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間もなく年度が変わろうとしていますが、新型コロナウイルスの感染 

が拡大してから２年が過ぎました。こんなに長期に亘り事業が妨げられ 

るとは、まったく予想していなかったことです。昨年度はそのため、殆 

どの事業が中止、もしくは延期となり会務運営に大きな支障をきたしました。しかしながら、 

今年度後半からは、少しずつ事業が再開できるようになってきています。その作業の忙しさは 

あるものの、人と接しながら活動できる喜びを改めて噛みしめているところです。ただ、事業 

項目が同じでも、その内容は新型コロナウイルスにより変更せざるを得ないことが多々起きて 

います。 

例えば、スキルアップ研修はこれまで会場参加のみでしたが、感染対策のためハイブリッド 

形式で開催することで、新たな知識や技術導入が必要となり、作業すべきことが格段に増えて 

います。そのため担当の理事や協力頂いた先生方には、かなりご負担をおかけすることになって 

しまいました。 

また、先日の創立７０周年記念式典においても、式典は行っても祝賀会のない形式で、予算組、 

内容の変更等、これまでに前例のない方法で挙行しました。さらに創立７０周年記念事業の一つ 

として、映画上映や無料体験治療などを企画していましたが、やはり新型コロナウイルスのために 

変更、現在鍼灸ＰＲのためのＤＶＤ制作を進めています。この事業についても、新しい発想と共に 

新たな事業として試行錯誤を迫られています。 

これらの事業については、いつも通りに実施していれば、ほぼスムーズに体（てい）を成せる 

ものばかりです。しかし、この度の新型コロナウイルスによりこれまでの当たり前が通用しなく 

なり、変更を余儀なくされてしまいました。 

今年度を振り返れば、確かに苦労ばかりを強いられている感は拭えませんが、見方を変えれば 

新型コロナウイルスによる様々なダメージはあったものの、「怪我の功名」とも言うべきか、新た 

な物事を皆で知恵を絞り考え、創り上げる喜びと共に、これまでになかった会員同士の繋がりや 

一体感が芽生えています。 

来年度においても、暫くは新型コロナウイルスの影響はあるものと想像しています。そして、 

この艱難をどのように捉え、乗り越え活かしていくか問われている時期であり、例えれば今は新型 

コロナウイルスという重石に耐えながら力を溜めている状態です。この重石が取り払われた時に、 

私たちの真の力が発揮できるよう、しっかり準備を整えておきたいと思います。 

 

会長 稲井 一吉  

巻 頭 言    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台商工会議所主催パソコン教室（詳細は、022-302-7901へお問い合わせください） 

 

 

４月１６日  理事会 

５月１５日  定時総会  役員引継ぎ会  

６月     正副会長会議 

東北ブロック会議（２５・２６日 山形）   

７月     スキルアップ研修 

８月     正副会長会議      

９月       理事会  

会報発行  

令和３年度下半期活動報告 

１２月１９日(日)  スキルアップ研修会 

１月３０日(日)   創立７０周年記念式典 

３月１３日(日)  スキルアップ研修会 

令和４年度上半期行事予定 

  以前、メールでもお知らせしていますが、現在、経済産業省では個人事業主のための「事

業復活支援金」制度を実施しています。 

新型コロナウイルスの影響で減収になった人が対象になりますが、詳しくは経済産業省の

ホームページ、『事業復活支援金 （METI/経済産業省）』 をご覧いただくか、 

もしくは相談窓口へご連絡ください。 

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) 

電話：０１２０－７８９－１４０ 8：30～19：00（土日、祝日を含む全日対応） 

情報提供 会員の先生よりご提供いただきました。 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立７０周年記念式典開催 

 去る１月３０日、本会の創立７０周年記念式典が 

開催されました。本当であれば、２０２０年がその 

年に当たり、式典とそれに関連した事業を実施する 

予定でしたが、新型コロナウイルスのために、２度の延期を余儀なくされ、今回は３度目の正直で

ようやく開催することができると思った矢先、それまで下火だった新型コロナウイルスが、１月

に入ってからオミクロン株となって猛威を振るい、その３度目すら危ぶまれましたが、何とか無

事開催することができました。 

当日は、新型コロナウイルスにより欠席者が多い中、遠方より（公社）日本鍼灸師会の 

要義信会長に駆けつけて頂き、また県内学校関係者並びに名誉会長にもご臨席を賜り、少人数な

がら厳粛な雰囲気の中にも温かさを感じる式典となりました。 

祝賀会はこれも新型コロナウイルスのため中止となりましたが、その代わり式典の最後に、加

茂綱村太鼓の皆さんによる演奏を披露していただき、迫力ある太鼓と踊り、そして篠笛の透き通

り音色に出席者は皆、酔いしれていました。 

そして、これまで宮鍼会を支えて頂いた３０名の先生方に、心から敬意と感謝を込め、 

会長から表彰状並びに感謝状を授与されました。その中の幾人かが、代表者として登壇し、賞状を

授与される際には、緊張と共に喜びの表情が伺えました。 

次回７５周年は３年後になりますが、次こそ新型コロナウイルスを気にせず、大いに祝えるこ

とを楽しみにしています。 

この度受賞された３名の先生に、感想文を寄せていただきました。 

副会長 小林 厳 

 



 

  

創立７０周年記念式典  受賞者の声 

災害支援協力功労賞    國分 俊繁 先生 

（赤門鍼灸柔整専門学校 教員） 

 

この度は災害支援協力功労賞を授与頂きましたこと、誠にありがとうございます。 

避難所には数名の学生を帯同し、先生方の治療見学・施術介助を行いました。 

避難所までの道すがら「施術者としての心構え」について学生と会話した事を思い返します。治療室

とも違った、緊張感のある実践の中で「心構え」を磨く機会を与えてくださった先生方 

に感謝申し上げます。私自身、当時卒業したばかりの３．１１の避難所とおよそ１０年経った丸森での

災害支援とを共に経験できたことで「初心」に立ち返ることができました。 

これからも宮鍼会様と養成校との連携を密にし、業界の推進をはかりたい所存でございます。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

会員３０年表彰 

 スポーツ救護功労 

社会奉仕功労     賀川 秀眞 先生 

 

業界の発展に寄与したいと積極的に携わって来たつもりだったが、我々を取り巻 

く環境は変わらずむしろ厳しくなってきているやにみえる。結果的に何ら成果を上げられず歯がみしな

がらの２０余年は無力感の連続だった。 そういったところでの表彰は何ともやりきれない思いだ。  

  喜びはまだまだ先、さらなる高みを目指して闘いは続く。精進のみ。 

 

 
スポーツ救護功労  三浦 秀隆 先生 

 

創立７０周年記念式典誠におめでとうございます。 

今回式典に参加して、スポーツ救護の感謝状をいただきました。 

式典のしおりを見るまで感謝状をいただけるとはつゆ知らず、自分がいただいても良いのか

と思いましたが、感謝状を受け取らせていただくことに致しました。 

現在、新型コロナウイルスが発生してから救護活動は行っておりませんが、今年を乗り越え、来年になれ

ば出来ると信じ、今後もボランティア活動に参加して行きたいと思っております。 

感謝状ありがとうございました。 



 

 

  

スキルアップ研修①2021.12.19 

約１年半もの間、新型コロナウイルスのため開催できなかったスキルアップ研修が、１２月１９日

(日)、イズミティ２１において、ようやく開催することができました。 

今回は新型コロナウイルス感染予防対策として、会場とオンラインのハイブリッド方式で開催し

ました。久しぶりの本会主催の研修に、受講者は熱心に聞き入っていました。 

主な内容は以下の通りです。             報告：保健研修副部長 村上理恵 

【第１部：災害研修】 

「令和元年台風１９号による、大郷町と丸森町の鍼灸ボランティア活動報告」と「災害鍼灸支 

援ガイドラインについて」でした。災害ボランティアの経緯と活動報告、今後の危機対応の 

ボランティア活動の指針発表がありました。 

【第２部:鍼灸師のための循環器漢方】 

宮城利府掖済会病院副院長の片寄大先生に 

ご講演頂きました。 

循環器疾患での良くみられる病能を西洋医 

学と東洋医学の視点で分析され、古典でどの 

ように記述されているかの紹介もしていただ 

き、とても貴重な内容の濃いご講演でした。 

【第３部:睡眠セミナー「快眠術－睡眠は百薬の長」】 

東洋羽毛快眠生活アドバイザーの大内徹先生にご講演頂きました。 

睡眠が認知症や肥満、免疫など、多くの病気と関係していることを 

分かりやすくお話しして頂きました。 



  スキルアップ研修②2022.3.13 

今年度第２回目のスキルアップ研修が、３月１３日（日）に開催されました。 

今回は、若手の先生方が企画、運営したところ、会場はほぼ定員に達するほどの盛況ぶりで、午後のオ

ンライン参加者を含めると５０名程となり、この企画の関心の高さが伺えます。 

今回の企画は、「宮城県鍼灸師会の会員が、お互いの治療院や施術スタイルを知ることで、患者を紹介

しやすくし、鍼灸の受療の継続を助けるのではないか」という思いから出発しました。さらに、新型コロ

ナウイルス禍で臨床を体験する機会が減っている学生の抱える不安に対し、宮鍼会だからできる支援を

行いたいという思いもあり、会員による実技供覧とシンポジウムを開催することとなりました。               

報告：保健研修副部長 村上理恵 

 

  

 

  

 

 第２部は、始めに６名のシンポジストの治療院形態について紹介をし、学生を中心に、事前に依頼

していた質問について各シンポジストが答えるという、新しいスタイルのシンポジウムを実施しまし

た。 

 開業のこと、異性に対する治療で気を付けること、経営・収入に関すること、ヒヤリハットした経

験等々、少々答えづらいような質問もありましたが、それらにシンポジストの先生方は皆、真摯に答

えていただきました。シンポジウムとしては異例の盛り上がりを見せ、参加者は大いに参考になった

ことと思います。 

 

 始めに、二本柳先生が「トリガーポイント療法」につ

いて説明し、その後予め準備してもらっていたモデル

に対し、特殊な棒を使ってマッサージをした後、痛みの

ポイントに鍼治療を加えました。 

  

 
 次に、小松先生が不妊治療の実際について、女性不妊と男

性不妊の原因と治療法について説明し、その後男女二人のモ

デルに対して、代表的なツボに刺鍼実技を行いました。 

  

 

 最後に、川嶋先生によるバランステストについて、スライドを使

いながら詳しくご説明を頂き、その後、参加者全員を対象にパイオ

ネックスを使用したテスト法とモデルに対し、てい鍼を使った実技

を披露して頂きました。 

 今回は学生が多いことから、２部の始まる前に、稲井会長より学生向けに宮鍼会のＰＲを 

１５分程述べてもらい、その後シンポジウムを開始しました。 

第１部は３名の講師の先生方が、それぞれの治療スタイルとその理論に基づいて実技を 

披露してくれました。 



 

  

災害鍼灸支援ガイドライン作成にあたって 

 令和３年３月頃に、公益社団法人宮城県鍼灸師会会長の稲井一吉先生から、当初は、災害時におけ

る鍼灸支援の際に指針としてマニュアル的なものを作成とのことで、危機管理委員に依頼がありまし

た。そこで、同じく危機管理委員の澤口史絵先生と共にゼロから始まることとなった次第です。 

そこで、災害鍼灸支援のマニュアル的なモデルとして、稲井会長からいくつか資料をいただきまし

た。その中で、公益社団法人日本鍼灸師会の危機管理基本規程及び災害鍼灸マッサージプロジェクト

の活動マニュアルが、最も参考となりました。前者は危機管理基本規程としての在り方であり、後者

は平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災における災害鍼灸支援活動の実践的なマニュアル

として、実際の大規模な被災地での活動体験から、必要とされる項目が多岐にわたり網羅されていて

多くの学びがありました。 

そして、平成３１年１０月に宮城県丸森町及び大郷町では台風１９号により被災したため、両被災

地の避難所並びに仮設住宅での災害鍼灸支援活動から、マニュアルの必要性を痛感したことが契機と

なります。 

それから、「災害鍼灸支援マニュアル」の前に「災害鍼灸支援ガイドライン」を作成することとなり、

新型コロナウイルスの市中感染拡大の波があるため、稲井会長を中心として、理事の前田由紀枝先生

と澤口史絵先生との四人によるオンラインでの会議によって、様々な角度からの意見を寄せて宮城県

版としての校正を重ねることとなりました。 

 よって、現時点での構成は、危機管理基本規程、災害鍼灸支援ガイドライン、災害鍼灸支援活動受

付票の各様式それに施術記録としてのカルテとなります。今後は、災害時に現場で使いやすい「災害

鍼灸支援ガイドラインダイジェスト版」を作成していく予定です。 

 

危機管理委員 髙橋 壽成 

 

 



  
災害鍼灸支援ガイドラインより その１ 

【発災初動】 

災害が起きた時、例えば震度５強以上の地震が発生した場合、稲井会長を本部長と 

した災害対策本部（理事と危機管理委員で構成）を設置します。 

その後、災害対策本部が災害状況を確認しタイミングを見計らった上で、会員各位 

の安否確認を行います。 

その状況を踏まえて災害鍼灸支援活動の実施を検討し、活動を開始することとなります。 

 

災害鍼灸支援活動のフローチャート  

本会危機管理対策本部  
稲井一吉会長 

緊急連絡先：022(391)8297 

本会危機管理対策本部にて、一括ま

たは各自で、ボランティア保険加入

手続きをする 災害支援鍼灸師に支援参加を打診 

本会で人数を把握・調整 高速道路を利用する場合は、 

各自『ボランティア車両証明書』様

式をダウンロードし、必要事項を記

載、持参する 

現地にて活動確認の押印 ＜出発＞ 

・リーダーとメンバーの確認 

・準備物の確認 

・連絡網の確認 

（現地担当者・メンバーなど） 

本会で人数を把握・調整 

本会危機管理対策本部は、現地の情

報収集を行い、状況を伝達 

災害に対する意識を高めてもらうため、またいざというときのために 

『災害鍼灸支援ガイドライン』の一部を抜粋し、シリーズで掲載して参ります。 

災害鍼灸支援ガイドライン第８章より 



 

 

  おすすめ動画 

このコーナーでは、ためになる動画サイトをご紹介します。 

今回は、肩関節痛についてです。 

中年以降の患者さんで肩関節痛を訴えてくる場合、五十肩であればある程度期間が

かかると理解できますが、それ以外の肩の疾患でも結構難治性でなかなか改善が難し

い場合がありますよね。 

そういった疾患の病態はどうなっているか、どのようなことに気を付ければよいか

など、短時間ですが鍼灸治療のヒントとなるような内容です。 

その動画のシリーズも閲覧されていますので併せてご覧いただくと参考になるもの

と思います。 

 

URL：【腱板断裂】保存療法（温存）でやるべきことは？   

リハビリ・薬（鎮痛薬）・経過観察について - YouTube 

 

 
注 1：個人的な感想になります。 

注２：広告が含まれています。 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WE8oNj3W45w- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=WE8oNj3W45w
https://www.youtube.com/watch?v=WE8oNj3W45w
https://www.youtube.com/watch?v=WE8oNj3W45w-%20YouTube


 

 

※コピーして待合室に置くなど、患者様への啓発リーフレットとしてもご活用ください。 

 

会員リレーコラム 東洋医学コンシェルジュ vol.８ 

イライラ、不安、疲れ、頭痛、便秘等の心身の不調の原因のひとつが、 『自律神経の 

乱れ』。自律神経というのは、交感神経と副交感神経の２つからなっていて、呼吸や体温調節、

代謝などを私たちの意識から独立してコントロールしている神経です。 

*交感神経：心拍数を上げたり血管を収縮させたりして体をアクティブにする働き 

*副交感神経：心拍数を下げたり血管を拡張させたりして体をリラックスさせる働き  

*『自律神経の乱れ』：交感神経と副交感神経のバランスがストレスや緊張などの要因によっ

て正常に働かない状態のこと 

何せその名の通り自律している神経ですから、自分の意思で直接的にコントロールするのは

難しいのですが、コントロール方法の一つに『呼吸』があります。呼吸は自分で意識して速度

を変えることも、深くも浅くも出来るので、誰でもどこでもいつでも簡単に自律神経をコント

ロールすることが出来るというわけです。 

 

緊張や不安で息が詰まる、マスクが辛くてイライラして息が浅くなりハカハカした経験はあ

りませんか。交感神経が優位になっている状態です。そんな時、ゆっくりと深い呼吸を心がけ

ます。副交感神経の働きが活発になり、血管が緩み血液が体中に流れ心身がリラックスしま

す。辛い時だけでなく、普段からゆっくりと深い呼吸をすることが不調の解消につながりま

す。毎日、寝る前でも朝起きて直ぐにでも、自分の呼吸に向き合う時間を作ってみましょう。 

「鼻から吸って〜１、２、鼻から吐いて〜１、２、３、４、」 

自分のペースで、５〜１０回試してみましょう。継続は、力なり！！ 

ちなみに、朝起きがけにバタバタ急いで起きないでこのゆったり呼吸をしてから起きるだけ

で、その日１日自律神経が大きく乱れることなく過ごせます。 

また、私が健康のために始めた太極拳でも呼吸が重視されていて、太極拳の前にやるスワイ

ショウ（背筋をまっすぐに伸ばし、腰を軸に両腕を 30〜60回ブランブランと回す）だけでも呼

吸を意識して行うと、全身がほぐれ血流が改善され自律神経の働きが良くなります。私も、呼

吸を意識して毎日継続中です！！  

   

執筆：前田由紀枝（たんぽぽ鍼灸院） 
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