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集会概要  

 

集会名  （公社）全日本鍼灸学会  第 36回中部支部学術集会 

会期  平成 30年 11月 23日（祝金） 

会場  中和医療専門学校（講堂） 

愛知県稲沢市東緑町 1-1-81 

主催  （公社）全日本鍼灸学会 中部支部 

支部長  清水 洋二 

実行委員長 伊藤 奨 

実行委員 高柳 好博、二村 浩之、村松 篤、川瀬 有美子、平松 希望、高橋 誠 

 

学術集会事務局  〒492-8251 

愛知県稲沢市東緑町 1－1－81 中和医療専門学校内 

TEL：0587－23－5235 FAX：0587－23－5237 

 E-mail：s-itou @chuwa.ac.jp  

 

交通アクセス  

 

中和医療専門学校（会場は 1号館 2階講堂です） 

  

住所：愛知県稲沢市東緑町 1－1－81 

TEL：0587－23－5235 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通： 

 電車 

・ 名古屋本線 国府宮駅（特急停車駅）下車、单へ徒歩 18分 

・ 名古屋本線 奥田駅（国府宮駅より 1駅名古屋寄り、普通電車のみ停車）下車、西へ徒歩 8分 

 自動車 

・東名阪清洲西 ICおよび甚目寺北 ICから 8分 

・校外单駐車場をご利用ください。 

 



 

2 

参加者へのお願い 

 1. 学術集会への参加登録について 

1) 事前参加登録の方 

参加証は受領証と共に事前に送付させて頂きます。※当日必ずお持ちください。 

会員：4,000円 

一般：5,000円 

 ＊事前参加申し込み手続き 

郵便局の備え付けの振込用紙にて参加費を下記へお振込みください。 

郵便振替 00740-4-100550   加入者名 公益社団法人全日本鍼灸学会中部支部 

事前登録の期限は 10月 31 日（金）です。 

 2) 当日参加の方 

当日、受付で参加登録をお済ませください。 

会員：5,000円 

一般：6,000円 

学生：1,000円（事前登録不要） 

2. 認定受付・学会入会受付 

認定受付・学会入会受付は、受付会場にて行います。得点（参加点）：5 点 

3. 参加証 

参加証には氏名をご記入の上、会場内では必ず首からかけてご携帯ください。 

4. 抄録集 

抄録集は各自ご持参ください。学会 HPよりプリントアウト又は DLしてください。 

ご購入ご希望の方は、受付で 1部 500円（税込）で販売いたします。 

5. 視覚に障害のある方へ 

お困りの事がありましたら、近くのスタッフにお申し付けください。 

6. クロークについて 

会場の都合上、クロークは設けておりませんので、あらかじめご了承ください。 

7. 写真撮影・ビデオ撮影・録音について  

主催者・学術集会事務局・講演者の承諾なく会場内での写真撮影・ビデオ撮影・録音はお断りして

います。学術集会事務局の許可を受けられた方は、必ず許可証をわかりやすい場所にご掲示ください。 

8. 商業展示  

2階ホワイエ（講堂入り口前）にて行います。  
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スライド受付・動作確認について 

スライド受付は事前に行います。記録メディアに保存して郵送または E メールにて添付して頂き、

大会事務局までご提出ください。 スライド作成上の注意点は「一般口演発表の方へのお願い」をご

参照ください。 

 発表で使用したデータは、発表終了後、責任をもって消去いたします。 

 

一般口演の発表について 

発表時間：10 分 質疑応答：5 分 

※活発な質疑応答を行いたいと思いますので、演者は発表時間を厳守してください。  

 

一般口演発表の方へのお願い  

本学術集会で使用するパソコンの OS は、Windows10です。 

プレゼンテーションソフトは、MS Power Point2013 となります。   

 

― Power Point 作成について ― 

 ① フォントは Windows OS に標準搭載されているフォントをご使用ください。 また、経穴名など外

字は unicode のみ使用可能です。それ以外の文字は画像として貼りつけてく ださい。 

 ② アニメーション機能は使用可能ですが、動画の音声は再生できません。 

 ③ スライド枚数に制限はありませんが、発表時間を厳守してください。また、後のスライドは【結 

語】とし、発表内容を箇条書きにまとめてください。 

 

※PC プロジェクターは 1台のみ使用可能です。  

※ディスク作成後、他のパソコンで正常に動作することを確認してください。 

※画面ギリギリまで使用すると再現環境の違いにより、文字や画像のはみ出し等の原因となること

があります。 

 

― スライド受付について ―  

下記の条件以外では、受付することができません。発表者の責任において、作成をお願いします。  

※使用するメディアは、CD-R、UBS メモリーのみです。CD-RW、MO、FD、ZIP 等は一切受付できませ

ん。  

※発表データをコピーする時には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用した CDのセッ シ

ョンを閉じる）作業を行ってください。この作業が行われなかった場合、データ作成した PC 以外

でデータを開くことができなくなり、発表が不可能になります。 

※フォーマットは ISO9660 フォーマットで行ってください。また、ご自身の PC 以外で文字化け 等

がなく、データを読み込めるか必ず事前にご確認ください。 

 ※ファイル名は「筆頭演者名（氏名）.ppt」としてください。 

 ※必ず事前に、ご自身でウイルスチェックを行ってください。  
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座長の先生方へのお願い 

 

1）一般口演発表の座長の先生方は、ご担当セッション開始 30分前までに受付の「座長受付」にお越

しください。  

2）ご担当セッション開始 10分前に会場内にて待機をお願いいたします。  

3）セッション開始時間になりましたら、会場進行アナウンスに従って壇上にお進みいただき、セッ

ションを開始してください。  

4）一般口演の発表時間は 10分間、質疑応答は 5分間です。進行は座長にお任せしますが、時間厳守

でお願いいたします。   
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学術集会プログラム 

 

受 付     9:30 ～ 

開会挨拶     9:55 ～10:00   実行委員長：伊藤 奨 

特別講演   10:00 ～11:00  

「女性アスリートに対するヘルスケア」 

演者：伊藤 加奈子 

ココカラウィメンズクリニック 院長（婦人科・漢方内科・女性スポーツ外来担当） 

座長： 伊藤 奨 

 

教育講演 1    11:10 ～12:10  

「女性アスリートに対するトレーナー活動」 

演者：佐藤雅奈 

株）ケッズトレーナー 

座長：伊藤 奨 

 

休憩（昼食）   12:10 ～13:30  

 

教育講演 2   13:30 ～14:30  

「女性アスリートに対する鍼灸治療」  

演者：宮本 俊和 

筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻教授・同大学理料科教員養成施設長 

座長：清水 洋二 

 

 

一般口演    14:40 ～15:10     

座長：山本 聖、矢田真樹 

 

1. 「鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センターにおける鍼治療安全清潔操作のアンケート調査」 

鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センター  阪倉 みのり 

 

2．「慢性疼痛が疑われる患者に対して鍼通電療法を行った 1 症例」 

鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センター   太田 真歩 

 

学会新認定制度の説明  15:10 ～16:10 

 

閉会挨拶    16:10 ～       

 支部長：清水 洋二   
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特別講演・教育講演 
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特別講演 

女性アスリートに対するヘルスケア 

ココカラウィメンズクリニック 院長 

伊藤 加奈子 

 

いよいよ２０２０年の東京オリンピックまであと２年となりました。近年、女性競技の拡大や女性のスポ

ーツへの参加が増大し、女性アスリートの活躍が目立っています。それにともなって女性アスリート特有の

健康管理問題についてマスコミなどでも取り上げられる機会が多くなりました。これらの問題は１０代の思

春期アスリートたちから、現役のトップアスリートまで及びます。健康問題から中には深刻な暴力について

の問題もあるようです。 

 

女性アスリートの健康管理問題の具体的なものですが、身体・生理的な問題、心理的・社会的な問題、組

織・環境的な問題と大きく３つに分けられるといわれています。１つめの身体・生理的な問題としては、ま

ず月経トラブル関連が挙げられます。女性トップアスリートの実に約 40％が、無月経や月経不順、月経困

難症（いわゆる生理痛）などの問題を抱えているといわれています。その中でも無月経は、骨粗鬆症、疲労

骨折など選手生命に致命的な障害のリスクを高めたり、将来的な妊孕能（妊娠できる力）にも影響を与える

とされ非常に問題視されています。また、月経困難症や PMS（月経前におこる女性特有の体調不良）により

一番大事な試合時などに、本来のパフォーマンスを十分に発揮できずにいるアスリートも多くも見られます。

また、女性アスリートに多い貧血の問題もあります。貧血や無月経などはエネルギーの摂取、消費のバラン

スの悪さから生じるものが多いとされていますが、企業に所属したりするトップアスリートであればまだし

も、思春期のスポーツ選手は非常にレベルの高いエネルギーや栄養管理を家庭で行わなくてはならず、問題

解決には非常に多くの壁があるのが現実です。 

・ 

２つめの心理的・社会的な問題としては、前述の身体・生理的な問題とつながりますが、「競技のために

は月経はない方がよい」、「月経があるうちは努力（練習）がたりない」という発言が指導者からあったりな

ど、都市伝説的に誤った認識を指導者、保護者、選手自身が幼尐期から持っている事実がまだまだ多いこと

です。このことは 3つめの組織・環境的な問題につながり、指導者が男性ばかりであるような環境であった

り、上下関係や伝統などの中で、周囲に相談できずに悩んでいるアスリートも多くいるのが現状です。 

身体的な問題ばかりではなく、心理的な面に大きな要因をもって現れる疾患もあります。その一つに摂食障

害があげられます。厳格な体重管理を要求されるスポーツ（フィギアスケート、マラソン、クラッシックバ

レエ、体操競技など）においてはこの疾患が多く見受けられます。うつ病や不安神経症なども臨床の現場で

多く出会う精神的疾患です。 

 

上記のような問題から女性アスリートを効果的に支援するためには、現在のトップアスリートはもちろん、

特に思春期のスポーツ選手からのサポートが重要と考えます。選手自身はもちろん、指導者、保護者に対し

て栄養やエネルギー管理に関してや、月経問題、精神的不調などへの正しい知識を普及させていくことだと

考えます。 
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プロフィール 

伊藤 加奈子（いとう かなこ） 

 

現職 

・名古屋市東区 ココカラウィメンズクリニック院長 

・医師 産婦人科医 

略歴 

・愛知医科大学医学部卒業。東京医科歯科大学・国際健康推進医学博士課程在学中。 

・東京女子医科大学病院、愛知医科大学病院勤務を経て、個人開業産婦人科で非常勤勤務を経験。 

・2007 年４月名古屋で NPO法人ウーマンリビングサポート設立。 

・同年より東海地域でのピンクリボン運動を開始。 

・2008 年６月名古屋市東区に「ココカラウィメンズクリニック」を開院。 

 

活動 

・ＮＰＯ法人ウーマンリビングサポート代表理事 

・名古屋ピンクリボンフェスタ実行委員会代表 

・ＮＰＯ法人 全国子ども福祉センター理事 

・ホリスティックケアプロフェッショナルスクール 理事 
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教育講演 1 

女性アスリートに対するトレーナー活動 

 

株）ケッズトレーナー 

佐藤雅奈 

1、トレーナーとは？ 

 

スポーツ選手やアーティストが常にベストな状態で練習を積み、大会や本番で最高のパフォーマンスをす

ることができるようサポートする仕事です。また団体競技においては、監督が思い描く戦術・選手起用がい

つでもできるよう、常に全ての選手がパフォーマンスを発揮できる状態を作っておくことが大切です。 

そのため、監督やチームスタッフと情報共有をすること、練習量の調整をすることも重要な仕事の一つです

。 

 

2、一日の流れとサポート内容    －ケアの内容とタイミング－ 

 

選手のスケジュールと体調に合わせ、ストレッチ、鍼灸、マッサージ、物理療法、テーピング、リハビリ

を選択し施術を行い、監督やチームスタッフへ報告をします。練習中は選手の動きをチェック、急な外傷に

備えています。またその他に、トレーナールームの管理（掃除、発注など）、体調（月経）、食事などのチェ

ック、声掛け、メンタルケア、病院帯同等も行っています。帯同していない期間は状況把握しておくため、

選手やチームスタッフとこまめに連絡を取っておくことも大切です。 

 

 

3、女性アスリートがトレーナーに望むこと   －技術・知識・意識－ 

 

明確な目標を持って競技に集中している選手に帯同するためには、トレーナーの成長も必要だと感じます

。知識・技術をアップデートしていきながら、どれだけ選手と同じ意識を持って帯同することができるかが

大切になります。 

 

 

4、女性アスリートと接する際に気を付けていること 

－コミュニケーション、公平性、見える化、月経・睡眠などの確認、ドーピング問題－ 

 

トレーナーは職務上、最も気軽に接することができ、自分の弱音を吐ける存在です。ですから施術中に選

手が様々な相談をしてくることが多々あります。ですが特定の選手だけ特別扱いすることは許されませんし

、いかに公平な立場でいることができるかがとても大切となります。 
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プロフィール 

佐藤 雅奈（さとう かな） 

 

現職 

・株）ケッズトレーナー 

略歴 

・呉竹学園東京医療専門学校卒業 

・鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師 

活動 

・2001 年～2003 年  全日本女子ジュニアバレーボールチーム 

        全日本女子シニアバレーボールチーム 

・2003 年～2006 年  ワコール女子陸上部（2004年 アテネオリンピック帯同） 

・2007 年      全日本女子卓球チーム 

・2009 年～現在   プロゴルファー 古閑美保選手 

・2012 年～2016 年  埼玉西武ライオンズ 菊池雄星選手 

・2013 年～      埼玉西武ライオンズ 高橋朊巳選手 

・2016 年～      女性アーティスト 

・他 院内でもオリンピック選手やトップアスリートの治療にあたる。 
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教育講演 2 

女性アスリートに対する鍼灸治療 

筑波大学オリンピック・パラリンピック総合推進室 

宮本俊和 

１．はじめに 

 2020 東京オリンピック・パラリンピック大会の主たる目的は、スポーツを通じて、年齢、

性別、障害などの多様性を互いに認め合い共生社会をはぐくむ契機となるような大会にするこ

とである。 

 2020東京大会では、18種目を含めた33競技339種目が実施され、11,090選手が参加する。全

選手に占める女性の参加率は、48.8％と過去最高となる見通しとなった。1964年東京大会の女

性の参加率は13.2％、2016年のリオデジャネイロ大会は45.6％と増加している。IOCは2014年

12月に採択した中長期改革「アジェンダ2020」で参加率50％を目標に掲げた。  

 日本選手をみると、2012年ロンドン大会の男女比は53.2％、2016年リオデジャネイロ大会

48.5％に対して、ロンドン大会の役員の男女比は15.1％と女性が極めて尐ない。一方、リオデ

ジャネイロパラリンピックの日本選手の男女比は34.8％，役員の男女比は33.3％である。 

 本講演では、女性・スポーツ・鍼をキーワードに、私たちのデータをもとに話を進める。 

 

Ⅱ．月経周期と運動パフォーマンス 

 大学柔道女子選手を対象に、月経期、卵胞期、黄体期ごとに柔道練習の前後に測定した。測

定項目は、握力，背筋力、長座体前屈、反復横跳び、４方向片脚ジャンプテストなどとした。

その結果、黄体期では、運動後に６項目に有意な上昇がみられた。しかし、黄体期において、

月経随伴症状が強い場合は運動パフォーマンスが低下することが示唆された。 

 若年健康女性９名を月経周期５期に分けて、鍼刺激よる心拍数の変化を観察した。その結果、

すべての期で鍼刺激による心拍数の減尐が観察された。この反応は、月経期、排卵期と黄体期

前期、黄体期後期ではメカニズムが異なることが示唆された。 

 

Ⅲ．女性のスポーツ外傷・障害 

 スポーツ安全協会（1995 年）のスポーツ外傷・障害の発生件数をみると、男性では骨折 36.4％、

捻挫 20.7％が多いのに対して、女性では、捻挫 41.5％、骨折 19.8％の順に多い。また、中嶋

は女性のスポーツ外傷は、ACL 損傷や半月板損傷が多いのが特徴であると報告している。 

 カナダのグループの長距離ランナーの使い過ぎの障害の報告では、部位別にみると男女とも

に膝、下腿が多い。しかし、男性ではアキレス腱炎が多いのに対して、女性ではシンスプリン

ト多い。 

 

Ⅳ．スポーツ外傷・障害の鍼治療 

 筑波大学におけるスポーツ外傷・障害の選手をみると，腰部、大腿、膝痛、肩関節、下腿な

どが多く男女差はない。競技名をみると、女性では、陸上競技、サッカー、バスケット，柔道

などが多い。鍼治療を行う上では、腰椎椎間板ヘルニア、シンスプリントなどの診断名による

治療とともに、骨盤—膝−下腿−足関節の動きを機能面からみたアプローチが必要となる。 

 女性は骨盤が広く、大腿骨頸部の前捻が増加するため、膝は外反、下腿の外旋、足部の回内
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がみられるとともに、関節の柔軟性が高いために、これらが外傷・障害の誘因となることが予

想される。また、鉄欠乏性貧血、運動性無月経、月経前症候群は運動パフォーマンスに影響を

与えることがある。 

 

 具体的な鍼治療については、サッカー選手、陸上競技長距離選手などを例にあげて紹介する。 

 

 

 

プロフィール 

宮本 俊和（みやもと としかず） 

 

現 職 

・筑波大学オリンピック・パラリンピック総合推進室員 

・有明医療大学客員教授 

略歴 

・青山学院大学法学部卒業 

・国際鍼灸専門学校卒業 

・筑波大学理療科教員養成施設臨床専攻生課程修了 

・博士（スポーツ医学） 

職歴 

・筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 

・筑波大学理療科教員養成施設長（2018 年 3月 31日退職） 

活動 

・全日本鍼灸学会会員 

・日本体力医学会（評議員） 

・日本サーモロジー学会（理事） 

・日本臨床スポーツ医学会会員 

・日本視覚障害者柔道連盟（理事） 

・1984 年より筑波大学スポーツ選手の鍼治療 

・長野冬季オリンピック・パラリンピックでの鍼・マッサージ 

・リオデジャネイロパラリンピック帯同 

 

著 書 

・福林徹、宮本俊和編：スポーツ鍼灸の実際、医道の日本、2008． 

・宮本俊和、冲永修二編：中高齢者の鍼灸療法、医道の日本、2015． 

・宮本俊和、河合純一編：さあ、ボランティアしよう！視覚障害者のスポーツボランティア、筑波大学、

2018 
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一般口演 1 

 

鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センターにおける鍼治療安全清潔操作のアンケート調査 

○阪倉 みのり１） 鈴木 聡２） 西村 甲２） 

１）鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センター 

２）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部鍼灸サイエンス学科 

 

【目的】 

鈴鹿医療科学大学では、約 2年前から教育と臨床で鍼治療安全清潔操作（鈴鹿刺鍼方式）を行ってい

る。その概要については、第 35 回全日本鍼灸学会中部支部学術集会で報告した。今回は、施術者に対

し鈴鹿刺鍼方式のアンケート調査を行ったので報告する。 

【方法】 

2018 年 10月 10 日、鍼灸治療センターで 4年以上施術を行っている教員 11名に対しアンケート調査

を実施した。質問項目は、鈴鹿刺鍼方式が以前の刺鍼方式と比べ、①安全衛生的である②治療効果が高

い③時間がかかりすぎる④操作が大変である⑤機械的な操作に感じる⑥安全清潔操作は今後も必要で

ある、⑦安全清潔操作の良い点と悪い点についてである。①～⑥は 5段階（1：全くそう思わない 2：

そう思わない 3：どちらともいえない 4：そう思う 5：とてもそう思う）卖一選択、⑦は自由記述

により無記名で回答させた。①～⑥は平均値を算出し、小数点第 2位以下を四捨五入した。 

【結果】 

①安全衛生的である 4.8、②治療効果が高い 2.9、③時間がかかりすぎる 3.4、④操作が大変である

2.5、⑤機械的な操作に感じる 2.3、⑥安全清潔操作は今後も必要である 4.5 であった。⑦安全清潔操

作について良い点として挙げられたものは、患者・施術者双方が安心できる、感染リスクが減るが最も

多かった。悪い点は慣れるまで大変であるが最も多かった。 

【考察】 

鈴鹿刺鍼方式は、患者に対する清潔操作ばかりでなく、施術者の感染防御を重視するあまり、以前の

刺鍼方式に比べ時間と手間がかかると考えていた。しかし、今回のアンケートの結果より、施術者は時

間が尐しかかるものの、それほど手間にならないと考えていることが分かった。それ以上に安全衛生的

である、今後も必要であると言った意見が多いことから、今後も時間短縮や早く慣れるよう簡便な操作

に改良しながら、鈴鹿刺鍼方式を発展させていく。 

【結語】 

施術者 11名に鈴鹿刺鍼方式のアンケート調査を行った。安全衛生的である、今後も必要であるとの

意見が多かった。清潔安全操作を、簡便に時間短縮を図れるよう改良を続ける。 

 

キーワード：鍼治療安全清潔操作 鈴鹿刺鍼方式 アンケート 鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センター 

  



 

16 

一般口演 2 

慢性疼痛が疑われる患者に対して鍼通電療法を行った 1症例 

○太田 真歩 1）  鈴木 聡 2）  西村 甲 2） 

1）鈴鹿医療科学大学鍼灸治療センター 

2）鈴鹿医療科学大学保健衛生学部鍼灸サイエンス学科 

 

【目的】 

慢性疼痛とは「治療を要すると期待される時間の枠組みを超えて持続する痛み、あるいは進行性の非

がん性疾患に関する痛み」とされている。今回は慢性疼痛が疑われる患者に鍼通電治療を行い効果がみ

られたので報告する。 

【症例】 

70 代女性。主訴は両頬と左前腕尺側の痛み。 

【現病歴】 

X-1 年 10 月頃より歩行時に両頬の口腔側と左前腕尺側が徐々にだる痛くなってきた。特に思い当た

る原因無く、歩行 2～3 分で痛みの為座り込んでしまう。某大学病院総合診療科にて心臓・肺・脳の画

像検査を行い、精神科、歯科、耳鼻科等を受診したが全て異常なし。痛み止めとしてプレガバリン（商

品名：リリカ）を 2 週間処方されたが効果がなく、近医の指示で朋用を中止した。その後 X年 4月から

整骨院を受診し、通電療法や手技療法を行い左前腕の痛みは尐し寛解したが両頬の痛みは変化がない為、

X年 9 月知人の紹介で本鍼灸治療センター受診。 

【所見】 

淡紅舌、薄白苔。沈脈。胃脘部冷え。問診票より疲れやすい、汗をかきやすい。入眠困難。 

【病態把握】 

心気虚による疼痛 

【評価】 

痛みの程度は各治療前に VAS(Visual analog scale)を用いて評価した。 

【治療・経過】 

1・2 診目：鎮痛系の賦活を目的に、両側合谷-手三里にピコリナ（セイリン社製鍼低周波治療器）を

用いてプログラム 4、25 分間通電。1 診目 VAS 両頬痛 34、左前腕痛 56。治療当日と翌日は両頬と左前

腕の調子は良かった。2 診目 VAS 両頬痛 55、左前腕痛 14。3・4 診目：両頬に同様の通電を追加。3 診

目 VAS 両頬痛 31、左前腕痛 5。治療後鍼灸治療センターから駐車場まで（約 90ｍ）両頬の痛みが気に

ならなかった。4診目 VAS両頬痛 24、左前腕痛 6。外出した際ゆっくりのペースだが、10分程痛みを気

にすることなく歩けた。現在も週１回のペースで治療を継続している。 

【考察】 

局所の炎症反応はなく、脊髄後角でのニューロン伝達を遮断し、痛みを止めるリリカ朋用での効果が

みられなかった為、痛みの原因は上脊髄性（脳）であると考え、鍼通電を行ったところ痛みの軽減がみ

られた。鍼通電は刺激が持続的に脳まで伝わることによって、内因性鎮痛物質を産生し痛みを止めたと

考えられる。患者は不安と回避の悪循環のなかで痛みを維持していたが、徐々に痛みを取り除くことに

より恐れ-回避モデルの悪循環から抜け出している。 

【結語】 

原因不明の両頬痛と左前腕尺側の痛みに対して、ピコリナでの通電により痛みの軽減がみられた。 

キーワード：慢性疼痛 ピコリナ プレガバリン 恐れ-回避モデル 


