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１部 お灸教室

平成２7 年度 通常総会鍼灸師会
５月８日（日）福山市男女参画センター
イコール福山 大会議室
新役員が決まりました
今後ともご指導ご鞭撻よろしくおねがいします
会 長 兼務保険部長 岡田静治郎
副会長 兼務学術部長 時本 哲弥
副会長 兼務共済部長 石原 敦彦
総務部長
細田裕太郎
組織部長
丸木 直也
財務部長
山下 桂史
広報部長
幸﨑裕次郎
普及部長
光保 和博
青年部長
岩本 素明
副学術部長兼務副財務部長
寳諸 有弘
副普及部長
滑 紀彦
監 事

休憩お茶タイム
朝日医療の溝辺先生による、スーパーで買える材料で作
った「気分スッキリ薬膳茶」「ほっこり温まるハチミツ
入り薬膳茶」2 種類

２部
スキンタッチ指導者講習会 理論と実技

坂井 孝之

すこやか 2015 親子スキンタッチ教室
子育て応援団 すこやか 2016
親子スキンタッチ教室
5 月 21 日（土）、22 日（日）にグリーンアリーナに
て子育て応援団「すこやか 2016」が開催され、鍼灸師
会も例年通り『親子スキンタッチ教室』を行って参りま
した。2 日間の総来場者数が 3 万 7 千人を超え、サポー
トゾーンの我々のブースには 112 組の親子が来られま
した。

●鍼灸師会が行うボランティア
お灸教室
&
親子スキンタッチ指導者講習会
4 月 24 日（日）に西区己斐の朝日医療専門学校にて
一般の方に公開してお灸教室とスキンタッチ指導者講
習会を行いました。

ス ポ ー ツ と 鍼 灸 治 療
ラ ン ナ ー へ ( ７ )
３.スランプ
練習をしても結果がでない、長い間自己記録を更新で
きない、いつも身体が重だる い、気持ちが乗らない、
これらが内臓疲労で一番怖い症状です。筋疲労であれば
わずか な休養で必ず回復しますが、内臓疲労はそれに
比べると回復しにくいようです。よって 日ごろから内
臓疲労をためないように気をつけておく必要がありま
す。 スランプになる原因はいくつか考えられます。ま
ず一番多いのがオーバートレーニン グ。本来であれば、
トレーニングをして休養して回復させることを繰り返
していけば、 緩やかに、右肩上がりに、走力はついて
くるものです。しかし内臓疲労が慢性化する と、トレ
ーニングの疲労を回復させることが難しくなってきま
す。練習すればするほど 走力は落ちてきます。しかし
選手はその原因をトレーニングが足りないからだと思
い、 もっとトレーニングをする。その結果、更に疲労
する。調子が上がらない。その精神的 ストレスからも
内臓疲労に拍車がかかる。悪循環です。 環境の変化か
らも内臓疲労を起こしてスランプになります。特に高校
から大学に上が るときに多いようです。一番遊びたい
盛りに、親元から離れて自由になるために日常生 活が
非常に乱れ、その結果内臓疲労を起こします。タイムが
伸び悩んだ時はじめて我に かえり、立て直そうとする
のですが、すでに慢性化した内臓の疲労は、数日、数週
間で は回復してきません。 よってスランプになった時
は早急に治療を開始する必要があります。積極的に内臓
の 疲労を取り除きながら、きちんとした生活を習慣づ
けることが大切になってきます。
４.精神的要素
内臓が疲労する原因の④のところで説明したように、
精神力というのは内臓の働きが 作り出しています。よ
ってレースやトレーニング時の積極性、粘り、また逆に
弱気も、 すべて内臓疲労の度合いから来るものです。
ときに、後半非常に粘りのある走りをした り、前半か
ら積極的な走りをみせるのは、内臓の疲労が取れ、状態
がいい時です。逆 に、自分では我慢して粘ろうと思う
が、あっさりあきらめの気持ちが出てくる、これは 内
臓に疲労があるからです。調整期または日ごろからの、
内臓の疲労を取るということ に失敗しているのです。
５体 質
もって生まれた内臓の強さというものがあります。一般
に太りやすい体質の人は内臓 が強く、いくら食べても
太らないという人は内臓が弱い傾向にあります。また口
が大き い、唇が厚い、顎のはっている人は内臓の強い
人です。逆に口が小さい、唇が薄い、顎 の細い人は内
臓が弱い傾向にあります。 また目の大きさは肝に貯蔵
している血液の量に比例します。よって目の大きい人は、

鍼灸俳壇

走り梅雨瞳うつろぎ脾を傷る
(勵鍼)

身体に蓄えている血液量が多く、目の小さい人は血液量
も少ないといえます。 内臓の疲労を取っていくために、
私はもっと細かい体質を見極め、それに合わせた治 療、
調整をしていきますが、ここでこの話をするのは、皆さ
んにこれを知ってもらうた めではありません。ここで
知っていただきたいのは、
『人それぞれで体質が異なる』
と いうことです。そのために自分と人を比べることは
無意味なことだと知ってください。 一流ランナーと同
じトレーニングをしても強くなるとは限りません。同じ
調整をしても 体質によって疲労の取れ方が異なるので、
真似てもうまくいかないことが多いのです。 また「あ
いつは遊んでいても強いから、俺もトレーニングさえし
っかりすれば遊んで も大丈夫」という考えは愚かなこ
とです。
もっともっと自身の身体の感覚を大事にして、自分に
合うトレーニング量、調整方法 を模索してください。
もともと内臓の弱い選手は普段から内臓の疲労を抜く
ことを一番に考えれば、一流に なれます。その方法を
自分の感覚で見つけてください。 もともと内臓の強い
選手は無理をしすぎます、また不摂生をする傾向にあり
ます。そ のため失敗しやすいようです。しっかり節制
して下さい。
(志庵鍼灸院 山口誓己)
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●６月学術研修会
日
時： 6 月 12 日(日) 13:00～15:00
会
場：朝日医療専門学校広島校
内 容：「新経絡治療について」
講 師：日本経絡医学会 宇土 豪 先生
●アクアスロンくらはし大会
鍼灸治療ボランティア
7 月 17 日(日) 午前 7:30～
呉市倉橋町 桂ヶ浜海水浴場 温泉館２階
● 第３4 回広島県鍼灸学術大会
日 時：平成 28 年 9 月 25 日（日）10：00～
特別講演：高比良 伸哉 先生
経絡治療学会評議員
経絡治療学会長崎部会長
長崎県鍼灸師会理事

編集後記:
新年度を迎え鍼灸師会も会長をはじめ役員
が変わり新たなスタートを切りました。鍼灸
師会の春はスキンタッチお灸教室の青年部活
動から始まります。春は色で云えば青。人生
においても成長が著しい青年が活躍する時期
でもあります。(あ)
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