
第15 回
マッサージセミナー

会 期 2021年９月24日（金）・25日（土）

テーマ 盲人マッサージの技能向上・科学性・

市場競争力強化の推進と協働

世界盲人連合アジア太平洋地域協議会

主催 社会福祉法人日本盲人福祉委員会

共催 世界盲人連合アジア太平洋地域協議会（WBUAP）マッサージ委員会

助成 大阪府民共済生活協同組合/埼玉県民共済生活協同組合/こくみん共済

coop＜全労済＞

協賛 筑波技術大学/日本視覚障害者団体連合/株式会社フレアスほか

後援 厚生労働省/日本盲人社会福祉施設協議会/ 全国盲学校長会/東京都盲人

福祉協会/日本あん摩マッサージ指圧師会/全日本鍼灸マッサージ師会

お申込み・問い合わせ先

E-mail massage2021@ncwbj.or.jp

https://www.15wbuap-rms.jp

オンライン
３ヵ国語対応 日・英・中

プログラム ◉基調講演 講師：矢野忠（明治国際医療大学学長）

◉各国・地域カントリーレポート／研究発表（15演題）

◉マッサージチャンピオン紹介／文化交流／etc

韓国/タイ/台湾/中国/バングラデシュ/フィリピン/

ベトナム/香港/マレーシア/ミャンマー/モンゴル/日本

参加国・地域
（五十音順）

日本盲人福祉委員会事務局
東京都新宿区西早稲田2 -18 -2

オンデマンド配信 9/27-10/31



世界盲人連合アジア太平洋地域協議会 
第 15回WBUAPマッサージセミナー（オンライン）開催要項 

 

１．開催日時  令和 3年 9月 24日(金)～9月 25日（土） 

        午前 10時 30分～午後４時 45分 

＜オンデマンド配信期間＞ 

令和３年９月 27日（月）～令和 3年 10月 31日（日） 

２．目的 

視覚障害者にとってマッサージは我が国のみならず国際的にも、特にアジア諸国においては最も

有力な専門職である。世界盲人連合アジア太平洋地域協議会では、1991 年から２年毎に各国持ち

回りでマッサージセミナーを開催し、視覚障害マッサージ師の資質向上に努めてきた。我が国にお

いてはその第２回（1993 年）、第８回（2006 年）に続き、第 15 回を主催する こととした。開

催形態は新型コロナ感染症の拡大に鑑みオンラインとし、各国におけるマッサージ業への影響に

ついて情報を共有し、今後の視覚障害者の職業自立の方策について意見を交換する場とする。 

３．テーマ 

盲人マッサージの技能向上、科学性、市場競争力強化の推進と協働 

４．会場及び所在地 

＊配信会場   

東京都盲人福祉センター研修室 ( 東京都新宿区高田馬場１-9-23) 

＊サテライト会場・国内   

   京都ライトハウス ( 京都市北区紫野花ノ坊町 11) ほか  

＊サテライト会場・海外   

中国、韓国、モンゴル、ベトナム、マレーシアほか 

５．対象地域 

日本全国及びアジア各国・地域 （中国、台湾、韓国、モンゴル、タイ、マレーシア、 

フィリピン、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー） 

６．参加対象 【参加費無料】 

マッサージを生業とする視覚障害者、理療教育関係者、視覚障害当事者団体ほか 

７．主催・共催 

＊主催 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 

＊共催 世界盲人連合アジア太平洋地域協議会（WBUAP）マッサージ委員会 

８．助成・協賛・後援等 

＊助成 大阪府民共済生活協同組合、埼玉県民共済生活協同組合、こくみん共済 coop＜全労済＞ 

＊協賛 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、国立大学法人筑波技術大学、株式会社フレアス 

＊後援  厚生労働省、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会、全国盲学校長会、公益社団法人

東京都盲人福祉協会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、公益社団法人全日本

鍼灸マッサージ師会ほか 

＊協力  社会福祉法人京都ライトハウスほか 

９．日程 

 第 1 日 ９月 24 日（金）  

 9：30～ 受付（ログイン開始） 

 10：30～11：00 開会式  

11：00～12：00 基調講演  



12：00～13：30 ― （昼食・文化交流）－   

13：30～14：30 カントリー／リージョンレポートⅠ (１カ国 10 分 ) 

14：30～15：00 ― （休憩・文化交流） ―  

15：00～16：00 カントリー／リージョンレポートⅡ  

16：00～16：45 各国のマッサージ・チャンピオン紹介 

 第２日 9月 25日 (土)  

9：30 ～ 受付（ログイン開始）  

10：30 ～ 10：40 開会挨拶  

10：40～11：40 研究発表１ 

 11：40～13：00 － （昼食・文化交流）－  

13：00～14：00 研究発表２  

14：00～14：30 ― （休憩・文化交流） －  

14：30～15：30 研究発表３  

15：30～16：00 ― （休憩・文化交流） －  

16：00～16：45 閉会式. 

  （併行開催） 

   13：00～15：00  WBUAPマッサージ委員会 理事会 

１０．参加申し込みはこちらから 

    https://qr.paps.jp/NBGWg 

１１．お問い合わせ先 

日本盲人福祉委員会事務局 

住所：〒169－0051 東京都新宿区西早稲田 2－18－2 

電話：03－5291－7885  FAX：03－5291－7886  

メールアドレス：massage2021@ncwbj.or.jp 

 

 

https://qr.paps.jp/NBGWg


 

 

第 15 回 WBUAP マッサージセミナー 
盲人マッサージの技能向上、科学性、  

市場競争力強化の推進と協働  
 

 

2021 年 9 月 24 日（金）、25 日（土） 

10：30～16：45 

 

 

 
 
 

 

プログラム  
主 催 社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

共 催 世界盲人連合アジア太平洋地域協議会（WBUAP）マッサージ委員会 

助 成 大阪府民共済生活協同組合/埼玉県民共済生活協同組合/ 

こくみん共済 coop＜全労済＞ 

協 賛 国立大学法人筑波技術大学/社会福祉法人日本視覚障害者団体連合/   

株式会社フレアスほか 

後 援 厚生労働省/外務省/社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会/全国盲学

校長会/公益社団法人東京都盲人福祉協会/公益社団法人日本あん摩マッサ

ージ指圧師会/公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会 

協 力 社会福祉法人京都ライトハウス/株式会社アメディア/みみよみナレーショ

ン事務所ほか 



1 日目［9 月 24 日（金曜日）］ 

 

9:30-      Zoom ウエビナー オープン 

     参加者のログイン開始 

  各国への呼びかけ・音声確認 

10:30-11:00 開会式 

・歓迎の言葉 組織委員会委員長 笹川吉彦 

・祝辞    厚生労働大臣   田村憲久（メッセージ） 

・祝辞    WBU   会長   マーティーン・エイベル・ウィリアムソン  

・祝辞    WBUAP 会長    李慶忠 

・開会の辞   WBUAP マッサージ委員会 委員長 王永澄 
 

11:00-12:00 基調講演   

  「21 世紀は手技療法の時代 ～触れる（タッチ）の効果について～」 

   講師：明治国際医療大学 学長 矢野 忠 先生 

座長：藤井 亮輔 氏 
 

12:00-13:30 昼食・文化交流プログラム 
 

13:30-14:30 カントリー・地域レポート 1   ：東アジア 

座長：指田 忠司 

 ・モンゴル モンゴル盲人連合   会長 ゲレル・ドンドヴドルジ 

 ・韓国  大韓按摩師協会    会長 イ・オッキョン 

 ・中国  中国身体障害者連合会 職業サービスセンター 

盲人マッサージ管理部  部長 ユ・ビン 

 ・香港  香港盲人援護協会 職業リハビリテーション 

       部長 ショーン・フォン 

 ・日本  日本盲人福祉委員会  理事長 竹下義樹 

   質疑応答 
 

14:30-15:00 休憩 
 

15:00-16:00 カントリーレポート 2   ：東南アジア 

座長: ペチャラット・テチャワチャラ 

 ・フィリピン フィリピン盲人連合副会長 ビクター・レスコーバ 

 ・ベトナム ベトナム盲人協会 副会長 ディン・ベト・アン 

 ・マレーシア マレーシア盲人協議会   ノリマ・アーマッド 

 ・タイ  タイ盲人協会    会長 エカモル・ペシアナンほか 

 ・バングラデシュ 視覚障害者教育リハビリテーション開発機構 

        マブー・アサン 

 

16:00-16:45 特別イベント 各国マッサージチャンピオンの紹介 

   座長：前田 智洋 

 



2 日目 [9 月 25 日（土曜日）]  

 

9:30   Zoom ウエビナー オープン 

  参加者 ログイン開始 
 

10:30-11:40   研究発表 1  《経営・臨床》 

座長: 足達 謙, 前田 智洋 
 

発表 1（経営）  

新型コロナウイルス感染拡大のマッサージ業に及ぼす影響に関する調査 

藤井 亮輔（日本） 
 

発表 2（臨床）   

視覚障害者による小児医療マッサージの現状と課題 

XU Xian-nu（中国） 
 

発表 3（臨床）    

眼精疲労症候群に対するマッサージ療法の有効性に関する研究 

近藤 宏（日本） 

 

発表４（臨床） 

不眠症に対する子午流注を用いた推拿の効果 

GAO Pei-you（中国） 
 

発表５（臨床） 

頚椎が関与する老年性痴呆症に対し内静外動気功推拿と経絡点を用いた 

臨床報告 

Liu Lili（中国） 
 

質疑応答 

 

11:40-13:00 昼食・文化交流プログラム 

 

13:00-14:00 研究発表 ２  《臨床》 

座長: 足達 謙, 近藤 宏 
 

発表６（臨床） 

胸椎椎間関節症患者 38 例に対する按動療法の治療効果 

SUN Hui-min（中国） 
 

発表 7（臨床） 

変形性膝関節症に対する按動療法がもたらす臨床効果の検討 

QU Yi （中国） 

 



発表 8（臨床） 

按動療法による五十肩の疼痛軽減と機能回復の臨床的観察 

WU Jian-cong （中国） 
 

発表 9（臨床） 

肩関節の痛み・可動域制限に対するマッサージ療法の有効性に関する研究 

菅原 寿彦（日本） 
 

発表 10（臨床） 

顎関節症に対する体外マッサージ整骨療法の治療効果 

Gaoliang Ma （中国） 
 

  質疑応答 

 

14:00-14:30   休憩 

 

14:30-15:30 研究発表３  《教育》 

座長: 足達 謙, 近藤 宏 
 

発表 11（教育） 

あん摩・指圧における押圧動作時の圧力と姿勢の関連 

村田 愛 
 

発表 12（教育） 

私立大学における視覚障害者を対象とした職業教育の実践と研究 

Wulin Rao 
 

発表 13（教育） 

視覚障害者のためのマッサージ訓練におけるパートナー教育法の実践について 

Wang Hongbo 
 

発表 14（教育） 

視覚障害者のためのマッサージ訓練についての総括的提言 

Pham Xuan Truong 
 

発表 15（教育） 

手技療法教育における身体診察の重要性 

緒方 理絵 
 

質疑応答 

 

15:30-16:00 休憩 

 

 



16:00-16:45 閉会式 

・セミナー総括  WBUAP マッサージ委員会 委員長 王永澄 

・WBUAP マッサージ委員会 20 年のあゆみ 

     WBUAP マッサージ委員会 創設委員長 グレース・チャン 

・マッサージ模範店の発表 

WBUAP マッサージ委員会 副委員長 シュン・クォ・ヤン 

・第 16 回 WBUAP マッサージセミナー開催国発表  

WBUAP マッサージ委員会  委員長 王永澄 

・閉会の挨拶 第 15 回 WBUAP マッサージセミナー実行委員会 

委員長 竹下 義樹 

 

----------------------------------------------------------------------- 

13:30-15:30     WBUAP マッサージ委員会 理事会  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


