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東日本大震災における日本の災害時鍼灸医療の実態 

嶺 聡一郎 

社会鍼灸学研究会 名古屋医専 

 

1 目的 

 2011年 3月 11日に起きた東日本大震災による被害に対して、日本の鍼灸医療がどのよう

な活動を展開したかを調査することで、日本社会において災害時に鍼灸がどのような機能

を果すことができるのか、あるいはどのような限界をもつのかを明らかにするため、その

基礎資料を収集し報告する。 

２ 調査概容 

①対象 

 2011年 3/11から 7/11までに行われた鍼灸治療を用いた被災地支援活動で、以下の条件

を満している団体、グループ。 

 a.1回の活動期間またはトータルの継続活動期間が 5日以上である 

 b.被災地での活動を行っている 

②方法 

 ･インターネットによる対象サンプリングと情報収集 

 ･インターネットによるサンプリングは以下のキーワードによる 

  【東日本大震災 鍼灸 ボランティア 現地活動 医療支援 団体】 

 ・鍼灸による被災地支援活動についての情報を有するインフォーマントを通じたスノー 

ボールサンプリング 

 ・活動情報が得られた団体、グループには出来得る限り調査協力を依頼しアンケートを 

送付した。 

 ・アンケート項目は原則として統一するが、活動内容により適宜変更を加え、その実態 

が明らかになることを最優先とした。 

３ 結果 

 活動主体は、有志によるグループ、継続支援を目的とした自主的組織、既存団体が主で

あった。 

 活動期間は、限定された日程、毎週末など一定の規則性を設定した日程、連続して継続

性をもった日程が主だった。 

 他の医療職との連携は、活動グループが多職種で構成されている、保健師等現地におい

て別体で活動する医療職との連携を行う、派遣の時点で多職種混在の医療チームの一員と

して参加する等の多様性がみられた。 

 被災現地での自治体および関連団体との連携については、避難所との直接的連携、市町

村行政組織との連携が存在した。また、被災自治体のボランティアセンターとの情報連携

もみられた。 
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 治療活動においては運動器系の症状、不定愁訴が主訴として多いことが概ね共通してい

る。震災前からの有訴も確認されるが、主訴が震災での救援活動や避難所生活に起因する

ことが示唆されるとの報告が多かった。 

４ 結語 

 今回の調査では鍼灸による多様な形態の災害時医療の存在が明らかになった。しかし鍼

灸による被災地医療支援は更に数多くあり、今回の調査で網羅することは出来ていない。

またその及ぼす影響は未だ測深し難い。本調査は今後も継続し、東日本大震災における災

害時鍼灸医療の実態把握と、個別の現場での鍼灸医療を行う上での効果と問題点の抽出を

企図している。引き続き、情報のご提供をいただければ幸いである。 

 

 

 

≪メモ≫ 
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災害と鍼灸 

樋口秀吉 

宮城県鍼灸師会会長  経絡治療学会副会長 

 

 ３月１１日に発生した東日本太平洋沖大地震においてこれまでにない長く、大きな揺れ

により家屋、治療室共に大きく壊されました。これまで何回も地震を経験していますが、「こ

こまで壊してくれたか」との思いでした。 

 地震後、ライフラインと通信網が途絶えたことと、私のところは、幸い津波による浸水

は免れたため今回の津波の被害の大きさを知ったのは、数日後のことであった。 

 ３月１９、２０日に開催予定の経絡治療学会学術大会徳島大会へ東北から１０数名参加

予定であったが、震災で交通網が遮断されたためすべてキャンセルせざるを得なかった。  

 大きく壊れてしまったものは、すぐに復旧できるわけではないので、副会長という立場

もあり、私一人だけでも元気な顔を出せば「面目が立つかな」という思いもあり、一人で

あれば、東京か大阪に出れば「何とかなる」との思いで、ルートを探させ何とか会期中に

出席することができた。そこで多くの方々に「ボランティアに行きますから」との申し出

を受けた。 

 帰宅後、ボランティアについて考えた。家に来てもらって壊れたものを片づけていただ

いても人数はそれほど必要ではないし、遠くからわざわざお越しいただいても恐縮である。 

 津波の被害は尋常ではなく、多くの死者と被災者を出し、多くの避難所では困惑してい

る。そこへのボランティア、しかし、今必要なのは、生活物資と現代医療である。 

 県外からいち早く東洋系のボランティアが入って被災者のケアにあたっている人たちも

いたが、この状況下では、おそらく被災者は６ヶ月以上の避難所暮らしが強いられるであ

ろう。広い体育館などでの段ボールの上に、毛布を敷いて手足を伸ばして寝られない生活、

この生活が長引けば長引くほど、被災者は不眠、疲れ、これから先の不安、いらだちが募

ってくる。そこのところに我々鍼灸のボランティアが生きてきて、求められるのではでは

ないかと考えた。 

 焦る必要はない。ガソリンも自由に補給できず、動きが取れない。ボランティア希望者

には、「待て、もう少しまってくれ」と。 

 県外からボランティアを受け入れるには、宿泊をどうするか。周辺の旅館、ホテルも壊

され通常営業できない状態である。うちには、壊されているが、建物はある。よし、何と

か応急修理をし、寝袋があれば泊まれるようにしよう。テントも張り、何とか２０人くら

い泊まれるように確保した。 

 県内の鍼灸師は、被災者が多く、動ける人が少ない。県外の人たちの手を借りよう。ボ

ランティア受け入れの募集チラシを作り、各団体に募集を呼びかけた。 

 こうして立ち上げたボランティアの受け入れ基地、４ヶ月を過ぎ、これまで手作りで運
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営してきた基地局、被災者、避難所の変遷を紹介し、そこから学んだ災害時のボランティ

アのあり方、鍼灸ケアの意義を述べてみたい。 

 

 

≪メモ≫ 
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被災地支援における鍼灸マッサージ団体の役割 

災害鍼灸マッサージプロジェクトの活動を参考に 

三輪正敬 

災害鍼灸マッサージプロジェクト 代表  

 

このたびの震災で犠牲となった全ての方々へ哀悼の意を捧げるとともに、その方々につ

ながる人々の負った悲しみが、わずかでも軽くなりますよう、お祈り申し上げます。 

また、当団体に限らず、あるいは被災地で、あるいは他所で、震災に対して何かできる

ことを、と尽力、活躍された全ての先生方へ敬意を表します。 

以下、医療業種の一つとしての鍼灸マッサージが災害時に果たせる役割と、外部から入

る者として、災害鍼灸マッサージプロジェクト（以下災プロ）がどのようなことに留意し、

撤収まで行ってきたかという活動の特徴、さらに活動を通して見えた課題を紹介する。 

1. 災害時に鍼灸マッサージ師の果たせる役割 

被災者の支援、および支援者の支援。被災者の支援に関しては、身体的症状の軽減、

治癒。精神的苦痛の緩和。重篤疾患のスクリーニングが挙げられる。支援者の支援

に関しては、その疲労を除去する積極的な手段を持たない医師、看護師、消防団、

行政職員、長期ボランティアなど、被災地を支える支援者への治療、健康管理が挙

げられる。 

2. 災プロの活動の特徴 

ただ「被災地のために」を掲げた、政治的背景のない全国規模のボランティア団体

である。そのため、現場での状況判断を最優先し、常に最新かつ最適な支援を心が

けた。次に、申し送りやカルテ作成を軸とした継続性。様々な流派の治療家たちが

できるだけ共通用語（西洋医学用語）を用いて後任に引き継いでいった。また、治

療のみならず健康管理にも寄与するため、血圧計と体温計を常備した。これらによ

り、現場において保健師を主とした他の医療職との長期にわたる連携を図ることが

できた。次に、医師団を含む他団体との連携。災プロが協働した医師団（日本プラ

イマリケア連合学会）から、災害時に鍼灸マッサージの果たせる役割を評価され、

積極的な働きかけを頂いた。また、地元の団体ともできるだけ連絡を取り、孤立し

た支援にならないよう心がけた。次に、活動費用の工面。募金依頼に加え、助成金

を積極的に獲得することで、参加者の宿泊費、交通費の補助を目指した。またこれ

らの資金により、活動を助けて頂く現地事務員の雇用など、仕事の創出にもつなが

った。次に、活動マニュアルの作成。鍼灸マッサージの非適応ガイドラインの他、

被災者のこころのケア、さらに治療者自身のこころのケアを含むマニュアルを用意

した。次に、地元支援に徹した撤収方法の考案。所属団体にこだわらず、インター

ネットや地元の方へのヒアリングから地域にある治療院を可能な限り調べ、直接連

絡をとり、許可をいただいた治療院を治療対象者（被災者、支援者）に告知した。 
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3. 課題 

鍼灸マッサージ師の知識、技術レベルの不統一。スクリーニングなどのプライマリ

ケアができる者、正確なカルテを書ける者が少ない。５市１町、全ての現場で必ず

しも他の医療職との連携がとれていたわけではない。現地リーダーとなった治療家

がコーディネーターも兼務しなければならなかったこと。事故等のリスク管理。研

修制度の整備。 

 

 

≪メモ≫ 
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災害と鍼灸―キューバや米国を例として― 

小野直哉 

財団法人未来工学研究所 

京都大学大学院医学研究科 

 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災は、広域にわたる人的及び物的被災をもたらし、交

通網の寸断や断水、停電など、広範囲のインフラ機能が停止し、日本の様々な分野の現行システ

ムの無力さと問題点が大きくクローズアップされた。岩手や宮城、福島の 3 県では、約 8 割弱の病

院が被災し、津波の被害を受けた沿岸部の殆どの医療機関では、インフラの寸断、医療機関の被

災により、全ての機能、又は一部の機能を喪失し、救命救急医療は困難を極め、通常医療は中断

し、既存の医療システムの機能喪失と脆さが明確に露呈した。さらに、長期化する避難生活、先行

き不透明な原発問題等によりストレスが被災地で増加する中、今後は阪神淡路大震災でも問題に

なった、被災者の「震災関連死」や自衛隊員や警察官、消防士、自治体職員、医療従事者等の支

援者の「惨事ストレス」による PTSD 等、心身の疲弊も懸念されている。被災者及び支援者の心身

両面の長期的ケアが新たな社会的課題となり、被災者及び支援者への「全人的ケアサポート」と

「セルフケア・メディケーション」の啓発と教育が必要とされる。今後予想されるネクスト・クライシス

（東海・東南海・南海連動型地震等）を考慮すれば、既存の医療システムの限られた医療資源だけ

を最適配分しても「持続可能な医療」の展開は困難であり、電気や燃料、医療機器・部材に依存し

ない伝統医学や相補・代替医療を有効活用し、近代西洋医学と併用する「ハイブリッドな医療」＝

「統合医療」の考えが必要となる。 

日本は、これまでエネルギーや経済問題から「持続可能な社会」へ脱皮しなければならないと言

われてきた。東日本大震災で、日本には様々な問題を抱える現行システムを乗り越えた「持続可能

な日本」の創出が迫られている。日本をはじめ、先進国の現行医療の根幹を成す近代西洋医学は、

大量生産大量消費を基盤とする消費社会の上に成立し、人命を救うためにどれ程の地球の資源

が投入されるのか等は、これまで殆ど問題にされて来なかった。しかし、二酸化炭素削減等の環境

問題が国際社会に突き付けられ、現在、各国では環境的にも経済的にも持続可能な循環型社会

を目指し、検討と模索が行われている。医療においても何れ持続可能性が問われ、消費社会を基

盤とする近代西洋医学のみの現行医療モデルからの脱却が不可避となり、地球の生態系を考慮し、

人命を救済する「新たな医療モデル」（Green Medicine と呼ばれる Ecological で Economical、

Ethicalな医療、Eco-medicineまたはEco-health care）の構築が必要となる。日本の「新たな医療モ

デル」を構築する上で、近代西洋医学と伝統医学や相補・代替医療による統合医療は、重要な機

能概念を秘めている。 

本会では、米国での米中枢同時多発テロによる PTSD罹患者への鍼治療やアフガニスタンやイ

ラク戦争等による米軍の PTSDや軽症の TBI罹患兵士への治療や米軍職員の疼痛管理に鍼治療

等の伝統医学や相補・代替医療を用いている先進事例と、1990年代の深刻なエネルギー不足に
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より、「持続可能な医療」を摸索し、近代西洋医学と伝統医学や相補・代替医療を「統合」した「ハイ

ブリッドな医療体系」を独自に構築し、医療サービス全体の約 3分の 1を伝統医学や相補・代替医

療で賄い、年間約 4万人の医師を国際災害支援へ派遣し、統合医療による医療外交を展開して

いるキューバの先進事例を取り上げ、日本の「新たな医療モデル」への探索的検討を行う。 

 

 

≪メモ≫ 
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災害時の鍼灸支援と医療連携のあり方  

～AMDAにおける医療活動を通じて～ 

○伊藤和憲 1,2) 今井賢治 1,2)  佐々木賀奈子 1) 高橋 徳 1,3) 菅波 茂 1) 

特定非営利法人 AMDA( The Association of Medical Doctors of Asia）1)  
 明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 2)  

 Medical college of Wisconsin, Department of Surgery (Milwaukee, WI, USA)3) 

 

今回の東日本大震災では、NPO 法人 AMDA（The Association of Medical Doctors of 

Asia）における緊急医療支援活動の中で鍼灸治療が導入され、鍼灸師が緊急医療チームに

おいて活動を共にするという取り組みが岩手県上閉伊郡大槌町にて行われた。元々AMDA

は相互扶助の精神に基づき、災害や紛争発生時、医療・保健衛生分野を中心に緊急人道支

援活動を展開する医療組織で、これまでも世界各国での紛争や震災時に活躍してきた国際

的な医療支援団体である。今回の東日本大震災でも、震災直後から医師や看護婦、臨床心

理士、調整員などによる医療チームを編成し、支援活動を行ってきた。さらに、震災から

時間が経過するに伴い被災者のニーズがキュア（cure）からケア（care）に変化してきたこ

と、そして、どのような場所でも治療活動が行えることなどから、災害時の医療活動の一

環として、震災後約 1カ月の時点から鍼灸治療が取り入れたという経緯にある。 

このような緊急医療支援活動に鍼灸治療が導入されるのは、おそらく日本では前例がな

く、それも震災の１ヶ月経過時点は、急性から慢性症状に移行する時期のため、医療を考

える上でとても重要な時期といえる。そのため、このような時期にどのような症状に対し

て鍼治療が用いられているのか、また震災とどのような因果関係があるのかを詳細に把握

することは、被災者の方々の震災と関わる苦痛のプロセスを捉える上で極めて重要なこと

であると考え、詳細に記録を残した。その結果、被災地における鍼治療の対象症状は、ま

さに各種の慢性疼痛とストレスに伴う症状であり、震災直後の移動や片づけ、水汲み、炊

き出し、環境の変化などで疲労し、それに伴い、腰痛や肩こり、関節痛、頭痛などの慢性

疼痛が多く見受けられた。さらに不眠や不安感を伴う患者さんも存在し、今後は PTSD の

治療も視野に入れる必要もあろう。災害後には時間経過とともに様々な慢性疼痛やストレ

スが出現するようになり、そのマネージメントの一手段として、鍼治療の意義が存在する

ことを実感できた。 

さらに被災地における復興を視野に入れ、AMDA は地元職員の雇用促進を図っている。

今後も継続する長期的な医療支援活動の中で、AMDA は地元の鍼灸師を採用することで活

動を展開しているところであり、また、鍼灸治療を中心とした健康サポートセンターの開

設を予定している。このセンターでは、鍼灸医療の復興が被災者の方々に貢献できるよう、

地元の医師や鍼灸師、行政と AMDA が連携し、地域医療の再生のために鍼灸治療の療養費

を最大限に活用する方向に向いている。 

このような AMDA の取り組みは、災害時の鍼灸支援のあり方や、地元鍼灸師の復興のあ
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り方に大きな指針を与えるものであり、今回、この活動から得た知見を紹介する。 

 

 

≪メモ≫ 
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〔指定発言〕 

制度面からみた災害支援のための鍼灸 

坂部昌明  

森ノ宮医療大学 

 

 東北地方太平洋沖地震は、岩手・宮城・福島に甚大な被害をもたらした。今回の震災発

生にあたり、報告者は岩手県陸前高田市に医療支援を行ったが、被災地ではこれまでの震

災とは異なる特徴がいくつか観察された。一つは、一般的な震災被害でみられる家屋倒壊

や火災による挫滅症候群や他の外傷、火傷があまりみられなかったことである。その理由

について現地の被災者は、津波によって傷病者が流されてしまうか、または流されなくて

も水死してしまったため生存者はほとんどが健康な状況にあるためだと述べていた。他に

も、早期から物資の補給のために老若男女を問わず働く必要があったため、労働に伴う捻

挫や筋疲労等に起因する愁訴の方が多く、実際、２回目の支援の際の調査では、被災者の

79％は腰部から臀部にかけて、75％は頸部から肩背部にかけて痛みや疲労、違和感などを

訴えていた。新潟県中越沖地震で注目された、いわゆるエコノミークラス症候群はあまり

見られなかったという点も注目する必要がある。 

 今回の震災支援では、鍼灸による医療支援が奏効した。被災地の実情は、先に挙げたよ

うに不定愁訴が多いということに加え、ライフラインの寸断や医療機器の損壊、病院等の

建造物の倒壊等により、満足な医療提供ができない状態であった。これに対し、軽装であ

り場所を選ばないこと、電気や水が不通の状況でもほぼ最大限の治療を行うことなどとい

った鍼灸の特性は、被災地の現状に即した支援を可能にした。 

 鍼灸は、制度上も被災後の混乱に陥っている被災地住民に対する医療支援としては非常

に有利である。その理由のうち特に重要なものを二つ上げる。 

先ず、鍼灸師には法令上往診が許されている。往診が許されるということは、往診にか

かる手続を済ませておけば、被災地に到着したすぐその場で、鍼灸による医療支援活動が

開始できるということである。今般の震災の特徴は既に述べたが、一刻を争うほどの重篤

な傷病者がいない中でも、可及的速やかに被災地住民を安堵させ、または復興の妨げとな

りうる心身の不調を改善させることは重要である。 

もう一つは、鍼灸師が自己の責任において施術の方法に対して裁量を加えることができ

るという条件を挙げる。自己の施術や治療に対して裁量を加えることができる免許は、実

は少ない 1)。しかし、被災地においては現場や患者の状況に即応する必要があり、一つ一つ

を責任者（例えば医師）に裁量を仰いでいては何もできない。従って、自己の裁量による

施術が可能であるということは、被災地で必要とされる即応性について、非常に有利とい

える。 

ところで、支援における活動資金は重大な問題である。今回の震災で、被災三県に派遣
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された法医学者は、全てが国からの補償のもと業務に従事していた。主な根拠法令として

は、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」2)や「地方公務員災害補償

法」3) が挙げられる。これらについて、鍼灸師にも適用される可能性は高い。こういった

制度の利用も積極的に検討する必要がある。 

 

1)現時点で法令から読解できるのは医師、歯科医師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ

指圧師、柔道整復師だけである。 

2) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO245.html を参照。 

3) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO121.htm を参照。 

 

 

≪メモ≫ 
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〔小発言〕 

近代の関東大震災と鍼灸 

－当時の鍼灸師の活動を近代鍼灸雑誌からみてみる－ 

社会鍼灸学研究会 副代表 箕輪政博－ 

 

１．緒言 

関東大震災は、大正 12年（1923年）9月 1日（土）11時 58分、相模湾北西沖 80kmを震

源としてマグニチュード 7.9の地震による災害である。関東地方に甚大な被害をもたらし、

日本災害史上最大級の被害を与え、死者・行方不明 10万 5千余と言われている。 

 当時、日本鍼灸は関西の帝国大学を中心に鍼灸の科学的な研究が盛んになり、鍼灸のニ

ーズが勃興して制度改革（鍼灸医師法制定）にむけた機運が高まっていた。そんななかで

起こった関東大震災に鍼灸師たちはどう向き合ったのかを近代の鍼灸雑誌の記事から考

察してみる。 

 

２．結果 

関東地方で全国レベルの鍼灸雑誌はまだ発刊されておらず、関西が本拠地であった『日

本鍼灸雑誌』（大阪、大日本鍼灸師会発刊）の記事から見てみることにした。 

・大正十二年十月号通巻 236号から 

巻頭「罹災業友の涙を拭え」で、会長の車戸喜保は未曾有の大災害に関して、その悲惨

な状況について言及し、同情と復興への決意をかたり義捐金を募っていた。また、震災に

ついては「神の与えたもの」とも表現していた。 

「帝都鍼灸師の奮起を祈る」で大日本鍼灸師会東京赤坂支部長の島田勝四郎は、震災を

帝都の未曾有の事変と表現し、治安維持に関して軍隊の援助に感謝を述べていた。また、

「・・・此の機に簡単に治療所を開ける鍼灸師は社会の為め大いに活動せねばならぬ。斯

界男女老青年をとはず斯道の為市民の為に献身的に実費にて治療に従事せられん事を祈

る」とも発言している。 

 また、同氏は「震災日記」では、往診途中に被災し急遽帰宅するが、次々に火災が発生

して逃げまとったことや余震とデマ（朝鮮人暴動）の恐怖について生々しく報告している。

さらに、軍駐屯地へ沢山の人々が避難し、わずかな食料でしのぎ、五日目に帰宅したとこ

と、さらに帰宅後の被害状況や徐々に生活が復旧しつつあることにも触れていた。 

 同様に、「業友罹災者より」という記事で、武司拝、多田秋二拝二名により被災報告が

なされていた。 

・同十一月号 237号から 

「優勢なる実力を見て」で、東京の村上明癒は被災に関する身の上を語り、同胞による

激励・義捐への御礼について、「・・・信愛なる同胞上下挙って御同情を忝なく義捐救じ

くの恵によって漸く生恥とも思はるる露命をつなぎ来り候・・・」と述べている。 
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 また、「罹災者を代表して」で新潟の山谷竹治郎は、日本の国民性への感謝とともに復

興への期待について「・・・不撓不屈なる我東京市民、青年団・在郷軍人・処女會救護班

等の避難民への歓待へ感謝、（中略）・・昨日の令嬢は今日の襷がけの灰掻き女と変わり

昨日の紳士はショベル持つ焼跡掃除に営み（中略）・・一日も早く帝都の復興と相待って

鍼灸医師法案の達成を計らねばならないと重大なる責任を感じました」と報告している。 

さらに、「罹災業友義捐者氏名」が連ねられ、「義捐金領収報告」として「合計金 壱千

貳百拾壱圓七拾銭也」と記載されていた。 

  

３．考察と結語 

 現代のマスコミ報道と同じように、震災の悲惨な状況や復興への思いが活字でリアルに

伝えられていた。今回の東日本大震災について「天災」や「日本の試練」であると表現す

る報道を見受けるが、近代でも「神の与えたもの」として受け入れがたい悲惨な状況を表

現していた。  

雑誌記事では、義援金を通じた鍼灸師間の助け合いが行われ、社会市民のために治療行

為をすることを喚起するものも一部にはいた。もちろんボランティアという言葉はなかっ

たが、業界としての互助はすでに形成され、社会奉仕の精神が芽吹いていたようだった。

さらに、復興とともに「鍼灸医師法案の達成」という業界の悲願について強い思いを抱く

鍼灸師がいたことは当時の勢いを示唆しているようだ。 

 

 

≪メモ≫ 
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鍼灸学専攻大学院生の鍼灸学研究に対する意識調査 ～日本の場合～ 

嶺 聡一郎 1) 伊藤和真 1)2) 根岸とも子 3)4) 箕輪政博 3)5) 形井秀一 5) 

1)名古屋医専 2)京都大学大学院人間・環境学研究科  

3)首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 

4)日本医学柔整鍼灸専門学校 5) 筑波技術大学保健科学部 

 

[目的] 

近年、伝統医学の再評価や補完代替医療への注目が高まり、東洋医学においても WHO/ 

WPROによる経穴部位、用語の標準化が行われ 、また、その国際標準が ISOで議論されている。

我が国の鍼灸も国際化と無関係ではないといえる。このような状況の中で、日本社会において鍼

灸はどのように位置付けられるかを改めて捉え直すことが必要と考える。 

その試みの一つとして、鍼灸学を研究する大学院生の意識を調査すること事で、教育、研究に

おける鍼灸の現状を明らかにすることを目的に本調査を行った。 

[方法] 

本邦最初の鍼灸高等教育機関を開設した大学の大学院修士課程 2 年生１６名を対象とし、 質

問紙法によるアンケートを一斉実施した。その結果の単純集計を行った。 

[結果] 

鍼治療の効果の根拠としては、治癒メカニズムの学問的理解と共に、自己並びに患者の治癒の

経験が多く挙げられた。 

西洋医学との効果の対比については、疾患と患者によるとの回答が多かった。 

現在の研究分野としては基礎・臨床が多いが、将来的に社会医学的研究の必要性があるとの回

答がみられた。 

今後の日本での鍼治療については、一般的医療、補完・代替医療として認識されること、また西

洋医学と同等に受容されることが必要との回答が多かった。また、専門的治療者が鍼治療を担うべ

きとする回答が多かった。 

鍼治療のグローバルスタンダード化については賛成との回答が多かったが、賛否いずれの意見

においても一つの国の方法論に拠らない、それぞれの国の方法論の尊重が大事であるという意見

が多かった。 

[考察] 

本邦の鍼灸学専攻大学院生の研究に関する意識において、鍼治療が効果があると考える根拠

は、学問的理解だけではなく自己の経験も大きく影響していた。また、疾患や患者により効果が異

なると回答していることからは、どのような疾患に対しても鍼治療の効果があるとは考えていないこと

が示唆されている。 

今後の研究分野としては、社会医学的研究の必要性も認識されていると考えられる。 

また、一般的医療、あるいは補完代替医療として社会に受け入れられるべき、西洋医学と同等に

受け入れられているべきという回答の多さから、逆に現時点で鍼治療は一般的医療として、あるい
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は西洋医学と同様には受容されていないという認識が伺える。 

同時に、鍼専門医療者が今後の鍼治療を担うべきという回答の多さから、鍼治療が西洋医学と

は異なる専門的医療分野であると認識されていること考えられる。 

鍼治療のグローバルスタンダード化については賛成が多いが、賛否に拠らず、鍼治療には国に

よって方法論が異なり、唯一の方法論があるわけではないと認識されていると考えられる。 

[結語] 

今回の調査からは、本邦の鍼灸学専攻大学院生において鍼治療が有効であることは学問的理

解と自己経験から確信されているが、その疾患や患者により効果は異なるという認識があることが

示唆された。 

また、将来的には基礎・臨床と共に社会医学的研究の必要性が認識されている。 

現在、鍼治療は一般的医療として受容されていないが、西洋医学とは異なる専門的医療として

認識されていることが示唆された。 

 鍼治療のグローバルスタンダード化が必要という見解は多いが、その方法論には多様性がある

と考えられている。 

 

 

≪メモ≫ 
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準被災地・茨城県の鍼灸ボランティア実施の報告 

～受療者のアンケート調査から～ 

前田尚子 1)2) 内田有紀 1) 成島朋美 3) 形井秀一 3) 

1)筑波技術大学附属東西医学統合医療センター 2)歩海助産院・あゆみ鍼灸院 

3)筑波技術大学保健科学部鍼灸専攻 

 

【はじめに】 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分。東日本大震災が発生した。そして、直後の津波、その後

の度重なる余震、原発事故、見えざる放射線の恐怖に、被災された方々の疲労とストレス

は次第に大きくなった。茨城県は準被災地とされ、筆者が在住する茨城県南部は被災の程

度は大きくはなかったが、県央・県北では、大きな被災をし、更に、福島県から避難され

る方々の受け入れに、多忙を極めた。東北の被災地では、全国から参集した多くの方々が、

ボランティア活動をされている報道があったが、茨城県に関する報道は少なく、県内に在

住する医療関係者として、医療従事者と母子の事が気になった。そこで、県内に限った企

画を立て、多くの方に協力を頂きながら、鍼灸ボランティアを行った。その際、被災され

た方々に、アンケートの協力をお願いし、その結果をまとめたので報告する。 

【アンケート方法】茨城県央・県北で、2011 年 4 月 17 日、5 月 1 日、5 月 4 日、6 月 16

日、7 月 31 日に、鍼灸ボランティア 13 名(延べ)による施術を実施し、施術を受けられた

方 148 名を対象にアンケート調査した。内 4 回は、母子を中心とした一般の方、1 回は県

北の総合病院のスタッフである。 

【結果】 

 アンケート回答数 143。男性 25 名、女性 118 名。10 代 2 名、20 代 15 名、30 代 68 名、

40 代 30 名、50 代 14 名、60 代 12 名、70 代以上 0 名であった。身体的に辛い部位は、肩

104 名(72.7％)、腰 62 名(43.4%)、背中 48 名(33.6%)、足 24 名(16.8%)、頭 16 名(11.2%)、

腕 11 名(7.7%)であった。また、効果としては、随分楽になった 63 名(44.1%)、楽になっ

た 66 名(46.2%)、変わらない 3 名(2.1％)、辛くなった(好転反応と捉えた方)1 名であった(記

載なし 9 名、まだわからない 1 名)。次回の受療希望は、是非受けたい 103 名(72.0%)、受

けたい 34 名(23.8%)、どちらともいえない 1 名(0.7％)であった(記載なし 5 名)。 

【考察】 

 ボランティアの施術により、心身をリラックスしてもらうことに重きを置いていたので、

アンケートは答えやすく、記録的な意味合いを重視した簡単な設問とした。身体的変化を

確認するには、震災前後の身体の変化を問うことが必要だったが、それはできなかった。

また、訪問した時期や患者の被災の程度も違ったので、鍼灸治療の効果の比較はでなかっ

た。受療者の身体的な辛さの自覚と、施術者がとらえた身体反応には、違いがあった。受

療者の自覚部位だけの施術では、不十分であり、震災の間もない時期では、全身を観察し

た上で、施術を心がける事が重要だと考える。 

【終わりに】 

 今回実施したボランティアには、こどもを伴った方が多く、タッチケアのレクチャーも

行った。こどもがストレスを受けている時に何もしてあげられないという、親の無力感の
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訴えがあったからである。親がこどものケアを行うことで、こどものストレスと親の無力

感の改善に役に立てればと思い行った。鍼灸師として、ボランティアでのケアだけでなく、

被災者がセルフケアできるよう、施術を行いながらケアの方法を説明した。医療従事者に

関しては、日頃から身体を酷使して業務にあたっている。被災者であるが、家庭も顧みず

に自分の業務を遂行しようとする傾向にある。避難所でのボランティアも必要であるが、

医療従事者への身体的ケアの必要性も感じる。また、鍼灸を受けるいい機会になったとア

ンケートに記載があった。今回のボランティアが、少しではあるが鍼灸の啓蒙活動に繋が

ったとも考える。 

 

 

≪メモ≫
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末期がん患者への治療実践において鍼灸師が抱えた困難 

―患者を取り巻く人々との関わりと孤独感の形成― 

高梨知揚 

東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科 

 

【背景と目的】 

近年、緩和ケアのチーム内で鍼灸治療を実践するケースが見られるようになった。また、

末期がん患者の治療経験をもつ鍼灸師は意外に多いという報告も見られ、全人的ケアをそ

のコンセプトとしている鍼灸が末期がん患者ケアの一端を担っている様子が窺える。一方

で末期がん患者のケアや緩和ケアチームに鍼灸師が加わっていくことに関して、教育面の

不十分さからいくつかの課題点が指摘されている。また、鍼灸臨床における患者との距離

の近さから、がん患者が抱えるスピリチュアルペインと向き合わねばならない現状を憂慮

する声もある。このように末期がん患者に鍼灸師が関わることについての潜在的問題が指

摘されているが、これまでに治療実践の中で遭遇した具体的な問題や困難およびその背景

に関しての調査は行われていない。そこで本研究は、鍼灸師が末期がん患者への治療実践

において抱えた具体的困難とその背景にある概念の一端を明らかにすることを目的とする。 

【方法】 

研究方法はグラウンデッド・セオリー・アプローチの手法を用いた質的研究であった。

対象は、末期がん患者の治療経験を有し、臨床歴 10 年以内の鍼灸師 10 名であった。末期

がん患者への治療実践における困難に関して質問項目を設け、半構造化面接を行った。面

接により得られたデータを切片化し、ラベル名を付け、カテゴリーに分類してその関係を

検討した。 

【結果】 

末期がん患者への治療実践おいて鍼灸師が抱えた困難に関するカテゴリーは、[医療にお

ける立場の中途半端さ]、[制度に対する対応]、[病院での鍼灸の独立性]、[末期がん患者を

取り巻く人々との関わり]、[患者情報共有の困難]、[理想的な末期がん患者への治療形態]、

[相談できる身近な存在]、[抱えた孤独感]、[つながることの大事さへの気付き]の 9 つであ

った。これらのカテゴリーの関連性から、困難の背景には鍼灸師の“患者を取り巻く人々

との関わりと孤独感の形成”という概念が存在することがわかった。孤独感は、鍼灸師の

立場の中途半端さを発端として、主に他医療従事者や同業とのつながりが希薄であること

により形成されるものであった。つながりの希薄さは、患者情報共有の不十分さや、末期

がん患者に向き合うことに関連して生じる精神的なストレス・恐怖感や患者の実存に関す

る問いかけを自身の中に抱え込むことに繋がり、結果的に鍼灸師が医療実践の中で孤独感

を抱くという帰結に結び付いていた。 

【考察およびまとめ】 

近年の緩和医療はチーム医療での実践がその主流となっているが、現状を見る限り鍼灸

師がそこに十分に参画できているとは到底言い難い。現実的にその一端を担うには制度面

や実質的な立場の面での障害が大きいと考えられる。一方、本研究で明らかになったよう

な医療の中で孤独感を抱くような状況が継続することは、患者ケアにおける情報不足や患

者状態の把握不十分という事態を招き、結果的に質の低い患者ケアに繋がると考えられる。    
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今後は、末期がん患者に関わる鍼灸師が他職種や同業と情報を共有できるシステムを構

築し、医療における鍼灸師の孤独感の醸成を防ぎ質の高い鍼灸医療の実践に繋げていく必

要があると考えられる。 

 

 

≪メモ≫ 
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医学部漢方教育の中の鍼灸 

形井秀一 

筑波技術大学 

【はじめに】 

2001年に、「医学における教育プログラム研究・開発事業委員会」が『医学教育モデル・

コア・カリキュラム―教育内容ガイドライン―』を作成した。このガイドラインには、

「２１世紀における新たな医学教育の展開への布石として作成したものであり、各大学が

編成するカリキュラムの参考となるよう、現時点で修得すべきと考えられる必須の基本と

なる教育内容」が提示されている。そして、その「Ｅ 診療の基本」の「２ 基本的診

療知識」、「（１）薬物治療の基本原理」の「到達目標」に「△17）和漢薬が概説できる。」

という文言が入っている。 

ところで、このガイドラインは「どのような授業形態で実施するかは、各医科大学（医

学部）の責任において教育理念に基づき決定すべきものである。」とされ、強制力を持たな

い。しかし、和漢薬（漢方薬）については、すべての大学で、必須か選択かは別として開

設されていることと、漢方薬の授業の中に何コマかは鍼灸の講義も設定されている大学が

あることが予測されることから、それらの実態を把握するために、鍼灸に関する教育の実

施状況をアンケート調査した。 

【方法】 

 2011年７月４日に、全国 80大学の医学部長宛に、漢方薬に関するアンケートと鍼灸に

関するアンケートの２種のアンケートを送付し、７月 25日を回答期限とした。アンケート

方法は往復とも郵送で、大学名と記入者名を明記してもらい、記述方法は選択式と記述式

の両方とした。 

 アンケート内容は、鍼灸に関しては、授業導入時期、講義されている科目名、コマ数、

授業内容、今後の導入の予定の有無などであった。  

【結果】 

 有効回答は、80大学中 38大学（47.5％）であった。38大学中、すべての医学部で漢方

を導入していたが、2001年以前からの導入は 10大学（26.3％）、2002年以降の導入は 20

大学（52.6％）、不明 8大学であった。鍼灸を導入しているのは 11大学（28.9％）、してい

ない大学は 22大学（57.9％）、記載無しは４大学であった。また、灸の導入をしているが

6大学（15.8％）、していないが 27大学（71.1％）、記載無しが 5大学であった。さらに、

現在鍼灸を導入していない 28大学のうち、今後の導入の予定があるのは１大学のみで、25

大学（89.3％）では予定が無いという返事であった。 

【考察、結語】 

 漢方薬の授業は全大学で実施されていたが、コア・カリキュラムに入る以前から授業を

行っていた大学は 10大学であった。鍼の授業を導入している大学は 30％弱、灸は 15％強

であり、予測されたことではあったが、鍼灸を導入している大学は少なかった。 

 また、今後、導入予定の大学も１大学（2011年度より）のみであり、鍼灸を医学部教育

に導入することに意義を見いだす大学は、現時点では余り多くないとい言えよう。 

本研究は厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）により実施した。 
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日本鍼灸諸派の現状 

伊藤 和真 1）2） 嶺 聡一郎 1） 

1)名古屋医専 2)京都大学大学院人間・環境学研究科 

 

【はじめに・目的】 

 東アジアに位置する日本は中国や韓国より鍼灸を取り入れてきた歴史を持つ。しかし、

中国や韓国とは異なる鍼灸治療を生み、今も育んでいる。現在、世界の鍼灸事情として中

国は「中医学」を、韓国は「韓医学」を国策の一つとして世界にアプローチをかけている。

日本は中国や韓国に勝るとも劣らない鍼灸治療文化を持ちながら、「日本鍼灸」を述べるに

至っていない状況である。「日本鍼灸」を述べるためにも現在、日本で行われている鍼灸、

つまり「日本の鍼灸」を調査し整理する必要がある。ここで述べる「日本の鍼灸」とは治

療体系の違いによる諸派と定義する。これについて、いくつかの先行調査が行われている

が、全体的な調査は見当たらない。そこで本調査目的は現在の日本鍼灸諸派の現状を明ら

かにすることである。それにより「日本の鍼灸」を俯瞰的にみる一助とする。 

【方法】 

 対象は 2010 年 4 月初から 2011 年 3 月末に出版された鍼灸関連商業誌 4 種類（『医道の

日本』『中医臨床』『鍼灸 OSAKA』『鍼灸ジャーナル』）とした。 

 方法は鍼灸の治療体系の違いによる分類を知るために以下の順で調査した。1．上記雑

誌に記されている研究会・講習会・学会の情報を抜き出した。2．抜き出した内容から、

諸派に関するものを選別した。3．選別した内容から具体的な諸派を分類し、サブカテゴ

リー、カテゴリーを抽出した。 

【結果】 

 調査より 4 種類のカテゴリーを抽出した。以下に記す。 

［鍼灸諸派による分類］ 

Ⅰ．現代西洋医学的鍼灸治療派 

A．現代西洋医学  

B．電気抵抗を指標とする方法 

Ⅱ．東洋医学的鍼灸治療派 

A．現代古典派 

1．経絡治療 2．中医学 3．韓医学 4．その他 

B．古典文献派 

C．A・B の理論折衷または理論統一派 

Ⅲ．気の認知的鍼灸治療派 

A．身体現象を通じて気の状態を診察・診断する方法 

B．直接、気の状態を感じて診察・診断する方法 

Ⅳ．その他 

【考察】 

本調査より「日本の鍼灸」はいくつかの諸派から構成されることが明らかとなった。こ

れらの特徴として以下のことが挙げられる。 
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①今回、4 つのカテゴリーの存在を示した。カテゴリー内、サブカテゴリー内の治療体系

は異なる。これは中医学や韓医学と比して「鍼灸治療の多様性」という大きな特徴を持つ。

②西洋医学の視点に立脚した治療体系が存在する。これは中医学や韓医学の治療体系の根

幹をなす東洋医学の視点とは異なる。 

 本調査の問題点と課題は次の内容である。①本調査は「日本の鍼灸」を時間的並列に概

観した。諸派の時系列的概観により、諸派の歴史的位置関係や相互関係が明らかになると

考える。②諸派の定義を再検討する必要がある。③調査対象の期間が 1 年間と短期間であ

ったこと。今後は長期間の対象とすることで、多くの諸派の存在を明らかにする。④調査

対象を商業誌に限ったこと。書籍やインタネットなど、より多くの媒体を調査対象とする

ことで現在の「日本の鍼灸」状況の認識が深まる。⑤勉強会・講習会の内容は治療体系の

伝達のみならず、診察技術・治療技術の伝達を目的とした内容も存在した。今後は技術伝

達という視点でもまとめていく。 

【結語】 

現在、日本に存在する諸派について商業誌を対象に調査した。結果はいくつもの派が存

在することが明らかとなった。それらは中医学や韓医学と異なる特徴を持っていた。今後

は対象年数や対象の幅の拡大、分類視点の複眼化により、「日本の鍼灸」の俯瞰図を明らか

にしていきたい。 

 

キーワード：日本の鍼灸、鍼灸諸派、社会学 
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日本鍼灸制度史に関する考察 

－日米の鍼灸制度に関する比較研究（序章）－ 

箕輪政博 

社会鍼灸学研究会 副代表 

 

 日本の鍼灸制度が制定されてから百年を迎える記念すべき 2011 年、学会が中心になり

「日本鍼灸に関する東京宣言」（東京宣言）が発表された。中国が TCM をもって世界制覇

を目論んでいる今、日本鍼灸を世界に向け発信していくことは誰もが望むであろう。国内

のみならず地球規模での広報活動は今後益々必要になる。そして、肝心の鍼灸の EBM 検証

に向けた研究も手を緩めることは許されず、人文学的な鍼灸研究も力量をつけていかねば

ならない。 

 論者はこれまで日本の鍼灸について、特に近代の教育制度や制度史について研究を進め

てきた。明治維新以後、日本文化・文明の西洋化は国家の命題であり、西洋医学は導入と

ともに制度・教育を急進的に進展させた。その反動で漢方医学は自然消滅したが、鍼灸は

「営業許可」という形で生き残った。 

 戦後の GHQ旋風をくぐり抜け、日本国憲法下、現代の法律である「あん摩,はり,きゆう,

柔道整復営業法」（法律 217号＝あはき法)が制定された。戦後は制度上の大きな変化もな

く安定した状態が続き、1988(昭和 63)年に資質向上を目的にあはき法が大改正され現代に

いたる。 

 日本鍼灸制度史を概観し現代の状況をみてみると、1911年に鍼灸制度が成立してから百

年後の今日、日本鍼灸および鍼灸師の社会的な位置が大きく変化したと論者には考えられ

ない。一方、1970 年代に鍼灸が導入され 40 年ほどの米国の鍼灸は、ダイナミックに制度

化され米国社会にプライマリヘルスケアの専門職として位置づけられた感がある。中国韓

国のような「鍼医師」ではなく「鍼師」という立場の共通点を持ち、文化文明で影響力の

大きいアメリカ鍼灸と比較し、相違点や近似点を検証することで日本鍼灸の側面が浮き彫

りになること考えられる。 

 東京宣言では「日本の伝統医学である鍼灸を医療システムにおいて適切に位置づけるこ

とに努める」とされている。医療システムに位置づけるには、日本鍼灸のシステムを研究

眼的に明らかにすることが第一に求められる。 
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現代日本鍼灸の実態調査 

小川卓良 1) 形井秀一 2) 箕輪政博 2)3) 坂川慎二 4) 

1）杏林堂、東京衛生学園 2)筑波技術大学保健科学部 

3）首都大学東京大学院都市環境科学研究科 4)医道の日本社編集部 

 

【はじめに】 

 現代鍼灸業界実態調査は、『医道の日本誌』で、第１回は昭和 46年、以後昭和 53年、平

成 6年、平成 13年と４回行われ、本年５月に第５回目が行われた。本調査は対象が『医道

の日本誌』の読者なので当然日本の鍼灸業界の実態とは若干ズレがあることはやむを得な

いが、鍼灸師を対象とした鍼灸業の実態調査は他になく、その上この 40年の変化がわかる

貴重な調査である。 

【方法】 

『移動の日本誌』の読者の中から無作為に 1000人を抽出し、報復とも郵送で、無記名の

アンケート調査を行った。有効回答は 383人（38.3％）であった。アンケート内容は、プ

ロフィール、治療、経営、学習、その他について、選択と記述の両方の方式で回答しても

らった。 

【結果】 

A.性別・経歴：性別では回を重ねるごとに女性の比率が高まっている。年齢ではいわゆる

団塊の世代が最も多い。また、今回は若年層の回答者の比率が前回に比べ半減しており、

回を重ねるごとに若年者が減っている。資格は２科の鍼灸師の比率が上昇している。柔道

整復師の免許を有するものは 24％で前回と全く変わらなかった。鍼灸免許取得後の年数は、

20年未満が 58％を占め、回を重ねるごとに免許取得後の期間が浅い回答者の割合が激減し

ている。しかも今回は規制緩和後の定員３倍増により免許取得 10年未満は圧倒的に多いは

ずであるが、この免許取得後 10年未満に限っても減少している。業務形態では、自営或い

は勤務先が鍼灸院或いは鍼灸あマ指院の比率は徐々に減少し、自営或いは勤務先が鍼灸柔

整院の場合は、段々増加している。 

B.治療：主に使う治療手段の第一に挙げられたのは鍼治療が 58％で、前回とあまり変わら

ない。鍼灸治療で重視している治療理論・方式では、一番多いのは東西折衷派で 44％であ

り、治療理論の折衷は日本鍼灸の特徴の一つとしてあげられる。なお、今回、中医学が３％

と減少しており、初めて中医学を回答に入れた第３回(1994)は９％、前回６％、そして今

回が３％と段々減少している。また、本治のみの治療、標治として障害部位の局所に治療、

そして、全身的な調整の治療、この３つの治療を行うか否かの質問に対して本治のみ、局

所のみなど一つの方式に基づいた治療しか行わない人は 11％、本治と局所などの二本立て

が４割、本治、局所と全身調整の三本立てが５割という結果になった。また、日本鍼灸の

特徴の一つとして「触れる」があるが、皮膚或いは皮下の反応（圧痛・硬結・虚実等）を

確認して取穴することが確かめられた。鍼の刺入深度については、本治や全身調整に用い

る経穴への刺入と局所への刺入はほぼ完全に使い分けている。 

C.経営：治療料金は若干前回より高くなっているが、ベッド数、診療時間、休診日、治療

従事者などは前回とほとんど変わらない。健康保険の取り扱いも前回と大差ない。この 10
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年で同意書の簡素化や回数撤廃など進展があったが、取り扱い比率、取り扱い意欲などに

は反映していない。一日の患者数も大きく変わっていない。 

D.学習：学会や研修会等の出席状況から、自己学習意欲は十分とは言い難い。免許更新制

度については賛否に差がなく、学校教育については不十分との回答が７割以上あった。ま

た、鍼灸学校急増に対しては６割以上が不安視している。 

E.その他：治療技術は若干自信があるものが増え、鍼灸を医療と考えているものが８割と

なる反面、社会的評価は前回よりも低いと思う回答が増えている。また中国の鍼灸に関す

る世界的動きに対して７割近くが日本鍼灸を世界に広めるべきと答えている。 

 調査の全容を報告できないが、興味ある事実が幾つかあるので、そこを中心に報告する。 

 

 

≪メモ≫ 
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社会鍼灸学研究会 2011 プログラム 

 
 

8月 20日(土) ････共催：全日本鍼灸学会   後援：日本伝統鍼灸学会   

          会場：東京有明医療大学  

 

テーマ Ⅰ．災害と鍼灸  

  司会：形井秀一、箕輪政博（社会鍼灸学研究会）  

 

12：00 受付開始 

＊13：00～13：20（講演 20分） 

①「東日本大震災における日本の災害時鍼灸医療の実態」調査報告 

嶺 聡一郎（名古屋医専） 

＊13：20～14：20（講演 60分） 

②「東日本大震災の現地から、宮城の実情と鍼灸ボランティア」 

樋口秀吉（宮城県鍼灸師会会長） 

＊14：20～15：00（講演 40分） 

  ③「東日本大震災の鍼灸マッサージボランティア活動を行って」 

      三輪正敬（災害鍼灸マッサージプロジェクト代表） 

15：0015：10 ････ 休憩 

＊15：10～16：10（講演 60分）（日･米語通訳付き） 

  ④「ＰＴＳＤと鍼灸」 

      Michael O. Smith, MD, DAc, Founding Chairperson, Bronx, NY 

（National Acupuncture Detoxification Association＜全米解毒鍼治療協会＞） 

＊16：10～16：40（講演 30分） 

  ⑤「災害と鍼灸―キューバや米国を例として―」 

      小野直哉（財団法人未来工学研究所、京都大学大学院医学研究科） 

＊16：40～17：10（講演 30分） 

⑥「災害時の鍼灸支援と医療連携のあり方―AMDAにおける医療活動を通じて―」 

    伊藤和憲（明治国際医療大学） 

＊17：10～17：40（30分） 

⑦ まとめ討論（司会：形井、箕輪）：参加者全体での質疑・討論 

・指定発言：坂部昌明（森ノ宮医療大学）「制度面からみた災害支援のための鍼灸」 

・小発言: 箕輪政博(社会鍼灸研究会副代表)「近代の関東大震災と鍼灸－当時の鍼

灸師の活動を近代鍼灸雑誌からみてみる－」 

＊17：40～18：10（30分） プレスセミナー（質疑応答） 

  司会：後藤修司（全日本鍼灸学会会長）、形井秀一（社会鍼灸学研究会会長） 
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 8月 21日(日)････ 主催：社会鍼灸学研究会 

      会場：東洋鍼灸専門学校実技校舎 3階 303教室 

 

テーマⅡ．若手研究者による round table 形式の研究発表会 

進行：箕輪 政博 

9：00 開場、受付開始   

挨拶：形井 秀一 

＊9：30～10：10（発表：20分、討論：20分） 

①「鍼灸学専攻大学院生の鍼灸学研究に対する意識調査～日本の場合～」  

  嶺 聡一郎 1) 伊藤和真 1)2) 根岸とも子 3)4) 箕輪政博 3)5) 形井秀一 5) 

1)名古屋医専 2)京都大学大学院人間・環境学研究科 3)首都大学東京大

学院 都市環境科学研究科 4)日本医学柔整鍼灸専門学校 5) 筑波技

術大学保健科学部、 

＊10：10～10：50（発表：20分、討論：20分） 

②「準被災地・茨城県の鍼灸ボランティアの報告～受療者のアンケート調査から～」 

前田 尚子 6)7) 内田 有紀 6) 成島 朋美 5) 形井秀一 5) 

6)筑波技術大学統合医療センター 7)歩海助産院・あゆみ鍼灸院 

＊10：50～11：30（発表：20分、討論：20分） 

③「末期がん患者への治療実践において鍼灸師が抱えた困難 

―患者を取り巻く人々との関わりと孤独感の形成―」 

高梨 知揚（東京有明医療大学保健医療学部 鍼灸学科） 

11：30～12：50･････昼食 

テーマⅢ．日本鍼灸の現在
い ま

を探る 

12：30～ 受付開始 

＊13：00～13：50（発表 30分、討論 20分） 

④ 「医学部漢方教育の中の鍼灸」形井 秀一 5） 

＊14：00～14：50 （発表 30分、討論 20分） 

⑤ 「日本鍼灸諸派の現状」伊藤 和真 1)2) 嶺 聡一郎 1） 

14：50～15：10 ････ 休憩 

＊15：10～16：00（発表 30分、討論 20分） 

⑥「日米鍼灸制度史の比較研究（序章）」箕輪 政博 3)5) 

＊16：10～17：00（発表 30分、討論 20分） 

⑦「現代日本鍼灸の実態調査」 

小川卓良 8) 形井秀一 5) 箕輪政博 3)5) 坂川慎二 9) 

8）杏林堂、東京衛生学園講師 9）医道の日本社編集部 

＊17：10～18：00（発表 30分、討論 20分） 

⑧ 総括討論（司会：形井、箕輪） 参加者全体での討論 


