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（社）全日本鍼灸学会 

会 長 後藤 修司 

 

  
 

第 58 回学術大会（山口智大会会長）は、去る 6 月 12 日・13 日・14 日、埼玉県

大宮ソニックシティーで、大会テーマ「医科学としての鍼灸医療、その確立に向け

てー新しい時代の医療として期待される鍼灸」を掲げ、参加者約 3,200 名により盛

会に終了しました。また、第 2 回の国際シンポジウムも 6 月 12 日、参加者約 300

名を得て、8カ国の研究者を中心に熱心な討論が行われました。大会関係者の皆様

のご尽力と会員皆様に御礼申し上げます。特に、国際シンポジウムにおいては、１）

鍼治療は腰痛に対して標準化された現代医学の治療よりも有意に効果が高いこと

がはっきりと示されたこと、２）シャム鍼という言い方をされていた、日本的な浅

く軽い刺激にも効果があることがわかったこと、などが大きな成果でした。 

今、日本の鍼灸医療は確実に、欧米から、私たちが想像する以上に、注目され期

待されています。そして、今回の国際シンポジウムでも申し上げましたが、鍼灸医

療は「エコ医療」です。すなわち、エコロジカル（環境に優しい）であり、エコノ

ミー（経済効果が高い）ということです。これからの世界で求められている、新し

い優しい医療の再構築にも大いに貢献することが期待されています。治療医学分野、

予防医学分野、社会医学分野そして新しい科学分野、さらには、ライフスタイルへ

の影響も考えられる、大きな可能性を持っている鍼灸医療です。誇りを持って、大

いにアピールして参りましょう。中国四国支部学術大会山口大会参加の先生方の、

研鑽への真摯な取組みに心から敬意を表させていただくとともに、開催関係の先生

方に御礼申し上げます。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           中国四国支部学術集会開催にあたり 
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（社）全日本鍼灸学会中国四国支部 
                          支部長 内田 輝和    
 
  
 

(社)全日本鍼灸学会中国四国支部において、毎年 11 月に支部学術集会を開催し
ています。全国の各支部では、アイデアを駆使して学術集会を盛り上げています。

当支部においては、山口県宇部市において第 22 回中国四国支部学術集会を 11 月
22日（日）～23日（月）に開催致します。 
 山口県には伊藤博文や高杉晋作などの英傑が輩出されており、開催地の宇部市に

は国の名勝庭園宗隣寺や有名な緑と花と彫刻の町のときわ公園があります。 
 学術の研鑚を兼ねながら、来県のチャンスのなかった方々もお誘い合わせの上、

宇部の町にお越し下されば幸いです。 
 世界の鍼灸を取りまく環境はいま、中国・韓国においては ISO などに対して、
世界戦略を繰り広げています。日本には独自に発展した漢方医学があり、鍼灸学が

あります。この支部学術集会を通じ、大いに研鑽して、日本鍼灸の良さを再認識し

て頂きたく存じます。 
また、米国では代替医療という治療の観点から医療費の大きなウエイトを占めて

いる生活習慣病に対して鍼灸医療を導入することで医療費の削減につなげるとし

て研究されています。いずれにしろ医療としての技術と効果をどのように医療分野

に提供できるかが重要であり、今大会においてその一端を垣間見ることを期待して

います。 
今学術集会はその意味も込めまして一般発表においては実技症例も歓迎してお

りますので有意義な一日になるかと存じます。皆さんのお越しを心よりお待ちして

おります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



        ようおいでました山口へ 
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第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会 
実行委員長 宗岡 俊弘 

  
 

 
 第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（山口大会）の開催にあた
り、一言、御挨拶申し上げます。 
大会テーマを「鍼灸医学ありがとう」とさせて戴きました。今まで数々の学会で

鍼灸医術、鍼灸医療と云われていましたが、昨年より学会組織の再編後、旧地方会

でも改名して「○○県鍼灸医学会」との提案に対して、半数以上の県が同調され「○

○県鍼灸医学会」とされた事を思うと、質の高い鍼灸が求められている今日、我々

会員も会の名称に恥じない努力と鍼灸医学への有り難うございますと云う感謝の

気持ちを込めて決めたテーマです。 
 特別講演 2題は、山口県下松市で 50数年、開業医師として鍼灸漢方を取り入れ
られてる武内節夫先生、鍼灸医学と気については明治国際医療大学教授北出利勝先

生、両先生とも快くお引き受け下さいまして、明日の治療のお役に立つ事と思われ

ます。 
会員発表には貴重な臨床、研究の成果を発表いただきます。 
 今回宇部会場へおいでいただき有り難う御座います。行き届かぬ事も多い事と存

じますがお許しください。 
 本大会を開催にあたり、支部役員、各県の学術委員、実務委員、実行委員の先生

方の御協力に感謝いたします。 
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学術集会の概要 
 

テーマ  『鍼灸医学ありがとう』 
 

会 期：平成 21年 11月 22日（日）・23日（月） 
会 場：『国際ホテル宇部』 

山口県宇部市島 1丁目 7-1 
TEL 0836-32-2323 FAX0836-32-2316 

 

参加費   会員  5,000円     
       一般  5,000円        
       学生  2,000円           
 

懇親会  平成 21年 11月 22日(日) 18:00～  
「国際ホテル宇部」 会 費 10,000円 

 

宿 泊   「国際ホテル宇部」 6,000円（一泊朝食付）ツイン、シングル共（ツイン優先） 
       ※宿泊の有無は、8月 31日までに部屋のタイプ、部屋数等を申し出下さい。 
        尚、宿泊費は当日フロントにて各自直接お支払い下さい。 

 
大会事務局  第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会事務局 
          〒755-0032 宇部市寿町 2丁目 3－24  TEL/FAX (0836)33－3060 
                 山口県運営委員長 宗岡俊弘   

  E-mail  muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp
振込先   郵便振替 加入者名 山口県鍼灸医学会 

口座番号 01330-6-47888 
 

【おいでませ山口へ】 

   今年はＥＴＣ特典の年です。 

時間に余裕をもって安全運転で多くの会員の参加をお待ちしております。 

 

●山口宇部空港よりホテルまで車で所要時間 10 分 

●宇部新川駅（ＪＲ 宇部線）より徒歩で所要時間 5 分 

●空港リムジンなし  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp
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第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（山口大会） 

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：5分） 
パワーポイント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平成 21年 8月末日。 
 

【演題募集数】 ８題～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」を下記電子メールアドレス（※）ま

でお送りください。 

不備のある場合は受け付けません。メール送付 1週間以内に演題申し

込み受領あるいは、返信がない場合は事務局までお問い合わせくださ

い。 

応募多数の場合、中国四国支部学術集会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。 

※ 実行委員会メールアドレス：muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp

 

【演題の採否】 演題の採否は後日、電子メールか郵送にてお知らせいたします。 
 

【抄録の提出】 抄録提出の締め切りは平成 21年 9月 15日です。 
ワードもしくはテキストデータにて 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muneoka89@lagoon.ocn.ne.jpま

でお送りください。 

万が一に備え必ずコピーをお手元にお持ちください。    
 

【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ください。

経 穴 名 等 で 特 殊 文 字 を 使 用 し な け れ ば な ら な い 場 合 は

http://www.umin.ac.jp/endai/sinkyu/sinkyu.htmlを参照し、所定の入力方

式に従ってください。 

・ 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-mail 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】

mailto:muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp
mailto:muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp
http://www.umin.ac.jp/endai/sinkyu/sinkyu.html
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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。 

ただし、症例報告の場合のみ【方法】を【症例】として記載してください。

文字数については 800字以内に収めてください。 
・ 最後にキーワード（5つ以内）を記載してください。 

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「、」「。」を使って下さい。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電子メールによる返信がない場合は事務局までお問い

合わせください。 
 

【口演時間のご案内】 

抄録受領後、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解ください。 
 

【応募者の方へお願い】 

学術集会会場周辺には大きなホテルがありませんので宿泊を予定される方は 

お早めに宿泊先を手配しておかれることをお勧めいたします。 
 

【問い合わせ】 

第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会事務局 
       〒755-0032 山口県宇部市寿町 2-3-24 

宗岡鍼灸治療院内 担当 宗岡俊弘 
TEL/FAX 0836－33－3060 
E-mail  muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp
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一般口演について 
 
1. 発表時間は 10分です。（終了 1分前に予鈴）質疑応答５分です。 
 
2. 次演者は発表の 15分前までに、次演者席のご着席をお願いいたします。 
 
3. プレゼンテーションの方法 

(ア) 当日、ノートパソコン（OSはWindowsXP、プレゼンソフトはＭＳＰower 
point）と液晶プロジェクターを用意します。 

(イ) フォントはＯＳに標準化されているフォント内、ＭＳゴシック、ＭＳ明朝、
ＭＳＰ明朝、Ｔimes New Ｒoman、Century のみをご使用下さい。外字
はＵnicodeのみ使用可能です。それ以外の外字や機種依存文字は使用しな
いで下さい。 
経穴名などはＵnicode を使用して構いません。それ以外の外字は画像とし
て貼り付けて下さい。 

(ウ) Ｐower point のアニメーション機能は使用可能ですが、Windows Media 
playerによる「動画機能」や「音声」は使用できません。 

(エ) スライドの制限はありませんが、発表時間は厳守して下さい。最後のスラ
イドは〔結語〕として発表内容を箇条書きして下さい。 

(オ) 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。 

  
4. 座長へのお願い 
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。 

 座長の各セクション開始 15分までには「次座長席」にご着席下さい。 
 演題の発表・質疑応答の進行については、座長にお任せしますが、進行時間は厳

守下さい。（発表 10分 質疑応答 5分） 
 
5. 質疑応答される方へ 
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。 
 質問は要点のみを簡潔に述べて下さい。 
 質疑応答にプロジェクターは使用できません。発言時間は座長に一任してありま

す。 
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第 22 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会 

大会プログラム 

 

第 1日目（平成 21年 11月 22日） 
12：00～       受 付 
12：30～14：30  中国四国支部運営委員会 
14：45～14：55  開 会 式 
一般口演   

15：00～15：30                     座長 愛媛県鍼灸医学会 宇都宮信博 
（1）「第 28 回全国ママさんﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓大会における活動報告」岡山県 福原隆行   

― ケアステーションにおけるケア活動に参加して ― 
（2）「腰椎分離症（すべり症）に対する鍼治療」             広島県  谷口 正昭     

― 食生活改善の一症例 ―  
15：30～16：00                       座長 山口県鍼灸医学会 重村 周正 
(3) 「下肢麻痺と四肢震顫の改善した症例」                  香川県  佐々木 勝     
(4) 「不眠を主訴とした鍼灸臨床の症例」                     愛媛県  日浅 早人      
16：00～16：30                            座長 岡山県鍼灸医学会 国安 俊成 
(5) 「腰腿点と帯脈」                                       山口県 古川 敏夫     
(6) 「頚椎症に対する鍼治療」                              鳥取県 石破 伸宥   
16：30～17：00                       座長 香川県鍼灸医学会 野上 久一 
(7) 「競技現場におけるケアの実際」（実技）                    岡山県 大町 成人  
   ― 膝関節部に対する鍼・テーピング ー    
(8) 「簡単かつ効果的な鼻炎の温灸治療」（実技）              高知県 国澤 光陽     
 
18：00～20：00  懇 親 会   
 
第 2日目（平成 21年 11月 23日） 
8：30～      受 付 
9：00～10：30 特別講演 (1)  
『医者から見た鍼治療 50 年～良導絡を中心として～』 

               座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部長 内田  輝和 
日本良導絡自律神経学会副会長・クリニック・アミカル院長 武内  節夫   

10:30～11:00 デモンストレーション 
医療器機製造メーカーの立場から 『電子灸の実践』 

          ㈱チュウオー 代表取締役社長  今里  秀俊  
11:00～12:30  特別講演 (2) 
 『鍼灸医学と気について』 

座長 第 22回中国四国支部学術集会実行委員長 宗岡  俊弘 
             明治国際医療大学鍼灸学部基礎鍼灸学教室教授 北出  利勝 

 
12:30～12:40 閉 会 式 

 



特別講演 (1) 

『医者から見た鍼治療 50年～良導絡を中心として～』 

 
            座長 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部長 内田 輝和 

 
演者 日本良導絡自律神経学会副会長 

リニック・アミカル院長  武内 節夫 
 

 
良導絡は創始者中谷義雄先生が皮膚通電抵抗の研究中、昭和 25年腎疾患患者の
測定で、古典の腎径にそって通電抵抗の低い点［当時良導帯］を発見し、その後系

統的なエネルギッシュな研究と豊富な臨床例により体系づけられたものである。先

生はその後この良導絡理論治療体系をもって全国普及の講習会活動を展開し、多く

の信奉者を生んだ。昭和 35年には「良導絡学会」が創設され、会長には京都大学
教授の笹川久吾先生が就任されている。その後医師と鍼灸師がお互いの分野で学識

を広めようとの視点より、昭和 43年、医師は今日の「日本良導絡自律神経学会」
を、鍼灸師は「日本鍼灸良導絡学会」を創設し分派して活動することとなった。 
その後創始者の中谷先生が昭和 53 年に逝去され、平成 11 年両学会は合併し、
新組織「日本良導絡自律神経学会」として活動している。現会長は日大医学部名誉

教授の鈴木 太先生で私の恩師である。 
私の良導絡との出会いは父の診療室であった。昭和 37年インターン生の時、夏
休みで親孝行のつもりで診療を手伝っていたとき目についたのがノイロメター1
号機とそれに添えられていた昭和 35年版の中谷著の 200頁足らずに冊子「良導絡
の実際」で暇にまかせこれを読み、見よう見まねで痛みの患者に針治療を試みてそ

の効果に驚いたのがはじまりであった。 
良導絡の概要については、全身の皮膚を 21Ｖの直流電流を通じた導子（ノイロ
メーター）で測定すると電気抵抗の減弱部位がみられ、これを良導点と名づけた。

更に 12Ｖで測定するとこれらの多くは不鮮明となるが一部に鮮明となる点が現れ
る。これを反応良導点といい、この反応良導点をたどっていくと、古典の経絡に相

似するものとなり良導絡と名付けた。 
これは手に 6 系（Ｈ1～Ｈ6）、足部に 6 系（Ｆ1～Ｆ6），前後正中線に各ＶＭ，

ＨＭの 15 系からなる。これは経絡に当たり 12 径脈と督脈・任脈である。又その
反応良導点は殆どが経穴に当たり治療点として使用する。更に各良導絡の反応良導

点を測定し集積することで、経絡の原穴に当たる良導点の通電抵抗値が各良導絡を

反映することより、これを代表測定点（左右手足計 24点）とし、これを測定しグ
ラフ化（良導絡チャート）し、これにより各良導絡の変動(興・抑)をみている。鍼
灸では経絡の変動を多くは手の六部定位の脈で取るが、これとは必ずしも一致しな

い。 
治療は全良導絡調整法として、いわゆる本治法に属するが、これは良導絡チャー

トで求められた測定値より定められた治療点(興・抑)を電気針等を用い刺激し調整
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する。一方疾患とくに運動器疾患等では症状示す局所に反応良導点を求めこの部位

を中心に電気針等で刺激する、これを反応良導点治療（標治法）という。即ち良導

絡治療体系は代表点測定、全良導調整法、反応良導点治療の 3つから成りたってい
る。今回私が五十年近く良導絡治療に携わり多くの症例を経験してきたがこれを中

心に更に近年測定方法も電子機器コンピユーターの進歩によりより正確となり、そ

の分析も進んでいるので、これらを含め、中谷先生の功績や発見時のエピソ―ドな

ど交えて発表する。 
 
 
 

クリニック・アミカル 

武内節夫（タケウチセツオ）昭和 12年 1月 17日生 

山口県下松市旗岡四丁目九番一二号 山口県上関町出身 

学歴 
昭和 36年 県立柳井高校卒 
同年 36年 日本大学医学部卒業 
昭和 41年  日本大学大学院医学研究科修了 医学博士学位授与 

職歴 
昭和 41年 沼津市立病院外科医長 
昭和 42年 日本大学医学部外科助手 
昭和 45年 国立甲府病院外科医長 
昭和 47年 東京教育大学講師 
昭和 48年 日本大学講師駿河台日大病院外科外来医長 
昭和 49年 日本大学講師駿河台日大病院外科病棟医長 
昭和 49年 11月 下松市に旗岡診療所開設 
平成 16年 8月 民間介護施設和楽園内クリニック・アミカル開設 

役歴 
日本臨床外科学会評議員 現在時別会員山口県臨床外科学会副会長 
元下松医師会理事・副会長・会長 下松医師協同組合理事・理事長 
現山口県医師会監事 元代議員・副議長 
日本良導絡学自律神経学会常任理事現副会長 
第五三回日本良導絡学自律神経学会学術大会長 
元日本東洋医学会評議員・現名誉会員  
前日本東洋医学会中四国支部山口県部会会長・現顧問 
下松市教育委員 

著書 
現代漢方症例選集３集 共著 プライマリ－ケアと東洋医学 共著 
漢方保険診療指針 同改定版 共著 漢方診療二頁の秘訣 共著 



特別講演 (2) 

『鍼灸医学と気について』 
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座長 第 22 回中国四国支部学術集会実行委員長 宗岡 俊弘 

                     
            演者 明治国際医療大学鍼灸学部基礎鍼灸学教室教授 北出 利勝  

 
 

【要旨】鍼灸医術は本来「氣の医術」だといわれている．しかし，氣はたった一語で

も非常に範囲が広く，各人の捉え方は千差万別であり，さまざまな説が混在してい

る．氣という言葉，文字は非常に多様に用いられているが，その共通点は，老子の

いうように，直接「目にみえず，耳に聞けず，手に触れず」という厄介で掴まえど

ころのない代物なことである．しかし，じつは何らかの本質がその背後にあり，そ

の作用，働きを何らかの形で感知できるものと間中喜雄先生は意義づけている．新

しい鍼灸として現在、「氣」を生かした鍼灸診療を実践されている診療システムの

概要を紹介する。 

・Oda test；術者の胸鎖乳突筋を掌握して筋緊張をみる検査法であり、小田一医師・

小田伸悟医師（整形外科認定医）は気とは波動的生命体である．さらに気診を駆使

することにより，十二正経，奇経人脈の流注が古典医書の記載のままに認識できる，

六部定位の脈診が可能になったと述べている． 

・バイ・デジタル-Oリング・テスト（BDORT）；大村恵昭医師（Yoshiaki OMURA,M.D., 

Sc.D., FACA，FICAE，FAAIM，FRSM.ニューヨーク在住）が 1977 年に考案した．BDORT

が気の臨床に役立つことが分かり，これまで目に見えなかった気を把捉することが

できるようになり，気の診断が飛躍的に進歩することになり，気の研究に大きな貢

献を果たした． 

・井上式気診法；1989 年「生体気学研究会」（事務局；森高好）が井上末男先生を

会長として山口県でスタートした．その後，新たに「生体気診研究会」（会長；古

江義明医師）として広島・京都で再出発し 1998 年まで続く．  

・入江フィンガーテスト（FT）; 入江 正先生が考案した。 

以上、それぞれ独自の手技を応用することで気の把握ができるとされている．吉

本英夫医師は FT，BDORT，Oda test，井上式気診法など各種の技法を試みたところ，

得られる情報はいずれも同じ結果であった．「自分には FT が最も馴染んだ」という

経験から自分で体験し，使いやすいものを利用するのがよいと助言している．ただ

し，各技法に関連して，診療（診断と治療）システムが独自なセオリーであること

と，現時点における理論であることを承知されたい． 

 

A．バイ・デジタル-O リング・テストと経絡現象 

1）BDORT による経絡学研究の可能性 

2）経絡現象 

3）BDORT からみた経絡現象 
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B．伝統的風習における氣 

・神社の鳥居・「夏越祭」の茅の輪・手水舎・お祓い・盛り塩など 

 

C．吉本英夫著：脈診を始める前に―誤診へと導く種々の要因―を紹介（医道の日

本，1995.2.） 

※「気診」という言葉は時を同じくして人々の口にのぼるようになった．脈診，腹

診，舌診という東洋医学用語があるように，短くて，響きのよい用語である気診が

生まれたと思う．中医学辞典には見あたらない．気の有無，強弱，性質，生体への

適合性などを知ることができる． 

（参考；北出利勝編集：『新しい鍼灸診療』医歯薬出版，2006.1.20 発行） 

 

【略歴とその周辺】 

 北出利勝 (きたで としかつ) 

1941年；ずっと京都に生まれ、育つ 

1965年；立命館大学経営学部卒業 

     ・3回生のとき思いがけなく肺結核に罹患、1年間自宅療養する。 

     化学療法と温灸治療で回復、これをきっかけに 

     京都市内にある佛眼厚生学校（鍼灸科）に入学し、鍼灸の道を目指す。 

     ・後輩に井上慶山氏（いのうえけいざん；京都府鍼灸師会会長）がいる。 

     また、ニューヨーク在住、洪伯栄氏（こうはくえい； 

     アメリカ鍼灸医学会会長及び世界鍼灸連合副会長）が健在。 

1968年；佛眼鍼灸理療学校（旧名；佛眼厚生学校）卒業（鍼灸師免許取得） 

1968年；卒業と同時に兵頭正義教授の門を強く叩く。 

    ・大阪医科大学麻酔科ペインクリニック・鍼灸臨床を担当 

    ・大阪医科大学は大学病院内で当時、世界で唯一、鍼灸治療（当時、良導絡を主   

      体に）を導入されていた。（鞭打ち症患者が連日、押し寄せた） 

    ・先輩に森川和宥 師と豊田住江 師がいた。 

    ・同大学 兵頭正義教授の薫陶を受け、博士論文を提出、審査に合格し、    

      医学博士号を下付される（1987年）。題目；鍼の鎮痛作用 

；「D-フェニルアラニンによる鍼鎮痛および鍼麻酔の増強効果に関する研究（第１報） 

－痛覚閾値に及ぼす影響とナロキソンによる拮抗作用－」  

    ・1971年ごろ、「鍼麻酔」が世界と我々の周囲を席巻した。鍼のブーム起こる。 

1988年～大阪医科大学麻酔科学教室非常勤講師 

1980年；明治国際医療大学に在籍 

現 在；明治国際医療大学 鍼灸学部 基礎鍼灸学教室 教授 

    明治国際医療大学 大学院 鍼灸学研究科 教授を兼任 

現在の研究対象；鍼灸疼痛学、生体気学、バイ・デジタル-Oリング・テストと東洋医学 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

明治国際医療大学 基礎鍼灸学教室 

明治国際医療大学 大学院 鍼灸学研究科 

北出利勝(Prof. Toshikatsu KITADE) 

〒629-0392 京都府南丹市日吉町 

TEL：0771-72-1181(内線 223) FAX：0771-72-0326  e-mail: t_kitade@meiji-u.ac.jp 



デモンストレーション 

医療器機製造メーカーの立場から 

『電子灸の実践』 
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   演者 ㈱チュウオー 代表取締役社長  今里 秀俊  

 
 

当社の前身はレントゲン製作でありましたが、電子工学の知識を応用して磁気加振式

温熱治療器『ホットマグナー』を開発し、日本国内はもとより世界中に輸出するまでになり 
ました。つまり、25年前から東洋医学で言う温熱療法を始めていたのです。ここから温熱 
の制御に関するノウハウは25 年の歴史があって、燔鍼（ハンシン）の開発には依頼者で
ある明治国際医療大学の篠原昭二教授のご指導により、ご要望にお答えできる製品を完

成することができました。 
新製品のバンシンは想像以上の治療効果を発揮し、開発した私どもも驚いている状態

で、あらためて東洋医学の基本ともいえる鍼灸に素晴らしい医療効果があることに気付か

されました。昭和41年代に東京大学工学部の斉藤正男教授が医学と電子工学を融合さ
せた「医用電子工学」という学問を開設されました。そのお陰で現在の先進医療には電

子技術及び情報技術が不可欠の状況になっています。この先例に習って鍼灸分野にも

工学的な思考を加味した「鍼灸工学」なる分野を開拓する必要があることを提案したいと

思います。 
 
 
 
≪社 歴≫ 
 
社名 株式会社チュウオー 
住所 本      社 兵庫県宝塚市中筋 1-9-32 
   東京営業所 東京都葛飾区立石 5-5-23 
 
昭和 30年 3月 大阪市淀川区で中央レントゲン製作所として創業。開業向けレントゲン

装置ＣＲ-85型を開発し関西地区で大ヒット商品となる。 
昭和 54年 8月 弊社製品ホットマグナーが特許庁に登録される。 
平成 6年 8月 株式会社チュウオーに商号変更 
平成 11年 9月 今里秀俊 代表取締役社長に就任 
平成 13年 4月 ＩＳＯ9001認証取得 
平成 15年 10月 ＩＳＯ13485認証取得 
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一般口演 ① 

第 28 回全国ママさんﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓大会における活動報告 

― ケアステーションにおけるケア活動に参加して ― 

 

1) 岡山県スポーツ鍼トレーナー協会 
2）中国四国支部 岡山県 
3）朝日医療専門学校岡山校 
 

○福原隆行1、２）、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）

 

 

【目的】今回我々は、第 28 回全国ママさんバスケットボール交歓大会においてケアステ
ーションを設置し、選手・大会役員を対象に鍼・マッサージ等のケア活動を行った。受療

者数、施術部位、ケア内容を集計し、今後の課題を検討したので報告する。 
【方法】平成 21年 8月 8日・9日に行われた 2会場に施術スタッフ延べ 44名を配置し、
ケアステーションを開設した。集計には岡山県スポーツ鍼トレーナー協会作成の予診表・

評価表を用いた。施術者は予診表や徒手検査をもとに 15分程度で鍼・マッサージ・テー
ピング等の施術を行った。なお、鍼は主に 40mm16号ディスポーザブル鍼及びディスポ
タイプのスポーツ針管鍼(16号)を使用した。 
【結果】2会場 2日間の総受療者数は 455名であった。施術部位で最も多かったのは下
腿部後面で 25.1％、次に腰臀部 14.2％、膝関節部 12.8％、足関節部 9.4％であった。
施術内容においてはマッサージが 37％と最も多く、固定テーピング 25.2％、鍼施術
13.5％という結果を得た。 
【考察と結語】施術部位は下腿部後面、腰臀部、膝関節部が多く、ダッシュ・ストップ・ター

ンを繰り返すことにより、膝や足への負担が大きいバスケットボールの競技特性が伺えた。

大きな障害を持ちながらプレーしている選手もおり、予防の為にテーピングの希望が多か

ったと思われる。また、いわゆる“ふくらはぎがつった状態”を訴え受療する選手も多く見ら
れた。このことは、大会期間中の高温多湿な気候も誘因の一つと思われた。 
評価表より「受療したことにより安心してプレーすることができました」との声もいただき、選

手に対して心身両面よりサポートできたのではないだろうか。 
トレーナーが帯同しているチームも少なく、このような競技現場でのケアステーション設置

の要望が多くあり、今後も活動の必要性が感じられた。一方、スタッフの確保やスポーツ

鍼トレーナーの技術向上などの問題点も解決していかなければならない、と思われる。 
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一般口演 ② 

腰椎分離症（すべり症）に対する鍼治療・食生活改善の一症例 

                     

中国四国支部 広島県 谷口 正昭 

 

 

【目的】 

高齢化に伴い、腰痛症（脊柱間狭窄症、腰椎分離症）は近年多くなっており、患者の

主訴が慢性化し日常生活に支障をきたして困っている。鍼灸治療に食生活の改善を取り

入れる事により苦痛を除去し日常生活を快適に過ごさせる事ができたので紹介する。 
【症例】 

1 71歳 女性 
2 主訴：腰椎分離症（2005年～） 第 4腰椎すべり症  第 4第 5腰椎付近疼痛  

下腿部前面と外側のしびれ 
3 病歴 ① 右下肢静脈瘤手術： 血管拡張薬 コンドロイチン注射 1991年頃 
      ② 胃潰瘍 ：ピロリ菌駆除（服薬 1 ヵ月） ③ 糖尿病：食事で経過観察  
４  問診：身体（冷）  忌寒、 忌熱、 足冷、 夏節≫冬節、 胸 拒≫喜按、       

短気、 易怒、 眼が霞む、 自汗（大）面、不眠（大）入眠 1時間、  
心下痞（みぞおち痛）食前後、大便（細）、腰痛（臀痛）下肢引痛、 Disc 狭窄、 
水虫（＋）、糖尿病 HbA1C6.9％、 下腿部前面と外側のしびれ、 

【方法】 

1. 問診で、腎・肝胆の虚症が原因による腰痛と診断する。 
2. 鍼治療は、大白（－）大谿（－）復溜（＋）経渠（＋）陰谷（＋）曲泉（＋）商陽（－） 
竅陰（－）通谷（＋）俠谿（＋） 
鍼は、寸 3 の 5番鍼（40㎜ 24号）ディスポーサブル鍼を使用、巨刺法で陰経絡・陽
経絡・男・女・午前・午後等を区別して右または左に鍼を回転する。（補は 27 回 、寫
は 24回） 

3. 伊藤超短波（株）製 針電極低周波刺激装置ＥＳ－160 10分通電  
4. 鈴木医療器（株）赤外線治療器 ハロゲンビーム HB-2000 10分照射 
5. バイタルチェック（血液細胞分析）・・・問診による診断と血液細胞分析による診断の比
較をする目的で実施 
・血球栄養系（危）：ﾋﾞﾀﾐﾝ不足 炭水化物取り過ぎ 胃炎 ・腎毒結果（危）：水分不足 

腎機能障害が疑われる  ・糖分解能力（危）：糖分解不足 ※酵素不足の原因もあ

る。 
【結果】 

1. 問診により、腎（骨）.・肝（筋肉）・胆（関節）経絡が原因の腰痛と診断した。 
2. 鎮痛剤の使用を中止して、治療後痛みが出てから治療をした。 
・ 最初の１カ月は１～2日で痛みが出たので、週 3回治療（月 11回の治療） 
・ ２ヵ月目、週 3回（月 11回）の治療で 2ヵ月目の中旬にHbA1C6.9→5.7％に低下す
る。原因を探す目的で、バイタルチェックを実施する。生の食物を全然摂っていないと

のことで、消化酵素のある生鮮食品・発酵食品等を非加熱で摂るように勧める。 
・ 3 ヵ月目で 4日～5日腰痛が消失した。（7回/月）                 
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・ 4 ヵ月目で約１週間腰痛が消失した。（5回/月）  
・ 5 ヵ月目で月 2 回の治療で腰痛が消失した。 胃の痛みが残っているので、月 1～2
回治療中。 

【考察】 

腰椎分離症（すべり症）は、完治が難しい病気あるが、病気の原因に対する治療（根本

治療）をすることにより、患者さんの苦痛を除去し快適な日常生活を送ることができる。 
また体内酵素は加齢とともに低下するので、その目減りを防ぐには食べ物から摂ること

が必要である。すべての動物や植物は消化酵素をもっているので、非加熱で摂ることに

より、老化を防ぐことができ、鍼治療の効果が持続することが示唆された。 
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一般口演 ③ 

原因不明の 2症例の報告 
―左下肢麻痺の改善した症例と四肢振戦の改善した症例― 

 
                       中国四国支部 香川県 佐々木 勝 
 
 
1. 左下肢麻痺の改善した症例 

43 歳、男性、職業（コックさん） 

左下肢の知覚運動の完全麻痺が鍼治療、カラーの貼付とリハビリで杖歩行が出来る

までに改善したので報告する。 

 

2. 四肢振戦の改善した症例 

64 歳、女性、職業、事務員 

10 数年前から徐々にひどくなってきた四肢の振戦が鍼治療とカラーの貼付で改善し

ているので報告する。 

2 症例ともミトコンドリア脳症・ミトコンドリア震顫病等中枢神経に関係したカラーの貼

付が有って改善したと思われる。 
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一般口演 ④ 

不眠を主訴とした鍼灸臨床の症例 

                    

中国四国支部 愛媛県  日浅 早人 

 
 

【はじめに】不眠を主訴として鍼灸院を訪れる患者は決して多くはないが、腰痛や肩こり

症など来院患者数の多い疾患においては、愁訴として不眠を自覚している患者は、高齢

者を中心に大変多い。本症例は不眠を主訴として来院した患者である。臨床症状、診察

所見から鍼灸治療の適応と判断し良好な経過を得た症例である。 
【症例】60歳 女性 飲食店経営 
【初診】平成 20年 12月１日 
【主訴】大変寝つきが悪く再々目が覚める。 
【現病歴】一昨年の暮れ頃より倦怠感および頭重を感じるようになった。その頃から寝つ

きが悪くなり、寝たような気がしなくなった。日中の仕事に関しては、支障はないが、寝付

くころから急に頭が重くなりイライラして床に入ってもなかなか寝付けない。その後内科を

受診し投薬治療を受け、症状はかなり改善された。しかし、仕事が多忙となると一月に一

度ぐらい寝つきの悪さと頭重感の再現が 
あった。昨年の８月頃より心労が起因して無気力となり、再び倦怠感、頭重感、不眠に関

する症状が出現するようになった。長期にわたる投薬治療に疑問を感じ、クスリに頼らな

い治療を希望し知人の紹介にて来院となった。現在、仕事を休み気ままな生活をいてい

るが、たえずイライラ感と健康への不安感が強く頭重感に加え頚や肩の凝りを強く感じて

いる。不眠に関する症状は変化がない。 
【診察所見】後頚部、両肩上部。両肩甲間部にかけて強い筋緊張と表皮の突っ張りが認

められた。また、両側頭部より頭頂部にかけても圧痛が多数検出された。 
脈状診では沈弦脉が伺え、腹診においては 左脇下から季肋部に抵抗がある。 
【治療・経過】肩や頚の緊張の改善を図ると同時に、全身状態の調整を目的に治療を行

った。使用鍼は銀鍼 1寸 3分 2番鍼（40mm18号）を用い曲泉、陰谷に軽く単刺術を行
った。後に、ステンレス鍼 1寸 3分 2番鍼（40mm18号）により左右完骨、風池に 5ｍｍ
刺入、肩井、膏肓、膈兪、肝兪、曲池、飛揚、附陽に1ｍｍ～3ｍｍ刺入後15分の置鍼を
行った。抜鍼後、百会、側頭部に皮膚鍼による散鍼を行った。左右失眠に知熱灸を 5 壮
ずつ行った。3 日おきに 12 回の治療を行い、不眠に関する症状はかなり改善された。そ
の後、疲労の調節と心理的要因に対処するため 1月に 1~2回の治療を継続中である。 
【考察】本症例の発症誘因として、過渡のストレスによる過労などの心理的要因が考えら

れる。全身状態の調整を図ることにより良好な治療経過を得られた症例であるが、症例を

重ねることにより不眠症についての鍼灸治療の適応性と患者への適切な対応について

の臨床能力を高める必要性を痛感している。 
 

 

 

 

キーワード：不眠症 全身状態の調整 鍼灸治療適応の判定 心理的要因へ対応 
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一般口演 ⑤ 

腰腿点と帯脈 

 
                    中国四国支部 山口県 古川 敏夫 

 
 

■ はじめに 腰痛症を大別すると 
Ⅰ,筋・筋膜性腰痛 
１） 筋疲労性腰痛 
２） 筋・筋膜自体の損傷による腰痛 
３） 筋スパズムによる腰痛 

Ⅱ.脊椎性腰痛 
１） 椎間関節性腰痛 
２） 変形性腰痛症 
３） 腰椎分離症.辷り症 
４） 骨粗鬆症（圧迫骨折） 
５） 腰椎椎間板ヘルニア（腰椎椎間板症） 

Ⅲ.その他の腰痛（悪性腫瘍骨移転、内臓性腰痛、心因性腰痛、股関節通など） 
■ 手鍼法の手背点「腰腿点」 
 取穴法･･･手背側、手関節横紋の下 1.5寸で、示指伸筋腱の櫈側と第 4指伸筋 
     の尺側にあり、計左右 4点 
 主 治･･･腰腿痛、急性の捻転に効果がある 
■ 奇経の「帯脈」（主穴：足臨泣→従穴：外関） 
１） 流注 第 11 肋軟骨先端下際の章門(肝)に起り、これより帯脈(胆)に下行

し、前は臍を、後は命門(督)を通って体を一周する。さらに帯脈より胆経
の五枢、維道に下行する。 

２） 主治症 
① 下腹部臓器疾患、月経不順・痛み・赤白帯下。 
② 腰の冷感・痛み、四肢各関節の腫れ・痛み・麻痺・筋肉痛。 
③ 慢性リウマチ、痛風など関節疾患。 
④ 身体倦怠感、疲労。 

■ 結語 学校卒業以来約 30年臨床の結果、本当に筋･筋膜性腰痛の場合、かなり
有効であった。特に奇経の「帯脈」は、腰を曲げた事が原因の場合に有効であ

った。 
 
＊ 参考図書 鍼灸臨床の科学（医歯薬出版株式会社） 

新しい鍼灸臨床入門（和田清吉著）  
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一般口演 ⑥ 

頚椎症の鍼治療 

 

中国四国支部 鳥取県 石破 伸宥  

 

 
 約 40年の永きの間、臨床の現場に携わっていると難病、慢性化した頑固な病状が多

く、多種多様な症状に良い結果を求められ日々戦っている毎日です。 
 今回は一症例として『頚椎症』を発表します。 
15 年程前からカルテで一番気になる症状は、頚椎に関る症状が圧倒的に多く見られ、
又根治しにくいと思われます。 
 今後私の課題はこの『頚椎症』と今後もどんどん増えると思われる「心の病」に全身全霊

をかけて治療に万進する所存です。 
 
【目 的】  

 頚椎症を広義に分類すると 
頚に限局する痛みや頚から上肢にかけて症状があるもの 
症状分類すると 
１．頚肩部の症状が中心で上肢症状が無いもの 
  ① 寝違い ② 寝違い様障害 ③ 運動制限を伴わない頚部症状 
 ２．頚肩腕に連なった症状 
  ① 胸郭出口障害 ② 神経根障害 ③ 脊髄障害 ④ 理学テスト陰性障害 
※ 外傷性は除く（頚椎捻挫、打撲等） 

 今回は１．③運動制限を伴わない頚部症状について取り上げます。 
頚肩背部の痛みや攣れ感等の自覚症状が主体となっているもの全般。特に訴えは頚部

局所に留まらず、頚から肩背部や腰迄拡がったもの。誘因も頚部筋だけでなくヘルペス

による後頚部痛であったり、肋骨骨折後の頚部痛であったり、めまい後に生じる凝り感慢

性肝炎の憎悪と共に出現する頚肩背部痛等、多彩なケースがある。 
自覚する頚肩部痛の治療により頚椎傍点へのアプローチが奏効する場合も多い。又

攣れ感の様な場合は頚部局所ではなく、上肢の陽経穴や下肢膀胱経の経穴等遠隔へ

の刺鍼が反射的な速効を示す場合もある。 
【症 例】  60歳女性 主婦 
【主 訴】 左後頚部から背腰部痛 
【現病歴】 若い頃から肩凝りが強く、数年前から更年期のせいか体調不良と頚から後頭

部痛が酷く、時に不眠になる。以前から鍼灸治療すると楽になっており今回も

来院する。最近特に頚が痛く時に家事も手につかなく、情緒不安定で鬱状態

になる程辛い。 
【家族歴】 父 心筋梗塞 72歳他界 
【現代医学的所見】 258cm 56kg 中肉 顔色血色悪く貧血様顔貌  
血圧 140/82mmhg 脈拍 60/分 食欲正常、便秘、不眠、手足冷え易く寒がりで体調
が常に優れない。 
【頚部可動域】 前屈後屈、正常。左右側屈 35度 回旋正常 ジャクソン(－) 
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  スパーリングテスト(－) 胸郭出口に関するテストのモーリ(－) 所見で異常は認められ
ない。 
【東洋医学的所見】 

視診：顔色、尺膚は黄色味が強い。但しつや有り 舌質やや淡白紅色、薄白苔 
  脈診：肝、脾、腎、心包、虚脈 やや遅く弱い 
  腹診：腹直筋やや弱く臍部左下に硬結有り 
【病態把握】 東洋医学的には脾、腎の陽虚が体質的にあり、経絡の気血の流れが遅滞 
し、頚部の筋が労損し気血の不和を生じたものと考える。 
【治 療】 本治法 膻中 期門 章門 郄門  陰陵泉 曲泉 腹留 太谿 太白 

太衝 中脘 陽稜泉 曲池 手三里  
仰臥位にて一寸一番（30㎜ 16号）ディスポーザブル鍼 置鍼 15分 

     標治法 天柱 頚椎傍点(阿是穴 8 点) 肩井 天髎 魄戸 膏肓 心兪 
肝兪 脾兪 腎兪 八髎穴   
伏臥位にて一寸三分三番（40mm20号）ディスポーザブル鍼 
置鍼 15分（便秘、冷えを治す目的） 

     週２回の治療継続し、2 ヶ月間通院。症状は緩和され軽減するも、ストレスや過労
時に再現する。なかなか根治は難しいが痛みも軽く生活に支障の無い迄に回復

し、現在月 1回、保健目的で来院。 

【結 語】 本症例は様々な理学テストが陰性所見でも痛みと家事が出来ない程の症状を

呈する為に頚部のみならず背部痛や腰仙部にも疼痛が生じる程であるが、症状

が緩和する部位に施灸や皮内鍼を固定する等、急性炎症期にある局所刺鍼で事

足りる。よって、患者の日常生活の有り方や硬結圧痛をはじめとする体表所見も

観察し、診断的手段に留まらず治療を行う上で鍼灸師にとって有用性の有る予後

診断手段になる様に思える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード：頚椎症 
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一般口演（実技）⑦ 

競技現場におけるケアの実際 

―膝関節部に対する鍼・テーピング― 
 

1）岡山県スポーツ鍼トレーナー協会 
2）中国四国支部 岡山県 
3）朝日医療専門学校 岡山校 
 

○大町成人1、2）、山口大輔1、2、3）、井元利明1、2、）、藤原秀雄1、2）、内田輝和1、2） 

 

 

【目的】競技現場におけるケア活動においては、限られた時間内で、出来得る限り受療者

の要望に応え、なおかつ安全な施術を行う必要がある。 

今回、第 28 回全国ママさんバスケットボール交歓大会において、実際に行ったケア内

容を紹介すると共に、衛生面におけるスポーツ針管鍼の有用性を提案していきたい。 

【方法】過去に、左膝前十字靭帯を断裂し、手術を行わずプレーを続けている受療者に

対し、鍼・テーピングを行った。 
鍼は、ディスポタイプスポーツ針管鍼（16 号）テープは、粘着非伸縮性テープ 50 ㎜幅、

粘着伸縮性テープ 75㎜幅、及びアンダーラップを使用した。 
現在の膝の状態を確認するため、マックマーレーテスト、ベーラーテスト、前方引き出しテ

スト、後方引き出しテストを健側・患側に行った。 
鍼は筋緊張部の緩和を目的に、試合直前のため、刺激量に注意しながら数箇所の単

刺とした。その後左膝に対し、安定性を保ちさらなる障害の予防を目的に、固定テーピン

グを施した。 
【結果】受療者からは試合後、「膝が非常に安定して不安なくプレーが出来た」との回答を

得た。今回の経験も踏まえ、過去の障害や痛みに対して、鍼・テーピングは予防効果が

期待できるものと思われる。 

 

以上の内容に対する実技を披露していきたい。 

また、皆様にスポーツ針管鍼（大宝医科工業㈱製）をお渡しし、その有用性を確認してい

ただきたい。 
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一般口演（実技） ⑧ 

簡単かつ効果的な鼻炎の温灸治療実技 

                          
                    中国四国支部 高知県 国澤 光陽 
 
 
 鼻炎による鼻みず、鼻づまりを伴う症状は、感冒や花粉症、アレルギー性鼻炎、

蓄膿症などその原因は多岐わたる。鼻炎の症状には鍼灸治療が有効であり、多くの

臨床家が治療するところである。 
今回、臨床経験の浅い鍼灸師でも、簡単かつ効果的な温灸治療のひとつの方法と

して、実技を交えて紹介する。生姜を用いた温灸治療で、従来の経穴に治療箇所を

求めないこと、原因に因らず症状の改善を目的とすることが特徴である。治療回数

も数回と少なく、比較的効果が短期間で症状の改善がみられることから、日常の臨

床に役立つ治療法と言えよう。 
 一般の鍼灸師のみならず、学生にも参考にして頂きたい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



第 22 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部 

学術集会実行委員会名簿 

 
学   会   長      後藤 修司 
支部運営委員長     小川  卓良    
支部学術集会会長    内田 輝和 （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  宇都宮信博 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部副支部長 
実行委員長         宗岡 俊弘 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術委員 
実行副委員長        重村 周正 （社）全日本鍼灸学会会員 
総務委員長          藤原 秀雄 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術委員 
学術委員長          大町 成人 （社）全日本鍼灸学会会員 
会     計          松本 満雄 （社）全日本鍼灸学会会員 
財 務 局 長         市村由美子 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部事務局長 
大 会 監 事         矢野  忠  （社）全日本鍼灸学会監事 
大 会 監 事         宮本 利和 （社）全日本鍼灸学会監事 
大 会 監 事         谷口 正昭 （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      植田 信夫 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      国澤 光陽 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      中尾 忠勝 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      石破 伸宥 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      佐々木 勝 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      宇都宮信博 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
運営委員      山田 喜吉 （社）全日本鍼灸学会 学術委員 
 
実行委員 （岡山）山口 大輔・鈴木 理博・多田 理恵 

(山口)重村 周正・梅田孝次郎・古川 敏夫・塚本二三男・今井 弘子 

立畠 好人・浜田 義信・橋本かつ代・濱野 幸子・河野 素道 

藤本幸太郎・小澤 由佳・松本 満雄・筒井 茂明・小杉 純子 

 

（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 内田 輝和 

中国四国支部学術委員 宇都宮信博（愛媛）・植田 信夫（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） 

山田 喜吉（徳島）・国澤 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 

 

武田 伸一(広島)・日浅 早人(愛媛)・筒井 茂明(山口)・鈴木 理博（岡山） 
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第 22 回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会 

実行委員役割表 

 

受付 

    予約受付  安達 勇人 
    当日受付  浜田 義信・筒井 数明 

 

認定委員会PC受付  筒井 茂明(山口)・武田 伸一(広島) 

 （タッチ＆ゴー）    日浅 早人(愛媛)・鈴木 理博（岡山） 
 

抄録担当  古川 敏夫 

会計担当    松本 満雄 

 

会場 

    演者誘導    塚本二三男・三吉 宏之  

    音響担当    中島 徹・野華 哲平 
   照明担当   藤本幸太郎・藤田 智己 
    記録担当   梅田孝次郎・立畠 好人・大下 俊博 
    実技準備    宗岡 俊弘 
 
進行 

    司会進行    濱野 幸子・橋本かつ代 

    タイム係      小杉 純子 

アナウス係  濱野 幸子・橋本かつ代 
スライド係  河野 素道・山口 大輔・大町 成人・多田 理恵 
             大下 俊博 

接待 

接待係    今井弘子・小澤由佳 
 

懇親会 

   総合司会  重村 周正・松本 満雄・筒井 茂明・古川 敏夫 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

社団法人 全日本鍼灸学会 

 支部運営委員会規程 

  
【 目 的 】 
第１条 支部運営委員会（以下委員会と称する）は支部の設置に関すること、支部

における学術活動の計画と実行を行う。 
2 委員会は地域の会員のみならず本学会の全会員に支部学術活動の広報を
行い、総ての会員が平等に支部学術活動の恩恵を得られるよう努めなけれ

ばならない。 
 
【 構 成 】 
第２条 委員会は副会長、組織部長、学術部長、広報部長、各支部長と理事会で選

任された委員及び事務局長で構成される。   
 
【 委員長 】 
第３条 委員長は管理部門担当副会長とし委員会を統括する。 

2.委員長は次年度支部学術活動計画を理事会に報告し承認を得なければな
らない。 
3.委員長は支部学術活動の実施状況を理事会に報告し承認を得なければな
らない。 
4.委員長は理事会の命を受け支部設置に関する審議を行う。 

 
【 支部運営委員 】 
第４条 支部運営委員は、全ての支部の活動が円滑に行われるように勤める 

2.支部長である支部運営委員は当該支部学術活動の計画及び実行を行う。 
3.支部長は支部の次年度学術活動計画を委員会に報告し、承認を得なけれ
ばならない。 

4.支部長は支部学術活動の実施状況を委員会に報告し、承認を得なければ
ならない。 

 
【 支部学術委員 】 
第５条 委員長は支部学術委員を任命することが出来る。 

 2.支部学術委員は以下で構成する 
(1) 支部運営委員から推薦された学術委員 
(2) 委員会で推薦された学術委員 

 
【 支部学術委員会 】 
第６条 各支部で支部学術委員会を編成することが出来る。 

2.支部学術委員会の委員長は各地域の支部運営委員（支部長）とする。 
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3.支部長は任命された支部学術委員で支部学術委員会を構成する 
4.支部学術委員会はそれぞれの地域での支部学術活動の運営を行う。 
5.支部学術委員会は認定委員会の事業に協力しなければならない。 

 
【 支部学術活動 】 
第７条 支部の学術活動は以下を行わなければならない。 
   (1) 支部学術集会 
   (2) 支部認定講習会 
   (3) 支部内の各地域（都道府県単位に準じる）における地域認定講習会 
  ２ その他、委員会において認められた支部学術活動 
  ３ 理事会により要請された(社)全日本鍼灸学会学術大会の開催 
 
【 広報活動 】 
第８条 支部運営委員会は学会誌、学会ホームページその他の媒体を利用し全会員

に対して支部学術活動の広報を行なわなければならない。 
 
第９条 委員会は定例委員会と臨時委員会を開催する。 

2.定例委員会は原則として理事会開催日と同じ日に開催する。 
3.臨時委員会は委員長が必要と認めたときに開催する。 

 
第１０条 この規定は、学会理事会の議決を得て、変更することができる。 
 
（付 則） 
１．この支部運営委員会規定は、平成２０年６月１日より施行する。 
２．平成２０年７月４日に持ち回り理事会で承認され一部修正。 
３．平成２１年２月１日理事会議決により一部改正。 
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（社）全日本鍼灸学会中国四国支部管内 

  平成 21年度事業（認定講座一覧） 
開催責任者 （社）全日本鍼灸学会中国四国支部長 内田輝和 

 

 

岡山県学術委員会担当 B・B 講座（事業終了） 

日 時 平成 21 年 7 月 26 日(日)  

会 場 朝日医療専門学校 岡山校 

〒700-0028 岡山市北区絵図町 1-40 
TEL(086)214-5214  FAX(086)214-5233 

   支部認定講習会 B 講座 『膝の傷害』        

      朝日医療専門学校岡山校 講師  山口大輔 

支部認定講習会 B 講座 『歯周病とマッサージ効果』 
 朝日医療専門学校岡山校 校長  渡邊達夫 

ポイント数： 1点（B講座）×2講座 
連絡先 岡山県鍼灸医学会事務局 

〒700-0015 岡山市北区京山 1-3-13 TEL（086)252-1976 
              E-mail fwny8916@mb.infoweb.ne.jp
 

 

香川県学術委員会担当 A・B・B講座 
日 時 平成 21年 11月 1日(日) 
会 場 ユープラザうたづ 1Ｆ 

香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁 88番地 
TEL(0877)49-8020(代表) 

支部認定講習会 A講座 『肩痛を起こす疾患について』 
四国医療専門学校 校長 乗松 尋道 

支部認定講習会 B講座 『スポーツ選手に対する姿勢・身体バランス』 
 (社) 全日本鍼灸学会 学術副部長 小松秀人 

支部認定講習会 B講座 『スポーツ種目の特性から分る動作分析による鍼灸臨床』 
  (社) 全日本鍼灸学会 学術副部長 小松秀人 

ポイント数： 2点（A講座）+1点（B講座）＋1点（B講座） 
連絡先 香川県鍼灸医学会 

〒760-0066 高松市福岡町 3-24-7 佐々木 勝 
TEL (087)821-6041  E-mail stnjmdr9948@me.pikara 

 
 
愛媛県学術委員会担当 Ａ・B講座 
日 時 平成 21年 12月 13日(日)  
会 場 愛媛県視聴覚センター 
     松山市本町 6-11-5 TEL 089-923-9093  

   支部認定講習会 A講座 『症例から学ぶ悪性腫瘍の鑑別方法-2』 
森ノ宮医療大学 客員教授 小川卓良 

mailto:fwny8916@mb.infoweb.ne.jp


 - 30 -

支部認定講習会 B講座 『糖尿病・うつ病・癌の鍼灸臨床』 
森ノ宮医療大学客員教授 小川卓良 

ポイント数： 2点（A講座）+1点（B講座） 
連絡先 愛媛県鍼灸医学会事務局 

〒797-00015  愛媛県西予市宇和町卯之町 2-176-2  
TEL（0894)62-4970  FAX(0894)62-2235 

           E-mail  cosmic-nobu-shinkyu@pure.ocn.ne.jp
 
 
岡山県学術委員会担当 B・A・B講座 

日 時 平成 22年 2月 21日(日) 
会 場 朝日医療専門学校 岡山校 

〒700-0028 岡山市北区絵図町 1-40 
TEL(086)214-5214  FAX(086)214-5233 

  支部認定講習会 B講座 『冷え性』            
 朝日医療専門学校岡山校 講師 伊ヶ崎克己 

    支部認定講習会 A講座 『レディース（美容）鍼灸』 
       筑波技術大学保健科学部保健学科 鍼灸学専攻教授 形井秀一 

  支部認定講習会 B講座 『ヘルペス後神経痛』 
松井皮膚科 院長 松井浩明 

ポイント数： 1点（B講座）＋2点（A講座）+1点（B講座） 
連絡先 岡山県鍼灸医学会事務局 

〒700-0015 岡山市北区京山 1-3-13  
TEL（086)252-1976  E-mail fwny8916@mb.infoweb.ne.jp
 

 
第 22回 (社)全日本鍼灸学会 中国四国支部学術集会 (山口大会) 
 
開催日時 平成 21年 11月 22日（日）・23日（月） 
開催場所 国際ホテル宇部 〒755-0047 山口県宇部市島 1丁目 7-1 
名   称  第 22回（社）全日本鍼灸学会中国四国支部学術集会（山口大会） 
開催責任者 山口県運営委員長 宗岡俊弘 
責任者住所 〒755-0032 山口県宇部市寿町 2-3-24  TEL(0836)33-3060    
ポイント数： ５点 （参加点数） 
大会プログラム   
 
抄録集を参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cosmic-nobu-shinkyu@pure.ocn.ne.jp
mailto:fwny8916@mb.infoweb.ne.jp
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――――――――――――――――― 参 考 ――――――――――――――― 

 
鳥取鍼灸医術研究会担当 Ｃ講座（講座終了） 
日  時 平成 21 年７月５日(日)  

会  場 米子市福祉保健総合センター ふれあいの里 

        米子市錦町１丁目 139－3  

 支部認定講習会 C講座 『認知症』 
鳥取大学医学部保健学科 生体制御学教授 浦上克哉 

ポイント数： 1点（C講座）×1講座 
連絡先：鳥取鍼灸医術研究会事務局 

〒680-0062 鳥取市吉方町 2丁目 121 石破 伸宥 

TEL･FAX(0857)22-7537 E-mail kanpouin@do9.enjoy.ne.jp

 

山口県鍼灸医学会担当 Ｃ・C講座 
日  時 平成 21年 10月 18日(日) 
支部認定講習会 C講座  
第一講座 『遣唐使並びに宗代の留学僧の持ち帰ったもの』『留学僧の鞄の中味』 

日本オリエント学会理事 杉山二郎 
会  場 国際ホテル宇部 

〒755-0047 山口県宇部市島 1丁目 7－1  
TEL(0836)32-2323  FAX(0836)32-2316  

支部認定講習会 C講座 
第二講座 『水銀処理における当時の技術問題」『大仏建立における公害問題』 

日本オリエント学会理事 杉山二郎 
会  場 長登銅山文化交流館 

美祢市美東町長登 610番 
TEL(08396)2-0055 

ポイント数： 1点（C講座）×2講座 
連絡先  山口県鍼灸医学会事務局 

〒755-0032 宇部市寿町 2-3-24 伊藤回生堂ビル 
TEL/FAX (0836)33－3060 E-mail  muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp

 
 

 
 
 

―――――――― 展示協賛会社 ―――――――――― 

 

㈱チュウオー ・ ダイヤ工業㈱ ・ ㈱ファロス・大宝医科工業㈱ 

㈱タフリーインターナショナル・朝日医療専門学校 

mailto:kanpouin@do9.enjoy.ne.jp
mailto:muneoka89@lagoon.ocn.ne.jp

