
 

 

第 1014 回例会 2019 年 3 月 12 日 

□司  会  松澤 一志君 

□開会点鐘  水野 泰雄君 

□斉  唱 『それでこそロータリー』 

□ゲスト   

 カイロプラクティック Haru 施術院 

  院長    宮崎 和之様 

 美容カイロプラクティックサロン Haru 施術院 

  院長    高寺美知恵様 

□委員会報告  

 

 

・次期幹事   北村 久文君 

        『4/7 地区協議会出席のお願い』 

        

□プログラム ゲストスピーチ 

   『カイロプラクティックで健康に』 

 カイロプラクティック Haru 施術院 

  院長    宮崎 和之様 

 美容カイロプラクティックサロン Haru 施術院 

  院長    高寺美知恵様 

 

 

 

 

水野 泰雄君 

昨日の塩田平では「ほ〜けきょ」と、ウグイス

が鳴き始めました。まだまだ上手ではありませ

んが春の便りが続々と届いてまいります。「あ

〜あれは春だったねぇ〜♬」by 吉田拓郎 

 突然ですが、「代替医療」という言葉をご存

知でしょうか？「西洋医学に代わる医療」とい

う意味で、西洋由来のカイロプラクティックや

ホメオパシーなど、東洋由来の漢方や鍼灸など

幅広い種類があります。 最近では、漢方や鍼

灸のように西洋医学に対して補完的に用いられ

る場合もあります。今日はこの代替医療につい

て、そのおもな療法や特徴などについて説明し

たいと思います。 

整体は、脊柱や骨盤など身体全体のゆがみやズ

レを調整する施術全般を指します。また、姿勢

を矯正して不調の改善を促します。現在、街の

あちこちで見かける整体院ですが、その分施術

内容は多様化してきています。美容やケガ、体

質改善のための整体など、特定の目的に特化し

た整体院も増えています。なお、整体は国家資

格ではなく、民間の団体が独自の基準で認定資

格を設けています。 

整骨院（接骨院）は、外傷による捻挫や打撲に

対する施術、骨折・脱臼の応急処置などを行う

施術所です。五十肩や変形性関節症のような慢

性の疾患は対象外です。施術は、柔道整復師と

いう国家資格を持った専門家がおこないます。

ただし、柔道整復師は医師ではなく、マッサー
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ジや鍼灸と同じ「医業類似行為」をする施術師

です。医業類似行為には、健康保険が適用され

ます。 

本日おみえになっているお二人は、カイロプ

ラクティックのカイロプラクターです。 

(全国健康生活普及会・日本カイロプラクティ

ック連合会所属)アメリカで生まれたカイロプ

ラクティックはギリシャ語で「手（カイロ）の

技（プラクティカ）」の意味で、骨格の歪みを

手技によって調整（矯正）することで、腰痛・

頭痛・むち打ち・肩こり・股関節や膝の痛みな

ど運動器の疾患に効果を発揮するとともに、神

経の働きを回復させ、合わせて痛みの軽減や機

能改善、自然治癒力を高めることが目指されて

います。さらには、施術のプロセスで姿勢体

操・栄養・睡眠などの生活指導も行うので最近

では予防医療としての健康管理にも役立てられ

ています。カイロプラクティックの施術を行う

専門職を「カイロプラクター」と呼んでいま

す。脊椎ヘルスケアの専門家として薬物や外科

的処置を行わずに手技による矯正や機能回復を

図り、症状の改善や健康増進を目指します。カ

イロプラクティックは世界40か国以上で国家資

格となっていますが、日本では法的資格制度は

ない「医業類似行為」と分類されています。そ

のため「日本カイロプラクティック登録機構：

JCR」がWHO（世界保健機構）ガイドラインに準

拠した教育プログラムを修了した「カイロプラ

クター登録試験合格者」を正式なカイロプラク

ターとして厚労省へ名簿提出をしています。 

あん摩・マッサージ・指圧は身体に手や指で

機械的刺激を与え、その反応に治療効果を期待

して健康増進を図る施術です。あん摩は「按

（おさえる）」「摩（なでる）」を意味し、中

国で生まれ日本に伝わりました。マッサージは

アラビア語の「押す（mass）」と「こねる

（sso）」が語源です。 ヨーロッパ発祥で明治

以降日本に持ち込まれました。おもにパウダー

やオイルで皮膚に直接刺激を与え、血液やリン

パの流れをよくします。  

指圧は明治時代の終わりから大正時代にかけ

て、日本で体系化されたといいます。指や手の

ひらで体表に圧を与え、身体の変調を矯正して

健康増進を図るほか、特定の疾患の治療を目的

とした施術です。これらを業とするには、国家

資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許が必要

です。私的には、勝新太郎の主演映画「不知火

検校」が思い出されます。 

  鍼（はり）や灸（きゅう：熱のこと）で身

体に刺激を与え、痛みの軽減やだるさなどの症

状を改善するのが鍼灸(しんきゅう)です。 漢

方薬と同じく、東洋医学の中心的な治療法で

す。 最初に「四診：ししん」（＝西洋医学の

検査と診察）をおこない、診断にあたる「証：

しょう」（＝西洋医学の診断）を決めます。そ

のうえで、全身にある経穴（けいけつ：ツボ）

を、鍼や灸で刺激します。そうすると、ツボと

ツボの間にある「経絡（けいらく）」を経て、

内臓や神経系の働きが調整されると考えられて

います。鍼灸師となるためには、「はり師」と

「きゅう師」の二つの国家資格を取得する必要

があります。こちらは池波正太郎原作で、さい

とうたかをの漫画「藤枝梅安」が思い出されま

す。 

美容鍼（びようしん）は、美容を目的とした

鍼灸治療全般を指します。 顔のツボに鍼を打

ち、肌の表面はもちろん組織や細胞、血管や神

経まで刺激します。これにより、肌本来の回復

機能を活性化し、身体の内側からアンチエイジ

ングを図ろうとする療法です。一般財団法人日

本美容鍼灸マッサージ協会(※)によると、他の

美容法と比べ効果に即効性があり、効き目も長

い点が特徴だといいます。 細い鍼が筋肉や細

胞に直接刺激を与えるので、修復作用が素早く

働くとのこと。比較的安全で副作用は少ないと

いわれていますが、出血や皮下出血のリスクが
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ないわけではありません。また、技術者のスキ

ルにもよりますし保険も適用されません。 

 施術を受ける場合は、基本情報をしっかり理

解した上で信頼できるクリニックを選択するこ

とが大切です。 

【参考】※一般財団法人日本美容鍼灸マッサー

ジ教会(http://www.j-face.jp/) 

自分は〜お陰さまでまだ鍼やお灸・整体・マッ

サージ等のお世話になっていませんが、今後の

ことを考えると少し心配です。 

              

 

 

               小嶋 修一君 

１． １上田ローターアクトクラブより 

・創立記念夜間例会の御礼 

恵送 

１. 上田西 RC 様・・・会報 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報  第 1013 号 

２. 会長より 今週の言葉 

３．４月９日(火)早朝例会のご案内 

 

 

 

吉田 穣君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日 24 4 0 83.33％ 

前々回 25 3 1 92.00％ 

水野泰雄君  健康第一！今日は身体ケアが大切

のお話が聞けます。 

小嶋修一君  本日は学ばせていただきたいと

思います。 

吉田 穣君  東日本大震災から８年が経ちま

した。当時福島に居たので感慨

もひとしおです。 

北村久文君  本日は東京オリンピック 500 日

前だそうです。早いですね。 

合原良一君  村の旅行に参加して、おいしい

ものを食べてきました。 

山田 豊君  ゲストスピーチ楽しみにしてい

ます。この頃年のせいか朝起き

ると身体がいたいです。 

杉山 裕君  カイロプラクティックで猫背は

治りますか？ 

柄澤 堯君  花粉が舞っています。 

 

大久保昌宏君 ひと月ぶりの例会になります。参

加できず申し訳ありません。 

西澤文登君  春らしくなってまいりました。 

斉藤惠理子君 本日、楽しみです。 

 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 松澤 一志君 

中澤 信敏君 西澤 尚夫君 生川 秀樹君 

 

 

 

お知らせ 

 

笠原一洋君より報道写真集『天皇皇后両陛下と信

州』を寄贈いただきました。平成 28 年御行啓の記

事が掲載されております。 

事務所で保管いたしますのでご覧ください。 
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ゲストスピーチ 
 

『カイロプラクティックで健康に』 
 

カイロプラクティック Haru 施術院 

        院長    宮崎 和之様 

 美容カイロプラクティックサロン Haru 施術院 

        院長    高寺美知恵様 

 

予防医学・健康寿命を延ばす秘訣は生活習慣に

あります。 

 

食事・運動・睡眠のバランスが大切です。 

ご自身の生活習慣を見直しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


