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第 11 回定期総会開催  

代表理事挨拶 

 代表理事 高橋養藏 

忙しい中、皆さんのご出席に感謝します。 

国の行政に関しては、厚労省が医療をどう考えているのか見えてきました。 

医療介護総合法案が国会を通り、ベッド数は 40 万床減らす、入院日数を削

減し 13 日以内に退院させる。さらに、医者の訪問診療報酬を 75％に減らすなど、医療費削減の方

向が明らかにされています。 

療養費への影響も当然でてきますが、患者の立場に立ち、減らさせない覚悟が必要だと思います。

委任拒否・同意書問題・併給問題など療養費申請への障害も増えると考えます。 

顧問弁護士の宮原さんが関わってくれた、岸イヨ裁判時の S61 年と H23（2011 年）の、日本の

総医療費を比較すると、委任拒否などの様々な制限がある中で、東洋医療は倍率が伸びています。 

医師  15 兆 6300 億円→ 38 兆 5850 億円（2.4 倍） 

柔整師    1400 億円→   4085 億円（2.9 倍） 

鍼灸師     51 億円→    352 億円（6.9 倍） 

マッサージ師  30 億円→    560 億円（18.6 倍） 

厳しい条件の中で伸びているのは、これはひと

えに国民が求めている医療であるということの証

であろうとおもいます。 

これからは、病院からは早く退院させられ、在

宅看護・介護となり、ますます往療マッサージの

要望が高まる。必要性の大きくなる医療だと確信

しています。100 万署名を進め、患者の声を集めて

世論として拡げていくことが必要です。 

他に方法があるでしょうか？ 例えば政治家を

使うと良いという考え方があります。金銭で何と
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かならないかと。過去に、とりあえず 50 万円出せばと言われたこともあり、断った経験がありま

す。前都知事が辞めざるを得なかったのは 5000 万円、みんなの党の渡辺議員は 8 億円。 

和田秀樹医師の著書『医学部の大罪』によると、製薬会社ノバルティ社は、血圧の薬を研究して

くれた 5 大学に 11 億 3290 万円出したということです。30 年以上も前の話です。私も加入してい

た業界団体・他の団体が合わせて 5000 万円を集めて政治家に渡したこともありますが、額が低い

のか全く効果はありませんでした。金銭で競争したら私たちはかなわないので、やはり、国民の声

を高めて世論の力を作り上げて突破するしかないと思います。 

先日、NPO 主催で小石川植物園に行ってきました。講師の緒方先生から「東海大医学部に東洋

医療専門の学部ができた」と聞きました。そういう目を持つ医師がいて専門の研究をする、という

貴重な話でした。1 回 4000 円で鍼灸の治療もしているが、保険ではなく自由診療。しかし、漢方

薬の分野では本格的に始めているそうです。これが各大学に普及すれば私たちに対する評価も変わ

ってくるかと思います。東洋医療を活用する社会を目指して、私たちも頑張りましょう。 

 

 

～来賓のご挨拶より～ 

保険証 1 枚で治療が受けられる制度へ 

協同組合兵庫県保険鍼灸師会 理事長 藤岡東洋男氏 

第 11 回定期総会の開催おめでとうございます。 

鍼灸マッサージの取り扱いは厳しくなっています。償還払い・同意書・再同意の拒否が全国

に広がっています。関西ではガリバーという審査会社があり、元警察官などが入っていて荒探

しをしています。ミスを見つけて自分の成績にするようなことをしていると聞いております。 

本来、出来ないはずの調査（患者や医師への照会）をし、それに伴って返戻もしています。

やりすぎのところまで踏み込んできているのが関西で進んでいます。昨年は申請書に施術師の

免許番号・患者の電話番号などの記載も求めるようになり、消費税も上がり、施術者は厳しい

条件を課せられています。 

7 月 1 日には生活保護法が一部改正され、今までは鍼灸師は登録制、マッサージ師と柔整師

は指定施術機関だったが、これが替り鍼灸師も指定施術機関となります。現在、協定の結び直

しをしていますが、県からの説明では「格上げになった」とのことです。差別化をなくしたと

いうことですが、今まで鍼灸は徹底した抑え込みだったが、なぜ変わったのか？今後、何かを

するための整備なのかもしれないので、これから探ってゆく必要があると思います。 

鍼灸マッサージの第 1 回審議会が開かれました。今までは柔整の会議の中に組み込まれてい

たのですが、これは新しい動きであり、少しずつ変化しているのを感じています。 

以前は西宮市・芦屋市では母子・父子・障碍者の助成がなかったところ、請願運動をして可

決するのに 12 年かかりました。今では協定を結んで団体受領委任ができるようになっています。

これは償還払いが進んでいる中で、良い意味で逆行している事例です。こういう動きを全体的

に広げることが必要だと思っています。 

東京の会員は、厳しい中で学術・技量の向上に励み、往療を広めるなど積極的に活動してお

り、保険の取り扱いにも積極的に取り組んでいることに敬意を表します。国民の会にも参加し
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ていただき、毎月の会議には高橋養藏さんにも出席していただいております。会報も 1 号がで

きましたが、その編集もお願いしました。 

現在、北海道から熊本まで運動が広がっています。署名は 1 万 6000 筆、ようやくポスター、

署名用紙ができ、今後はホームページ、パンフレットなどを総会までに作り上げていきます。

加入団体は 13、さらに増やしていきます。7 月 13 日に新大阪駅前の丸ビル新館にて、総会を

開催します。兵庫支部ができ、これから関東支部を作ると聞いており期待しています。最終的

に国会に請願し、法律を変えてもらい、保険証 1 枚で治療が受けられるようにしたいと願って

います。 

国会議員は足が速い。しっかり国民運動をしておかないと不整備な法改正になる恐れがあり

ます。法改正が実現すれば国民は喜び、私たちも心配なく仕事を続けられ、社会が良くなって

ゆくので三方良しです。みなさん、共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。 

 

 

政治的な力関係を変えるのは国民と手をつないだ運動 

顧問弁護士 宮原哲朗氏 

毎年、みなさんに会うのを楽しみにしています。お久しぶりです。 

今までの挨拶の中で「鍼灸療養費の取扱いは 1986 年から 7 倍にな

った」という話があったが、なぜなのかを冷静に分析する必要がある

と思います。 

10 周年記念誌への寄稿を求められました。私の原点は“併給の禁止”。

これを素人として疑問に思ったことです。西洋・東洋の良いところを

併せて患者を診ればよいのにと思いました。なぜ一方は駄目なのか？この実感を大事にしなけ

ればと裁判の中で考えました。 

鍼灸マッサージの保険を制限してきた歴史の問題点 

1. 明治の西洋医学万能の考えと戦後の欧米化の流れという歪められた歴史 

2. 柔道整復師との不合理な差別。法制度上は鍼灸の方が上なのに、法律上も運用上も鍼灸師が

差別されているのはなぜか？という疑問。 

3. 西洋医学と異なる医療効果がある。質の違う優位性がある。だから制度の歪みの中でも生き

残り拡大してきた。 

4. 併給の禁止は患者の健康を損なうという問題があります。西洋医療先行であり、同意書問題

も関係します。 

以上のような要素があります。しかし、東洋医療は生き残っています。国民の広く厚い支持

があるのは、独特の効果があるからで、効果がなければ国民は見捨てます。 

岸さんの裁判では、理論で攻めると相手は答えられなくなりました。しかし、それにも関わ

らず政策はなぜ変わらないのでしょうか？結論は政治的な力関係です。 

これを変えるには国民と手をつないだ運動しかありません。署名以外にもマスコミにも呼び

かけるなどの方法が必要です。現在進めている署名運動は遅い。数が少ない。ぜひとも立て直

し策を立てる必要があるのではないだろうかと思います。 
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懇 親 会 

 

山口充子理事の軽快な司会のもと、全員が一言ずつ発言しました。 

ご自分の地域のニュース、先輩への感謝、そして「お酒がおいしいからここ

に参加している。」という方まで、様々な発言がありました。 

閉会にあたって真船洋二理事から「良い懇親会でした」と挨拶があったよ

うに、終始アットホームな雰囲気で、笑いとユーモアに包まれたひと時でした。 

「これがこの会の良いところ…」と誰かの声も聞こえていました。 

まだまだ話し足りないメンバーは２次会に繰り出したようです。同業者どうし、

ざっくばらんに話しのできるこのような機会は貴重です。次回はぜひ皆さんご参

加ください。 

 

 

第 11回総会に於きまして新理事体制が決まりました。(新理事のみ写真掲載・名称略) 

各理事の役割と抱負等については、6 月 15 日に行われる新役員による第 1 回理事会開催以後、次号事

務局通信に掲載させていただきます。新理事体制は以下のとおりです。 

代表理事  高橋養藏 

理事（ｱｲｳｴｵ順）相葉計佳、荒木文雄、岩下幸卯、小川栄吉、草薙和春、佐渡智哉、清水一雄、高橋博、

高橋養藏、武井百代、丹下佐隆、土屋幸弘、橋本利治、松尾洋子、松本泰司、真船洋二、山内恵美子、

山口充子、吉永里恵 （新理事 7 名・退任理事 3 名、詳細は次号掲載） 

監事    久下勝通・黒川邦日兒 
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ＮＰＯ法人医療を考える会主催 薬草園散策 
山口充子 

H26 年 5 月 11 日 10 時 30 分から小石川植物園へ散策に行

きました。当植物園の正式名称は、「東京大学大学院理学系研

究科付属植物園」といいます。歴史は古く、徳川幕府により

設置され 370 年以上になります。 

 

これまで薬草園の見学は、天候の関係で予定が中止になっ

た経緯がありましたが、今回は天候にも恵まれようやく決行

出来ました。 

緒方勝行講師の案内で、広大な敷地の中、初夏の美しい木々、

つつじや藤、シャクヤクの花が、あざやかな色で楽しませて

くれました。 

子供 3 名を含む 19 名が参加。のんびりと植物のかおりを味わったあと、椎の大木の木陰や、草

の上でのお弁当は、自然の中で食べたせいか大変おいしかったです。 

入口近くに大きなソテツがあり、緒方講師から詳しい説明がされました。ソテツは一本の木の中

に雌雄が備わっていて繁殖をしているそうで、ソテツの花の部分を詳しく見せてくれました。 

 

イチョウの木は雌雄に分かれていて、当植物園の雄木からは精子が発見されました。また、乳房

のようなふくらみを持った雌木も初めて見ることができました。 

 

私たちの身近なところに様々な木や草・花が薬草として研究され、その球根・茎・花びらが人々

の体に適した薬として生かされてきたことを、一つ一つていねいに活き活きと話される、緒方先生

に、改めて人間が自然と共生してきた姿を教えていただきました。 

 

薬も量を間違えると毒にもなります。貴重な薬草が営々と研究され探求された歴史が、安く大量

に生産する製薬会社の商業主義に埋没させられようとしているようにも感じさせられたひと時で

した。 

 

入口でわたされたリーフに、国の予算が削られ、温室の建て替えもままならない状況に寄付を求

めているのには唖然とさせられましたが、何度も足を運びたい場所です。 
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著書紹介 

里山資本主義 
エネルギーも食料も地産地消をめざす 

 石油はもちろん石炭も産出しない国ですが、

脱原発を憲法に掲げて、自国の木材資源をエネ

ルギーとして活用し、国民の一人当たりの国内

総生産は日本を上回るという、オーストリアと

いう国を初めて知りました。 

 経済安定のために、自国の木材資源をエネル

ギーとして活用する技術革新に国を上げて取

り組み、電気も燃料も自国の木材資源で賄う国

をつくり上げています。 

また、日本でも岡山県真庭市は、地域資源を

活用せずに地域の活性化はありえないと、地域

の資源である木材の活用、木質バイオマス発電

により活発な経済活動を作り出しています。 

安全の問題でも、費用の問題でも、どれだけ

の負担を抱えるのかわからない原発にしがみ

つく、政府の対応が時代遅れであり、技術革新

の新しい世界が進みつつあるのを教えられた

のが「里山資本主義」（角川新書 781円）です。 

里山資本主義の基本は地産、地消です。エネ

ルギー、食糧、水など自国の地域資源の徹底し

た活用を目指して技術革新をすすめる地域つ

くりです。 

マネー資本主義の限界 

 著者の藻谷浩介氏は現在の日本の現状につ

いて次のように分析しています。 

『マネー資本主義の勝者として、お金さえあ

れば何でも買える社会、自然だとか人間関係だ

とかの金銭換算できないものは、とりあえず無

視していても大丈夫、という社会を作り上げて

きたのが、高度成長期以降の日本だ。 

 ところが繁栄すればするほど「食料も資源も

自給できない国の繁栄など、しょせん砂上の楼

閣ではないか」という不安が、心の中に密かに

湧き出す。』 

 『このようななかでの東北大震災、福島原発

事故の放射能汚染による深刻な打撃であり、さ

らに、南海ト

ラフや富士山

噴火による災

害問題も予想

され、不安は

増幅をかさね

ています。』 

 『お金が最

も大事という

「マネー資本

主義」的発想

で考えるなら

ば、不安解消

策はどのような方向になるのだろうか。出てく

るのは、日本の「マネー資本主義の勝者」とし

ての地位を、いかなる形をもってしても回復し、

その金の力をもって土木工事で自然災害を封

じ込め、周辺国には軍事力を強化して毅然と対

峙する、というマッチョな方向だ。』 

 『そこで出てきたのが「アベノミクス」とい

う、公共投資の大盤振る舞いによる「国土強靭

化」と、金融緩和→インフレ誘導による景気刺

激の組み合わせだった。このマッチョな選択は、

保守が聞いて驚く社会実験的な施策で、マッチ

ョ的な発想のゆえの無理や、その結果としての

不安点が多すぎる。』 

本当の経済問題の解決へ 

 「アベノミクス」というマネー資本主義的な

対応でなく、日本経済、日本社会の再建の方向

を示しているのが「里山資本主義」です。新し

い技術を取り入れ、その地域にある資源を活用

し、その地域を活性化する経済政策です。 

木屑で発電 

岡山県真庭市で製材所経営をしている中島

さんは、木材の利用について研究し、1997年に

1時間 2000キロワット発電の「木質バイオマス

発電」を設置し、経営改善に取り組みました。 

工場で使用する電力を 100％自家用発電でま

かない、夜間は電力会社へ売電できます。 

現在では電気代年間 1億円が節約でき、売電
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著者紹介 藻谷浩介 

（株）日本総合研究所調査部主席研究員。 

（株）日本政策投資銀行特任顧問。2000 年頃より

地域振興の各分野で精力的に研究・著作・講演を行

う。平成合併前の約 3200市町村の 99.9％、海外 59

ヶ国を概ね私費で訪問した経験を持つ。その現場で

の実見に、人口など各種統計数字、郷土史を照合し

て、地域特殊性を多面的かつ詳細に把握している。

著作「デフレの正体」角川文庫は 50 万部のベスト

セラー。他に『実測！ニッポンの地域力』日本経済

新聞出版社 

NHK 広島取材班 井上恭介：夜久泰裕 

2,011 年夏、中国山地の異様に元気なおじさんた

ちの革命的行動に衝撃を受け、藻谷浩介とタッグ

を組んで「里山資本主義」という言葉を作り、1

年半にわたって取材、制作を展開。 

 

 

 

 

 

著書の構成 

とても紹介しきれない内容ですので、著書の構

成をお知らせします。２１世紀の新たな経済改革

の方向が理解できる著作です。 

第一章 世界経済最先端、中国山地、原価０円か

らの経済再生、地域復活。 

第二章 21 世紀先進国はオーストリア。ユーロ危

機と無縁だった国の秘密。 

中間総括 マネーに依存しないサブシステム。 

第三章 グローバル経済からの奴隷解放。 

費用と人手をかけた田舎商売の成功。 

第四章 “無縁社会”の克服、福祉先進国も 

学ぶ“過疎の街”の知恵。 

第五章 「マッチョな 20世紀」から「しなやかな

21世紀へ」課題先進国を救う里山モデル。 

最終総括 「里山資本主義」で不安・不満・不信

に訣別を、日本の本当の危機・少子化へ

の解決策。 

収入が 5千万円、しかも発電燃料の木屑の産業

廃棄物処理費用として、年 2億 4千万円の費用

がかかっていたものがゼロになり、年間 4億円

の利益を生み出しています。建設費は 10 億円

かかっているが採算は十分合うとのことです。 

現在、真庭市では、地元の林業、製材業の組

合など 9団体が共同出資の新会社「真庭バイオ

マス発電株式会社」を設立し、41億円の建設費

で 1時間 1万キロワット発電の「木質バイオマ

ス発電」を計画し、斜陽の製材業を活性化し、

地域を活性化する動きがはじまっています。 

また、木材の利用は発電だけでなく灯油にか

わる燃料として利用が始まっています。さらに、

自国の木材を建設資材として本格的に活用す

るための CLT(ｸﾛｽﾗﾐﾈｲﾃィﾄﾞﾃｨﾝﾊﾞｰ）の研究が、

オーストリアに学びすすめられています。 

 自国の木材資源の活用を怠ってきた日本で

すが、新しい技術を取り入れ木材資源活用が実

現すれば、林業や製材業に関係した各地方の経

済活性化は飛躍するでしょう。 

ヨーロッパは木造高層建築が始まる 

 本格的な木材の活用が事例で紹介されてい

ます。木材の活用、CLT 板を直角に貼り合わせ

る事で建材強度が飛躍的に高まり、木造 5 階 6

階というビルがオ－ストリアの各地で建設が

進み、ロンドンには 9階建ての木造ビルが建築

されたということです。 

 オーストリアは石炭も石油もない国ですが

脱原発を憲法で掲げて、自国の木材資源のエネ

ルギーとしての利用、建築資材としての利用の

技術革新に国を上げて取り組み成功していま

す。オーストリアの実情は、日本では考えられ

ない変化がおきています。 

 著者は次のように言っています。「オースト

リアと同等以上の森林資源に恵まれ、人口規模

も類似している北海道、東北、北関東、北陸甲

信越、四国、九州などで同様の路線を追求する

こと事は不可能なのか、よく考えてみるべきだ。

できないはずがない。」 

久下 勝通
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コミュニケーションの為の健康トーク 

事務局 松本泰司 

訪問で施術を行う時、他の医療サービスに比べ有利と思われるのは、比較的時間に余裕があり、

患者さんとのコミュニケーションの密度を高め易いことです。 

 

お年を召した方が、同じ事を何度も言うのは、『言ったと云う行為』を忘れてしまっている事に

加え、『自分の事をもっと理解して欲しい』と云う欲求の現れと思われます。 

すべて丁寧に傾聴していると、施術の進行に影響が出ますので、話の切り替えに健康情報を上手

に使いましょう。それには、患者さんが関心を持つ情報を仕入れておくことが重要です。 

まず、高齢者が気にしている事の上位に、認知症への恐怖があります。『いつまでも

健康な脳を維持する為にはどうすればよいか』。この話題を振ってみますと、同じ内容

を話し続ける患者さんの方向転換を図ることが可能です。ただ既に認知症の症状が出現

している患者さんには、この話題は逆効果になりますので気を付けて下さい。 

 

東京都健康長寿医療センターによる経年追跡調査で、エビデンスに基づいた認知症予防法のうち、

有効なのは有酸素運動だけでした。 

サプリメントの摂取や、ゲームの Wii Fit 運動は全く効果がなく、東北大学の

川島隆太教授の『脳トレ』はサンプル数が少なく、評価対象からは外れました。 

有酸素運動にはウォーキング・ジョギング・エアロビクス・適度の水泳などがあ

ります。一番入って行き易いのがウォーキングです。 

ウォーキングはケガの発生頻度が少なく、何より安全でお金が掛かりません。問題なのは継続の

為のモチベーションの維持だけです。歩行の際に重要なチェックポイントは歩幅です。 

通常健康な一般の人では、身長（㎝）×0.37、又は身長（㎝）－100 位です。 

 

歩幅は普通を中心に 3 つの群（広い・普通・狭い）に分けます。他の要因の影響を調整して、

認知機能低下のリスクを調べたところ、歩幅の狭い群は広い群に比べ約 3 倍のリスクがありました。 

有酸素運動は週に 2 回以上、1 回 20～30 分程度の運動が効果的とされています。有酸素運動に

より全身の血液循環が促進され、脳への血流量が増えるため、判断力に関係する前頭葉や、記憶を

主る海馬の代謝が促進されます。 

その他にも高血圧・糖尿病・肥満・動脈硬化の進行を防ぎ、生活習慣病からくる脳卒中のリスク

軽減に有効です。 

又、寝たきり状態の患者さんには、介護をしている家族の方に「仰向けに寝かせる時間が長いと、

舌を喉の奥に巻き込んだ状態が続くので、舌が委縮して発語が出来なくなる」「可能であれば一日

何時間か座位をとらせて下さい」とアドバイスをしてあげましょう。 

健康学習を通して生活習慣が改善され、患者さんの健康寿命が延びることは、

介護を担当する援助者の負担軽減に直結します。 

患者さんに提供する情報の引き出しを多く持つ事は、慢性病に対する受療姿勢

のマンネリ化を防ぐのに有効であり、モチベーションの維持につながります。 
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療養費ソフト新バージョンのお知らせ 

入金管理機能をリリースします。 
 

※ 入金管理機能を希望されない場合は、バージョンアップ不要です。 

 

 月末に会員宛に支給明細に合わせて、支払いデータを USB メモリで送付します。 

   支給明細の USB メモリ搭載は希望者のみとします。 

希望される場合は事務局へご連絡ください。（6月支給分より） 

USB メモリで新バージョンを送付します。 

PCに支払通知書データを入力することで、提出した申請書の入金状況がわかります。 

 

 例えば、こんなことがわかるようになります 

 

   

 

 

                            

 

ご注意いただきたいこと 

  

 

 

 

 

 

 

 

※申請書の簡単作成手順の紹介をシリーズで掲載します。（別紙） 

 その他機能改善 

  ・施術場所が 2か所になる場合の往療明細の入力 

住所 2 が入力できるようになりました。使用される場合事務局までご相談ください。(マニュアルは

現在作成中です) 

  ・受給者負担額が手記入で修正できるようになりました。 

（注意）一部のウィルスチェック（ノートン等）で、メニュープログラムが自動で削除されるという現象が

発生しています。この問題の対処方法が明確になるまで、インターネットによるバージョンアップを

停止します。 

・3月に提出した申請書は一部支払われたが、支払われていないものがないか。 

・××組合は支払いが遅いが、過去には何か月後に支払われたのか 

・A さんの 2月分は支払われていないようだがどうなったか 

・Ｂさんの支払額は申請額と違うようだが 

                                  など 

〇当会のソフトを使用し、USB メモリで申請書データを提出いただいていること。 

 USB メモリの返却は支給明細と同時（月末）になります。（希望者のみ） 

〇手書きでの申請書、他ソフトをされている場合は本機能の利用はできません。 

〇申請書作成時、過去データを上書きしている場合は、この機能は利用できません 

   （別紙申請書の簡単作成手順を参考にしてください） 

〇支給データは、原則当該月の支給データです。希望があれば過去 1 年分までのデ

ータをご提供します。ただし、データ量が多い場合は処理時間がかかります。 
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保険申請の入金管理管理ができるようになりました 

〇支給通知書を取り込みます    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇入金状況は管理表でも確認できます。 

  管理表は、施術年月単位又は請求年月単位で出力できます。 

 管理表の印刷機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入金があった場合 

支給年月/支給額が表示 

入金されていない場合、

空白のまま 

管理表は施術年月毎に 

も出力できます。 

合計も表示されます 

支給されたものは 

 レが付きます 

施術した年月 
申請した年月 

支給額 

支給額（通常は請求額と同じ） 請求額 
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『健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会』総会開催予定 

この会は、誰もが保険証を提示すれば鍼灸マッサージが受けられる『受療権』を行政に認めさせ

るために結成されました。西洋医学と同じように、伝統医学が受けられれば、国民の福祉に多いに

貢献できます。それを実現するのが 100万人署名活動です。 

H26年 7月 13日（日）に新大阪駅前の丸ビル新館にて総会を開催致します。 

国民の会は、【医療は国民が選べる】と云う健康権を掲げて、患者・国民の立場から署名運動を続

けて行きます。 

 

 

  

６月の締め切り 

3日（火）の必着でお送り下さい。保険者の締め切りは通常通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A： この受給者証は鍼灸・マッサージ治療の医療助成の対象外です。主に難病の方の受給者証です。東

京都の 都 に当たる扱いのようです。 都 については通信１１８号に詳しく載っていますのでご覧く

ださい。 

 

 

 

 

質問コーナー 

Ｑ：神奈川県の患者さんで、特 の受給者証（神奈川

県 特定疾患医療受給者証）をお持ちの方がいます。

障害者と同様に医療助成を受けられるのでしょう

か？ 

？  
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H26 年 6月                   7 月 

1 日 介護保険研修会（10：30～12：30）  1 火  

2 月  2 水  

3 火 申請書〆切 3 木 申請書〆切 

4 水   4 金  

5 木  5 土 申請業務 

6 金 申請業務 6 日  

7 土  7 月  

8 日 在宅ｹｱ学習会（PT 井上美幸） 8 火  

9 月  9 水  

10 火 事務局通信投稿〆切 10 木 事務局通信投稿〆切 

11 水  11 金  

12 木  12 土  

13 金  13 日 100 万署名「国民の会」総会（大阪） 

14 土 NPO理事会（14：00～16：00） 14 月 事務局会議（13：00～14：00） 

15 日 10 周年記念委員会・理事会（15：00） 15 火  

16 月 事務局会議（13：00～14：00） 16 水 通信・ＵＳＢ等の発送 

17 火 通信・ＵＳＢ等の発送 17 木  

18 水  18 金  

19 木 100 万署名会議（京都）／保険部会 19 土  

20 金  20 日  

21 土 社教館利用者懇談会（14：00～） 21 月 海の日 

22 日  22 火  

23 月  23 水  

24 火  24 木  

25 水  25 金  

26 木  26 土  

27 金 支給明細などの発送 27 日 10 周年記念委員会（13：00～15：00） 

28 土  28 月  

29 日   29 火 支給明細などの発送 

30 月 療養費の振り込み  30 水  

    31 木 療養費の振り込み 

 

申請業務  休業日 

 

 

 


