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講師：日本鍼灸研究会代表　篠原　孝市　先生
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学

● 日　時：令和３年　８月　８日（日）
● 会　場：大阪府鍼灸師会館　３階　
● 出席者：会員 22 名（うち Web14 名）　一般 18 名
　　　　　（うち Web9 名）学生 9 名（うち Web9 名）　

八月特別講義　
『経

け い み ゃ く び ょ う し ょ う

脈病證について』

○『靈樞』經脈篇資料（未定稿）篠原孝
市２０２１/ ０７/ ３０～０８/ ０７
『靈

れ い す う

樞』「經
けいみゃくへん

脈篇」と『足
そくひじゅういちみゃくきゅうきょう

臂十一脈灸經』、
『陰

いんようじゅういちみゃくきゅうきょう

陽十一脈灸經』を資料とする。

○資料について
『足臂十一脈灸經』と『陰陽十一脈灸經』

は１９７３年頃であろうか、その頃、中国湖
南省長

ちょうさ

沙の馬
ま お う た い

王堆という所から出てきた出土
物の中にあった経脈の流注と病證、これに
関するものである。これが出てくる以前、
経脈というものを考える資料は『靈樞』「經
脈篇」と『素問』および『靈樞』の中に在る
経脈に関する断片の文章、それは『素問』
「脉

みゃくかいへん

解篇」や「厥
けつろんへん

論篇」であるが、それしか
なかった。しかし馬王堆から、より古い資料
というものが出てきたので、それまで考えら
れていた経脈の考え方をかなり変えなければ
いけなくなった。

資料では『靈樞』「經脈篇」と馬王堆から
出土した『足臂十一脈灸經』、『陰陽十一脈灸
經』を並べて対比してある。これはもうすで
に他の人たちも行っている。それを改めて対
比してわかるようにしてみた。

全体を通してわかることは『靈樞』「經脈
篇」の、どの経脈もすべて『足臂十一脈灸
經』、『陰陽十一脈灸經』の中に出てくる。し
かし、一つの経脈だけ出てこない。それは
「心

しんしゅけっちんしんぽうけい

主厥陰心包經」である。

○『靈樞』「經脈篇」
０１肺手太陰之脈。

（解説）
この文章は「手の太陰の脈」が肺という蔵

府と関係していることを表している。当たり
前だと思うかもしれないが、実はそうではな
い。「手の太陰の脈」の上に「肺」という蔵
府の名前をつけるというのは、実は「經脈
篇」の著者あるいは編者が行ったものと思わ
れる。あるいは、後の時代にそれが行われた
というのがわかる。後の時代に「手の太陰肺
経」と呼ばれるようになるのだが、蔵府と経
脈の名前というのは一義的なものではない。
『靈樞』「經脈篇」を読む時に、この事をま
ず一つ押さえておかないといけない。

経脈というものは決して、蔵府との関係が
最初から規定されていたわけではない。

０２起于中焦。　０３下絡大腸。　
０４還循胃口。　０５上膈。　０６
屬肺。　０７從肺系。　０８横出腋
下。　０９下循臑内。　１０行少陰

＊８月度は会場１７名、ネット配信での受
講が３２名でした。

心主之前。　１１下肘中。　１２循臂
内上骨下廉。　１３入寸口。　１４上
魚。　１５循魚際。　１６出大指之端。

（解説）
特徴的なのは「中

ちゅうしょう

焦」から始まって、手の
第一指に終わるという流注である。

１７其支者。　１８從腕後。　１９直
出次指内廉。　２０出其端。

（解説）
こちらも流注である。手関節附近から始まっ

て別の方に向かって流れていくということが
書かれている。第二指に向かって流れていく
ということで、これも経絡経穴を勉強した人
は誰でも知っている。

＊「肺系」というのは何かというと、昔は「肺
の系

つりと

」と言って、肺が上からひもで吊るされ
ているイメージでとらえていた。実際の解剖
図によるものとは違って、そのようにとらえ
ていた。「肺系」とは何かと言うと肺を吊るし
ている糸のことを、そう言った。
『靈樞』「經脈篇」を読む人は、皆なこれを

疑わないでそのまま読む。中焦から始まり肺
の蔵府まで行くのだということを誰も疑う事
がない。それは、この文章をそのまま受け取っ
ているからである。体内でこのようにめぐっ
ているのだと考える。しかし、この流注その
ものが『足臂十一脈灸經』と『陰陽十一脈灸經』
では違うということがわかる。

ここでは『靈樞』「經脈篇」と対応する部分
を同一の番号としている。

○『足臂十一脈灸經』
０１臂泰陰脈。

１２循筋上廉。　０９以奏（走）臑内。　
０８出夜（腋）内廉。之心。

○『陰陽十一脈灸經』
０１臂鉅陰之脈

（解説）
「臂

ひ

鉅
こ い ん

陰の脈」というのは「手の太陰の脈」
のことである。

起於手掌中。出臂内陰兩骨之間。上骨
下廉。筋之上。出臂内陰、入心中。

（解説）
「手の掌

しょうちゅう

中に起こり、臂
ひ

の内
ないいん

陰兩
りょうこつ

骨の間
かん

に出
い

で、骨
こつ

の下
げ れ ん

廉、筋の上を上
のぼ

り、臂
ひ

の内陰を出
い

で、
心中に入

い

る」と読む。
手の太陰の経脈は手から行って心に入ると

言う。ここで求心性だということがわかる。
そして心に関する病證と関係があるというこ
とを表明している。

○『靈樞』經脈篇
２１是動。

２２則病肺脹滿膨膨。　２３而喘咳。　
２４缺盆中痛。　２５甚則交兩手而
瞀
ぼう

。　２６此爲臂厥。

○『足臂十一脈灸經』
其病。
心痛。心煩而意（噫）。

（解説）
「其

そ

の病。
心
しんつう

痛し、心
しんはん

煩して、噫
おくび

す」と読む。
「心痛」というのは、胸が痛む、あるいは、

みぞおちが痛むということである。普通は胸
の胸骨体の下の辺りが心だと言われている。
そこが痛むのが心痛である。心

しんはん

煩は煩心と同
じである。胸苦しい、あるいは息苦しいと言っ
ても良い。胸をかきむっしたりするような状
態である。「噫

おくび

」は喘
ぜん

である。

○『陰陽十一脈灸經』
２１是動則病。
心彭彭如痛。　２４缺盆痛。　２５甚
則交兩手而戰。　２６此爲臂厥。　是
臂鉅陰之脈主治。

「是
こ

れ、動
どう

ずれば、則
すなわ

ち病
や

む。心
しん

、彭
ぼうぼう

彭とし
て痛むが如

ごと

く。缺
けつぼん

盆痛み、甚
はなは

だしければ則
すなわ

ち、
兩
りょうて

手を交
まじ

えて戰
おのの

き、此
こ

れを臂
ひ け つ

厥と爲
な

す。是
こ

れ
臂
ひ

之
の

鉅
こ い ん

陰の脈の主治なり」と読む。

「心、彭
ぼうぼう

彭として痛むが如
ごと

く」とは、「心痛」
を言う。胸が痛むということだ。

ところが、これを『靈樞』「經脈篇」では、「２２
則病肺脹滿膨膨　（肺、脹滿【ちょうまん】し
て膨膨【ぼうぼう】たり）」　と変えてあり「心」
という言葉は出てこない。

また、ここにある　「２５甚則交兩手而戰　
（甚【はなは】だしければ則【すなわ】ち、
兩手【りょうて】を交【まじ】えて戰【おのの】）
き」」という文章が『靈樞』「經脈篇」では、「２５
甚則交兩手而瞀　（甚【はなは】だしければ則
【すなわち】兩手【りょうて】を交えて瞀【ぼ
う】す）」と変わっている。
「瞀

ぼう

す」とは意識が暗くなるような様を言
う。両手で胸を押さえるようにして意識がも
うろうとした状態だと言う。『靈樞』「經脈篇」
では「肺」のこととして書かれているが、実
は『陰陽十一脈灸經』の「心の病證」の文章
がそのまま流れているのだとわかる。

「肺」というのは何か。「肺」は肺蔵のこと
ではなく呼吸のことである。「肺」というのは
「呼吸」のことであり「皮膚（体表面）」のこ
とであり、色の「白さ」、そういうものを指す

のである。ここでは、そういうものに関わる
病證ではなくて、もっぱら「心」に関わるも
のであった。

肺に関わるものというのは重篤なものでは
ない。心に関わるものは急激に病態が悪くな
り死んでしまうというイメージがある。「心
痛」というものは普通では無い。昔の人がもっ
とも恐れたものは、胸の痛みとおなかの痛み
であった。手足が痛むもので、まず重篤なも
のは骨折を別にしてなかろう。『素問』や『靈
樞』の文章を読んでいて一番、印象的なもの
は「心の病」というものは急激に病態が悪化
して、あっという間に死んでしまうというこ
とである。腎の病はどうか、こちらは長い期
間を要してからだが衰えて死んでしまうとい
う違いがある。

だから「手の太陰の脈」というものは、現
在私たちが考えているような生易しいもので
は無くて、古い時代は結構重篤な病證であっ
たということが、ここでわかる。
『靈樞』「經脈篇」以前は、経脈の流注とい

うものは「足の太陰脾経」「手の太陽小腸経」
の二脈ぐらいを別にすると、すべて手足の末
端から、からだの中心に向かって流注をして
いた。

流注とは何かを考えることには問題があ
る。流注というものがあるのかと言えるぐら
いのものである。流注というものは、川の流
れがイメージされている。しかし本当に川の
流れのようなものであれば、求心性で主に書
かれていた経脈の病證が、『靈樞』「經脈篇」
の成立に至って、まるで、たまきの端無きが
ごとく、からだの中心から手足の先へ、そし
てそこからまた、からだの中心へ、そして中
心からまた末端の手足へと、遠心性と求心性
が入れ替わっていくことは出来るわけがない。
＊たまきの端無きが如し：（荀子【じゅんし】）
めぐりめぐってきわまる所のないことにいう。

（新村出編『広辞苑』第七版　岩波書店）

中 国 で も 後 の 時 代 の 元（ １ ２ ７ ９ ～
１３６７年）や明（１３６８～１６６１年）
になると流注に大きな意味を持たせた。鍼を
する方向を流注の向きに対して順にするか逆
にするかで気の補瀉というものが出来るのだ
というような手技を生み出す人もいた。

＊『霊枢』の森を歩いてみませんか。
毎月休まず第二日曜、午前１０時から
１２時まで大阪府鍼灸師会館３階で
す。ＣＯＶＩＤ－１９感染予防対策の
下、勉強会のご案内につきましては本
会ホームページをご確認下さい。１０
月度は１０月１０日（日）、『霊枢』「本
輸　第二」の篇に入っております。

（霊枢のテキストは現在５冊在庫あり、
受講申し込み時お問い合わせくださ
い。１，６００円 + 送料）

素問勉強会世話人　　東大阪地域　
松本政己
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令和３年度 第３回学術講習会
（会場・配信会場：大阪府鍼灸師会館）　 

みなさん守口大根はご存じでしょうか？
ごぼうみたいな細長い大根で、粕漬けなどに使われており、「世界最長の大根」

としてギネスの世界記録にも認定されたことがあるくらい有名な大根です
本日講演された久木先生の所属されている大阪国際大学短期大学部は大阪府守口

市に位置し、守口市が守口大根発祥の地ということで、久木先生は守口大根の復興
に向けても活動されており、久木先生は多方面に活躍されている先生です。

東洋医学的考え方を交え、科学的根拠に基づいた栄養指導について日頃の生活に
取り入れやすいように楽しく食養生について講義していただきました。

まず鍼灸学校で栄養学の指導を行ったときに薬膳に興味を持たれた時の話をして
くださり、私はとても共感しました。
「岡山県の実家で育ち、畑でもぎたてのトマトを夏に食べた時のおいしさを思い

出し、旬のものを頂く有難さを強く感じた。薬膳とは五感を感じておいしい！旬を
感じる！というのを大事にしているということに共感した。」という話をしてくだ
さり、その話を聞いて実家の野菜の味を思い出した方も多かったのではないでしょ
うか。

薬膳は体質を考えて調節する。
その観点をご自身の研究に応用され、東洋医学的体質を考慮して食養生を考案さ

れました。
久木先生は科学的根拠に基づいた食養生の研究をされており、年代別・性別の違

いを基に個人的な体質を考慮して食養生をアドバイスされています。体質を診るの
に具体的な質問シートも教えてくださり、誰でもわかるようになっています。

具体的に肥満の方の体質と遺伝子の素因からその方の食生活の改善点を具体的に
教えて頂きました。体質によって食べ方の違いや好むものも変わってくるのが不思
議でとても興味深く、思わずいろんな方に伝えたくなりました。

久木先生は生活習慣病でも注目されている減塩についての研究も行っておられ、
減塩を助ける香辛料について科学的に研究されています。実際に家庭料理に取り入
れやすい料理がクミンのポークソテーなどで、クミンは肉料理へ用いると香りもよ
いし、減塩効果もあってこれはすぐに買いにいくしかありませんよね。

高血圧の原因は NaCl ではなく、
本当は Na であり、顆粒だしに入っ
ているグルタミン酸 Na が高血圧の
原因になるので、パックだしなどに
変えると減塩効果があります。

久木先生の新婚生活時代の食事の
話などもしていただき、食生活の変
化でのあるある話が、今後手料理を
披露する方にとって、とても勉強に
なったのではないでしょうか。

貧血、便秘、フレイルなど今増え
てきている疾患へのタイプ別の食養
生もすぐに実践できるものばかりで

「ライフサイクルに応じた食養生」

大阪国際大学短期大学部　栄養学科　教授
　久木　久美子先生

前田先生の講義、実技をリモート講演で拝視聴させていただきましたが、ココロ
とカラダの健康に対するご熱心な思いが、画面を越えて直に伝わってきました。現
在のコロナ禍にも打ち勝つための免疫力の向上につながるポイントなど鍼灸治療と
食 ( 薬膳 ) を結んでお話ししてくださいました。内容は以下の通りです。

内側からのアプローチには、食事 ( 薬膳栄養学 ) でカラダづくり。
外側からのアプローチには、鍼灸治療を。
患者様に 24 時間付きっきりで治療やアドバイスは出来ませんが、食事アドバイ

スからのセルフケアなら、毎日続けていただくことが出来るという利点があります。
東洋医学の気血水と五行学説に基づいて、患者様の体質を分類することからはじ

めます。
気【生命活動の根源・活動エネルギー・自律神経】、血【身体を養う材料】、水 ( 津

液 )【身体を潤す材料】の 3 つのバランスの中で崩しているバランスは何かと考え、
そして五行学説に沿って 5 つの体質に分けて治療や食養生のアドバイスを行ってい
きます。

ご自身の体質をわかっておられないことが多いので「体質チェック」を五行学説
の季節【春 = 肝・胆、梅雨 = 脾・胃、夏 = 心・小腸、秋 = 肺・大腸、冬 = 腎・膀胱】
を基に行います。( チェックシートがあります。) 体調の変化を感じやすい季節が、
その季節の影響を受けやすい体質と考えられます。体質がわかれば、それぞれ【春
→解毒・青や緑の食材、梅雨→利水・黄の食材、夏→清熱・赤の食材、秋→潤肺・
白の食材、冬→補腎・黒の食材】のように対応する経絡の治療や食材の効能効果を
発揮させます。
＜薬膳の基本＞

薬膳とは東洋医学による食養生法であり、薬膳栄養学のことを言います。
薬膳発祥の原点は「神農」さんであり、食の知識・薬の知識を確認するために自

らの身体で百草を食し試しました。最古の薬物専門書である「神農本草経」は、神
農が確かめた植物に関する情報など神農以来、伝えられてきた食薬の知識がまとめ
られています。

食薬物を上薬・中薬・下薬に分類してあり、
上薬：日常食して身体を養う目的、　中薬：病気予防の目的、　下薬：特定の病気を

治療する目的　としています。
料理の中に上薬と中薬が 1 つでも入っていたら、薬膳料理となります。
薬膳栄養学のアドバイスや薬膳料理をすすめる時に使うものは、陰陽五行学説の

五穀、五畜、五菜、五果、五経、食べ物には 5 つの性質がある、五性性質の熱、温、
平、涼、寒味が持つ機能、五味の酸、甘、辛、苦、鹹、五臓の働き、酸（木肝春）、
苦（火心夏）、甘（土脾長夏）、辛（金肺秋）、鹹（水腎冬）などであり、その効能

「鍼灸治療の効果を高める食事療法」
～ココロとカラダの健康薬膳～

鍼灸館・スカイハーブ心斎橋　院長　
前田　智美　先生

ワールドマスターズゲームズ2021関西に向けて

WMG2021 関西担当特命理事　
丹波　徹二

2022 年 5 月 13 日～ 29 日にかけて、世界中のスポーツ愛好家が参加する生涯
スポーツの総合競技大会、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西が開催される予
定となっています。

本来であれば、今大会は今年５月に開催される予定でしたが、コロナウイルスの
世界的流行により、開催が１年延期となりました。

大阪府内において、ラグビー（東大阪市）、BMX（岸和田市）、オープンウォーター
（泉南市）、サッカー・フットサル（堺市）が各市で開催される予定となっています。

大阪府鍼灸師会は大会開催決定後、大会組織委員会、大会実行委員会と何度も話
し合いを重ね、スポーツ鍼灸ボランティア活動に関われる事が決まりました。

マスターズとは 30 歳以上の方は誰でも参加ができ、ご高齢の方にも人気のある
スポーツ大会です。日ごろのコンディショニングや体調管理に安心・安全な鍼灸の
普及を広める、またと無い機会と考えています。

コロナウイルスの流行前に大会組織委員会・大会実行委員会と話をしていました
活動内容は、選手に対し鍼貼付、競技前後のストレッチングおよび必要に応じたテー
ピングです。（ただし、コロナウイルスの流行状況により、スポーツ鍼灸ボランティ
ア活動に制限がかかる可能性があります。）

WMG 2021 公式サイト

FAX⽤申込み⽤紙（会場受講希望のみ）
地域： ⽒名

フリガナ

：
 e-mail: 電話番号：

FAX ０６−６３５１−４８５５

区分     ⼤鍼会正会員      ⼤鍼会準会員
       ⽇鍼会正会員（所属師会名     ）   ⽇鍼会準会員
       会員外     学⽣（学校名       ）

このような不透明な状況ではありますが、来年の大会開
催を信じて私たちは事前準備を進めておく必要がありま
す。開催される競技の中には、私たちが日ごろの臨床の中
で関わる事が少なく、事前に競技特性の理解が求められま
す。そこで今回は実際の現場で専門的に活躍をされている
方を講師として招聘し、スポーツ鍼灸ボランティア活動に
向けた研修会を開催致します。同封の案内をご覧になって
お申し込みください。

同時に大会にスポーツ鍼灸ボランティアとして参加をし
ていただける先生方も募集しています。先生方とご一緒に
活動が出来る事を楽しみにしています。

した。
みなさんは毎日欠かさず食事をしますよね。その時に、日々少しでも久木先生の

講義内容を取り入れることが出来れば、個々の体質に合った生活に近づけるのでは
ないでしょうか。

自分だけでなく大切な家族や治療に来られる患者様にも正しい知識を伝え、この
世の中に健康な人々が増えていけるように少しずつ変えていければ将来大きく変わ
るのではないでしょうか。

研修委員　今井　亜理紗
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効果で体質改善を促します。
食材五行学説に基づく季節に良い食材（一部抜粋）

春　【キャベツ・じゃがいも・たけのこ・レタス・にんにく・あさり　など】
梅雨【アスパラガス・とうもろこし・オクラ・サクランボ・カツオ・アジ　
　　　など】
夏　【きゅうり・ゴーヤ・トマト・なすび・梅しそ・メロン・すいか　など】
秋　【しめじ・しいたけ・栗・リンゴ・梨・サバ・サンマ　など】
冬　【大根・ごぼう・人参・ほうれん草・ネギ・みかん・ゆず　など】

これからの季節は新型コロナウィルス対策として、しめじやしいたけが免疫力
UP に大根が喉の痛み緩和、肺を潤すことでおすすめだそうです。
＜実技編＞要点をおおまかに記述

実技の流れ
1. 立位でカラダの確認　2. 仰臥位での皮膚状態の確認　3. 顔診、眼診、舌診、脈診、
腹診 4. 仰臥位、腹臥位での治療　5. 治療穴　6. 薬膳食材、漢方薬アドバイス

仰臥位での皮膚状態の確認では、肌の色見、肌の乾燥、毛穴の大きさ、産毛の
生え方や量、温度の差などをみます。

主訴は必ず確認、問診した上で実技に入ります。腹診は打診法で音の確認をし
ます。

患者様のモデルは胃腸が弱く、お身体にむくみがある症状です。
[ 鍼治療 ]

胃腸の治療、水分代謝・筋緊張改善の治療を行い、胃腸を健脾、健胃にして消
化器官を健康状態にします。
治療穴：陰陵泉、三陰交、足三里、豊隆、太衝、章門、天枢、関元、中府、雲門、

百会、目窓、神庭、胃兪、脾兪、小腸兪、大腸兪、風池、天柱、承筋、
承山など

鍼の良さを続けるため、仰臥位で前頸部、胸腹部などに円皮鍼を施し、そのま
ま腹臥位になっていただいても鍼施術が出来るようにします。そして腹臥位で腰
背部、頚肩部、下肢後面部などに鍼施術をします。

食のアドバイスとして呼吸器系を楽にします。また、栄養を摂るのに必要な咀

研修会（講座）案内
（公社）大阪府鍼灸師会　主催　
１０月・１１月研修事業のご案内

１０・１１月度研修事業のお知らせです。
今回も事前申込制で会館受講と WEB 受講
を選択できるハイブリッド形式となってお
ります。（状況によりましては、WEB 受講
のみとなる場合もございます）
下記の要綱をご覧いただき、会員の先生方
におかれましては、万障繰り合わせの上、
ご参加お待ちしております。詳細は、研修
会案内をご参照下さい。

【日時】
令和 3 年 10 月 10 日 ( 日 )
10:00 ～ 12:00　　　　　　　　　　　　　　   

【演題】
・霊枢勉強会　第６回「本輸篇第二」
講師：篠原　孝市　先生　日本鍼灸研究会　
代表

【日時】
令和 3 年 11 月 14 日 ( 日 ) 
10:00 ～ 12:00　霊枢勉強会
13:30 ～ 16:45　学術講習会

【演題】
・霊枢勉強会　第７回「小鍼解篇第三」
講師：篠原　孝市　先生　
　　　日本鍼灸研究会　代表
・学術講習会
①「心と自律神経のトリートメント」

②「心と自律神経のトリートメント・実技編」
（実技供覧）

講師：船水　隆広　先生
学校法人呉竹学園　
臨床教育研究センター
Manager

東洋医学を用いた「心の病」の治療方法。東洋医
学の理論を用いた心の病の対処の仕方と施術方法を
毫鍼と鍉鍼を用いレクチャーいたします。現状の心
の病のデーターや、対処の仕方、家族への対応など
の講習を受けていただきその後、東洋医学を用いた
鍼灸の実技指導をいたします。特に鍉鍼術が初めて
の方もいらっしゃると思いますので、初歩から丁寧
に指導いたします。

【受講料】
会　員：1,000 円（日鍼会・大鍼師会・柔整師会・
全日本鍼灸学会の会員含む）
会員外：2,000 円　　学生：無料 
※会費種別は自己申告制です。運営から種別の確認

があった場合、速やかに確認できる様にご準備下
さい

 【参加申し込み方法】
先着順

（会館参加　20 名・WEB 参加　100 名）
・会館受講希望
フ レ ッ シ ュ 申 込 用 紙 の FAX・QR コ ー ド

（Google フォーム）・当会ホームページから事
前参加申し込みを行ってください。（受講料は
当日お支払いください。）

・WEB 受講希望
QRコード（Googleフォーム）・当会ホームペー
ジから参加申し込み後、受講料をお振り込み
にてお支払い下さい。

お申込み・お振込み締切：10 月度　10 月 8 日 ( 金 )　
※お申込み開始済
11 月度　11 月 12 日 ( 金 )　※お申込み開始は
10 月 20 日より

【振込口座】
受講料は、下記の口座へ、お振り込みにてお
願いいたします。
ゆうちょ銀行　　
００９５０−３−１４５６７７
口座名義：公益社団法人　大阪府鍼灸師会

（↓他金融機関からの振込用口座番号）
〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９）　当
座　０１４５６７７
口座名義：公益社団法人　大阪府鍼灸師会
※手数料は参加者負担となります。ご了承ください。
※申し込みは、グーグルフォームによる参加申し込

みと、入金の確認（WEB 受講）で完了となります。
WEB 参加の方は、参加申し込みと受講料お支

払い後、運営からメールにて当日の「ZOOM ミー
ティング URL」と「講義資料」、「Web セミナー
利用手引き書」をお送りいたします。手続きに多
少のお時間を頂きますので早めのご入金にご協
力ください。

資料につきましては必要に応じて各自印刷を
事前に行っていただくようお願いいたします。

【取得単位】
（公社）大阪府鍼灸師会生涯研修〈2 単位〉
（公財）東洋療法研修試験財団生涯研修講座〈2
単位〉
※受講時ビデオ on をもって単位認定いたします
※学術単位登録は講習会終了後に当会にて登録作業

を行います
※単位認定は講習前後 15 分以上の遅刻・退室によ

り付与致しかねます。また受講状況により付与で
きない場合がございますのでご了承ください

【会場】
大阪府鍼灸師会館３F（使用ツール ZOOM ミー
ティング）

《web セミナー受講上の諸注意》
※慣れない Web セミナーとなります。不手際等に

よりご迷惑をおかけすることがあるかもしれま
せんがご了承のうえご参加いただきますようお
願いいたします。

※撮影ならびに録画・録音はお断りいたします。
※当日使用する ZOOM ミーティングのソフトウェ

アをご自身が使用するデバイス（PC・タブレット・
スマートフォン）に事前インストールをお願いい
たします。

　また、インストール済みの方は最新版への更新を
済ませてください。

※当日は参加者確認に時間を要するため、準備が出
来た方は早めに受付を行って頂きますようご協
力お願いいたします。20 分前から入室ができる
よう準備いたします。

※質問は最後にお受けいたします。主催者の指示に
従って頂きますようお願い申し上げます。

※講習時はビデオ on、マイク off（ミュート）にご
協力ください。

※ＷＥＢセミナー会場へのセキュリティ強化と入室
をスムーズに行うため、申し込み時の氏名とＷＥ
Ｂセミナー入室時の氏名、および料金振り込み時
の氏名を統一して本名にてご登録いただきます
ようお願いいたします。

※詳細は（公社）大阪府鍼灸師会のホームページに
て「Web セミナー利用手引書」をご覧下さい

※ご不明な点やお問い合わせは『大阪府鍼灸師会』
まで

連絡先
TEL 06-6351–4803 
FAX 06-6351-4855
 E−MAIL： study@osaka-hari9.jp

 研修委員会　荒木

嚼と嚥下に影響する頬筋にもアプローチします。リラックスして美味しいと感じる
食事をしていただくために自律神経を安定させるように頭皮鍼を行います。

そして鍼治療をしながら患者様にお声をかけて、薬膳食材、漢方薬アドバイスを
行います。
秋の白い食材（気管系を強くする）＝大根…大根おろしで汁まで食して健脾健胃の
体質もっていく。豆腐…潤肺　
黒い食材 = 黒ゴマ、黒豆、黒きくらげ…補腎　麦門冬湯＝気管の乾燥、空咳に効果
あり。コロナウィルス対策にもよい。

身近な食材が身体を養う目的や病気予防の目的で使うだけで薬膳料理となると
は、知りませんでした。少し意識するだけで意図するだけで立派な薬膳料理。

鍼灸治療とともに薬膳栄養学の食事を患者様にお伝えして内外からココロとカラ
ダを整えていく大切さを教えていただきました。臨床に役立つとても貴重なご講義
をどうもありがとうございました。

研修委員　田口　まゆみ

◆講習会に関する問い合わせ先
■（公社）大阪府鍼灸師会
　〒 530-0037　
　大阪市北区松ヶ枝町 6-6
■ T E L：06-6351-4803　
　（土・日・祝休み）

受講方法：　会館   ・   オンライン 受講科目：   午前  ・  午後  ・  午前午後共

地域： 氏
フ リ ガ ナ

名：

e-mail: 電話番号：

区分：会員　（正会員・準会員・協賛会員・提携先会員）　・　会員外　・　学生 

提携会員（○で囲んでください）
【　日本鍼灸師会　・　大阪府鍼灸マッサージ師会　・　大阪府柔道整復師会　・
　　全日本鍼灸学会　・　学校協会教員　】

Web より申込み

10 月度 11 月度（10/20 ～）

上記様式を満たして送付してください
FAX　０６－６３５１－４８５５

FAX 用申込み用紙        　　□ 10 月度　□ 11 月度（10/20 より受付）

Web 配信利用手引書

2021. 10　　大鍼会ニュース　FreshNo.303 （F−3）



令和３年 10 月
日時　　　　 主要行事 場所

 　５日 （火） 会費引き落とし日
 　７日 （木）１５：００～ 生保審査会・相談会 会館２階
 １０日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 会館３階 +WEB 配信
 １７日 （日）１０：００～ 生保労災新規指定登録会 会館３階
 ２４日 （日） 日本鍼灸師会全国大会 東京都
 ２５日 （月） 日本鍼灸師会創立７０周年記念式典 東京都

令和 3 年 11 月
日時 主要行事 場所

 　８日 （月）１５：００～ 生保審査会・相談会 会館２階
 １４日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 会館３階 +WEB 配信
 １４日 （日）１３：３０～ 第４回学術講習会 会館３階 +WEB 配信
 １８日 （木）１９：３０～ 第５回正副会長会議 会館２階
 ２１日 （日）１０：００～ 第６回理事会 会館４階
 ２１日 （日）１５：３０～ 第２回地域代表者連絡会 会館３階

令和 3 年 12 月
日時　　　　 主要行事 場所

 　６日 （月） 会費引き落とし日
 　６日 （月）１５：００～ 生保審査会・相談会 会館２階
 １２日 （日）１０：００～ 霊枢勉強会 会館 3 階 +WEB 配信
 ２８日 （火） 事務局仕事納め

  公益社団法人 大阪府鍼灸師会主要行事予定表 
( ９月１７日現在 )

提携団体研修会情報
１．全日本鍼灸学会近畿支部指定研修 B 講座

【日　時】令和 3 年 10 月 10 日 ( 日 )　12 時 50 分～ 16 時 20 分
【場　所】橿原市商工経済会館 第 2 会議室

奈良県橿原市久米町 652-2 近鉄橿原神宮前駅東出口徒歩すぐ
【定　員】会場（25 名）、インターネット参加（100 名）
【参加費】3,000 円（大鍼会会員は、全日本鍼灸学会正会員料金で受講可）
【締切日】2021 年 10 月 7 日（木）
【内　容】メインテーマ「顔面神経麻痺に対する鍼灸治療の効果」

第 1 講座
「顔面神経麻痺の基礎から鍼灸臨床まで」
埼玉医科大学 東洋医学科　堀部 豪 先生
第 2 講座

「顔面神経麻痺の後遺症に対する鍼灸治療の効果と運用」
まり鍼灸院 院長　中村 真理 先生

２．全日本鍼灸学会近畿支部集会
【日　時】令和 3 年 11 月 23 日 ( 火・祝 )
【場　所】明治東洋医学院専門学校
【開催方法】ハイブリッド方式（会場 +WEB）
【参加費】　大鍼会会員は、全日本鍼灸学会正会員料金
で受講可

【内　容】特別演題　1 題　一般演題　10 題～ 15 題

いずれも、詳細・お申込みは、全日本鍼灸学会近畿支部ペー
ジをご参照下さい。
URL：https://jsam-kinki.info

吹田地域からのお知らせ
吹田地域は、普及活動の一環として、本年も公益財団法人吹田市健康

づくり推進事業団の主催する『みんなの健康展』に参加させて頂く事に
なりました。

昨年に引き続き、コロナ過ということで、Ｗ eb 開催（ホームページ上
で動画などを発信）と紙面掲載（健康すいたに掲載）となります。

メインテーマは、「元気にいきいき！こころとからだの健康生活！」。
Ｗeb開催の期間は、令和3年11月1日（月）～令和4年3月31日（木）
で、吹田市健康づくり推事業団のホームページ上で配信されます。
紙面掲載は「健康すいた」（令和４年１月１日発行）となります。
是非ご覧ください。

大阪府鍼灸師会吹田地域
地域代表　池永亮一

 　　

[日 時]▶▶▶ 12月１２日（土） PM13：30～PM16：45

▶▶▶ 大阪府鍼灸師会館（配信会場）[会 場]

ママにも医療従事者にも信頼される鍼灸師になるために

オンライン開催

先着１００名様

（事前予約制）

TEL

鍼灸師のための周産期ケア講座

主催：大阪周産期鍼灸部会 当講座は（公財）東洋療法研修試験財団の単位認定講座です。

※大阪周産期鍼灸部会とは、（公社）大阪府鍼灸師会と（公社）大阪府鍼灸マッサージ師会が
共同で周産期ケアに関する研修活動等を行う部会です。

13:30～15:00
「誰にも聞けない月経のお話」
講師 長岡崇徳大学 看護学部 教授 柳原眞知子

15:15～16:45
「女性のQOL改善と婦人科疾患に対する
鍼灸治療」（実技供覧）
講師 三瓶診療院 院長 三瓶真一

☎ 06-6351-4803 MAIL study@osaka-hari9.jp

公益社団法人 大阪府鍼灸師会

お問合せ

参加
申込み

会員・学生/2,000円 一般（非会員）/3,000円
※会員は、大阪府鍼灸師会、大阪府鍼灸マッサージ師会、
兵庫県鍼灸マッサージ師会、 兵庫県鍼灸師会の4団体の「正会員」です。

お申込みは、右記QRコード、
各師会HPよりお申込み下さい。
※11月1日(月)より申込み開始

令和４年新年互礼会中止のお知らせ

　法人管理委員会　久保俊仁

いつも会務にご協力くださいましてありがとうございます。
令和４年新年互礼会について、新型コロナウイルス感染症
感染予防の観点より、開催を中止いたします。
皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解のほどよろしくお
願いいたします。
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