
本，'t'lの併さまにおかれましては並々のご陸勝のこととお再び'1'

L.Iげます。

←11.;取は平成医師学l剖にごI'I!解ご陥JJを脳り、誠にありがとうござ

います。現在、持さまの陸班にあたるイ1技生は様々なゼミへの杭傾的

な参加やmに行われた堺ユースサァカー大会での学外実胃9月トラ

イアスロン大会でのボランティアなど.充実した11々 を過ごしており、特

に3~1:':主は問家試肱対輩にIÎljltl1々聾JJをしている今Hこの頃です。

卒業生の脅さまにご推置いただく入争再がご刷用いただける学

費支蝿制度トド成特別維商制度jを改めてご案内いたします。「平

成特別雛臨制度JIふ入学金制吋舶の25万円の型学金が給付され

ます。(この費学金はi話情ィ、睡です。)

今までは脅さまのご組h~だけでしたが平成2611 度からは、従軍

uや瓦人あるいは品目きんでも、句作量生の皆さまからの推鹿をいた

だく、l'で、ご判111する'1'ができます。

併さまの川りに、柔道物出師・誠灸師をumしている1iがいらっしゃい

ましたら、赴Ji'本棋をご制介いただきます蝿よろしくお闘いいたします。

平成医療学園専門学校
TEL:0120-1倒9-91URL:h町 //www.heisei町 o-gakuen.ac.jp/

干531-0071大阪市北区中津6-10-15

塑7き?整型/
本棋のJil~り駅、阪急 r 'l ' ìlt J 駅南 11\口から地上へ/Ilた処で、左

(市)へ11を転ずると、温かに趨向柑ピル4#が置なって比える。JR大

阪駅北側に揖し「阿11本iは桂の一存地Jといわれる再開発地区「う

めきたJ(約24ヘクタール)にまる41126日オープンした「グランフロント

大阪J(Tli n1)の辿物昨である。向さ180-[日mのピル4棟のうち3械

にまたがる両軍施政「ンヨツプ&レストラン」は出舗而積4万41"01と、

都心部町時I"J}gmとしては|正|内1.大組。全266山の3割にあたる77

前は肱立山で、理常側はr);人の新しいIたまり場jになればJと期

待する。知的制.i1i拠点「ナレァジキャピタル」内の「フェーチ守ーライフ

ショートルーム」は晶新技術を体感しながらHぃ物や飲宜が奮しめる

次世代里町山捕。他にホテル、マンション、研究施設、オフィスもあり多

野な師を持つ。斬新なfI掛けがちりばめられたこの実験的なf新し

いUiJは本校かり歩いて10分(rなにわ歯科衛生Jかりは3夕刊。JR);

阪駅利川町本校生徒には、まさに凪字路に添った新名所の誕生で、

本校町立地環j立は一段と充実し価値を期したといえよう。

久米建寿

事務員募集のお知らせ

I1友会では、ー餅に働いて〈れるJiを募集しています1

風化、アルパイト全保している方、，'[友会の似体になって
みたい刈平成が大好きなJiなどは，'[友会までご連絡

ください。

/1: 'J博内科勉強会のサポートなど

/1: 'μ場所平成隊抵~''t-凶専門乍校内

"雌II/IIth'できる)j、歓迎

お問い合わせ tciyukai@he日Hr~'().acJP

“友会 ド成t託銀学凶の同窓会組織です。どんな、組

織'却し<，率、I[友会IIP(teh'ukaijp)をご覧ください.

興味のある)jは、船.&IS.I-I反泊までご連絡〈ださい.

日友会事碕M 高木傑子

ぶ校 liif名替鳳11日楠過ifJ 世嗣気出費oj・の処

9H1511水眠いたしました(平年68棋)

ここに生前のご厚誠に探感謝IIlL1-.11訓んでご通知いたします

【発行】 当幹線注入平成区a・学園 血友会
守531-0071大阪市北区ヰョit6-1Q-15
TEL (06)6454-1SOO(代)
掌綬迭人平成区鐸学園風窓会会長竹*... 
中谷俗之久米砲身内野.."竹本音史 絵本尚鈍
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講 座名 講 師名

T同基礎 塚原康夫

トリガ一ポイント療法 平昔透

The応用 <5111吉成

痛みに対する輔灸療法 久保益秀

美容錫灸 新聞弘枝

整骨院害銀患灸者院のに診楽方院する
投球陣

山口巧

薬膳&栄養学 久木久美子

官会断学 平芥雅樹

スポフ外傷(格闘技編) 稲近i藤E著伸書大行

スポーツ外傷(サッカー編等) 吉道公一朗他

経路経筋を使っ銭灸徳法(基礎編) 橋本多聞

平知成の医療人として
っておきたい運劃療法

小田島雅樹

楽らく簡単1介護録体 落合久美

アロマテラピ検定対応講座 内野容子

HEISEI/¥"ーソナルトレーナース' 香川昌文他

• 
I王は人目上に人を造らず、人白下に人を造らずjとは福沢

諭吉由 I学聞のすすめ」由冒頭に出てくる言葉です。

これは人類的平等を言った言葉ではなく、本来的意障は学聞

の努力をした人は平等だが、学問の努力をしなかった人は

劣った人になるという意酷だそうです。

我々、 平成田医療人は世田為、人目為に努力を惜しまず、

生勉強する必要があると思います。貞友会では在校生、'"草

生白スキルアップ由為、相年勉強会を行っています。

他校由主徒や08由皆様も幸加しています。

学校の授業では学べない知識や技術がたく古んあります。

ぜU、自分自身町為、積極的に書加してください。

詳細は貞友会ホームベージ (www.teiyukai.jp)でご質くだ

さい。

日 付 目寺 間

10/6 13:00-16:00 

10/20 11/17 12/15 1101JJ却"でが上ら下5島脂回園圃"が」勉凶笹強7リ会LまUす 誠手グ技Jグレルプー 13:0O 0~1500 
H26.1/19 2/16 3/16 ro青島 。 プ15:00-17:00

1 1/1 7 H26.2/23 13:00-16:00 

10120 11/10 12/8 1 3:00-16:00 
H26.1/26 2/2 3/9 

10/6 11/17 10:00-13:00 

10/20 11/17 9:00-12:00 

9129 11/17 
H26.2/23 

13:00-16:00 

10/6 11/10 12/1 10/6のみ9:00-12:00
H26.1/26 2/9 3/23 イ也1113:00-16:00

H26.2/到来定) 9:00-12:00 

9/28 11月 1月 9/28だけ16:00-18:00

1016 H26. 2/9 13・00-16:00

9/29 9:00-12:00 

9/29 10/20 9:00-12:00 

12/15 
1 3:00-16:00 H26.1/26 2/9 2/23 3/9 3/23 

10/20 11/17 12/8 9:00-12:00 
あと4-5回を掴盤中

野琢の競技におけるも準々 は陣寄と、その原因と怠るメカニズムを埋解し、その中で触詰を

含めたj霊法障害の権患筋の検出と、筋に対して実障にアプ口ーチをヨンディシヨ三ングと

して各パ ト毎に実施します。

A lecturer comment 
スポ ツが講義の切り口となっていますが、身体のメカニズムは

基本的に川じであります。スポーアの場合はオーバーユースが原

因となってトラブルを起こします。逆に老人の場合は、身体を動か

さない状態がt羽1<'1"こよって悪くなるのです。

私は長年プロ野球選手のトレーナーをしてきましたが、彼らはプ

ロになるという夢のプールに述Lて臼分なりの判断もできるのでそ

れを前提として指持を行，'.-，。ですが、スポーツする子ども遣は

自分なりの判断ができません。だから柔整師鎖灸師の先生)j n~

適切な判断と指導を行うJJ~が必裂です。それは子ども遣の人生

を左布する'11になるかもしれない非常に重裂な'11なのです。そこ

で、民年の荘、の経験と技術を勉強会でお伝えしているわけです。

重症でなくとも症状がある子ども連が治療院にやってくるZJ~が

多いです。

その時に的確な判断と指導を行う'11ができれば症状を改普さ

せ1f!症になる事を防(.'11ができます。ただできれば症状がでる附

に予防的な指導を行い健全な状態を似つ事ができるのであれば

それに越した事はないのです。

ひとえにオーバーユースといっても身体能力によっても倒体正

があります。ですから符観的に指尊者や治療院の先生がオー

バーユースを判断守るには、いつもと同じ運動をさせた時に正常

なl又応をしているかどうかが基準になります。少年期は廿の成長

が早く簡肉の成l之が後になるというアンノ、ラマ〆スな状態です。そこ

でオ パーユースの状態になると重症化する危険があります。だ

からこそ近くで見ている指導者や治療院の先生の判断がλ切に

なり、予防につながります。

~聖鴎者へのメッセ ン~

免許さえあれば何でもできるという幻想は捨ててください。早く自

分のビンヨノ酎益き、多くの現場を踏み、座学と現場での施術を一

致させてください。

大阪には多くの治療院があります。その中で成功いる為には、

自分の知描と施術の引き出しを多く待つ事です。在学中卒業後

に間わらず多くの勉強会やゼミに参加し貧欲に学んでください。

「甘い考え"鎗て、ひたすら学ぶ事J

2 
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トリガ ポイントとは、 I痛みや症状の引き金に怠るところJという意味です。

I痛l'Jと思っているところが、本当に I悪いj ところはのでしょうが?トリガーポイン

トとは、その症状を引き起こす原因となる病変節のことはのです。

トリ ガーポイント療法I!，両変部の非生理的な備illiを侵古 代謝させることで I除編I

I症状の除去1を実線します。

A lecturer comment 
府、はM¥岩共ー先生町主催するトリガ一ポイント研究会に絡を世

いていますが、先生のやりJiを自分なりに肌唱して解りやすく生徒

や受講ヨの特さまにお伝えしているのが今回の勉強会です。

JE岩先生は銭がメイ〆ですが、私は鋭と手技の附jjを1'l!って

少しアレ〆ジLた形で桁導を行っています。触って確カ哨ないと誠

をどこに当てたらいいのかが分かりないだから手伎をきっちりと

勉強するというのがこの勉強会の特色です。

品の質的転化という百繋があります。

この言葉はトリガ ポイント療法だけに山わらず、技術とは碁本

に忠実に立織して&iU醜習を行うことによってのみ修刊できるも

のであるということです。

トリガーポイント的なものの見方が出米るようになると、痛いと

思っている例所が必ずしも悪い所ではなく、痛みの版図は他にあ

るかもしれないということが分かります。例えば姿勢が1llくなるには

先に原因があるので、姿勢をjE-t前にその版図を先に治療しな

ければならないのです。その原因になるところを傑すには、実際に

自らが治療を体感しての民恒輔習が必要不可欠です。

トリガポイント療法は閲洋[~'~/の解剖学と件程ザーに基づいた

治燦授、です。 t品部を-I~舷壊し、身体の問視力を手IJJH l..N生さ

せることで正常な状盟に民します。

トリガーポイント療法は慢性選動器疾.I!J，に有効であるといわれ

ていますが、その他にも効川があります。過陀範囲が広いので、現

世生の皆さんを合めぜひとも、ゼミや勉強会に参加して治僚の

帽を広げてください。

~畳講者へのメッセジ~

私自身1<東洋匡学に基づく治療も併用して行っています。トリ

ガ ポイノト療法は治療にあたり道具としては舗を使用しますが、

原理としては西洋医学の解剖学と生理学に基づいてし咳す。そん

な手法もある事を知ってもらい興味のある方は「ぜひ、勉強会に参

加してくださL、。」

fアマチユアは応用に飛びつき、 プロは基本に忠実 ，J卒業し、社会で活躍されているあ

えまたも、多台、れ少Zまかれ臨床の唱で盟にふ、つ合、っていまゼんか?

f治療効果がおもわしくないJ r扇状がわからはいjなど そんな時こそ基本!こ直って、

知識、後術を見直しませんか?案外見落としている事を発見できるの、もしれまぜん l

あなたの匁記館、役編を見つめ直すチャンスです l

A lecturer comment 
国家資絡を取得し卒業して、災際に泊僚の現場に立っと、基

礎をしっかりと習件していないため比、周が利かず戸惑う人が多く

います。

皆さん、国家¥'t怖を取って卒.t:，:~~する:t:l~はゴールではなくスタート
なのです。

現場ではm自らで工夫する力"を持つことが必要不可欠です。

そしてその力は悲礎を比、則することで身に付きます。つまり Lっか

り基礎を分につけている.~J ~が且き陸線人となる近道となるのです0

1>>，に治療といっても、采藍というのは削惨加娘。銭灸というのは東

洋思想に基づく処方です。このふたつの知器と伎術をもっている

事により治療の幅がひろがります。

慢にかつかった時すぐに殺かに終えをもらし斗こ行く人は基健

がしっかりLていないため応川が利かないかりなのです。墜にぶ

つかっても、すくに人に答えを求めるのではなしまずは自らが努

力して来り趨える野力をしてドさい。乗り超えた数だけ経験となり

スキルアップにつながります。思者さまとどう接するかを考え、忠君

さまの聖母'{jまなにかを祭するこれらも知識や技術の附に医桜人

として必要に資!!であります。この~J~を常に念聞に置き行動してく
ださい。

みなさん、医療人としての過は奥が深いものです。国家資絡を

~押しただけで安胞とLていませんか?マニュアルだけではわから

ないこともたくさんあります。現場では失敗は砕きれないのです。勉

強会は失敗をしながら予んでいく場所です。どんどん色々な勉強

会に宰川lして下さい。最初にどこから畳けていいのかわからない、

難しそうで参加しづらいという方は基礎から受講してもらえt"lt;fい

いと思います。将来の不安や、遣いがあっても立ち止まらずに努

力して下さい。まずは自分の足で一歩断み附すことが大切です。

できる事だけを行っていても成長はありません。できない::J~に取り

網lみ努力する~J~で成長し良さ医療人となれるのです。

~畳識者へのメッセージ~

何事も基礎がなければ筏は完成しません。

目的は自分の筏を身に付けることです。それが個性となりあなた

の良き評価に繁がります。

その良き野冊をもって開業も成功し、ひいては世界で通用する

匡疲人となれるのです。

現世生、迷いのある主事業生のみなさん、「まずは習いにこ刊j

4 
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東洋医学、 回大型典のつ、 I盟枢j経筋篇より、iIl灸治療現掲で多く見られる、制 同腰脇

痛・ 等の運動磁疾患を中心lこ、それらの治療法を基礎から、 単純明解に解虫、 実演いたします。

古里;;; !! A lecturer comment 
初めは誰でも出来なくてあたりまえです。鍬灸治鍛とはどういう

いうものか、何をやっているのか理解できていない人もいるといま

すが、諸めず、慌てずに学び続けることが大切です。

銭灸師として 磐大切な~J~は、 ，IJ.I，者さまの望んでおられる~J~を

感じとり治僚に活かすさJ'です。もちろん、治療にあたっては自身の

知命、経 験 技 術 さらに百うなり直観的な判断を断まえ行いま

す。その紡*'‘症状が緩和したり治議すれば忠者さまに非常に喜

んでいただけます。.1J.l，者さまの喜びは銭灸師の喜びでもあります。

同じツポに錨をうっても人によって効栄のあられかたも追いま

す。そんな時は「直感jを働かせその人の症状に故も適したツボ

に織をうちます。この「直感」は多くの臨床経験と知融によって発

われるものであります。誤解されやすいのですが「直感jとは技術

と知識を市度なレベルで宵併した人が持ち得るものです。抽象的

な表現になるので学生には理解しずらいと.I!}いますが知蹄技

術的に突き抜けた時に持ちうるのがr，ι感Jであり「おもいっきJと
は全然違うということです。

阿じ聾事や妥因を条件として整えた時に、科びまったく同じZJ~

象が起こる性買をそなえていることを料税性があるとされます。銭

灸の治燦の11.現性を{王える~J~はとても困難なニとですが、勉強会

を通じて陸予だけではわからない主技をとうして、それを伝えてい

きたいです。

~畳弱者へのメッセ ジ~

多くの治療院ができ、多くの鋪灸師、車整師が働いています。そ

んな中、開業し、この世界てF生き残って行く為には多くの知障と鶴

床経験に基ずいて 自分の個性と適正を把纏する事が重要です。

国家総験対策だけでなく、なるべく多くのゼミや勉強会に参加する

事が必要です。私は好きなことを色々話していますが鎌がらずに学

びにきてください。

副ずり圧"を基本手技とする筋臨僚法IFa(scia).ther(apy)I;L r安全 ・ (快適) ・確実jを

意図しています 。変形性膝聞節翁や脊柱官狭窄権、骨刺しよう症などによるロコモティプシ

ンド 口 ム(運動"の障害で嬰介護になる可能性が古い状態)は、 “口コト レ"として片E
立ち、スクワットが薦められていますが、的慌な治療法はあり まぜん。筋膿療法/Fa.thor

r~ ，まず四肢を整え、 「立ち方J r歩き方jの改善を醒して、完全治療に滋きます。

A lecturer comment 
施術者聾成の教檀に上がって3'ド目に恵まれて大阪大学解

剖学謙虚の正式な研究生(1976年から8年間J)として、人体に触

れさせていただきました。解剖学主刊で系統器'j'¥，を制黙するた

めには、系統器討を支える結合組織を除くことが必主であり、そ

の存花時に重要性を感じて施術の対象にしました。尖は系統

器官を支持する{腕}構造Fasciaには 〈神経終末が蜜に分布〉

Lています。新たな日本整形外科学会、日本腰術学会の腰痛診

療指針ガイドライン(2012年末)は、「腰術の原因の85%が解らな

い」とし、診察は、湖{象から、lill診が主になりました。診療の対象

は、系統器口一辺倒でありその系統器口を支え 〈神経終ぷが

貨に分布)する<m情造Fasciaは、まったく、欠訴しています。そ

れでは、「腰術の!以因が解らず、的確なt台療法がない」のは当然

です 。

拙眼減法Fa-therは四肢の皮下町筋膜などの{膜}構造

Fasciaを一ずり圧ーによって万i騒な〈他動的にストレッチングL、運

動ストレッチングで柔軟にして、lt者による姿勢、動作の改許がし

やすい環境を繋えます。U'W，"的に四肢を仲riしきる機会が相す
と、ー腰聞も伸びて爽やかな別人への変身とともに、ー体のゆがみ島

民筋廿術系の術み司を解ìl礼完全治療が1~}られます。

解剖学での系統器官の術造、 機能の改'ií~は、物理的な刺激
によるtreatmentは難しく、H市的に通常は「不立の刺激でも劇的

な体の変調が現れない」ことから、 「ここをこうしたら、 (反射で)こ

こがこうなる」で、術後直後の反比、を協調する施術はTrickと与え

られます。それに対して、系統器官の周聞のl'1的自な{臨}構造

Fasciaの状態、機能がストレッチ/グで整えることができ、{股}構

造Fasciaで支えられた系統、器官の活動が笠えられます 。師胆被

法Fa-therlま嵩朴ですが r，/.(令 (杭適)確実jな紘術です。

近日中に 解剖宇全学術11;会の発事 (2曲9咋l題 wrI年2姐)
なと'の内谷を合む「医学医療で角平らない「体のゆがみJr簡骨絡

系の痛みJの安全!催釘治L方J(たにくちl~臣、予価3.1 50円)が
rrr肱されます。

~費鯖者へのメyセ ジ~
私は治衡を粧粋に求めたから自分自身の施術の世界が開けま

した。人的世康を主えることが私遣の仕事です。「治してあずる」と

いうのではなく、あくまでも健康をサボ 卜するのです。

今習っていることが全てではありません。表面に出ているものだ

けでなく、教科書の背景にあるもの更に奥の深みを読み取り、色々

な勉強会に参加し社会を見ながら学んでいただきたいです。教科

書は入り口にしかすぎなL、のです。
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美容の分野での揖灸は大きく証目されています。体や頗に掃を打つことで、体の健康の維

籍、 i錆遣をは合、る事によって、 老化を緩和し、若さと外見にあ19る評価を市める事を目指し

ます 。皮膚の美容だけでむく、女性ならで!玄の悩みや疾患に会19る掘灸治療も行っていきま

す。また、咽業効果を期待して I耳つlまJ • rかっさJ • r漢方アロマ1を使用したト リー

トメシ卜も取りいれ、総合的な I美Iをサポー トして行く勉強会です。

実費治僚の取れる厳域を目指します。男女は聞いません。

一
' 炉 、

A lecturer comment 
英字手鎖灸の勉強会では、臨床能力が向く、英寄と銭灸の双)j

に相通したスペンヤリストを目指しています。また、受議生のんには

美容銭灸を lどしい形で~ltlH..共に銭灸や美存銭灸を世間のh

に知って頂けるように普及tZ1現物を-*tにして頂きたいと.¥itいます。

w谷銭灸というと、 w容~~Jのみと思われがちですが、この技

術が行えるのはIf[家資格を持つ銭灸師のみです。そして銭灸の

般本は医般にあります。お客様(血者様)の体制を盤え疾銅を予

防L、その tで主容のお悩みに対する施術を提案します。

また被本は医療であってもお'o=t:援に長谷の施術を行うのであ

れば、英容の知識と技術にも開通していなければなりません。その

ため「鍬灸jと「美容」のどちらも同じようにしっかりと学ぶ必要が

あります。

自友会では、幅広い美谷にl刻する知i識を学びます。その技術を

体系化し学ぶためには、独学で学ぶより何倍ものスピードで成民

することが11¥来ます。

勉強会で目指すのは、立の柴容銭灸を行い、お客様や忠者

線、世間一般に銭灸の価値を伝えることが11¥来る去を手紙灸師に

なってmくこと。

本物の去を手紙灸師をlJj行したいという宜思を持った方に参加して

Jtiければ幸いです。

さらにリラクセーンヨンサロンやエステサロン他の治療院などに

11けない知織を身に付けるために、かっさや史容水玉、アロマテラ

ピーなど代替療法を知る機会としてrttt.療法も講座の中に入れ

て行きます。

~畳識者へのメッセジ~

柔軟な思考と幅広い知機を待ち現代にあった輔灸師を一緒に

目指しましょう。

司， . 

I浬黙と患者さんの痛いと訴えるところに絡術してしまうj

[JI諭はしっかりしている筈むのに効果が今ひとつj

これではいけないと思いながら、 「今さら誰に聞けばいい ?J
そんたま人田手助けにたよればと考えたのがこの勉強会です。
いくつか由治療法を学ぶことでi墓穴 配穴を理論付'1、そ田方法を実践することでしっか

りと取穴 ・刺錫出来る感覚を身につける。これらを経験していく ことで自分にあった治療
法 ・錫灸師としての I感覚1を見つりるきっかけになってくれればと思います。

A lecturer comment 
踊みに対するiII灸療法というのは、離しい理請を抜きにして誰

もが同じ結果をだせる勉強会です。血部に関連した場所に鎖をさ

し、治して行(1j法です。私自身もそうだったのですが、卒業をして

から「学校で教えてもらった通りに施術しでも症状がよくならない」

と多くの人が墜にぶつかると思います。銭灸の治燦方法のーっと

Lてとらえていただき、施術に活かしてもらえたらと出います。この

勉強会だけでも何儲類かの方法をお伝えしますのでその中から

自分に合った方法を身につけ発展させて、施術のl川[.，二世立て

てください。

学校で教わる基本的なことに加え、臨床をrr分II身で体感し、

経験を組んでいくことがとても大切です。ぶつかる喰のほとんどが

経験の読さからくる筏術の未熟さや、知搬や施術の引き出しの少

なさからのものです。

国家試験に合絡し基本的なことはもう知っているという前提の

勉強会ではなく 「いまさら聞けないJr誰に聞けばいいけといった

'J'を気軽に町間できる場になればと思っています。

布、はfF和田で開院しているのですが、長年の臨床、施術の

経験を活かして畳講伎の管さまに微々なlJ'を伝えたいと思って

います。

聞けない事により不安になり、不安が-w:に不安を呼んでずっと

わからないままでいるのではなく、年齢、経験、先輩、後輩などの垣

恨を超えて頑張っていきましょう。

現場で，t.i'，者さまの治療にあたる'11'.分からない、できない、治せ

ないでは回りますよr..。勉強会に参加して一つでも多く問題解決

していきましょう。

~畳捕者へのメyセジ~

在校生のみなさんには広〈、様々な知識を身につけて欲しいで

す。向車にもまずは興味をもつこと。ひとつの事に圏貌せず、幅広

く知酷をもっていれば引き出しも泡え犠々な場面に対応すること

ができます。なぜ今、この勉強をしているのカの意味を考えながら

ステyプアップしていくと一段と成長することができると思L啄す。

B 



日

伊藤組短隊式会社 メディカル!J~業部

本日は、他校の現役生2人も参加していただきました。

物理療法機器といいますと、今までは現場ですく{主用という概念がどうして

もドクタ をはじめトレ ナ に持って孤けず、呈出してから時liiJをカ寸?てという
考えでした。沿近になってスポ ''j 11j坊では急性iPiでも、受市直後の浮帥の

軽減でも物理術法機器が史ぃ-;jによって即効悼を出せ、また治僚というだけ

でなく、パフォーマ/スの向上にも繋げることが出来ると知っていただけるように

なりました。逆を百えばそれだけ効果がでやすい物即エネルギーがあるという

ことです。またその効栄を出すための臨床データも弊社は各スポーソ大学や病

院と連携をとっており'ì;~に新しいデータを提供出来る状態にあります。今川の

セミナーを受講して、スポーツ現場での超音波の活用方法を再度見直して岡

弘有効かつ効率的に活用して頂ければ幸いであります。

医療は円々進歩 していますが、物思療法機器も日々進歩しております。メ←

カーの世間といたしまして先生)jの日々の治療のお役にたてられるよう情報提

供等でお手伝いさせていただければと品川、ます。学生の併さんにはf子学11'と
いう早い時聞から物理療法機器の勉強をしていただければ色々な機俄の中

から選択し、より効果を理解して適切に使える様になります。物理医療機時へ

の認識を広げて下さい。

A lecturer comm巴nt
保体法という健康法は、簡単にいえばいかに健康に幸せに生きるかという

法則です。その中の手技燦法として撚体があります。治療に使われても、とても

効~があります。一人でできる一人操体もあれば、女J，1.1.1， 1'iさまというこ人機体

もあります。二人保体の方がより効果は日くなります。

介護の現場でも~I ， 'ì;~に世立ち生徒速からも反響があります。介役される側

だけでなく、介直する測も楽に介謹ができるというのが特世です。身体にも心に

も法則があります。この法則をきちんと身につけていただければ、査みがとれて

身体が整います。iH1IJが述動する'11によって身体の様々な機能が回世してく

るので、連動できなくても連動できるように手助けしてあげるのです。介護レベ

ルを上げない為の励きでもあります。

施術するi時に自分自身の身体が歪んでいると}.l!.1'i'織にきちんとした施術が
できないのでまずは自分自身の身体のゆがみを拾すことかり始めるといいで

しょう。いかに民く放れずに施術していくかを考えると自分自身円メシテナンスが

必要になってきます。施術者も忠者さまも血者さまのご家筋三も喜んでいただける

ものなので卒章生はもちろん在校生のみなさまも身につけてください。

• • • 
超音波の理論

超音波・コンビネーション由実鎚

Lipusu (低出力パルス超音波)による工ピデンス倒

(骨折軟部組織の修復等)

RF (ラジオ波)による慢性疾患のアプローチ方法

理論 RF理論

実絞肩 ・腰 ーハムストリング

• • • 
現在、介護の現喝は、盟労働で腰痛や膝痛、肩の不調を抱

えておられる介謹者の方が多く、また、被介護者は苦しいリ
ハビリの時間を強いられているのが現状です。介謹操体l志、
:/]を必要とt!ず、あ、互いが楽で無理怠く動け、リハビリ効果
も期待できる介助法です。余俗ある介護で、笑聞あふれる現
却が憎えていくことを願っています。

身体運動由法則を使った介助なので、日常生活を始め、治
療室での患者さん的誘導、介助、介護予防にも幅広く応用し
ていただけます。

• • • 
近年、 I体幹/ユアJrこ対する認知Eが高まり、 アスリ 卜だ

けではなく、一般の方々まで様々なトレ ニLグ法が導入されて
います。また、医療の現暗においても肩・腰・膝の慢性師の解消
や 外傷時のリハビリ、怪ヨ去の再発予防等級々広場面で噂入されて
います。そのJ_'-由として、クライアント自ら合管理智的伝姿勢を学
び、理想肱な身体の動きを再構築していくことがあげられますー
このセミナーで官、姿評価法(静的・動的)カら 良姿明暗

の筋バランスを理解し、モオ1らを改益するためのトレ一二;シグ方
‘ 法 皇Il長程度のスベ スがあれば可能)を機能解剖学に基づい

て紐解いていきます。

全l五の務骨院数も4以XJi軒近くに上り今も毎日ぽ)()人近くの柔道艶龍師が

この世に11¥て"る世界の中で、今なにが必裂とされてし喝のか。他の整廿院と

同じようなことをして、保険治療に刺る。それで今後の章鮮を生き依いていける

のでしょう治、そこで今回私はピラティスを中jしとした機能改稗のための連曲

線法をお伝えさせていただいています。ピラティスはまだまだ日本では認知度

は低いものですが、アメリカをはじめとする臥米諸国では理学療法クリニックで

のリハビリやNFLやMLB等のトップアスリ 卜にも樽入されてし必運動メソッド

です。私自身も21lt桂米L、本坊のピラティスを勉強してきました。ピラティスにお

いて叫初に1[(要悦されるのカ聾勢です。盛勢改善はリハピ戸川初期段階やパ

フォーマシスアップのアスリートにおいても最初にやるべきニとなのです。師向

関節神経それぞれが正しいポジシヨ/にあること、あるべき佐世にあることこそ

が身体をより効率的治市効来的に動かすことができ、世殺の予防や科発予

防慢性姉iの改普へとつながっていきます。このような運動療法を指噂できる

柔道勢砲師はさらに今後必要とされてきます。日本でも近年設形外科や日本

代表クラスのアスリートが導入し結果をだしている笑問がたくさんあります。柔

道f，¥檀師という立場からピラティスを融合させ、セミナ では盛骨の評価方法

や筋バランス各関節σ:アライメント評価等も介わせ、なぜ術みがでるのかそし

てそれをどう改笹していくのか、さらになぜ改普するのかという説明を古ぜてお

伝えしています。すべては血者さんのために、そしてこの柔道整担師曹界のた

めl二これからも皆保と共に学ぴ絞けてし、けることを阪ってます。

格闘技のトレーナ はサッカ や好成などのトレナーとは少し迫います。基

本的には専属のトレ ナ というものはなく、怪我をしても世我だと認識しない

選手も多いからです。絡刷技のW:界では「術い」ゃ「苫しい」はあたり前のこと

で、その百紫をジムなどで口にする.!J~日体がタプ とされている胤湖があるの

ですが、仏遣はその器開を変えていきたし、と思っています。選下とトレーナーが

きちんと協力L合って停止を治し、コJデイシヨノを整えていくことで選千生命も

さらに伸ばす'11ができるからです。私達もプロの格闘技町選干時代があった

ので、ケアの大切さはとても理解しています。だからこそ格闘技のトレーナーと

いう新しい分野を広げていきたいと思っています。今、私たちはプロの絡闘家

のリ〆グサイドに入れていただいて、活動をしています。依初は格闘技に山わり

たくてもどうしたり問わることができまたそれカ吋土事として認めていただけるの

かを試行時誤しました。現役時代からの知り合いなどから制介していただい

てトレーナーの仕事を型解していただき除々に活動の坊を広げていくことがで

きています。私達がトレーナーとして絡闘技と関わる事でスポーアとしての位世

をもっと上げていくことができたらと思います。現世生活を仰ばすことはもちろ

ん引退後現役時代町生活に量響のない憾にサポトできればと思います。

絡闘肢の外傷に純化した勉強会です。

実際田プロ興行でのリングメデイカル活動を中心に、リン

グサイドや陸え宝で迅速に対応できるよう勉強します。
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整骨院の紹介で当院に来院。

患 者 56歳・女性・主婦

初診日平成25年1月20日

主 訴右肩関節部(肩甲骨周辺)の痛み・運動制限強い運動時

痛・夜間痛・安静時痛

現病歴平成24年8月の終わりごろに右肩関節部に違和感を覚え、日
に日に痛みが増強したため、自宅近くの鋸灸整骨院に受診。その後、

検査のため、近くのヲリニッ?を受診。X-ray損影結果、癒着性腿板

炎と大結節・上腕骨部の狭窄と診断され、関節包内に注射(ヒアル口

ノ酸ナトリウム)を7回(週1回)と錫灸整骨院にて手技療法とを併用

で約半年間治療が行われたが、右肩関節部の痛みが改善せず、誠灸

所見では、右肩関節可動域制限、運動時痛および安静時痛・夜間痛も顕著であった。

患者は掃除作業中によく大きな椅子をおろすなど日頃から肩をよく使っていたと話していた。

既往歴安静時に頚部の両側、肩背部に痔痛ー倦怠感が現れる。

職歴掃除作業員(パ 卜)

内服歴鎮痛剤・胃薬(痛み止め作用として)、 はじめは鎮痛剤のみであったが、後に胃薬と併用し、痛みが軽

d成される。

注射ヒアルロン酸ナトリウムを1週間に1因。計7回実施

臨床所見円OM制限

屈曲 125'
外転105'
伸展30・
右肩背部から前腕にかけて痛みがある。

Speed's lesl(+)ベンフルアーヲサイン(+) 

Yergason' s lesl (+) 
安静時痛 (+)

夜間痛 (+)

筋緊張税下筋・椋上筋・菱形筋・小円筋・上腕二頭筋長頭健部・三角筋後部繊維・上腕三頭筋内側頭部

施術法診断の結果、石灰沈着はなく、癒着性陸板炎と大結節・上腕骨部の狭窄と運動痛があったため、超

音波徒手棟法を行うことにした。超音波では線下筋・小円筋をアプロ チした。超音波は筋の緊張を緩和さ

せる方法として周い、徒手療法と併用して行った。

経過 施術前の肩関節可動域が、屈曲125。・外転105。・伸展30。が超音波治療と徒手療法(柿下筋・小

円筋上腕二頭筋長頭・上腕三頭筋)後では屈曲140。・外転120。・伸展50'まで回復。

2回目前回の施術と同じような治療を行った。

屈曲 135'外転145。・伸展50'

2月14日(11回目)ある程度まで回復してきたので、 トレ ニンダとス卜レ!ノチを併用した。等尺性運動や内旋
や外旋ストレ yチを取り入れ、さらに患側の広背筋、肩甲下筋、前鋸筋、小胸筋と対側の起立筋、腰方形筋を

しっカリJとゆるめ

屈曲 165'

外事長170。

伸展60・
と効果が現れた。

2月28日(1自由自)屈曲180'.外転180'・伸展65。までに圃復、治癒とした。

考察
今回の痛みに対する治療法として、まず肩関節周囲の運動筋群を狙い治療を行った。ある程度まで回復はし

たが、満足のいく効果が現れなかったため、治療範囲を広げ対側の起立筋・腰方形筋と同側の広背筋、前鋸
筋、小胸筋を弛めた。肩関節の外転運動は、肩甲骨が上方回旋する事により同側の起立筋も収縮し、広背筋

力ず伸張される。また、肩関節の外転運動が正常に行われない場合、対側を側屈させ代償還動をする為、対側の

腰部の筋緊張がみられ筋バランスが崩れ、回旋の妨げになるからである。さらに、他動的にストレyチなどを積極

的に行ったのも効果的であったと思われる。

|設建35|
| 酔磁本鋪灸整骨院院長
舗唖師科1期生柔道整裡師科6期生

とが出来るのですl

患者さまから「鋪って何に効くんですか?Hどういった疾患に

有効なんでしょうかり

といった質問を受ける事が多々あります。そうした時にまずお応

えするのが「錫は風邪に最も功を奏しますjという事です。患者

さまは[え一一一円錫が風邪に効くんですかっつ

信じられない" そんなの知りませんでしたリと口を揃えておっ
しゃいます。

私たち誠灸師は銭が風邪に絶大な効果を発揮する事はよく

知っておりますが、一般的には知られていません。 当の本人の

私も御多分に漏れず、銭灸を学ぶまでは鋪が風邪の治癒に奏

功するなんて、知る由もありませんでした。 r風邪に効くケスリを

開発したらノーベル賞ものだリという話は有名ですが、いまだ開

発されたという話は耳にしませんね。 しかし舗なら風邪を，台すこ

これは凄い事です。しかも、銭治療を経験されたことのある録灸師もしくは患者さまであれば、即効性

がある事もよくご存知でしょう。

Q 風邪を治す方法はありますかワ

A はい、鋪治療で治ります。

口 銭は何に効きますかっ

A 全てに効きますが、最も効果の高いのは風邪です。

多くの患者さまは、銭灸では肩こりや腰痛しか治療できないと思っています。 しかしながら、誠灸は内
科系疾患や婦人科系疾患などにも絶大な効力を発揮します。

それでは今回は風邪を治す銭の基本戦略についてお話します。 風邪は読んで字のごとく「風邪=ふ

うじゃjの体内侵入により発症します。 必要のないものが体内に侵入してきているので実証です。治療

戦略は風邪への潟法と肺経に対する補法ですが、ここでは邪とか実とか補J宮とか言い出すと話が長く

なるので、簡単にどこに鍛をするかつをお伝えします。

置鋭10-15分(当院では10分)置誠します

(背臥位〉太淵、尺沢 or孔最、中府 or雲門、肩桃腺咳があれば天突、食府 縄水があれば迎香、上

迎香、印堂、上星、

(腹臥位〉天柱、風地、完骨、肺言語、風門、風府
整骨院での外傷治療の続きで風邪の鍛治療を行う場合には、背臥位のみで完了します。
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毎年貞左会も参加しているこ白士

会は、近畿圏内の高校だけでなく、イ

ンターハイや冬に行われる全国サッ

力 選手椛大会に常時出場している

強豪校が多数事加し、 14面あるコ ト

在使って1日40-50試合行われました。

この大会は本学生とって現場実習

の 環でもあります。試合中におこる

挫傷や筋撞壊、捻挫はもちろん、骨折

や、脱臼、脳震温などの負傷者が出ま

した。試合中どの様なプレ で怪我を

するのカ、選手に対してどのようなアプ

ローチをするのが、どの犠なコミュニ

ケ ションを取ってあげるの庁、それは

スポットレナの仕事に興昧はな

くても、柔道整復師または誠灸師の資

絡を取得することで、スポ ツ外傷で

治療にくる患者さんと接することはたく

さんあります。

学生にはこ回現場実習を通してなに

力、を感じ、学んでくれたらと思いました。

平成医療学園専門学校のブスで

はテーピングとスポーツ外傷相談を

行っており、卒業主や全柔協の先生が

選手の治療、相談の対応在しておられ

ました。痛みを取るだけでなく、その後

olリハビリ指導を丁寧にお話され、貴

重な臨床のi暑となりました。

みなさんもぜひ、書加してください。

あ7寺ちしております 。
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開催日平成25年7月22日(月)-7月30日(火)
会喝 J-GREENJ界 [大阪府堺市堺区築港八幡町

145番地)

士会HP: httpゾIsakaihamafesta.ne tlwpl 
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