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年 頭 所 感   

理事長年頭挨拶 
皆様明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

新年に当たり、簡単に昨年を振り返ってみたいと思います。 

ないない尽くしの財政が決算で明確になり、薄氷を踏むような経営の中、日本指圧協会の存続かけた１年

でした。役員皆様が力を合わせ、夏期大学を成功させ、指塚供養を執り行い、活動の実際的強化のために、

女子部の初めての研修会（12 月）、臨床研修部の研修は、（台風に為中止）今年の３月に計画、会員サポ

ート委員会が新たに提案実施されます。福利厚生部や保険部が実働できる体制を確立しました。 

１．昨年活動提案しました、改革案の年として、部主体に運営し、新改革案を示しました。 

２・保険の業務の斡旋と事業の構築は、体制が出来上がりました。（臨床研修、会員サポート事業等）会員

の為に、協会として出来ることをサポートしていく事。 

３．全国支部の訪問と情報交換 （研修会、支部の悩み、協会への要望等） で、 

 愛知県名古屋支部（熱田支部長）～９月２２日に訪問した。 

千葉３支部（森近大輔支部長）～10月 20日、台風被害の為延期となりました。 

栃木支部（松島支部長、群馬支部）は、11月 17日、台風被害の為延期となりました。 

４海外活動では、ベトナム支部の発足式、（学校の開校式）をホーチミン市でセレモニーを盛大に開催され

た。11月 2日、3日 

５・浜松地区への訪問、12名の方が指圧協会員となりました。12月 1日狩野理事同行。 

６．山梨県支部（鈴木利和支部長） 12月 15日訪問した。瀧本理事同行。 

まだまだ、改革を断行しなければなりませんが、総会の年を迎えて新たな人材とともに、協会の会員の期

待にしっかり応えいける、情報を共有できる、意見を聞いていく事を繰り返しながら、日本指圧協会の会員

の期待にもしっかり答える事の出来た、大変すばらしい年であったと思います。今後も新しく人材の登用と

役員の強化に繋げて、日本指圧協会の発展に全力で働いてまいりたいと思います。 

【 2020 年を望んで】 

「活・削・防」（かっさくぼう）の強化  

そこで、新年にあたり、本日、役員の皆さんに三つのことをお願いしたいと思います。その一つ目が、「活

動強化」です。加えて、特に、「削る」「防ぐ」の徹底であります。 

たいへんな時ほど、足元を固めることと、そして、変調を見逃さない勘と機敏さが大切となります。その基本

が「活動強化！削る！防ぐ！」の「かっさくぼう」の協会経営であります。 

「活動を強化」のためには、会員のニーズを敏感に捉えることが必要です。この活動を通じての敏感さこそ

が、会員のニーズや変調に気付く原動力となります。2020 年は、会員の変化や、市況の動きに、特に、注

写 

真 
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意を頂きたいと思います。最前線の会員の皆さんは、目先に忙しく、変化に気付かないということもあるか

もしれません。そんな時こそ、指圧協会の各部と委員会の出番であります。会員の気付かぬ変化の兆候を

しっかり見ぬく力を発揮して頂きたいと思います。2018 年から 2019 年の医療保険制度の変化への対応

策を協会が打ち出すべきでした。保険会が機能しない中、医療保険制度を利用して経営されている会員へ

の対応を一緒にできませんでした。 

次に、「削る」ですが、どんなに効率良くしようと思っても、その前にいくら削れるのかを見込で改善する。ま

た、どんな事業でも常に無駄は発生します。前からやっているあるいは人がやっているではなく自分がそれ

をやるなら必要かどうか中身を精査していくと、まだまだ改善できることはあるはずです。コツコツと削ること

を怠ってはいけない、「削る」に終わりはないということであります。 

更に「防ぐ」ですが、過去の経験を捨てて、絶対に右肩下がりになるという考えが今は必要です。買い物で

は、「高値買いは絶対に避けなくてはいけません。粘り強く交渉することが大切です。時には買い物先を変

更することも、その一つと、心得て頂きたいと思います。2019 年には過去の隠された負の資産も発見され

ました。これの穴埋めも必要です。まずは「活・削・防」の強化をお願い致します。                                             

理事長 上野末次 

 

【副理事長年頭あいさつ】 

指圧師の未来のために 

                                                筆頭副理事長 木下誠 

 日本指圧協会会員のみなさま、明けましておめでとうございます。 

 今、私達の周りの変化は指圧師にとって厳しい状況が目につきます。しかしピンチをチャンスに変えていく

ために、目の前に訪れた一つ一つの出来事から可能性を引き出して参りましょう。 

 昨年立ち上げた臨床研修部が、今年 3 月より研修を開始致します。指圧の効果のエビデンスを出すため

に、更なる「技術」の向上を図ります。私が浪越指圧本部センターで指圧の道をスタートしたころは、患者さ

んに「背中を蟻が歩いているみたいだ」と言われ苦労しましたが、患者さんの望む圧で押すことは非常に大

切な技術の一つです。患者さんが満足できる治療ができるよう水準を上げて参りましょう。 

 皆様お一人おひとりの可能性が開花し、最高の人生を送って頂きけるよう、職務に努めて参ります。 

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしまして、新年の挨拶とさせていただきます 
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 再建から改革推進へチャレンジを  

                                            副理事長 中島祥景   
 

日本指圧協会の皆さん、明けましておめでとうございます。また新たな一年が始まります。皆さんと共に

心新たに、いろいろなことにチャレンジする年にしていきたいと思います。今年は上野理事長の下で協会再

建がはじまり３年目となります。この間、いろいろチャレンジがあり、ようやく崩れていた一角の形が出来上

がりました。しっかりと定着をさせていきたいと思います。財務部も健闘されました。ベトナム支部ができた

きっかけでグローバルに見る目もできました。協会活動がさらに活発に高度になっていくためには、優秀な

「個」を確保していくこと、指圧の心をもった「個」を育てていかなければなりません。広い範囲から人材の登

用がなされるべきだと考えています。現実的なことですが、交通費位は支給できるような財力が必要です。

各強くて優しい「個」が自由闊達に挑戦と創造を進められる。そんな協会を真剣に目指して、目に見える行

動をとっていければと思います。皆さん自身も改革を進め、そして結果にこだわってください。そのような皆

さんがお互いに力を合わせ、そして役立つ指圧協会をつくり続けるのだと思います。指圧協会を変える主

役は皆さん一人ひとりです。時々は宇宙を考えることも健康のためにも発想を根本からあるいは大きい視

野から見るためにも必要です。徳治郎先生の手から圧エネルギーと一緒にどんなエネルギーが出ていた

のかを思考しながら、今年も皆さんとご家族が一年健康であること、そして実りの多い年となることを祈念し

て、私の年頭の挨拶とします。 

 

将来を展望した赤い糸を紡ぎましょう 

                                              副理事長 小倉義夫 

  

新年あけましておめでとうございます。幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。新たな年を迎え、気持ちを引き締めて業務

に臨む所存です。今年も引き続き、変わらぬご指導ご鞭撻をいただければ幸いです。 

 

干支の子のように「寝ず身」に、真面目にコツコツと働き、倹約しながら、勘働きをしっかりと思っていま

す。加えて「思索」の年、即ち冷静に筋道を立てて深く考える年にしたいと思います。 日本指圧協会も従来

の蓄積の上に、会員証、会員バッジ、指圧道バッジなどがあります。これらは指圧師としての心の支えや協
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会員としてつながっている赤い糸のツールなのです。それらの在庫も乏しく、新しく作っていかなければなり

ません。しかし、同じものを作っていくのではなく、今後の更なる技術革新を考えたものを作らなければなり

ません。 

スマートフォンは登場してまだ十数年しか経っていないにも拘わらず多くの人の生活にはなくてはならな

い存在となっていますが、通信分野と IT分野が更にどんどん進むと考えられます。小さなものでもこの未

来を見つめた上で作っていかなくてはなりません。 

そのためには時代の先端がわかる若い人、自分の考えをしっかり持って、率直にそれを直言できる人達

が必要です。そして学校を卒業した指圧師が彼らの心の支えになるような、新しい赤い糸でつながってい

る、日本指圧協会を共に支えているというしっかりしたアイデンティティを持てる新しいものや仕組みを作っ

ていきたいと思います。 

指圧協会は役員がエンジンとなって初めて発展します。今年も日本指圧協会の発展のために全員で頑

張っていきましょう。 

 

 
 
改めて心にとどめたいこと    

                                       副理事長 石塚怜子 

 この年頭にあたって、改めて指圧師が仕事に臨む際の姿勢について触れたいと思います。 

私は過去振り返れば、患者のために役立つ施術をするために、「痛いでしょうね！辛いでしょね」と気持ちを

まずもって施術を開始し、一つひとつ丁寧に圧するとことで患者様の役に立とう努力してきました。患者さま

からいただけるものは、まず楽になったという嬉しそうな笑顔であり、金銭的な報酬は後からついてくるもの

です。 

生きるためには最低限のお金がまず必要ですが、そういう人はまじめにコツコツと働いています。そうで

はなく楽をして儲けようとする人は、そのために他者を欺くことを考える人すらいます。地位にしがみついた

りする人は、他者を蹴落とそうともします。そういう人は晩節を汚すなど、最後には大成しません。私たち指

圧師は、徳治郎先生の残された素晴らしい理念の下に仕事をしています。それを全うし、人のために働い

てこそ本当に頼りにされる人になることができるのではないでしょうか。今年もその姿勢を忘れずに生き抜

きたいと思います。  
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令和 2 年新年初顔合わせ会の開催報告 
  令和 2 年１月１２日（日）午前 11 時３０分から日本指圧協会主催の新年顔合わせ会が、文京区

本郷のホテル機山館（協会事務所の近く）において、学校、同窓会からのご来賓を含め、７６名の

参加者を得て盛大に開催されました。 

 初顔合わせ会は、小倉副理事長の司会のもと、木下筆頭副理事長のことばで開会。佐藤玄祥先

生の指揮による君が代斉唱に続いて上野理事長の挨拶、ご来賓の祝辞が続いた後、小玉副理事

長の発声により乾杯が行われた。 その後、昨年に発足した浜松地区の地区長鳥居一子氏に感謝

状授与式が執り行われ、続いて長寿会員へのお祝い式が行われました。 

 終始華やいだ雰囲気の中、午後１時３０分、石塚副理事長による閉会の言葉で盛会裡に終了し

ました                                              （以下、開催概要） 

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

- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

上野理事長のあいさつ（概要） 

             上野理事長は、まず新年の挨拶 

ともに、浪越和民理事長石塚校

長、同窓会大崎副会長はじめ多く

のご来賓のご出席を賜ったことに

謝辞を述べた。 

昨年の、地方訪問をはじめベトナム支部結成式と開 

校式参加など主な取り組みを報告した。 

本年の協会運営について、理事長の考えを述べ 

理事に檄を飛ばされた。（詳細は２面の年頭あい 

さつをご覧ください） 

最後に活・削・防をお願いして、挨拶を締めくくった。 

 

石塚校長先生ごあいさつ（概要） 

              石塚校長先生は、新年のご 

挨拶の後、昨年のあはきの 

養成学校新設要求に対し、 

厚労省が却下したことで、 

裁判が行われていたが、１２月２６日に結審があり 

あマ指法１９条を守りとおすといことが決まったこ 

とを報告されました。三位一体で、共存共栄を図 

っていくために協力で今年も協力をと、うったえら 

れました。 

 

  

浪越和民理事長ごあいさつ（概要） 

               浪越理事長からは、新

年のご挨拶に続き、日本

指圧協会が力強い団体

になるように激励をいた

だきました。    

オーストラリアから浦川先生が帰国され心強い

助け人が来ましたとご報告をいただき、指圧協

会の発展のために、 みなさまも協力していた

だきたい。私も協力をしますと重ねて激励のお

言葉で、ご挨拶を締めくくられました。    

 

大崎同窓会副会長ごあいさつ（抜粋） 

                世の中がリセットされ

ることを感じます。指圧

協会は新事務所にうつ

り、人事も刷新されて

いる。 

同窓会も初めて学生出身者が幹事長を担うこ 

とになった。文化部も３年間つきあってきた 

卒業生が役員を担うことになって、新しく働け 

るようにしていきたいと決意表明がありまた。 
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長 寿 者 の お 祝 い 

 

 

 

 

川原善次郎前同窓会会長ご挨拶（抜粋） 

               日本では北から南まで 

              災害続いているが卒業生

があちこちに散らばって

がんばっています。 

たいへん心配      心配になります。協会 

の方でもそうでしょう。 

徳治郎先生は「去るものは追わず、来るものは拒

まぬ」と言っておられた。そういう事だと思いま

す。自分で治療して治したという指圧の技術でい

ろいろなところで、今後も勉強で協力いたします。 

 

小林秋朝元同窓会会長ご挨拶（抜粋） 

              新年のご挨拶に続いて、

小林          小林先生も白寿のお祝い 

             を受けるお話、オリンピック 

          をを人生で二回も経験できる喜

びを、一回目が２５歳であったというたくさんの思

い出と共に語られました。３月２９日に同窓会行

事で上野の韻松亭で花見があるとこが報告され

ました。８０歳を人生の折り返し凸凹道を覚悟し

て、業界の発展に貢献していく決意を述べられ、

皆さまの健康とご多幸を祈ると締めくくられまし

た。 

佐藤八郎「指の光」元編集長ご挨拶（抜粋） 

          徳治郎先生が第１回世

界大会         界大会を開かれたのが 

              ７３歳、私が４３歳のとき 

              でした。７３歳でもこのよ

うな           うな大きなことができる

のだなと思いました。人生ですごいことをでき

る指圧師は、まず自分が健康であること。 

自分の健康法を編み出すことです。 

とご挨拶されました。 

 

鳥居一子浜松地区長感謝状授与 

 

                  

 

写真 

喜寿  佐々木重雄先生 椚 克彦先生 

傘寿  稲場啓吾護先生 中村孝夫先生 

     後藤和江先生     村井美枝子先生 

     原 忠雄先生 

   田上初恵先生 

卒寿  柴田芳市先生 
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作品「除夜の鐘」は東京新聞１月１１日朝刊に掲載される 
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理事長地方行脚   

 

日本指圧協会 愛知県名古屋支部訪問を終えて               令和元年 9月 22日   

 

去る 9 月 22 日東京駅より新幹線で名古屋駅着→名古屋市営東山線で栄町→名鉄瀬戸線で尼ケ

坂駅迄の道のりでした。名古屋市の熱田大五郎支部長との連絡がつかず、栄町でやっと通じて尼

ケ坂駅で待ち合わせる事になり、ホッとしました。着いたら車で迎えに来て頂きました。車の中で、

挨拶を交わしスケジュールを打ち合わせして、自宅へ到着しました。集まるまで、少し待ちながら、

大学生と高校生も研修に来ているとの事、今日は都合で欠席、会員さん 4 人と普段の研修会の雰

囲気などをお聞きしました。 

13 時少し過ぎから研修会開始、普段、実際に研修している様子について支部長の説明がありまし

た。皆さんで、心がけている圧の加減、方向、姿勢等の基本を大切になさっている事を確認し、復

習的に 40分ほど実例を交えて、熱田支部長が講義された。 

次に、私は以下を中心に講義をしました。会員さんにモデルになって頂き、自分なりの効果的治療

法を腰から足に向けての施術、及び、脊柱の状態、肩、肩甲骨、首の様子等を含めた身体全体の

指圧を通しての治療的施術の考え方が意識出来るように行いました。皆さんは、その解説と効果に

目を見張り、驚き、こんなにも自分たちの施術と違うのか、目から鱗が落ちた様だと言わんばかりに、

感心されていたのが、印象的でした。 

スマホで、それぞれ、写真を撮り、熱心に質問を交えながら研修し、懇談的に納得をして頂きながら

の楽しい研修会となりました。途中休みを取りながら、更に、話が弾み、会員さん方の経験を交えて

の有意義な研修会で、あっという間に予定の 16時を過ぎてしまいました。 

熱田支部長によると、故鈴木林三先生に師事された村岡先生との出会いが有るとの事でした。今

日の参加者は 4 名でしたが、かつては、畑中先生親子等ベテランが参加されていましたが、今は

昔とメンバーが変わっておりました。畑中、川原、赤坂先生等に会う時間がなく、名古屋駅で川原

真美先生に電話で再会を約して、帰路につきました。 （記 上野末次） 

 

 女子部活動報告 「女性指圧師のための指圧研修」 

１２月８日（日）１２時～日赤東京支部の２階第１会議室で 

第１回女子部研修会を開催されました。２５名の参加でした。 

はじめに狩野女子部部長から開会の挨拶と瀧本副部長から 

第２回目の行事として「湘南の春の散策」案内がありました。 
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  第１テーマ 不定愁訴 

    上野理事長が講師と「不定愁訴とは何か」から講義が行われました。

不定愁訴には、基本指圧でこそ対応ができると指圧圧点の延髄部

への指圧をはじめ、上項線と後頚部への 

施術の圧方向から正しい指圧圧点の 

実技指導がありました。モデルになられた方 

は役得でほぼ全身に理事長の施術を受けることができました。 

  第２テーマ生理痛と更年期障害 

 石塚副理事長の講師で、幅広く講義が行われました。 

緩解のために必要な指圧圧点も教えていただくと共に 

苦痛の機序を知り心の持ち方でもかなり苦痛が和らぐことも 

教えていただきました。ご自身のご経験や患者さまへの対応から 

学ばれたことと多くの文献でもお知りなられた事をご講義してください 

ました。 

 研修会後は台湾料理の「東栄」で忘年会も催され多いに盛り上がりました。 

ご寄付を戴き ありがとうございました（敬称略・順不同） 

田中  功 一万円  北村 雅彦 一千円  本間 陽一 一千円 
        

石原 博司 一万円  永末 洋子 二千円  根岸 正行 一万円 
        

木暮 晴雄 一万円  山川 友枝 一千円  河内 誠二 一万円 
        

佐藤 玄祥 五千円  平尾 清一 三千円  中島 祥景 七万円 
        

椚  克彦 五千円  妹尾 美子 三千円  小林 弘子 六千円 
        

鶴見せつ子 五千円  中村 孝夫 五千円  田島 公代 三千円 
        

宇佐美七海 三千円  野口 雅子 五千円  赤岡 充雄 一千円 
        

岩井  満 二万円  丸井 秀人 十万円  内藤  甫 三千円 
        

黒島 広美 五千円  小倉 義夫 一万円  匿名一名 五千円 
        

原  忠雄 三千円  小井川 隆 二千円    

 

いつも、温かいご支援をありがとうございます。心から御礼申し上げます。ご協賛の御礼と領収の証として、

ご芳名と金額を掲載させて頂きます。               一般社団法人 日本指圧協会  

                                                                                              筆頭副理事長 木下 誠 
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ベトナム支部結成／オープニングセレモニー「開校式」を開催 

 １１／０１（金）から０５（火）ホーチミン市に滞在しました。参加講師は小倉義夫先生・石塚玲子先

生・本間裕先生（通訳）でした。本間先生は準備の都合上１０／２５（金）からホーチミン市に滞在し

ていまいした。１１／０１（金）はベトナム航空カウンターに７時３０

分集合、９時３０分搭乗、１３時１５分到着、その後、HOTEL  

NAM HOA 14 時 45 分着、ゴック アンさんと山田さんに挨拶を

して、5日間の予定を伺いました。11/02（土）は 8時 30分から 11

時 30分迄｛開校式｝を執り行う。14時 30分から 17時 30分迄実

技指導にあたる。 

本間裕先生の号令に合わせて、小倉義夫：背部・腰部/石塚怜子：肩・首・頭痛による基本操作を

行う。11/03日は 8時 30分から 17時 30分迄、本間裕先

生の号令に合わせて、実技指導   

前日と同様で  治療の技術を導入した中での操作方法

を、両先生で指導にあたる。18時から 20時 30分迄、 

参加者全員（90 名）カラオケ大会等で皆が楽しい時間を

過ごした。11/04 日（月）は本間裕先生の号令に合わせて、

両日指導を実施した基本を、各人ペアになっていただき実技テストを行う。｛1 時間｝の持ち時間で

実施した。手順が間違いないかをチェックしました。 

最後に、ゴック アンさんと山田さん宅にて夕食を戴きました。その時に、今後の予定は来年も（1

年に一度は VINA SPAに来て頂きたい）宜しくお願い致しますと言われました。 

11/04 日ベトナム航空・ベトナムエアライン、23 時 20 分搭乗、11/05 24 時 20 分テイクオフ 成田

空港着 朝７時２０分   

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnewasianavi.com%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%25E3%2583%2599%25E3%2583%2588%25E3%2583%258A%25E3%2583%25A0%25E8%2588%25AA%25E7%25A9%25BA%25EF%25BC%2591.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnewasianavi.com%2F%25E3%2583%2599%25E3%2583%2588%25E3%2583%258A%25E3%2583%25A0%25E8%2588%25AA%25E7%25A9%25BA%25E3%2580%2581%25E5%259B%25BD%25E5%2586%2585%25E5%25A4%259667%25E7%25A9%25BA%25E6%25B8%25AF%25E3%2581%25AE%25E9%259B%25BB%25E5%25AD%2590%25E7%2589%2588%25E3%2583%259E%25E3%2583%2583%25E3%2583%2597%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25BC%2F&docid=cpsnb2DO0JrkoM&tbnid=So9Y6UYiAKlV7M%3A&vet=10ahUKEwixwqGSi_jmAhWVBIgKHVZNBPQQMwiAASgVMBU..i&w=490&h=276&bih=655&biw=1366&q=%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E5%86%99%E7%9C%9F&ved=0ahUKEwixwqGSi_jmAhWVBIgKHVZNBPQQMwiAASgVMBU&iact=mrc&uact=8
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         神奈川支部９月 研究会報告 『スポーツにおける障害』  

９月２２日（日）午後１時より 

いつものように、前半は相互指圧を行いましたが、今回は珍しく指圧専門学校の在

校生の方の参加はありませんでしたので、ベテラン同士の体調管理を中心とした相互

指圧となりました。その後 3時半過ぎから、今回のテーマ『スポーツにおける障害』というテーマで

斎藤支部長中心に勉強会を行いました。これは例年参加している横浜マラソン（今年は 11月 10

日）ケアコンディショニングサービス（指圧等によりランナーの体調を、整えること）の準備として、ラ

ンナーに起きる様々なスポーツ障害（外傷と障害）について、理解を深めようというものです。去る

7月１１日に行われた４団体合同研修の資料をもとに、会員の野田先生が纏めて下さったもので

勉強しました。 

わたしたちは、通常、ランナーが経験する外傷や障害に出会うことは多くありませんので、最低限

の基礎知識は準備しようというのが目的です。 

勉強してみての私の感想としては、解剖学的な知識がもうすっかりなくなっていたという事です。筋

肉の名前は知らなくても指圧は出来ますが、受ける方としては、傷んでいる筋肉や、症状について

の説明があった方が安心感や有難味があるのではないかと思います。終了後近くのレストランで

食事会をして、６時頃閉会しました。 （斎藤記）   

≪参加者≫ 赤岡充雄 谷口雛子 清水昭三 原忠雄 石井美和子 野田千種 斎藤良知 以上

7名    会場は川崎市高津市民館（丸井ビル 11階）  

 

神奈川支部 11 月 研究会報告  『相互指圧』11 月 24 日（日）午後 1 時より   

今回は講師を決めずに、相互指圧を中心とした研究会でしたが、全体での情報交換という意味で、

初めに、「腰痛治療」というテーマで座談会を行いました。腰痛は我々の施術の中でも上位に来る

症状で、主訴ではなくても軽度の腰痛も持っている人は多く、この日の参加者の中にも何名かいま

した。 

赤岡先生はこの座談会の為に、浪越徳治郎先生の 

著書を持ってきて下さいました。それによると、腰痛 

の原因は便秘、リュウマチ、身体の無理な使い方等 

様々あるが、指圧点はシンプルであり、かつ全身指 

圧を行うようにすることが必要。また患者さんの心を 
 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust8.com%2Fcontents%2F3152&psig=AOvVaw3XXzJpR4O_azjtQZNl3SG5&ust=1569731777105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi24drY8uQCFQAAAAAdAAAAABAJ
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前向きにする「お話」が大切である。そして指圧師自身も「楽しい指圧をすること」を心掛けてくださ

いとの事でした。 

その他参加者からは、腰痛の温熱療法、インドのアーユルヴェーダ、すべり分離症のことなどの話

があり、その後、相互指圧に移りました。この日は少し早めに相互指圧を終わって、30分ほどボッチ

ャで盛り上がりました。午後 5時終了。 

≪参加者≫ 赤岡充雄 原忠雄 斎藤良知 小野悠一 石井美和子 清水昭三 佐藤まり 中盛

祐貴子    以上 7名     会場は川崎市高津市民館（丸井ビル 11階） 

 

令和元年度跡見学園女子大学学園祭 

 ※ 日赤チャリティ指圧に参加して ※    

   ※ 北多摩支部 山﨑 薈    チャリティ指圧も今年で 22回目と成り、 

楽しみにしている方々も、増えているようです。 

跡見学園では、指圧を体験するよりも、短時間ですが、本格的な指圧をうけ

て、指圧の良さを実感して頂くように努力をしています。 

来場する方の中には、「昨年も着て指圧をして頂いたら、ずいぶん身体が楽だったから又来まし

た。」という方もいらっしゃいました。これこそ、指圧の魅力であり、神髄だと私は想います。 

今年の天気は気まぐれ、雨天の多い中、2日、3日とどうにか天候に恵まれ、終了までは雨を見る

ことは有りませんでした。募金金額も少なかった気がします。 

日赤チャリティ指圧に協力してくださった先生方   

は、11月 2日が、小玉誠・田中慶篤・田中功・山

崎渉・比留間隆子・山﨑薈の先生方の 6名、3日

は、立部正則・田中功・倉島一久・比留間隆子・

山崎薈の先生方の 6名が参加して下さいまし

た。感謝.感謝です。 

写真は上段が 11月 2日に，下段が 3日に撮                        

11月 2日は、前列中央に跡見学園ボランテ ィア

サークルさくら（学生赤十字奉仕団）の部長、

左右に東京指圧救護赤十字奉仕団の 

先生方、２列目に奉仕団の先生方及び学生奉仕団の方々です。 

下段 3日は、前列に、奉仕団 5名、及び跡見学園赤十字奉仕団 1名、後列も、指圧奉仕団 1

名、及び、跡見学園赤十字奉仕団の方々です。 山﨑薈 記  

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust8.com%2Fcontents%2F3152&psig=AOvVaw3XXzJpR4O_azjtQZNl3SG5&ust=1569731777105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi24drY8uQCFQAAAAAdAAAAABAJ
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施術体験（とんでもない腰痛） 

 

めったに固定電話が鳴らない治療院です。（常連

様はスマホです）それが鳴るといつも何事かと心配

になりますが大抵は何かセールスの電話です。貧

乏治療院には「俺々」の電話もありません。それが

鳴りました。「昨日から腰が痛くて歩けない」という

悲鳴の電話でした。そう言われて放っておけないの

が指圧師の熱い心です。１００円ショップで買った大

きな袋に、枕と胸マットと手ぬぐいと指の消毒薬を

詰めて訪問した。９２歳、男の独居老人でした。       

 腰痛の場合に生じる硬結や緊張している箇所を

探しながら圧しはじめました。しかし、どこにも患部

が見つからない。首を傾げながら思い当たる場所を

探しました、痛みがひどくてご本人も痛い箇所を特

定できません。３０分も経過しましたか、半ばあきら

めて大腿骨頭周辺を圧し始めました。 

「ごり」、ありました。腸骨部の腸脛靭帯です。 

大腿部外側の腸脛靭帯は基本指圧で圧するとこ

ろですが、腸骨部は臨床研修でも経験したことがあ

りませんでした。ご本人も「先生そこです」と叫び

声。左右を比較してみると、左側はその靭帯がある

ことも分かりませんが、右側にははっきりと強い緊

張がありました。「しめた、これだ」と起始部と停止

部に超持続圧を繰り返しました。１０分も圧しました

か。筋腹に流れ圧しで確かめました。 

指と笑顔で緩快を確認しました。 

 

わらび台福祉指圧院 岩井 満 

 

 

 

 

 

 

治療院こぼれ話 （東京と大阪） 

私は関西で生まれ２４歳まで過ごし、関東でそ

れを超えて過ごしてきました。東京・大阪間は新

幹線で２時間余りですが、言葉がかなり違いま

す。上海語と広東語ぐらいの違いがあるのでしょ

うか。どちらも私には聞き分けることもできません

が、そのように思います。大阪の指圧師が東京の

治療院に就職したとします。院長から「これを保管

しておくように」とカルテの束を渡されます。それを

「ほかしとくように」聞き間違える。大阪で「ほか

す」は「捨てる」ことを言います。それで、カルテの

束をシュレッターにかけてしまいました。院長から

ものすごく叱られてその日に退職になります。 

東京の指圧師が大阪の治療院に勤めます。ぼ

ったくりバーの経営者がいかにもお金のある服装

で治療院にきたとします。施術が終わってお金持

ちそうなので５万円請求します。「ぼったくり治療

院か！この礼はきっちりさせてもらうからな！」と

帰っていった。院長に「５万円いただきました。ま

た、礼に来ると言っておられました」と報告します

と、院長から「君、えらいことしてくれたな」と叱ら

れますが、「そんなに褒めていただいても」と言っ

てしまいます。大阪では「えらい」は「偉い」ではな

いのです。「とんでもないこと、やっかいなこと」を

言います。やはり１日で東京に帰ることになりま

す。こんな事を想像しながらベッドに入りますと、

すぐに寝つくことができます。                         

奈良草原 
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 ヒトは何故争うのか…若原正己氏著を読んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生命科学の研究者である若原正己氏が、進化と
遺伝子から考えるとして、人類の本源的課題【ヒトは 

なぜ 争うのか】について著したものです。私がこの

本を読んで印象に残ったことは、以下のとおりです。 

人間社会では、個人的な殺人は抑制されている

が、国家間の戦争は許される。戦争と人殺しの「遺伝

子」を発動させているのは、まさに、「宣伝」と「教育」

だ。（洗脳で同朋意識、排外意識、差別意識、偏見を

あおる） 

偏狭なナショナリズムによる排外主義は、人類の

中に、対立と紛争を生む。これは日本やドイツで過去

のファシズムを形成し侵略戦争に駆り立て人類史上

最大の犠牲を払うことになった。 

ヒトは生物学的に言って、「争う遺伝子」を持ってい

るとはいえ、その発現を抑えることができる。また、合

わせて狩猟の時に勇敢に立ち向かった犠牲的精神

と性質の遺伝子も温存されている。この理性をもっと

発達させ、動物的な感情を抑えることがカギだが民

主主義を基調とする教育に、（人間の未来）地球の

未来がかかっている。 

 

 

 

インド独立の父マハトマ・ガンジーが、徹底した「非

暴力主義」、「不服従の抵抗運動」で、絶対的な権力

をもっていた大英帝国の支配に終止符を打った。マ

ザー・テレサはカルカッタで貧しい人達の救済運動を

はじめ、その活動を世界に広げた。キング牧師もそ

うだ。この人達は現在を生きる人類の中でもより進

化していたのであろうか。そして争うことをその行動

エネルギーにしている人たちは進化の遅れた人たち

だろうかと私は思う。 

 著書の中で興味をひかれたのは指圧学校で出口

先生の生理学の中で習った人類のグレート・ジャー

ニーである。「日本人はどこから来たのか」と日本に

ついて詳細に述べられている。日本の古代は旧石

器時代、縄文時代（新石器時代）、弥生時代、古墳

時代に分けられている。旧石器時代に DNAの解析

でグレート・ジャーニーの波にのり①シベリアから②

朝鮮半島から③琉球半島から、これらが混ざり合っ

て初期の縄文人が形成されたらしい。弥生時代は縄

文人がほぼ日本の全域に分布していた縄文人社会

に半島から弥生人が渡来してきて、稲作農業と弥生

文化が持ち込まれた、混血しながら勢力を広げって

いったとヒトの骨や遺伝子の研究から、また持ち込

まれたイヌの研究からも支持されている。日本のイヌ

と半島のイヌのヘモグロビンのアミノ酸配列を見ると

本州、九州、四国の日本犬は半島のイヌと共通点を

もっているが、北海道犬と琉球犬はその共通点をも

っていないということだ。  響 渡  

 

 

 

 

 

 【著者紹介】 
若原正己 : １９４３年、北海道生まれ。北海
道大学理学部卒、同大学院理学研究科博士課
程修了、理学博士。１９７０年から北海道大
学理学部で研究・教育に従事。両生類の実験
発生学が専門で、主な研究テーマは「遺伝子
発現に及ぼす環境因子の影響」。２００７年
に北海道大学を定年退職 
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  会員サポート委員会 
 

 

  

 ① 小さな治療院のための会計税務の 

勉強会  

   

② 指圧師として活躍するに当たりの  

 医療保険の受領委任払い制度導入のために仕事の開始

が難しくなった。でも、大丈夫です。  

   

③ 治療院英会話学習会  

ネイティブ講師の費用の支払いのためにですが、  

１０人程度の希望者が集まれば実施できます。  

テキストは協会で用意しています。  

  会員サポート委員会 委員長 中盛祐貴子  副委員長 岩井 満 
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指の光は制作も発送もボランティアで行われています。 

記事の充実や適時に発行していくためには、郵送代や発送作業が負担になっています。 

理事長を先頭に有志の役員などが、折り・封筒詰め作業をしてくださっていますが、これを  

解決するために、電子版を春季節号より実施できるように準備をしたいと考えています。 

スマホやパソコンをお持ちの方で、電子版をお読みくださる方は下記宛にメールを 

お送りください。（電子版のご希望が少なければ実施できません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     指の光編集部 部長 中島祥景 

                   IT 委員会    委員長 月足弘法 

 

「指の光」 

準電子版 

スマートフォン・ 

パソコンにお送り

ます。 

 

指の光 

toukou@nshiatsu.org 

日本指圧協会の指の光のためのメールアドレス

です。こちらにお名前と「電子版（デジタル版）

OK」の旨、お添えください。スマートフォンやパソ

コンにお送りします。 

mailto:toukou@nshiatsu.org
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療養費申請システムのご案内 保険部部長  木下  誠             

資料請求先 ：保険部部長 木下 誠            e-mail : info@nshiatsu.org 

             ☎    ： 03-3818-2619 

              ＦＡＸ ： 03-3818-7354 

 

 

日本指圧協会の療養費請求仕組みの特徴 

リーズナブルな      使いやすいシステム      親切で的確な案内 

手数料 

   ５００円       ❶  クラウドシステム    ❶しっかりとした 

    ＋            パソコンやスマホ     説明資料が準備 

  申請額の５％         にダウンロード      されています。 

                 

    ＋         ➋  往療費用計算も自動   ➋日常は専任事務が 

                              審査・説明します。 

  振込手数料 

              ❸  必要な様式はすべて 

医療費ですから消費税は      出力されます。 

課税されません。         様式代金などは不要 

上記以外に組合への出資金として最初のみ１万円が必要ですが、退会時に返却されます。 

国民が広く自分の求める医療を受けることのできるように、国民皆保険制度の医療保険

を活用しての施術もお勧めしています。鍼灸あんまマッサージ指圧師も医療保険による施

術を行うことができます。 
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  臨床研修ご案内 臨床研修部部長 木下誠 

 

安心と信頼      仰臥で頸部指圧   ベビー指圧      変形徒手矯正術 

研修内容 

１．基本指圧の疾患別応用や運動療法を加たり、実践的 

臨床能力の向上を図る 

２．変形徒手矯正術の教授 

３．機能訓練指導員研修 

会費 会員２千円／回 学生１千円 会員外３千円／回  

機能訓練指導員研修は介護施設で働く上で必須です。 

また、指圧師はその資格をもっていますが、実技を学ぶ場がありません。 学びたい方は、ご希望

をおよせください。ご希望があれば実施いたします。（木下：０３－５２２８－２３４１） 

変形徒手矯正術は、医療保険で施術を行う場合は医師に求められます。これもご希望の方はお

声をお寄せください。                   （木下：０３－５２２８－２３４１）  

実践的臨床研修    テーマ： 変形性膝関節症に対する指圧療法  

日時 ： ３ 月 １５ 日 （日） １３：００～１６：００  

   場所 ： 日本赤十字社 東京支部 ４F 奉仕団作業室  

   講師 ：木下 誠 

指圧師損害賠償責任保険 

加入内容書のハガキが届いていない方は、協会までお知らせください。 
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女子部主催の春の計画 
四月に湘南の春を楽しみませんか？ 

＜施術の投稿＞慢性頭痛に対する「首の・6 点押し」指圧法 

 大磯には、日本初の海水浴場ができ、 

伊藤博文をはじめ政治家や財界人が別荘を建設し、

「湘南の奥座敷」と呼ばれ発展してきました。 

見学できる所は 旧吉田茂邸 

        澤田美喜記念館 

        田島立庵 

        島崎藤村旧宅 

        大磯迎賓館（旧木下邸） 

          大磯城山公園（旧三井別邸地区） 

この中より参加人数、天候等により決めたいと 

思っています。 

現在 ４月５日（日）を予定しています。 

 

大磯海水浴場 

 

 

旧木下家別邸（大磯駅前洋館） 

 

 

旧吉田茂邸 

 

      女 子 部 
 
部長  狩野かよ子 
      SMS 090-8349-9434 
 
副部長 瀧本光代 
        SMS 090-1507-6326 
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テクノストレス症候群が頭痛や疲れ目を招く 
 
現代社会は、コンピューターなしでは生活が成りたたない状況と・なっています。仕事が終わったあともスマホざ

んまい。 

こうした日々が続くのですから、体の負担にならないほうがおかしいでしよう。 

パソコンやスマホを凝視していると、目が疲れることはいうまでもありません。長時間続けていると、ネコ背にな

りがちで、首や肩、背中がこわばってしまいます。その結果として、テクノストレス症候群の症状が起こってきま

す。初期症状としては、疲れ目や目の充血、首・肩のコリ、そして頭痛です。さらに悪化すれば、動悸、めまい、

手指のしびれなどの不定愁訴も出てくるでしよう。 

親指の先で反対側のこめかみに向けて押す 

ポイントとなるツポが二つあります。完骨と風池で、頭痛やめまい、疲れ目に特効のツボです。 

完骨は、耳の後ろにある乳様突起の後ろ下のくぼみ(左右 2 ヶ所)にあります。 

 

風池は、完骨と同じ高さで、手の指幅 2本分後方で、後頭骨の下のくぼみ(左右 2所)にあり・ます。この二つの

ツボと同じ横ライン(上項線)上を指圧すると、ツポや筋肉が刺激を受け、頭部の血流が促されて、痛みが軽減し

ます。 

押す場所は、上項線上の 6点。①完骨から順に、②ッポ名なし、③風池、④ッポ名なし⑤上天柱、⑥ッポ

名なしとなります。押す際には、親指の先を使ったほうが効果的に圧を加えることができます。指圧は、押

す方向がとても重要です。首の 6 点押しの場合は、机などにひじをつき、ツボに押し当てた指を反対側の

こめかみに向けて押すことで、圧刺激が伝わりやすくなります。押し方は、グーツと 5 秒間押し続けたら離

す。これを完骨から順にみに向けて押すことで、圧刺激が伝わりやすくなります。押し方は、グーツと 5 秒

間押し続けたら離す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを完骨から順に 6 点を 3 回くり返し

ます。もう・片側も同様に行います。・これ

が 1 セットで、朝晩 1 セットずつ行います。

テクノストレス症候群で頭痛を起こす人

や、肩や首などの筋肉の緊張から起こる

筋緊張型の人に、よく効きます。 

頭痛持ちの人は、首の 6 点押しに加え

て、頭皮を押すこともお勧めです。押して

みて、頭皮がむくんでいる(プヨプョとやわ

らかい)ところが押すゾーンです。そこを親

指以外の 4 本の指で押しましょう。片頭痛

の改善に役立つ「耳の前押し」は、耳の手

前を触って、拍動が感じられるところ（浅側

頭動脈）があります。片頭痛のあるとき、こ

の拍動部を、今度は親指の腹で約１分間

押さえてみましょう。 

片頭痛は、脳の血管が拡張することに

よって起こる頭痛です。この圧刺激によっ

て血管の拡張が抑えられ、痛みが和らげ

る効果が期待できます。 

（マキノ出版ムック：慢性頭痛が薬に頼ら

ず○楽治る P16～１８木下誠） 

 

 

 

 

、

テ

 



新年号     ２０２０年 １月 １５日    指圧のこころ母心 おせば命のいずみ湧く 

 

25 

2020年ハワイ大学人体解剖セミナーご案内 
 

 福利厚生部では、ハワイ愛泉指圧学校と協力致しまして、以下の要領で解剖実習セミ

ナーを企画いたしました。徳治郎先生は「指圧の基本は人体解剖にある」と言われました。

日々の施術を解剖学で裏付けをもち、更に高い施術を目指しませんか。施術を解剖学に

たって語れるようになることも重要です。 

  

 

                     記               ハワイ大学マノア校 

2020年５月２１日（木） クアキニ病院にて指圧治療のデモストレーション 

        ２２日（金） 人体解剖事前セミナー 

CPR(心肺蘇生)ワークショップ  ハワイ大学マノア校 

       ２３日（土） 人体解剖実習 ハワイ大学カカアコキャンパス解剖ラボ 

       ２４日（日）        修了書授与、写真撮影、 

       研修費用 US$１，４７０.- 

申し込み締め切り３月１日 

希望者が集まり、観光も兼ねて日本ハワイ間の飛行機、ホテルの予約のツアーを組む 

などを、相談をして決めたいと思います。 

以上 

 

 

                                   福利厚生部                                    

部長：石塚 怜子 

                                    副部長：中盛祐貴子 

                                        横塚 秀樹          
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記備談語         佐藤玄祥（博）                                                                                                                              

  

 

   脊髄損傷治療 

リハビリ以外の治療を選択枝として、今回脊

髄損傷の再生医療製品が厚生労働省の専門

部会で、条件付きで承認することになった。毎

年５０００人以上が患者になると推定され、今

回承認されるのは、大手「ニプロ」と札幌医大

の共同開発の「ステラミック  注（販売名）」

で、同省では治療の対象は、あまり時間が経

過していない損傷から、手足の完全麻痺の重

患者で、一カ月以内に患者の骨髄液を採り、

その中に含まれる「間葉系幹細胞」を培養

後、細胞５千万～２億個を点滴投与する。同

大の臨床データは、１３人中１２人に運動機

能がやや回復するなど、症状が改善した。今

回の部会の審査では、症例数が少しでも、条

件付で早期に実用化出来る制度が適用化さ

れた。大阪大学では抗体薬の治験も開始さ

れ、慶応大学でも ips 細胞（人工多機能性幹

細胞）を使った臨床研究計画が承認され、治

療の選択枝は広がって行く。QOL がますます

高められるのだ。 

フレイル対策：食事摂取基準 

厚生労働省は高齢者の食事に関し、フレイルと

呼ばれる心身の虚弱状態を防ぐ為、65 歳以上

の人は毎日体重 1 ㎏当たり 1ｇ以上のタンパク

質を採ることが望ましいと、一応の目安を初めて

示した。即ち、健康を保つための食事について

纏めた「食事摂取基準」の改正案にフレイル予

防の目安を盛り込んだわけだ。5 年に一度基準

を見直している。日本食品標準成分表に拠る

と、食品１００ｇ中に含まれるタンパク質は別表

の如くである。改正案は１日の食事に於いて望

ましいタンパク質の割合（総エネルギー量で比

較）も改めた。現基準は全年代一率「13～20％」

を５０～６４歳「14～20％」，６５歳以上「15～

20％」とし、摂取上限を 20％据え置きは逆に，タ

ンパク質の取り過ぎが腎機能の悪化・糖尿病に

影響するためという。他の栄養分の割引（６５歳

以上）は，炭水化物「50～60％」・脂質「20～

30％」とした。 

 

食 品 名 

１００㌘中のタ

ンパク質の量  

ゆでささ身 27.3（グラム） 

焼きサバ 25.2 

プロセスチーズ 22.7 

ロースとんかつ 22.0 

納豆 16.5 

ゆで卵 12.9 

 

☆年頭☆所感は令和新年に相応しく，理事長の心意気が明るい感じで受け止められた。 

    「活・削・防」の強化が役員に徹底されれば、会員も積極的に立ち向かう理事長の〝意気〝を

感じ，会員の望む「メリット」は会の存在そのものであり、「浪越指圧」を標榜出来るのは「日本指圧協

会」だけなのだと確認されるであろう。    ☆指圧を通じて、世界で飛躍する海外支部の活動にも注目

して欲しい。ハワイ州・オーストラリア・カナダ・タイワン、そしてベトナム各国の同志の“よりどころ”と

して協会の繁栄が望まれるのだ。☆各副理事長の提言は、「若い力の結集を」という、新生協会の

意気込みとして受け止めたい。また“協会”は何もしてくれないではなく、会員はなにをなすべきか考

えてほしい。 ☆知識と技術を磨く有資格者の集まりを誇りとして「指圧道」に専念すべきである。                                                              

 （玄祥） 

編集        
後記 


