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知識と技を磨く交流の場である、夏期大学実施要領が決まる　　　　
    今年の会場は日本赤十字社東京都支部
　　 ８月４日（日）５日（月）
　　---点を学び線の研究を---
　　　　　　                    日本指圧協会理事長　上野末次
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施術のポイントを伝え受け継ぐこと
１．今回のテーマは、運動器疾患の指圧療法、
サブテーマは（肩、腰、膝）です。
各講師の先生方には、テーマでお願いしました
が、それはあくまで点の治療です。例えば、肩
のコリは、皆様が治療をなさっておりますが、
２．肩はここを解せば取れるいうポイント（要
点）と講師の先生がお考えになられるれる事を、
是非参加者に教えて頂きたいと思います。又、
参加者は、たいへんですがしっかり覚えてくだ
さい。それが点の指圧で、点の治療です。
施術を点から線にする
３．次に挙げるのは線（面、身体全体）となる
指圧法です。最後に相互指圧は総復習に当たり
貴重な時間である事を意識してください。参加
者個々の人が相互指圧に対して、目標を決めて
臨んでほしいと望みます。
時間の関係もありますが、相互指圧を実技試験
のように確認と質疑応答の場として頂く事を期
待します。
ぜひ自分の治療室で研究され、治せる指圧師、
繁栄する治療院となられる事を、指圧協会夏期
大運営委員会一同で応援して夏期大を盛り上げ
る決意です。宜しくお願い致します。
さて、実際にどうする事かです。今年の夏期大
を点から線にするために、点は講師の先生から
教えて頂く事ですが次に線の考え方を述べます。

線の考え方
４．線の考え方は、肩の状態を見る時に、症状を
聞くだけでは部位の指圧です。それに加え治療師
として何故、何故と原因の追究が必要です。同時
に身体全体を見て、首、脊椎の歪み、肩の上下左
右差、左右高低差、背部、腰、足（膝、足首）と
一通り見なければなりません。このように見て行
く事が線の見方です。
そこで、一番大切な大脳と延髄の関係です。
５．最後に、上項線（上天柱、風池、完骨）,指
圧の延髄と頭と顔の指圧を簡単にご紹介いたしま
す。大切な場所と言いましたが、頭の歪みはミク
ロンの 1㎜以下の世界のことです。次に、顔の正
中線、眉間から顎まで歪みが結構あります。この
是正も必要です。次に指圧の延髄部の中を見ます
と、後頭下筋群【皮をはがす、僧帽筋が見える、
その次に深層部筋が 8個】が出てきます。
また交感神経と副交感神経（自律神経）の双方が
内臓を二重支配し、運動に関しては骨格筋への血
流供給量を増やすなどで関係していますが、この
指圧をすると、この部分が身体全体をコントロー
ルしている事と、はっきりと柔らかくなっている
事を確認できます。こうしてみると、点から線へ
の指圧は深く更なる研究が必要と感じております。
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標　題
作　業　内　容

担 当 者

8:30
（ 会　場 ） ＊責任者

　　　　参加者名簿の確認及び資料の配布 　※　石塚怜子副理事長
受　付

　　　　集金及び領収証発行（未納会費　等） 狩野・中盛・瀧本4F
奉仕団会議室 　　　　リボン装着（来賓･講師・役員）

9:00 　式次第

開講式 　　　　　　君が代斉唱　･　黙祷 ※責任者　小倉義夫副理事長
開講宣言 　　 運営副委員長　　小玉誠　　
理事長挨拶 理事長　　　　　上野末次 担当理事全員学校法人浪越学園 理事長　　　　　浪越和民
日本指圧専門学校 校長   石塚寛
同窓会 会長   岩本健一

担当講師紹介及び運営上の諸注意
（会場移動の案内） 司会者　小倉義夫　　　　　　 　　

VTR ＊田中・月足・内藤9:15 講習室
10 休　　憩 　　　　　　　　　　　休　　　　　　　　憩

9:25 座　長 瀧本光代　理事

どこでもできる症状別自己指圧 助　手 会場参加理事

日本指圧協会　常任理事
VTR ＊田中・月足・内藤狩野　かよ子　　先生10:15

10 講習室
10:25 座長 横塚　秀樹　理事

（膝）関節包内の運動の調整法 助手 会場参加理事
指圧まつもと　日大陸上部スポーツトレーナー

VTR ＊田中・月足・内藤松本　健二　先生
11:45 講習室

　　　　　写　真　撮　影　　昼　食 責任者 田中　慶篤　理事
13:00

座長 月足弘法　常任理事

肩関節の可動域と指圧 助手 会場参加理事
日本指圧専門学校　　前同窓会会長

VTR ＊田中・月足・内藤講習室 川原　善次郎　先生14:20
10 休　　憩

14:30 座長 小玉　誠　副理事長
治療学の原点：身体の自然の治す力を高める
　　　　　　　　　　　　　メカニズムとその活用法 助手 会場参加理事

筑波技術大学元学長　名誉教授　医学博士
VTR ＊田中・月足・内藤講習室 西條　一止　先生15:50

10 　　　　　　　　　　　休　　　　　　　　憩
16:00 全国支部長会議

　　　　司会者　　　　　　　　　　　　小倉義夫　副委員長   VTR 不　　要　　　開会の辞　副理事長　小玉　理事長挨拶　理事長　上野末次　　
　　 支　部　長　紹介　　　 全国支部長会議
　　 閉会の辞　副理事長　　石塚怜子　副委員長 物品管理委員会担当委員　

４階第１ 　　　連絡事項伝達　　　　　　小倉　義夫　副委員長　
担当される方以外の全理事は

16:50 会議室 参加の事。

移動時間 退去・ホテルチェックイン ホテルサンルート東新宿
18:00

懇　　　　親　　　　会

第57回指圧治療夏期大学プログラム
1日目　8月4日（日）

2階第１

分　科　会　1

2階第１

分　科　会　2

2階第１

分　科　会　3

2階第１

講　　　　義　　　1

2階第１

台湾料理　東栄
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標　題
作　業　内　容

担 当 者
（ 会　場 ） ＊責任者

9:00 受付　　⇒ ４Ｆ奉仕団会議室 石塚怜子　副理事長
9:10 座　長 月足弘法　常任理事

指圧とリンパドレナージ 助　手 会場参加理事
日本指圧協会　理事

ＶＴＲ ＊田中・内藤中盛　祐貴子　先生10:00 講習室
10 休　　憩 　　　　　　　　　　　　　休　　　

10:10 座長 狩野かよ子常任理事

腰痛に対する指圧療法 助手 会場参加理事
日本指圧協会　筆頭副理事長

ＶＴＲ ＊田中・月足・内藤11:30 講習室 木下　　誠　　　先生
　　　　　　昼　　　　　　　　　　　　食

12:30 座長 稲場啓護　常任理事
海外パートナシップ 助手 会場参加理事
メキシコ　浪越指圧協会

ＶＴＲ＊田中・月足・内藤講習室 会長　浅田　秀男　先生13:10
10 休　　憩 休　　　　　　　憩

13:20 座長 田中慶篤　理事
指圧　の　神髄 助手 会場参加理事

日本指圧協会　常任理事
ＶＴＲ ＊月足・内藤稲場　哲夫　先生14:00 講習室

10 休　　憩
14:10 座長 内藤甫　理事

基本指圧（相互指圧） 助手 会場参加理事
日本指圧協会　副理事長

ＶＴＲ ＊田中・内藤講習室他 小玉　　誠　先生15:30
10 休　　憩

15:40 終　講　式 ＜　式次第　＞ 司会　小倉義夫　総務部長
・ 終講の辞　　　　　夏期大学運営委員長　　木下　誠
・ 理事長挨拶　　　　日本指圧協会理事長　　上野　末次
　　・ 表　　　彰　　　　　　　　５回参加者　　　　　　　　　名
　　・聴講証授与・修了書授与・称号授与・星位証授与 担当実行委員は

　・聴講科 名　代表
  ・普通科 名　代表 準備する。
  ・高等科 名　代表
  ・研究科 名　代表

講習室 ・ 閉会の辞　　　　夏期大学副委員長　中島　祥景　　　ＶＴＲ＊田中・月足・内藤16:40

解散・帰宅　

 　　　　 2日目　8月5日（月）

分　科　会　4

2階第１

分　科　会　5

2階第１

分　科　会　6

2階第１

分　科　会　　7

2階第１

分　科　会　8

2階第１

2階第１



   6             月号 ２０１９年 ６月２５日 指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く

　指圧道 称号の授与の案内
日本指圧協会では会員及び日本指圧専門学校の学生を対象に称号の允許を行ってお
ります。日常の研修会などでの実技と人格の評価及び夏期大学で与えられた課題での
提出論文の審査により、称号が允許されます。同様の審査で賛助会員におかれましても
指圧道家庭実技操士を授与されます。
１．指圧道の称号
          準励士 励士 修士 専士 準錬士 錬士 範士 師範
     師範につきましては、二つ星 三つ星 五つ星 があります。
２．表彰
       夏期大学に参加、５回 １０回 １５回 ２０回 ２５回 等の参加者は
  表彰されます。

会場への案内 日赤十字社東京都支部      　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  東京都新宿区大久保１丁目２番１５号 TEL： 03-5273-6741(代表) FAX：03-5273-6749
　交通手段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　電車：副都心線「東新宿」駅下車　B1出口 0分 　都営大江戸線「東新宿」駅下車　
　　　　　A1出口徒歩 3分　　西武新宿線 徒歩 11 分  
　　　　　JR山手線「新大久保」駅下車　徒歩 13分 
　　バス：「大久保駅前」・「新大久保駅前」から乗車、「大久保通り」下車
　　　　　　　明治通り右折、新宿方面へ徒歩 3分「新宿駅西口」から乗車、
　　　　　「東新宿駅前」下車　そのまま進行方向へ徒歩 2分
　　受付：２階ロビー

参加費：会員、一般、学生
　　　　　　　　　        研修費　　 　懇親会込み(自由参加）
   会員　２日参加    15,000円　 　20,000円　
            １日参加    10,000  　     15,000                   
　 一般  ２日参加    23,000          28,000　　　  ホテルサンルート東新宿
    　　  １日参加 　15,000          20,000    　　 を３０室予約しました。
　学生　２日参加      5,000　   　 10,000
             1 日参加     5,000　       10,000
 
同封の振り込み用紙(赤)にてお支払いください。
お申し込みは日本指圧協会　事務局　間宮　メール : t-mamiya@shiatsu.or.jp
                                                FAX：０３－３８１ 8－７３５４

                                                電話：０３－３８１ 8－２６１９

  －4－

ご希望の方は先着順です。
事務局にお問い合わせください。
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　　ご寄付をいただきありがとうございました。

ご協賛の御礼と併せて 領収の証として、ご芳名・金額を掲載させて頂きました。

一般社団法人　日本指圧協会　財務部部長　　　　狩野　かよ子

上野　末次

木下　誠

中島　祥景 石塚　怜子

狩野　かよ子

赤坂　かつえ

佐々木　重雄 齊藤　良知 鶴見　せつ子 畑中　糸美 丸井　秀人 伝通院

小倉　義夫

岩井　満

小林　きよゑ

妹尾　美子 渡邊　久美子 椚　克彦 梅沢　宗仙 河内　誠二 桑原　浩子

柴田　ひろみ 井芹　幸夫 鈴木　ふみ子 糸井　正子 千野　京子 原　忠雄

小松﨑　蕙市 田中　慶篤

駒田　和男 伊藤　次雄 岡本　一宏 宇佐美　七海 田島　公代

末永　洋子 小山　健 遠藤　登 中村　由子 秋元　睦男 赤岡　充雄

大貫　久美子

長瀬　治郎 内田　芳美 石井　勝雄 岡　和子 開原　利明

（敬称略）

　　前号『指の光』第651号でご寄附をお願い致しました所、多数のご支援、ご協力を頂戴致しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（平成31年3月～6月20日迄納入分）

【10万円】

【7万円】

【5万円】

【3万円】

【1万2千円】

【1万円】

匿名　2名

【8千円】

【6千円】

【5千円】

【3千円】

【2千円】

【1千円】
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　協会活動の活性化と、支部訪問で絆の確認を　
　新年度理事長抱負

                          
                          
                          

   

  －6－

　2　秋の地方研修（情報交換）など支部を
中心に回りたいと思います。本部と地方がもっ
と身近になるように、意見交換を繰り返しなが
ら、組織の活性化をして
行きたいと思います。
理事長自ら出向き何でも
話し合える建設的に前向
きに相談していけるよう
に、努力していく事を決
意した次第です。例え
ば、9月、10月、11 月
で身近な所、栃木・群馬
支部、千葉 3支部、名古
屋支部等を、今年は連絡
取りながら訪問したいと
思います。また、支部の無い県にも広げて（同
窓会総会で秋田の 51 期生西村先生と懇談）、
同じく栃木の小谷先生卒業生協会の体験入会の
話を）又、青森八戸の先生と開設の相談）など、
個人で活躍している会員も出来るだけ懇談でき
る環境で身近に思って頂けるように、2人組で
訪問していきたいと思います。
　3　組織では、若い先生の理事候補が出て
欲しいと思います、それまでは今の理事で頑張
り必ずバトンタッチが出来るようにして行きま
す。
　４　臨床研修部の創設をして新しい部門を
設けながら充実していきたい、秋季研修会の実
現を目指して行きます。
　５　あらゆる企業に福利厚生として指圧を
取り入れて頂く為、企業に対し営業活動をして
いきたい。
以上ですが、あれもこれもはできないので、
絞って指圧協会の発展に理事会が団結して進ん
でまいります。皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお
願い致します。　　　　　　　　　上野末次

 　4 月 1 日に菅官房長官より新しい元号が
「令和」と発表され、5月 1 日には皇太子殿
下が御即位され、その日以降この元号が用い
られる事になりました。さて、昨年平成 30
年は理事長就任後、全てが初めての事で無我
夢中で理事全員一丸となって過ごしてまいり
ました。そして令和を迎えた 5月に総会を無
事終え、ようやく 2年目を迎えることが出来
ました。この 1 年間の到達点にたって、今後
の指圧協会の組織の立て直しから目指す方向
が少しずつ見えてきた感じです。
　今の理事全員がこの経験を生かして、一丸
となって指圧協会の立て直し、会員皆さまの
意思をどう聞いていくか、先ずは、本部と地
方支部（支部の無い所含め）との情報交換を
しながら問題点を洗い出して、今後の運営に
生かしていく決意を固めました。会員皆さま
のご意見を聞いていく事が、組織立て直しの
原動力と思うからです。やらなければならな
い事は、山ほどあります。
　指圧協会の理事が一致団結して、組織運営
に当たる決意を固めて精神誠意会員の皆様に
お答えして行くとともに、浪越徳治郎先生の
意思を全員で受け継いでいく事をお誓いしま
す。今後とも宜しくご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願いいたします。
今年は、次の目標を掲げ、少しずつですが実
現しながら楽しく活動し実現していきます。
　1　指圧協会、女子部の充実として、裾野
を広げながら応援していきたいと思います。
指圧協会の為に、それぞれの家庭を守りなが
ら、活躍されている女子部の皆様に敬意を表
し、秋には女子部大会を開いて活動方針など
計画して頂き、石塚副理事長中心に狩野女子
部長の下、健康で明るい活躍を期待いたしま
す。　
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      令和元年度　一般社団法人日本指圧協会　担当部及び特別委員会一覧

担　当　部 　担当部長 　副 部 長

総　務　部 小倉　義夫 内藤　甫 岩井　満

上 広　報　部 中島　祥景 横塚　秀樹

野 学　術　部 月足　弘法 鈴木　利和

末 財　務　部 狩野かよ子 中盛祐貴子 田中　慶篤

次 福利厚生部 石塚　怜子 中盛祐貴子 横塚　秀樹

保　険　部 木下　誠 鈴木　利和 岩井　満

理 国　際　部　 稲場　哲夫 内藤　甫

事 女　子　部 狩野かよ子 瀧本　光代

長 事務局担当 　　 木下　誠　筆頭副理事長

指の光　編集長 　　 中島　祥景　副理事長　　　佐藤玄祥

監　　　事 　　 木暮　晴雄

委員長 副委員長 委　　　員

夏期大学運営委員会
木下　誠

小玉　誠 中島　祥景

特
小倉　義夫 石塚　怜子

夏期大学運営実行委員 （理　　事　　　全　員）

別 東京指圧救護赤十字奉仕団 小玉　誠
小倉　義夫 月足　弘法 瀧本　光代 田中　慶篤

石塚　怜子

ＩＴ委員会 月足　弘法 狩野かよ子 鈴木　利和 田中　慶篤 岩井　満

員
会員増強委員会 木下　誠 石塚　怜子 内藤　甫 横塚　秀樹

物品管理委員会 小玉　誠

中島　祥景 石塚　怜子 瀧本　光代 内藤　甫

会
小倉　義夫 月足　弘法 中盛祐貴子 田中　慶篤

横塚　秀樹

オリンピック委員会 小玉　誠 中島　祥景 小倉　義夫 月足　弘法

名簿委員会 小玉　誠 内藤　甫

臨床研修委員会 木下　誠 岩井満
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 物故指聖供養塔法要・合祀祭
「物故指聖供養法要・合祀祭と偲ぶ会」を下記の通り実施いたしますので、
皆さまお揃いの上お参りくださいますよう、ご案内申し上げます。

（日時）  令和元年　９月　１日㊐
（場所）  伝通院　 東京都文京区小石川3-14-6  03-3814-3701 　

（集合） ９時00 分 本堂地下会場（受付）９時30 分

（法要）  10 時00 分　時間変更などがございましたらお知らせします。

（会費） ７千円　同封の振り込み用紙(青)にてお支払いください・

             準備の都合上８月２０日までにお申し込みください。
　　　　日本指圧協会事務局　電話　０３－３８１８－２６１９　

                                                 交通アクセス (1)都営地下鉄春日駅から徒歩で 10分 
(2)東京メトロ後楽園駅から徒歩で 10分 

                             　 都バスの場合は伝通院前です。

                          　　　　　　令和元年６月２５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　日本指圧協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　上野末次

　理事長　上野末次　　
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記備談語　　佐藤玄祥（博）先生
                        　指圧道「五つ星」師範・協会中野支部長・前副理事長
                            　薬剤師・剣道六段・ＮＡＫ（日本アマチュア歌謡連盟）認定講師
　
                         佐藤先生が毎月発行のエッセイから健康・医療関連について転載いただき、
　　　　　　　　　　　　　指圧協会内に発信していただきます。　
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改正健康増進法
　来年４月より学校や病院・行政機関など
の第一種施設は、敷地内。会社や工場・飲
食店などの第二種施設での喫煙には規定の
専用室設置などの義務を施行する。喫煙者
に拡がる”加熱式タバコ”（国内シェア 30％
近くに急増）も受動喫煙対策の強化の為、
紙巻タバコ同様の原則禁煙となる。一方、
加熱式タバコは専用禁煙室内での喫煙しな
がら飲食もでき、紙巻タバコに比べて規制
が緩いのは、その受動喫煙による健康への
影響が不明確な為という。紙巻タバコと同
様な有害物質が発生するのに例外扱いとし
たのは紙巻タバコとは別物と受け取られ、
容認（実は誤認）する例が増えているのだ。
公衆衛生予防の原則から、リスクが本当に
無いことが判明する迄は規制が必要である。
肺ガン予防・麻薬へのゲートウエイの観点
からも、子供や非喫煙者にタバコの煙りを
吸わせてならないのだ。世の喫煙者よ、子
供達のためにも”やめてほしい”。
それに伴って、東京都も受動喫煙防止条例
を制定し規制に入った。（ 01 ・ 06 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

 高値血圧
　日本高血圧学会は４月、治療ガイドライン
（方針）を改訂し、７５歳未満の成人降圧目標
を引き下げた（別表参照）。その背景は年間１
０万人の脳卒中死亡者の最大原因に加えて、高
血圧による心臓・腎臓疾患でも年間６０００人
が死亡しているからである。　懸念されること
は、降圧剤の処方が増大する観点から、目標引
き下げは未達成の患者を更に増やすことになる。
新指針は意識改革の為、最高血圧「１３０～１
３９」を”高値血圧”、「１２０～１２９」を”正
常値血圧”と名付け、早い段階から生活習慣改善
を促すよう定めたものである。重視されるのは
減塩である。Na濃度（塩分）が上がると調整の
ため、血圧が上昇する。2017年食塩摂取量を１
日平均 9.9ｇを 6ｇ未満に定め、塩分排出作用の
多い「K・Ca・Mg」を含む食材、それぞれ「キ
ウイ・牛乳・豆腐（にがり）」等の三材共含む”
大豆・もやし”を推奨している。（01・06）
降圧目標　　　　　新指針　　　　旧指針
　患者タイプ　　　　　収縮期　拡張期　収縮期　拡張期
成人（７５歳未満）　　130　　　80　        140        90
高齢者（７５歳以上）　　140　　　90　　     150　 　 90
糖尿病患者　　　　  　130　　   80　        130　     80
腎臓病患者　　　　  　130　　   80　        130  　   80
（タンパク尿陽性）

 編集　★この度、理事長から直々に「指の光」編集後記を続いて書いて欲しいとの要請があり     　　

　後記　在任中の編集後記のファンもおられるということで、指聖浪越徳治郎先生への報恩の　　　　
ためにもと、老骨に鞭を打ちお引き受けすることになりました。★更に話が進み、エッセイの中から”健
康・医療”関係の記事を毎回転載することになり、会員諸兄姉の指圧師としての蘊蓄のお役に立てれば幸い
です。★理事長の協会活動の活性化、支部訪問及び女子部の充実促進と新たな抱負の実現に向けて、心強
い意気込みを感じます。★伝統の夏期大学には大勢が参加をしてもり立て、お馴染みの西條先生・遠来の
浅田メキシコ会長・七つ星の稲場先生をはじめ気鋭の講師の先生方から理論と技術を学び取りましょう。
★総会後の組織再編成で若手の活躍を期待します。★新事務所も慣れました。（玄祥）　　　　　　　　
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