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我が校の指圧研究会は1997年の発足以来15周年を迎

えました。

いろいろな手技療法が錯綜するなか、浪越指圧の伝統

を守りその指圧効果の科学的解明に尽力して参りました。

毎年、東洋療法学校協会主催／厚生労働省後援の「学

術大会」で研究発表をして参り、その後論文に纏めて同

協会発行の学会誌に掲載されます。

研究発表の会場は概ね関東･関西方面を交代に設定さ

れています。今年は第34回学術大会で「東洋医学　人体

は小宇宙」というテーマで10月17日に中野サンプラザ

に於いて、当番校・東洋鍼灸専門学校のお世話で開催さ

れました。

教育講演で『生きているってすばらしい―「がんばら

東洋療法学校協会主催「第 34 回 学術大会」で意義ある研究報告

ない」けど「あきらめない」―』という演題で諏訪中央病

院名誉院長 鎌田實先生に、また特別講演で『宇宙・人・

夢をつなぐ』という演題で宇宙飛行士 山崎直子先生にご

講演を頂きました。

我が校の発表は特別に口頭発表5演題中の一つに選ば

れ、『仙骨部への指圧刺激が瞳孔直径・脈拍数・血圧に

及ぼす効果』という演題で、研究会の皆さんを代表して

3年C組の渡辺貴之さんが発表されました。大変素晴ら

しい発表で、大きな仕事を成し遂げた満足感が研究会の

皆さんの顔に表れています。

これからも良い研究をどんどん発表して下さる様、指

圧研究会に期待しています。

（校長　石塚　寛）
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東洋療法学校協会主催の「第34回 学術大会」が10月

17日（水）中野サンプラザに於いて開催されました。本

年度、本校は「仙骨部への指圧刺激が瞳孔直径・脈拍数・

血圧に及ぼす効果」の研究を口頭発表5題中の1題とし

て発表することができました。

1500以上の座席がある大ホールで、発表のため壇上

に登ったのは第54期会長渡辺貴之さん（現3年生）、第

55期大木慎平さん（現2年生）、第56期大池茜さん（現1

年生）の3名です。事前にリハーサルをして、スライド

やポインターの状態を確認するのですが、発表時間が近

づくにつれ、緊張が伝わってきます。渡辺さん、大木さ

んは普段は飄々としていて緊張感とは程遠い人物なので

すが…。日本指圧専門学校を代表して発表をするという

責任感を受け止め、3人ともひきしまった表情で出番を

待っていました。

発表は大成功でした。渡辺さんはゆっくりとハキハキ

とそして落ち着いて発表することが出来ました。大木さ

んのスライドチェンジは抜群のタイミングでした。大池

さんのポインター捌きは的確でした。会場からいい質問

もいただいて素晴らしい時間になりました。舞台のすぐ

前の客席に陣取っていた校長先生、先生方そして研究会

員も無事終わってホッとしたのでした。

指圧研究会の活動は全くのボランティア活動です。デー

タを取って、処理して…まず学生さんに被験者をお願い

して、機器の使い方を練習して…膨大な時間と労力を必

要とするのですが、毎年毎年手伝ってくれる学生さんが

いるというのが本当に嬉しく思います。どうもありがとう。

そして本年度もよろしくお願いします。

今大会は「東洋医学 人体は小宇宙」のテーマのもと、

口頭発表5題、ポスター発表35題の研究成果が発表さ

れました。

私たち指圧研究会の発表テーマは仙骨部への指圧が瞳

孔直径・脈拍数・血圧に及ぼす効果について。昨年の学

術大会終了後から計画を組み立て、約1年かけての実験

成果の発表でした。この場で指圧の科学的根拠を示すこ

とに加え、多くの方々に指圧を周知することができ、非

常に有意義だったと思います。

現代のストレス社会において、東洋医学に対する期待

は日々高まっており、その中で指圧の有効性を根拠に基

づいて証明することは今後の更なる発展のために重要で

あると考えています。今大会のテーマが示すとおり人体

には宇宙のように未知の世界がまだまだ多いのが現状で

ある為、次期の研究においても努力を積み重ね、新たな

成果を上げるよう邁進してまいりますので、引き続きご

支援・ご指導をよろしくお願いいたします。

1年間かけて取り組んだ
研究の成果を堂々発表！！

「第34回 学術大会」 口頭発表

東洋療法学校協会主催 「第34回 学術大会」
教員　渡邉和雄  

学術大会に参加して
第 55 期指圧研究会会長　田高 隼  

壇上で発表する渡辺さん、大木さん、大池さんの3人

仙骨部への指圧刺激が瞳孔直径・脈拍数・血圧に及ぼす効果

仙骨部への指圧刺激では、瞳孔直径の縮小、脈拍数の減少、

収縮期血圧の上昇がみられた

瞳孔直径・脈拍数・血圧

2群（刺激群と無刺激群）の経時的変化の間に交互作用を示した
実験
対象

本学学生および教職員

計22名（男性13名／女性9名）
結果

まとめ

実験
手順

被験者を伏臥位にて、瞳孔直径は両眼電子瞳孔計

で、脈拍数・血圧は連続血圧計で測定

指圧刺激

仙骨部指圧刺激

指圧刺激前3分間→刺激中3分間→指圧刺激後 3分間
の順序で測定（刺激群）。
対照として9分間の安静（無刺激群）。刺激部位：仙骨部

瞳孔直径：右側瞳孔直径が刺激後で縮小した。無刺激では変化なし
脈拍数：刺激中、刺激直後で減少した。無刺激では変化なし
血圧：収縮期血圧が刺激後で上昇した。無刺激では変化なし
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屋外

● チャリティー指圧 5F

喫茶コーナー
豚丼／ポップコーン／わたあめ

3F

1F

● フリーマ—ケット
● 切手販売　● くるみボタン

4F

● のどじまん大会　● LIVE
● フラダンスショー
● 女装コンテスト

2F

気づけば、3年間この学校で学園祭委員でした。

1年生の頃はやる気も無い怠け者でしたが、“どうせや

るなら、皆が楽しいと感じる企画や思い出を作ろう！”

と思えるようになりました。そう決心できたのは、初め

ての学園祭でやり遂げた『のどじまん大会』があったか

らです。クラスの皆や先生方のアドバイスを受け企画し

たあの楽しさは、委員としてのやりがいを教えてくれま

した。

そして何より嬉しかったのは、「楽しかったね！」と喜

んでもらえたそのことでした。

学園祭をより楽しくするには、まず学園祭委員が楽し

まなくちゃ！と思い、学園祭委員長を買って出たわけで

すが、そのおかげで好き放題させていただいた学園祭は

3年間で一番素敵な思い出です。

1、2年生の皆さん、浪越学園に入学したからには、

目一杯楽しんでください！

今後も皆さんが作り上げていく学園祭、学園生活の充

実を心より応援しております。

7月21日（土）に開催された今年で8回目になる学園祭

「ゆび祭り」は、小雨がちらつくあいにくの空模様でし

たが、地域の方、卒業生、ご家族の方々、友人知人…大

勢の方がお見えになりました。

指圧専門学校ならではのチャリティー指圧、座位指圧

や、喫茶コーナー、フリーマーケットなどが開催された

他にも、イベント会場では、のど自慢大会や女装コンテ

ストも催され大盛り上がりを見せました。

また、学校説明会も同日開催し、学園生活の様子をご

覧いただけました。

今年も大盛況！
第8回「ゆび祭り」
日本指圧専門学校 学園祭

指圧連による阿波踊りが午前と午後行われ祭りを盛り上げた

華やかなフラガールたちによるフラダンス

今年も大盛況だったチャリティー指圧

第 2
実技室

学校説明会

座位指圧 阿波踊り

鉄板焼
フランクフルト

かき氷
フラダンス

イベント
会場

第8回 “ゆび祭り”　校長　石塚 寛

学祭、好き放題！！  学園祭委員長　定 隆広
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石塚校長先生の説明に真剣に耳を傾ける来場者の皆さん

7月21日（土）学園祭当日と9月29日（土）の両日に、学校

説明会を開催いたしました。

学校・指圧の概括的な説明を行うだけでなく、その後指圧

を受ける機会を設けて来場者が体験的に全体を理解できるよ

うに心掛けました。

特に、指圧治療の現状と課題、将来性について資料を用意

して詳細に解説しました。最後に、満員の会場に恒例の稲場

先生の講話が響き、盛況裡に会を終了しております。

学校説明会を開催
丁寧な解説と直の施術とともに

春日通り沿いの小石川2丁目12番地

に新校舎建設が進められています。

現在、来年7月末竣工を目途として工

事は順調に進んでおり、来年1月中には

校舎躯体の上棟があり全容が現れる予定

であります。

新校舎は、座学教室と図書室・自習室

を中心として次世代を担う医療人材を

養成するにふさわしい機能性とアメニ

ティーを備えた施設設計がなされて、長

年の課題であった教育環境改善を実現す

るものとなります。

なお、新校舎建設竣工後、現校舎は大

規模な改修工事を実施して、施設の整備、

安全性・利便性の向上を図り、実技指導

の更なる充実を目指します。

新校舎建築
進捗状況
2013年7月末に完成予定

当日、徳治郎先生ゆかりの人々 85名が師を偲んで参集され、

和気藹々の中、意義深く、心に残る法要を行うことができました。

偏に皆様のご厚誼と徳治郎先生の人徳の賜と厚く感謝を申し上

げます。先生の遺志を再確認し学園の益々の発展隆盛を願う機会

となりました。

 浪越徳治郎先生 十三回忌

―祥月命日の 9 月 25 日（火）に傳通院で厳粛に執り行われました―　

良好な学習環境を形成する
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恒例になったカナダ研修制度は、今回で8年目を迎えます。

今年も10月10日（水）にカナダ指圧カレッジより池永清先生（28期生）が来校さ

れ、研修制度の説明会を開催しました。30名ほどの学生が集まり、カナダでの生活、

指圧事情などに熱心に耳を傾けていました。

年々、海外に興味を抱く学生が増えており、実際に活躍されている先輩のお話

は大変参考になりました。

8月23日（木）、24日（金）の両日、韓国釜山市の

東州大学美容学科の教授2名と学生14名が指圧実

技研修を受講するため来校しました。

10月28日（日）から11月4日（日）の一週間、

スイス指圧関係者19名が来日し、セラピスト

など11名が指圧研修を受講されました。

一行は30日（火）・31日（水）に学校で指圧実

技研修を受講し、また、その間を利用して箱根、

鎌倉、都内観光など深まる日本の秋を堪能しま

した。

今回、教職員や学生との貴重な交流体験の場

となり、指圧のヨーロッパにおける普及と発展

性を実感することができました。

今後の皆様の活躍を心から祈念いたします。

カナダ研修制度説明会を開催
カナダ指圧カレッジから池永清先生来校

韓国から研修のため来校　韓国釜山市 東州大学

資料をスクリーンに映し出し
ながら説明する池永先生

熱心に受講する学生たち

お土産のチョコレート

指圧と美容の関わりについて体験的に学び、美容と

健康が不即不離の関係にあることを確認した有意義な

研修となりました。

スイスの指圧セラピストが受講
日欧の貴重な交流の場となる

2日間にわたって行われた指圧実技研修
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volunteer 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 volunteer

平成24年10月7日（日）に開催された、本校も後援

している“第13回東京夢舞いマラソン”でボランティ

ア指圧活動を行ってまいりました。

参加者数1,500名が、東京の名所・旧跡を巡る

42.195kmを走るこの大会で、私たちはコース途中の

神楽坂にテントを張り、ランナーを迎えました。

本年度は52期卒業生が中心となり、参加者は卒業

生9名と在校生26名、来日していたカナダの池永清

先生、メキシコの浅田秀男先生が応援に駆け付けてく

ださいました。

当日は、あいにくの悪天候でしたが、99名もの選

手に指圧を行うことができました。

今後もこの活動を通して、同窓生の結束力が強くな

れば幸いです。	 （教員　石塚洋之）

素晴らしい秋晴れとなった11月25日（日）に、文

京区青少年対策礫川地区委員会開催の礫川マラソンが

開催されました。

今年で38回目となるこの大会は、本校の前の通り

がスタート・ゴール地点で、1周3kmのコースを走り

ます。6km選手は2周、ハーフ選手は7周、男女に分

かれ、小学生の部、中学生の部、一般の部という構成

となっております。マラソンがブームとなっている昨

今、年々参加者が増え、盛り上がりを見せています。

昨年に引き続き、「指圧でランナーの皆さんを応援

します！」をキャッチフレーズに、ボランティア指圧

を行いました。

走った後にケアをすれば、翌日の疲労がかなり和ら

ぎます。昨年指圧を受けてくださった方もその効果を

実感して、今年も多数の方が受けてくださいました。

今年初めて指圧を受けた方がまた来年もゴール後の指

圧を楽しみにしていた

だけたら嬉しいです。

卒業生も応援に駆け

つけてくださり、指圧

ボランティアは今年も

大盛況でした。

（教員　金子泰隆）

10月28日（日）に文京区本郷台中

学校にて行われた「本郷いちょう祭

り」で、学生35名、教職員7名がボ

ランティア指圧に参加しました。い

ちょう祭りは文京区の商店街が合同

で行うお祭りで、今年は10回目を

数えます。

当初は屋外にて来場者に座位指圧

を行う予定でしたが、悪天候のた

め、急遽校舎内での実施となりまし

た。雨天にも関わらず、大勢の方に

来ていただき、149名の方に指圧を

することが出来ました。座位指圧が

ランナーの完走をお手伝い
第13回 東京夢舞いマラソン

指圧でランナーを応援！！
第38回 礫川マラソン

 ボランティア指圧 

レース途中にある指圧ブースは大盛況 傳通院前で1位から3位を表彰

行われている横では文京区医師会の

方々が健康相談を、歯科医師会が咀

嚼力測定を、薬剤師会が骨密度測定

を行っていて自然に来場者が健康相

談を受けて指圧も受けるという流れ

になり「相乗効果だね～」と健康相

談を行っている他の業界団体の方に

も好評でした。

座位指圧のみならず指圧連が阿波

踊りを校庭で披露し、その後行われ

た阿波踊り教室ではカレーの屋台を

出していたインド人の方々が参加

し、のりのりで阿波踊りを踊ってい

るのを見て、さすが踊るマハラジャ

の国の人だなーと思いました。

文京区内だけでも医療に携わる

様々な職種の方がおられ、大勢の協

力によって地域の健康が支えられて

いることを実感する良い機会となり

ました。	 （教員　髙橋雄輔）

祭りを盛り上げる「指圧」と「阿波踊り」
第10回 本郷いちょう祭り

来場者に座位指圧を行いました
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11月16日（金）・17日（土）と2日間、文京博覧会

「ぶんぱく2012」に参加しました。

以前は本校の学生も座位指圧に参加しておりました

が、今回は保健所の指導もあり、免許を持っている教

員と治療部の先生10名ほどで区役所の中に、臨時の

施術所を開設して行うことになりました。

もともと文京博覧会は文京区内の産業を展示し区民

に紹介する、というのが主旨です。わが浪越学園も、

昭和13年にここ文京区小石川の地に浪越徳治郎先生

が治療院を開設したのが現在の日本指圧専門学校にい

たるルーツです。文京区の地場産業というふれこみで

指圧を紹介させていただき、大変誇らしく思いました。

今回は区役所1階の部屋を臨時治療院として届け出

をしました。あん摩マッサージ指圧師の資格を取得し

て12年目にして、初めて開業届を提出し、そして2

日後には廃業届を出すという貴重な経験をさせていた

だきました。

私もせっかくの機会なので、指圧に参加しました。

小さなお子さんと一緒の親子連れがおいでになり、お

父さんが指圧を受けている間、お子さんが退屈でむず

かっています、これはおいしい写真になると思い、Ｗ

11月10日（土）と11日（日）は、

今年で5回目の参加となるお茶の水

女子大学の学園祭「徽音祭」でした。

初日の土曜日は、高く澄んだ空に銀

杏の香りがふわ～っと広がる気持ち

のいい日で、大学構内は活気に溢れ、

ボランティア指圧に参加した学生達

の頬は周りの木々に先駆けて紅葉し

ているように見えました。

会場となったのは今年も、有形文

化財に登録されている大学講堂「徽

音堂」です。いつも素敵な場所をご

用意頂き有難い限りです。会場内に

は椅子を30脚程並べ、1人10分程

度施術しました。2日目の日曜日は

曇りがちで肌寒い日でしたが本当に

たくさんの方に足を運んでいただ

き、施術人数は2日間で677名と大

盛況でした。数十分並んででも受け

たいという来場者の期待がほど良い

緊張感を生み、最初は不安そうだっ

た学生も施術後の笑顔と「ありがと

う」の言葉に自信をもらったり、し

びれや不眠といった初めて出会う症

状に戸惑いながらも指示を仰ぎつつ

一生懸命学んだり、来てくれた方に

短い時間でも真っ直ぐ向き合う姿に

胸を打たれました。

指圧の普及と学生の経験にと行わ

れるボランティア指圧ですが、いつ

もそれ以上に充実感と喜びが残りま

す。ご協力下さった徽音祭実行委員

の皆さん、施術を受けて下さった

方々、そして参加した65名の学生

達みんなに感謝です。このご縁がこ

れからも繋がっていきますように。

（教員　青木美稚子）

毎年高い人気の癒しの空間
お茶の水女子大学「徽音祭」でボランティア指圧

文京区の産業が集結！ 指圧を通して地元の方々と交流
文京博覧会「ぶんぱく2012」 開催 先生がカメラを構えてい

るのをしっかり確認した

後、お子さんを指圧して

「子ども好きの優しい先

生」をアピールさせてい

ただきました。ありがと

うございます！

50名ほどの方に指圧を受けていただきましたが、

来場者はやはり文京区にお住まいの方々がほとんどで

した。文京区は昔からお住まいの方が多く、生前の浪

越徳治郎先生をご存じの方も多いのに驚きました。ま

たそのお話からは、徳治郎先生も地域とのつながりを

とても大切にしていたことがしのばれます。普段はあ

まり意識しない学校と地域とのつながりを考えるよい

機会となりました。	 （教員　髙橋雄輔）

1日目は283名、2日目は394名とたくさんの
お客様に指圧を受けていただきました!!

文京博覧会のマスコット
キャラクターの「BUNレ
ンジャー」を両側から肩甲
上部を指圧する、という
ほほえましい構図で写真
を撮ったのですが、ブン
レンジャーの首が思いの
ほか短く、首を絞めてい
るようにしか見えません
でした。残念！
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みなさん、英会話クラブをご存

知ですか？ 実は毎週水曜日の午後3

時半から5時前まで4番教室で活動

しているんです。

英会話というと敷居が高くて、私

はダメだと思ってしまうかもしれま

せん。でも、そういう人こそチャン

スです。こんなに気楽に英会話に親
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しめる場所があるなんて…嬉しいで

すね。それはいい雰囲気を作ってく

れている部員達の力です。

部長の太郎さんは米国生活がと

ても長く（英語で聞いたので曖昧）、

ネイティブのように英語を話すジェ

ントルマンです。カツモトさんは

せっかちさんで楽しいおじさんで

す。ハルエさんは母ごころ満載の幸

せ配達人、面倒見がいいんです。み

れいさんはキュートで明るい、笑顔

がとても素敵な看板娘です。オサッ

ティーは背が高くてマジメ。いやマ

ジメ過ぎるのでボチボチやってほし

いくらい。楽しい仲間たちです。

英会話ができたらいいなと思う方

は是非一度体験入部にお越し下さ

い。部員はみんな優しくて非常に協

力的です。

申し遅れましたが、顧問渡邉の英

語力は微妙以下です。でも英会話が

できたらいいなという気持ちをずっ

と持っていました。顧問を頼まれた

時、この縁を大切にしてみようと思

いました。いまだに学生さんから、

「先生、今日2回くらいしか喋って

なかったよ（笑）」と突っ込まれたり

していますが。

興味を持ってくれたあなた。顧問

の渡邉まで一声かけて下さい。楽し

い時間を過ごすのに遠慮はいりませ

んよ。 （英会話クラブ顧問　渡邉和雄）

英会話クラブも
活動してます

楽しく和やかに英会話を練習しませんか?

ホーチミン市の友好団体からの招待で11月23日（金）から26日（月）の4日

間の日程で訪越し、マッサージや指圧等の多様な手技療法の実態、医療教育施

設、施術所など多方面にわたり見聞して参りました。

彼の地の指圧は、健康の維持増進・美容・病気治療にと、比較的社会に受け

入れられ、浸透している印象を受けましたが、資格や人材養成などの面では、

未だ発展途上にあるとの観は否めませんでした。

今後の連携強化と学校の支援が求められる所以であります。

2012 年 9 月 1 日

理事長

ベトナム
視　察

浪越指圧基本実技
発刊

従来の冊子を大幅に改訂し、写真・イラ
ストを充実させ、より使いやすく、解り
やすい内容となっております。

1,200円

価格（税込）	
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