設置しております。 

 

7. クローク 

 ４階ロビーの受付にてクローク預かりのご案内をいたします。保管場所は２階２０５号室です。 

※貴重品のお預かりはいたしかねますのでご了承ください。 
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8. 写真・ビデオ等の撮影について 

発表者の承諾なく撮影はご遠慮下さい。 

 

9. 大会会期中の会議・式典 

■会議関係 

 ・中国四国支部学術委員会 

 

2010年 11 月 20日（土）12:30～14:30【２０５会議室】 

■開会式 2010年 11 月 20日（土）14:45～14:55【4階ホール（A会場）】 

■閉会式 2010年 11 月 21日（日）12:05～12:10【4階講演室（B会場）】 

 

10. 企業展示 

企業展示は 4 階ロビーにて行ないます。 

 

11. 懇親会 

日 時：2010年 11月 20日（土）18:30～20:30 

場 所：倉敷シーサイドホテル（1階レストラン「オンドール」） 

参加費：10,000円 

※多数の申し込みありがとうございました。 

 

12. 宿泊 

 「倉敷シーサイドホテル」 6,000円（一泊朝食付） 

※ ホテルのシングルルームは 21室です。受付は先着順といたします。 

※ その他はツインルーム対応となります。同室希望者がおられる場合は事前に相手方の名前を申し出

下さい。 

※ 全て満室となりました。 

 

13. 参加費・宿泊費・懇親会費の振込先について 

郵便振替にて承ります。指定の振替用紙に記入し、次の口座までご入金下さい。（受付終了しました） 

◆口座名称 岡山県鍼灸医学会 

◆口座番号 01320-6-46708 

会計問合せ：市村 由美子 

〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下 2-5-16 

TEL/FAX 086-222-8059 

  Eメールアドレス：ciwei516@po12.oninet.ne.jp 

※指定の振替用紙を使用しない場合は「宿泊の有無」「懇親会の出欠」「同室希望者」につい

て明記して下さい。 
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第 23 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会の認定得点・受付について 

 

 

正会員の認定得点登録は、従来通り本支部学術集会においても会員証（ICカード）か、紙カ

ードの何れかによる申告となります。ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。 

 

  得点（参加点）：５点  

 

会員証（ICカード）をお持ちの方 

会場・入室時間を記録します。「認定受付」にてお名前をお伺いします。 

PCでお名前確認後、会員証（ICカード）をセンサーにタッチして下さい。これで初期登録完了

です。 

会場・退室時間を記録します。お帰りの際、再度、センサーにタッチしてください。 

◆上記、入室・退室時間の記録は、その日毎、必要になります。 

会員証（ICカード）をお持ちでない方 

「認定受付」で参加カードを受け取ってください。その際、参加証の提示をお願いする場合があ

ります。 

参加カードに氏名、生年月日を記入し、退室の際、回収箱に入れてください。 

半券を保管し、ご自分の手帳に貼付してください。 

★Ⅰ・Ⅱいずれも、その日毎、ご本人が行って下さい。 

会員証（ICカード）の利便性 

◯学術大会・支部指定研修 A講座、支部指定研修 B講座における利便性と効率化 

会員証（ICカード）によって大会参加・支部研修 A・B講座における得点が本部の PCに累積

されます。カードの記入や半券を貼る手間が省けます。（但し、ICカードを再発行した際は、初

期登録が再度必要になります。勿論、年度の途中でも得点の累積には問題ありません。） 

◯本部会費の自動引落と支払決済 

株式会社ジェイシービーとの提携による、学会メンバーズカード兼 JCB カードで本部会費の自

動引落や、買物等の支払決済ができる多機能な会員証です。 

お申込みは随時受け付け、発行には約１ヶ月要します。お申込みの次年度本部会費より、自動引

落となります。不明な点は学会本部までお尋ね下さい。 
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一般演題募集要項 

 

応募資格 筆頭演者、共同演者とも（社）全日本鍼灸学会の会員であることが必要です。会

員未登録の方は（社）全日本鍼灸学会ホームページより入会手続きを行ってくだ

さい。筆頭演者としての応募は一人一演題のみとさせていただきます。 

発表形式 口演（口演時間：10分、質疑応答：2分） 

MS PowerPointによるプレゼンテーション 

募集期間 演題応募締め切りは 2010年 8月末日 

演題募集数 8～10題 

応募方法 電子メールにて受け付けます。 

「演題名」「発表者所属・氏名」「共同演者所属・氏名」「連絡先住所・電話番号・

電子メールアドレス」を学術集会事務局までお送り下さい。 

不備のある場合は受け付けられませんのでご注意下さい。応募者多数の場合は、

中国四国支部学術実行委員会において審査し、発表演題を決定させていただきま

す。（応募終了いたしました） 

抄録の提出 抄録提出の締め切りは 2010年 8月 31日です。 

Word文書形式もしくはテキスト形式にて 800字以内で下記の注意事項を確認のう

え、電子メールに添付して学術集会事務局までお送り下さい。 

※万が一に備え必ずコピーをお手元に保管下さい。 

抄録提出の注意事項 ・抄録の文字は JIS 第 1、第 2水準で規定されている文字を使用して下さい。 

経穴名等で特殊文字を使用しなければならない場合は、以下の URLを参照し所

定の入力方式に従ってください。 

■参照 URL http://www.umin.ac.jp/endai/sunkyu/sinkyu.html 

・冒頭に「演題名」「発表者所属・氏名」「共同演者所属・氏名」「発表者連絡先住

所・電話番号・Eメールアドレス」を明記してください。 

・要旨は【目的】、【方法】、【結果】、【考察】、【結語】あるいは【考察と結語】 

に分けて記載し、これ以外の語句の使用は避けてください。文字数は 800 字以

内に収めてください。 

※症例報告の場合のみ【方法】を【症例】として記載して下さい。 

・最後にキーワード（5つ以内）を記載して下さい。 

 ※キーワードは演題内容を正確に代表するもので、原則として演題名・要旨に

含まれる語句から選んでください。また、なるべく短い用語を使用し、類似し

た用語の並列は避けてください。 

・本文中の句読点は全角の「、」「。」を使用して下さい。その他の英数文字は半角

英数文字を使用して下さい。 

・1週間以内に抄録受領の連絡がない場合は事務局までお問い合わせ下さい。 

口演時間のご案内 抄録受領後、学術集会事務局より当日のプログラムと詳細なご案内をお送りいた

します。 

著作権について 抄録の著作権につきましては、学会に移譲していただくことをご了承下さい。 

学術集会事務局 第 23回全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会事務局（担当：國安 俊成） 

〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 17－15（京山鍼灸処内） 

TEL／FAX：086-253-9249 

E-mail： fwny8916@mb.infoweb.ne.jp 

http://www.umin.ac.jp/endai/sunkyu/sinkyu.html
mailto:fwny8916@mb.infoweb.ne.jp
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一般口演について 

 

一般口演発表：発表時間 10 分（終了 1分前に予鈴）、質疑応答 2分です。 

※次演者は発表の 15分前までに、「次演者席」に着席して下さい。  

 

プレゼンテーションの方法  

1. 当日使用するパソコンの OS およびプレゼンテーションソフトは、OS は Windows XP・MS 

PowerPoint2003及び 2007となります。（Windows Vista・Windows 7には対応していません。ご注意

下さい。）  

2. PowerPointの作成について（学会ホームページにスライド作成のポイントが掲載されていますのでご

参考下さい。） 

1） フォントは Windows OSに標準搭載されているフォントをご使用下さい。また、経穴名などの外字

は Unicodeのみ使用可能です。それ以外の外字は画像として貼り付けて下さい。  

2） アニメーション機能は使用可能ですが、動画や音声は再生できません。  

3） スライド枚数の制限はありませんが、発表時間を厳守して下さい。また、最後のスライドは【結

語】として発表内容を箇条書きにまとめて下さい。  

※PCプロジェエクターは正面 1台で、1面のみの映写とします。  

※各位の責任において発表内容等をご確認下さい。  

    

座長の先生方へ 

1） 一般口演発表の座長の先生方は、ご担当のセッション開始 15分前までに会場の「次座長席」でご

待機下さい。座長名はプログラムに掲載されていますので、担当交代には特にご配慮下さい。 

2） ご担当のセッション開始 15 分前に次座長席でご待機下さい。 

3） 一般口演発表の発表時間は 10分間、質疑応答 2分間です。進行については座長にお任せしますが、

時間厳守でおねがいします。 

 

質疑応答される方へ  

1） 発言は所定のマイクを用いて行い、氏名・所属を明らかにして下さい。  

2） 質問は要点のみを簡潔に述べて下さい。  

3） 質疑応答にプロジェクターは使用できません。また、発言時間は座長に一任してあります。 
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 プログラム（第１日目） 

平成 22年 11 月 20日（土）会場：倉敷シーサイドホテル -RESORT CONVENTION- 

 11：45～ 受付開始 

 
12：30～ 
 14：30 

中国四国支部学術委員会 

 
14：45～ 
 14：55 

開会式 

一般口演の部（15：00～15：50） 

  A会場 B会場 

 15：00～ 
15：12 

一般口演① 
「妊娠期からの産後ケア充実の必要性と鍼
灸治療の可能性」 

中国四国支部・広島県 水本 綾子 

一般口演④ 
「学生のダイエットに対する意識の違いに
ついて」 

中国四国支部・岡山県 砂場 弘子 

 15：12～ 
 15：24 

一般口演② 
「帯状疱疹の鍼灸治療」 

中国四国支部・香川県 藤田 周一郎 

一般口演⑤ 
「足指の痛みに対する鍼灸施術の 1症例」 

中国四国支部・岡山県 吉田 和彦 

 15：30～ 
 15：50 

一般口演③（実技発表） 
「競技現場におけるケアの実際②」 

中国四国支部・岡山県 大町 成人 

一般口演⑥（実技発表） 
「美顔鍼」 

中国四国支部・岡山県 多田 理恵 

業者発表の部（15：55～16：18） 

 15：55～ 
 16：02 

①大宝医科工業㈱ 
実村興治 

④㈱他フリーインターナショナル 
メディカル事業部 松尾知美 

16：03～ 
 16：10 

②㈱チュウオー 
大阪営業部 池田 隆 

⑤クチコナ㈱ 
羽生勇一 

16：11～ 
 16：18 

③セイリン㈱ 
国内営業部  川島総大 

⑥ダイヤ工業㈱ 
CS部柔整営業部門 岡本純一 

特別講演の部（16：30～18：00）※A会場 

 16：30～ 
18：00 

特別講演Ⅰ 

「日本鍼灸を海外へ―わが 45年にわたる日・米治療体験から―」 

講師 鍋島塾塾長 鍋島 健士 

座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部前支部長内田 輝和 

 

※１８時３０分から倉敷シーサイドホテル 1階レストランにて懇親会を予定しております。 

※懇親会終了後に２０分程度のナイトドライビング（水島工業地帯の夜景観光）を予定しております。

懇親会会場にて受け付けますのでお申し出ください。 
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 プログラム 

【第２日目】平成 22年 11月 21日（日）会場：倉敷シーサイドホテル -RESORT CONVENTION- 
 

 8：15～ 受付開始 
 

特別講演の部（9：00～12：00）※４階講演室 
 

 9：00～ 
10：00 

特別講演Ⅱ 

「日本の鍼灸・世界の現状とその行方」 

講師 （社）全日本鍼灸学会会長後藤 修司 

座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部支部長宇都宮 信博 

 10：00～ 
12：00 

特別講演Ⅲ 

「悪性疾患の見分け方とその対応」 

講師 森ノ宮医療大学客員教授小川 卓良 

座長 第 23回中国四国支部学術集会実行委員長藤原 秀雄 
   

閉会式（12：05～12：10） 
   

 12：05～ 
12：10 

閉会式（B会場） 

  

 ※支部集会終了後に約３０分コースの造船所見学会を予定しております。先着 20名の受付となって

おりますので、ご希望の方は４階総合案内までお申し出ください。 

 

 



特別講演Ⅰ 
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「日本鍼灸を海外へ―わが 45 年にわたる日・米治療体験から―」 

 

 

 

なぜ渡米？ ― 師 橋本昌枝先生の驚異な実績から得た「確信」― 

それは「５Ｓ」にあった。 

５Ｓとは①（Simple-真理は簡素なり）、②（Safety-安全第一）、③（Soft-やさしい、

優しい、易しい）、④（Successful）-高い効果）、⑤（Sincerely-誠実に、思いやり） 

 

 米国で学んだこと 

 最初に「希望」-ポジティブ思考-という治療経験 

 ハピネスメーカーと言われ、PNI（精神神経免疫学）を 

 更にスピリチュアリズムの開眼（WHO-健康定義） 

 良導絡システムの導入でクライエントに好評を得、ラポール形成 

 治療家の必須条件として、心技体を鍛錬、維持するために武道を続けたことは、

現在（81歳）でも現役でいられることで正解であった。また、武道が医道に通ず

ることは末期クライエントの緩和ケアにも役立った。 

  

帰国（2005年）後 

 鍋島塾（2007）乞われて、ボランティアの２人の女性に援けられてともに学ぶこ

ととなり、日本の鍼灸界の状況を知り、誇るべき先輩たちの遺産たる日本鍼灸が

海外でもっと活用さるべきことを痛感している。 

 鍋島メソッド（NMD）とは― 

 ２人の癌患者例― 

 

提言、くりかえし「日本鍼灸を海外へ！」を提唱する 

（少なくとも米国への用意はできている。） 

講師 鍋島塾塾長 鍋島 健士 

 

座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 前支部長 内田 輝和 
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■プロフィール 

・鍋島 健士（なべしま けんじ） 

1928 年 長崎県五島市生まれ（現在 81歳） 

原籍：佐賀県、鍋島藩主末裔、現在米国籍 

1958 年 長崎医大付属薬学専門部（現長崎大学薬学部）卒業 

1969 年 東洋鍼灸専門学校卒業 

漢方を真庭輝嗣に、鍼灸を橋本昌枝師に学ぶ 

1972 年 渡米、テキサス州ダラス市、ハワイ州ホノルル市にて開業 

日本通算 45年（米国 34年） 

傍ら、剣道指導（剣道 6 段、居合道 5段） 

現在もナベシマカップ大会がテキサスで行われている 

2005 年 帰国 東京都杉並区に治療院開設 

著  書 「花の中年テキサス奮戦記」（講談社） 

「日本人は侍スピリットでよみがえれ！」竹村健一氏と共著（致知出版社） 

「鍼と剣」（文芸社） 

「The Needle and The Sword」英文自費出版 

ホームページアドレス http://nabeshimajuku.org/ 

 



特別講演Ⅱ 
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「日本の鍼灸・世界の現状とその行方」 

 

 

 

日本の鍼灸を語る時、「日本の健康長寿」が、欧米で注目されていることに、まず目

を向けたいと思います。日本ブランドは、今や、「健康」がキーワードになっていると

も言えます。また、鍼灸が「エコ医療」であるということへの関心も高まっています。 

そして、鍼灸は、一人一人を対象にする個別医療であり、心身一如の発想の全人医療

であり、「未病を治する」を第一義とする予防医療であること、自然治癒力を重視し、

生理的な機序に注目しているので、一見健康に見える人たちの身体の愁訴の改善に寄与

することなどにより、西洋医学中心の今の医療に対して、問題提起を与える役割が有る

と言えるのではないでしょうか。新しい医療の模索である、統合医療を考えていく上で

の役割は、まさしくそのことだと思います。日本での、あるいは世界での、これからの

社会保障政策を考えていく上でも、鍼灸は重要な医療資源なのです。 

いまや、科学的検証が国内ばかりではなく、世界各国で行われています。疼痛などに

対しての医学的・疫学的研究は勿論、脳科学的研究や遺伝子レベルでの研究、医療経済

学的研究や、データマイニングなど学際的広がりと、深化をしてきています。 

このような情勢の中、日本鍼灸のアイデンティティーの確立が、重要項目となってき

ています。知的財産としての「管鍼法」などの世界遺産への登録、あるいは、日本での

臨床知見の英語による世界への発信なども視野に入れた取り組みが必要だと思います。 

末尾になりましたが、中国四国支部長の宇都宮先生はじめ、前支部長内田先生他、支

部の各先生方の学会へのご尽力に対しまして、心からの感謝と敬意を表させていただき

ます。 

 

講師 （社）全日本鍼灸学会 会長 後藤 修司 

 

座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 支部長 宇都宮 信博 
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■プロフィール 

・後藤 修司（ごとう しゅうじ） 

1949 年 5月 1日生まれ。（60才） 

学歴・研究歴  

1975 年 3月 東京教育大学教育学部（理療科教員養成）卒 

1977 年 3月 東京教育大学教育学部 研究生修了 

1984 年 3月 東京大学医学部大学院（保健管理学）研究生修了 

1984 年 7月   昭和大学医学部（公衆衛生学）特別研究生 

1991 年 11月   同大にて医学博士の学位取得 

学位論文：「老人医療費に影響を与える要因分析」 

専門分野（鍼灸医療、医療経済学、医療人教育） 

職歴  

1977 年 11月 東京衛生学園専門学校 学校長就任  

小田原衛生学園・湯河原衛生学園 学園長就任 

1988 年 4月  神奈川衛生学園専門学校学校長就任（2002年 3 月まで） 

（小田原衛生学園・湯河原衛生学園が合併） 

1988 年 4月 学校法人後藤学園 理事長就任 

1993 年 4月 American College of Traditional Chinese Medicine    

(U.S.A ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ)理事長就任 現在名誉理事長 

2003 年 4月  Acupuncture and Integrative Medicine College, Berkeley 

(U.S.A ﾊﾞｰｸﾚｰ)理事長就任 

1993 年 9月 天津中医薬大学（旧 天津中医学院）客員教授就任  

社会歴  

2007 年 3月～ 財団法人東洋療法研修試験財団 常務理事 

2008 年 6月～ 社団法人全日本鍼灸学会 会長 

2008 年 6月～ 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学校協会 名誉会長 

2010 年 4月～ 社団法人東洋療法学校協会 顧問 

※2010 年 4月 1日現在 
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「悪性疾患の見分け方とその対応」 

 

 

 

Ⅰ、はじめに 

従前より医師から鍼灸師への批判で最も多かったのが「癌を見逃して手遅れにした」

という類のものであった。ＭＲ・ＣＴなどの画像診断機器を持たない鍼灸師は、診断機

器がないのだからそう批判されても制度・法律が悪いのだからしょうがないといわんば

かりであった。中には診断権がないので見逃しても法で守られているという鍼灸師も出

る始末である。法で守られているか否かはともかく、悪評は千里を走るである。では、

画像診断機器があれば、或いは病院での見逃しはないのか？画像診断機器がなければ癌

を見つけることはできないのか？何れも答えは NO！である。鍼灸師でも充分疑診は可

能である。 

 

Ⅱ、悪性疾患の発症からの経過には特徴がある 

一般的に悪性疾患は進行性であり、思い当たる原因はなく発症し、内臓性が多いので

体動による症状の増悪はない、というような様々な特徴がある。これらの特徴を十分理

解した上で慎重に医療面接を進めればかなりの確率で悪性疾患の存在を見つけること

ができる。症例を通じてこれらの特徴について解説していく。 

 

Ⅲ、悪性疾患は癌だけではない 

癌は悪性疾患の代表であるが、それ以外にも数多くの鑑別しなければならない病態は

ある。今回は特に筋骨格系（運動器系）の症状を伴い鍼灸院に来院する可能性が高い病

態についても解説する。 

 

Ⅳ、悪性疾患についての対応について 

全日本鍼灸学会では、過去３回『癌と鍼灸』をテーマにシンポジウムを開催してきた。

それは、遅々として進まない現代医学の癌治療に対して鍼灸治療も癌に対して何らかの

貢献ができるのではないかという発想である。以前は鍼灸の不適応疾患であった『癌』

は今では必ずしも不適応ではなくなってきている。ではどんな適応があるのか、或いは

その様な時に開業鍼灸師としてどのように患者と向き合うのかという点について言及

する。 

講師  森ノ宮医療大学客員教授 小川 卓良 

 

座長 第 23回中国四国支部学術集会実行委員長 藤原 秀雄 
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■プロフィール 

・小川 卓良（おがわ たかよし） 

・1947 年生まれ。 

・慶応義塾大学工学部管理工学科及び大学院卒、工学修士 

・東京高等鍼灸柔整専門学校卒 

・東京教育大学付属理療科教員施設、昭和大学医学部薬理学教室、東京大学医学部保

健管理学教室で研修、1983 年～1984 年中国北京中医学院にて臨床指導と講演。 

・主な著作：「愁訴からのアプローチ」（共著：医道の日本誌連載）、「ＥＢＭってなぁ

に」「悪性疾患の鑑別法」共に医道の日本誌連載など。 

・現在 杏林堂院長、東京衛生学園臨床教育専攻科講師、森ノ宮医療大学客員教授 

（社）全日本鍼灸学会副会長 
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一般口演① 

妊娠期からの産後ケア充実の必要性と鍼灸治療

の可能性 

―1,843 通のアンケート調査から― 
 
１）（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・広島県 

２）IGL医療専門学校 

３）医療法人むろもとクリニック 

水本 綾子１）２）室本 哲男 1）3） 
 

【目的】女性が妊娠中や産後を少しでも快適に過ご

すことが出来、その後の一生を見据えたトータルな

健康作りを推進し、身体症状を積極的にケアしてい

くプログラムづくりを進める基礎資料の作成。 

【方法】広島市・東広島市・久留米市の幼稚園、保

育園の保護者および医療機関の受診者を対象にアン

ケート調査を実施した。 

【結果と考察】①出産に起因するマイナートラブル

は産後、長期間続く場合もある。②産後の健康状態

が、次期出産や子育てへの意欲などに影響すること

が示唆された。③腰痛と尿もれの症状出現時期が有

意に関連し、冷え・月経困難などの背景因子が関連

する。④妊娠中や産後のケアに鍼灸治療を受けたの

は 15件だった。⑤産後のケアに加え、妊娠期から産

後の心身症状と対処法に関する情報提供を求める意

見が多かった。これらを踏まえ、産後ケアのスタン

ダード化および、産後ケアにおける鍼灸治療の有効

性確立の必要性を提起する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般口演② 

帯状疱疹の鍼灸治療 

 
（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・香川県 
医療法人社団 素耕会 富士クリニック 

藤田 周一郎 
 

帯状疱疹は、日常臨床において頻繁に遭遇する疾

患の１つです。帯状疱疹の歴史は古く、紀元前すで

に発見され、さらに痛みを伴う疾患である事が知ら

れている。その後１９８４年になり、水痘と帯状疱

疹ウイルスの回帰感染により発症する知覚神経炎で

ある事がわかった。 

帯状疱疹の治療にわたり、難治性で神経変性に起

因する求心性神経遮断性疼痛である帯状疱疹後神経

痛を生じさせない様に、初期発症時に、十分で的確

（的確？）な治療が望まれている。 

今回私達は、非常に冷えの強い帯状疱疹の症例に、

一部湯液を含み、鍼灸治療により、早期に治療がで

きた症例を経験したので、報告する。 
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一般口演③（実技発表） 

競技現場におけるケアの実際② 

―足関節部に対する鍼・テーピング― 

 

１）（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・岡山県 

２）岡山県スポーツ鍼トレーナー協会 

３）朝日医療専門学校岡山校 鍼灸学科 

大町 成人１）２）山口 大輔１）２）３）藤原 秀雄１）２） 

内田 輝和１）２） 
 

【はじめに】近年、スポーツ傷害に対する鍼灸施術

への受療数は非常に増えており、競技現場で鍼灸施

術を用いるトレーナーも多く見られる。 

今回、競技中に受傷したバレーボール選手に行った

施術を紹介し、急性期の傷害に対する、鍼施術の有

用性を考えていきたい。 

【方法】平成 22年 7月 26日～28日に行われた、第

13 回中国私立高等学校バレーボール選手権大会に

おいて、左足関節部捻挫（軽度）を受傷した受療者

（選手）に対し、宿舎・競技現場にて鍼施術・テー

ピングを行った。 

 

 今回は、この症例に対して行った施術の実際を披

露していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般口演④ 

学生のダイエットに対する意識の違いについて 

―学生のダイエットに関するアンケート調査から― 
 
１）（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・岡山県 

２）朝日医療専門学校岡山校 

３）朝日医療専門学校岡山校 鍼灸学科 

砂場 弘子１）３）植本 千菜津１）２）山口 大輔１）２） 
 

【目的】近年、肥満と生活習慣病の深い関係が明ら

かになる中、社会的にダイエットへの関心が高まっ

ており、鍼灸治療においても耳鍼療法などへのニー

ズは高い。今回、我々は本学学生に対しダイエット

に関するアンケート調査を行い、学生の意識・需要

および傾向を検討したので報告する。 

【方法】対象は、朝日医療専門学校岡山校の学生 299

名（男性 212 名・女性 87 名）で、調査期間は平成

21 年 11 月 16 日〜11 月 30 日とした。アンケートは

無記名で、質問項目は身長・体重など基本情報の他、

ダイエット希望の有無や目的、部位および経験など

とした。 

【結果と考察】アンケート結果より、現在痩せたい

と思っている学生は 61.2％であった。ダイエットの

目的としては「体型を変えたい」が 22.9％で最も多

く、次に「健康のため」が 21.6％であった。男女別

では、痩せたいと思っている学生は男性の 56.1％、

女性は 73.6％となった。ダイエットの目的に関して、

男性で最も多いのは「健康のため」が 29.6％であっ

たのに対し、女性では「体型を変えたい」が 25.3％

となった。肥満と判定される BMI 25 以上の分布は、

男性では 42.9％、女性では 15.7％という結果になっ

た。男女別のアンケート結果と BMI を比較すると、

痩せたいと思っている男性の多くは実際に肥満の傾

向が強く、痩せる目的として「健康のため」が多い

結果となったと思われる。女性は、痩せたいと思っ

ている割合に対し BMI で肥満と考えられる割合が少

ないことから、ダイエットよりもプロポーションを

良くしたいと考えているのではないかと思われた。

以上のことから、ダイエットを行う目的に男女差が

あり、鍼をダイエット手段の一つとして取り入れる

場合、男女それぞれニーズが違うことから治療方針

も変える必要がある。特に女性では、健康よりも「美」

を意識していると考えられ、より多様な面からのア

プローチが必要ではないかと思われる。 

【結語】今回の調査で、男性は健康のため、女性は

プロポーションを良くするためダイエットを考えて

いることが示唆された。 
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一般口演⑤ 

足指の痛みに対する鍼灸施術の 1 症例 

 
１）（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・岡山県 

２）京山鍼灸処 

吉田和彦１）２）、国安俊成１）２）、山口大輔１）、 
大町成人１） 
 
【目的】 
血行障害が原因と考えられる足指の痛みと運動障害
で悩む患者に対し、主訴の軽減を目的に下腿部に鍼
灸施術を行い、効果が得られた症例について報告す
る。 
【症例】 
62歳、女性 
〈主訴〉：足指の痛み 
〈現病歴〉：平成元年頃より、両側全足指に痛みを感
じるようになり、特に夜間痛が激しい。徐々に指の
色も悪くなり、動かすことも困難となった。 
発症時に近医で血行障害と診断されたが、治療を受
けることも無く、放置していた。患者は発症の数ヶ
月前に閉経となっている。また発症の 5年位前から、
肉眼的血尿が出るようになったが、内科で検査をし
ても原因が分からず、現在も改善・発症を繰り返し
ている。 
〈現症〉：両足背動脈の拍動（＋）・左右差（－）。下
肢の冷え（2＋）。血圧 96/50mmHg. 
足指は、第Ⅰ指は動くが、他の指は、自動運動は出
来ない。皮膚の色も悪く、特に第Ⅱ・Ⅲ指は暗青紫
色を呈していた。 
〈施術・経過〉：施術は局部の血行改善を目的に、復
溜・豊隆・足三里・三陰交に鍼通電療法（１Hz・15
分）、内庭・湧泉に灸施術（半米粒大 5壮）を毎日行
った。尚鍼は、ステンレス製 40 ㎜ 20 号ディスポー
ザブル鍼を用いた。 
施術開始から 1 ヵ月後、指の自動運動にあまり変化
は認められなかったが、夜間痛は無くなり、夜中に
痛みで眼が覚める事が無くなった。足指の色もやや
改善してきている。 
【考察・結語】 
足指の痛みと運動障害が発症してから 20 年以上が
経過しており、治癒困難な症例であったが、鍼灸施
術を行ったことにより、末梢循環の機能が回復し、
痛みの改善が認められたのでは、と考えられた。 
痛みの改善と共に、患者は意欲的に歩行するように
なり、QOL も向上してきているようであった。施術
を続けることで、足指の自動運動の改善にも希望が
あるのでは、と思われた。今後も施術を継続したい
症例であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般口演⑥（実技発表） 

美顔鍼 

 
（社）全日本鍼灸学会中国四国支部・岡山県 

鍼メディカルうちだ 

多田 理恵 
 

美顔の目的として、シミ、しわ、くすみ、たるみ、

目のくま、ニキビ、毛穴の開き、顔の赤み、乾燥な

どがあげられます。 

過去に色素沈着のシミ、たるみ、アトピー性皮膚

炎への鍼治療での効果を発表致しました。 

今回は、それらの症状に対する美顔鍼の実技を行

います。 
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第 23回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（岡山大会） 

学術集会実行委員会名簿 

会  頭 後藤 修司 （社）全日本鍼灸学会 会長 

支部運営委員長 小川 卓良 （社）全日本鍼灸学会 副会長 

中国四国支部学術集会顧問 内田 輝和 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 前支部長 

支部学術集会会長 宇都宮信博 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 支部長 

支部学術集会副会長 宗岡 俊弘 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 副支部長 

支部学術集会副会長 佐々木 勝 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 副支部長 

実行委員長 藤原 秀雄 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

実行副委員長 國安 俊成 （社）全日本鍼灸学会 会員 

総務委員長 才野 優一 （社）全日本鍼灸学会 会員 

学術委員長 大町 成人 （社）全日本鍼灸学会 会員 

学術副委員長 山口 大輔 （社）全日本鍼灸学会 会員 

財務委員長 市村由美子 （社）全日本鍼灸学会 会員 

会  計 多田 理恵 （社）全日本鍼灸学会 会員 

大会監事 宮本 俊和 （社）全日本鍼灸学会 監事 

大会監事 野口栄太郎 （社）全日本鍼灸学会 監事 

大会監事 筒井 茂明 （社）全日本鍼灸学会 会員 

中国四国支部運営委員会  

 運営委員長 宇都宮信博 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員長 

 運営委員 日浅 早人 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 谷口 正昭 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 國澤 光陽 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 中尾 忠勝 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 石破 伸宥 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 佐々木 勝 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 宗岡 俊弘 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

 運営委員 篠原 新作 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部 学術委員 

実行委員 市村 由美子・井元 利明・植本 千菜津・内田 輝和・大町 成人・金光 一・川野 由倫子 

國安 俊成・才野 優一・多田 理恵・土屋 泰規・福原 隆行・藤井 竜一・藤原 秀雄・松浦 浩市 

溝辺 龍一・三村 晃慶・山口 大輔・吉武 清志（五十音順） 

（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術委員会 

中国四国支部学術委員長 宇都宮 信博（愛媛） 

中国四国支部学術委員 日浅 早人(愛媛)・谷口 正昭(広島)・宗岡 俊弘(山口) 中尾 忠勝(島根) 

石破 伸宥(鳥取)・佐々木 勝(香川) 篠原 新作(徳島)・國澤 光陽(高知) 

藤原 秀雄(岡山) 

（社）全日本鍼灸学会中国四国支部実務委員 

高石 宏行(愛媛)・筒井 茂明(山口) 
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第 23回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（岡山大会） 

実行委員会役割表 

全体統括 國安 俊成 

会場統括  

 A会場（ホール） 大町 成人 

 B会場（講演室） 井元 利明 

受 付（４階ホール）  

 予 約 受 付 多田 理恵 

 当 日 受 付 市村 由美子・三村 里美・植本 千菜津（朝日学生受付） 

 クローク 入江 歩美・伊田 尚代・朝日医療専門学校学生 

ICカード受付（４階ホール）  

 ICカード受付責任者 高石 宏行(愛媛)・筒井 茂明（山口） 

 抄 録 担 当 國安 俊成・才野 優一・大町 成人・市村 由美子 

PC受付（４階ホール） 山口 大輔・土屋 泰規 

接待  

 講師接待 藤原 秀雄・内田 輝和・川野 由倫子 

会 場  

 演者誘導（A会場） 吉武 清志 

 演者誘導（B会場） 金光  一 

 音響担当（A会場） 朝日医療専門学校学生 

 音響担当（B会場） 朝日医療専門学校学生 

 照明担当（A会場） 朝日医療専門学校学生 

 照明担当（B会場） 朝日医療専門学校学生 

 記録担当（A会場） 朝日医療専門学校学生 

 記録担当（B会場） 朝日医療専門学校学生 

 実 技 準 備（A会場） 藤井 竜一 

 実 技 準 備（B会場） 金光  一 

進 行  

 司会進行（A会場） 才野 優一 

 司会進行（B会場） 松浦 浩市 

 アナウンス係（A会場） 川野由倫子 

 アナウンス係（B会場） 石部 晴子 

 タイム係（A会場） 三村 晃慶・朝日医療専門学校学生 

 タイム係（B会場） 福原 隆行・朝日医療専門学校学生 

 スライド係（A会場） 山口 大輔・朝日医療専門学校学生生 

 スライド係（B会場） 土屋 泰規・朝日医療専門学校学生 

懇親会  

 総 合 司 会 大町 成人 
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（社）全日本鍼灸学会中国四国支部管内 

平成 22年度事業一覧 

開催責任者 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部長 宇都宮信博 

岡山県学術委員会担当 C講座 ◆講座終了◆ 

日 時 平成 22年 5月 23日（日） 

会 場 朝日医療専門学校岡山校 

〒700-0028 岡山県岡山市北区絵図町 1 番 40号 

TEL：086-214-5214  FAX：086-214-5233 

 支部認定講習会 C講座 「スポーツ障害に対する筋および腱への鍼治療テクニックについて」 

関西医療大学客員教授・サントリー男子バレーボールチーム専属トレーナー 

松浦鍼灸大学堂院長 松浦 英世 

ポイント数 1ポイント 

連絡先 岡山県鍼灸医学会学術部 

〒700-0028 岡山県岡山市北区絵図町 1 番 40号（朝日医療専門学校岡山校内 山口） 

TEL／FAX：086-214-5214／086-214-5233  Eメール：yamaguchi@asahi.ac.jp 

  

岡山県学術委員会担当 A・B・B講座 ◆講座終了◆ 

日 時 平成 22年 7月 25日（日） 

会 場 朝日医療専門学校岡山校 

〒700-0028 岡山県岡山市北区絵図町 1 番 40号 

TEL：086-214-5214  FAX：086-214-5233 

 支部認定講習会 A講座 「がんに対する最近の放射線治療の話題」 

川崎医療短期大学学長 今城 吉成 

 支部認定講習会 B講座 「臨床に役立つ文献検索 ―ネットを使った情報収集のために― 」 

朝日医療専門学校岡山校専任講師 植本 千菜津 

 支部認定講習会 B講座 「アレルギー疾患と鍼灸」 

明治国際医療大学 加齢鍼灸学ユニット 准教授 江川 雅人 

ポイント数 4ポイント 

連絡先 （社）全日本鍼灸学会岡山県学術委員会事務局 

〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 17-15（京山鍼灸処） 

TEL：086-253-9249  Eメール：fwny8916@mb.infoweb.ne.jp 

  

高知県学術委員会担当 C講座 ◆講座終了◆ 

日 時 平成 22年 6月 27日（日） 

会 場 

高知共済会館 
〒780-0870 高知県 高知市本町 5-3-20 

TEL：088-823-3211  FAX：088-823-3102 

 支部認定講習会 C講座 「心の病と体の病」 

明治国際医療大学教授 篠原 昭二 

ポイント数 1ポイント 

連絡先 国澤 光陽 

TEL：088-848-0151 

  

鳥取県学術委員会担当 C・C講座  

日 時 平成 22年 10 月 30日（日）・31日(日) 

会 場 対翠閣 会議室 

〒700-0028 鳥取市富安 1 丁目８４番地 

TEL：0857-24-8471  FAX：0857-24-8474 
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 支部認定講習会 C講座 「美容鍼の普及と問題点」 

東京医療専門学校講師 堀口 三恵子 

 支部認定講習会 C講座 「(仮) 内科と東洋医学」 

社団法人鳥取県医師会会長 岡本 公男 

ポイント数 2ポイント 

連絡先 石破 伸宥 

〒680-0062 鳥取市吉方町 2-121 

TEL／0857-22-7537 

  

香川県学術委員会担当 A・B講座  

日 時 平成 22年 11 月 7日（土） 

会 場 ユウプラザうたづ 

〒769-0206 香川県綾歌郡宇多津町浜 6 番丁 88番地 

TEL：0877-49-8020 

 支部認定講習会 A講座 「心不全の病態と治療について」 

香川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科 准教授 大森 浩二 

 支部認定講習会 B講座 「自律神経免疫療法」 

東京女子医科大学附属青山病院 自然医療研究所クリニック講師 班目 健夫 

ポイント数 3ポイント 

連絡先 香川県学術委員 佐々木 勝（佐々木鍼灸院） 

〒760-0066 香川県高松市福岡町 3-24-7 

TEL／0877-21-6041 

   

第 23 回中国四国支部学術集会（岡山大会）  

日 時 平成 22年 11 月 20日（日）・21（日） 

会 場 倉敷シーサイドホテル 

〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生 2767-21 

TEL：086-475-1616 

 特別講演Ⅰ 「日本の鍼灸・世界の現状とその行方」 

（社）全日本鍼灸学会 会長 後藤 修司 

 特別講演Ⅱ 「日本鍼灸を海外へ―わが 45年にわたる日・米治療体験から―」 

鍋島塾塾長 鍋島 健士 

 特別講演Ⅲ 「悪性疾患の見分け方とその対応」 

東京衛生学園臨床教育専攻科講師・森ノ宮医療大学客員教授 小川 卓良 

 

ポイント数 5ポイント（参加得点） 

連絡先 中国四国支部学術委員会 担当：国安 

〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 17-15（京山鍼灸処） 

TEL：086-253-9249  Eメール：fwny8916@mb.infoweb.ne.jp 

   

愛媛県学術委員会担当 A・B講座  

日 時 平成 22年 12 月 19日（日） 

会 場 愛媛県視聴覚福祉センター 

〒790-0811 愛媛県松山市本町六丁目 11-5 

TEL：089-923-9093 

 支部認定講習会 A講座 「埼玉医科大学東洋医学科における鍼灸治療の現況について」 

埼玉医科大学東洋医学科 医学博士 山口 智 

 支部認定講習会 B講座 「頭痛の鍼灸臨床」 

埼玉医科大学東洋医学科 医学博士 山口 智 

ポイント数 3ポイント 

連絡先 愛媛県学術委員会事務局 

〒792-0004 愛媛県新居浜市北新町 11-29(日浅方) TEL：0897-33-9550 
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岡山県学術委員会担当 B講座  

日 時 平成 23年 2月 20日（日） 

会 場 朝日医療専門学校岡山校 

〒700-0028 岡山県岡山市北区絵図町 1 番 40号 

TEL：086-214-5214  FAX：086-214-5233 

 支部認定講習会 B講座 「外科領域に関する鍼灸治療及び自律神経機能に対する鍼灸の効果」 

明治国際医療大学臨床鍼灸学ユニット准教授 今井 賢治 

 支部認定講習会 B講座 「鍼灸診療におけるリスクマネージメント」 

朝日医療専門学校岡山校 鍼灸学科学科長 山口 大輔 

ポイント数 3ポイント 

連絡先 （社）全日本鍼灸学会岡山県学術委員会事務局 

〒700-0051 岡山県岡山市北区下伊福上町 17-15（京山鍼灸処） 

TEL：086-253-9249  Eメール：fwny8916@mb.infoweb.ne.jp 

 


