
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 　 　 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2010年・記念すべき年に思う・石塚　寛 …………………
第32回学術大会 ……………………………………………
第6回学園祭『ゆびまつり』…………………………………
海外通信 ……………………………………………………
ボランティア通信 ……………………………………………
学園通信 ……………………………………………………

厚生労働大臣認定 

日本指圧専門学校学校法人
浪越学園

JAPAN SHIATSU COL
LE

GE
 

２

２

5

8

9

10



�

2010年・記念すべき年に思う
本年は、2月11日に学校創立70周年を迎えた、また浪越徳治郎先生が平成12年9月25日にご逝去され
10年が経過した記念すべき年であります。
　私は、この長い歴史の中で僭越ではありますが学校の発展と指圧の啓蒙普及に微力を尽くして参
りました、近年『浪越徳治郎生誕100年を祝う会』『指圧の日認定祝賀会』『第15回カナダ国際指圧大会』
等の意義深いイベントに校長として参加できたことは、大変感慨深いものがありました。
　この記念すべき年にあたり、改めて建学の精神と浪越指圧の基本を再確認し、指圧を国の内外に
広めていく所存であり、皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げる次第であります。

校長　石塚　寛

　指圧研究会は今年で13年目を迎え、日々
研鑽を積んで活動しています。本年度は不
肖私が『腹部指圧刺激が瞳孔径に及ぼす効
果』というポスターの口演発表で、発表者

の重責を担いました。
　研究会の仲間の『母心』に支えられ、貴重な体験の場
に立たせていただき誠にありがとうございました。
　関係各位のご指導、ご支援に深く感謝申し上げます。

指圧研究会会長　栗原耕二朗

　本校の指圧研究会は13年間連続して研究発
表を行っております。
　この研究会は、指圧の良さを科学の観点か
ら裏打ちするための諸活動を行っています。

　「指圧の心　母ごころ　これは指圧の哲学である。おせば
生命の泉湧く　これは指圧の科学である。」（石丸梧平氏評）
にみられる指圧の顕著な特徴のうち後者の側面－科学性－を
追求しています。
　指圧を受けると身体が楽になる、健康になるということは
誰しも実感できますが、指圧研究会は、この指圧の効果を証
明するべく創られ、継続されてきました。
　また、これは学生ボランティアによって運営されており、
地道な作業を繰り返し、1年間という長い時間をかけ、会員
一丸となって1本の論文に挑戦しています。指圧を愛する心
と責任感がなければできないことです。本当に嬉しく思いま
す。ありがとう。
　経験と研究データとが融合し、指圧治療学の飛躍を期待し
て、また次年度への取り組みが始まっています。どんなアイ
デアが出るか楽しみです。

指圧研究会顧問　渡邉　和雄

指導教員
から

発表者
から

第32回　社団法人東洋療法学校協会「学術大会」

平成22年10月7日（木）、東京都北区「北とぴあ」、全国45校参加
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　本校では、生理機能に及ぼす指圧の効果について検
討を重ねてきた。過去の研究結果を踏まえ、さらに自律
神経機能を検討する評価の一つである瞳孔反応を指標
とし、今回は腹部の指圧が瞳孔に及ぼす影響を、電子
瞳孔計を用いて検討した。

これまで腹部の指圧により、心拍数及び血
圧は減少し、末梢の筋血流量、消化管運動
が促進することを報告している。

期　　間 	 2010年4月17日〜7月24日
場　　所 	 本校　基礎医学研究室
環　　境 	 室温25±2.0℃　湿度65±12.0％　照度100	lx
対　　象 	 本学学生29名（健常成人男性17名、女性12名）平均年齢39.8±13.1歳
　　　　　 ※予め実験内容を十分に説明し、同意を得た上で行う。
測　　定 	 電子瞳孔計を用いて瞳孔径の変化を測定
統計処理 	 	一般線形モデルによるBonferroni多重比較で危険率5％未満とし、無指圧と指圧の経時的な群間差

は、二元配置分散分析、Bonferroni多重比較を行った。

計測方法 	 被験者には随時、マーキング※を確認させ、
眼球運動を制限し、覚醒状態を維持させる。
※床から高さ250cmの天井に直径1.5cmの印を付ける。

1 研究目的

2 実験方法

指圧方法
手　　順

安静
3分

3分

3分

3分

指圧

安静
安静

3分

3分

部　　位 	 浪越式基本指圧、仰臥位にて腹部20点
指　　圧 	 	両母指圧、通常圧法（漸増、持続、漸減）にて、快圧（被験者が心

地よいと感じる程度）で行う。
時　　間 	 1点圧3秒で、3分間繰り返し行う。

3 計測機器

発表者／栗原耕二朗
共同研究者／岩井　満、立部正則、宮下みち子、宮下麗子、神田孝得、鷹股慎吾、磯　和孝、角田光三郎、加藤政廣、
　　　　　　石田　浩
指�導教員／田中智子、黒澤一弘、渡邉和雄、石塚　寛、森　英俊（筑波技術大学）、大沢秀雄（筑波技術大学）

両眼電子瞳孔計（ニューオプト社製／ET200）
両眼を投影し、瞳孔の直径を検出。
また、その瞳孔の変化を時間軸で計測できる。

指圧前 指圧後

電子瞳孔計で計測される瞳孔の変化の一例
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4 結果

指圧群の右側瞳孔直径では、指圧前に比べて、指圧後
60秒、指圧後90秒で、有意な縮小がみられた。

左右指圧群では指圧後に瞳孔径が縮小し、有意差が認められた。左右無指圧群では、瞳孔径の縮小は認
められなかった。
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指圧群 無指圧群

指圧群の左側瞳孔直径では、指圧前に比べて、指圧後
60秒、指圧後90秒で、有意な縮小がみられた。

右 左

結果

5 考察

今回の健常成人を対象とした実験で、以下のことが明らかになった。

本研究では、腹部の指圧により
瞳孔が縮小した。

これは、瞳孔括約筋支配の副交感神経線維の活動が亢進し、
瞳孔括約筋が収縮したと考えられる。副交感神経は、体内に
エネルギーや栄養を蓄えたり、休息するために働く神経であ
る。腹部の指圧は、副交感神経機能を亢進させ、体調の改
善に対し有効であると示唆された。

6 結語

1 腹部の指圧で、瞳孔径の縮小反応がみられた。

2 腹部の指圧と、無指圧との差がみられた。
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　1年生の時は、初めてということもあり、何
もわからないまま先輩方の言う通り動くしか
できず、少し物足りない思いをしました。
　2年生の時は、前年の反省を活かして自分
達の担当分野について先輩、後輩と一緒に
たくさんの意見を交わし合うようにしました。
時に、意見が衝突してしまうこともあり、い
ろいろな角度から物事を考えるよい機会をい
ただきました。
　3年生では、思いもかけず実行委員長を務
め、予想を遥かに上回る忙しさで、自分があ
と2〜3人欲しいなと副委員長達とよく話をし
ていました。
　段取りの悪さもありましたが、たくさんの

人達にフォローしてもらい、なんとか形になっ
たかな？というのが正直な感想です。
　また、本番が近づくにつれて体調を崩した
人がでたため、協力してくれる人達の負担を
少なくなる方策や頼みごとなども行いました。
　よりよく準備を進められるように、もっと
広い視野で物事を考えられたらよかったん
じゃないかと反省しています。
　最後に、協力してくれた皆さん、副委員長（影
のボス）、先生方、ほんとうにありがとうござ
いました。
　皆様が、学園祭を通じて、新しい発見やよ
い思い出をたくさん持っていただけたら自分
はちょっぴり幸いです。

２010年7月18日（日）第6回浪越学園・日本指圧専門学校の学園祭『ゆ
びまつり』がたくさんのイベントを準備して開催されました。
　学園祭の目玉“チャリティー指圧”は3年生による施術が行われ、日頃の
成果を発揮する良い機会になり、施術を受けた多くの方々に喜ばれました。
4階のイベント会場では今年初めての企画『阿波踊り教室』『のど自慢大
会』に恒例の人気イベント『女装コンテスト』で浪越和民理事長も審査
委員長として参加され、いやが上にも盛り上がりました。3階の“喫茶コー
ナー”ではワッフルやナシゴレン等が人気があり、卒業生など多数の方々
が憩われておられました。
　2階の“フリーマーケット”では雑貨、切手、CDなどが飛ぶように売れて
いました。中庭での2年生による“坐位指圧”では、行列ができる程の盛況
でした。別館の第二実技室では“学校説明会”が2度にわたり行われ、多数
の入学希望者が真剣なまなざしで説明に耳を傾けていました。
　生徒たちも年に一度のお祭り騒ぎで大張りきり、良い思い出になったこ
とと思います。

学園祭3年間を振り返って 学園祭委員長　佐藤　光

学園祭 校長　石塚　寛

ゆ
び ま つ り

第6回学園祭

審査委員長
浪越和民理事長

女装
コンテスト

坐位指圧
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ゆ
びまつり

第6回学園祭

　最高気温が34℃を越えた7月18日午前11時から
15時半の間

チャリティー指圧が行われました。20分強の臥位
での指圧を

153人の人達に受けて頂き、募金金額は今までで最
高額となる

78,261円集まりました。今回のチャリティー指圧を
無事に終了

できましたことを御指導及び御協力頂いた多くの方
々に深謝致

します。
　会場の5階実技室では、11時より随分前の時間か

ら稲場先生

と青木先生が白い肌着にステテコ姿で並んで横にな
られ受け手

としてチャリティー指圧の開始を待っていました。施
術を行う3

年生は皆この光景に浪越学園を感じホッとしていた
と思います。

　最近では、特別授業の多様化や同好会等が増え、
学校での活

動があらゆる方向へ広がり、学園祭も同様に活気を
増し、催し

物も増えています。これらに大勢の学生が主役とし
て参加する

学園祭になっていくことはとても喜ばしいことです。
しかもチャ

リティー指圧では、施術を行う3年生は勿論のこと
、2年D組か

らも十分過ぎる人数の参加がありました。施術者が
指圧に専念

できるように思いやりのある人達が浪越学園には揃
っているこ

とを嬉しく誇らしくも思いました。さらには治療部
の先生方に

常駐して頂いたことも施術者にとっては心強かった
と思います。

これらのサポートがあったからこそ存分に指圧をで
きたのだと

思います。
　施術者が楽しみながら一般の人に指圧を行えるよ

うなチャリ

ティー指圧を第7回以降の学園祭でも3年生が満喫
できる学校

であって欲しいと思っています。

チャリティー指圧をサポートして
3D　伊藤　克政

学校
説明会

模擬店

チャリティー
指圧
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　徳島にゆかりの深い校長先生の願いであった阿波踊り『指圧
連』が今年6月に発足しました。
　指導して下さるのは47期の岩井先生で、高円寺阿波踊り歴30
年、しかも今まで立ち上げに関わった連は7連目という大ベテラ
ンです。
　練習回数は説明会も入れてたったの5回で、なんとか形になっ
たのは岩井先生に言わせると奇跡的だそうです。
　『やっとさ〜♪やっとやっと♪』の掛け声とともに笛や鉦の軽
妙なリズム、無縁にズンズン響く太鼓の音・・・映像を観てい
るだけで早くも踊りたくてわくわくしてきました。2拍子の単調
な音楽がなぜか交感神経を興奮させ、アドレナリンがどっと出
たようです。

　最初は個人個人で『ハイ！右〜♪左〜♪み〜ぎ♪ひだり♪』と
足踏みから練習します。次は手の振りを真似してやるのですが、
これがなかなか思うようにいきません。二人並んで足を揃える
とか、タイミングを合わせて塊で進むとか、だんだん難しくなっ
てきて自分の踊りより周りに合わせる事に神経を遣いました。
　いよいよ学園祭当日、法被にねじり鉢巻きで気持ちもキリッ
ト引き締まります。阿波踊り教室や演舞に飛び入りで大勢の方
が参加して下さり、おかげさまで大盛況のうちに幕を閉じました。
　来年以降は学園祭だけでなく、神楽坂や高円寺阿波踊りへの
参加を目標に今から練習に励んでいます。卒業生の皆様を含め
少しでも興味をもたれた方は見学大歓迎です。一緒に阿呆にな
りましょう。お待ちしています！

阿波踊り 2Ｂ　長副　陽子

　皆さん、学園祭でのフラ観ていただけましたか？観
たという方、観てないという方に学園祭で踊った曲と
メンバーを紹介したいと思います！
　　《メンバー10名》
　　3Ｂ菊池、3Ｄ山岸・久保、2Ａ小川・長谷川・
　　西村・　金子、2Ｃ小林、2Ｄ阿部・長谷川
　　《曲名》
　　1．ウルパラクア♪
　　2．カウルヴェヒオケカイ♪
　1年生の時、学園祭で観たフラを実際にやってみる
と、見た目より難しくて大変でした（汗）。
練習して、踊れるようになってきた今ではフラの魅力
にどっぷりハマってま〜す！
　来年の学園祭に向けて練習を始めました。更にレベ
ルの高い曲に挑戦しています！
初めてでも大丈夫！興味のある方は、是非、見学に来
てください。
皆で楽しく踊りましょう♪

ALOHA！  HULA 2A　金子　真菜美
フラダンス

阿波踊り



海 外 通 信

マドリッド指圧　Forum　2010.11/11
日西SHIATSU学院　院長　小野田　茂

　平成22年10月15日、16日スペインの首都マドリッドでヨーロッパの
浪越指圧ヨーロッパのメンバーが集合しました。このイベントは、2年に
一度行われるもので、現インストラクターの資格更新及び、新しいインス
トラクターの試験が主な目的です。
　私たちのグループ浪越指圧ヨーロッパも10年目を迎える事ができまし
た。また、ヨーロッパの指圧の歴史は、約40年になります。その40年の
歴史の中で、イタリア、オランダがいつもリーダーシップを発揮して邁進
してきました。
　今回の大会は、7ヵ国からメンバーが集合しました。イタリア、オランダ、
ポルトガル、ベルギー、スイス、フランス、そしてスペインのメンバー計
75人がはせ参じました。今回は、開催国がスペインですが、毎回順番で
開催国が変わります。試験官として、日本指圧専門学校の実技主任教官で
ある黒沢純一先生、そして浪越雄二先生をお迎えしました。
　今回の大会は、もちろん試験が目的ではありましたが、全ての国の代表
者が集まり意見の交換ができたことが、最大の収穫でした。
　今指圧の基本を学ぶセミナーのオファーが増えております。この動きが
できた事は、少しづつではありますが、私たちの仕事が、浸透しだした証
拠と解釈しております。

参加者全員で記念写真

雄二先生のデモンストレーション

小林秋朝先生の
デモンストレーション

フランス指圧大会
教務課長　黒沢純一

　第5回フランス指圧大会が6月4日から6日にかけて行われました。
本校から、小林秋朝先生・浪越雄二先生・黒沢純一が講演を行いま
した。カナダ指圧カレッジからは池永清先生が講義を行いました。
　また、『日本発祥指圧の西洋社会への改革』・『21世紀における女
性指圧師の役割』と題するディスカッションが行われ、さまざまな
質疑応答が飛び交いました。
　このような機会を通してフランスに指圧が普及して
いく事は、今後、指圧師を志す方々へ沢山の利益をも
たらすと考えられ、またそれに伴い指圧師を志す方が
増える事で、フランス国内だけでなく世界中への指圧
の普及につながればと考えます。

【開催地】
Gymnase Didot-18 Av.MarcSangnier Paris 14th

カナダからこんにちは
日本指圧専門学校51期　　池川　麻帆

　「ここでの指圧は一つの国に居ながら国際色豊かなお客さんに接する
ことができ、海外での指圧ということを常々考えさせられます。休み
の日には日帰りでも満喫できる観光地に出かけたりと充実した日々を
過ごしています。」

※現在、池永清先生の研修制度を利用して、2010年5月からカナダで活躍
している卒業生からの便りです。

GAKUEN NEWS

�



ボ ラ ン テ ィ ア 通 信

ビーチフットボール
顧問　石塚　洋之

　平成22年7月31日・８月1日に国際ビーチフットボール協
会（IBFA）主催2010ビーチフットボールジャパンツアー関
東大会・全国大会でボランティア指圧を行いました。総施術
人数は２日間で181名以上にのぼり、大盛況となりました。
　『浪越スポーツ指圧』
が多くの競技者に認識し
ていただけるよう今後も
普及活動に努めていきた
いと思います。

夢舞いマラソン
　平成22年10月10日（日）東京夢舞いマラソン実行委
員会主催第11回東京夢舞いマラソン大会が行われました。

「World-Smile－Project』と名づけ、参加者全員がお揃いの
Tシャツを着て活動に参加しました。総施術人数は180名と
なりました。
　今後もこの活動が毎年恒例の行事となり、少しずつ卒業生
同士の輪も広げていきたいと考えています。

礫川マラソンボランティア
教員　金子　泰隆

　11月28日（日）礫川マラソン大会が開催されました。本校
前がスタート・ゴール地点となり年々、賑やかなイベントとなっ
ています。
　出走前のコンディショニングは浪越スポーツ指圧トレーナー
部、出走後のケアは指圧・オイルマッサージ部が担当。種目が
減ったことによって、例年より若干少なめの人数でしたが、地
域で行われるイベントに貢献でき、有意義なものであったと思

います。
　来年も引き続き行いた
いと思いますので、OB、
OGの参加を心よりお待ち
しています。

お茶の水女子大学学園祭
学園祭『徽音祭』に参加して
浪越指圧治療センター　長濵　有子

　街路樹も色づき始めた11月13日（土）・14日（日）お茶の
水女子大学の学園祭『徽音祭』にボランティア指圧として参
加しました。
　昨年に引き続き、実行委員会から「来場者に指圧をしても
らいたい」との依頼、企画を受けてでした。
　今年は、昨年の屋外ではなく、重要文化財に指定されてい
る歴史的建物である本館内での施術となり身の引き締まる思
いがしました。学生約30人が手際よく誘導や施術を行いなが
ら、積極的にお客さんとコミュニケーションをとり坐位指圧を
一人10分程度で延513人の方に行いました。お客さんからの
要望についつい施術時間が延びてしまうのも『母ごころ』です。

「とても気持ち良かった」など様々な感謝の言葉をいただき貴
重な経験となりました。
　ボランティアにも拘わらず多
くの学生が参加し地域の方々と
の交流を深められたことは引率
者として大変嬉しく良い経験と
なりました。どうもありがとう
ございました。

�

学園ニュース
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池永清先生来校
カナダカレッジHP　http://www.oyayubi.com/home

　平成22年10月25日、第28期池永清先
生が来校された。池永先生は『指圧の普及』
を目的に1998年にカナダ・バンクーバー
で指圧専門学校を開校、指圧クリニックを
開業されている。
　今回の来校はカナダ研修制度について、
新卒者及び興味を持つ1・2年生に説明会開
催のためであった。

　「カナダ指圧専門学校は2200時間のカリキュラムです。国
家試験がないため日本の専門学校とは内容が異なりますが、
解剖学・生理学等の基礎医学、臨床に力を入れています。
　クリニックはバンクーバー周辺で７店舗、約30名の指圧ス
タッフが働いています。

　バンクーバーはアジア系の方が全体の50％以上占めます
が、世界中から人々が集まり、それぞれの国の文化を継承し
ていこうという多様文化主義という国の政策があります。その
中で、『指圧』というものが受け入れられています。
　毎年、新卒者に対して、1年間期限付きの研修制度を行って
おります。ワーキングホリデーシステムで比較的容易に１年間
のビザが発行してもらえますので、外国の地で良い体験がで
きる機会になると思います。また、指圧の総本山である浪越
学園新卒者の最新の指圧技術を吸収させてもらえ、我々スタッ
フの刺激にもなっています。
　この制度を今後も継続したいと願っております。」

　その後、活発な質疑応答があった。

国境を越えた医療　指圧
47期	 アレクサンダー・G・ウッドバーン　記

　平成22年9月13日（月）オーストラリアの医師、ヴィヴィ
アン・セボラ先生が本校を訪問しました。
　先生は8年間NPO『国境なき医師団』のボランティアとして、
アフリカやネパールの貧しい人々に医療を施して活躍したの
ち、オーストラリアに帰国し、奥地に住んでいる原住民アボリ
ジニたちの医療提供・健康管理のために努めてきました。
　オーストラリアはとても広大な国で、小さい村を回るだけで
一週間に1,500km以上も車で走らなければならないこともあ
るそうです。孤立して点在している村では病院は勿論、医者
も薬もないこともあるので一旦病気にかかった人に治療を行
うのは大変なことであり、『健康維持』を重視し、『指圧』を考
えたのです。指圧は薬も道具も使わない、副作用のない、手
だけを用いて効果を出す治療法としてこのような村に住んで
いる人々の健康維持に最適なのではないかと、前から思って
いたようです。そこで、休暇で来日した際に先生は学校を是
非一度訪ねたいと手紙を送りました。学校は、先生を大歓迎し、
施設を見ていただき、浪越理事長、石塚校長、永田部長と懇
談しました。

　先生は新たに指圧に対して関心をもち、オーストラリアのア
ボリジニたちの健康維持のために指圧を取り入れる方法を今
後も検討し続けるということでした。

母校に錦を飾る？
第50期	 高橋　真理

　今年７月に出身高校の特別授
業の一環としてで講演を行いま
した。恩師に指圧をしている際、
顧問をしている野球部員の体調
管理のために指圧をしてくれな
いかと言われ、現在も指圧ボラ
ンティアを行っており、そのよ
うなご縁があり、講演を依頼を
受けたことです。
　今年２月にテレビ出演した“ワ
ンステップ”のＶＴＲを生徒の皆

様に見ていただいた後、なぜ指圧師を目指したのか？指圧師
になるためにはどうしたら良いのか？指圧師の国家資格制度
等について話をさせていただきました。指圧に興味を持って
くれた生徒、熱心に耳を傾けてくれた生徒、講演後の質問は
多数ありました。
　“ワンステップ”の撮影では、テレビ放映されなかったので
すが、リウマチを患っている方のお孫さんに指圧を教えてあ
げる機会がありました。覚えたての指圧をする一生懸命なお
孫さんの姿、指圧を受けて楽になっていくおばあちゃんの様
子を見て、自分も初心に戻る事ができ、とても良い経験とな
りました。



閑 話 休 題

　2008年4月8日の『指圧の日』に初版が上梓され、好評を博しました。

　今回内容の充実を図るため、改訂版を発行いたしましたのでご利用

ください。

　学校事務局で販売しておりますのでご希望の方はご連絡ください。

指 圧 療 法 学 改 訂 版 発 行
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ドクターとくじろうなみこしと
その指圧学校の先生方＝後援者の方々に捧ぐ
愛しい　名誉あるドクター　指圧の発明者よ！
あなたが為しとげたことは　まさしく賢人のものにふさわしい

人生の眠りの場から闘いへとあなたは戻ってこられた
あなたに対して　わがロシアより心からおじぎの礼をいたします

あなたの知に対し　われわれは感嘆し
行ないの善に対し　崇拝の念を持ちます

ドクターよ　あなたに長寿と幸福と人々の温情がありますように！
われわれの感情は　永遠で光輝くものであります！
人生と成功を求めて指圧を行っている人々についての思いが
いつまでもあなたをあたためてくれますように

賢き指圧のたいまつが　地上のすべてに燃え
弟子たる医師の方々の知が探求の中で沸立ちますように

善には程合も極限もなく　学には終りもない
心からあなたにお礼を述べ　友情のあいさつを送ります

　今年2010年９月に、ロシア中央部のペルミ市の
マッサージ関係団体から『指圧講習会』に講師派遣の
依頼がありました。
　「ペルミの医療業界全体が、日本の中古先端医療器
具、そして指圧に興味をいだいています。」
　「多くの人が浪越式指圧講習会を待ち望んでいま
す。」とのメッセージがもたらされ、浪越徳治郎氏の
蒔いた思いが、現在も、脈々と彼の地で生き続いてい
る証しであります。
　指圧が世界各地で関心をもたれ普及することは、先
生が最も期待していたところであります。

a long time ago !　ロシア民謡で「指圧賛歌」
　平成元年、一橋大学ロシア文学の中村喜和教授が、
ロシア作家同盟の招待でロシアの各地を廻った時、オ
リョール市の歓迎会で、即興歌が特別に用意されてい
た。作者は、この都市では名高い作詩・作曲家のブラ
ンク女史。

ソフィヤ　ボリス　ブランク
オリョール市　1989.10月

At Prezennt
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