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誰かが何かをするのを待つのではなく、まず私たちが何をするか！ 

副代表理事 松尾洋子 

 桜の花もあっと言う間に終わり春の花が次々に咲き、緑もまぶしい季節にな

りました。五月に入り定期総会の時期になりましたが、10 周年記念誌も皆様の

お手元に届き、目を通して頂けたと思います。鍼灸マッサージ師会として 10

年の経過や今までの歴史を一つの形に残せたことは感慨深いものが有ります。 

四月より新年度が始まっておりますが、私たちの現状は 10 年前とどう変化

したでしょうか？少しでも進歩しているでしょうか？高橋代表理事が事務局

通信第 144 号でお知らせしているように、協会健保の不支給が多くなり厳しい現状になっています。 

厚生労働省の通達に対して何も発言しないのは、承諾した事と同じだと捉えていると言えます。

誰かが何かをするのを待つのではなく、まず私たちが何をするかの意識を持つ事が大事です。その

ためには他の人の意見や、話を聞くチャンスをつくることだと思います。5 月 31 日総会には是非、

一人でも多くの会員の方が参加し意識の共有をしませんか？ 

こんな詩を聞いたことが有ります「かたしとて 思いたゆまばなにごとも なることあらじ 人の

世の中」 

世界においては伝統医療がおおきく見直され、アメリカでは西洋医学だけに基づく医療が 50％

を切ろうとしています。切っているかもしれません。そして年間 10 万人以上の人が薬害で命を落

としているという統計も有ります。投薬により膨らむ医療費、それによって命を落とし、病気にな

っている現実は無視できません。 

私もスモン病の患者さん宅に治療に行っておりますが、患者さんの話ではもともと胃腸が弱く、

医者が処方してくれた薬を飲んでいたら身体の調子がどんどん悪くなっていったそうです。キノホ

ルムが原因とは知らず同じように胃腸の弱い長男も、医者の処方でキノホルムを服薬し二人ともス

モン病と認定され苦しんでいます。 

 世界の伝統医療の話を聞くたびに、日本においても自分の希望する治療が、気軽に受けられるよ

うな社会にならなくてはいけないと思います。そのためにも素晴らしい伝統医療を国民が選べるよ

う、署名運動を通して世論に訴えて行きましょう。 
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民意が反映する世の中にするために 

副代表理事 橋本利治 

 日本はいま大変なことになっています。大変なことになっている事を伝え

るべきマスコミが大変なことになっているのでどうすることもできません。

しかしこれだけ情報を統制されてもじっと目を凝らして観ていくと「なんか

ヘン」というのが見えてきます。 

例えば「沖縄」をよく見てください。沖縄県民の民主的な手続きで選ばれ

た民意は「辺野古基地はいらない」であるにもかかわらず、日本政府は全く

無視、それに対して毎日のように抗議のデモが国会前で、また沖縄で行われ

ていてもマスコミは一切報道しない。（琉球新報と沖縄タイムスを除く）民主主義とは名ばかりの

もののようです。 

このような非民主主義の世界にあってわたしたちの「東洋医学を健康保険で受ける」という願い

は、誰でもが平等に健康を享受するという普遍の願いであります。それが東洋医学であろうが西洋

医学であろうが選択の自由が憲法で保障されている筈なのにそうではない、なんかヘンなのです。 

それは官僚が気に入るかどうかで全てが決まっていく、わたしたちの運動はそのような現状を排

除して誰でもが普遍的に健康を享受できる民主主義を実現するための運動なのだと思っています。 

今年の総会にはＴＰＰ（環太平洋自由貿易協定）に詳しいジャーナリストをお呼びするのも検討

されています。ＴＰＰ妥結で日本の医療世界はどのように変化していくのでしょうか、そして鍼灸

はマッサージの世界は良くなるのか、悪くなるのか、ＴＰＰをはじめ世界がどのように動いている

のか、鍼灸をはじめ東洋医学は世界で認められた医学であるにもかかわらず日本では認めようとし

ない、私たちの鍼灸マッサージ施術を認めさせる運動は日本が世界に通用する国になるための一歩

であると思います。今の日本はどのようにすれば世界の中で乗り遅れないのかを鍼灸マッサージの

世界から考えましょう。今年度総会に多くに皆さまが参集されることを呼びかけます。 

総会、及び、10 周年記念誌出版祝賀会へ参加しよう！ 

副代表理事 真船洋二 

 5 月 31 日は、総会、及び、10 周年記念誌出版祝賀会が開催されます。会員

の皆様は、是非ご参加下さい。 

さて、会員の皆様の中には、「会へ出て目立つより、平凡でいたい」という

方もいるようです。この平凡という言葉で思い出すのは、昭和初期の総理大臣

浜口雄幸の言葉です。浜口はよく”自分は平凡な人間である”と言っていまし

た。実は、浜口の言う”平凡”という言葉には深い意味があります。それは”

平凡であると自覚したら、それでよいのではない。平凡でいいと満足したら、平凡人にもなれない。

つまり、「平凡でいいと思って現状に満足したら、平均的な人にもなれない」ということです。現

状維持では平均以下になってしまうので、それではいけないと感じて、日々努力すること！これが

彼の曰く”真の平凡人”であるというのです。 

 会員の皆様の中には、会の中で知っている人がいないという方もいるでしょう、又、大勢の中に

入るのは苦手だという方もいるでしょう。心配無用です。そういう方こそ、我々は常に温かく迎え

ています。是非、総会、及び、記念すべき祝賀会へご参加をお願い致します。 
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シンポジウム 2015 

日本の療養費の現状の理解と将来の展望に参加して 

代表理事 高橋養藏 

パネラーの事業協同組合全国鍼灸マッサージ師協会代表理事、斉藤剛康

氏は、自分の治療院の治療費収入の中で、以前は療養費保険給付の占める

割合が 80%だったのに現在は 50%になっている、 

これは協会健保や大手民間組合健保が、委任拒否をおこなっていること

が影響していると考えられる。委任拒否に対して対策を立てなければなら

ないと発言していました。 

全国柔整鍼灸協同組合専務理事・上田孝之氏は、政府予算で社会保障費

が削減される中で、医療費も削減され、当然、療養費も削減対象になり、

平成 24 年度の国民医療費に占める療養費は、はり、きゅう 358 億円で 1,8%増、マッサージ 610

億円で 9,0%増、柔道整復 3985 億円で 2,5%減、これまで国民総医療費が増えて行く中で療養費も

増えてきましたが、柔道整復が前年度より 2,5%も減少したことは、厚生労働省が療養費を削減す

ることに力を入れてきたという事であります。 

はり、きゅう、マッサージも例外ではなく、同意書問題、併給禁止問題、受療委任払い問題等を

解決しなければ、保険での療養費申請に未来はないと発言されました。 

医師で、医療法人社団青虎会・社会福祉法人博友会理事長の土田ひろかず氏は、医療費が削減さ

れる中で、自分たちと競合する柔整に目がゆき、柔道整復師の受療委任払いを中止させよという声

があがっていると報告。 

明治国際医療大学の特任教授、矢野忠氏は、国民のはり、きゅう、マッサージ治療の受療率が下

がっていること、卒業しても仕事がないことで、入学希望者が少なくなり専門学校が減少している

と発言していました。 

森ノ宮医療大学教授、山下仁氏は医療審議会の要請で、鍼灸治療の科学的根拠となる海外の研究

資料、国内の研究資料を矢野忠教授と協同で提出したが、担当者預かりになったこと、学校教育が

充実されるのでなく年間授業時間も短縮されたこと、学校によっては、週３日の授業にしょうとし

ているところが出ていること。 

授業で、健康保険の療養費扱いで、はり、きゅう、マッサージ治療が受けられることを教育者が

良く知らないので、充分な教育が出来ていないことなどが報告されました。 

パネラーの報告を聞いて感じたことは、政府・厚生労働省は、はり、きゅう、マッサージ治療の

療養費扱いを削減しょうとしていることが良くわかったことです。 

政府、財務省は４月 27 日、財政制度審議会に提出した社会保障費削減計画で、2020 年までの 5

年間で毎年 3000 億～5000 億を削減する方針を出しています。 

医療費では、漢方薬を自己負担にさせることも含まれているようです。伝統医療は、健康保険で

扱う医療として認めない方向です。国民、患者とともに、私たち業者も本腰をいれて、伝統医療を

公的医療として、位置づけ活用するよう運動しなければ、削減されるばかりです。現在、取り組ん

でいる 100 万署名運動を広げ大きな国民運動を起こしましょう。 
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100万署名のお願いに新日本婦人の会訪問 
100 万署名の協力を要請できる団体には声をかけようと、団体への訪問を行っています。4 月 27

日に署名への協力のお願いに「新日本婦人の会」東京本部を訪問し、新千明（あらたちあき）会長

と懇談しました。新日本婦人の会とは新会長からいただいた名刺には、次のように紹介にされてい

ました。1962 年、“平塚らいてう”さんや、画家の“いわさきちひろ”さんなど、32 名の呼びか

けで創立された、個人加盟で、日本で最も大きな女性の団体です。 

「くらし、子育て、平和など、女性の願いを実現するために、また国連 NGO として世界の女性と

も連帯し、活動をひろげています。「核兵器廃絶」の署名は 600 万筆が国連に提出されました。 

様々な要望、署名活動にお忙しい中ですが、私たち

NPO 医療を考える会の署名にもご理解をいただくよう、

その主旨のチラシを読み上げ、協力のお願いをいたしま

した。偶然でしたが、新会長は個人的に山口が八王子に

住んでいた時ごいっしょさせていただいたなつかしい

方でした。ご本人も「鍼灸マッサージに何度かお世話に

なり助かった大事な治療です。多くの方に賛同していた

だき保険で出来ると良いですね」と署名の内容に理解を

示していただきました。 

参加された 6 人が自己紹介をし、それぞれの立場から要望し、新会長がしっかり受け止めてくだ

さり、各市や区の 50 支部に署名用紙と訴えの資料を渡していただき、会員さんに署名の協力が届

くようお願いすることができました。 

 参加者 写真左より木幡久美子・山口充子・新日本婦人の会 新会長・田中榮子・高橋養藏・ 

林久美子・高橋敦子                             （記 山口） 

 

平成 26 年度 第 12 回定期総会のご案内 

【一般社団法人 鍼灸マッサージ師会】 

特別講演  岩上 安身（いわがみ やすみ） 

今回お願いしました講師についてご紹介いたします。 

1959 年東京生まれ、早稲田大学社会科学部卒業後出版社勤

務、その後、会社を退社 1987 年フリージャーナリストとなる。 

1989 年からソ連の崩壊を取材して「あらかじめ裏切られた

革命」講談社を出版、講談社ノンフィクションを受賞。 

2000 年より「とくダネ」などのテレビのレギュラーコメン

テーターとして多くのテレビ・ラジオに出演。 
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（テレビなどでご覧になられた方も多いと思われます） 

そして 2010 年に「インディペンデントウェブジャーナル」という名前の独立メディアを設立し、

マスコミでは報道されない情報をネットで毎日配信しています。その範囲は原発、秘密保護法、沖

縄問題、そして国際情勢では IS 問題、ウクライナ問題などと非常に多岐にわたって活動されてい

ます。現在私(橋本)がかかわっている、「リニア新幹線が南アルプスの自然を破壊する」という問題

ですが、この件にもいち早く社会問題として報道して下さいました。 

独自スクープではオウム真理教の大量殺傷意図があった事実を暴露。また一時ブームになった

「脳内革命」の著者春山茂雄の欺瞞を暴きました。 

医療の分野にも詳しく、「医療費の不正請求が 9 兆円に上る」と、厚生技官の告発で明らかにす

るなど、数多くのスクープ記事を世に送り出し、社会に問題提起するなど抜群の実績を持った講師

です。 

今回の講演は、私たち業界にも多大な影響を及ぼすと考えられる TPP（環太平洋パートナーシッ

プ協定）の問題です。この協定が締結されたらこれからの日本はどのようになるのか？ 

しかしその内容は秘密であり国民には知らされていません、ですが、その大本である米国からは

少しづつ情報が流れてきます、知らなければ何もできません。今回『医療業界の未来はあるのか』

をテーマにお話しいただきます。それを基にわたしたちは今後どうすればよいのか、を皆さんで考

えるきっかけにしたいと思います。 

医師会も死活をかけて取り組んでいるようですが、わたしたちは医師会よりもっと不利な条件で

す。今からでも遅くはないと思います。講演後質疑応答の議論をしていきましょう。 

（ｂｙ橋本利治） 

 

日時：平成 27 年 5 月 31 日（日） 

総会事業報告（13：00～15：00） 

10 周年記念誌出版記念パーティー（15：30～18：30） 

16：00 頃から・・岩上 安身氏 講演 

『TPP で医療業界の未来はあるのか』 

会場：ホテルローズガーデン新宿 

（新宿区西新宿 8-1-3） 

パーティー会費：4,000 円 

 



 6 

【学術部紹介】 

  学術部は当会会員が長年培ってきた鍼灸の臨床技術を、その個人の治療技術の高みだけに止め

る事なく、その技法を研修により広く会員に知らせ、各自が習得した優れた知識と技術でそれぞ

れの地域に戻られ、社会に貢献できる事を目指してつくられた部会です。 

  伝統医療は放置しておくと廃れてしまうものです。江戸時代までに高度に発達し、名人と云わ

れた先人達の鍼灸技法は、今どのくらい残っているのでしょうか。多様性を失うことは日本文化

の貧しさにつながります。 

  鍼灸・あん摩・マッサージが国家試験になったと云うことは、手技が単一化され医学的根拠が

明確でない治療法は一顧だにされなくなったと云うことです。学術部はこの現状に一石を投じる

ものです。                                 (記 松本) 

学術部研修会のアンケート結果と開催予告 
学術部部長 荒木文雄 

 今回、会員の皆様にアンケートを記入返信していただき、皆様がどんな事

に興味を持ち、日々の臨床でどう云うことに悩まれているかが分かってきま

した。アンケートの数は 14通で会員数に比べ、多少物足りない面もありま

したが、会員の治療技術の向上を目指して、即効性があり臨床に生かせる、

刺絡療法を第一回目の学習会の主題に決定しました。 

 刺絡は慢性的な疼痛や冷えの原因である、瘀血の解消に卓効があります。

その刺絡療法の治療機序と治療法をお教えしたいと思っています。 

 詳しい日程は未定ではありますが、是非皆様の参加をお願い致します。 

刺絡療法は鍼医術の基本手技なので、必ずや会員皆様方のお役に立てる治療

技術になると確信しています。 

鍼灸治療に関するアンケート 

関心のある手技について ①経絡治療 5通 ②電気鍼 4通 ③刺絡療法 4通 ④ﾄﾘｶﾞｰﾎﾟｲﾝﾄ 3通 

訪問における鍼灸治療法につ

いて 

現代医学的見地からの経筋療法・単刺・電気鍼・置き鍼など 

上記ほぼ同数 

保険鍼灸 6 疾患と難治性疾患

での困りごとについて 

腰痛症・頚肩の凝り・リウマチ・脳溢血後遺症・小脳変性症・ 

むち打ち症・・・以上ほぼ同数 

痺れの効果的手法について 腎経治療・頚椎椎間板ヘルニアに手背鍼・脊柱管狭窄に患側足三里 

刺絡治療で効果があった傷病

について 

風邪に商陽刺絡・高血圧・上部実証・頚椎椎間板ヘルニア・急性期

足関節腫脹・鼻疾患・腰痛・肘肩痛・顔面麻痺 

灸治療の使用の症状について 冷え性・むくみ・高血圧及び低血圧症・風邪・癌・筋緊張部位に 

施術者自身の健康法について 置き鍼・ストレッチ・ヨガ・操体法・野口体操・気功・逆立ち等 
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著者 深瀬俊介 価格 1400 円 

出版 株式会社イーストプレス 

効果がないどころか超有害  

ワクチンの罠 
 この本を事務局へ顔をだされた上石さんか

ら紹介されたときは驚きました。 

予防接種は、法律により接種が義務付けられ

ており、なんの疑問もなく自分も接種を受け、

子どもにも受けさせてきました。 

 ところがこの本の帯封には「予防接種は打っ

てはいけない！その正体は、闇の権力と巨大製

薬利権が推進する『病人大量生産システム』だ

った！」といっているのです。予防注射まで利

権がからんでいるというのは、ほんとなのか、

というショックを受けてこの本を読み始めま

した。  ワクチンの問題 

 本書で明らかにしているワクチンについて

の見解は驚くことばかりです。 

●子宮頸がんワクチンのウソ  

ほとんど効果はないが、副作用は重症である。

子宮頸がんワクチンの公的接種は 2010 年には

じまり、2013年 4月に「定期接種」に指定され、

費用は国や自治体負担となった。 

自治体から接種を勧める案内により、13歳か

ら 16歳の少女、推計 342万人が接種を受けた。

接種者の被害、失神・頭痛・発熱・全身の痛み・

痙攣・呼吸困難・吐き気・記憶障害・計算障害・

歩行障害、難病に至るまで、あらゆる副反応被害

が報告され、父母からは接種一時中止の要望が繰

り返しだされた。 

しかし、厚生労働省は「医学的データに欠ける」

「根拠なく中止できない」と接種を継続している。

●このワクチンの効果が問題 

「このワクチンの効果の可能性のある人は、全

女性の 0・007 パーセント」であることを、厚生

労働省は参議院厚生労働委員会の質疑において

認めている。著者は狂気だと、次のようにいって

います。「10 万人の女性に子宮がんワクチンを打

っても、予防効果の可能性はたった 7 人。残り 9 

万 9993 人にメリットはいっさいない。 

そこに 300 億円超もの国費を投入する。費用対

効果を考える以前の問題だ。それどころか 99・

993%の少女たちには「劇薬」ワクチンの副作用

が襲いかかる。まさに狂気としかいいようがな

い。」 

●ＨＰＶと子宮頸がんは無関係 

 さらに、子宮頸がんはＨＰＶ（ヒトパピロー

マ・ウイルス）の感染により発症するのだから、

少女のうちにウイルスへの免疫をつくるとし

てワクチン接種が押しすすめられた。しかし、

ＦＤＡ（米食品医薬品局）は「ＨＰＶ感染と子

宮頸の発症に因果関係はない」「感染しても自

然に消滅するので、健康への悪影響はない」こ

とを 2003 年に公式に認めているし、鶴見クリ

ニックの鶴見隆史医師も同様の見解を表明し

ていることを著者は明らかにしている。 

 このような見解を無視し、ネットに溢れる副作

用被害者の中止の叫びを放置し、子宮頸がんワク

チンの公的接種を続けているのが日本の医療

行政です。 本書で明らかにしているワクチ

ンの問題を丁寧ご紹介する紙面はありませ 
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著者 深瀬俊介（ふかせ しゅんすけ） 

1950 年生まれ。九州大学理学部中退、早

稲田大学第一文学部社会学科卒業。学生時代

から消費者・環境問題に関心を抱く。日本消

費者連盟に出版・編集スタッフとして参加。

『あぶない化粧品』シリーズなど執筆する。 

1986 年独立。以来「医」「食」「住」問題

を中心に、執筆、評論、講演活動を続けてい

る。化石燃料の「火の文明」から自然な「緑

の文明」へ、が持論。著書に「モンスター食

品が世界を食いつくす」「買ってはいけない」

「抗がん剤で殺される」「笑いの免疫学」な

ど多数。 

んので、以下大変驚いた項目を列挙します。 

●効果ゼロの「インフルエンザ・ワクチン」 

感染症研究の第一人者、母里啓子氏の見解 

「インフルエンザワクチンは効きません。」

「ウイルスを学んだ者には常識です。」 

●ポリオ・ワクチン、32 年間患者ゼロ、ほとん

ど消滅しているのに接種を強行。 

●日本脳炎ワクチン、１年で患者三人、副作用

リスクは 1億倍。 

●ジフテリア・ワクチン、接種で患者が 3000

倍に爆発。 

●ワクチンは「劇薬」、―命にかかわる危険も

ある毒物。 

●100 種近い「有毒成分」をふくむ、中身は毒

物エキス。 

●「後遺症」「死亡」が続発、政府もマスコミ

も隠している。 

●感染症を防ぐことはできない、科学的根拠は

いっさいなし。 

●「ワクチンは生物兵器」、真の目的は病人を

大量生産すること。 

 著者もこの本の内容は、驚くようなことばか

りだと思うが、多くの人々の命にかかわる問題

であり知ってもらいたい。「知らないことは罪

である。知ろうとしないことは、さらに深い罪

である」と訴えています。本を紹介していただ

いた上石さんも、このことを強調していました。 

無駄な薬や効果がないがん治療 

 『多くの「薬」は「毒」である。私たちはこ

の「毒」であるものに、あまりにも多くのお金

を使い、その被害にあっている。これが、2011

年に、16年ぶりに薬価の国際比較を実施し、本

書（新版）を出版するにあたり、多数の新薬の

「よい」「悪い」の評価をした結果の、率直な

感想です。』 

これは、先月の事務局通信 144 号でご紹介し

た著作、「新版のんではいけない薬」のなかで

述べられていた浜六郎医師の見解です。 

近藤誠医師が著作「患者よがんと闘うな」に

おいて、癌治療における手術や抗がん剤で再発

や転移を防止することはできず、延命の効果も

ない。 

手術や抗癌剤治療は、後遺症の被害こそあれ

効果のないことを明らかにしたのは 1996 年で

した。現在もこの見解を変えずがん治療の虚構

を指摘し続けており、賛同する見解も増えてき

ました。 

いのちより企業の収益が大事 

保険会社や製薬会社の力は巨大となり、政治、

行政、学会などへの影響力は絶大です。知識も

情報も技術も力のある企業に集められ、都合の

悪い情報は、国民の目に触れないよう隠されて

いる問題も多いのです。 

わたしたちにとり医療は健康のためですが、

国際的な競争に打ち勝つことを目的とする企

業にとって一番だいじなのは収益です。医療も

収益獲得の手段です。国民のいのちより企業の

収益が大事されている、これが現代の医療の一

番の問題ではないでしょうか。 

本書は、日本の医療の醜い姿を多くの人に気

づいて欲しいと叫んでいます。（記 久下勝通）
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２０１５年度 第１回 在宅ケア研修会  在宅ケア部主催 

膝関節症 及び 関連部位のリハビリ 

―――理学療法士 井上美幸講師による――― 

「リハビリの基本的な技術を学びましょうーーそして＊＊＊ 

        高齢者の多くの人が悩んでいる膝関節症  

及び 関連部位リハビリのマスターを」 

  膝は股関節、及び腰などに支えられており、筋肉の衰えがちな高齢者に症状が出やす

い所です。解剖学的理論と併せて実技も身に付けてまいりましょう。 

講師    理学療法士  井上美幸 講師 

月日    2015年 ６月１４日  （日曜日） 

場所    中野産業振興センター  ３階和室 

時間    １時半～４時 

会費    会員無料       非会員  ３０００円 

締切    ６月１０日  （２０名になり次第締め切ります。） 

申込    一般社団法人鍼灸マッサージ師会 事務局 

TEL ０３－３２９９－５２７６ 

 地図 
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JR 総武線 両国駅西口

下車 徒歩 3分、 

東口下車 徒歩 7分・ 

都営地下鉄大江戸線 

両国駅 

（江戸東京博物館前） 

 

 

江戸の歴史と文化に触れる交流会 

日 時  6 月 28 日（日） 

11 時 江戸東京博物館前集合 

 NPO 法人医療を考える会の交流会を開催いたします

ので、みなさんご参加ください。 

江戸時代は商人を中心に新しい文化、芸術が生まれ発

展しました。東洋医療も日本独自の成長を遂げた時代で

す。最近、江戸庶民の生活、文化が見直されています。 

 江戸の文化に触れる江戸東京博物館の見学と江戸の中心

地だった両国近辺の散策を楽しみ交流したいと思います。        

博物館の常設展は、江戸時代、約 400 年間を中心に、江戸東京の歴史と文化を実物資料や復元模

型等を用いて紹介しています。 

江戸時代に庶民が暮らした長屋や商店が当時の姿で再現されています。また、近くには、参拝の

人々で両国橋周辺は賑わうようになり、様々な店舗・演芸等が集まる場所となったという回向院な

ど散策の場所はいろいろありますのでみなさまのご参加をお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

参加申し込み NPO法人医療を考える会事務所 山口 充子 

TLE ０３－３３７５－６１５１ FAX ０３－３２９９－５２７５ 



 

 11 

申請書ソフト  バージョンアップの御案内！  

  主な機能強化項目    ※ 必ずバージョンアップをお願いします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｅメールでのデータ送付イメージ 

 

 

ｅメールソフトが起動します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  開始ボタンに代えて、メール送信ボタンをクリック 

                      します。 

                               送信ボタンをクリックするだけです。 

 （対応メールソフト） 

    メールソフトが「通常使う電子メール」に設定しておく必要があります。 

    Windows Live メール 2011/2012、Outlook 2010/2013 は事務局で評価済です。 

    その他 MAPI 対応のソフトは、対応可能の見込みですが個別設定が必要な場合があります。 

    （G-MAIL 等の WEB メールは、メール送信ボタンでの連動はできません） 

 

 

 

 

リリース方法 、稼働環境 、CD-ROM申込みについては前号をご覧ください。 

 

◎ 療養費ソフトとメールソフトの連動機能 

 ・申請書データの USB データ出力を直接メールソフトに連動します。 

 ・入金データを、ＰＣのデスクトップからも取り込めます。 

   （メールソフトで受信した入金データをデスクトップ取込んでおきます） 

   ⇒ 事務局に送付するＵＳＢメモリは不要になります。 

◎ その他小修正 

  ・申請書作成時の注記表示欄の追加 

  ・同意書用紙の印刷部数指定、管理表の 2 部印刷指定  ・その他 

 

USB メモリ 出力画面 

「WindowsXP」のサポートはしていません。 

新バージョンは H27 度会費納入済の会員が対象になります。 

自動入力 
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6 月の締め切りは６月３日（水）です。 

 

 

 

Q1：武蔵野市国保から「往療理由の記載を」との理由でマッサージの申請書が返戻にな

りました。変形徒手矯正術は行っていません。マッサージの場合は初回の同意書に医師

の往療指示があるため、次回以降の口頭同意分には特に往療理由の記入は不要と解釈し

ていましたが、なぜ記入が必要なのでしょうか？  

Q2：八王子市国保からマッサージ申請書の返戻があり「往療が必要な場合は、具体的な理由を摘要欄に記

入してください。（体のどの部位に、どのような症状・障害があり、歩行ができないか）」とのことです。

今まで特に必要なかった内容ですが、なぜなのでしょうか？ 

Q3：静岡県後期高齢の保険者よりマッサージなのに「往療理由の記載を」とのことで返戻されました。 

保険者の裁量の範囲ということらしいので、やむなく記載して再提出しましたが、疑問が残ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マッサージなのに往療理由の記載を求める保険者がいますが・・・ 
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H27 年 5月                  H27年 6 月 

1 金   1 月  

2 土  2 火  

3 日 申請書〆切   憲法記念日 3 水 申請書〆切 

4 月 みどりの日 4 木  

5 火 こどもの日 5 金  

6 水 申請業務     振替休日 6 土 申請業務 

7 木  7 日  

8 金  8 月  

9 土 申請業務 9 火 申請業務 

10 日 会計監査・理事会 10 水  

11 月 事務局会議（13：00～14：00） 

事務局通信投稿〆切 

11 木 事務局通信投稿〆切 

12 火  12 金  

13 水 通信編集会議（10：00～11：00） 13 土  

14 木  14 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：30~12：30） 

在宅ｹｱ部学習会（13：30~16：00） 

NPO 理事会(10：30~12：30) 

15 金  15 月  

16 土  16 火  

17 日  17 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

18 月  18 木  

19 火  19 金 保険部会(19：00～21：00) 

20 水  20 土  

21 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 21 日 「国民の会」総会 

22 金  22 月  

23 土  23 火  

24 日 神奈川県鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ協同組合・定期総会 

協同組合兵庫県鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ・定期総会 

24 水  

25 月  25 木  

26 火  26 金 支給明細などの発送 

27 水 支給明細などの発送 27 土  

28 木  28 日 NPO 江戸東京博物館見学 

29 金 療養費の振り込み 29 月  

30 土  30 火 療養費の振り込み 

31 日 理事会（11：00～12：30）    
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総会・記念ﾊﾟｰﾃｨｰ(13：00～) 

申請業務  休業日 


