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在 宅ケア研 修会  

「ここちよい温かさ・・・鈴木暹先生による陶器灸」 

在宅ケア相談役 田中榮子 

10 月 12 日在宅ケア研修会は、講師に静岡の鈴木暹先生をお招き

して行われました。先生は静岡県伊豆で、『NPO 法人けんこう IZU』

を設立され、広く御活躍中です。 

陶器を用いた温灸器（陶器灸）は、奥様と研究、開発され、自治

体や地域の団体等に東洋医療の普及活動として広げておられます。 

はじめに、陶器灸についての説明と使い方から入りました。瀬川

氏は『けんこう IZU』の会員でして、助手をして下さいました。 

小さな湯呑み茶わん位の陶器に、熱した小さな炭を入れます。    鈴木 暹（ノボル）先生 

間もなく熱は陶器に伝わります。それを当てたい穴（ツボ）や患部に押し当てます。この時、皮膚

上にハンカチかガーゼを置き、その上に陶器灸の底の部分を当てていきます。 

 この日はカゼの時、肩こりの時、腰痛の時と、ポイントの穴に

シールを張ってから、順々と穴に充てていきました。 

一か所に大体 3 回位当て、ツンとくる熱さになったら、やめるよ

うにとのこと。 

 肺経（呼吸器系）の穴、魚際から陶器を静かにおいて保持して

いますと、じんわりと温かさが伝わり気持ちがよくなります。艾

による灸時のような煙が出ません。 

（陶器灸に火のついた炭を入れます） 

「ウァー気持ちいい、結構熱さ伝わるね」など言いながら、腰痛の穴を・・・・・と、やっていき

ました。 

 一つの小さな炭が、この陶器に入れると、一時間位温かさがもちます。陶器でお灸が出来るよう

になるには、奥さんと試行錯誤で大変だったのでは、と思われました。 

 質問タイムでは、どんな状態の患者に行ったらよいか、筋無力症にもよいか等が出されました。 
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 先生からは、お灸で温められ、血の廻りが

良くなってカゼが治ったり、腰痛、膝痛等も

軽くなり、癌にも良いと思うので、皆さん、

いろいろな患者さんにやってみて下さい、と

のお話。 

参加者から、自分の受け持ちの癌患者さん

にも使ってみたいと云う意見もありました。 

 今回の参加者は 20 人。陶器灸で温まり、

皆さん終了の頃は顔色がピンクを帯びてい

ました。 

 先生は、鍼灸、伝統医療は、一般の評価は

高いとは言えない。一緒に鍼灸の普及活動を

続け国民が伝統医療を受け易くなるように        （真剣に聴講する参加者） 

していきましょう、と話されました。 

 

〇陶器灸一式を希望する人は、事務局へお問い合わせ下さい。又、鈴木先生の DVD4 種が事務局に

あります。見たい希望者は連絡を取ってください、事務局内で閲覧が出来ます。 

 

 本日のアンケートは 15 名が記入して下さいました。けむりの出ないお灸で、気持ち良く、患者さ

んが自分で出来る（セルフケア）やり方なので、東洋医療を広めるきっかけにしていきたいなど、

多くの参加者に好評でした。 

 はじめて試される方は、詳しい人から説明を聞いてからの方が良いでしょう。と云うのも、身体

の上の方だけ温めると、のぼせ症状が出てきますので。 

 

 鈴木先生には遠いところからお出でいただき感謝申し上げます。 

 

 

 

 

働くもののいのちと健康を守る全国センター 
（平和と労働センター内） 

『NPO 医療を考える会』より 100 万署名の要請に訪問』 
 

事務局 山口充子 

 

10 月 17 日（金）、NPO 理事・田中榮子さんの呼びかけで、「働くも

ののいのちと健康を守る全国センター」を訪問致しました。 

参加者は高橋養藏・田中榮子・木幡久美子・山口充子（敬称略）の

４名です。 

かって、労災職業病でからだを壊した人達の多くは鍼灸マッサージ

治療を受けていました。 
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1982 年、労働省から出された「375 通知」により 2000 人余りの人が鍼灸・マッサージ治療を打

ち切られました。その為、多くの人は裁判で訴え「鍼灸・マッサージ治療を打ち切るな」と全国的

な大運動になりました。 

この運動の中で、当会が併給禁止に異議を唱えた、岸イヨ裁判での署名をお願いした関係から、

今回の「鍼灸健保改善の署名運動」に、ご協力して戴きたいと連絡をつけてきました。（田中記） 

「労災職業病」担当者に、署名用紙を渡しながら全国の 40 支部にも、協力をして頂けるようお願

いしました。 

事務所にいた方々も快く迎えていただき安堵しました。 

この訪問を通して、これからも多くの団体を訪問し、署名活動を広め、支援の輪を大きくすること

の大切さを実感しました。 

 

往療時の警察署発行の駐車許可証について 

玉川学園鍼療所 草薙和春（町田市） 

会員の皆様、日頃往療について駐車場問題が有ると思います。私も町田市で開業

しており、患者様宅に駐車場のない場合、路上駐車となります。 

先日、清水事務局長より「往療には、警察署で駐車許可証をもらうのが必須です。」

と教えて頂き早速申請書を記載するためネット検索しました。 

１，駐車禁止等除外標章申請書 （緊急往診車用） 資料 1 

２，H26.2.18 発 警察庁通達 駐車許可事務簡素合理化について、が有りました 資料 2 

所轄の町田警察署 総務部交通係に連絡取って、申請に必要な書類を聞き持って 1回目行きました。 

１，駐車許可を取る地図・見取り図（電話でネットの Google Map のコピーで良いのを確認、停め

る場所に赤印、住所、患者氏名を書くのが条件） 

２，はりきゅうあん摩マッサージ指圧師の免許証写本 

３，車両の車検証と運転免許証の写本 

警察署 訪問 １回目 

先ず、駐車禁止等除外標章申請書 （緊急往診車用）をお願いしました。 

総務部交通係 中年担当官 

「貴方は医師ですか。これは医師のみに発行します。他の医療、介護業者はこの駐車許可申請書に

記入頂きます。」との事。普段でしたら、なぜと聞き返すのですが、「分かりました」と言いました。 

清水事務局長より以前は、鍼灸マッサージ師の往療にも発行していたと聞きましたが、下記理由

により緊急往診をする医師限定になったとの事をお聞き及んでいましたが、所轄によっては発行し

て頂くこともあると期待して持って行きました。 

理由 

１，駐車違反取締り強化（民間会社への駐車違反業務委託） 

２，介護保険が始まり訪問業者 （看護師、ヘルパー、福祉用具会社）増えた事 

 

次に 持って行った書類を審査が始まりました。 

「元々の駐車禁止場所に許可証は出せません。この禁止場所に当てはまらないかもう一度現場確認

してください。また１００ｍ以内に有料コインパーキングがあってもダメです。」 

→詳しい場所は以下除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)  
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http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/jogai00.htm 

交通係婦人警察官も来て警察用の大きな地図で確認しながら「団地内は許可出ません。公団の私

有地ですから。外周道路に置くなら出ます。」 

→上記 HP アドレスの除外場所以外で、曲がり角から５ｍずらしたり、駅前の患者さんは省きまし

た。「この書類に有るように、医師の意見書同意書か、ケアマネが署名押印したケアプランを添付し

てください。」 

→それは電話で教えてくれなかったと言いたかったですが、後日ケアプランの第３表に私の署名押

印（ケアマネ兼務で治療してる患者様宅）し、治療のみの患者様宅には医師の同意書写本をつけま

した。「そしてこの申請書に日時を書いて頂きます。」 

→この時通達を見せ、「日時緩和で診療時間の９時から２０時までで良いですか？」と男性警察官が

通達を一読し「この通達は本部長当てに出ます。鍼療所さんと私（担当官）宛でないです。本部長

から各部長に渡って、所轄全体で運用を変更します。」 

「まだ他の訪問看護や介護業者も時間指定で書いて頂いております。鍼療所さんだけ、公平の観点

から今から変えるわけには行きません。運用変更の際は一斉に変えます」 

→その場では納得しましたが、２月に発行の通達なのに本部長以下怠慢なのではと思いましたが、

取り敢えずは初めてなので、町田市の他の業者と同じでいく。 

警察署訪問 ２回目 

下記書類を持って行きました 

１，駐車許可を取る地図・見取り図（電話でネットの Google Map のコピーで良いのを確認、停め

る場所に赤印、住所、患者氏名を書くのが条件） 

２，はりきゅうあん摩マッサージ指圧師の免許証写本と開設届の写本 

３，車両の車検証と運転免許証の写本 

４，ケアプラン第３表・医師の同意書写本 

５，訪問一覧表 資料 3 

６，印鑑と社印 

訪問日時は曜日と２時間としました。婦人警察官が審査し「ではこの駐

車許可申請書に記載してください。有効期間は６ヶ月です。記載日時以外で緊急の場合は、警察署

交通係に電話して許可番号をもらい白紙に書いて車内の外から見える所において下さい。」 

と２回目なので丁寧に説明して頂きました。 

→無事 A５の大きさの駐車許可証が発行されました。仕事で多忙な中 ２～３回の訪問は遺憾です。 

町田警察署での対応推移を往療にとって大事なことなので詳細に記載しお知らせ致しました。 

会員の皆様にお伺いしたいことが御座います。往療先の所轄署は、往療に対して 

１，駐車禁止等除外標章申請書 （緊急往診車用）を発行してますでしょうか 

２，H26.2.18 発 警察庁通達 駐車許可事務簡素合理化に基づいて、駐車時間記載緩和になってお

りますでしょうか？ 

よろしければ、同じ警察庁の所轄でどのような違いが有るか、そして通達を遵守しているかお聞

きしたいとおもいます。お時間御座います時、事務局へメールか電話、FAX にてご連絡お願い致し

ます。 

t-hoshinren@star.ocn.ne.jp 

事務局 草薙和春 
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アメリカの統合医療の方向 

自然治療力の重視 

患者中心の医療へ 
 本年の6月末に行われた第65回日本東洋医学会

学術総会における、安西英雄日本薬科大学客員教

授の講演「米国における補完代替医療の現状」は、

高齢化社会における医療の在り方を示す非常に興

味深い講演です。 

 安西氏は薬剤師でありツムラの海外担当として

アメリカに在住し、20 年以上にわたりアメリカの

補完代替医療を観察してきた方です。安西氏の講

演より、アメリカにおける統合医療の普及、統合

ヘルスへの変化についてご紹介します。 

広がる統合医療 

1）アメリカでは 20 世紀のはじめに、日本の明治

時代と同様に、西洋医療以外の本来アメリカで行

われていた医療を排除した。 

２）しかし、1998 年には「国立補完代替医療セン

ター」が設立され、西洋医療以外の医療も、選択

的に活用していくことが明確にされた。 

３）1999 年には「統合医療連合」が設立され、現

在、北米の 57 の大学、大病院が加入する組織とな

っており、大学病院の 40％にあたる。 

４）2010 年アメリカ病院協会のアンケート調査に

よると、6000 の病院の 42％が何らかの統合医療

を行っていると回答している。ベスト病院ランキ

ング上位にくるような病院が統合医療を取り入れ

ている。 

５）統合医療として取り入れている治療 

 入院患者の治療として取り入れているのは、ペ

ット療法、マッサージ療法、音楽、芸術、リラッ

クスなど。 

 外来患者の治療としてとりいれているのは、マ

ッサージ治療、鍼灸治療、イメージ、瞑想、リラ

ックスなどで、マッサージ治療は 6 割、鍼灸治療

は 4 割以上の病院が取り入れている。 

 治療以外の健康サービスとして、すべての病院

が心理カウンセリングを取り入れ、栄養相談（食

事、サプリメントなど）禁煙、スパ、ストレス管

理などを 8 割以上の病院で取り入れている。 

 1700 の病院施設を持つアメリカ最大の医療組

織である退役軍人健康庁が、患者中心の医療部門

を新設して、統合医療を進めようとしている。 

統合医療から統合ヘルスへ 

 統合医療の普及とともに、患者中心の医療へ

の変化がすすめられていると以下のような報告

がなされています。 

１） アメリカの医学院（日本の学術会議の医療 

部門にあたる）が医療改革の目標として、安全、

患者中心、効率的、有効、タイムリー、公平の

６つの項目を提案している。 

 患者中心の内容は①患者の価値観、好み、ニ

ーズを尊重する。②治療を調和させ統合する。

③情報、意思疎通、教育、身体的快適さ 

④感情支援―恐れや不安の払しょく。⑤家族や

友人を関わらせる。 

２） 国立補完代替医療センターが国立補完統合 

ヘルスセンターへ名称の変更を検討している。 

統合ヘルスとは、①治療より予防を重視②日常

のヘルスケアを重視③通常の医学指標以外も参考

に判断④医師以外の医療専門家がリーダーシップ

⑤対象は幅広い・疾患のない人・経度、安定期の

患者、終末期の患者。統合ヘルスは東洋医学に共

通した考え方である。 

統合ヘルスへの変化を促進する原因 

① アメリカの社会環境。 

・ベビーブーマー、国民性・人口の高齢化・加

齢に伴う疾患の増加・生活習慣病の増加・医療

費の増加。（アメリカの医療費は異常に高い、一

人当たりの医療費は日本の 3 倍、負担が困難、

医療格差が激しく弱者への対策が必要） 

② 医学、医療の変化 

・現代医学の限界 

・医学の新知見, 心身相関、個体差、遺伝子、 

生活環境、生活習慣 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW20.XWVUC0oAxjOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=12l8utfck/EXP=1416015550/**http:/illustration.artlesskitchen.com/data/season/momiji01_b.jpg
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・予防の重視、セルフケア 

・患者中心の医療 

（患者を強くする、自己決定権の尊重、 

 患者の医学的理解をたかめる） 

科学的進歩による医学の新知見 

① 分子レベルでの生命現象の解明がすす 

み人体のごく微細な生理変化が「見える」

ようになった。 

★生活習慣を変えればがん遺伝子の発現が変わ

る。・食事、運動、ストレス緩和、サプリメント

を 12 週間・前立腺を生検・発がんや増殖に関す

る遺伝子が抑制。 

（マイクロアレイのヒートマップにより、生活

習慣を変える前の前立腺の生検によるがん遺伝

子の発現と生活習慣を変えたあとのがん遺伝子

の発現を、見える形で比較できるようになった。

そのため、発がんや増殖に関する遺伝子が抑制

されていることが明らかになる。 

（遺伝子の変化を示す表図が示されています。

生活習慣とがんの関係がだれにでも解るように

なった。） 

② 長期・大規模な疫学的研究 

★マルチビタミン・ミネラルは、がんのリス 

 クを下げる。 

男性医師 14641 人を対象、11.2 年間追跡調査。 

対象を二つのグループ、マルチビタミン・ミ 

ネラルを服用するするグループとしないグルー

プに分けて、がんの発症、がんによる死亡を調

査。マルチビタミン・ミネラル服用の効果が明

らかになる。 

（大きなグループの長期間にわたるデータ取り

扱えるようになり、可能となった研究である） 

大規模集団の長期観察、大規模データの取 

り扱いが可能になる。疫学的研究で初めてわか

るような事実を検出。 

③ こころ、心身送還への理解が深まる。 

・こころと身体、神経免疫学、神経内分泌学、

心理免疫学 

・こころと行動、行動心理学、行動医学、健康

心理学→こころの働きと影響が「測れる」よ

うになった。 

★精神的ストレスは傷の修復を遅らせる 

 認知症患者の世話をする女性 13 名と対象 13 

名・皮膚にパンチで 3.5ｍｍの傷・治癒までの 

日数を比較する 

ストレス群・48.7∓2.9 日－対照群 37.3∓3.0 日 

（介護しているストレス群は治癒が 10 日以上

遅い） 

★寂しさは遺伝子の発現に影響 

200 人のアンケートで主観的「寂しさ」を調査、

最も「寂しさ」を感じている 7 名、最も「寂 

しさ」を感じてない 7 名の白血球を採取、22000 

の遺伝子発現を測定。 

 寂しい人では炎症、細胞分裂、増殖などの遺 

伝子が亢進・成熟β細胞やインターフェロン反 

応の遺伝子が抑制。 

（マイクロアレイのヒートマップにより、遺伝 

子発現の違いが見える図表がしめされている） 

米国の補完代替医療：まとめ 

＊補完代替医療の一部は米国医学・医療の主流

にもその価値を認められようになり、統合医

療・統合ヘルスの手段として一定の地位を占

めるようになった。 

＊それは新しい医療の在り方を求める時代の要

請に応えるものであった。 

＊研究は加速度的に進み、補完代替医療の価値

が科学的に検証されつつある。 

 （安西英雄氏の補完代替医療の評価です） 

    

（安西氏の講演の一部をご紹介しました。東洋医

療の活用は時代の要請であるといとの確信を

つよめます。私の理解も不十分で、解りにくい

部分も多いと思います。

ＤＶＤがありますから

関心ある方はご覧にな

ってください） 

2014 年 11 月⒑日  

久下勝通 



 10 

  

事務局 ニュース 

提供中のサービスのご案内（再掲） 

1. 事務局通信の e メール配信 （e メールを希望される場合、紙媒体の送付はありません） 

     毎月中旬 事務局通信を PDFにて e メールで配信します。 

2. 支給明細の e メール配信   （e メールを希望される場合、紙媒体の送付はありません） 

     毎月末に支給明細を PDFにて e メールで配信します。 

      - 紙媒体よりも 2～3日早く届きます。（支払日の変更はありません） 

     希望により、入金データも e メールで配信します。 

3. 申請書データ（ＵＳＢメモリ）のｅメール受付  

 （USB メモリの送付は不要、申請書/管理表/その他の紙媒体は送付お願いします） 

 

利用者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 療養費ソフト最新版は R3.14 

 下記機能が追加されています。希望される方はバージョンアップをお願いします。 

（追加/修正された機能） 

 1. 受療者登録で、施設名欄の追加 

  2. 申請書での受療者名の署名欄の印字省略 

  3. 施術場所が 2 か所ある場合の往療明細表の改善 

  4. 画面切り替え時のエラー対応改善 

     

 申請書/領収書の一括印刷機能 開発中 

H27年 1月リリースを予定しています。 

先日から事務局では、療養費の支給明細（療養費通知            書佐渡 智哉 

先日から、療養費の支給明細（療養費通知書）と事務局通信がメールでも配信されるようにな

りました。私は最近このサービスを利用し始めましたが、メール送信ですと支給明細は郵送よりも

早く届きます。紙と違ってかさばらないので資料整理も楽になりますし、森林資源保護の観点か

らも利用してよかったと実感しています。 

 また、療養費の申請書データもUSBを使わずにメールで事務局へ送ることが可能になっていま

す。申請の際の USB の送り忘れや、万一に備えて USB を余分に準備しておく手間も省けます。

メリットの多いこのサービスを皆さんもご利用されてはいかがでしょうか。 
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12 月の締め切りは、12 月 3日（水）です。 

 

 

 

Q1：鍼灸とマッサージの重複施術について 

鍼とマッサージを同日に、毎月５回程度行っていましたが、過去１年間分に対

して「不支給通知」が送られてきました。不支給理由は「鍼とマッサージの重複

施術。鍼の分を削る。」との内容でした。これをどう考えたらよいのでしょうか？ 

 

 

 

 

 Q2：同一家屋への往療料の算定について 

往療をしている或る施設の、患者さん全員の申請書が返戻になりました。理由は「当該施設は同

一家屋とみなされるため、往療料は一人分のみ。」とのことです。今まで２年間何事もなく認められ

ていたのに、納得できません。 

この施設は「介護付き有料老人ホーム」で、保険証の住所は部屋番号まで記載されています。各

個室には独居対応の水回りが備え付けられており、自炊する方もいらっしゃいます。電話も個別に

引いてあります。施設とは言え、限りなく普通のマンションと同じ形態です。保険者の取扱いに、

何か変更があったのでしょうか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

今日は個別の例を、まとめて聞いてもいい 

ですか？ 
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H26 年 11月                   12月 

1 土   1 月  

2 日  2 火  

3 月 申請書〆切   文化の日 3 水 申請書〆切 

4 火  4 木  

5 水  5 金  

6 木 申請業務 6 土 申請業務 

7 金  7 日  

8 土  8 月  

9 日  9 火  

10 月 事務局通信投稿〆切 

事務局会議（13：00～14：00） 

10 水 事務局通信投稿〆切 

11 火  11 木  

12 水 通信編集会議（10：00～11：00） 12 金  

13 木  13 土  

14 金  14 日 理事会（13：00～16：00） 

15 土  15 月 事務局会議（13：00～14：00） 

16 日 NPO総会（13：30～16：00） 16 火  

17 月 通信・ＵＳＢ等の発送 

 

17 水 通信・ＵＳＢ等の発送 

通信編集会議（10：00～11：00） 

18 火  18 木 保険部会（19：00～21：00） 

19 水  19 金  

20 木 100 万署名「国民の会」川端鍼灸院 20 土  

21 金  21 日  

22 土  22 月  

23 日 稲田堤野外ﾊﾟｰﾃｨｰ 署名ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

（10：00～15：00）勤労感謝の日 

23 火 天皇誕生日 

24 月 介護保険事業部会（10：20～12：20） 24 水  

25 火  25 木  

26 水  26 金 支給明細などの発送 

27 木 支給明細などの発送 27 土  

28 金 療養費の振り込み 28 日  

29 土  29 月 年末休暇・療養費の振り込み 

30 日  30 火  

   31 水  

 

申請業務  休業日 

事務局は 12月 27日（土）～1月 3日（土）まで、お休みです。 


