
特別演題の部

講 演

大会会頭講演 6月4日（土） 9:50～ 10:40 《東京有明医療大学 第１会場》

「現代医療における鍼灸の役割 －頸部神経根症を中心として－」

演者： 東京有明医療大学 保健医療学研究科 研究科長 教授 坂井 友実

司会： （公社）全日本鍼灸学会 会長 若山 育郎

基調講演 6月4日（土） 10:50～11:30 《東京有明医療大学 第１会場》

「現在および未来の社会における鍼灸の役割 －鍼灸の本当のチカラとは－」

演者： 明治国際医療大学 学長 矢野 忠

司会： （公社）全日本鍼灸学会 副会長 坂本 歩

特別講演１ 6月4日（土） 15:00～15:50 《東京有明医療大学 第１会場》

「非特異的腰痛の病態と治療戦略」

演者： 前一般財団法人 脳神経疾患研究所 常任顧問・前福島県健康医療対策監 菊地 臣一

司会： 東京有明医療大学 保健医療学研究科 研究科長 教授 坂井 友実

特別講演２ 6月4日（土） 16:00～16:50 《東京有明医療大学 第１会場》

「伝統医療を取り巻く国内外の現状と課題」

演者： 参議院議員 武見 敬三

司会： 学校法人花田学園 理事長 櫻井 康司

特別講演３ 6月5日（日） 10:10～11:00 《東京有明医療大学 第１会場》

「老年症候群とフレイルについて」

演者： 東京大学大学院 医学系研究科 老年病学 教授 秋下 雅弘

司会： 東京有明医療大学 学長 林 洋

教育講演１ 6月4日（土） 9:30～10:20 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「不妊治療の保険適用による変化－東洋医学をいかに活かすか－」

演者： 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授 髙井 泰

司会： 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 安野富美子

教育講演２ 6月4日（土） 14:00～14:50 《有明ガーデン Room1・2 第4会場》

「鍼灸臨床に必要なうつ病の基礎知識」

演者： 昭和大学 発達障害医療研究所 副所長（准教授） 中村 元昭

司会： 明治国際医療大学 鍼灸学講座 特任教授 福田 文彦
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教育講演３ 6月4日（土） 14:00～14:50 《有明ガーデンRoom5・6・7 第5会場》

「鍼灸師の皆さんに知っていただきたい周産期メンタルヘルスの基礎知識」

演者： 日本赤十字社医療センター 産婦人科 部長 笠井 靖代

司会： 洞峰パーク鍼灸院 院長

つくば国際鍼灸研究所 所長 形井 秀一

教育講演４ 6月5日（日） 9:00～9:50 《東京有明医療大学 第２会場》

「慢性疼痛治療の治療とケアの現状と未来」

演者： 順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座 教授 井関 雅子

司会： 明治東洋医学院専門学校教員養成学科 学科長

明治国際医療大学 特任教授 角谷 英治

教育講演５ 6月5日（日） 9:00～9:50 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「COVID-19における東洋医学の立ち位置 －多職種連携におけるそれぞれの役割－」

演者： 東北大学病院 特命教授 高山 真

司会： 福島県立医科大学 会津医療センター附属研究所 漢方外科・鍼灸部 教授 鈴木 雅雄

教育講演６ 6月5日（日） 13:00～13:50 《東京有明医療大学 第２会場》

「山口スタディからみる腰痛診療の現状と課題 －非特異的腰痛の分類と鑑別－」

演者： 山口大学大学院 医学系研究科 整形外科学 講師 鈴木 秀典

司会： 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 水出 靖

教育講演７ 6月5日（日） 13:00～13:50 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「舌診 －舌撮影解析システム (TIAS) の確立に向けて－」

演者： 千葉大学医学部附属病院 和漢診療科 診療教授 並木 隆雄

司会： 明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 教授 和辻 直

公開シンポジウム（アスレティックトレーナー学会との共催）

公開シンポジウム 6月4日（土） 10:00～12:00 《東京有明医療大学 第２会場》

「オリパラレガシーから考えるスポーツ現場における鍼灸師とATの連携の可能性」

モデレーター： 法政大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 教授 泉 重樹

中京大学スポーツ科学部 トレーナー学科 准教授 倉持梨恵子

シンポジスト：

1）「フィットネスセンターにおけるATの活動と医療との連携事例

株式会社R-body代表取締役／博士（スポーツ医学） 鈴木 岳

2）ポリクリニックでの鍼灸師の活動と医療との連携事例

学校法人呉竹学園 東洋医学臨床研究所 所長 金子 泰久

3）我が国における傷害調査標準化プロジェクトから考える

大阪電気通信大学 共通教育機構 人間科学教育研究センター 准教授 眞下 苑子

4）スポーツ鍼灸研究の最前線と将来の展望

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 准教授 吉田 成仁
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シンポジウム

シンポジウム１ 6月4日（土） 10:30～12:00 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「不妊症に対する鍼灸治療の役割」

座長： せりえ鍼灸室 院長 小井土善彦

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 安野富美子

1）「不妊症に対する鍼灸のエビデンス」 せりえ鍼灸室 院長 小井土善彦

2）「大学附属鍼灸センターにおける不妊症に対する鍼灸治療とその役割」

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 鍼灸師 奥野 友香

3）「不妊治療を受ける人のストレス緩和と鍼灸治療の有用性について」

明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 講師 田口 玲奈

4）「不妊専門クリニックにおける鍼灸の役割と臨床研究の現状」

明生鍼灸院 副院長 木津 正義

シンポジウム２ 6月4日（土） 14:00～15:30 《東京有明医療大学 第２会場》

「体性感覚（鍼）刺激が運動器に及ぼす影響」

座長： 東京都健康長寿医療センター 専門副部長 内田 さえ

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 講師 谷口 博志

1）「体性－腰部交感神経反射による後肢筋の収縮力の維持」

東京都健康長寿医療センター研究所 自律神経機能研究 研究部長 堀田 晴美

2）「マニュアル鍼刺激による筋血流増加の機序」

常葉大学 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科 教授 新原 寿志

3）「鍼刺激がヒト腱の血流循環に及ぼす影響」

東京大学大学院 総合文化研究科 教授 久保啓太郎

4）「鍼刺激が運動ニューロンに及ぼす影響」

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 准教授 矢嶌 裕義

シンポジウム３ 6月4日（土） 15:00～17:00 《有明ガーデン Room1・2 第4会場》

「精神科領域における鍼灸の役割 －うつ病を中心として－」

座長：

明治国際医療大学 鍼灸学講座 特任教授、明治東洋医学院専門学校 鍼灸学科長 福田 文彦

東京医療専門学校 鍼灸・鍼灸マッサージ科 科長補佐・鍼灸科附属施術所所長 藤田 洋輔

1）「開業鍼灸院におけるうつ病患者の実態」 はりきゅう処ここちめいど 院長 米倉 まな

2）「うつ病に対する鍼灸治療の効果とエビデンス」

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助教 松浦 悠人

3）「メンタルヘルスにおける「栄養学鍼灸」」

日本栄養精神医学研究会／医療法人山口病院 精神科 副院長 奥平 智之

4）「公認心理師の資格を有する鍼灸師からみた鍼灸治療と認知行動療法について」

ストレスケア東京上野駅前クリニック・

はたがや南口診療内科・吉祥寺東方医院 岡田 紘未
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シンポジウム４ 6月4日（土） 15:00～17:00 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「妊娠期の鍼灸治療の役割 －骨盤位を中心として－」

座長： 洞峰パーク鍼灸院 院長

つくば国際鍼灸研究所 所長 形井 秀一

せりえ鍼灸室 副院長 辻内 敬子

1）「骨盤位に対する鍼灸治療 －助産師の視点から－」

埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 准教授 東原亜希子

2）「骨盤位に対する鍼灸治療の有効性と安産性 －開業鍼灸師の立場から－」

せりえ鍼灸室 副院長 辻内 敬子

3）「骨盤位に対する鍼灸治療と安全性 －助産院と鍼灸院を併設している立場から－」

あゆみ鍼灸院・歩海助産院 院長 前田 尚子

4）「骨盤位鍼灸治療の安全性に関する報告 －入院中の切迫早産妊婦における後ろ向き調査－」

市立砺波総合病院 東洋医学科 武田 真輝

シンポジウム５ 6月4日（土） 15:40～17:10 《東京有明医療大学 第２会場》

「ロコモティブシンドロームの予防法 －鍼灸治療の可能性－」

座長： 富山大学 学術研究部 医学系 教授 高岡 裕

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 准教授 石川慎太郎

1）「サルコペニアに先立ち出現する運動神経系の質的変化」

東海大学 医学部 生体構造機能学 生理学部門 教授 玉木 哲朗

2）「ロコモティブシンドロームやフレイルに対する運動療法

－運動継続を促す呼吸の視点から－」

東京有明医療大学 保健医療学部 柔道整復学科 准教授 高橋 康輝

3）「ロコモティブシンドロームに対する灸刺激の可能性」

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 講師 池宗佐知子

4）「分子エビデンスが示す老年患者と鍼治療」

富山大学附属病院 医療情報・経営戦略部 特命助教 大田 美香

シンポジウム６ 6月5日（日） 10:00～12:00 《東京有明医療大学 第２会場》

「慢性疼痛に対する鍼灸治療の展望 －ガイドラインの拡充を目指して－」

座長： 明治東洋医学院専門学校教員養成学科 学科長

明治国際医療大学 特任教授 角谷 英治

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 講師 菅原 正秋

1）「慢性疼痛診療ガイドライン 鍼灸分野の紹介」 なんば鍼灸院 院長 南波 利宗

2）「基礎研究からわかる鍼の疼痛緩和メカニズム」

埼玉医科大学 東洋医学科 非常勤鍼灸師

日本大学 歯学部 生理学講座 兼任講師 久保亜抄子

3）「慢性疼痛の鍼灸臨床研究レビュー」

藤田健康衛生大学病院 麻酔科・ペインクリニック外来 はり・きゅう師 有働 幸紘

4）「慢性疼痛に対する鍼灸師の役割」

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 講師 皆川 陽一
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シンポジウム７ 6月5日（日） 14:00～16:00 《東京有明医療大学 第２会場》

「腰痛に対する鍼灸治療の展望」

座長： 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科長、同鍼灸情報センター長 山下 仁

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 水出 靖

1）「非特異的腰痛のClassification」
埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科・大学院理学療法学 教授 赤坂 清和

2）「腰部障害に起因する症状に対する鍼灸治療－臨床的・基礎的研究を踏まえて－」

宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 井上 基浩

3）「腰痛の動作再現性からみた鍼治療効果」

日本鍼灸理療専門学校 附属鍼灸院、一般財団法人 東洋医学研究所 菊池 友和

4）「腰痛に対する鍼治療の効果に及ぼす心理社会的要因の影響」

筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 准教授 近藤 宏

パネルディスカッション

パネルディスカッション１ 6月3日（金） 14:00～15:30

《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「スポーツ鍼灸の「これまで」と「これから」－基礎研究からスポーツ現場へ－」

コーディネーター： 学校法人呉竹学園 東洋医学臨床研究所 所長 金子 泰久

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 講師 藤本 英樹

1）「スポーツ鍼灸の研究 －スポーツ現場で鍼灸を活用するために－」

東京有明医療大学 保健医療学科 鍼灸学科 講師 藤本 英樹

2）「鍼治療の基礎研究からみたスポーツ現場でのリカバリー」

（独）日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター

専任研究員 清水 和弘

3）「呼吸循環、運動に対する鍼治療の基礎研究」

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 中原 英博

4）「スポーツ現場における鍼治療の活用」

大阪大谷大学 人間社会学部スポーツ健康学科 准教授 松原 裕一

パネルディスカッション２ 6月4日（土） 9:30～11:00 《有明ガーデン Room1・2 第4会場》

「ミレニアル世代が今後の鍼灸医学研究を語り合う」

コーディネーター： 筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 講師 福島 正也

埼玉医科大学 東洋医学科 堀部 豪

1）「基礎研究から学んだ自律神経領域における鍼灸医学の可能性」

明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 助教 岡田 岬

2）「自律神経領域におけるヒト研究から学んだ鍼灸の魅力

－メンタルヘルスへの対策に向けて－」

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 助教 脇 英彰

3）「精神科での臨床研究を通じて学んだ鍼灸医学研究の魅力」

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助教 松浦 悠人
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4）「鍼で脳機能を変えられるか？脳神経外科頭痛外来での臨床研究の経験」

筑波技術大学 保健科学部 研究員 石山すみれ

パネルディスカッション３ 6月5日（日） 9:00～10:00 《東京有明医療大学 第１会場》

「高齢者医療を支える鍼灸師の役割 －地域医療から考える－」

座長： はり灸夢恵堂 院長 津田 昌樹

一寸法師ハリ治療院 院長 中沢 良平

1）「プライマリ・ケアにおける鍼灸の新たなる可能性について」

給田ファミリークリニック 副院長 樫尾 明彦

2）「高齢者医療を支える鍼灸師の役割－地域医療から考える－医はき師の立場から」

口之津病院 内科・総合診療科 寺澤 佳洋

3）「鍼灸師の立場から－より人にやさしい未来の現代医療を目指して－」

田村はり治療院 院長 田村 憲彦

基礎講座

6月4日（土） 11:10～12:00 《有明ガーデン Room1・2 第4会場》

「腰痛に対する鍼治療のエビデンスと評価に影響する要因」

演者： 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科長、同鍼灸情報センター長 山下 仁

司会：新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 鍼灸健康学科開設準備室長 教授

粕谷 大智

臨床スキルアップ講座

6月5日（日） 11:10～12:00 《東京有明医療大学 第１会場》

「腰痛に対する包括的アプローチ－整形外科学的洞察を中心に－」

演者：福島県立医科大学 会津医療センター 院長特別補佐 整形外科・脊椎外科講座 主任教授

白土 修

司会： 埼玉医科大学 東洋医学科 准教授 山口 智

ここまでわかった鍼灸医学（学術部・教育研修部・国際部共同企画）

6月5日（日） 9:00～12:00 《東京有明医療大学 第３会場》

ここまでわかった鍼灸医学 －基礎と臨床の対話－

「Acupuncture and placebo（鍼灸とプラセボ）－鍼灸の臨床研究の水準に高めるために－」

司会： 帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 教授

（公社）全日本鍼灸学会 学術部長 今井 賢治

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 学科長 教授 高倉 伸有

演者：1）医療におけるプラセボの意義 Harvard Medical School 教授 Ted J. Kaptchuk
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2）sham鍼（偽鍼）を用いた鍼の臨床研究 ―特に婦人科領域における知見―

University of Illinois Chicago College of Nursing 准教授 Judith M. Schlaeger
3）鍼とプラセボ 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 学科長 教授 高倉 伸有

臨床情報部 安全性委員会ワークショップ

6月5日（日） 13:00～15:00 《有明ガーデン Room1・2 第4会場》

「10年間の活動の振り返りとこれからの展開を考える」

（公社）全日本鍼灸学会 臨床情報部安全性委員会

菅原 正秋、古瀬 暢達、新原 寿志、上原 明仁、菊池 勇哉

田口 太郎、恒松美香子、福田 晋平、森田 智、山﨑 寿也

鍼灸臨床研究トレーニング（ＳＭＡＲＴ） 【事前参加登録制】

6月3日（金） 19:00～21:00 《WEB開催（Zoom）》

「鍼灸の臨床研究の歪みをなくそう！交絡を考える。」 参加人数：40名

市民公開講座

6月5日（日） 13:30～15:30 《東京有明医療大学 第１会場》

第1部「鍼灸のエビデンスとその発信力 東洋医学のホントのチカラ」

演者：「世界が注目する鍼灸の可能性」

NHKメディア総局 第2制作センター チーフ・ディレクター 山本 高穂

「女性の美と健康を支援する鍼灸のチカラ」

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授 安野富美子

司会・演者：「腰部脊柱狭窄症の痛みやしびれに対する鍼灸の効果」

新潟医療福祉大学 鍼灸健康学科開設準備室室長 教授 粕谷 大智

第2部「国民の健康保持増進に期待される鍼灸」※アーカイブ配信無

演者：「東京大会の成果と課題 －そのレガシーの継承と発展－」 参議院議員 橋本 聖子

司会： 埼玉医科大学 東洋医学科 准教授 山口 智

ランチョンセミナー

6月4日（土） 12:10～12:55 《東京有明医療大学 第２会場》

「セイリンが目指す これからの鍼灸 ～10年後を見据えた鍼メーカーとして果たす役割～」

座長： ジャパン・デジタルヘルス・エージェンシー株式会社 小澤 一世

演者： ~ 美美 ~ vivi only one 松島 千華
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新潟医療福祉大学リハビリテーション学部鍼灸健康学科準備室長 教授 粕谷 大智

共催：セイリン株式会社

6月4日（土） 12:10～12:55 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

「女性の一生をケアする“お灸”～ライフステージに応じたヘルスケア～」

座長・演者： 明治国際医療大学 学長 矢野 忠

演者： 東京有明医療大学 保健医療学部鍼灸学科 教授 安野富美子

共催：セネファ株式会社

6月5日（日） 12:10～12:55 《東京有明医療大学 第２会場》

「美容鍼灸の現状と課題 ～ソマニキスオーラルを用いた刺さない鍼による小顔の作り方～」

座長： 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 教授

東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 教授 安野富美子

演者： 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 研究生 鍼灸学修士

美容鍼灸サロンHaririna 曽根原容子

共催：東洋レヂン株式会社

6月5日（日） 12:10～12:55 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

司会： 日本美容鍼灸マッサージ協会会長

美容鍼灸専門鍼灸院BLEA 総院長 上田 隆勇

Do Oriented株式会社 代表取締役 川畑 充弘

実技動画供覧 共催：美容鍼灸Academic Conference

イブニングセミナー

6月4日（土） 17:20～18:20 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

テーマ「新しい時代の医療として期待される鍼灸 －医療連携を基盤とした未来への展望－」

司会： 関西医療大学 名誉教授・全日本鍼灸学会会長 若山 育郎

演者： 埼玉医科大学医学部 准教授・全日本鍼灸学会副会長 山口 智

共催：日本理学療法器材工業会

サテライトセッション

6月5日（日） 10:00～10:50（認定対象） 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

Ⅰ．教育講演「顔面・頭部の機能解剖学」

司会： 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 鍼灸健康学科開設準備室長 教授 粕谷 大智

演者： 文京学院大学理学療法学部 教授 樋口 桂

－ 29－



6月5日（日）11:00～11:50（認定対象） 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

司会：上原 明仁、樋口 桂

Ⅱ. 美容鍼灸のリスク管理

1．「美容鍼灸の臨床からのアンケート調査」

日本メディカル美容鍼協会代表、麻布ハリーク代表 岡本 真理

2．「エビデンスから安全性の提言」 全日本鍼灸学会 安全性委員 古瀬 暢達

3．総合討論

6月5日（日）12:00～12:50 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

司会：上田 隆勇、川畑 充弘

Ⅲ. 本会主催のランチョンセミナー

「今注目すべき美容鍼技術紹介 －動画供覧－」

6月5日（日）14:30～16:00（認定対象） 《有明ガーデン Room5・6・7 第5会場》

司会：粕谷 大智、高野 道代

Ⅳ. シンポジウム

「ここまで分かった美容鍼灸の効果と効果機序」

1．「局所：顔面の組織（血流）に及ぼす影響」 東京有明医療大学 山崎さつき

2．「局所：顔面の形態（たるみ）に及ぼす影響」 三砂漢方堂 三砂 雅則

3．「脳 ：脳や身体機能に及ぼす影響」 明治国際医療大学 山崎 翼

式 典 ・ 総 会

開 会 式 ライブ配信：6月4日（土） 9:00～9:30 《東京有明医療大学 第１会場》

総 会 ライブ配信：6月4日（土）13:00～13:50 《東京有明医療大学 第１会場》

高木賞奨励賞表彰式 ライブ配信：6月4日（土）14:00～14:50 《東京有明医療大学 第１会場》

学生発表表彰式 ライブ配信：6月5日（日）12:10～12:50 《東京有明医療大学 第１会場》

－ 30－



一般発表

一般演題「鍼技術」 ６月４日（土）9：30～10：30

座長：木村 友昭

001-鍼技術 得気感覚の再現性に関する基礎的探究

立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 宮本 成生

002-鍼技術 鍼の弾入を視覚化したことによる教育効果

東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 鍼灸学分野 田中 智大

003-鍼技術 刺鍼感覚に特化したSham鍼の評価

帝京平成大学 健康科学研究科 篠原 大侑

004-鍼技術 押手を科学する（第２報）

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 谷口 博志

005-鍼技術 鍼電極による通電に関するコンピュータシミュレーションの試み

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 木村 友昭

一般演題「灸技術」 ６月４日（土）10：30～11：30

座長：谷口 博志

006-灸技術 モグサの等級評価の検討

千葉大学医学部附属病院 松本 毅

007-灸技術 灸頭鍼刺激が抗重力筋のαBクリスタリン発現に及ぼす影響について

明治国際医療大学大学院 鍼灸学研究科 矢島 道子

008-灸技術 透熱灸の成立について

東京医療福祉専門学校 鍼灸マッサージ教員養成科 橋本 厳

009-灸技術 知熱灸の根拠について

柏の木鍼灸院 木下 立彦

010-灸技術 鍼型温度計測器の開発と施灸部位の皮下温度測定（1）

宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 中村 辰三

一般演題「安全性・構造」 ６月４日（土）11：30～12：18

座長：恒松美香子

011-安全性・構造 施術室外での手指衛生操作に関する検討

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 恒松美香子

012-安全性・構造 左膏肓・ ・膈関・魂門穴の安全な刺鍼方法と深度の検討

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 尾崎 朋文

013-安全性・構造 仰臥位・伏臥位での 門、天柱、風池の体表ー硬膜間距離の比較

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 辻丸 泰永

014-安全性・構造 前脛骨動脈に分布する血管枝

愛知医科大学 医学部 解剖学講座 梅本佳納榮
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一般演題「美容鍼灸」 ６月４日（土）14：00～14：48

座長：中村 優

015-美容鍼灸 顔面部への毫鍼術と 鍼術の美容効果の比較（予備的研究）

明治国際医療大学 大学院 鍼灸学研究科 端場真美弥

016-美容鍼灸 患者が求める美容鍼灸診療に対する調査

明治東洋医学院専門学校 高野 道代

017-美容鍼灸 美容鍼灸に対する鍼灸師の認識と課題に関する調査研究

東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 曽根原容子

018-美容鍼灸 美容鍼灸の効果に対する系統的文献研究

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 辻 涼太

一般演題「社会鍼灸」 ６月４日（土）14：48～15：24

座長：高山 美歩

019-社会鍼灸 高崎市民の健康増進事業「お灸・ツボ押し教室」報告

菅野針灸院 菅野 正

020-社会鍼灸 鍼灸師の仕事と生活のバランスに関する調査

履正社医療スポーツ専門学校 西村 理恵

021-社会鍼灸 鉄鋼メーカー工場におけるヘルスキーパー利用と仕事能率への影響

大同特殊鋼株式会社 星崎診療所 平瀬 詠子

一般演題「実態調査-1」 ６月４日（土）15：24～16：12

座長：藤本 英樹

022-実態調査-1 宝塚医療大学附属治療院鍼灸部門における患者動態報告

宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 大井 優紀

023-実態調査-1 脳神経内科から鍼治療の診療依頼があった片頭痛患者の実態調査

埼玉医科大学 東洋医学科 黛 奈奈

024-実態調査-1 アメリカンフットボールチームにおける鍼治療の有害事象調査

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 藤本 英樹

025-実態調査-1 カナダ ブリティッシュコロンビア州（BC州）の鍼灸制度 第2報

順天堂大学大学院 医学研究科 柴田 泰治

一般演題「実態調査-2」 ６月４日（土）16：12～17：00

座長：宮崎 彰吾

026-実態調査-2 開業鍼灸院における電子カルテシステムの有用性に関する調査

理化学研究所 革新知能統合研究センター 分散型ビッグデータチーム 柴田 健一

027-実態調査-2 全日本鍼灸学会雑誌の鍼臨床試験論文におけるSTRICTA利用状況（1）

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 鍼灸学系大学協議会研究班 大川 祐世

028-実態調査-2 全日本鍼灸学会雑誌の鍼臨床試験論文におけるSTRICTA利用状況（2）

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 鍼灸学系大学協議会研究班 松浦 悠人

029-実態調査-2 鍼灸臨床における経穴の使用頻度調査

九州看護福祉大学 看護福祉学部 鍼灸スポーツ学科 内田 匠治

－ 32－



一般演題「超音波」 ６月４日（土）9：30～10：30

座長：小川 一

030-超音波 経絡内部のエコー装置による血管の可視化

日本鍼灸理療専門学校 小川 一

031-超音波 鍼通電と表面通電による多裂筋の浅層・深層の筋厚変化

筑波大学理療科教員養成施設 山下 貴司

032-超音波 超音波画像診断装置を用いた膝窩筋刺鍼の検討

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 浅田 修

033-超音波 触診及びReal-Time Tissue Elastographyによる僧帽筋の硬さ評価

東京大学 医学部附属病院 リハビリテーション部 物理療法部門 林 健太朗

034-超音波 筋緊張の軽減に鍼治療が有用であった重症頭部外傷後遺症の1症例

中部脳リハビリテーション病院・中部療護センター 松本 淳

一般演題「筋・体組成」 ６月４日（土）10：30～11：06

座長：石川慎太郎

035-筋・体組成 鍼刺激による手の運動神経の興奮性の変化には部位特異性がある

北海道鍼灸専門学校 二本松 明

036-筋・体組成 吉村式擦過鍼が姿勢バランス機能に及ぼす影響について

森ノ宮医療大学 医療技術学部 鍼灸学科 仲村 正子

037-筋・体組成 体重の時系列分析による鍼灸治療効果の検討

蛍東洋医学研究所 大塚 信之

一般演題「運動器系-症例報告」 ６月４日（土）11：06～11：42

座長：木村 研一

038-運動器系（症例報告） 毫鍼を用いた戦場鍼治療による肩関節痛の１症例

一般社団法人 日本ASPセラピー普及協会 竹田 太郎

039-運動器系（症例報告） アマチュアロードバイク選手の腰痛に対する鍼治療の一症例

東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 保健医療学専攻 鍼灸学分野 村越 祐介

040-運動器系（症例報告） 制限動作に対する鍼治療と具体的な運動指導が効果的だった1症例

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 鍼灸サイエンス学科 本田 達朗

一般演題「運動器系」 ６月４日（土）11：42～12：30

座長：高橋 和文

041-運動器系 肩こりの経験と肩こりに対する認識に関する研究

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 高梨 知揚

042-運動器系 VASを指標とした肩こりにおける鍼施術の効果の検討

つじい鍼灸整骨院科 塩田 誠也

043-運動器系 非特異的腰痛患者の鍼治療効果に影響を及ぼす因子の探索

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 南雲世以子

044-運動器系 トリガーポイント鍼刺激が慢性腰痛者の痛覚感受性に与える影響

関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科 北川 洋志
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一般演題「耳鼻科領域」 ６月４日（土）14：00～14：36

座長：井畑真太朗

045-耳鼻科領域 口腔顔面痛の治療中に発症した耳鳴に対する鍼治療

神尾記念病院 東洋治療室 松澤 真

046-耳鼻科領域 耳鳴に対し鍼治療と音響療法を併用しTHIが改善した1症例

埼玉医科大学 東洋医学科 吉岡 馨

047-耳鼻科領域 鍼治療の対象となった耳鳴患者の実態とその効果

埼玉医科大学 東洋医学科 井畑真太朗

一般演題「ペイン」 ６月４日（土）14：36～15：24

座長：皆川 陽一

048-ペイン 前胸部痛に対して太谿への施灸が有効だった１症例

愛媛県立中央病院 漢方内科 鍼灸治療室 大塚 素子

049-ペイン 難治性の四肢CRPSに対する鍼治療の一症例

東京大学 医学部附属病院 リハビリテーション部 鍼灸部門 小糸 康治

050-ペイン 脳脊髄液減少症に付随する不定愁訴に対する鍼灸治療の1症例

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 井坂 直喜

051-ペイン 運動器疾患に対する粒鍼を用いた戦場鍼の疼痛緩和効果

日本ASPセラピー普及協会 武田 充史

一般演題「COVID-19関連領域-症例報告」 ６月４日（土）15：24～16：00

座長：岡田 岬

052-COVID-19関連領域（症例報告） コロナウイルスワクチン接種後の後頚部痛に鍼治療を行った1症例

九州保健福祉大学 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科 冨田 賢一

053-COVID-19関連領域（症例報告） 新型コロナ感染症 罹患後症状に対する鍼治療の1例

セタガヤ治療室 分院 佐藤 哲郎

054-COVID-19関連領域（症例報告） コロナ感染症による自粛生活で発症した高齢者うつ１例の鍼灸治療

明治国際医療大学 江川 雅人

一般演題「COVID-19関連領域」 ６月４日（土）16：00～17：00

座長：吉田 成仁

055-COVID-19関連領域 COVID-19の影響下での鍼灸実技に関する学生と教員の意識調査

明治国際医療大学大学院 鍼灸学研究科 大野亜二茂

056-COVID-19関連領域 遠隔授業の教育効果は面接授業と同等か？

常葉大学 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科 関 真亮

057-COVID-19関連領域 コロナ渦におけるオンラインによるJICA鍼灸学日系研修について

関西医療大学 保健医療学部 はり灸・スポーツトレーナー学科 中吉 隆之

058-COVID-19関連領域 オンラインを利用した鍼灸論文抄読会の開催について

東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄附講座 鍼灸論文抄読会 金子聡一郎

059-COVID-19関連領域 鍼灸師が好むオンラインコンテンツとは

sq-cloud 岡野 浩人
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一般演題「内科領域-症例報告」 ６月５日（日）9：00～9：48

座長：石崎 直人

060-内科領域（症例報告） 鍼灸施術により骨髄線維症患者の随伴症状に軽減がみられた一症例

森ノ宮医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 橋垣 志帆

061-内科領域（症例報告） 高血圧治療に併用した鍼治療に関する一症例（第二報）

山下鍼灸院 山下 和彦

062-内科領域（症例報告） 潰瘍性大腸炎に過敏性腸症候群を併存した患者に対する鍼治療効果

埼玉医科大学 かわごえクリニック 東洋医学はり外来 皆方 英樹

063-内科領域（症例報告） 鍼灸治療によりクローン病の下痢が減少した1例

北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター 井田 剛人

一般演題「内科領域」 ６月５日（日）9：48～10：36

座長：福田 文彦

064-内科領域 便秘症患者に対する腸腰筋への鍼通電刺激による結腸運動への影響

東京有明医療大学附属鍼灸センター 小田木 悟

065-内科領域 鍼治療によるCOPD患者の運動耐容能改善における媒介因子

明治国際医療大学 鍼灸学講座 加用 拓己

066-内科領域 非結核性抗酸菌症患者のCachexiaに対する鍼治療の効果

国立病院機構 大阪刀根山医療センター 前倉 知典

067-内科領域 下肢部のむくみとむくみ尺度、東洋医学的病態との関係

森ノ宮医療学園専門学校 鍼灸学科 池上 典子

一般演題「神経関連疾患-症例報告」 ６月５日（日）10：36～11：36

座長：堀部 豪

068-神経関連疾患（症例報告） 糖尿病性末梢神経障害による四肢のしびれに対する鍼施術の１症例

筑波技術大学 保健科学部附属 東西医学統合医療センター 望月 憲之

069-神経関連疾患（症例報告） 末梢性顔面神経麻痺に奏功した鍼治療の一症例

北里大学 東洋医学総合研究所 東川 怜央

070-神経関連疾患（症例報告） VZV髄膜炎と多発脳神経障害を呈したHunt症候群の1症例

埼玉医科大学 東洋医学科 河村 直子

071-神経関連疾患（症例報告） Hunt症候群で入院した患者の嘔気に対する鍼灸治療の一例

市立砺波総合病院 東洋医学科 小野 雅代

072-神経関連疾患（症例報告） 門穴と旁谷穴を含む経絡経筋治療が有効だった呂律障害の１症例

北里大学東洋医学総合研究所 伊藤 剛

一般演題「高齢者医療」 ６月５日（日）13：00～14：00

座長：福田 晋平

073-高齢者医療 鍼治療がリハビリテーションの円滑な遂行を支援できた一症例

筑波技術大学 保健科学部附属 東西医学統合医療センター 片岡由起子

074-高齢者医療 進行性かつ慢性の多愁訴を有する要介護高齢者への鍼灸治療の経験

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 桐本 暢子
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075-高齢者医療 治療頻度が嚥下機能の改善に影響を及ぼしたと考えられる1症例

医療法人社団 汐咲会 井野病院 中村 沙樹

076-高齢者医療 介護予防運動教室における鍼灸施術にて経験した2症例

履正社医療スポーツ専門学校 古田 高征

077-高齢者医療 入院病棟におけるアルツハイマー型認知症に対する鍼治療の効果

東京医療専門学校 中村 真通

一般演題「心療内科領域-症例報告」 ６月５日（日）14：00～14：48

座長：藤田 洋輔

078-心療内科領域（症例報告） 看護師のPTSDに対する鍼灸治療の1症例

熊本赤十字病院 総合内科 三谷 直哉

079-心療内科領域（症例報告） 不安うつ病患者に対する頭部鍼通電治療の1症例

医療法人上野会上野会クリニック 三宅 まい

080-心療内科領域（症例報告） 小学生の夜驚症に対する母子治療の一症例

どんぐり鍼灸室 山口あやこ

081-心療内科領域（症例報告） 心理的要因による中途覚醒型不眠症状に対する鍼灸治療の２症例

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 竹津 健亮

一般演題「心療内科領域」 ６月５日（日）14：48～16：00

座長：玉井 秀明

082-心療内科領域 うつ病モデルラットに対する頭部鍼通電刺激の検討

明治国際医療大学 鍼灸学講座 何 驍雋

083-心療内科領域 耳鍼を用いたセルフケアが大学生の抑うつに及ぼす効果

帝京平成大学ヒューマンケア学部鍼灸学科 帝京平成大学 東洋医学研究所 脇 英彰

084-心療内科領域 鍼灸院におけるうつと不安症状を有する患者の実態調査（第1報）

ここちめいど 米倉 まな

085-心療内科領域 うつと不安症状を有する患者への鍼灸施術の効果測定（第1報）

ここちめいど 小泉 直照

086-心療内科領域 OHQ57と不安尺度（STAI）について

東海大学 医学部付属病院 東洋医学科 高士 将典

087-心療内科領域 ストレスと冷え症の関連に対する肥満関連遺伝子β3-ARの影響

慶應義塾大学 医学部衛生学 公衆衛生学教室 宮嵜 潤二

一般演題「文献調査」 ６月５日（日）9：00～10：24

座長：斉藤 宗則

座長：和辻 直

088-文献調査 十二経脈病証におけるICD-11と『東洋医学概論』の症状数について

明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 和辻 直

089-文献調査 「脈診訓練法の開発（第23報）」

学）花田学園 日本鍼灸理療専門学校 水上 祥典

090-文献調査 鍼製作師・神戸源蔵の鍼製作過程について

東洋鍼灸専門学校 大浦 宏勝
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091-文献調査 按摩、鍼灸、柔道整復の廃止の危機を救った一松定吉先生、

日本盲教育会長松野憲治が送った感謝状

大分医学技術専門学校 島田 達生

092-文献調査 髀関穴の明堂経主治条文の臨床的検討

愛媛県立中央病院 漢方内科 鍼灸治療室 山見 宝

093-文献調査 温病と脉条（2）

群馬県 鍼灸師 武藤 純一

094-文献調査 演題取り下げ

一般演題「教育」 ６月５日（日）10：24～11：48

座長：久島 達也

座長：福島 正也

095-教育 アクティブ・ラーニング型授業における図式化学習の質的検討

明治国際医療大学 河井 正隆

096-教育 鍼灸師の批判的思考に関する意識調査

福岡天神医療リハビリ専門学校 鍼灸学科 柊木 明子

097-教育 スマートフォン用関節可動域測定アプリの開発

筑波技術大学 保健科学部 保健学科 鍼灸学専攻 福島 正也

098-教育 東洋医学を学ぶ視覚障害者のための用語検索教材の実用性

筑波技術大学大学院 技術科学研究科 保健科学専攻 井上 萌美

099-教育 外部実習が与える学習効果と学生の特性による違い 第2報

東京医療専門学校 鍼灸・鍼灸マッサージ科 藤田 洋輔

100-教育 医学部における鍼灸教育の実施に向けて

埼玉医科大学 東洋医学科 小内 愛

101-教育 視覚障がいを有する鍼灸あん摩マッサージ指圧師のリカレント教育

筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター 櫻庭 陽

一般演題「癌補助療法」 ６月５日（日）13：00～14：00

座長：高梨 知揚

102-癌補助療法 化学療法誘発性末梢神経障害に対し鍼灸治療が奏功した一例

国立がん研究センター 中央病院 緩和医療科 堀口 葉子

103-癌補助療法 重症度の高い化学療法誘発性末梢性神経障害患者への鍼治療

大阪医科薬科大学病院 麻酔科・ペインクリニック 桐浴眞智子

104-癌補助療法 終末期肺癌患者の疼痛に鍼灸治療が有効であった1症例

福島県立医科大学 会津医療センター 鍼灸研修 上村 真以

105-癌補助療法 がん化学療法に伴う愁訴に対する鍼灸治療の一症例

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 加持 綾子

106-癌補助療法 原発性肺肉腫患者の呼吸困難に対して鍼治療が有効であった１症例

福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 鍼灸研修 津田 恭輔
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一般演題「泌尿器・皮膚科領域」 ６月５日（日）14：00～15：00

座長：北小路博司

107-泌尿器・皮膚科領域 脊柱管狭窄症手術後の神経因性膀胱に対する陰部神経刺鍼の一症例

宝塚医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 北小路博司

108-泌尿器・皮膚科領域 慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群に対する鍼治療の検討

烏丸いとう鍼灸院 伊藤 千展

109-泌尿器・皮膚科領域 男性型脱毛症に対する鍼治療法の検討

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 竹谷 真悠

110-泌尿器・皮膚科領域 単刺術により全身の痒みと気分状態が改善した一症例

筑波技術大学 保健科学部付属東西医学統合医療センター 三浦 桜爾

111-泌尿器・皮膚科領域 汎発型円形脱毛症に対する鍼治療の１症例

明治国際医療大学 鍼灸学部 鍼灸学科 福田 晋平

一般演題「産婦人科領域」 ６月５日（日）15：00～15：48

座長：谷口 授

112-産婦人科領域 原発性月経困難症に対するツボ療法の有効性に関する文献的調査

鍼灸指圧処FILER 筒井 隆

113-産婦人科領域 精神的愁訴の強い月経前症候群（PMS）に対する鍼灸治療の1症例

東京有明医療大学 附属鍼灸センター 奥野 友香

114-産婦人科領域 高齢出産専門職への生活指導の一症例

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 中村 吉伸

115-産婦人科領域 仙腸関節痛を訴える産後の勤労女性に対する鍼灸治療の一症例

日本鍼灸理療専門学校 谷口 授
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学生発表

学生発表 ６月５日（日）9：00～11：30

116-学生発表 シェーグレン症候群の口腔乾燥感に対する鍼治療の1症例

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 横内まりな

117-学生発表 嗅覚障害に対して鍼治療と嗅覚訓練を併用した一症例

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 山口 紗和

118-学生発表 飲食負荷による鼻部皮膚温度の変化

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 千島 嵩也

119-学生発表 耳介刺激が月経に及ぼす影響

関西医療学園専門学校 東洋医療鍼灸学科 劉 恭佳

120-学生発表 耳介療法と睡眠衛生指導の併用が眠気と抑うつを改善させた一症例

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 山本 拓真

121-学生発表 足陽明胃経に対する鍼刺激が入眠潜時に与える影響

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 武居 海人

122-学生発表 顔面部への鍼刺激がAIによる表情検出量に与える影響

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 高田 尚実

123-学生発表 顔面部への鍼刺激が頬部角質層水分含有量に与える影響

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 小山 美南

124-学生発表 顔面部鍼刺激前後の魅力度評価に関する検討

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 鈴木あすか

125-学生発表 美容鍼体験イベントを企画・運営する中で得られた学び

常葉大学 健康プロデュース学部 健康鍼灸学科 黒川 千尋

126-学生発表 ICD-11を用いた鍼灸臨床文献の調査

鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部 鍼灸サイエンス学科 陣田 恵子

127-学生発表 はり、きゅう、マッサージ、柔道整復業における経営安全性分析

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 鍼灸学科 竹澤 伸司
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