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会長挨拶
公益社団法人

埼玉県鍼灸マッサージ師会

会長

尾野

彰

らに求められていることだと考えられます。

会員の皆 様 方には、当会 事 業 活 動に対し

さらに、あはき療 養 費 受 領 委 任 制 度の施

ご理解ご協力を頂き感謝申し上げます。

行が 承 認され、
１０月より実 施されることと

平成３０年は、私たちの業界にとって大き

なりました。
この改正は特に患者様の利便性

な変化の年となります。
まず、特別養護老人ホームやデイサービス

を高める制 度 設 計であり、高 齢 者の人口が

などに配 置する機 能 訓 練 指 導員について、

急 激に増 加する中、地 域 社 会の担い手とし

一 定の実 務 経 験を持つはり師・きゅう師が

て県民に良質な医療として普及、浸透できる

担うことを認める方針を正式に決定し、本年

絶好の機会であると考えられます。

４月１日より施行されました。
この改正は、事

当県師会も他職種の会と連携をさらに深

業者が幅広い人材を採用できるようにし、機

め、県 民の皆 様の健 康を守っていく事を使

能訓練指導員の量的な確保につなげること

命とし、会 員 一 丸となって 活 動していきま

が狙いであり、私たち鍼灸あん摩マッサージ

しょう。

師が地域社会で大きな役割を担うことがさ
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痛みはどこからやってくる？
どんな人でも健康な人なら、怪我や病気等で痛

副会長

長嶺

芳文

伝わりここで初めて痛みを感じるのです。

みを感じた事があるかと思います（痛みを感じな

しかし、何も打つけた覚えが無いのに痛みを感

い病気もあります）。
タンスの角に足の先をぶつけ

じる事があると思います。痛みは様々な種類があり

るなどして、
目から火が出るような思いをした経験

ますが、
その中の一つに慢性痛というものがありま

はありませんか？そんな時、
とにかく足を摩ったり

す。
この痛みの原因は全て解明されていませんが、

握ったりしながら、痛みが治まるのをじっと待ち続

ストレスが多くなるにつれて増幅する事が分かっ

けけるものです。
この時、痛いのは足なのですが、

ています。脳が緊張状態になると、脳機能が混乱

痛みを感じているのは実は脳なのです。
どういう事

するようです。

かといいますと、皮膚で受けた刺激は末梢の知覚

日常的にストレスが多いと感じる方は、時々リラ

神経を通り、背骨の中にある脊髄という神経の束

ックスタイムを設ける事も大切なようです。

に移動、
さらに脊髄を上方に向かって行き、脳に

上海旅行記

副会長

岩本

賀奈夫

平成30年6月12日〜16日、3泊5日で中国の上

対して、人口は2,400万人（埼玉県の約3.4倍）
な

海へ行きました。何故3泊5日かというと、行きは2：

のです。都市部は何処へ行っても渋滞だらけで、

45羽田発を14：45と、帰りは1：10浦東発を13：

ひどい所では20分で行ける所を2時間もかかる事

10と思い込み、
キャンセルの効かない格安チケッ

があるそうです。

トの予約を取ってしまったのです。
なんとも間抜け

街並みは高層ビル・高層住宅が建並び、
それが

でお恥ずかしい限りです。

ずっと続いているのです。高層建物の数も日本と

上海も梅雨に入っていたそうですが、
日頃の行

は比べ物になりません。
ですから、水が出なくなる

いの良い私は雨に降られるどころか全日程、晴天

ことは珍しいことではないようです。

でした。晴天といっても、
うっすら曇った感じがある

水も空気と同じく汚く、現地の人も水道水は飲

のは、やはり空気が汚いからだそうです。
それもそ

まないそうです。歯磨きも水道水は使わない方が

のはず、車の数が違います。

良いと言われたので、ペットボトルの水を使いまし

上海の面積6,340k㎡（埼玉県の約1.7倍）
に

た。
どのお店のメニューにもサラダはありませんで
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したが、生野菜も水道水で洗っていたら危ないの

んだので男性の施術者でした。

でベジタリアンの私にとってサラダを食べられな

まず始めに、椅子に座ったまま、丸い桶に張っ

いのは辛かったです。やはり中華料理ですから、野

たお湯に膝から下をつけながら、頚・肩部の施術

菜だろうが肉だろうが『油・油・油…』私にとっては

を5分程受け、
ソファーに座りなおし膝から下の足

少し苦痛でした。
しかし、小龍包・フカヒレスープ・

マッサージを受けました。25分程過ぎると今度は

餃子・春巻はとても美味しかったです。

2階の部屋へ案内され、
そこにはベッドが4台あり

さて、本業のあん摩マッサージ・鍼灸ですが、全

ました。終始、伏臥位での施術でした。割と肘を使

て受けてみたかったのですが諸事情によりあん摩

った施術が多かった気がします。
それが私には合

マッサージのみ受けてきました。

っていて気持ちよかったです。観光で歩き疲れた

古い格式のありそうな２階建ての建物の玄関を

身体はリフレッシュし、時間も夕方5時になってい

入り、色々なコースの中から
【 30分足マッサージ

たので上海を満喫しに夜の街へと出掛けて行きま

＋60分全身マッサージ 】
を選びました。治療院の

した。

中には案内人の男性が2人、受付の女性が1人、
施術者とは別にいました。施術者は何人いたのか

最後になりますが、上海は世界有数の国際都

わかりませんが、私達は4人で同時に受け、
その他

市で色んな意味でスケールが大きく、東京でも敵

にも患者さんは3〜4人が同時間帯に受けていた

いません。敵うことと言えば、
マナーの良さ、空気と

ので、7〜8人はいたと思います。
そのうち半分は視

水でしょうか？？是非一度、上海へ遊びに行って

覚に障害をお持ちの方でした。私は強圧希望と頼

はいかがでしょうか。
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脂肪のとり過ぎに注意しましょう

総務部長

山岸

克也

心筋梗塞や脳梗塞は血が固まって出来る血栓

る粘り成分ムチンは動脈硬化予防や血栓を溶か

が血管に詰まることで起こるため、生活習慣病の

す効果もあるといわれているので、
日頃からたくさ

なかでも高コレステロール血症ととても深く関係し

んに食べましょう。

ています。
コレステロールの上 昇を抑えるために

食べ過ぎを防ぐためには、食事は急がず、ゆっく

は、脂肪のとり過ぎに注意し、調理の仕方に気を

りとよく噛んで味わうことで満足感が得られ、摂取

付けることも重要になってきます。
どうしても揚げ

エネルギー量を減らすことが出来ます。一口 30 回

物を食べたくなったら片栗 粉をまぶした竜田揚

を目安に噛んで食べましょう。

げ、油を吸いにくい食材であれば素揚げにして食

以上のことは、知っている方も多いとは思います

べましょう。
スナック菓子などの食べ過ぎはもって

が、
日頃、実行するのがなかなか難しいのです。何

のほかです。
もちろん糖尿病の方も脂肪のとり過

かの病気にならないと実行に移せないのが現実

ぎに十分に注意しましょう。動脈硬化や血栓の予

です。少しでもいいので食事の内容を変えてみまし

防という意味では、納豆やオクラなどに含まれてい

ょう。

ツボのお話し

学術・事業部長

内関（ないかん）

髙野

広行

ありますが、特に痛さやだるさの感じるほうを主
に刺激します。押し方は指で押し込むように数回

旅行に行きたいけど乗り物酔いが心配・・・

押しても良いですし、つまようじの根元を使ってツ

そんな方も多いと思います。

ンツンするのも良いでしょう。バス旅行など長時

そんな時に効くのが、内関です。内関は、乗り物

間にわたる場合はツボの位置に米粒をばんそう

酔いによる吐き気を抑えたり予防したりするのに

こうなどで張っても良いかもしれません。

有名なツボです。胃の不快な症状を抑えてくれる
ためつわりの時なども良く利 用されています。
ま
た、自律神経を整える効果も期待できるため、天
候不順でなんとなく調子が悪い、ストレスが多く
てよく眠れないなど利用範囲の多いツボです。
ま
た、近年ではヴァーチャルリアリティーのゲームな
どが増え、
プレイ中に気分の悪くなる方も多いよ
うですがこういった症状にもよく効きます。
ツボの位置は手首の内側にあるしわの真ん中

内関

から、
ひじ方向に指３本分離れたあたりに、響くよ
うな感覚があれば、
そこが内関です。左右の腕に
4

ランニングのすすめ

スポーツセラピー部長

健康のために気軽に始められるスポーツとして、

戸田

賢

ここで、
これから始めようとする方に簡単にポイ

世代を問わず大人気のランニング。

ントを紹介します。

我が埼玉県でも１１月２５日
「小江戸川越ハー

①いきなり走らない…まずは体づくりからはじめま

フマラソン」、
１２月９日
「さいたま国際マラソン」が

しょう。毎日の生活の中でできることはたくさん

開催されます。当会では両大会共にマラソン完走

あります。例えば極力階段を使う。
ひとつ手前の

者に疲れた身体を少しでも回復してもらえるよう

駅で降りて歩く

無料マッサージを提供させてもらいますので、皆さ

②体が動くことに慣れてきたらいよいよ走ってみま

んのお越しをお待ちしています。

しょう。

ところで平日夜や休日ともなれば大きな公園の

ランニングに慣れていない人が走り出すとつい

周りや川沿い等で走っている方を多く見かけます。

つい頑張ってしまいます。

このように誰もが気軽に始められるランニング

最初は歩き→ジョギング→歩き ここでは走る

ですが 反 面、体 への負担は意 外と高く痛みやケ

速度はゆっくりであくまでも体が気持ちよいと

ガ、故障…といったトラブルに見舞われやすいのも

感じる速度にしてください。呼吸が苦しくなった

事実です。

り筋肉が痛くなったらすぐ歩くか終了して下さ

私もジョギングを始めて６年ですが定期的に大

い。

会に出場しています。
ちなみに昨年、一昨年は「さ

③体の変化を感じよう

いたま国際マラソン」
を完走しました。

走り始めるとお腹がへっこんで体形が若いころ

悩んでいたりクヨクヨしていても走っているうち

に近づいたり、食事が美味しく感じたりします。

に悩んでいることが馬鹿馬鹿しくなり走り終わっ

（食べすぎには注意）

たときにはスッキリするこがあります。
また、身体も

体重・体脂肪等を図り減っていると嬉しくなるも

汗をかいて気持ちよくなります。私の治療院にも多

のです。

くのランナーが来ますが皆さん、
ストレス発散でき

④時間を決めて定期的にランニング（ウォーキン

ているせいか前向きで素敵な方が多いように感じ

グ）
を始めましょう。

ます。

週１回でも３回でも構いません。大切なのは無

ランニングが心身の健康作りの役に立つのは間

理のない範囲で定期的に続けることです。
（ゆっ

違いないのですが、走り方や靴の選び方が間違っ

くりの速度で３ｋｍ位から）

ていたり、
ランニング前後のボディケアができてい

⑤お気に入りのコースを作ろう

なかったりするせいで、
ケガ・故障をしてしまう人も

快適に走るためには自分のお気に入りのコース

多くいます。
また、疲れを残さない、
あるいは素早く

をつくるのが続けていくコツです。

回復したい、
そう感じている人も多いかもしれませ

例えば、川沿いの景色の良いコース
（季節の花

ん。
そのような時は近くにある鍼灸マッサージ治療

なども楽しめます）、美味しいレストランに立ち

院にてお気軽にご相談下さい。

寄りランチする。等です。
続きは次回にまた紹介します。
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二日酔いのツボ

視覚障害部長

ビールのおいしい季節仕事の後、風呂上がり汗

栗谷川

雅人

飲食で、
おなかいっぱいは楽しいですが、同席の

をかいた後のキンキンに冷えたビールは最高です

仲間とのおしゃべりで心いっぱいが良いですね。

ね。
まさに、
「こ の 1 杯 の た め に 人 生 が ある の

くれぐれも飲みすぎには気を付けましょう。

じゃ」
って思います。特に、
ワインや日本酒などの醸
造酒は二日酔いになりやすいものです。
二日酔いの予防としては、
お酒と同量の水を飲
むのが良いです。
なぜなら、
アルコールの分解には
多量の水が必要だからです。
不幸にして二日酔いになってしまったら特効穴
の
「魚際（ぎょさい）」手のひら親指の付け根、写真
の印の所を、軽い痛みが出るくらい圧迫しましょ
う。
合わせて水分摂取、
しじみのみそ汁に含まれる
オルニチンで肝臓に栄養を与え、果物の柿でビタ
ミン、
ミネラルを補給しましょう。
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マッサージと軽い運動で元気で長生き その5
入間支部長

岡内

藤雄

今 ま で、チ ェ ア ー エ ク サ サ イ ズ（Chair

て、腰を曲げながらようやく治療室に入って来られ

Exercise) について書いてきましたが、今回から

た患者さんが、帰る時には「あれ、痛くない！！」
と

は、
マッサージについて書いていきたい。
とは言っ

驚きながら治療室をあとにする。
このような例は、

ても、
マッサージについてとなると、幅広く、
また深

よく経験する所です。

い。学問的な事も踏まえれば、浅学な私には書き

そうです。私たちの体には、優しく触れられたり、

きる事は困難である。

さすってもらう事によって、癒される部分が、確か

そこで、
みなさんが普段疑問に思っている事や、
こ

に存在するのです。

こが知りたいという所を中心にまとめてみました。

マッサージはこの「手当て」から発展し、相手に触

そこで、次のような項目をかかげてみました。

れる事によって癒しを行う分野なのです。
（ 詳しく

1. 今、
なぜマッサージなの？

は次回に述べます。）

2. マッサージの起りと歴史

現 代 社 会はパソコンを代 表とするコンピュー

3. マッサージって改めて考えてみる時、
どういう治

ターの時代。
ロボットの登場。最近では、人工知能

療なの？

の実用化など。人と人との関わり合いより、人と機

4. マッサージの効果について

械との関わりが、
より強まり、重んじられるように

5. 今、深 刻 な 問 題 に な って き て い る、ロコ モ

なってきています。人と人との人間性豊かな温か

（Locomo･Tive･Syndorome）
について

いふれあいが、希薄になりがちです。

以上のような内容で書いていきます。

多方においては、
グローバル化の傾向はますま
す強まり、成 果 主 義・能力主 義が叫ばれ、多くの

1. 今、
なぜマッサージなの？

人々は疲労とストレスの中にいます。

痛みやこり、疲労や体調不良に対し、現在さま

このような背景のもとに
「心の時代」が叫ばれる

ざまな物理療法が行われています。電気治療・光

のも当然の事です。人々は、心のどこかで優しさ・

線治療･温熱療法、
そしてさまざまな器具を用いて

温かさを持つふれあいを求めています。
自然への

の治療。

あこがれ、素朴な物への懐かしさを求めています。

このように、競いたつ多くの治 療 法に対し、マッ

手作りの味がもてはやされ、
おふくろの味が恋しい

サージは「ここでいうマッサージとは、純然たる手

とあちらこちらの店を探している人も多いわけで

を用いてのマッサージである。」
どのような特徴を

す。

もち、
また存在感があるのでしょうか。

このような時代だからこそ機械・器具を用いな

治療の根本は、｢手当て」であるとよく言われて

い、機械・器具では味わえない、優しく温かい、人

います。幼い頃、おなかが痛い時、
あるいは夜寝苦

の手による癒しを人々は求めているのです。
この人

しい時、お母さんのあたたかい、やわらかな手で撫

の手による癒しや治療は、単に身体的なものばか

でてもらったりしているうちに、
いつしか痛みも遠

りではなく、心や魂にも響く治療なのです。

のき、
すやすやと寝てしまったという経験をお持ち
の方は多い事でしょう。熟練したマッサージ師に、

2. マッサージの起りと歴史

全身をもんでもらった後、
うそのように疲れが取

まず、
マッサージという語源はフランス語にある。

れ、生き返ったみたいだ。心の悩みも楽になった。

マッサ ー ジ（Massage)という語 の 成り立ちは、

と言いながら至福のため息をつく患者さん。
そし

Massとage から出来たとされている。
7

Mass は、
ギリシャ語の Massein( 揉む）、
アラビア

れ、生理学的実験も行われるようになり、
マッサー

語の Massまたは Mash( 和らげる）
（ 軽く押す ) 等

ジの研究も正しい基礎医学の知識に基づいて進

からきており、接尾語 age には
（動作）の意味があ

められるようになる。

る。
マッサージは、近代フランスから世界に広がっ

当時の外 科 医、
フランスのアンブロイス, パレ

たと考えられている。

（Ambrooise,Pare）
（ 1510 〜 1590）は 急 増 す

このマッサージは「手当て」
として人間が、
この

る戦傷者の治療などを行い、広く外科領域にマッ

地上に現れた時よりごく自然に本能的に身に付け

サージを活用し、
その効果を科学的な視点で検討

ていた最も自然な治療法である。痛いところがあ

した。

れば、手を当て、撫でたり、押したりした。
また、冷

その 後、イギリスのトー マス，シ ー デ ンハ ム

えてかじかんだ指をこすったり、揉んだりした事で

（Thomas,Sydenham）
（ 1624 〜 1689）
は大い

あろう。
これらは、人間が生物である以上、現代で

に医療にマッサージの実践を取り入れ、
ドイツの

もこれからも変わらないわけである。

フレデリック，ホフマン（Frederick,Hoﬀmann）

この手当ての技法は、長い間の経験と工夫が重

（1660 〜 1742）の業 績もあって、
マッサージの

ねられ、やがて職業医師が現れる頃になると、他

医学的治験が次第に蓄積されていった。

の物理療法の起源（あたためる･冷やす・日光浴・

次回は、
日本において大きな影響を与えたヨー

温泉）
と同様に、医療の意味をもって行われるよう

ロッパの 19 世 紀から20 世 紀 初 頭におけるマッ

になった。

サージの研 究について、
また、
日本におけるマッ

古代になると世界各地の文明圏に残された書

サージ導入について書いていきたい。
この続きは

物や歴史的資料から、
マッサージが当時の医療の

下半期以降に書きます。

一手段として行われていた事を知る事が出来る。
東洋では、中国最古の医書である
「黄帝内経」
やインドのアーユルヴェーダ（Ayurveda) などに
手技に対する記述があり、西洋ではギリシャのヒ
ポクラテス
（Hipokuratesu)（紀元前 460 年〜紀
元前 377 年）、
ローマのガレノス
（Garenosu)（西
暦 129 年〜 217 年）がマッサージに対する記録
を残している。
医学の父と言われたヒポクラテスは、肩関節の
脱臼の整復法に関する記述の中で、
「 患部を優し
く穏やかにマッサージする事が重要である。医者
として大切な事は、多くの技術を学び実践・経験
を積む事であるが、
マッサージもその一つである。
まず、柔らかな手で患部を十分にマッサージした
後で、優しく痛みが出ないように愛護的に関節を
動かしてやる事が大切である。」
と述べている。
ルネッサンス時 代になると、人 体 解 剖 が 行わ
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人の身体は
『動態保存』
で
皆さんは全国各地で蒸気機関車 (SL) が走って

上尾支部長 秋山

喜和

それとは別に使われなくなった後もずっと整備

いるのをご存知でしょうか？

を続けていつでも動かせる状態で保存している博

昔は鉄道の動力は蒸気が当たり前でしたが大

物館や私鉄があります。
これを
『動態保存』
と言い

都市圏から電化により電車、地方の非電化区間

ます。

はディーゼルエンジンに取って代わり昭和 50 年

やはりココも人間と似ていますね。

頃には姿を消してしまいました。

普段から身体の疲れを取るメンテナンスを行

それが現在は地方の JR や私鉄が観光の目玉と

い、病気や怪我の予防をしていれば自身が辛い思

して運行を開始し、町おこしの一手を担っている

いをしなくて済むが、何もせず放っておけば悪化し

のです。

て良くなるまでには時間も費用も…。

蒸気機関車は昔懐かしというだけでなく蒸気が

埼玉県内も秩父鉄道により熊谷ー三峰口間に

シュー！シュー！と音を立てている様子はまるで生

運行されています。

き物のような感じと言いましょうか人間臭さに愛

多くの人に愛される蒸気機関車の周辺は乗客

着がわく人も多いのでしょう。

だけでなく、沿線の人々も互いに手を振ったり、写

もちろん蒸気機関車を動かすという事は簡単で

真を撮影したり笑顔でいっぱいですよ。

はありません。
運転も大変な事ですが、
そもそも戦前から戦中

余談ですが・・・秩父鉄道の SL はパレオエクス

に製造され 70 年も80 年も前の車輌です。

プレスという愛称が付いていますが、ずっと女性が

それがどのように保存されていたかにもよって

腰に巻いたりするパレオだと思っていたんです。
そ

走れる状態にするまでの苦労が違って来ます。

れがつい先日、秩父に行ったときに地元からパレ

多くの場 合は長い年月の間、動かす事なく公

オパラドキシアの化石が発掘されいる事を知り、

園、駅前、学校に保存されていたものです。
これを

そっちのパレオかい !!!!! って心の中で一人ツッコ

『静態保存』
と言います。

ミを入れた次第です。

それを整備して、走れるようにした事は一筋縄
ではいかないと容易に想像出来ますね。時間も費
用も膨大です。

9

平成30年度 生涯研修会開催予定表
学術部長 高野

広行

学術部では、
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資質および技術の向上を促進し、国民の健康
に寄与することを目的として、下記の通り研修会を予定しております。会員外の方、学生の方もご参加いただ
けますので、是非お申込みください。
お申込み、詳しい詳細はＨＰまたは事務局まで。
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会員の皆様への依頼事項
※ 互助会券についてお願い
埼玉県市町村職員互助会券について契約事項があります。
①各月ごとに末日で締め切り、翌月 5 日までに提出して下さい。
（5 日以降に届いた券はいかなる理由があっても受付することが 出来ませんので、お返
しさせて頂きます。）
例：5 月施術分→6 月 5 日必着
例：6 月施術分→7 月 5 日必着
②提出の際、メモ用紙に枚数・支部名・氏名を記入して提出して下さい。
③記入漏れのない様、お願いします。
教職員互助会券・県職員互助会券について不備が指摘されています。
①有効期限は 3 月 31 日です。提出が遅れる場合は 4 月 3 日までにお手元の枚数を必ず事務
所に連絡下さい。
（4 月 3 日午前以降に連絡なく事務所に届いた券は、いかなる理由があっても受付するこ
とが出来ませんので、お返しさせて頂きます。）
②提出の際、メモ用紙に枚数・支部名・氏名を記入して提出して下さい。
③施術年月日を必ず記入して下さい。
④毎月請求が出来ますので、お手元に溜めず事務所に提出して下さい。
⑤互助会券の取り扱いを希望しない方は、次年度の名簿より削除しますので事務所まで連
絡下さい。

※ 埼鍼師会会館の開館・閉館のご案内
開館時間： 平日９時より午後５時まで。電話での対応も同じです。
閉 館 日： 土日・祝祭日・夏季休暇（8 月 11 日〜 15 日）
・
年末年始（１２月２９日〜 １月４日）
曜日その他の関係で多少の変動がありますのでご了承下さい。

ちょっといい話 募集します
“ちょっといい話”を募集しています。
先生方が、鍼灸師・マッサージ師として治療し心を動かされた
体験・経験等を教えてください。内容は選考の上、
すこやかに掲載します。
手紙でもメールでも構いません。

応
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