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宮鍼会報 
2016.9.30.  NO.003 



就任挨拶    会長  稲井 一吉               

 

今年４月の総会で新たに会長に就任をいたしました。創立以来 

６６年の歴史あるこの会の代表となり、今その重責に身が引き締 

まる思いでいっぱいです。これまで前任の樋口先生が築いていた 

だいた実績を汚さぬよう踏襲しつつ、私が青年部の頃から心がけ 

ている「進取と改革」の姿勢で、さらに新しいものを積み上げて 

いく所存です。 

  さて、鍼灸業界を取り巻く環境は以前から大変厳しいものがあ 

り、山積するいろんな問題に取り組まなくてはなりませんが、私はこの宮鍼会に対するスローガンを、「経済的に 

豊かな、そして心豊かな鍼灸師の会にする」と打ち立てました。 

このスローガンにある経済的な問題は急務と考えますが、これは鍼灸師だけでなく日本社会全体の問題です。 

以前、日本鍼灸師会でも「食える鍼灸師を増やす」と聞いたことがあります。それだけ資格は持っていても 

食えない鍼灸師が多いことを示しています。経済的に豊かになるかどうかは、その個人の努力によるところ 

は大きいのですが、会として今以上に各個人が発展できるための土壌づくりはできないか？を考えてみたい 

と思います。 

その一つの方策として、患者リピート率と鍼灸需要率の増加に焦点を当ててみます。詳細な数字やその手法に 

ついては紙面の関係上、次回に譲るとして、この課題について私が会長として、まず取り組むべき仕事と考えて 

います。 

その中で誰に一番リピート率を上げ、豊かになってもらいたいか？それは青年層の若い先生方です。若いうち 

はなかなか患者さんが来てくれません。また家庭を持てばそこにお金もかかります。今の時代、若い鍼灸師が鍼 

灸で生計を立てるのはかなり厳しいものと想像します。その意味で、青年部の活性化が重要ですし、青年部が活 

性化され経済的に潤えば、最終的には青年部だけではなく、会全体の底上げになるはずです。 

もう一つの重点事業としては、広報活動です。これは、内と外と両方の意味があります。内は、会員への情報 

提供です。限られた予算の中で、会報やホームーページを通じ、会員の皆様への情報発信をきっかけに、会の動 

きを理解してもらいたいことと、一人の会員として何ができるかを考えてもらいたいと思っています。 

外としては、鍼灸需要率を上げるため、当会が現在行っている公益事業を通じて積極的に鍼灸のことを一般県 

民に知ってもらう機会を創りPRすることにより、需要率を高める活動を継続的に進めて参ります。時間がかか 

るかもしれませんが、それもやがて経済的な豊かさへ波及するものと信じています。 

経済的な発展を目指しながらも、心の豊かさを常に忘れず意識できるよう、会員相互が励まし合える会をこれ 

から築いていきたいと思います。何卒、会員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう、今後ともよろしくお願い 

申し上げます。 

  



 

新理事 就任挨拶 

 

副会長・法人管理部長  今野 正弘 

公益移行後 3年目を迎え、公益法人としての活動計画が充実した内容になってまいりました。

これも会員の先生方のご理解の上と大変感謝しています。今年度より理事の先生方も若返り、ま

た一歩前へ進む事と期待しております。 

当会の会員数も、新規会員が少しずつではありますが増加傾向にあります。特に女性会員の入

会が目立ち、新しい形の宮鍼会が出来る事を期待しております。財政はいまだ逼迫しています

が、事業の縮小ではなく有効な会費の利用を考えております。会員の先生方のご意見など御座い

ましたら是非お聞かせ下さい。厳しいからこそ、会員の先生方の積極的なご協力がよりいっそう 

必要です。今後とも宜しくお願い致します。 

 

副会長・保健研修部長  小林 厳 

保健部長を担当して早 6年になりました。勉強しながら様々なことを覚えさせていただきまし

た。最近療養費の取り扱い件数が少しずつ増えています。お陰様で飯田先生が作られた審査会シ

ステムにより、審査会の審査時間と正確性がアップしました。それでも審査員の皆さんは毎回遅

くまで頑張っています。会員の中で療養費を取り扱っている先生がまだ少ないので、新たに療養

費の取り扱いを希望する先生がいらっしゃいましたら、保険請求の仕方を基本から教えますの

で、是非お声掛け下さい。よろしくお願いします。 

 

社会奉仕事業部長  阿部 千代人 

この度理事「社会奉仕事業部長」（スポーツ、高齢者、子育て）を 仰せつかりました 

阿部千代人です。 

樋口秀吉先生には長きにわたり会長職を務められ心より感謝と御礼を申し上げます。 

そして、稲井新会長が掲げる「若い鍼灸師が食べて行けるようにしたい」という目標。 

宮鍼会に入るとそのヒントが沢山ある！若い鍼灸師が入会したくなる！そんな魅力ある 

宮鍼会の舵取りに期待しております。 

私も宮鍼会発展のお役に立てますよう頑張りたいと思っております。戸惑う事ばかりではあり      

ますが会員皆様のご指導とご協力をお願い致します。  

 

公衆衛生・青年部長   三浦 秀隆 

公衆衛生事業部長並びに青年部長を仰せつかりました三浦です。 

今まで一会員として行事や集会に参加させていただいておりましたが、前理事の先生方から新

たに若い世代にバトンタッチされるということで、この度部長職を務めさせていただくこととな

りました。前理事の先生方が築き上げた宮鍼会の信頼を維持し、さらなる鍼灸の普及をめざして

いきたいと思う所存であります。皆様に教えを請うことや、不慣れな部分もたくさんあるかと思

いますが、お力添えをいただきたいと思っております。心機一転で全力を尽くす覚悟でおります

ので、今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 



 

 

相互扶助部長   髙橋 はるか 

今期より、理事を仰せつかりました、髙橋はるかと申します。 

微力ではありますが、私にできることがあればやらせて頂こうと思い、お受け致しました。異なる

業界での経験を活かし、新しい風になれるよう、また今までの土台の上に少しでも何かしら乗せら

れるように、これまでの良さを活かしつつ、新しいことにも目を向けていけたらと考えております。 

何かと不慣れな部分もありますので、会員の皆様のお力添え、ご協力を頂き、ご意見やご助言を頂

戴できましたら幸いです。鍼灸師としても未熟な点が多々ありますが、会員の皆様と一緒に勉強し

ていきたいと考えております。よろしくお願い致します。 

 

 新委員紹介  

 

 

 

 

 

 

 

前田 由紀枝(総務) 西羅 美流(広報・普及) 澤口 史絵(広報・普及) 山内 俊彦(相互扶助)

  

新監事紹介 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

下條 静 

 

樋口 五郎（外部監事） 

 

 

皆様よろしくお願い致します！ 
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平成 28年 5月 8日に開催された第 26回

仙台国際ハーフマラソン大会にて、公益社

団法人宮城県鍼灸師会による救護ケアに参

加させていただき、現場での学びは今回で

3回目となります。 

 今年は 27名が出席して、設営準備後に公

益社団法人宮城県鍼灸師会前会長樋口秀吉

先生からスキルアップ研修として 

「スポーツ傷害」に関する御講義があり 

ました。それから今野正弘先生により 6 

床の診察台に各班 3名ほどに分担されて、

施術に臨むこととなりました。 

 一昨年の時は、赤門鍼灸柔整専門学校を卒業してはり師・きゅう師国家資格を取得したものの、卒業後に赤門鍼灸

柔整専門学校東洋療法教育専攻科へ入学して実際の患者様への臨床経験がなかったこともあり、極度の緊張感と無力

感がありました。しかしながら、次第に臨床経験と救護ケアを積み重ねて行くに従って落ち着いて患者様と向き合え

るようになり、今回も各班の絶妙なる人選に感心しております。急性の重症患者様には、樋口秀吉先生、賀川秀眞先

生、そして今野正弘先生が対応してくださり、万全の態勢で臨んでいます。ベテランの先生方の臨床から学ばさせて

いただくことが多く、毎回、新鮮かつ謙虚な心持ちとなります。初めて二人の女性とのチームとなりましたが、完走

記念品として参加者がお持ちの特大タオルを利用して、走行後の体が冷えないように配慮している点に、女性ならで

はの気遣いを感じました。チームワークも良く患者様へ接する姿に、日ごろ治療院での経験と心の姿勢が反映されて

いて勉強となりました。 

 これからも一日一日自己研鑽に努めて、生理学の基礎と経絡の基本を今一度復習し直して、スポーツ傷害のみなら

ず、いかなる臨床の現場にも対処し得るように、機会がありましたら常に救護ボランティアに参加させていただき自

分に向き合っていきたいと思います。 

（髙橋壽成 先生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/5/8  仙台国際ハーフマラソン 救護ケア活動報告 



 

 

5月 8日に行われた仙台国際ハーフマラソン

ですが、今回初めて参加させていただきまし

た。天気はとてもよかったのですがこの時期

ならではの強風で、選手たちは大変そうでし

た。今年は招待選手として高橋尚子選手や公

務員ランナーの川内選手など TV でよく目に

する方も多くみられ、その他テッドやダッフ

ィー等の着ぐるみ・ルパンなどの仮装で挑む

果敢な選手も登場し、沿道の子供も楽しんで

いる所がよく目にすることができました。 

大会開始時気温は 19 度と言っても日差し

も強く日射病や脱水症状で緊急搬送される方が少なくありませんでした。   

そんな中、競技後の選手のケアで多かったのはやはりこむら返りのような“有痛性筋痙攣”の方でした。原因とし

ては水分不足もありますが、競技後の静的ストレッチを十分に行なっていないことや急激に身体が冷えてしまう為に

発症していた例が多くありました。 

その他の症例もあったものの、このような場面の筋痙攣は少しのケアで防ぐことが出来るものでありながら、数多

くの競技選手が発症していました。このことを考えると、日々の臨床の中での自分自身の患者様への指導というもの

を再度反省すべきだと感じました。患者様には、話したとしても伝わっていない事の方が多いと理解しながらも、こ

ういった場面で患者様自身が理解し実践していけるような説明やサポートしていく事が大切だと改めて実感いたしま

した。当たり前の事ではあるものの、こういった場で再確認出来た事をとてもありがたく感じました。 

これからもこういった場に出来る限り参加し自らの成長に活かしていきたいと思います。 

この度はご指導、ご鞭撻いただきました先生や選手の皆様に深く感謝いたします。 

（山田 幸 先生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7月3日、大崎市美里町老健施設「いなほの里」鍼灸治療慰問事業を行い、四名で入所者15名、スタッフ

4 名を治療しました。皆さん大変喜んでおられました。しかし、個人的にいつも不満を感じていました。そ

れは、入所者の方々の不調は一度の治療での改善は中々難しいにも拘らず、慰問後のフォローが全く無いと

云う事です。次の治療はまた一年後です。私達は慰問によって鍼灸の良さを知って頂きましたが、その後一

年間ほったらかしなのです。責任を持ってその方々のご希望、ご要望にお応えする為には、保険の往療治療

で関わっていく事が大切と考えます。 

往療を始めたいけどノウハウが・・？とお考えの先生は是非次回の慰問事業にご参加下さい。 

特に若い先生方のご参加お待ちしております。 

                      社会奉仕事業部長 阿部千代人 

 

スキルアップ研修    7/10 エルパーク仙台 

高齢者福祉施設ケアボランティア   ７/3 美里町「いなほの里」  

子育て支援事業  5/26 多賀城市「つめ草保育園」              

＜小林厳先生による療養費取扱いの講義＞ ＜吉岡章先生による臨床実技講座＞ 

＜前田由紀枝先生による親子ふれあい教室＞ 

https://www.bing.com/images/search?q=%e8%80%81%e4%ba%ba%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&view=detailv2&qpvt=%e8%80%81%e4%ba%ba%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&id=D7122266FA7ED2B84B9E46CD70E4219567FAD08F&selectedIndex=31&ccid=JgyKqV%2bZ&simid=608053433368448140&thid=OIP.M260c8aa95f9988041c4269d2524f418ao0


 

 

 

 

 

 

8月6、7日に、宮城華僑華人連合会、宮城県鍼灸師会、赤門鍼灸柔整専門

学校三者で「北京中医薬大学臨床教授臨床実技講座」を開催しました。 

マッサージの講演をしていただいた王先生は、臨床に役立つ腰整復法を教

えて下さいました。鍼灸を講演された劉先生は、3０年以上の臨床経験を持ち、

素晴らしい講演の内容が参加者から大好評でした。 

また、7 日の午後からは宮城華僑華人連合会会長の候殿昌先生による県民

公開講座が行われ、約100名の参加者がありました。参加した 

皆さんは、候先生の漢方理論に基づく「食養」のお話を熱心に聴き 

入っていました。 

多くの皆さまの御尽力のもと、無事に講演会を終了できましたこと 

に深く感謝申し上げます。 

（保健研修部長 小林厳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月10日（日）、長年宮鍼会にご尽力され、

今年4月の総会をもって退任された、樋口秀吉

先生、佐藤英子先生、賀川秀真先生への「感謝

の会」が催されました。 

「感謝の会」の中では、3名の先生方のこれ

までの役員歴や功績などが紹介され、その後は

サプライズ企画に盛り上がり、終始和やかな雰

囲気で笑顔が溢れていました。 

樋口先生、佐藤先生、賀川先生、長い間、本

当にありがとうございました！ 

            （会長 稲井一吉）  

 

  

感謝の会  7/10  自然食彩おしか 

 

 

 

中医師による臨床実技講座 ＆ 県民公開講座 

8/6、7   赤門鍼灸柔整専門学校・国分町校舎  
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Q1. 開業または勤務地    

Q2. 卒業学校名     

Ｑ3. 趣味                                   

Q4. 宮鍼会に望むこと 

Ｑ5. 入会にあたりひと言！ 

  

ようこそ！宮鍼会へ♪ 

新入会員インタビュー

♪ 

 

青木久美子 

高橋博 

1. 名取市ゆりが丘の自宅で開業してます 

2. 赤門鍼灸柔整専門学校 

3. 登山、野草を楽しみながら、山を歩くのが好きです 

4. 入会したばかりなので、よろしくお願い致します 

5. いろいろアドバイスなど、いただけたら、嬉しいです。 

 

1. 仙台市青葉区鷺ヶ森2－20－17 はりきゅう処・楽庵 

2. 赤門鍼灸柔整専門学校 

3 .時々堤防釣り 

4. より実践的な診察法、治療法を勉強したいと思います。特に 

腰痛、肩凝り、膝疾患の治療法については毎年の定番として 

希望します。 

5. 若くない新人ですが、色々勉強させてください。 

よろしくお願いします。 

 

療養費適正化委員会の皆さん  

毎月、会員からの療養費請求書をチ

ェックして、各保険者への発送手続

きをして下さっている委員の皆さん

です。 

いつもありがとうございます！ 

左から山内先生、加藤先生、小林先生、北島先生、飯田先生 
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～これから風邪（かぜ）の季節～ 

 

皆さんの治療院に「風邪を引いて良くなってきたが咳が残って止まらない」と訴え来院する 

人が多いと思います。 

また、「自分でできることは」とか、「家でできることはありませんか」と質問されることは 

ありませんか。 

「咳込んでつらい」とか、「夜布団に入ると咳が出てなかなか寝付けない」人に咳止めとしてお勧め

しているのが「はちみつ大根」です。他にもいろいろとありますが多くは焼酎で抽出 

したものが多く、「はちみつ大根」ですと子供も抵抗少なく飲んでくれます。 

ただし、１歳児未満には、はちみつですので使用できません。 

「はちみつ大根」の作り方レシピを別印刷で会報に添付してありますので、待合室に貼って 

おくなり、コピーして患者さんに渡すと喜ばれますよ。 

「患者への対応」の一つとしてご利用ください。 

（ 筆者：樋口 秀吉 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新連載！会員リレーコラム 

    

・10月9～10日 第12回日本鍼灸師会全国大会 in福岡 

・11月3日 ひとめぼれマラソン（遠田郡美里町） 

・11月26日 青年部研修会（夕焼け麦酒園） 

・12月4日 スキルアップ研修（仙台市情報産業プラザ） 

・1月7日 宮鍼会新年会（会場未定） 

・2月5日 スキルアップ研修（会場未定） 

・3月   会報発行 

・3月   赤門鍼灸柔整専門学校、東日本医療専門学校卒業式 

 

コンシェルジュ：総合的案内係、よろず承り係、管理人 

平成28年度 １０月～3月行事予定 

 

東洋医学コンシェルジュ vol.1
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