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国民医療費のわずか 0.2%のマッサージ・鍼・灸治療の

療養費削減の圧力を撥ね返そう 
代表理事 高橋養藏 

厚生労働省は、今年に入って平成 25 年度の国民医療費を公表しました。総医療費 

40 兆 610 億円、前年比 2.2%増。柔道整復師 3855 億円 3.2%減。鍼・灸 365 億円 1.8%

増。マッサージ 637 億円 4.5%増となっています。他と比較して、制限が厳しい中でも

少し伸びているということは、国民・患者が求めているからです。 

しかし、この伸びに注目して、これを抑える動きがいろいろと出てきています。 

同意書を発行してもらえなくなった。代理受療拒否も多くなっている。保険請求が比較的多い関西の大阪府や兵

庫県などで保険者からの圧力が強まっているようです。大阪では、生活保護者の療養費扱いで、医師の同意書に

対して『施術同意確認書』を作成し医師に照会することが行われ、医師が同意書を書くのを嫌がることが起こっ

ています。 

これとは違った形で、今年の 1 月 13 日に、経済産業省から『鍼灸治療院・整骨院・エステサロン等における

非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました～産業競争力強化法の「グレーゾーン」解消制度の活用

～』が発表されました。本来、有資格者の鍼師が行う鍼の使用を、非侵襲式だから無免許者でも扱ってもよいと

いう内容です。小児鍼など誰でも使ってよいということになってしまいます。実質、鍼師の仕事への侵襲です。

厚生労働大臣から了解をもらっているという内容ですが、法律違反です。許されません。 

2 月 10 日、テレビ報道、ＮＨＫクローズアップ現代で“マッサージ整体カイロの健康被害”が放映されまし

た。資格者と無資格者を一緒にして報道、これを見たら、「危険だからマッサージにもかかるのをやめよう」と

思うような内容でした。この報道もマッサージの仕事を減らすことにつながります。 

秋田県横手市の善徳氏からＦＡＸが入りました。新聞記事です。【県内マッサージ師派遣の療養費申請、不正

排除へ審査強化。県後期高齢者医療広域連合、施術記録保管義務付け】の見出しで、内容を見ると「同意書につ

いては、申請する度に添付を求める。」「被保険者（高齢者）に対する申請書のコピー交付も業者に義務付けた。」

とあります。厚生労働省の通知を無視したやり方です。こうした動きは、どう見てもマッサージ・鍼・灸治療の

抑制で、結果として療養費を減らすことにつながります。 
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私達が黙っていたらどんどん仕事が侵襲され、患者も増々かかりにくくなります。会員の皆さん、総会に出席

し、意見交流を行い批判の声をあげましょう。 

第１３回定期総会にむけて 

松尾洋子 

春の香りを感じる季節になりました。四月は入学の時期、新しい事を始めるきっかけが出来る

時でもあります。 

一方では薬害がテレビで放映され、何を信用するか疑問が湧いてきます。子宮頸がんワクチン

の被害者は若い女性ばかりです。厚労省の見解は「副作用とは認められない」と云うことを平気

でコメントしています。遅まきながらワクチンの事を少し調べてみました。 

ワクチンは法定接種にしてしまえば、副作用が出ても製薬会社は「製造者としての責任を取る

必要が無い」製薬会社にとっては売りっぱなしで、後の事は知らん顔ができる夢のような魅力的な商品なのです。 

副作用に関しては、「予防接種健康被害救済制度」により自治体や国が医療費や障害者年金などを支払います。

ワクチンは健常者が対象なので、潜在顧客を考えると製薬会社は、ますます開発に力を入れ健常者に使わせよ 

うとしています。最近のワクチンのコマーシャルの多い事には驚きます。実際に患者さん宅に訪問すると「肺炎 

球菌のお知らせが来て、前は全部自分で支払ったけど今度は半額も区で負担してくれるって」と喜んでいます。 

子宮頸がんワクチンは海外でも多くの被害者が出ています。2007 年にはオーストリアとドイツで死亡者が出

ています。2009 年 8 月はニューヨークタイムズに接種後の死亡者 20 件以上、同年 10 月は英国ガーディアン紙

に接種後 7 日以内の死亡者 32 件と報告されています。製薬会社の添付文書には【劇薬】の文字が書かれている

そうです。 

ワクチンは予防の為に接種するので、医療機関ではまずウイルス、病気の有無の検査から始まります。結果異

常が無ければワクチンを接種、異常が有れば治療に入り医療費の使い放題という感じがします。予防医学に鍼・

きゅう・あん摩・マッサージ等も充分に活用できます。 

一般の人たちに東洋医学の良さを理解してもらうために、私たちは技術を磨き気軽に東洋医療が受けられるよう

署名活動も進めていきましょう。そして 5 月 29 日の総会出席で気持ち新たに 28 年度を迎えませんか。 

 

鍼灸マッサージ師会総会に参加しましょう 

橋本利治 

5 月 29 日（日）わが鍼灸マッサージ師会の定期総会が開催されます。現在の鍼灸業界、

そして社会情勢は岐路に立たされています。立憲主義が否定され、平和憲法が蔑ろにさ

れ、雇用は不安定化し、経済は貧困化しています。私たちの未来がこんなことでよいの

でしょうか。このことは一見鍼灸業界と関係ないように見えますが、経済の貧困化は我々

の業界にも影響をおよぼします。職業の差別化は私たちの単価切り下げにつながります。

私たちが行っている「誰でもが健康保険で施術を受けられるように」という運動は社会

安定化へつながってゆく画期的な運動です。これを成功させなけば社会崩壊が加速度的に進みます。 

かつてジャレド・ダイアモンド氏が「文明崩壊」の著書で社会が崩壊する過程を過去の歴史からひも解いてい

ます。自然の流れを無視して貧困化が顕在する社会の崩壊を述べていました。今の日本では「崩壊しない」と言

い切れるものでしょうか。もし少しでもその兆しがあるのならば、これからの未来をみんなで考えましょう。 
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「どうすれば私たちは生き延びることができるのか」そのような「場」が必要なのではないでしょうか。 

多くの会員が集まって活気ある総会にしましょう。 

 

相葉先生を偲んで 

高橋養藏 

1986 年、全国保険鍼灸マッサージ師団体連合会が結成されて間

もなく、東京保険鍼灸マッサージ師連合会に入会され、その後、会

の名称が変わりましたが、一貫して役職を引き受けていただき、一

般社団法人 鍼灸マッサージ師会でも副代表理事としてご活躍いた

だきました。心から感謝申し上げます。 

印象に残っていることを振り返ってみますと、まず、宇都宮の岸

イヨさんが訴えた併給禁止をなくす裁判闘争のことです。ご本人は

仕事が忙しく傍聴に参加できないと、代わりに奥さんを宇都宮の 

（在りし日の相葉先生と）     裁判傍聴に毎回参加させていました。裁判闘争と合わせて行った署

名運動、募金活動にも大きな力を発揮していただきました。 

患者さんの治療も、はり治療・自身で考案したきゅう療法・光線療法を併用し、難病治療に効果をあげていま

した。これをもとに『難病克服への道』と題した本も出版しました。治癒した患者さんから「自費診療では費用

が大変で、気軽に治療を受けられない。是非健康保険で受療できるようにしてください。」と、要望書をたくさ

ん書いてもらっていました。なかなかできないことです。この患者さんの声が【ＮＰＯ 医療を考える会】を結

成する原動力になりました。自らＮＰＯの理事長になり、山西俊夫氏と交代するまでご活躍いただきました。 

もう一つ、柔道整復師との差別のことを、ことあるごとに訴えていました。元々先生は柔道整復師の資格で治

療していましたが、請求上のことで嫌になり、途中から鍼灸師の資格を取り、治療を行ってきました。鍼灸治療

こそ患者さんを救えると、確信を持って訴えていました。 

3 月 20 日、春の彼岸中、2 年前に患った脳梗塞がもとで亡くなられました。相葉先生のご意思を生かすために

今後も運動を続けることを胸に刻んで、先生のご協力に感謝し、ご冥福をお祈りいたします。 

 

相葉計佳先生 有り難うございました 

松尾洋子 

相葉先生の治療院で研修会を開いたこと、荒川マラソンボランティア参加などが懐かしく思い出されます。 

私は研修会で教えて頂いた、ピンポン玉位のもぐさ温灸は今も治療で応用しています。この研修会で肩が凝って

いるという男性と組みになりました。確かに肩に 7～8 ミリくらいの凝りが触れます。早速もぐさ温灸を乗せ、

しばらくして触ってみるとあんなに大きな凝り固まりが消えていました。あらためて身体を温める事の大切さを

学びました。勿論カーボン光線も活用しています。 

相葉先生の鍼灸に対する情熱は素晴らしかったです。歯に衣着せない話は聞いていて、ハラハラするような楽

しいような気分でした。自分の治療に絶対的な自信を持ち、まさに体を張った生き方だったように思います。天

国でも大きな声で治療の話をしている気がします。心からご冥福をお祈り申し上げます。 
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第４回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう 

療養費検討専門委員会に出席しての感想 

事務局長 清水一雄 

日時：平成 28 年 3 月 29 日（火）15 時 40 分～16 時 40 分 

会場：全国都市会館大ホール  

議題：あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費に関する現状と課題 

出席者：久下勝通、山口充子、清水一雄 

検討専門委員会の開催については黒川監事から 3 月 25 日（金）に連絡があり、理事、

役員にお知らせしましたが、連絡するのが遅かったこともあり参加者は会から3名でした。 

傍聴席として約 200 名の席が用意され、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう（「あはき」という）関係者の

参加者は約 50 名でした。その前に行われた柔道整復療養費検討専門委員会には約 180 名の傍聴者が参加してい

たようです。時間を割いて出席したわりに国民にとって重要課題が論点にならなかったのが残念でした。 

【委員会の構成メンバー】 

・座長・有識者から大学教授 3 名、医師会 2 名 

・保険者から 6 名 

・厚労省から医政局医事課、保険医療企画調査課、医療課、総務課、保険課、全国健康保険協会管理責任者 

・施術者側から、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、社団法人日本あん摩

マッサージ指圧師会、社会福祉法人日本盲人会連合会の各代表者 4 名 

【会議の内容】 

 １．「あはき」と柔整の併給について 

（保険者）併給の場合は「あはき」と柔整はどちらが優先されるのか。 

 （厚労省）当然医師の同意をもらっているほうが優先されるべきである。 

２．施術所の登録管理、指導監督について（不正問題等を視野にいれて） 

 ①資料Ｐ18 の代理受領と受領委任について 

 （保険者）「あはき」の代理受領は民法上の委任であり、保険者と契約を結んでいる柔整の受領委任とはまっ

たく違う。保険者として契約を結んでいない「あはき」の不正請求を取り締まるためにも代理受領

を認めているのは納得がいかない。 

 （施術者）何故か不正請求と言われるが、不正なのか不適切なのか。「あはき」には健康保険制度を勉強する

機会がない。保険請求を勉強する機会がないのも原因と思われる。不適切が不正になる場合がある。 

 ②（保険者）Ｐ24 のマッサージ往療料の比率が 90％超えるのは納得がいかない。Ｐ7 の年齢別受領状況を精

査してほしい。 

  （施術者）施術料が 4 割に対して往療料は 6 割で施術料が安価な事も問題であり、手技の評価が不当に安く

設定されてはいないか。往療料も他の医療職と比べればむしろ安い。 

  （保険者）手技の単価が上がれば往療が減るとは思えない。「あはき」の給付額は今後も増え続く傾向なの

で増加率を抑えたい。 

  （厚労省）「あはき」の保険請求額を抑えていく方針はまだ考えていない。 
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  （施術者）「あはき」は正当に伸びるのは良いが、不適切で伸びるのは困る。伸びてはいるが元々の医療費

総額が他の医療職の中では少ないし伸び率は減っている。 

【私の感想】 

１．会議が患者不在になっている。 

検討会は施術師、国、保険者、学識経験者のみで開催するのではなく、患者を入れるべきである。 

 ①患者の声無くしては正当な会議にならない。 

国民医療である限り国民を不在にするのではなく、幅広く公募制でメンバーを採用すべきである。例えば、

「健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会」とか「NPO 法人医療を考える会」からの出席

が望まれる。 

②検討会メンバーが偏っている。 

 ・会議の構成メンバーを考えるべきである。現状だと斬新な発想が生まれることなく、会議の為の会議で終わ

ってしまう。時間と会議費用の無駄である。 

 ・業団代表者は厚労省、保険者の顔を窺うような姿勢で臨んでいるように見える。 

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの話をするのに論題が山ほどあるに関わらず、もっと患者の為の発言

をしていただきたい。それには 4 団体以外の業団の参加が望まれる。 

２．論題にズレを感じる。 

 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの実態調査を行い、国民ニーズに基づいて進めるべきである。 

マッサージの場合は院内では継続した治療が出来ない程に施術料を低額に抑えているので、往療をせざるを

得ない面もある。その状況を無視してマッサージは往療の比率が高いと問題視している。医療としてのマッ

サージの本質を見えなくしている。 

 また、はり・きゅうの場合は医師の治療手段がないことが前提であるために、医師の同意を取りづらくされ

ている。医師が同意するということは治療放棄するという事なので、担当医がこの意味を知れば同意しなく

なってしまう。医科との併給禁止という、患者のニーズとかけ離れたところで制度が決められているので、

はり・きゅうの問題の本質を見えなくしている。 

①あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費受給要件は現実からかけ離れている。 

・保険医療機関内の理学療法の一環としての概念で固定化すべきではない。 

・あん摩・マッサージ・指圧はそれぞれ手技が違い、現状ではマッサージのみが対象であん摩と指圧が対象外

となっている。 

・効果が得られるのは主として関節拘縮、筋麻痺に限ったものではない。 

・種々様々な疾病に対して、患者があん摩マッサージ指圧治療を求めている実態を把握すべきである。 

・あん摩マッサージ指圧の国家資格を得た専門家が専門の医療を行うのに何故医師の同意を得なければならな

いのか。 

②はり・きゅうの受給要件は現実からかけ離れている。 

・医師による適当な治療手段がないものが対象となっているのが理解できない。 

 厚労省の通知で決めているが、行政サイドから納得いく説明を伺ったことが無い。この論理は誰もが理解さ

れていないのに決められている。患者にとって限りなく不幸なことである。 

・併給の有無は患者が決めることであり、いちいち医療行政が介入すべきことなのか。 
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・効果が得られるのは主として神経痛・リウマチ等 6 疾患に限ったものではない。 

・種々様々な疾病に対して、患者が頼ってはり・きゅう治療に来院している実態を把握すべきである。 

・同じ言葉を繰り返すが、はり・きゅうの国家資格を得た専門家が専門の医療を行うのに、何故医師の同意を

得なければならないのか理解できない。 

 

 

年間闘病記 

季節の疾病対策その１ 春の花粉症 

学術部  荒木文雄 

花粉症は春を代表する疾病の１つで、今や日本人の国民病と云われる程になっている。 

その特徴は風邪と違って、熱はなく、“くしゃみ、鼻水、鼻詰まり“が主症状で、それに

猛烈な目のかゆみが付随している。2 月～5 月迄患者にとって苦痛の季節と云えるもので

ある。 

 会員皆様の治療院をこの時季、少なからぬ花粉症の患者様が訪れる時なので参考の為に

自らの臨床経験を提供致します。御役に立てれば幸いです。 

花粉症の原因としては杉花粉に大気汚染、戦後日本人の食生活の変化、生活環境の変化等と様々な原因がある

が今なお不明な所が多いものである。東洋医学的診断法では肺経の実証と見て対処します。特に関東地方は全国

でも有数の杉花粉が多い地方だと指摘されている。 

 これも戦後、自然の雑木を切り取り、杉、桧に里山を一変させた事に対する自然界の報復でもあろう。この地

球の自然環境は人間が限度を越えて破壊を行なうと必ず天罰を下すようだ。地球そのものが一つの生命体と云わ

れている。 

さて、花粉症の治療であるが、基本的には“身暖、患冷”体は暖めて、患部の熱を取る。杉花粉に対して、過

剰防衛する症状がくしゃみ、鼻水、鼻詰まりであり、患者でない人は杉花粉をこの時季吸いこんでも何ともない

のに杉花粉患者は激しく過剰反応をするのである。その過剰反応を抑制（瀉法）するのが治療の要諦である。 

【治療法】 

（1）脈診して、６脈の状態を把握したら、経絡治療を行い、全身治療を足より頭迄

実施する。その時に鼻水とノドと目のどこが辛いか、患者に確認する。 

（2）次に、患者の手足全指の爪や井穴の瘀血の状態を調べる。その後２回に分けて、

手足の全指より刺絡して 12 経絡の流注を正常化する。 

（3）１～２回の全身治療、全指刺絡後は部分治療に移行する。 

≪全身治療穴≫百会、上星、印堂、迎香、金門（灸）、曲池、合谷、気海 

（4）部分治療法 刺絡と針灸（井穴は刺絡する） 

①目がかゆい＝商陽、関衝、厲兌、足竅陰、至陰 

②鼻水が止まらない＝少商、商陽、迎香（針）、印堂（棒灸）、大椎（灸） 

③ノドが痛い＝少商、商陽、然谷（針）、中商、老商 
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④くしゃみ＝少商、商陽、関衝、足竅陰、至陰 

  ⑤声枯れ＝少商、商陽 

  ⑥痰＝少商、商陽、天突、中脘、豊隆、至陰、厲兌、尺沢 

（5）症状がひどい時は毎日治療する。症状が良くなるにつれ 1 日置きの週 3 回（部分治療 1 回、全身治療 1 回、

部分治療 1 回のペース）で 4 週間 12 回を 1 行程と実施して、その後１週間治療を休んで症状の様子を見る。 

症状の好転がない時は 1 行程～2 行程を続行する。 

早い人は８回くらいで好転する人もいるが長期間で症状が進行悪化しているので、治療は長期戦となる事を患

者に説明して納得してもらう。（2 月～5 月） 

（6）冷たい飲食物、特に冷えたビール等は体を冷やすので中止する。（温性食品を取る） 

以上を実行すれば体質が良い方に変化して行きます。大事な事は治療を最後迄継続してやり抜く事です。その

為には治療継続を出来るように配慮して行く事が必要です。 

尚、午前 4：00 に臓器時間表では肺経がめざめます。その時に激しいくしゃみが発生しますが、その時点で出来

る事ならば治療するのが有効です。流注針法と云われています。 

 

 

 

 

２０１６年度 「第１回在宅ケア部研修会」のご案内 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

在宅ケア部主催 

井上美幸先生による必須のリハビリ知識と技術 

   重要な「 転倒予防と運動指導 」の実技を習得しよう 

 

講師は、丁寧に解説し熱心な実技指導で好評な井上美幸先生です！ 

 

内容   ①在宅でできる転倒予防のためのリハビリ 

     ②患者本人に必要な運動指導 

 

時   6 月 12 日（日）  1：30～4：30 

所   東京都内にて 

 

申込   一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

TEL：03-3299-5276 FAX：03-3299-5275 

 

研修費 会員無料   非会員  3000 円 

定員 20 名になり次第締め切ります。 
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最近の保育園待機児童問題について 
山内惠美子 

最近、保育園の待機児童がなかなか減らず、ブログに「保育園落ちた、日本死ね」とい

う事を載せた人がいたことにより、保育園の待機児童のことが大きく話題になったことは、

ご存知の方も多いと思います。 

国会でも、話題となり反感を持ち「本人を連れてこい」だとか又は理解を示す議員もい

たことと思います。しかしながら、なかなか解決されません。 

私も、若い頃、同じ問題で苦しんだ一人です。だから少なからず、待機児童を抱えている 

お母さん方の気持ちが解ります。 

しかし、私達団塊の世代も保育園の入園には苦労しましたが、今の時代の事情は、私たちの時代とは少しその

内容が違ってきていると思います。それは、若い妻や夫を取り巻く経済事情が大きく変わってきているからです。 

団塊の世代が若かった昭和 40～60 年代は、日本社会は経済が右肩上がりで、会社に一生を捧げる企業戦士と

いうサラリーマンも多く、大企業がある日突然倒れるなどという事は考えられもしませんでした。だから、男と

いうだけで、主任になったりすることも見かけられ、殆どが正規社員でした。夫が職を持つ家庭は、つましく暮

らせば、妻子を養える経済的環境の家が多かったといえると思います。 

それでも働きたいという場合は、特に経済的な必要がある場合や妻が技術やそれなりの資格を持ち、出産後も

働き続けたいという堅い意思をもって個人的に保育園や保育ママさんを探したり、恵まれた人は母親に頼んだり

して乗り越えてきた場合が多いように思います。 

 現在はどうでしょうか？ 

非常に厳しい経済状況に今の家庭は置かれていると思います。 

働く人の４割が非正規労働者で、彼らはいつ解雇されるか非常に不安定な労働条件の中、ボーナスは無い、定期

昇給も殆どない。年金も受給できるのか解らない。現実に解雇されてしまった家庭では、妻が働かないでは、生

活が成り立ちません。 

 より豊かな家庭生活を求めて働こうとする女性たちもいることでしょうが、生きていく為に働きたい女性たち

も沢山いることと思います。 

保育園の待機児童問題は女性だけの問題ではなく、社会の貧困と不安定が引き起こした問題です。スウェーデ

ンでは、女性にも働き手となってもらわないと経済活動が成り立たないということから、女性が働ける労働環境

に変えたと聞きます。 

 サービス残業、深夜労働、お酒の付き合い、有給の使い方など今までの男性の働き方や、人生における仕事の

位置づけも含めて考え直す必要が、今待ったなしで迫られていると思います。 

これらのことは、なんとなく、多くの人が認めていることだと思いますが、実行が急務です。子供をおぶって

ママたちが区役所に掛け合いに行くなどという生ぬるいことではなく、自分たちの生活を成り立たせるために働

くことを可能にさせるよう、夫たちも妻たちと共に立ち上がる必要があるのではないでしょうか？ 

保育園の待機児童問題は、労働権と生活権の侵害の問題なのだと思いますが、会員の皆様は如何思われますで

しょう。 
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質素な大統領の発言「政治の放棄は少数者の支配を許す」 

コーヒーブレイク    2016/04 橋本利治 

 

秋田の名山「森吉山」1454ｍ 

街はさくらの花が満開、猫も杓子も花見で浮かれて

いる。確かに満開のトンネルを歩くと気持ちが和らぐ。

しかしそれも人それぞれであると思う。わたしはどう

もへそ曲がりなので、この時期からが山スキーのオン

シーズンになる。 

4 月 2 日（土）私は盛岡から車を飛ばし 110ｋｍ先

にあるマタギの里に向かっていました。目的は森吉山

（1454ｍ）へスキー登山のためでした。天気予報では

曇りから雨、しかし日本海側の晴れ間に希望を託して

ひたすら西へ。盛岡出発時は曇りそして雨、運転しな

がら「絶対に晴れる」ハズと心細げにつぶやいていま

した。 

さて峠を超えて秋田県に入るとオオ・ナントお天道

様が見えてくるではないか。「やったー」。そして田沢

湖から北上して北秋田市阿仁スキー場に到着、スキー

場に登山届を出して出発。 

森吉山は自然豊かなブナ林の山です。ブナの林は保

水力が豊富で高山植物を咲かせ、豊かな渓流をはぐく

み、見事な紅葉を、そして冬は雪のモンスターの林立

を見せてくれます。しかし戦後の造林事業によりブナ

林に代わり杉林が日本中で展開されました。 

戦後の復興に杉材が活躍したことは否定するもの

ではありませんが、役に立たないブナの木を伐採して

しまいました。しかしここ森吉山では熊をはじめ自然

の動植物の宝庫となって残っています。しかし一時期

この森吉山にスキー場を作って地域活性化にも役立

てようという話が持ち上がりました。そして 1454ｍ 

の山の中腹に 2 つものスキー場が建設されました。 

一つは阿仁スキー場、もう一つは森吉山スキー場で

す。しかしバブルが崩壊し西武資本は手を引いて、間

もなく一つは閉鎖、そして阿仁スキー場だけは町営の

スキー場として細々と赤字営業しています。 

東北の山は全体的になだらかで、スキーには打って 

 

つけの斜面が多くあります。この山も山頂はなだらか

で標高差 300ｍの大斜面を自由に滑ることができます。

その一瞬の為に東京から時間とお金をかけてわざわ

ざ来たのでした。本当に価値のあるスキー登山でした。 

（森吉山山頂付近） 

南米ウルグアイの貧しいといわれた大統領 

さて 4 月 8 日中日新聞に「世界で最も貧しい大統領

来日」の記事が掲載されました。あまりにも有名なの

でもうすでにご存知の方もおられると思いますが、そ

の人の名前は「ホセ・アルベルト・ムヒカ・コルダノ」

さんです。ウルグアイ東方共和国第 40 代大統領の肩

書を持つ方です。 

私はムヒカさんの名前を目にしたのは 2012年、「国

連持続可能な開発会議」でのスピーチでした。このス

ピーチ動画は世界中を駆け巡り、一躍彼を有名にしま

した。国連の国際会議でスピーチするのに型崩れした

背広を着てノーネクタイ姿で現れました。 

はじめ各国代表団は全く無視しました、しかしスピ

ーチが進むにつれて引き込まれ、終わるころには割れ

んばかりの拍手を受けたのでした。彼はその後「貧乏

なひととは、少ししかものを持っていない人ではなく、

無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のこと

だ」。と故事を例に挙げて言っています。このスピー

チは日本語にも翻訳されて絵本にもなって出版され

ています。以下で紹介しています   
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「世界で最も貧しい大統領のスピーチ」汐文社（ちょ

うぶんしゃ）刊 

http://www.choubunsha.com/book/9784811320670.php 

スピーチ内容は日経新聞デジタル版で読むことがで

きます。 

http://www.nikkeyshimbun.jp/2015/150306-61colonia.html 

「幸福が私たちのもっとも大切なもの」その

ために政治がある 

彼がなぜ「最も貧しい大統領なのか」。それは大統

領であるにもかかわらず、給料の 90％を社会福祉団体

へ寄付し自らは大統領公邸に住まず、質素な家に住み、

財産はポンコツのフォルクスワーゲンのみの生活を

楽しんでいることのようです。そして彼は言います。

「幸福が私たちのもっとも大切なものだからです」と。

そのために政治があるとも言います。日本に来てその

ようなメッセージを投げかけました。 

そして 4/9付の東京新聞では「政治の放棄は少数者

の支配を許すことにつながる」と題して報じています。

東京外国語大学で「日本人は本当に幸せですか？」を

テーマに講演したそうです。その中で「日本では若者

が希望を持てないと聞いた、若い世代の投票率が 30％

程度と聞いた。政治や社会を彼らは信じていないのだ

ろう。それでも彼らが信じられるようにしていってほ

しい。」と日本の若い世代の人々に選挙など政治にか

かわることの必要性を訴えていた。これは若い世代だ

けではなく国民全体の問題ではないだろうか。  

       （ホセ・ムヒカ前大統領）    

 

 

選挙で変わるかもしれない 

さて最近話題になっている「パナマ文書」がある。

この文書でアイスランドの首相が辞任したとのこと、

それくらい重要な文書であるにもかかわらず、日本政

府は調査すらしない方針とのこと。世界の 99％の人の

富を１％の富裕層が享受していることに関係があり

そうだ。 

富裕層に富を集中するか、富裕層の富を平等に分配

するかを決める手段としての選挙がある。4 月 24 日

投票の北海道 5区で補欠選挙が行われようとしていま

す。野党結集が話し合われ、与党 1 強にくさびを打つ

べく野党統一候補が多くの市民の応援によって善戦

しています。 

7 月の参議院選挙の前哨戦です。もし野党統一候補

が勝つようなことになればこれから選挙が面白くな

ります。「選挙に行っても何も変わらない」から「変

わるかもしれない」と有権者の意識が変わり投票率が

上がります。その結果として自民党が勝利をつかんだ

ならそれは民意なのだから敗北を認めなければなり

ません。しかし投票率 40％台で支持が 20％、それで

「国民の支持を得た」と言われても「残りの 80％は支

持していないよ」とツッコミを入れたくなります。 

このように書くと自民党支持者の方には失礼なの

ですが、経済政策で失敗し、政治政策でも行き詰まり、

有効な政策は底をついているとしか言いようがあり

ません。最近の報道では出てくるのはスキャンダルば

かりになっています。 

そして今回の野党統一候補では共産党はすべての１

人区で候補の取り下げを宣言しました。画期的な決断

だと思います。（共産党にとっても今回の選挙では負

けることのできない瀬戸際に来ているのかもしれま

せんが）わたしは見直しました。 

それにしても民進党はいまだにスッキリしないでも

たついています。もっと主権者たる国民が政治家・議

員の尻を叩かなくてはならないでしょう。わたしは 4

月 24 日の北海道衆議院補欠選挙を興味深く見ていま

す。 

 

http://www.choubunsha.com/book/9784811320670.php
http://www.nikkeyshimbun.jp/2015/150306-61colonia.html
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第13回定期総会開催のお知らせ 
 

 

開催日 平成 28 年 5 月 29 日（日） 

時間  13：00～16：00  

会場  ホテルローズガーデン 新宿 
社会保障費削減が強まる中で、療養費切り捨ての医療行政がすすみ、鍼灸マッサージ

師の健康保険からの排除が強まっています。 

しかし高齢化が進むなかで国民の医療充実のために、東洋医学の活用が求められてお

り、はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療は国民の必要とする医療です。 

国民の要望に応えられるよう、知識を広げ技術を高めて厳しい状況を切り開いていき

ましょう。会の活動強化が重要なときです。総会へのご出席をお願いいたします。 

 

ホテルローズガーデン新宿（東京都新宿区西新宿8－1－3））（TEL 03-3360-1533） 

地下鉄丸の内線西新宿駅 1番出口→徒歩約 1分 JR各線新宿駅西口出口→徒歩約 10分  

私鉄各線新宿駅西口出口→徒歩約 10分  
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大切な申請業務は自分たちの責任で 

秋田県横手市の善徳泰博会員より、療養費申請業者の不正に十分注意が必要であると、秋田市での申請 

業者の不正を報道した「さきがけ新報」の記事が紹介されました。 

秋田県さきがけ新報 4 月 2 日の報道（上記新聞記事）によると、秋田市の 2 業者（マッサージ師派遣業者）

が昨年 9 月以降、施術回数の水増し申請などにより、約 3600 万円を不正に受け取っていた事実が発覚し、県

後期高齢者医療広域連合（秋田市）は、審査強化の新たな制度を導入したというのです。 

療養費の申請は、治療を行い、患者の委任を受けて療養費の申請、受け取を行うのは、あん摩・マッサージ・

指圧師であり、鍼灸師です。申請業者の不正であっても、不正業者に申請を依頼した施術者の責任が問題にな

るでしょう。 

また、このような申請業者の不正が理由となり、療養費取り扱いの制限が強まり、治療が必要な患者が治療

を受けにくくなることも考えねばなりません。 

「療養費申請は、簡単に安い手数料でやってくれる業者がある」との話がときどき聞こえてきます。 

しかし、療養費申請の責任は、治療を行う資格のあるものが負わなければなりません。患者の権利を大切に、

誠実な申請を自分たちで行わなければならないと思います。（記 久下勝通） 

 

★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＆A 

Q：:継続治療している患者さんがショートステイを利用することになりました。往療をご希望されていますが、

健康保険の申請は可能なのでしょうか？ 

A： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ショートスティの期間中は介護保険と重複するので、

医療保険の訪問マッサージは出来ないのではないか

と思っていたのですが、大丈夫だと言われました。ど

ちらが正しいのですか？ 
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新入会員紹介 

この１年間に入会した会員を紹介いたします。インターネットで当会を知った方、今まで従事していた施術所

から独立して個人会員として改めて入会された方など、入会のきっかけは様々です。地方の方々も増えています。

保険請求をすること自体が、鍼灸・マッサージを医療として要望する患者さんの声となります。それぞれの地域

特有の状況なども教えていただけると思います。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＊岡野 隆行（おかの たかゆき） Ｈ27/4 入会 

からだ元気治療院北区店に所属する、岡野隆行と申します。 

現在３人のメンバーで東京都北区を中心に訪問治療をメインに行っています。鍼灸マッサージ師会の勉強会に

参加させていただいたり、毎月発行される会報誌も為になり師会に所属して満足しています。これからも有資格

者として師会の発展に微力ながら協力してまいります。 

 また北区及び北区近隣で師会に所属している会員様がいましたら、お気軽にお声をかけてください。共に成長

出来る関係が作れたら幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

＊面矢 裕子（おもや ゆうこ） Ｈ27/8 入会  

鍼灸の資格を取得し 4年目、昭島市を拠点に往診を行っている面矢といいます。 

昨年指を壊すなど困難な事がありましたが、ご縁やお導きにより、再び鍼灸を行えるようになりました。人

の体と心を一人でも癒せるように邁進して行きたいと思います。ご指導、よろしくお願いいたします。 

 

＊近藤 知昭（こんどう ちあき） Ｈ28/1 入会 

 私の治療院は、神奈川県（相模原市）と長野県（安曇野市）の２か所にあります。 

 相模原の「治温院」は平成元年開設。名前の通り「温めて治す」を旨としています。月１回、興味のあ 

る近所の人に来てもらって、ハーブティを呑みながら「お灸講座」を行っています。 

 長野の「陽だまり治療院」は、安曇野市穂高にあります。観光地で、周りを山に囲まれ、田園風景が広 

がり、ゆったりとした時間が流れているところです。まだ開設して４年目ですが、ぽつぽつ患者さんが来 

てくれるようになりました。 

 私のところへ見える患者さんのほとんどが何らかの痛みを訴えてきます。マッサージを希望する患者 

さんにしても、慰安のマッサージではなく痛みの軽減・緩和を求めてやってくるのです。西洋医療や薬物 

治療に満足できずにくる方もいますから、治療には困難を伴います。 

私の心掛けているのは、第１に患者さんの痛みに同情すること、痛さの程度を思い計り共有することで 

痛みに向き合います。第２に痛みの機序をよく説明すること。何が原因で現在の痛みが出ているのか、どういう

注意をしたら痛みが和らぐのか分かってもらいます。その際、西洋医学的説明だけでなく、東洋医学の視点から

も分かりやすく説明するようにしています。そして第３に、治療が終わった時点で、少なくとも来院した時より

「ああ、楽になった。」と実感して帰っていただくようにしています。そして、必要なら西洋医学的治療につな

げ、安易に抱え込まないようにしています。 

〈治療手順〉 

 1.まず問診。ただ座って聞くのではなく、どういう動作でどう痛むのか、可動範囲はどうかなど実際に動いて
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もらって確かめます。（治療が終わった時点で同じ動作をしていただき、結果を確認します。） 

 2.次にマッサージを施します。これは体に触れることでどこがどう悪いか確認するわけですが、主訴がどうで

あれ全身を見るようにしています。（局所を見るのではなく大局を見るのが東洋医学の神髄だと思います。） 

 3.それから、ハリ・灸を中心に主訴に対する治療を行います。 

 

＊樽井 俊郎（たるい としお）Ｈ28/2 入会 

雪深く 信濃川が町を貫く小千谷にてはり・きゅう業を営んでおります、『さちのさと鍼灸治療院』の樽井俊郎

と申します。 

痛みの解消、ストレスのマネージメント、スポーツによるケガの回復・予防、末期緩和医療のサポートなど、

さまざまな症状・問題に対して共に取り組んで参ります。心身に宿る自然・宇宙と同様の力、治癒力・調整力を

信じ、働きかけ、引き出し、方向づけることをめざしています。在宅のお年寄り、会社・家庭で働く方々、学校・

クラブで活動する学生さんなど、皆さまのお役に立てる治療・ケアを一生懸命させて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

＊小原 恵輔（おはら けいすけ） Ｈ28/3 入会 

  皆さま、初めまして。恵（めぐみ）訪問鍼灸マッサージ院の小原 恵輔と申します。生まれは岡山県津山市

で、山や田んぼに囲まれ育ちました。地元の高校を卒業し、プロミュージシャンを目指し上京しましたが、２

年程でその気持ちも薄れてしまい、実家に帰ろうとした時、何か一つ覚えて帰りたいと思い“テコンドー”と

いう格闘技を習うことにしました。狂ったように稽古に打ち込み、師範から「一年間内弟子となって道場に住

み込み、その後岡山に道場を作ってみないか。」と言っていただけるほどのめり込みました。そんな時、道場

生で鍼灸師の方がいらっしゃったことで私のやりたいこと、進むべき道が開けました。 

  格闘技を通じて、何か人の体に携われる仕事がしたいと思っていた私は、その鍼灸師の方から柔道整復師や

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の資格があることを教えてもらいました。 

  私の家族には、アレルギーのため風邪をひいて熱が出ても薬が飲めない者がおり、周りの者は氷枕や冷えた

タオルの交換しかしてやれず、歯がゆい思いをしていました。しかし鍼灸を学べばそういう人たちの力にもな

れることを知り、鍼灸師を目指すことに決めました。 

  資格取得後もいろいろな方との出会いがあり、東日本大震災の被災地での鍼灸マッサージボランティアでご

一緒させていただいた“こうしん”の瀬川先生にご指導していただき、平成 26 年 2 月に訪問診療主体で開業

することができました。 

  まだまだ患者様の数は少ないのですが、少しづつ増え、何とか訪問治療だけで生活できるようになりました。

以前、瀬川先生の下で勉強させていただいている時、「開業して患者様がついて生活が安定したら、鍼灸師会

ちゃんと入りなさいよ。会に入ることでいろいろな情報も入るし、助けてもらえることも沢山あるから」と教

えて下さったことで『一般社団法人 鍼灸マッサージ師会』に入会することを決めました。 

  現在、平日は訪問診療を行い、夜には空手道場で稽古に励んでいます。道場ではいろいろな職業の方と知り

合うこともでき、これからもっと恵訪問鍼灸マッサージ院を知ってもらい、多くの方を施術していきたいと思

っています。 

  まだ知識も技術も未熟な私ですが、皆さまからご指導ご鞭撻いただければ幸いです。 

  これからよろしくお願いいたします 
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H28 年 4月                  H28年 5 月 

 

1 金   1 日  

2 土  2 月  

3 日 申請書〆切 3 火 申請書〆切   憲法記念日 

4 月  4 水 みどりの日 

5 火 申請業務 5 木 申請業務    こどもの日 

6 水  6 金  

7 木  7 土  

8 金  8 日  

9 土  9 月 事務局通信投稿〆切 

10 日  10 火  

11 月 事務局通信投稿〆切 11 水  

12 火  12 木  

13 水 通信編集会議（10：30～11：30） 13 金  

14 木  14 土  

15 金  15 日  

16 土  16 月 事務局会議（13：00～14：00） 

17 日 NPO理事会（10：30～12：30） 

理事会（13：30～16：30） 

17 火  

18 月 事務局会議（13：00～14：00） 18 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

19 火  19 木 「国民の会」会議 大阪住之江鍼灸院 

20 水  20 金  

21 木  21 土  

22 金  22 日 兵庫県保険鍼灸師会総会 

23 土  23 月  

24 日  24 火  

25 月  25 水  

26 火  26 木  

27 水 支給明細などの発送 27 金 支給明細などの発送 

28 木 療養費の振り込み 28 土  

29 金 会計監査       昭和の日 29 日 理事会（11：00～13：00）ローズガーデン 

第 13 回定期総会（14：00～17：30） 

30 土  30 月  

   31 火 療養費の振り込み 

申請業務  休業日 


