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★同窓会だより★ 

                       東洋鍼灸専門学校同窓会 ２０２０年１１月１日発行 第１４号 

会長あいさつ                                   第１５代同窓会長 風間正男 

コロナ禍の中、会員の皆様には、いかがお過ごしでしょうか。くれぐれもご自愛ください。 

同窓会も活動を自粛してまいりましたが、本来は、総会を開催し、事業計画や予算を決定する必要がありま

す。 

そこで、今回は総会の開催に代え、この「同窓会だより」に総会で諮るべき議案を掲載しましたので、郵送に 

て皆様からその可否についてご返送いただき、総会の議決に代えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

総総会会のの決決議議にに代代わわるる返返送送ののおお願願いい  

  同封のハガキにて、各議案に対する可否を記入のうえ、令令和和２２年年１１１１月月３３００日日((月月))ままででにご返送願います。 

  お諮りする議案は、第一号議案 平成３１年度 事業報告 

               第二号議案 平成３１年度 会計・監査報告 

               第三号議案 令和 ２年度 事業計画案 

               第四号議案 令和 ２年度 予算案 

 以上４議案ですが、各議案は今年４月の時点で作成しておりますので、今年度の事業計画案と予算案につき 

ましては、総会等を実施する内容で作成しておりますことを、ご承知おきください。 

会会員員名名簿簿発発行行にに関関すするる調調査査のの実実施施((おお願願いい))    

 今年度発行予定の会員名簿作成のため、卒業生の皆様に調査を実施しますので、ご協力ください。 

(書類を同封しています。) 

 ※完成した名簿は、会費を納入していただいている会員の方に送付の予定ですので、 

    会会費費のの納納入入をを忘忘れれてていいるる方方はは、、納納付付おお願願いいいいたたししまますす。。((年年会会費費３３００００００円円))  

 

※※  同同窓窓会会会会長長選選挙挙    立立候候補補受受付付ににつついいてて  

・来年(令和３年)４月２９日の同窓会総会(予定)にて、同窓会の会長選挙を行いますが、その立候補を受け付け 

ます。 

・立候補される方は、３年１月７日(木)までに同窓会事務局までご連絡(メール又は郵送)ください。 

 (同窓会事務局の連絡先は、当誌最終ページに記載しています。) 

・メールのタイトルは「同窓会会長選挙」とご記入ください。 

・必要な記載事項は、以下の５項目です。 

   １ 氏名(ふりがな)   ２ 生年月日     ３ 卒業年度 

   ４ 卒業学科       ５ 連絡先(メールアドレスと電話番号) 

・立候補の届け出後に、提出物等必要な書類の案内を行い、「医黄集門」で公表します。 
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平成３１年度(令和元年度) 収支決算報告 
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第第一一号号議議案案  平平成成３３１１年年度度  事事業業報報告告  

 会務運営方針 

 １ 同窓会会費納入会員数を増やす 

 ２ 同窓生の運営している研究会動向調査、相互交流、特別号での発表 

 １ 平成３１年４月２９日 定期総会開催 

 ２ 同日総会終了後、講演会を開催(医黄集門４９号に掲載) 

 ３ 同日総会終了後、懇親会を開催 

 ４ 令和元年１０月１日「同窓会だより」１３号発行(東鍼祭案内) 

 ５ 令和元年１１月３日(日)東鍼祭にて講演会開催(医黄集門４９号に掲載) 

 ６ 令和２年２月２０日(木)素霊先生墓前祭に参加 

 ７ 令和２年３月２０日(金)「医黄集門」４９号発行 

 ８ 令和２年３月２０日(金)平成３１年度卒業式 同窓会賞４名に授与 

 ９ (有)そーほっとに名簿管理・会費納入・明細作成等の会務及び「医黄集門」などの 

    発送業務を委託 

 10 会員に対する求人・求職活動の促進 

 11 以上の事業達成のため、相談役会、役員理事会を開催した 

 

第第二二号号議議案案  平平成成３３１１年年度度  会会計計・・監監査査報報告告 (収支決算報告 ３ページ参照) 

  

第第三三号号議議案案  令令和和２２年年度度  事事業業計計画画案案  

 会務運営方針 

 １ 同窓会会費納入会員数を増やす 

 ２ 同窓生の運営している研究会動向調査、相互交流、特別号での発表 

  １ 令和２年４月２９日 定期総会開催。講演会及び懇親会を開催する 

  ２ 令和２年１０月頃 東鍼祭にて講演会開催 

  ３ 令和３年２年２月２０日(土) 素霊先生墓前祭に参加 

  ４ 「医黄集門」５０号及び「同窓会だより」１４号の発行 

  ５ 令和３年３月２０日(土) 卒業式に参加。同窓会賞を授与 

  ６ (有)そーほっとに名簿管理・会費納入・明細作成等の会務及び「医黄集門」などの 

    発送業務を委託 

 ７ 会員に対する求人・求職活動の強化 

   ８ 上記事業達成のため、相談役会及び理事会ならびに各部会を開催 

   ９ その他 

 

第第四四号号議議案案  令令和和２２年年度度  予予算算案案(会計予算案 ４ページ参照) 
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令和２年１月、国家試験施行日の１ヶ月ほど前から始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）騒ぎは、

まさに青天の霹靂でした。世界を揺るがせた大きな影響は、１年の残りもあと４分の１となった１０月になってもな

お、収まりきる様子がありません。 

集団感染の不安を抱えながらも無事に試験を終え、しかし残り僅かだった学校生活は短縮され特別授業は中

断になり、学校側の尽力にて卒業式はなんとか行っていただけたものの謝恩会は中止せざるを得なくなり、卒業

後はあれをしようこれをしようと思い描いていた色々を断念せざるを得なかった……そんな令和２年３月に卒業

した 61回生の現在の様子を、今号ではお届けしたいと思います。 

            同窓会Ｒ２年卒新理事一同 (大下香菜・尾﨑敦子・加藤八重子・ラッセル久里子) 

 

コロナ禍においては卒業生同士の交流も難しくなってしまいました。予想だにしなかった状況のなか、どのような

影響がありどう過ごしていたのか、アンケートをとってみました。 

（アンケートはクラス別に行いましたが、本誌では総数にて公開いたします） 

 

●●卒卒業業後後のの進進路路にに、、ココロロナナ禍禍のの影影響響ははあありりままししたたかか？？  

約６割強の方が、何らかの影響があったと回答されました。 

開業後のビジョンが崩れた、内定していた勤め先がなくなってしまった、就業内容に問題が出た、研修が開始

されなかった、オンデマンド授業ばかりに追われた……等々。ただクラス別にみてみると、鍼科に比べてあマ指

科の回答では「特に影響はなかった」が５割ほどあり、働き方により違いが出たようです。 

 

●進進路路ににつついいてて教教ええててくくだだささいい  

７～８割の方が資格を活かした職に就いたとのこと。うち、３分の１が開業（or 開業準備中）との回答でした。

なかには『開業（自営）したけれど他のところでも働いている（雇用）』という方も。 

コロナ禍の影響で想定外の状況におかれてしまったため、違う仕事をしつつ、勉強や研修を重ねて将来に備

えているという方も多くいらっしゃるようでした。開業を諦めてはいません、という頼もしい言葉も。 

令和２年卒業生、卒後レポート 

6611回回生生  アアンンケケーートト調調査査  

35%

34%

16%

10%

5%
特に影響はなかった … 35%

想定していた計画、または働き方が出来なかった … 34%

就職先がなかなか見つからなかった、就職時期が遅れた … 16%

予定していた進路を変更した（変えざるを得なかった） … 10%

開業を予定していたが中止になった、延期になった… 5%
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第四号議案 令和２年度 予算案(会計予算案) 
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 恥をかく、分からないことを分からないと尋ねる、なども『学生の身分だから出来る事』だったと思います。 

 

●近近況況ににつついいてて、、ままたたはは同同窓窓生生やや後後輩輩にに何何かかメメッッセセーージジががああれればば、、教教ええててくくだだささいい 

「大変な状況になりましたが、健康第一、この逆境を活かして頑張ってください」 

「学校で学んだことは、卒後の臨床に意外と役立ちます。勉強はすべての土台になります。全部を完璧にする 

必要はありません。焦らず、前向きに、座学も実技も自分のものにしておきましょう」 

「国家試験はゴールではありません、働き始めてから足りないものに気づきます。将来の目標をもつこと、考え 

る時間もつくりましょう」 

「東鍼校の環境はとても恵まれていたのだと、卒業後に感じました。学校生活を満喫してください」 

後輩へのメッセージが多く寄せられました。フレッシュな卒業生からの言葉だと思います。 

すべてを掲載することが出来ず残念ですが、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師になる・ならないに関わらず、 

学校生活において経験したこと学んだことは、どれもいつか役に立つことだと思います。また、築いた関係は 

様々な方面で頼りになるものです。 

卒業後に他学校の出身者と話す機会が増えましたが、東鍼は本当に良い学校だったのだなと感じることが 

多いです。学生生活は大変でしたが楽しいものでした。満喫するが勝ちだと思います。 

今後も世情は様々にあるかと思いますが、卒業生、在校生の皆さま、健やかに頑張りましょう。(尾崎) 

 

      【【  内内海海﨑﨑武武広広ささんん（（かかすすみみががううらら鍼鍼灸灸院院  開開業業））鍼鍼灸灸科科夜夜間間部部卒卒  】】  

鍼灸科夜間部卒、パソコン博士の内海﨑武広さんの、かすみがうら鍼灸院にお邪魔してきました。 

――――――  主主なな治治療療方方法法はは何何でですすかか？？  

２ 年 生 の と き か ら 特別授業 を 受 け学 んで い た積聚治療 。 

基本治療と、知熱灸を使った補助治療を中心としています。 

――――――  いいつつかからら、、開開業業をを考考ええてていいままししたたかか？？  

入学前です。自分の年齢から言ってどこかで採用されることはない、 

ということを入学前に考えていました。 

――――――  開開業業ししててみみててのの感感想想はは？？  

開業しか選択肢がなかったので感想というより、やるべきことを始めた 

だけという感じです。 

 開業を考えている人は 1年以内に開業すべきですね。理由は、免許が 

取れたというあなたの賞味期限は実は短い。 

――――――  主主にに何何治治療療ををさされれてていいまますすかか？？((例例::経経絡絡治治療療等等……))    

よく聞かれる質問ですが、俺様流です。経絡も、中医の知識も太極治療も使います。本治より標治を優先など

患者さんが何を期待しているのか次第で、何に主眼を置いて何で治療するか決めます。 

開業する人は学んだことを基に俺様流を作るべきだと思います。それが開業鍼灸師の価値だと思っています。 

――――――  患患者者様様のの年年齢齢層層はは？？  

新新卒卒業業生生取取材材（（開開業業））  
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●ココロロナナ禍禍中中にに何何かか『『新新ししくく始始めめたたこことと』』ははあありりまますすかか？？（（複複数数回回答答可可能能）） 

交流会や勉強会などのイベントごとが、のきなみ中止になったこともあり、オンライン会議やビデオチャットを

利用した講習会が、ここ数ヶ月の間に多く開催されました。無料の勉強会もありましたし、新たな活動やコミュニ

ティも増えたように感じます。 

 また、家の中に閉じこもる生活が続いたこともあり（学校生活が忙しかったことも理由のひとつかもしれません

が）体力づくりをはじめたという方も。また、『農業を始めました』という方が数名いらっしゃいました。 

 

●「「学学生生のの時時ににももっっととややっってておおけけばば良良かかっったた」」とと、、今今思思ううここととははあありりまますすかか？？（（複複数数回回答答可可能能）） 

仕事の内容にもよりますが、やはり座学は「学生のうちにもっと頑張っておけば良かった」と思われている方が

多いようです。国家試験のための勉強と、臨床で必要な知識のための勉強との違いもあるかと思います。 

 その他、「治療院巡りをしておけば良かった」「現場体験をしておけば良かった」「勉強会を続けておけば良かっ

た」や「充分にやりつくした」という方もいらっしゃれば「全部もう一度やり直したい」という方も……。 
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――「子育てに限らず生きていく上で、ネットワークやコミュニティーが必要。誰でも集まれる「場」が欲しかったし、

必要だと思って開業しました」 

 

この物件もこれまでの繋がりのご縁で借りることができたそうです。 

 

 鍼灸治療だけでなく、お灸講座や子育て相談など、時にはゲストを 

招いて多様な集まりの場を創りつつあります。 

「鍼灸師としてけっしてゼロからのスタートではない。社会人や子育てなどの

経験があってこそできることを大事にしたい」と話してくれました。 (大下) 

▲治療室の手前に広いスペースがある 

 

◎あまし科昼間部の選りすぐり６人に、卒後の治療院勤めや開業準備などのお話を聞きました。 

 

――――――  ままずずはは、、治治療療院院勤勤めめををさされれてていいるる小小池池治治子子ささんんかかららごご紹紹介介ししまますす。。  

小池治子さんの卒後はパートで週６日働いています。治療院では指圧マッサージ、中医学をベースとした鍼灸 

マッサージ治療、美容鍼、オイルマッサージをしています。 

患者さんの痛みが取れたり体が楽になったり、美容鍼で変化が出る時、この仕事をしていて嬉しいと感じるそ

うです。しかし一方で、なかなか症状が改善しない患者様にどう治療すべきか試行錯誤しています。将来は自分

のお店を持つことが目標だそうです。小池さんから、現場に出て必要だと思うことはいろいろな引き出しを持てる

ように知識、実技共に勉強することが大切、とメッセージをいただきました。 

小池さんとは在学中は私の席の後ろで、いつも彼女の努力を見てきました。とにかく働き者、長く働いている

のに成績優秀、午後は実技室で練習していました。そしていつも気持ちのいい飲みっぷりで飲み会を盛り上げて

くれました。今後も努力を重ねてたくさんの患者さんを治療していくことと思います。こんな努力を重ねて患者さん

と向き合っている小池さんの治療を受けに、彼女のお店に行く日を楽しみにしています。 
  

――――――  同同じじくく治治療療院院勤勤めめのの足足立立昌昌広広ささんんををごご紹紹介介ししまますす。。  

足立昌広さんの卒後は週５、６日、治療院でマッサージと中国鍼を使い治療を

しています。 

肉体労働なので連続して治療に入ると身体はきついそうですが、治療の後に

患者さんから楽になった、ありがとうという言葉をいただいた時の喜びには代え

難いそうです。悩んでいる方と向き合い、楽しく生きる手助けができる治療家に

なることが目標だそうです。そのために休みの日は勉強会に参加し努力を続け

ています。そして氣について死ぬほど勉強したい！と教えてくれました。 

そんな足立さんから、現場では患者様の主訴を軽減できるか結果を求められ

ます。最初は皆初心者なので上手くできなくて当たり前ですが向上心を持って技

を磨き続け、仕事を楽しんでやることが大事だと思う。とメッセージをいただきました。 

鍼鍼灸灸ああんんままママッッササーージジ指指圧圧科科昼昼間間部部にに聞聞ききままししたた！！  

卒卒後後、、どどううししててるる？？  
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18歳～80歳くらい。女性が 8:2で圧倒的に多いです。美容鍼は比較的高めの年齢層が多く、若い人は少ない。

治療中に恋の悩み相談もあります。 

――――――  患患者者様様のの主主訴訴でで多多いいののははどどここでですすかか？？  

腰部から下肢痛、だるさがとても多いです。下肢のだるさは地方の車社会の特徴で、歩かないことに由来して

いると思います。もちろん肩こりや頸部のこりは、共通主訴かと思うくらいあります。 

――――――  開開業業日日ははどどううややっってて決決めめままししたたかか？？  

卒業式のときにもらった杉山神社の暦と太陰暦を合わせて決めました。2020年は

6月21日が一年のうちで最も運気が強く、陰陽消長、陰陽転化が顕著にみられる夏

至で日食がある日なので決めました。一応学校で教わったことも取り入れて決めま

した。  

――――――  開開業業ししてて、、良良かかっったたここととはは？？  

自分の力量次第の世界なので、良かったことより怖いことの方が多いです。 

勤務鍼灸師の経験がないので比較対象がありません。元の職業と比較するのであ

れば、自宅開業なので通勤しなくてもすむというところでしょうか。 

――――――  開開業業ししてて、、大大変変だだっったたここととはは？？  

資金繰りとかいう回答を期待した質問でしょうか。 

部屋の改装工事や庭のレンガの敷きなおしを自分ひとりでやった事。武漢ウイルスのおかげと天気が悪くて、

患者着、バスタオル、シーツの洗濯が間に合わない。ひとり毎にバスタオル、シーツを洗うのは大変です。毎日

の患者着のアイロンかけは重労働です。  

――――――  おお休休みみのの日日はは、、何何ををししてていいまますすかか？？  

草刈り、庭の手入れ。患者着のアイロンかけ。休みの日は設定していますが、電話があれば治療しています。

本当は勉強会に行きたいけれど、今年は軒並み中止か延期されているので、ちょっと計画からはずれていま

す。 

――――――  夢夢はは、、何何でですすかか？？  

開業した鍼灸院が潰れないこと。現実的すぎる回答かもしれませんが、現実は大事です。まずは、カルテは

100枚を目標にしています。夢は俺様流を確立すること。  

場所は茨城県霞ヶ浦の近く、本当に自然豊かな、まるでトトロの世界を

彷彿させるお庭や茅葺きの入り口。 

空気感も凄く良くて、ここに来るだけで気持ちが持ち上がり、身体の不調

も無くなりそう。そんな、治療院でした。(加藤) 

 

 

【【  角角田田志志麻麻ささんん（（ＳＳＨＨＩＩＭＭＡＡ鍼鍼灸灸院院  開開業業））鍼鍼灸灸科科昼昼間間部部卒卒  】】  

 西武池袋線石神井公園駅からほど近い静かな住宅街。7月 7日の七夕に開

業しました。治療室のほかに広々としたスペースがあり、「友人宅」にあがるよ

うな、ほっこりとした安心感があります。 

 40 代で出産、子育てをした経験から同じ子育て仲間の「相談役」に。地元で

自主保育などの活動をする中で、シュタイナー教育や野口整体を通じて心と

身体に興味をもち鍼灸師になりました。 
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 40 代で出産、子育てをした経験から同じ子育て仲間の「相談役」に。地元で

自主保育などの活動をする中で、シュタイナー教育や野口整体を通じて心と

身体に興味をもち鍼灸師になりました。 
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杉山鍼按診療所では、治療の練習をさせていただいたり、臨床のあれこれを先生方がとても親身に真剣に教

えてくださるので身が引き締まる思いで研修しているそうです。 

松野さんは、在学中はクラスの縁の下の力持ち。学校ではいつも白衣を着ていて、朝練など積極的に練習し

ていました。日々の努力を重ね、杉山鍼按診療所や学校で学んだことを生かし、たくさんの不調の社会人の方を

治療していってほしいと思います。 

 
――――――  最最後後にに、、おおおおににわわ整整骨骨院院にに就就職職ししたた清清水水直直子子ささんんををごご紹紹介介ししまますす。。  

清水直子さんの卒後は、柔道整復師のお兄さんの治療院

の元、正社員で週２日、また他２日は他の治療院で小児障が

い治療の勉強をしています。積聚治療を基本とし、３年間教

わったことを全て使って治療しています。 

患者様の主訴が少しでも良くなること、笑顔が見られること、

回数を重ねる毎に信頼関係を築いていけることが嬉しいそう

です。 

一方で、一週間後には症状が元に戻っていること、新卒も 10

年目も関係ないこと、そして、結構孤独…が辛いそうです。 

現場に出て、問診と診断が大事。原因を見極めること。そして、やっぱり脈診は大切！あと口鍼も? 

でも、何よりも寄り添えることが大事で、寄り添い方は患者さん１人１人違うということに気がついたそうです。 

今後は時間内でしっかりきっちり治療ができるようになること、私のファンを作る！！ことを目標にしています。 

在学中の清水さんはクラスの太陽のような方でした。温かい家族が迎える治療院で患者様のことを考え、寄り

添い、治療してくれる清水先生のファンは私だけでなく、どんどん増えていくことでしょう。 

紙面の関係で６人しか紹介できませんでしたが、クラス全員の卒後を紹介したいくらい皆さん自分の目標に向

かって頑張っていました。 

３年間、苦楽を共にしたクラスメイト全員がそれぞれの目標に向かって、患者さんに寄り添い治療する素晴ら

しい鍼灸あんまマッサージ指圧師になることを願ってやみません。そして私自身もがんばっているクラスメイトに

刺激を受けました。こうして切磋琢磨して成長していける仲間がいることに感謝です。 

みんな頑張ろうね！(ラッセル) 

 

 

 

 

 

 

 

「鍼灸レジデント」としてフルタイムで勤務している昼間部鍼灸科卒の東川さんと、「研修生」として週 1日通って学んで

いる夜間部鍼灸あまし科卒の北野さんに今の様子を伺いました。 

 

【【レレジジデデンントト：：鍼鍼灸灸科科昼昼間間部部卒卒  東東川川怜怜央央ささんん】】  

――――――  毎毎日日ののおお仕仕事事のの流流れれとと、、レレジジデデンントトななららででははのの仕仕事事をを教教ええててくくだだささいい。。  

 現在レジデントの在籍は 1 名です。毎日朝 8 時から治療室の準備、診療が開始したら先輩鍼灸師や医師の治療ア

シスタントを行います。抜鍼、灸頭鍼や直接灸などの施灸をし、患者さんのご案内や体の不自由な患者さんのお着替

北北里里大大学学東東洋洋医医学学総総合合研研究究所所でで  

活活躍躍すするるおお二二人人をを取取材材ししままししたた  
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足立さんは本当に心の優しい青年です。在学中でも臨床実習で見ていて、彼の丁寧な対応はたくさんの患者

さんを癒すことができるだろうと思いました。もうすでに患者さんと向き合い楽しく生きる手助けのできる治療家に

なる夢は叶えたと思います。氣の勉強を続け、これからも頑張ってください。 
 
――――――  次次はは開開業業準準備備中中のの小小倉倉ささんんををごご紹紹介介ししまますす。。  

小倉さゆりさんの卒業後、開業に向けて物件探しから始まりました。しかし、コロナ過で断念。現在は来年の

開業を目指して出張施術をしています。 

出張施術をしていて、初めての患者さんが鍼を打ちたいけれど以前体調を崩したことがあると言う方でした。

先生方から教わったことを思い出しながら試行錯誤、今では当たり前のように鍼を打つ施術を行うことができて

います。鍼人口を増やすことができて嬉しかったそうです。 

学校で教わった通り患者さんの話を聞くことが仕事のひとつだと現場で実感しました。将来は、話を聞いて体

も楽になれるように施術できる治療家になりたいという目標を持っています。 

まだ始まったばかりですが、卒業してから半年、とにかく動いて発信することでいろいろな偶然が重なって少し

ずつ道が開かれ前進できているような気がしているそうです。また、趣味の和太鼓と鍼灸とは無関係なアルバイ

トの刺激も楽しんでいるそうです。 

小倉さんは、入学前は教職についておられました。楽しいアイデアでいつも私たちを助けてくれました。小倉さ

んが趣味の太鼓を叩いている時の笑顔はこれ以上素敵な笑顔を見たことない、というぐらい輝き素敵でした。そ

の輝いた笑顔でご自分の治療院で患者さんを迎え入れ、治療をされていくことでしょう。私もその笑顔で迎えら

れる彼女の治療院に行けることを楽しみにしています。 
 

――――――  沖沖縄縄にに移移りり、、整整骨骨院院にに就就職職ししたた細細谷谷陽陽介介ささんんををごご紹紹介介ししまますす。。  

細谷さんは沖縄出身の奥様のお義父さんの立津整骨院で正社員として働いています。刺絡と局所への刺鍼

マッサージをしています。 

 患者様に楽になった、ありがとうと言葉をいただけた時は嬉しいそうです。大変なことは勉強、知識不足を痛感

する時だそうです。将来は不妊治療や美容鍼を軸にした鍼灸院を開業することが目標です。 

細谷さんから学生の皆さんへメッセージをいただきました。 

当然の事ですが現場で出会う患者さんは、臨床施設で施術した患者さんよりも、はるかに複雑で難解な主訴

をお持ちです。 

現在は新型コロナウイルスの影響で、多くの勉強会が延期・開催が見送られていますが、オンラインのセミナ

ーなどを利用し、可能な限り多くの人の身体に触れ、知識と経験を深めて欲しいと思います。 

学生の時にもっとやっておけばよかった…と、ほぼ毎日感じています。 

細谷さんは、入学前はカメラマンでした。クラス写真を撮る時は大活躍、とても才能のある方です。お互いの子

供たちの話や、いろんな話をしました。細谷さんの夢が叶いつつあるのでこれからも応援しています。沖縄に行く

機会がありましたらぜひ細谷さんの治療を受けに行きたいと思います。 

 
――――――  一一般般企企業業にに勤勤めめななががらら鍼鍼灸灸のの仕仕事事ももししてていいるる松松野野絵絵未未ささんんををごご紹紹介介ししまますす。。  

松野絵未さんの卒後は、入学前から働いていた一般企業で経理補助をしながら、杉山鍼按診療所で週 1 回

研修しています。 

最近のリモートワークの普及からモニターと向き合う時間も増え、調子の悪い人が増えています。不調の同僚

に治療もしているそうです。しかし、そのままにしている社会人が多いためそういう方を助けたいとゆくゆくは企

業と契約したいという希望を持っています。 

− 10 −
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病院も漢方医学に関しても歴史のある研究所であり、そのような環境で学べることはとても勉強になっています。

将来は、鍼灸師の母(東鍼校卒業)と一緒に薬店と鍼灸院を併設して、漢方養生鍼灸をご提案できる鍼灸院を開

業したいと考えています！  (大下) 

 

 

 

 

 

東洋鍼灸専門学校も東京都の新型コロナウイルス緊急事態宣言を受け、以下の対策授業を行っております。 

 座学に関しては、4月 6日(月)〜18日(土)まで課題授業、4月 20日(月)〜5月 2日(土)までは休校とし、再度 

5月 7日(木)〜29日(金)まで課題授業を実施いたしました。 

 課題は、6月開講後にそれぞれの教科担当教員に提出することとし、休校分は 8月に振替授業として実施いた

しました。 

 実技授業に関しては、5月初旬に YouTubeなどを使って実技の動画を配信、5月 15日(金)には大浦校長から

これからの授業方針を全生徒に向けて昼、夜 2回に分けて、オンラインにて説明いたしました。 

 6月初旬、東京都の緊急事態宣言も解除されましたので、実技室のパーテーションを開放したり、大教室を 

使用することで密を防ぎ対応を施し、実技授業だけを開始しております。 

 座学の対面授業も 6月 22日(月)から始めました。 

 10月より後期授業がスタートし、消毒の徹底と密にならない様注意を払いながら、通常授業を行なっており 

ます。 

現在も引き続き、発熱などで新型コロナウイルス感染が疑われる学生への対応をしております。 

 また、事情により通学出来ない学生には、条件をつけて自宅でのオンライン受講を認めております。 

 また、正面入り口で体温測定とマスクの有無を AIにより行なっております。 

 

以上現在までの状況です。 

 

コロナ禍、卒業生皆様のご自愛を祈念しております。 

 

 

 

令和２年２月１８日（火）第１回同窓会役員会開催を予定したが、中止した 

令和２年２月２０日（木）素霊先生墓前祭に参加 

令和２年３月２０日（金）「医黄集門」Ｎｏ．４９発刊、発行数 ７５０ 部 

令和２年３月２０日（金）卒業式には参加せず、校長先生より同窓会賞を授与していただく 

令和２年４月２９日（水）総会、講演会、懇親会は中止(延期) 

同同窓窓会会  近近況況報報告告  

学学校校かかららののおお知知ららせせ  
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えの手伝いや体位変換も行います。その他、ベッドメイクや備品の整理なども行います。ベッドが全部で 20床あり、一

日に来院する患者さんも数十名と多いため、広い治療室に気を配りつつ臨機応変な対応が求められています。 

――――――  ココロロナナのの影影響響ははあありりままししたたかか？？  

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、患者さんの数は一時期減りました。勉強会・抄録会の一部は、リモートでの参

加となりました。 

――――――  歴歴史史ののああるる研研究究所所でですすがが、、東東洋洋鍼鍼灸灸のの卒卒業業生生ととししてて所所属属ででききててよよかかっったた！！とと思思うう点点をを教教ええててくくだだささいい。。  

 在学中は多種多様な治療法や流派を経験できました。治療院で扱う程度の鍼灸技術や道具の扱い方などまでを、

一通り身につけられたと実感しています。自分が治療する時や見学する際にも、東洋鍼灸で学んだ「見取り図」があ

る程度頭に入っていることで、どの位置にある治療かわかると感じています。 

――――――  今今後後、、北北里里大大学学東東洋洋医医学学総総合合研研究究所所ででのの学学びびをを活活かかししてて取取りり組組みみたたいいここととははななんんでですすかか？？  

 「東洋科学の解明」です。 

 西洋科学の視点から鍼灸を解析するというのがメインの昨今、むしろ鍼灸の枠組みから鍼灸のボキャブラリーを用

いて現代を読み解く、西洋医学を読み解く、という作業が急務だと感じています。 

 漢方であろうと鍼灸であろうと、東洋医学だからこそできること、東洋医学にしかないもの、東洋医学が東洋医学た

る所以がおそらくそこにあると思います。例えば「身体と機能性」。相手の体に「技をかける」という徒手治療の基本的

観点から、その有用性を解析することができるかもしれません。 

 一つの技術分野が存続するためには、世界観、目的、方法論、その方法論を実現するための具体的技術、具体的

技術の確度を高めるための基本的要件（鍛錬法など）があるはずです。その整備が必要でありこれからの急務だと思

っています。 

 

【【研研修修生生：：ああママ指指科科夜夜間間部部卒卒  北北野野愛愛美美ささんん】】  

――――――  研研修修生生のの制制度度ににつついいてて教教ええててくくだだささいい。。  

 週 1 日の午前中 3 時間が研修で、研修担当の医師・鍼灸師のもとに治療の準備・抜鍼、灸頭鍼や直接灸な

ど診療補助をしながら学んでいます。また、医師で鍼灸を学ぶ研修生と合同で行う症例検討会や、古典勉強会・

英論文抄録会などに参加します。患者さんは研修の 3 時間のうち、平均 8 人くらい診ています。 

――――――  研研修修にに新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響ははあありりままししたたかか??  

 研修開始が 6 月になりました。また、症例検討会や勉強会・抄録会は、リモートでの参加となりましたがとても

充実しています。 

――――――  研研修修以以外外のの曜曜日日のの過過ごごしし方方をを教教ええててくくだだささいい。。  

 研修は週一日です。その他は学生時代から継続している薬店と、卒後 4 月から鍼灸院で働いています。薬店

では OTC 薬や二類の漢方薬について接客することも多く、良い経験になっています。鍼灸院では鍼以外に指

圧もみっちり教えてもらっています。 

――――――  鍼鍼灸灸院院ででもも働働いいてていいまますすがが、、違違いいをを感感じじるるここととははあありりまますすかか??  

 何より「東洋医学」という同じ方向性を向いている「医師」と「鍼灸師」が同じ場で治療にあたっていることは大き

な特色です。疾患名がついてからくる患者さんが多いことも特徴かもしれません。 

――――――  卒卒業業ししてて「「東東鍼鍼」」ととののつつななががりりをを感感じじるるここととははあありりまますすかか??  

 北里大学東洋医学総合研究所は卒業生も多く関わっており、伝統校ならではのつながりを感慨深く感じること

があります。研修生は現在 6 人。そのうち、先輩卒業生も含めて 4 人が東洋鍼灸専門学校卒です。 

――――――  今今後後のの展展望望をを教教ええててくくだだささいい。。  

 もともと、漢方薬に関心が強く、登録販売者の資格を取得して、3 年間の学生生活の傍ら実務経験を積んで管

理者資格に必要な要件をクリアしました。北里大学東洋医学総合研究所は、鍼灸治療はもちろんのこと、大学
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病院も漢方医学に関しても歴史のある研究所であり、そのような環境で学べることはとても勉強になっています。
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令和２年３月２０日（金）卒業式には参加せず、校長先生より同窓会賞を授与していただく 
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〇〇定定期期総総会会、、記記念念講講演演会会、、懇懇親親会会へへのの参参加加ににつついいてて  

来年も、同窓会総会等は４月２９日（昭和の日）に開催する予定です。お待ちしております。記念講演講師

等の詳細については、「醫黄集門」でお知らせするとともに、学校ホームページの中の同窓会のページにも掲

載します。 

〇〇同同窓窓会会費費のの納納入入ににつついいてて  

毎年の会費３，０００円は貴重な活動資金として大切に活用させていただいております。 会費未納の方に

振込用紙を同封いたしましたので、ご協力をお願いいたします。 

 〇毎年３月発行の機関誌「醫黄集門」と５年毎に発行している「会員名簿」は、会費を納入された方にお届け     

しています。 

 〇毎年秋に発行している「同窓会だより」は住所の登録されている会員全員にお届けしています。 

〇〇住住所所変変更更さされれたた場場合合はは、、必必ずず同同窓窓会会事事務務局局ああててごご連連絡絡くくだだささいい。。  

  

※※竹竹内内廣廣尚尚先先生生のの新新刊刊ののごご紹紹介介でですす  

   腰痛が劇的に治る運動法「「おおししりり歩歩きき」」  

   発行 アートデイズ(2020年 7月 10日) 

   定価 １,３００円＋税  

  是非、参考にして下さい。同窓会総務 

 

竹内廣尚先生からの一言 

同窓会の先生方が講演したり、一般の人の集まりにお話しする時に、 

身体の性格と疲れ、救急法などの参考になるので、是非とも活用してく 

ださい。 

 

 

 
 
 

第第５５７７回回東東鍼鍼祭祭ののおお知知ららせせ  

実行委員、自治会との協議の結果、コロナウイルス感染 

拡大防止のため、今年の東鍼祭は中止となりました。  

楽しみにしてくださっていた卒業生の皆様、 

大変申し訳ございません。                          

               東鍼祭実行委員長 富澤麻美 

同同窓窓会会かかららののおお知知ららせせ、、おお願願いい  
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試験区分 受験学科 願書受付期間 選考日 

社会人入試 (第 2回) 

高等学校推薦入試 

 高等学校指定校推薦入試 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科(昼・夜) 

 10月 1日(木) 

～10月 7日(水) 

10月 11日(日) 

9:40集合 

一般入試（A日程) 
鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科(昼・夜) 

 11月 2日(月) 

～11月 11日(水) 

 11月 15日(日) 

9:40集合 

一般入試（B日程) 
鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科(昼・夜) 

 11月 24日(火) 

～12月 2日（水) 

12月 6日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 1回) 
鍼灸科(夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科(夜) 

 1月 5日(火) 

～1月 13日(水) 

  1月 17日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 2回) 
鍼灸科(夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科(夜) 

 1月 25日(月) 

～2月 10日(水) 

  2月 14日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 3回） 
鍼灸科(夜)  2月 22日(月) 

～3月 3日(水) 
  3月 7日(日) 

※平日入試は 10月以降に開催致します。詳細は本校 WEBサイトにてご案内いたします。 
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卒業生の皆様から、「入学希望者」をご紹介いただきたくご案内いたします。本校にご興味・ご関心のあ

る方がいらっしゃいましたら下記担当までご連絡いただければ幸いです。ご紹介いただいた卒業生の皆

様には受験確認後、“お礼の品”をお送りさせていただきます。詳細は下記担当までお問い合わせくださ

い。 

        □入試事務局  03-3209-5436(代表) info@toyoshinkyu.ac.jp 

 

 

 

22002211年年 44月月入入学学生生募募集集      今今後後のの入入試試日日程程  

オオフフィィシシャャルルササイイトト「「卒卒業業生生開開業業治治療療院院 MMAAPP」」無無料料掲掲載載ののごご案案内内  

本校オフィシャルサイトにて「卒業生開業治療院 MAP」を公開中です。全国の治療院をお探しの方や

「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」にご興味をお持ちの方々への良質な保健提供に寄与しておりま

す。今後さらに充実したコンテンツとすべく、開業された先生方からのご連絡をお待ちしています。 

      □お問い合わせ窓口 03-3209-5436(代表)  info@toyoshinkyu.ac.jp 

 

受受験験生生紹紹介介制制度度ののごご案案内内  


