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第 1 回「あはき」健康保険法改正実行委員会報告 

報告者 清水一雄 

日時：平成 27 年 9 月 20 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場：事務所 

出席者：NPO全国鍼灸マッサージ協会前理事長 息才博氏、 

NPO法人医療を考える会理事長 山西俊夫氏、顧問弁護士 宮原哲朗氏 

高橋養藏、荒木文雄、高橋博、久下勝通、増田浩司、松本泰司、田中榮子、清水一雄 

  

【第 1 回目の会議趣旨】 

はり・きゅう・マッサージを健康保険の療養の給付にする

にあたって、法律をどのようにしていけばよいか。その為に

歴史的背景を理解し、現在置かれている立場を踏まえて理解

していくことが要求されるので、第 1回目は議題に基づいて

勉強会とし、会議は 2 か月に 1 度のペースで行う予定。 

 

【「あはき」健康保険法改正にあたって】 

１．あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師が行う医療は何故医業類似行為と流布されなければな

らないか。「医業類似」とは「医業に類似した行為」で医業ではない。 

２．100 万署名は単なる署名活動で終えるわけにいかない。 

  国会請願→法律を変える→療養費の支給→療養の給付  

そのために 10 万筆の署名を早期実現したい。 

３．あん摩、はり、きゅう、柔道整復等の営業法の解説（戦後混乱期を通じて） 

  資料 別紙 資料は重要な個所を抜粋しているので、各自次回までに読んでおいてください。 

４．「はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧治療の健康保険適用」の拡大と改善を求める請願書の署名

活動を実現させるために、法律の具体案の作成をしなければならない。 

「あはき」は健康保険法では第 87 条療養費の支給（現金給付）に規定されているが、療養の給付（現

物給付）として、法律を変えるにあたって「あはき」法にふれ療養の給付としての中身を考える。 
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キーポイントとして保険の問題と法律は分けて考えなければならない。 

５．平成 24 年 2 月 13 日 厚労省保険局医療課による連絡事項 

療養費取り扱いに関する疑義資料 各自次回までに読んでおいてください。 

【不可解な医業類似行為について】 

１．厚労省が仕向けている有資格医業類似行為と無資格医業類似行為 

厚労省は、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師が行う医療において有資格の医業類似行為と

し、法規制の無い整体、リフレクソロジー、カイロプラクティック等を無資格の医業類似行為と暗黙の

水面下で定めている。保健所からその文面をＦＡＸしてもらい判明。 

最近厚労省は H26.2.7 医政医発 0207 において 独立行政法人国民生活センターが解釈している文面を

援護射撃するような形で、医業類似行為業についてという通知を出している。厚労省等ではほとんどの

職員が「あはき」は医業類似行為と答えるが、法律根拠に触れると明解に答えられる人はいない。にも

かかわらず医業類似行為者となってしまう。 

２．東京都と医業類似行為について対談 

日時：10 月 15 日（木）午後 1 時～2 時 

会合のアポイントをとっている。人数は東京都から 3 名にして欲しいとのこと。 

３．医業類似行為の問題点 

医業類似行為とされている限りは医療では無いという意味になるので、療養の給付として、法律を変え

るという提言は出来ない。繰り返し医業を明確にしていかなければならない。 

【鍼灸マッサージの隠された背景】 

１．鍼灸と医科の併給は何故出来ないか 

鍼灸は医科ではなく、マッサージは医科である区分をされており解釈の複雑さがある。 

鍼灸は医科ではないから、健康保険では療養の給付が優先されるため、鍼灸の療養費の支給は出来ない。

これが併給問題につながっているのだろう。マッサージは医科に算定されているから、医科との併給が

基本とされているが、療養費の支給とする観点からは矛盾が生じる。 

２．鍼灸とマッサージの同意書の違い 

同意書においても鍼灸とマッサージは大きな差異がある。同意書のフォーマットにおいて鍼灸は同意書

にふさわしいが、マッサージは指示書形態で相応しくない。つまり「あはき」法があるので指示書とい

うタイトルに出来ない。 

３．同意書拒否にあった場合 

「同意書」拒否が広がっていることに対して「診断書」という手段がある。 

診断書において医師は拒否できないので、療養費支給基準において通知上同意書及び診断書となってい

るので有効に活用すればよい。厚労省も支給基準で診断書の様式を示している。 

同意書と中身の違いがあり活用価値がある。この場合も健康保険による同意書発行点数と同様に 100 点

算定されることになっている。 

次回会議： 平成 27 年 11 月 22 日（日）13 時～15 時 

議題 

「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」の見直し提案予定。その他。 

（訂正）149 号 P13 の 13 行健康保険法 78 条は 87 条の誤りでした。お詫び致します。 

 



 

 3 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る 

「厚生労働大臣免許保有証」に関して問題提起     事務局長 清水一雄 

厚労省医政局医事課から都道府県、保健所設置している市、特別区の衛生担当部あて

に出された事務連絡（平成 27 年 9 月 15 日付）に問題を提起します。 

【問題提起について】 

標記について、手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師の国家資格を有しないものによる施術を受けたものからの健康被害が多く

なっているので、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に対して「厚生労働大

臣免許保有証」の発行を公益社団法人東洋療法研修試験財団（厚生労働大臣指定登録

機関）が行う。 

この文面で問題なのはアンダーラインのところで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が医業

類似行為者として表現されており、厚生労働大臣免許保有証発行手数料が 4,000 円、5 年毎に更新となっ

ている。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師として医業に従事している専門家を、厚労省は厚生

労働大臣が出している資格者に対して国民医療として役立てようと機能させるのでなく、医業まがいのこ

とをしているのですよと言っている。 

おまけに公益社団法人東洋療法研修試験財団に財政サポートまでさせる発想、よくぞここまで考えるな

とあきれ果ての心情が湧いてくる。 

この件に関しては自ら有資格の医業類似行為者と認めることになり、厚労省は何の心得もない、誰でも

手技によれば医療類似が出来る無資格医業類似行為者と認めているため、健康被害が続出している。 

有資格者と無資格者を色分けて、無資格者を締め出していこうとする策なのだろうか。身体を診るのに

無資格者で良いのかという大きな問題があり、厚労省はこれをうやむやにし小手先のみで問題解決を図ろ

うとし、問題の置き所を間違えているのではないか。 

また他の鍼灸マッサージ業団もこの件に関して厚労省の思惑を掴んで対応すべきであり、単純な問題で

はないと思われます。 

【厚労省の無責任医療行政】 

１．あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が行うのは医業であって、厚労省は有資

格者医業類似行為と根拠なく暗黙に定めており、法的に誤りであり国民に対して多大な迷惑を掛け

ている。 

２．国民は手技による医療は総て国の認可を得て行っていると解釈し、無資格で行えるものとは想像す

らしていない。 

３．無資格者を医業類似行為として認めているが、国への届け出すらさせていない。 

届出不要は問題発生時において、無資格者の責任所在を不明確にしてしまう。 

４．無資格者の規定を定めておらず広告宣伝等は野放し状態であり、健康被害は起きるべくして起きて

いる。 

【対応策として】 

１．無資格者において療術師等国家資格でないのについては、医療行政と療術師団体等との間で協定し、

医業類似行為としてのカリキュラムを研修制度として取り入れ修了者に医業類似として、届け出を

行うようにし制度化を図るべきである。 



 

 4 

 ２．国民に分かり易くするために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師を医業類似

と吹聴するのをやめ、療養の給付として健康保険での位置付けを明確に行い、届け出た医業類似行

為者との区分をする。 

ご意見募集 

どのようなことでも結構です。 

会員皆さんのご意見を事務局までお寄せください。 

10 月 18 日（日）の理事会においても論議する予定です。 

 

 

 

 

伝統手技療法専門臨床塾（平成 27 年度第 3 回研修） 

講師：上石晃一 

 H27 年 9 月 27 日に千駄ヶ谷社会教育会館和室で、上石講師による臨床に役

立つ、脊椎矯正の研修がおこなわれました。 

 すべての手技に共通するのは押圧時、遊びの部分を詰めてからのアジャスト

です。アジャストとは「適合させるとか、矯正する」の意味です。 

 矯正する場合は押圧する上肢の角度を 60 度くらいにし、患者が圧を受けた

時の力の逃げ場所を確保しておく事。 

反動で押さない。遊びを無くす事により、最少の力で狙った箇所に焦点を当てる。操作の間は術者の頭

に脊椎のイメージが描かれている必要性が話されました。 

 家で出来る押圧の練習として参加者には畳の縁を脊柱に見立てて、それに沿ってリズミカルに矯正して

いく方法を教えていただきました。 

 上石講師の治療の流れは大変スムーズであり、治療にはリズムとテンポがありました。参加者の中には、

施術をしている時に顎が上がり施術部位ではなく、前方に視線を泳がせている会員もいましたが、上石講

師からは、施術中は施術箇所に視線を向けるようにと促されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催：H27 年 12 月 20 日（日） 

時間：10：00～16：30 

場所：東京都内 
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刺絡療法講習会を終えて                    学術部長 荒木文雄 

 今回、２回の刺絡療法講習会を終了して、一息ついたところです。刺絡療法とは鍼医術の基

本であり、原点でもあるのに日本では大正時代に大弾圧を受けて衰退した歴史があります。し

かし、その後、先人たちの努力で復活し、又、一部の西洋医者でもその著効が注目され、取り

上げられています。 

刺絡療法の利点とは ①部分治療にして全身治療となる事。②手足井穴を利用して肌の露出

を最小限に出来る事。③刺絡治療の適応症が多い事。④自分自身の体の治療が出来る事。⑤西

洋医学の泻血法とは違って経絡を利用し、採血量も少量で済む事。⑥定期的に行う事で体の健

康を維持出来る事。⑦薬を使用しないので医療費の節約になる。⑧通常の鍼治療に比較して即

効性があり、経穴も少ない。⑨最初に手、足全指の井穴刺絡を行って、12 経絡の瘀血を取れば

気血の流注が正常活発になり、内臓の働きが良くなって、全身に良い影響を与える。 

以上が指摘できます。 

楠木正成公は闘いに出る前には必ず、手足の全指より刺絡治療を行い出発したと言われてい

ます。まだ刺絡治療を未体験の方は、是非共体験をお勧めいたします。その即効性、持続性、

再現性を納得できると共に東洋医学の価値を再発見できると思います。 

“最後にともかく思い切ってやることです”実践をかさねれば刺絡療法の面白さと技術が身

について来ます。それは必ず、皆様の臨床治療に役立つ事でしょう。 

 

症例報告会を開催し治療効果を収集しよう 学術部 黒川邦日児 

 10 月 4 日に第 2 回刺絡療法講習会を開催しました。講師荒木、講師助手黒川、松尾の指導で、

手指、趾の刺絡の基礎的実技指導を行いましたが、基本は参加者

に理解していただいたと思います。 

 特に、10 月 4 日応用編として行った「吸い玉療法」はかなり効

果があると思われます。会の発展を考え、われわれの治療技術を

もっと引き上げていくことが大切です。 

このため症例報告会を行って治療効果を収集し会員みんなのも

のとしていきたいと考えます。あん摩・マッサージ・指圧師の治

療に役立つ刺絡もあります。ガラスボール、吸い玉、金、銀ボールの利用など、刺絡の知識、技能

や能力を向上させていきましょう。会員のみなさんにお願いします。一人一人の技能、知識の向上

が東洋医療の発展につながります。各講習会に積極的参加しましょう。講習会開催にご協力いただ

きましたみなさんにお礼を申し上げます。 

 

 

 

 ２回に渡り刺絡療法の基礎を学び、後半で吸い玉療法の基本も勉強しました。刺絡に始まり刺絡

に終わると言われるこの治療法は、応用範囲が非常にひろい治療法です。瘀血除去に即効性ある刺

絡をまず自分で体験し実感するのが、百聞は一見にしかずと思います。 

 来年２月には福岡から稲桝先生を迎え、浅見鉄男先生直伝の講習会を予定していますので多くの

みなさんのご参加をお待ちしています。                   （松尾洋子） 
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治療院探訪 ７ 

佐渡智哉 

今回は「訪問リハビリマッサージの一隣堂」「いちりん堂治療院」院長

の北川冬樹先生、副院長の原田翔子先生にお話を伺いました。 

北川先生は、視力低下を機に鍼灸マッサージの道を志し、H18 年に開業

されてから訪問治療を中心に、現在 12 人のスタッフを抱えるまでに成長

されています。その躍進を支える秘訣を伺ってきました。 

【治療院の特色】 

①ケアマネジャー、看護師さんとの信頼関係を大切に 

一隣堂では患者さんを紹介されたときには、どの相手に対しても報告書を作成されています。そして、

報告だけでなく、連絡や相談もこまめにする中で信頼関係がつくられ、それがさらなる紹介につながって

いるそうです。 

②スタッフ間のコミュニケーションを大切に 

また、一人の患者さんをチームで担当するため、チーム内での密なコミュニケーションが必要となりま

す。患者さんの変化や施術内容の共有、施術効果の判定を日々メーリングリストやミーティングでやり取

りし、これを繰り返すことで、文書作成能力や説明能力など「伝える能力」が養われていきます。さらに

それらが刺激となって、施術者同士が切磋琢磨する原動力にもなっているそうです。 

③働きやすい職場づくりを大切に 

北川先生は、スタッフが働きやすい職場を作るために、特に

コミュニケーションに時間とお金を注いでいるそうです。 

スタッフが意見を言える場や雰囲気を積極的に作り、よく話

を聞くようになってから、離職率が大幅に低くなったとか。 

私も、北川先生の柔和な声や、ゆったりとした話し方、わか

りやすい説明からも安心感を感じました。同席された副院長の

原田先生のお話をうなずきながら受け取る姿勢からも、スタッ

フの意見によく耳を傾けていることが伝わってきました。では、

具体的にお話を伺っていきましょう。 

 

Q.この仕事を選ばれたきっかけは？ 

A.大学生の頃は NGOの現地職員か、中学・高校の教員を目指していましたが、視力低下を機に方向転換。

と言えば聞こえはいいですが、実際は人生どん底。すべてのことに対して投げやりになり周りに当たり散

らし（苦笑）、挙句には日本を飛び出して、1 年間世界を旅してきました。その後も 20 代はほぼニート。

それでも悪戦苦闘しながらいろいろな人に出会い、この仕事にたどり着きました。 

 だから、僕は人を育てることがしたくて今の社長業をしているわけです。もちろん現場も大好きですけ

どね。 

 

Q.開業までの経緯は？ 

A.29歳の時、盲学校の職業課程科に入り直し、卒業後、病院と訪問マッサージの会社に 2年半勤めました。

その時代、会社で何かトラブルがある度に、「自分だったらどうするか？」という自問をして、イメージト
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レーニングに励んでいました。実際に開業をすると、大手とは違って資金力も人脈も秀でた技術力もない

ので、差別化できるものは「スタッフ教育だけだ」と気づいたんです。だからそこに力を入れてきました。

今は「育てる」というよりも「皆で成長していく」という感じですね。 

 

Q.現在の仕事のご様子は？ 

A.施術所の治療と訪問治療を行っています。僕自身は、施術とスタッフ教育と経営と、3 つの顔で仕事を

しています。3つとも違う顔、違う性格でやっていますよ（笑）。 

 訪問の際の移動はほとんど電車と徒歩で行っています。移動時間はかかりますが、その時間をメーリン

グリストへ施術報告する時間に活用しています。この時間こそが勉強の時間なんです。自分宛ではないメ

ールまでもよく読んでいるスタッフは、実際とても伸びてくるから不思議です。 

 

Q.患者さんはどのようにして増えていますか？ 

A.営業の担当は置かず、ケアマネジャーさんや看護師さん、ご家族の方の口コミによる紹介がほとんどで

す。その意味では「全員営業」ですね。紹介して下さった方には報告・連絡・相談をこまめにして、どの

ように取り組んでいるかのプロセスを伝えています。結果として信頼を得て、さらなるご紹介を頂くとい

う具合です。介護の担当者会議にもできるだけ出席して、積極的に提案や助言を行っています。 

 

Q.ご苦労された経験があればお聞かせください。 

A.もう、苦労だらけですよ（笑）。だから、楽しい。実際、スタッフとの関係で上手くリードできなかった

ことも随分ありました。そんな時は「俺は一隣堂をつくって何がしたかったんだ？」と自問自答してます。

そして「人を育てたい」という自分の原点に戻っては、スタッフのケアやモノを言いやすい雰囲気をつく

ったり、よく話を聞くようにしています。そうすることで、離職率は随分下がりました。 

 他にはですね、10年間ずっと週 6日間働いて、仕事が終わった後も勉強に行ったりしていたので、体調

管理が大変でした。完全にワーカーホリックになっていて。だから、東日本大震災の時は張りつめていた

糸がプチッと切れてしまって。あの時は精神的にも相当落ち込んで、大変でした。でも、そんな時にはち

ゃんと応援してくれる人が現れるんですね。厳しいこともしっかり言って叱咤激励してくれる経営アドバ

イザーの存在が大きかったです。苦しい時には分け合い、嬉しい時には一緒に喜んでくれる。今ではそん

なコアな仕事仲間が、社内にも、社外にもたくさん出来ました。有り難いことです。 

 

Qお仕事で大切にされていることは何ですか？ 

A.そう聞かれて最初に思い浮かんだのは、「楽しくなければ仕事じゃない」ですかね。これは僕の口癖なん

ですが、治療がマンネリ化したりルーティンワークになってしまったら、それはもはや「治療」じゃない、

と。いかに仕事を楽しくして、そこから喜びを得るか？…いい仕事をして、旨いビールを飲む。やっぱり、

これが基本中の基本ですね（笑）。 

 二つ目に思い浮かんだのは、「再生」という言葉かな。これは僕の人生のキーワードですね。自分自身が

視力障害をもって生まれて、コンプレックスとずーっと闘ってきたので、そこから「いかに生きるか」と

いう問いを持ち続けてきたわけです。患者さんも病気をきっかけに、どのように生きるか、どのように死

ぬか、という人生の根本的な問いに向き合っています。その答えがとうであれ、そんな重たい問いに向き

合うこと自体すごいことですよね。そして、向き合い方ひとつで、病気の予後も幸福度も違ってくる。私

たちはそのお手伝いをほんの少ししているだけです。 
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 そして三つ目に出てきたのは、「質をいかに保てるか」です。結果を出すことにこだわり、マンネリ化や

ルーティンワークにならないように、手間暇をかけて、一人の患者さんをチーム皆で支え合う。これにい

つも頭を悩ませてるわけです（笑）。 

 

Q.施術の特徴や得意とする分野は？ 

A.ウチでは施術の「型」は持っていません。型をつくってそれで統一するのは簡単ですが、失うものも大

きい。だから、ウチでは様々な手技を持ったスタッフが、各々の技術を出し合い、学び合えるようにして

います。そのためにも、診立てのための分析能力、説明能力、と創造性が大切なんです。 

 他には、生活環境の改善を重視しています。患者さんの家に入って治療するからこそ見えてくるものが

あります。日常の生活習慣やご家族との関係、その家の雰囲気を見て感じることで、「○○だから××にな

るんだ」という因果関係を発見することも多々あります。さらに、転倒の危険のある不安定な椅子の交換

をしたり、動線の工夫を提案したり等、「手でできることは全てやる」というポリシーで、自分のできるこ

とはどんどんやっています。 

 そんなわけで、ケアマネさんから相談されることもよくあります。例えばポータブルトイレの設置など、

身体面、安全面ではメリットがあっても、お気持ちや尊厳の面など、細やかな心遣いが必要な場合、患者

さんに最も近い存在の私たちの意見を、ケアマネさんも頼りにして下さるわけです。ケアマネさんと患者

さんをつなぐ、お医者さんと患者さんをつなぐような意識で、チームケアに取り組んでいます。 

 

Q.今後目指したいことや将来の展望をお聞かせください。 

A.自分の仕事をいかに面白くするか。これを追求することで社会の役に立ち、ひいては一隣堂が生き残っ

ていけると考えています。 

 そのためにも、「変化を起こすリーダー」でいたいですね。 

 

（追記） 

北川先生・原田先生、お忙しい中インタビューに対し、率直かつ丁寧に応えて下さいましたことを心から

感謝いたします。私も話をお聞きする中で、治療技術だけに偏ることなく、経営の面や従業員教育など、

治療院を組織として活動させ、地域社会に貢献していく方向を教えて戴きました。有意義な時間をありが

とうございます。これからも治療家と云う足場を基に、その枠を超えたご活躍を期待しています。 

 

 

稲田堤公園での野外パーティーの案内 

清水鏡晴 

11 月 23 日（祭日）野外パーティーが開催されます。今年も当会及

び「ＮＰＯ法人医療を考える会」が参加致します。 

 場所は南武線、稲田堤の稲田公園です。そこでのイベントでマッ

サージボランティアを募集します。祭日の月曜日ですがよろしくお

願いします。 

この野外パーテーですが、ある政治団体の後援会のメンバー 

(昨年の様子)       が中心になって主催します。そのお蔭で(・・?）、署名活動にはまっ
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たく制約がありません。昨年もＮＰＯ法人のメンバーが署名活動を精力的に行うことが出来まし

た。今年も積極的に署名活動を行う予定です。 

またお手伝いはやる気ないけど野外パーティーには興味ある方、

子供用のイベントも盛たくさんありますので子供連れ、あるいは孫

連れ歓迎します。 

昨年は子供の大人気の人形劇がありました。これが全部無料で見

られます。 

今年は会員のたまり場を設ける予定です。この機会に会のメンバ

ーと交流しませんか。希望者がある程度いるようでしたら、修了後懇親会も計画します。 

ぜひ皆さまのご参加お待ちしています。 

Coffee Break 秋の山 

橋本 利治 

 山はもう秋、1500ｍ付近では赤や黄色に色づいています。10 月 10 日～12 日まで福島県の山に行っていまし

た。場所は南会津、尾瀬が原の北側の山々です。 

その中でも珍しい山を紹介します。山の名前は「田代山」（1926ｍ）です。 

まず隣にある帝釈山（2059ｍ）は日本 200 名山のうちの一つです。何が珍しい

かというと山頂付近一帯が湿原になっていて、周りが急な絶壁のテーブルマウ

ンテンなんです。山頂には湿原が広がっています。私の知る限り他には「苗場

山」（苗場スキー場はタケノコ山という地名ですが西武が開発時に全く関係ない

苗場山の名前を付けたとのうわさもあります）ぐらいでしょうか。この山頂は

地球の楽園と思うばかりの広々とした「高層湿原」をもち、花の時期はヒメシ

ャクナゲ、タテヤマリンドウ、チングルマ、ニッコウキスゲなどが咲き乱れています。 

その昔弘法大師がこの湿原にて修行をしたとかの言い伝えがあり山頂直下に大師堂という名の避難小屋があ

り弘法大師が祭られています。そして下山後には湯の花温泉の共同浴場に入浴し（4 か所あり 1 日 200 円でど

こでもはいり放題）そして数軒ある民宿でおいしい料理と南会津のお酒を飲んでほろ酔い気分。（わたしは今回

三座登ったのでキャンプ場泊でしたが・・・）たまにはのんびり山登りでもいかがでしょうか。情報提供しま

すので希望者は連絡ください。 

 さてわたしは好きな山登りで充実していたのですが、世間では「TPP 大筋合

意」の話題で盛り上がっています。急きょアメリカ・アトランタで閣僚会合が

開催され「これが最後の会合」との意気込みの日本でしたが、実際は新聞で報

道されていることとは裏腹にドタバタの会合であったと NGO から報告されて

います、海外メディアなどによると、「どうして合意していないのに日本のメデ

ィアは大筋合意などと言うのか」と日本の NGO に聞いてくるそうです。まず「大筋合意」ですが、日本では

その合意の中身は知らされないので何が大筋なのか見えていません（政府の大本営発表のまま）海外メディア

では最終合意という言葉を使うようですが最終合意はされていなくて 1２か国が今回の合意内容を持ち帰って
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国会承認を取らなければ合意とならないようです。そして日本でも報道されていましたが議長国のアメリカで

さえも「今回の合意内容で米国議会を通過するかどうか全く不透明」の合意内容です。それに対して日本は情

報を開示せず妥協に妥協をしたのではないか、と憶測が出ているぐらいひどい合意をしたようです。 

わたしたちに関係深い医療分野では新薬の特許期間をアメリカの 12 年に対してオーストラリアそして貧困層

を多く抱えている各国は 5 年を主張していましたが 8 年で仮合意したとか、これはアメリカでは製薬会社の利

益を代表するので特許期間は長い方が製薬会社の儲けは増えます。（中途半端な額ではないらしいです）それに

対してオーストラリアでは医療費を抑えたい、貧困層を抱える各国では「薬の値段は命を支える」として、ギ

リギリの交渉をしていたといいます。そのような命を守るための交渉をしていた各国に対して日本の甘利大臣

は逆切れして「早くしろよ」と非難したといわれています。現場にいた日本の NGO の内田聖子氏は「現場に

いて日本人として情けなくなった」といいます。 

 

橋本先生から事務局への提案 

「原稿を見ていると、ボリューム的には充実していますが、広く会員各位の意見が少ないと感じられます。 

例えば、会員の皆様が順にリレートークをしていく等の企画をしていけば、如何でしょうか。」 

と云うご意見をいただきました。事務局でもこの提案を編集会議で詰めていきたいと考えています。 

 

第 11回 NPO定期総会にご参加を！ 

日時：平成 27年（2015年）11月 29日（日） 

13：30～15：00（総会）   15：10～16：30（ヨーガ講習会） 

会場：東京都内 

＊会場は「一般社団鍼灸マッサージ師会 中野支部」で確保していますのでご注意ください 

 

中野区産業振興センター〒164-0001  

中野区中野 2-13-14 ☎03-3380-6941 

 

ヨーガ 心と身体の健康に 

 

5000 年以上の歴史あるヨーガの世界をのぞいてみませんか？人間が生きていくのにかかせない『呼吸』

を通して自律神経を調整します。動作と呼吸と気持ちを合わせ、自分のペースでゆっくり動くことで本当

に心も身体も軽くなります。 

ヨーガは身体の柔軟性は関係ありません。どんなに身体が硬くても、効果はきちんとあります。ヨーガ

は自分の動作にどれだけ集中できるか、イメージが出来るかです。他人との比較ではありません。人目を

気にしない為にも目を閉じて自分の世界で行います。また、今日は無理かなと思ったら止める事も大事で

す。（記 松尾洋子） 
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 医業類似行為について 
9 月 20 日健康保険改正実行委員会が行われ、

医業類似行為の問題が論議されました。 

9月 20日の実行委員会の討議資料として「あ 

ん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の解説」 

が配布されました。 

この解説書は医業および医業類似行為につい

て理解する貴重な文書です。 

解説のなかで、われわれ鍼灸師、あん摩マッサ

ージ指圧師にあたえられた免許は、医業の一部を

行なうことを国が法律により認めたことが明ら

かにされています。解説書のなかから医業、医業

類似行為に関連した問題について抜粋し、お伝え

したいと思います。 

伝統医療に関する新しい法律 

明治政府により、東洋医療は非科学的だとして

医療制度から排斥され、東洋医療は取締の対象と

されました。 

内務省令の「按摩術営業取締規則」および「鍼

術、灸術の営業取締規則」により営業を認めてい

たのですが、鍼灸治療もあん摩治療も医業類似行

為として取締の対象でした。 

昭和 22 年に新しい憲法（現憲法）の制定とな

り、内務省令など古い行政の命令は廃止されたの

です。 

国民の権利にかかわる問題はすべて法律の制

定が必要となり、「あん摩、はり、きゅう、柔道

整復等営業法」が制定され、昭和 23 年 1 月より

施行されたのです。 

この法律は、施術者の身分免許を定めた法律で

あり、そのことを明確にするために、昭和 26 年

に法律の名称が「あん摩師、はり師、きゅう師、

柔道整復師法」に変更されたことも述べられてい

ます。 

「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の

解説書」の著者は、鈴村信吾厚生事務官、芦田定

蔵厚生技官、監修が芦野純夫前厚生労働教官とう

の方々で、いずれも法案の立案や施行に関わった

方々です。 

また、推薦のことばを寄せているのが厚生省医

務局長の東龍太郎氏ですから、解説書が作成され

た昭和 23 年 3 月当時、解説書で明らかにされた

見解は、厚生省のなかでも異論のない見解だった

と思われます。 

 あん摩師、はり師、きゅう師は医業 

 解説では、新しい法律「あん摩、はり、きゅ 

う、柔道整復等営業法」は施術者の身分法で 

あり、あん摩師、はり師、きゅう師の業務は 

医業であると、次のように解説しています。 

 「医業とは医の行為、すなわち、人体の疾病 

の診察治療などを業とすることと解釈すれば、 

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復などの行為 

が、人体疾病の治療を目的とする行為である以 

上、やはり医の行為であり、これを業とするこ 

とは医業に属することになる。 

 しかし、国民医療法第八条で「医師に非ざれば

医業をなすことを得ず」と規定していることから、 

結局この営業法第一条は、国民医療法第八条第

一項に対する例外法、あるいは特別法として、こ

れら施術者が、その限られた業務の範囲において

ではあるが、医業の一部をなし得ることを規定し

ているのである。」 
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施術者の免許の性質   

さらに免許の性質の解説のなかで、施術者の免許

が医業の一部を行なうものであることが再度解説

されています。少し長くなりますが、重要なところ

ですからが引用します。  

「つまり、医師または歯科医師でなければ、医業

をおこなえないというのが、我が国の現行医事法制

上の原則である。 

しかし、同じく疾病の治療を目的とする業務であ

り、医業の一部と認められるべきあん摩、はり、き

ゅう及び柔道整復業は、それらが古くから東洋にお

いて広く実施されてきた特殊な療法であること、 

また、日本においても相当に長い歴史があるだけ

でなく、これまでも中央法令により法的に公認して

きたことや、学理的にはまだ十分に究明されてはな

いが、一定範囲の疾病に対しては、相当の治療効果

があることが経験上認められているなどの理由で、

営業法においても、上記の国民医療法の原則に対す

る例外として、これらの施術を法的に公認するこ

ととし、それぞれの身分免許を受けたものは、こ

れを業とすることができるとしているのである

（法第一条）。 

すなわち、ここにいう免許は、医業禁止の一部

解除を内容とする国家の行為であり、免許を受け

た者は、それぞれの業務の範囲内で医業の一部を

行なうことがゆるされることになるのである。」 

以上の解説にある通り、鍼灸師、あん摩マッサー

ジ指圧師，柔道整復師は医業の一部について業とす

ることが許された資格者です。 

医業類似行為について  

医業類似行為とはどのような行為か  

医業類似行為についてき次のように解説されて

います。 

 『一応の定義は、「疾病の治療または保険の目的

で、光、熱、器械、器具、その他、物を使用し、も

しくは応用し、または四肢もしくは精神作用を利用

して施術する行為であって、他の法令において認め

られた資格を有する者がその範囲内で行う診療、施

術でないもの」となる。 

要するに、疾病の治療または保険の目的で行う

行為であって、『医師・歯科医師・あん摩師・は

り師・きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式

にその資格を認められた者が業務として行う行為

でないもの』となる。」 

通知で、鍼灸治療、あん摩マッサージ指圧治療を

医業類似行為という厚生労働省は、どのような理由

でいつ見解を変更したのかをただしたい問題です。 

医業類似行為禁止の原則  

新しい法律「あん摩、はり、きゅう、柔道整 

復等営業法」一二条により、昭和 23 年以降、医業

類似行為は禁止の原則であると次のように解説さ

れています。  

「第一二条、何人も、第一条に掲げるものを除く

外、医業類似行為を業としてはならない」この規定

の意味は、「第一条に掲げるもの」すなわち「あん

摩、はり、きゅう、柔道整復」以外のもので、従来

医業類似行為と称されてきたものは、今後は誰であ

ってもこれを業としてはならないと。いうのである。 

つまり、各都道府県によって、届け出または許可

制の下で、あるいは届出、許可などの手続きを必要

としないで公表されてきたいわゆる医業類似行為

または療術行為は、昭和 23年 1 月 1 日以降は、一

切業としておこなうことはできなくなったのであ

る。」 

 「ただし、法一二条によって禁止される医業類似

行為は疾病の治療を目的とするものに限られ、単に

保健を目的とするものは法一二条によって禁止さ

れていない。仮にも疾病の治療を目的としていれば、

たとえそれが医学上疾病治療の可能性がある行為

であっても、法一二条によって禁止されるのであ

る。」 
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理解できない厚生労働省通知  

以上の様な「あん摩師、はり師、きゅう師、

柔道整復師法」の解説を読むと厚生労働省は変

節したものと考えざるを得ません。 

（平成三年六月二八日）「医業類似行為に対

する取扱いについて」という厚生省健康政策局

医事課長通知が出されています。 

この通知は、無免許で行われ医療事故を頻発

するカイロプラクティックなどへの対応につ

き、厚生労働省の見解を明らかにした通知です。 

この通知で、あん摩・マッサージ・指圧や、

はり、きゅう及び柔道整復も医業類似行為とみ

ていることを明らかにしています。 

解説で明らかにされているように「あん摩、

はり、きゅう、柔道整復等営業法」の第一条は、

あん摩師、はり師、きゅう師、など「施術者が、

その限られた業務の範囲においてではあるが、

医業の一部をなし得ることを規定している」の

は明らかです。 

免許を得て、免許に従う施術を業とするもの

を医業類似行為というのはあまりにも乱暴な

見解です。 

厚生労働省は鍼灸師、あん摩マッサージ指圧

師の行為は医業類似行為だからと、健康保険制

度からの排除を正当化する理由にしています

から、医業類似行為とはなにか、ということを

はっきりさせることは重要な問題です。 

法に基づく資格者の業務は医業 

医業類似行為とは何かにつき、司法の見解 

が明らかにされているのが、仙台高裁・昭和 29 

年 6月 29日の判決文で述べられています。 

「医業類似行為とは、疾病の治療又は保険の

目的でする行為であって医師・歯科医師・あん

摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法

令で正式にその資格を認められた者がその業

務としてする行為でないものをいう」（ 仙台高 

 医業類似行為とは法令で正式にその資格を

認められた者が、その業務としてする行為でな

いものをいうと明快な見解あり、解説書で明ら

かにされている医業類似行為の見解とも共通

しています。 

当然の見解ですが、法令で正式にその資格を

認められた者が行う業務は医業です。 

あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師および柔道

整復師も制限はありますが、医業を行う事を認

められた資格者です。 

厚生労働省は、医師が行うのが医業であり、

法律による資格があろうがなかろうが、医師以

外の者が行うのは医業類似行為だ、との見解の

ようです。 

 明治政府が、東洋医療を非科学的だとして医

療制度から排斥し、はり治療、きゅう治療、あ

ん摩治療などを、医業類似行為として蔑視して

きましたが、その偏見がいまだに医療行政の中

では引き継がれているのです。 

この偏見のもとに、鍼灸師、あん摩マッサー

ジ指圧師を健康保険制度から排除しているの

です。 

「薬をやめると病気は治る」「医療、薬を遠

ざけて元気に長生きする方法」などの著書が国

民の注目をあつめています。医師のなかから健

康保険で提供する医療への疑問の声は広がり

つつあります。 

国民が平等に良質な医療を受けられる制度

のはずの健康保険は、不必

要な薬、過剰な手術を押し

付けられるという問題点

が大きくなっています。 

患者が漢方治療、鍼灸治

療、あん摩マッサージ指圧

治療など、東洋医療も選べ

る健康保険制度への改善

運動をねばり強く薦めましょう。（久下 勝通）

裁・昭和 29年 6月 29） 
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（中野郁夫氏より、毎月、素晴らしい季節のご挨拶が申請書ともに届きます。ありがとうございます） 

 

 
セミナーのお知らせ 神和療院 萩原駒代（http://kannami.org） 

セミナー 診察術と経絡治療 ○日時 11 月 15 日 14：00～15：30 

会場 玉川学園鍼灸療所（町田市玉川学園 7－11－2）小田急線玉川学園下車 4 分 

参加費 一般 2500 円 お問い合わせ、予約はお問合せページからご連絡ください。 

（会が主催するセミナーではありませんのでお問い合わせは萩原迄お願いします。） 
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★ 事務局からのお知らせ 

 

申請書の締め切りは、毎月３日です。 

 

 

 

 

 

 

Q：同意の取扱いについての質問です。マッサージの同意書に「要加療期間」の項目があり、これをもって同

意が継続する形で申請しています。 

例えば６月施術分ですが、 

前回同意：発行日／5 月 9 日・要加療期間／5 月 17 日～6 月 16 日 

今回同意：発行日／6 月 13 日・要加療間／6 月 17 日～7 月 16 日 

というような申請です。 

この患者さんは変形徒手矯正術を行っているため毎月同意書を添付していますが、病院に行く日が一定では

ないため、要加療期間を記載した同意書を医師に発行してもらっているのです。発行日と要加療期間がずれて

いるのは、初回施術の際の初療日を起日としたためです。ところが、先月この申請書が返戻されました。6 月

10、12 日が同意切れという理由です。 

 

A： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

担当医が同意書に、要加療期間を任意に書

き加えてくれた申請書が返戻されました。

何故ですか？医師は同意してます。 
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申請書ソフト  複数施術所対応版のご案内(R3.24) 

 

      複数施術を必要とする場合に備えて、1台のＰＣで「療養費ソフト」 

     を複数インストールできるようになりました。 

 

 

     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リリース方法 

 2 つ目のソフトのインストールには、別媒体が必要なこと、各施術所ごとに会員番号が別途必要

です。 

 その他、導入にあたっての注意事項などがありますので、対応が必要な場合は事務局にご相談く

ださい。 

 

◎ 1 台のＰＣに複数の「申請書ソフト」が実行できます。 

 

◎ それぞれのソフトがどの施術所分かわかるように、「施術所略称」を 

 各画面に用意しました。 

 

「横浜」施術所 

 の画面 

「代々木」施術所 

 の画面 

 



 

 17 

H27 年 10月                  H27年 11月 

 

1 木 申請業務  1 日   

2 金  2 月  

3 土 申請書〆切 3 火 申請書〆切    文化の日 

4 日 学術部(13：30～16：30）中野産業ｾﾝﾀｰ 4 水  

5 月  5 木 申請業務 

6 火  6 金  

7 水  申請業務 7 土  

8 木  8 日  

9 金 事務局通信投稿〆切 9 月  

10 土  10 火 事務局通信投稿〆切 

11 日 在宅ｹｱ部（千駄ヶ谷社教・和室） 

13：30～16：00 

11 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

12 月  12 木  

13 火  13 金  

14 水 通信編集会議（10：30～11：30） 14 土  

15 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

医業類似行為意見交換会（都庁） 

15 日 NPO理事会（10：30～12：00） 

16 金  16 月 事務局会議（13:00～14:00） 

17 土  17 火  

18 日 介護保険部会（10：30～12：30） 

理事会（13：30～16：30） 

18 水  

19 月 事務局会議（13:00～14:00） 19 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

20 火  20 金  

21 水  21 土  

22 木  22 日 「あはき」健康保険改正委員会 

（13：00～15：00） 

23 金  23 月 稲田公園野外ﾊﾟｰﾃｨｰ（10：00～ 

15：00）  勤労感謝の日 

24 土  24 火  

25 日  25 水  

26 月  26 木  

27 火 支給明細などの発送 27 金 支給明細などの発送 

28 水  28 土  

29 木  29 日 NPO 定期総会（13：30～17：00） 

30 金 療養費の振り込み 30 月 療養費の振り込み 

31 土     

申請業務  休業日 


