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と思 い ます。近年 、鍼灸 の幅 広い効果 が、再評価

され るにつれて、 患者の年令 層が若返 った と言わ

≡十 軸 健 紀 藍
≡肉 めもっ鷲

れて お りますが、 や は りその主体 は、 中高年層 で、

鍼灸師 藍
豊陶 をなすべ 轟めも

や臓 器 の衰 えは、 さけられ ない事で あ り、 これ ら

占め られてお ります。年令が増 す に伴 う機 能障害
の多 くの もの に鍼灸 が有効 な事 は、従来 の経験や
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実績 によって も、明 らか な ところで あ ります。

通

高齢化社会 とは、 こう した人 々が、急速 に増 え

ると言 う事 で、社会構 造の複雑化 や、健康 を願 う
2 0世紀 も余 す ところ僅 か に10年、我 々 は間 もな

人々、 また、 これ を望人々が 、新 な鍼灸 治療 の需

く、 21世紀 を迎 えよ うとしてお ります。21世紀 の

要を生 み、鍼 灸へ の期待 感 は、益 々強 まる もの と

最大 の特色 は、言 うまで もな く、高齢 化社会 の到

見られ ます 。それ だ けに、身
戎灸 師 自らが、責 任の

来であ ります。 この高齢化社会 の到来 とは、単 に

重さを自覚 しな ければな りませ ん。

高齢 者が増 える とい う単純 な もの で はな く、政 治

2 。鍼灸の科 学的解 明

現在、科学 技術 の発達 は目覚 まし く、 日進 月歩

的。社 会的 ◎経 済的 に、少 なか らぬ影響 を及 ぼ し、
国民生 活全般 に、大 きな変革 をもた らす と言 われ

とい う言葉 が今 日ほ どあて はまる時代 は、 かつて

てお り ます 。

無か った と言 って も過 言で はあ りませ ん。

一方、21世紀 の もう一 つの特 色 と言 われ ている

医学の世界 も同様 であ ります。 そ して、 それ は

科学技術 の発達 は医療 の分野 に長足 の進 歩 を もた

やがて身
戎灸 の科 学的解 明へ と、 つなが って行 くの

らす だ けで な く、東洋医学 に対 して も、科学的研

ではな いで しょうか。 こうした技術 革新 の中で、

究のス ピー ドを、一段 と強 め るもの と予 測 され て

爵戎灸 は残 るが 、果 して、参戎灸師 は生 き残れ るだ ろ

おり ます 。

うか。いず れ身
戎灸が、科学 的 に解明 され、医療 と

1 0年後 に必ず やって来 る高齢化 社会 ◎先 端技術
を駆使 したハ イテ ク医療 の発達 ◎鍼灸 の科学的解

であ りま し ょ う。

しての有効性 が、科学 的に証明 され認 知 され る事

明の進 展、 こ うした21世紀 を迎 える中で、如何 に

我々の業 する鍼灸が、優 れた医療 として、現代

して、鍼 灸の伝統 を守 り発展 させ、古典 に立脚 し

医学 の立 場か ら評 価 され るこ とは、歓迎 すべ きで

た伝承 医学の基本 を継承 して行 くべ きか、 まさに

あって、いた ず らに科学 の 目が、鍼灸 の世 界 に入

これ は、我々経絡 治療 家 に課せ られた最重 要課題

ることを、恐れ て はな らないので はないで し ょう

であ ります。 ここに、私 の所見 の一端 をのべ さた

か。身戎灸が、 国民の健康 は医療 のた め にある以上 、

て頂 きます。

これ を、阻止す べ きで はあ りませ ん。 で あれ ば、

−。 高齢化 社会 と鍼 灸

科学 の進歩 を、鍼 灸の発展 につ な ぐため には、 ど

政府 の発 表 によ ります と、我 が国の人 口構 造 は、 うすべ きか。鍼灸 師の鍼灸 は、 どうす れば残れ る
出生率 の低 下 と共 に益 々高齢化 し、現在 9 人 に 1

か。我 々、 自 らの鍼灸 を、築 き上 げる ことで あ り

人とい う65才以上 の高齢者が、西 暦2000年即 ち平

ます。古典 を忠 実 に学 び、 その真髄 を磨 き、 どん
な患者 に も対応 で きる技能 を身 につ け、鍼 灸師 で

成12年 に は、全人 口の 6 人 に 1 人 とな り、 ほぼ、

現在 のス ウェーデ ンなみ になる見込 み であ ります。 なけれ ば出来 ない基 本の確立 を、計 る ことで あ り

さらに、西暦2025年 に は、全人 口の約 4 人 に 1 人

ます。鍼灸 の真髄 を、如何 に して守 りぬ くかが、

が高齢者 とな り、世界 一の長寿 国に なる と予測 さ

最重要課題 で あ り、そのた め この経絡学会 の使 命

れて お り ます 。

は、大 であ ります。

では、高齢化社会 は、鍼灸界 に とって、果 た し

3 。ニ十曲 世紀 に向か っで何 をな すべ きか

てプ ラスかマイ ナスか、一言で いえ ば、基本 的 に

我が 国で は、鍼 灸 は既 に、 国民 の間 に深 く定着

はプ ラスに働 ら くと考 えて、大 きな間違 いはない

し、健康 や医療 の一 翼 を担 ってお ります。 高齢 化

ー1

−

日本経絡学会誌

第 17号

社会 に向って、大 きな転 換期 を迎 えて いる今 日、

への期待 は大 きい と思い ます。

軽い持病 があ る患者 に対 して、特 に有効 な治療

国民共通 の財 産 である鍼 灸 を、発展 させ継承 す る

事は、鍼灸 師の重大 な責任 であ ります。 また国民

方法 を持 たない現代医学 の不備 を補 う事が出来 る

は、
鍼 灸 に どのよ うな期待 を、持 ってい るので しょ

鍼灸 が、必要 なので はないで し ょうか。全身 を診

うか。21世紀 の医療 の特徴 して は、超 高齢化社会

る医療 、心 と身体 を ともに診て全身 の治療 をす る

に対 応 出来 る医療で あ りますが、現在 、国民医療

東洋 的医療 に対 す る期待 は、誠 に大 であ ります 。

経済 の圧縮 が進 む中で 、鍼 灸の健 保 を どう進 めて

今日、 これ に応 え得 る優 れた技術、 そ して人格 的

行くべ きか であ り、 さ らに また、安全 な医療へ と

にも優秀 な鍼灸 師が強 く求 め られ てお ります。 月

国民 の願望 は厳 し く、 これに どう対応 してい くか

並みな言葉か も知れ ませ んが、今、鍼灸 師が、成
すべ き最 も重要 な こ とは、資 質の向上 を計 り、東

であ ります 。

しか し、健保 の問題一 つを取 り上 げて も、鍼灸

洋医学 に対 す る国民の期待 に応 える とい う一言 に、

は、現在 の健保制 度の 中に、極 く一部分 だ けしか

尽きるので はないで し ょうか。

取り入 れ られ ていない状 況 であ りますが、将 来 は

打） 制度上 の改正

もっ と多 く取 り入 れ られ るべ きであ ります。です
が、 そのた めには、い くつか の重 要な問題 があ り

何故 に、制度 の改正が行 われたのか、 またその
目的 は何 であ るか 、その結果、今後 、鍼灸 師な ら

ます。東 洋医学、特 に鍼灸 を、西洋 医学 中心の、

びに鍼灸 治療 は、 どう変化 して行 くのか、 国民の

医療制度 の中 に、 どう位 置づ けるか とい う事 であ

ニーズ に合 わせた鍼 灸師の養成 が 目的で あ ります。

ります。東 洋医学 と西 洋医学 は、根 本的 に異 な る

国民の健康 に対 す る関 心が強 ま り、鍼灸治療 に対

理論体系 を持 つ ものであ ります か ら、単 に、西洋
医学の治療手段 の一 つ としての み位 置づ けるので

する評価が 高 まって きた放で あ ります。 しか し、
低い教育や資格 で は、社会 的 に高 い評 価 を受 け る
ことは難 し く、 この意味 での資質 の向上の ため に

は無 く、東洋 医学 として、十分 な評価 を与 えて、

新な健保制度 の設定 を進 めて頂 く必 要が あ ります。 も、最 も基本 的 な問題 は、制度 の改正 であ ります。
しか し、一 方 にお いて、医師 と鍼灸 師 とは、教

それで は、法 改正 に より、何が実質 的 に変わ る

育や資格制度・ 業務内容 な ど、法制上 も実態上 に

のか。 それ は、 高卒三年制 とな り、養 成課程 を高

も、大 きな違 いが あ ります。 それ に、 また、国の
財政 事情 との関連 な ども無視 す る事 は出来 ないの

め、資格 試験 も国家試験 とな り、厚生大 臣の もと

に登録 され、免許 もレベ ルア ップが計 られ ました。
教育 のカ リキュラム も改正 され、他 の医療 職 とも

です 。

現在 の健保問題 は、極 めて複椎 で、広範 多岐 に

変わ らな くな りました。

では、法改正 で、現在資格 を持 ってお られ る鍼

渡る もので あ ります。本 日は、 この間題 について
は、 一応割愛 させ て頂 きます。

灸師 に、求め られ るもの は何 かで あ りますが、既

鍼灸 師 は、何 をなすべ きか とい う視点 において、

存の鍼灸 師が、 カ リキ ュラムの改正で、教育 内容
の不足 す る分 を、新 し くで きる財 団が行 な う厚生

話を進 めた い と思 い ます。 いろい ろな考 え方があ

大臣指定 の講 習会 を受 けて、 自 らが資質 の向上 を

りますが、基本的 には、安全性 と有 効性 を原則 と

計り、新 制度 の国 家試 験 合格 者 に劣 らな い力 を

する もの だ と思 い ます 。

養って お くことが大切 で あ ります。

今、鍼 灸 に望 まれてい る ことは、医療 として、
疾病治療 はも とよ り、老人 に対す る医療、 スポー

昨年 あは き法 の法律二百 十七号 の改正が行 なわれ

それで は、次 に、良 い「鍼灸 治療 」 のため に、

今回、業界 七団体 が、協議 して運 動 した結果 、

ツ障害 に対 す る医療、病 気 にな らないた めの医療 、 ました。 このた め現在 、国家試験・ 厚 生大臣 の免
また、健康増 進・ 健康管 理の出来 る医療 、小児 の
許登録 とい う業 務 な らび に鍼灸師 の再 教育 を行 な

治療 、 その他 半健康・ 半病人 に対す る医療 な ど、

うための、財 団法人東洋療 法振興財 団の設立 を進

健康 で長生 きが出来 る ように、 またち ょっ とした
痛み に も対処 が出来 る東洋 的考 え方 に基づ く医療

めてい る ところで あ り、来 春 には確 実 に、認可 を
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この財団 の果 たす役割 りは、極 めて大 き く、 当然

そが、鍼灸 の発 展す る道 で ある とい う認識 を、鍼

業団 としては、積極 的に これ を支援 して行 く考 え

灸師一人一人 が もっ と強 く持た なければな りませ

でお ります が、全国 の一人 一人の鍼灸 師が、十分

ん。今 日 とい う時代 は、 まさに、 これ を求 めてい

な理解 を持 ち、新財団 の育 成 と発展 に、協力 され

るか らで あ り ます 。

ることを強 く希 望 してや み ません。

鍼灸 への評価 が益々 高 まろう としてい る折柄 、
そうした為 に も、今後、学会 の使命 は大 きい と思

桓） 生涯教育

現在 、鍼灸 師の資質 向上策 の重要 な一環 として、 います 。

生涯教 育が問題 となってお ります。健康 や医療 に
関係 す るだ けに、生涯 を通 じての知識 や技術 の ト

（ ⇒ 安 全性へ の配慮

近年 、感 染症 の蔓延が著 し く、一時 のパ ニ ック

レー ニ ングの必 要性 が、特 に強 く要望 されて いま

は納 まった ものの、エ イズに対 す る国民 の恐怖心

す。学術 の研鐸 は、本来、鍼灸 師の個々 の 自覚 と

は根強 くあ り、 しか も、 エイズだ けで な く、 B 型

努力 に よって な され る ものであ りますが 、現実 に

肝炎や その他 の ウイル スが 、血液 を通 じて感染す

は、 なかなか困難 な面が多 いよ うです。 で も、万

る可能性 があ る以上 、 その対策 として、消 毒滅菌

難を排 し、積極 的に、学会や研究 グル ープに加入

はもとよ り、使用 鍼 は、 すべてデ ィスポーザブル

され、 また、財 団や業界が行 な う講 習会 に も参加

か個人鍼 にす るな どに努 め、積極 的 に取 り組 む必

され、知識 の吸収 と技 術の錬磨 に、努 め られん こ

要が あ ります。

とを切望 してや み ません。医学 の発 展が急速 なだ

もし万 一、一人 で も鍼灸治療 院か らエイズ感 染

けに、 この トレーニ ングの重要性 が、益々大 き く

者が出れ ば、 その時 はもはや手遅 れで、鍼灸界 は

なる ことを強調 してお きた い と思 い ます。

壊滅的 なダメー ジを受 ける事 は必 定で あ ります。

レ→ 臨床技術 の向上 一
はじめに、鍼灸 の生命 は、臨床 にあ る ことを強

その外 に も、折鍼 や火傷 な ど僅 かな注意で 防げ る
問題が少 な くあ りません。

く申 し上 げてお きたい。鍼灸 のメカニズ ム・ 治効

これか らの鍼灸師 は、臨床技術 と同時 に安全 性

理論 が、科学 的 に確立 されて いない今 日、医療 の

の確 保 に も、更 に一層配 慮 し、 ク リー ンで安全 な

場での、鍼灸 師の セールス ポイン トは、何 であ る

鍼灸の イメー ジ作 りを推進 す る事 が急務で あ りま

か。 それ は、優 れた治療技術 以外 にはな い と、私

す。特 に鍼灸 師 は業務 に対 し資本 の投入 を計 る事

は思い ます。臨床 は、 医学の東西 を問わず、教科

を怠 って い るので はないで し ょうか。全国 の鍼灸

書で は得 られな い体験 に基づ いた知識 が、必要 で

治療 院が こぞって 5 か年計画で資本 を投入 した治

あります。特 に東洋医学 は、 その要 素が大変大 き

療院のイ メージ ア ップ を計 るこ とを真 剣 に考 えて

く、毎 日の貴重 な体験例 の積 み重 ね こそが、技術

頂きたい。 また、 それが経 営の第一条件 で ある事

向上 の基本 であ ります。

を申 し上 げたい。各位 の実行 を熱望 してや みませ

確か に、現代 医学 の発達 は、 目覚 ましいです が、 ん。

㈹現代医学 の知識

決してオ ール マイ ティーで はあ りません。病院 で

も、手 に負 えない治 らない病 気が、数 多 くあ りま

高齢 化の進展 と豊か な社会 に負 うところか も知
れませんが、 国民の健康願 望が今 日ほ ど高 まった

す。 そ して、 その中の あ る種 の疾患 には、鍼灸 の
有効 な場合が少 な くあ りません。 メカニズム は、

事は無 いので はないで しょうか。 また これ を反映

解らな くて も、 この「効 く」 とい う事 実が、大変

して、健 康や病気 に関 す る情 報が花 ざか りで あ り

重要 で あ ります。現代医学 と全 く理論体 系 を異 に

ます。 その結果 、国民全般 の医療 とか健康 や衛生

する鍼 灸治療 の素 晴 ら しさ・不 思議 さを、言葉 で

に関 す る知識が豊 富 にな り、患者 は自分 の病 気 に

理解 して頂 くことは、非常 に難 し く、 やは り体験

関しては専門書 な どによってか な りの知識 を得 て

に勝 る もの は あ りませ ん。鍼 灸 治 療 を受 けて良

おります。従 って、鍼灸師 は、東洋医学 だ けで な

かった と、言 わせ るだ けの技術 を、鍼灸 師 は、是

く、現代 医学 に関す る理解 と知識 を持 ち、症状 の

非身 に着 けて欲 しい もの です。 臨床技術 の向上 こ

経過 を患者 に分 る言葉で説 明 した り啓蒙 で きるよ
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うにな らな けれ ば、その使命 を全 うす る事 はで き

習には経絡 治療 も盛 り込 まれ ました。 こうした新

ないの ではな いで しょうか。患者 の質問 に十 分答

カリキ ュラ ムの教 育 を進 め る為 に も学 会 が リー

えられ る事 が、 これか らの身
戎灸師 に必要 な大 事な

ダー シ ップ を取 って、東洋医学 の原点 に帰 り、古

要素 になって来 る と考 えられ ます。

典医学 の診 断法 。治療 法 の標準 化 を計 り、病証 の

尚、現在 の患者 は、人 間 を診 る医療 す なわち人

整理 を進 め る努力 をお願 い したい。 また、知識 だ

間総体 を、同時 に診 る医療 と、 コ ミュニ ケー シ ョ

けで な く技 術的 に も鍼灸師 の専 門性 を高 めな けれ

ンの ある医療 として、東洋医学 を望 んで お ります

ばな りません。 その第一 として、技術論 の研究が 、

が、一方 、鍼灸治療 と現代 医学 との使 い分 け もし

遅れ ているので脈診 法の統一 や刺 身
戎法 の確 立 を急

てお ります。 また、 この事 の出来 る身
戎灸師 を求 め

ぎ、 また、新法 の改正 に伴 うカ リキュラムの教科

てお ります。一般教養 はも とよ り、医療人 として

書作成 と教 員の養成 に も協力 して頂 きたい と思 い

の自覚 を持 ち、東洋医学 の高度 な知識 と技術 を納

ます。次 に、本学会 も型 には まって発展性 をな く

めた鍼灸 師が、地域医療 の中で西洋 医学 との連 携

して はな りませ ん。 また一方 で は、古典 だ けに捕

を高 め、 治療 を行 な う患者 の病態 を見分 けて、時

らわれ るので はな く、現在 にマ ッチ した新 な理論

には専門 医に診て頂 く決 断 をす る事 も重要 であ り

を構築 する機 構 でな けれ ばな らな い。今後 、学会

ます。 この点、医師 だ け、一つ の病 院だ け、西洋

も広 く鍼灸 師の意見 を聞 きニーズ を求 め、固定観

医学 だ け、鍼 灸治療 だ けな ど とい うので はな く、

念を捨 て大 同 につ き、同士 を集 めて行 くかな けれ

その時 に応 じて患者 のこ−ズ に合 った処置 をす る

ば、益々分裂 して行 くか、衰退 して行 くので はな

事が大切 であ ります。 また、 そ うす る事が 出来 な

いで し ょうか。鍼灸 師の専門性 を追求 してい ける

い限 り、今後 の治療 も困難 にな る と考 えます。 患

のは、経絡 学会 であ る との 自覚 を持 って行動 しな

者と共 に考 え、之 に対応 し、東西医 学の使 い分 け

けれ ばな らない事 を強 く要望 す るもの であ ります。

の出来 る鍼 灸師 を求 め る時代で はないで し ょうか。

さらに今後 は、 自由診療 の時代が来 る と考 え ら

れます。 国民 医療経済 の圧縮 が進 み、健 保体制 も
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鍼灸師 の将 来 も明 るい展望が十 分期待 出来 る と

考えられ ます。今 日、医学界 を初 め として各界 か

厳し くな り、国民 は現在 の ように安価 に診療 を受

ら鍼灸 の有効 性 ◎有 用性 を積極 的 に評価 す る人 が

けられ な くな る事が充分推 測 され ます。医師 の診

大変増 えて参 りま した。 この事 は、根本 的に鍼灸

療も保険診療 だ けで な く、 自由診療 も行 な うとこ

が効 くとい う実績 と東 洋医学 の物 の考 え方 が見直

ろが、増加 す る可能性が あ ります。鍼 灸治療 もよ

されて来 た とい う事 だ と思 い ます。 しか し、鍼灸

り安 全で高度 な ものが要求 され る時 とな り、値段

は、単 に、疾病 の治療 だ けで な く健 康保持 の面で

よりも中身 で競 争す る時代 とな る ことが予想 され

も、少 なか らぬ効果 を挙 げてお ります。 そ うい う

て来 ま した。

意味で は、社 会構造 の複雑 化 とか、高齢人 口の増

尋。 田本経絡 学舎の使命

加、或 いは健康 願望 の高 ま りな ど、鍼灸発展 への

東洋医学 の伝承 と発展 の床 柱 とな らな ければな

期待 が強 く喜 び に堪 えられ ませ ん。 しか し、鍼 灸

らない大 きな責任の ある事 はも とよ り、鍼灸師 の

師の評価 は まだ高 い とは言 え ませ ん。残 るは質 の

専門性 を高 め必要が あ り、 この事 は、参
戎灸師 の存

向上 で あ ります。鍼灸 師 自身が、 レベル ア ップ を

亡にかか わ る事で もあ ります。身
戎灸 は、医師 や P

計り、 イメー ジア ップ をさ らに押 し進 めて行 く事

T な どが片手 間 に勉強 して出来 るよ うな「 レベル」

が、今 もっ とも重要 な こ とだ と申 し上 げたかった

であ って はな らないの です。鍼灸師 でな けれ ば出

ので、特 に資 質の 向上 を中心 にお話 しした次第 で

来ない技術 を磨 くべ きであ ります。

あり ます 。

今回の法改正 に伴 う教育過程 の改正 ポイ ン トは、
新設 科 目 として、東洋医学 臨床 論 の設 置、全面 改

正科 目 として、鍼灸の為 の東 洋医学概論 を90時 間
増し、鍼灸 の理論 ◎実技 も大幅 に増加 し、応用 実
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御静聴 あ りが とうござい ま した。

