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第 13回一般社団法人鍼灸マッサージ師会定期総会開催 

 

平成 28年 5月 29日の 13時から、第 13回定期総会が新

宿 

ホテルローズガーデンで開催されました。まず高橋代表理

事から長年当会に貢献して下さった相葉先生が今年逝去さ

れた事に触れられ、「相葉先生は柔整の出身でしたが、柔整

業界の不透明な部分を一貫して指摘された姿が目に焼き付

いている」と話されました。 

続けて高橋代表から伝統医療は江戸時代に主流だったが、

明治に入って西洋医学に排除された事。その理由は伝統医

療が戦争に役立たないと判断され、その誤った認識が現在に至るまで続き医業ではなく医業類似行為と

して扱われ、国の政策により鍼灸マッサージが国民の信頼を得られない立場に置かれている現況を訴え

ました。 

これから鍼灸マッサージ師会は施術者の技術の研鑽を支援するだけでなく、国民に信頼される施術者

を増やすため、養成学校の「教育制度の改革」についても、行政に申し入れていく必要がある事を説明

されました。 

都議会議員の吉原修氏は当会が都庁に、「養成学校制度の改革・施術料の改定・伝統医療を使いやす

い保険制度への変更」を要請するため来庁したことに触れ、伝統医療の再評価を求める背景に高齢者の

増加に伴い医療費が 40 兆円を超えている事や、近年統合医療を認める医者が多くなっている状況を話

されました。また、熊本で大きな地震があった事を取り上げ、鍼灸マッサージが国民に近いものになる

には緊急時に現場に駆けつけるなどの地道な活動が、国民の伝統医療に対する理解につながるのではな

いかと話されました。 

協同組合兵庫県保険鍼灸師会の藤岡東洋雄理事長からは、国会議員及び都議・市議一人ひとりは伝統

医療を、保険証一枚で受けられる事に反対する人はいないが、全体の意見にはなって来ない。「はり・

158 号 
平成 28 年 06 月 17 日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

http://www.hoshinren.jp/


2 

 

きゅう・マッサージを受ける国民の会」の運動を、全国運動にしなければ制度改正につながる力になら

ない。 

江戸時代まで正当な国の医療であった伝統医療が、明

治から昭和 55年迄漢方薬の処方も制限されていた。 

江戸時代における日本の伝統医療の水準は、当時の西

洋医療よりも高かったが西洋医学に取って代わられたの

は、戦病者の治療は漢方医では難しかった事実も要因と

思われるが、西洋医であり明治政府の重鎮であった大村

益次郎の影響もあったのではないかと、歴史的背景を述

べられました。 

そして今に至るも医師の同意書を添付しなければ保険

申請を認めないと云う、経済的制裁により伝統医療が不当に扱われている事を訴えました。これまで伝

統医療の保険請求に関する指導は、すべて通知・通達によって行われてきているが、通知・通達は国が

参考にして出した指示であり本来服従義務はない事。施術者自身が法律を正しく理解して行動する必要

性を話されました。その後も藤岡先生からは国会議員への要求などが具体的に述べられましたが、その

うちの幾つかを掲載いたします。鍼灸に再検料をつける/6 疾患と云う疾患制限の撤廃/複数疾患の出来

高払いの導入/養成学校の修業年限の延長など、鍼灸マッサージの社会認知の向上を述べられました。 

 NPO 医療を考える会代表の山西俊夫氏からは、患者が伝統医学と現代医学を選択出来る権利と、健康

保険で統合医療が利用出来るように運動の力を増すため、「NPO医療を考える会」の会員数を増やしてい

きたいと云う希望が述べられました。 

 宮原顧問弁護士からは、当会事務所で健康保険についての研究会を立ち上げ意見を出し合い、法律上

どう云うところが障害で、どうすれば健康保険で鍼灸マッサージが利用し易くなるかを議論しているが、

現行では鍼灸マッサージは医業類似行為であり、健康保険は基本的に使えない。健康保険制度は医師を

中心にしたものになっていると、法律専門家の立場からの意見を戴きました。 

 

 招待者挨拶終了後、高橋博事務長から、「会員 174 名のうち出席者 33 名、委任状 66 名なので総会は

成立します」と宣言があり、議長として伊藤賢司・萩原駒代両会員が選出され総会は開始されました。

第 1号議案から第 6号議案について、「第 13回定期総会式次第」に従い進行し承認されました。 

総会終了後、第 1回理事会が実施され、高橋養藏代表理事が選出されました。（別紙参照） 

 

特別講演会では小原洋一先生が日本で黎明期のプロ野球トレーナー時代の、興味深いエピソードを話

して下さいました。トレーナーが選手の動きを細かく観察し、その状態からいつ試合に登板出来るのか

を判断して、コーチや監督に進言する事など、部外者には全く知り得ない事を話してくださいました。 

 小原先生の話を聞いていて、プロとアマの違いは 24 時間仕事のこと全般

に気を行き亘らせる事が、日常的に出来るか出来ないかにあるのではないか、

と考えさせられました。選手の食事・試合中の飲料・試合前試合後のケア・

投球時の肘の位置のズレを観察し、その選手が痛める部位の予測、移動先に

おいて信頼できる病院と、整形ドクターのチェック、試合中の事故に対し、

応急処置をする為にベンチから飛び出すタイミングなど、話された内容の 
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小原洋一先生    具体性と視点の多さ、視野の広さに驚嘆しました。大変参考になりました。 

（記 松本泰司） 

 

 

新理事挨拶 

清水鏡晴 

この度の総会で理事の任命を受けました、清水鏡晴（きょうせい）で

す。 

川崎市登戸で手技治療院を開業しておりました。現在は保険と実費で

の訪問マッサージを行っております、この社団法人には三年ほど前から

お世話になっております。その前は神奈川県の組合に所属してました。 

理事になっての抱負というか、会の為に何が出来るか初心の思いなど少

しばかり述べさせてたいだきます。 

28 年度の理事改選において問題になった事は理事の人材というか、人選です。特に代表理事、事務局

長は会の設立から代わっておりません。13 年間トップは変わっておりません。そろそろ交代の声は聞こ

えますが実現化に至りません。地方自治体の知事などと違い、高額な報酬が出るわけでもなく、ボラン

ティア精神で会のため、鍼灸マッサージ師のため、活動してくれております。有難いことです。お陰様

で保険の扱いも依然に比べて各段に増え、保険を扱う仲間も増加しております（他の団体も含んで）。 

 

これだけの実績や行動力があるので代わりの人材は簡単には難しいと思います。しかし確実に年齢を

重ねており、役員の若返りが必要になってきてます。  

この辺りの問題を掘り下げて皆で話し合い出来ればと考えております、それとこの社団法人では会員

同士の横の繋がりはまったくありません。何かインターネットの機能を使って会員同士の交流や情報交

換に使える場を設ける事ができれば良いかなと思っております。具体的には会員のいろんな治療に関す

る情報交換、在宅マッサージの諸々の情報交換、患者獲得の情報交換など、経営に関する各種相談事、

従業員に関する相談事など、様々な情報を持ち寄りお互いのレベルアップや生活向上、またはレクリエ

ーションにつながるようになればよいかと考えます。 

以前わたくしも民間の商工会に入っておりました。そこでは会員の経営相談から、法律相談など会員

の多様な要望に応えておりました。同じことは会では出来ませんが会員同士の横の連携で、ある程度は

可能かと思います。皆さまのご意見等ぜひお待ちしております。 

 

また事務局も高齢化が進んでおり新しいフレッシュな人材が求められております。将来的な事務局の

在り方なども話し合いできればと考えております。つい最近も事務局が流行性感冒などで数名ダウンし

てしまい大事な申請業務が危なかったことがありました。事務局も若くて健康な人材が必要な時期にき

ております。この件も理事会で話あって行きたいと思います。 

以上微力ではありますが理事として先輩先生の足手まといにならないよう、お役に立てるよう頑張っ

ていきたいと思います。宜しくお願いします。 
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協同組合兵庫県保険鍼灸師会 第 17 回定期総会の報告 

報告者 清水一雄 

 

当会第 13回の定期総会（5月 29日）において協同組合兵庫県保険鍼灸師会 藤岡東洋雄理事長も出

席していただき、無事終えることが出来ました。 

その１週間前に協同組合兵庫県保険鍼灸師会定期総会には高橋養藏代表理事に代わって私が出席しま

した。 

 第 17回協同組合兵庫県保険鍼灸師会総会の報告をします。  

日時  ：平成 28年 5月 22日（日）午後 1時 30分～4時 

場所  ：尼崎市中小企業センター 401号室 

会員数 ：166名、総会出席者数：約 30名（委任状 114名）、議長：藤岡東洋雄理事長 

出席議員：中野洋昌衆議院議員、野口裕兵庫県議会議員、ひろなか信正尼崎市議会議員 

【要点】 

１．鍼灸マッサージを安心して誰でもが保険治療を受けられるようにする。 

２．尼崎健康市民大学 23回継続、市制 100周年になり尼崎市が展開するヘルスアップ戦略に協賛。 

３．治療技術と学術の向上に毎月講習会を行っている。 

４．同意書・再同意拒否問題による兵庫県医師会、洲本市医師会と面談し、説明と理解を求める。 

５．健康保険組合の委任拒否問題が拡大している。 

６．神戸マラソン・コンディショニングボランティアが中止される。主催者からは明確な理由が示さ

れていない。 

７．健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会に協力して一般社団法人鍼灸マッサージ

師会、ＮＰＯ法人医療を考える会と共に厚労省へ交渉を行った。 

８．熊本地震被災地の鍼灸マッサージ治療において医師同意書を不要にして、窓口負担免除の依頼を

直接厚労省へ申し入れする。 

９．他団体との団結を強固にしていくことが重要である。 

10・行政で出来ることは行政交渉により解決を求め、制度は立法府（国会）に求め、百万人署名に協

力していく。 

 

【追記】 

私は挨拶で岸イヨ鍼灸裁判を出し、当時「あはき」療養費の額が合わせて 90億円がずっと続いていて、

裁判結果は不満の残るところであったが、平成 9年に保発 150号が出され、医療先行が撤廃されたこと

により「あはき」療養費の額が年々増え現在に至り 1,000億円超えるほどになった。 

厳しい医療行政に遭いながらのこの数値は国民が要求している表れであることを主に話をしました。 

いつもより議員の出席が少なく行事が重なっていたとのことで、総会後の懇親会には衆参議員、県議

会、市議会の議員及び秘書の方々が出席され、政治家との懇親を大切にされていました。 

（協）兵庫県保険鍼灸師会役員、会員方々と懇親を深めることが出来、ますますパイプを太くしてい

くことの重要性を感じました。 
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治療院探訪 10回 

佐渡智哉 

今回の治療院探訪は錦糸町にある馬場雄一先生の「優治院」です。明るい

緑色の室内には優しい音楽が流れていて、馬場先生やスタッフの方の柔らか

な物腰と相まって、その治療院名の通り、いるだけでも癒されるような優し

さを感じます。 

馬場先生は独立後4年間でスタッフを4人抱えるまでに治療院を成長させ

ていらっしゃいます。その成功の原動力を伺ってきました。 

・今までの経歴をお教えください。 

父が指圧師として仕事をしていたこともあり、日本指圧専門学校（浪越学園）を卒業して 22 歳で免

許を取りました。卒業後、接骨院に 2年間、訪問マッサージの会社に 8年間勤めました。 

その後独立し、事務所を作って訪問治療を始めましたが、一人でやっていると効率がよくないとも感

じていました。父にも手伝ってもらいましたがそれでもやはり忙しく、やがて他の方にも手伝っていた

だきたい、治療院での施術もしたいと考えるようになり、今の場所に移りました。 

・現在のお仕事の様子は？ 

施術所での治療と往診、近くの入浴施設でも場所を借り

て治療をしています。妻や母も電話の対応や経理、洗濯や

医療事務の手伝いをしてくれています。現在スタッフは施

術師が 5人、事務員が 2人います。部下ではなく、一緒に

仕事をしている仲間「ビジネスパートナー」という意識で

協力しあっています。「仕事をご一緒させていただいてい

る先生」という意識です。 

「人」にはこだわっていて、どこの治療院からも「うちに

来てほしい」と言われるだろうという人を採用しています。 

スタッフの採用は卒業校の日本指圧専門学校の就職説明会でも行いました。施術を受けて決めたので

はなく、面接で話をしてみて「この人は患者さんから好かれるな」という人を選びました。 

声が大きすぎたり強すぎたりせず、相手をきちんと見て相手に向かって話をしている人です。4～50

人面接したのですが、そういう方は 10 人に 1 人位だったと思います。そういう素晴らしい先生達に気

持ちよく働いてもらうために、色々と考えていて、例えば往療の途中でお店などに入りやすいように、

ユニフォームは白衣ではなくポロシャツにしています。 

・患者さんやスタッフの数が増えているとき、どんなことがうまくいったとお考えですか？ 

特別なことをやっているわけではないと思います。人間関係を律儀に大切にやってきた結果だと思っ

ています。自分の利益はあまり考えないようにしています。 

運がよかったと思うのですが、患者さんを通して医師や訪問看護ステーションのケアマネージャーさ

んやヘルパーさんと知り合う機会もあり、4 年前の 5 月に開業して、その年の 9 月には 1 人でやるには

いっぱいでした。ホームページは作らず、現在は新規営業もしていませんが、医師やケアマネージャー

さん、ヘルパーさんから紹介をいただいています。仕事の内容や施術報告などを評価していただいてい
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ると考えています。それが一番の営業（宣伝効果）だと思っています。 

医師やケアマネージャーさんへの施術報告は郵送でなく、毎月手書きの送付状をつけて直接持ってい

くようにしています。 

持って行っても医師に会えるわけでもありませんし、毎月の事なので正直かなり大変ですが、律儀に

やっていると、「こんなところから？！」と思うようなところからも仕事をいただくようになりました。 

みなさんに助けられ、応援されてここまで来ているという感じです。 

・仕事の上でのご苦労があればお聞かせください。 

定休日がなく、今年もお正月明けから 7月までは休みなしで仕事をしています。時間も朝の 9時から

深夜 24時ころまで仕事していることもあります。 

訪問の割り振りや電話応対、そして施術報告がマンネリにならないよう全員の報告書のチェックもし

ているので時間的に厳しく、集中力や気力の維持が難しいと感じるときもあります。趣味のサーフィン

も今は行く余裕はありませんが、仕事の波には乗れているのかと思うとサーフィンは今は我慢です（笑） 

・施術に関するモットー、大切にしていることはなんですか？ 

丁寧な応対を心がけています。患者さんは治療の技術だけでなく

人と接することでの癒しも求めていると思いますので、サービス

業でもあると考えて、敬語や笑顔など、接客のプロであることを

大切にしています。 

訪問先の家に入る際は玄関前で必ず上着を脱いで入るなど、礼

儀も大切にしています。技術・経験より大事なことがある仕事だ

と、日々の現場で気付かされます。 

スタッフの先生方は全員自分より年上の方ですが、「私はこういう態度で応対しています」とお話しし

て一緒に仕事をしていると、自然と対応が丁寧になってくるようです。それが身に着くと、訪問先でそ

ういう対応が評価され、ヘルパーさんや看護師さんから紹介を受けるようになってきます。 

ケアマネさんもそれを見ていて、気難しい利用者様ですが是非お願いしたいと紹介してくれるように

なります。こういう場合、クレームが出てご紹介者様に迷惑がかからないよう十分気を付けています。 

・施術の特徴や工夫・得意とする分野など。 

主役は施術者ではなく受ける相手と考えているので、施術の特徴は相手に合わせる様にしている他は、

これといった形はありません。相手に合わせて施術を組み立てていきます。「気持ちいい」と感じる時

は副交感神経も優位になり、自然治癒力も上がっていると思っています。会話が楽しかったり気持ちい

い時間を提供することで、筋肉も緩み、血行も良くなり、自然と状態が良くなっていくような施術を心

がけています。 

相手の方が気分良く受けられるために、相槌の打ち方、声のトーン、聞き方、伝える言葉、相手の表

情などのコミュニケーションも気配り目配り心配りして大切にしています。そういう気持ちがこの仕事

で一番大事なことかと思っています。 

手技について言えば、関節が拘縮していてもその中でよく動く範囲があります。そこを集中して強弱

をつけて他動運動で動かすと可動域も上がってきます。 

他動運動を行う際は、関節の可動域を広げたいのか、筋肉をストレッチしたいのか、目的をはっきり

させて行っています。拘縮がある場合、筋肉をストレッチしたいのであれば、関節を傷めるリスクを負

って可動域いっぱいまで動かして行う必要はありません。ストレッチしたい筋肉を筋繊維の単位まで感
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じながらしっかり伸張させます。自分がスポーツジムに通った体験を活かしています。その方の関節の

作りを理解し筋肉の質を考慮しながら行っています。 

また、指圧を行うときは、タッチする瞬間と離れる瞬間を特に丁寧に行っています。特に指を離す時

に一瞬深く圧を入れ、揉み返しなく深部筋まで加圧するイメージで行っています。 

施術の際は、身体だけでなく、心の状態も重視しています。気力が活発になることで ADL が向上し、

筋肉の状態もよくなってきます。施術者一人で相手の身体をほぐすんだという気持ちはありません。 

・続けている勉強、今興味持っている分野、今後勉強してみたいこと。 

筋肉増強やダイエットにも利用されている「吉川メソッド」を学んでいます。健常者向けの筋力トレー

ニング法ですが、高齢者や障害者の筋力アップにもヒントになります。関節に負担をかけず、筋肉をピ

ンポイントでアップさせない為、応用し施術に取り入れています。 

 

（追記）今回の訪問で印象に残ったのは、治療技術は言うまでもなく重要ですが、患者さんの心を第一

に考えている姿勢に共感を覚えました。患者さんが治療師が来る日を待ち望んでいる姿が連想されまし

た。上手、下手で治療師を評価するのではなく、人に対する思いやりの深さと、そこから生まれる丁寧

な手技と言葉遣いが患者さんへの、心のこもった御もてなしにつながっている事が理解できました。 

お忙しい中、インタビューにお時間を裂いて下さいました事を心から感謝いたします。ありがとうご

ざいました。これからもお話しを伺う機会があると思います。どうか宜しくお願い致します。 

 

第 3 回あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師学校養成カリキュラム等改善検討会 

                              平成 28年 6月 13日 事務局 高橋 

日時：平成 28 年 6 月 9 日 

場所：厚生労働省 共用第 8 会議室（19 回） 

資料 検討会 配置図 

－議事次第－ 

資料 1 第２回検討会の主な意見 

資料２ 第２回検討会を踏まえたカリキュラム等の改善に

ついて 

資料３ カリキュラム等の改善に係る提案（矢野構成員、

藤井構成員） 

資料４ カリキュラム等の改善に係る提案（坂本構成員） 

資料５ カリキュラム等の改善に係る提案（栗原構成員） 

資料６ カリキュラム等の改善に係る提案（後藤構成員） 

参考１ 前回までの検討内容と矢野構成員、藤井構成員提

出資料の比較 

参考２ あん摩マッサージ指圧師・はり師。きゅう師学校

養成施設カリキュラム等 

改善検討会開催要項 

以下のサイトに参照可能になる予定 
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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=322982 

出席者  座長 田城孝雄 放送大学教授 

構成員  座長を含めて 10 名 （前ページ） 

その他  文科省、審議官、医事課長/医事課課長補佐/専門官 

傍聴席  約 20 名 

 

議事： 各構成員から資料に沿って報告があった、その後以下の点についての議論があった。 

1.単位数の引き上げ、最履修時間数の設定について（参考１にて） 

 看護師が 97 単位、それ以外の職種は大体 93 単位で引き上げの方向で、鍼灸過程が 90 単位で良いの

か、少なくとも 93 単位は必要ではないかの議論の中で、単位数の引き上げに関し、「事務局案」と「矢

野・藤井構成員案」の妥当性が議論された。 

両案の共通事項として、保険の仕組み、職業倫理：+１単位 30 時間）及び臨床実習：+3 単位 135 時間

が必要と合意された。 

その他、藤井・後藤構成員案として、運動学（+１単位）、東洋医学概論・経路経穴 

（鍼+単 2 単位、鍼以外+1 単位）、適応、臨床生理学、触察解剖（+3 単位）、OSCE（+１単位）などが

提案され必要性については、構成員全員が必要と認めたが、科目名及びその内容については、国家試験

や文科省との整合性を踏まえて今後検討する必要がある。次回持越し。なお、保険の仕組み、職業倫理

については、事務局案では専門基礎分野の追加としているが、藤井・後藤構成員案は専門分野としてい

るが、この取り扱いについては結論が出なかった。次回持越し。 

2. 臨床実習について （資料２にて） 

 内容については全体的には問題はないが、次の１点が議論になった。 

 付属臨床実習施設以外のあはき施術所として 

④過去１年間の施術日の平均受診者が 30 名以上であることに記述は、非現実的である（多すぎる）と

構成員全員から指摘があった。事務局によるとこの数字は、柔整の資料から引用したものであるとのこ

と。鍼灸ではまだ議論されていない。3～5 名、10 名などの意見があったが決定までには至らなかった。 

3. 専任要員について 

 大学院の修士を出た人は、修士の専門外でも教えられるのが現状であり、そこはきっちりしておく必

要がある。全構成員合意した。 

4. その他 

 

H28年第 1回伝統手技療法セミナー開催の案内 

日時：平成 28年 7月 31日  10：00～17：00 

講師：清水一雄（前半）演題：関節拘縮につながる深層筋へのアプローチの要点 

講師：増田浩司（後半）演題：操体法による、即効・膝窩部の硬結の取り方等 

場所：東京都内 

 住所：参加希望者に別途ご案内します 

 電話：03-3380-6946  

 会費：2000円 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=322982
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患者が必要な治療をえらべるように 

厚生労働省通知の改正を     久下 勝通 

厚生労働省の療養費支給要件 

本年 3 月のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅ

う療養費検討委員会にて、配布された資料におい

て,「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうに係る

療養費の概要」として次のように言っています。 

「はり・きゅうについては、慢性病であって医

師による適当な治療手段がないもので、はり・き

ゅうの施術による効果が期待できるとして、医師

の同意の下に行われた場合に療養費払の対象と

している。」 

①として、神経痛、リウマチ ②類似疾患（頸

腕症候群、五十肩、腰痛症、頸 椎捻挫後遺症等） 

そして、療養費の請求には、医師の同意が必要

としています。 

 また、あん摩マッサージ指圧については、「医

師の同意の下に保険医療機関外（施術所）で行わ

れた 場合にも療養費払いの対象としている。」 

対象疾病は主として、筋麻痺、関節拘縮等に対

するもので、療養費の請求には医師の同意が必要

であり、往療が行われた場合は別途往療の必要性

に関する医師の同意が必要、としている。 

療養費の支給対象があいまいであり、支給要件

が不明確との意見も出されているため、通知文を

簡略にした「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅ

（ 4 月 27 日 厚 生 労 働 省 と の 懇 談 ）       

うに係る療養費の概要」が出されました。 

私たちは、健康保険証を提示すれば、はり・き

ゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療が受けられ

る健康保険制度へ改善を呼びかける運動を続け

ていますが、この際に療養費支給要件概要の問題

点を指摘し、患者が必要な治療を選べるように、

療養費の厚生労働省通知改正を要望して行くこ

とが重要と考えます。 

患者の医療選択の権利の尊重を 

健康保険法第 87条では、療養費支給について 

以下のようにいっています。 

保険者は、「療養の給付等を行うことが困難で 

あると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関

等以外の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を

受けた場合において、保険者がやむを得ないもの

と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費

を支給することができる」と療養費支給の条件を

述べています。 

しかしながら、87条は極めてあいまいな規定で 

あり、この条文によるあん摩・マッサージ・指 

圧療養費、はり・きゅう療養費は、すべて厚生労

働省通知により支給されています。 

療養費の支給であっても入院時生活療養費、保 

険外併用療養費、訪問看護療養費など医療機関が

関係する療養費については、療養費支給の目的や

条件が条文で明記され、取り扱いは明確にされて

います。 

しかし、87条の伝統医療に基づく資格者が関係

する、あん摩・マッサージ・指圧治療、はり・き

ゅう療養費の支給は、わかりにくい厚生労働省通

知の積み重ねで運用されています。 

療養費支給の要件を示す厚生労働省通知の問

題は、国民の健康保険であり、患者の医療選択の

権利の尊重という、もっとも重要な問題が無視さ
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れていることです。 

健康保険は療養の給付が優先との理由により、

患者の医療選択の権利を無視する不合理な療養

費支給制限が、厚生労働省通知により実施されて

います。 

まず、患者が必要とする場合は、はり・きゅう

療養費、あん摩マッサージ指圧療養費を選択でき

る厚生労働省通知へ変更するべきです。 

その後、はり・きゅう療養費、あん摩マッサー

ジ指圧療養費の支給の目的や条件を健康保険法

の条文で明記し、患者の判断によりはり・きゅう

治療、あん摩マッサージ指圧治療を受けて、療養

費が申請出できるように改正を行うべきです。 

はり・きゅうの療養費支給要件 

改善の要望 

１ はり・きゅうの療養費支給要件につい

ての厚生労働省通知の変更を要望します。 

 １）疼痛改善のための治療として、患者が希望

する場合は療養費を支給する。２）療養費の申

請には疼痛を発症する疾患であるとの医師の

診断書を提出する。３）療養費の受領委任を認

める。 

２ 厚生労働省通知の変更を求める理由 

支給要件の概要では 

「はり・きゅうについては、慢性病であって医

師による適当な治療手段がないもので、はり・

きゅうの施術による効果 が期待できるとして、

医師の同意の下に行われた場合に療養費払の

対象としている。」 

①として、神経痛、リウマチ ②類似疾患（頸

腕症候群、五十肩、腰痛症、頸 椎捻挫後遺症

等）といっていますが、簡略化しても、解りに

くい支給要件です。 

神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、

腰痛症および頸椎捻挫後遺症は、医師の治療手

段のない疾病なのでしょうか？通知に挙げら

れた疾病が治療手段のない疾病ならば、療養の

給付による医師の治療を優先していることが

疑問です。 

不合理な支給要件をやめよう 

「医師による適当な治療手段がないもの」と

いう不合理な支給要件は、健康保険からの、は

り・きゅう治療排除するための支給要件です。 

健康保険制度からのはり・きゅう治療排除の

かたくなな考え方を改め、疼痛緩和をはじめ、

患者が治療効果を認め、治療を必要とする場合

は、はり・きゅう療養費の支給が受けられるよ

うに、支給要件の改善がなされるべきです。 

また、医師の同意書添付については、はり・

きゅう治療を行わない医師に、はり・きゅう治

療の同意を求めるのはいったい何のためなの

でしょうか。 

病状や病名について医師の診断を求めると

しても、治療を選ぶのは患者です。医師の治療

を選ぶか、はり・きゅう治療を選ぶか、あるい

は両方の治療を選ぶか、患者の判断により決め

られる問題です。さらに、療養費の受領委任を

認めるべきです。 

はり・きゅう療養費を申請する患者に、煩雑 

な申請手続きを求めるという、不公平な行政指

導は改善すべきです。柔整療養費と同様に、鍼

灸師と保険者の協定の締結による受領委任払

を認めるべきです。 

あん摩マッサージ指圧の 

療養費支給要件改善の要望 

１ あん摩マッサージ指圧療養費の支給要件に

ついての厚生労働省通知の変更を要望します。 

 １）筋麻痺、関節拘縮等の治療として、患者が

あん摩マッサージ指圧治療を希望する場合

は、あん摩マッサージ指圧療養費を支給する。 

２）あん摩マッサージ指圧療養費の申請には、

筋麻痺、関節拘縮等の発症についての医師の診

断書を提出する。 

３）療養費の受領委任を認める。 
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 ２ 厚生労働省通知の変更を求める理由 

１）あん摩マッサージ指圧療養費の支給要件 

を筋麻痺、関節拘縮等の治療法に制限する厚生

労働省通知は、法にもとづく通知でしょうか？

あん摩マッサージ指圧師の治療を筋麻痺、関節

拘縮等治療に制限する法的な根拠はありません。 

 ２）筋麻痺、関節拘縮の治療について、あん

摩・マッサージ・指圧師は判断ができます。筋

麻痺、関節の拘縮の治療に関して医師の同意は

必要ありません。 

３）あん摩・マッサージ・指圧療養費の支給

要件にもとづく申請にあたり、受領委任払いを

拒否し、ことさら煩雑な申請手続きを求める、

不公平な行政指導は改善すべきです。 

柔整療養費と同様に、あん摩・マッサージ・指

圧師と保険者の協定の締結による受領委任払い

を認めるべきです。 

あん摩マッサージ指圧、はり灸は 

医業類似行為という誤り 

「医業類似行為に対する取扱いについて」  

（平成 3 年 6 月 28 日 医事 58））などの厚生

労働省通知において、あん摩マッサージ指圧、は

り、きゅう及び柔道整復を医業類似行為としてい

ます。 

明治政府以来の伝統医療排除、蔑視の思想が、 

鍼灸師の治療もあん摩マッサージ指圧師の治療

も医療とは認めず、医業類似行為だとしているの

です。 

しかし、これは明らかな誤りです。法律で定め

られたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう

師，柔道整復師はそれぞれ制限された範囲で医業

を行なうことを法律により認められた資格です。 

いろいろな名称を使い、無資格で営業する医業

類似行為と同一視するのは、法律を無視する見解

です。 

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

の法律」によると、法律の第一条で 

「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは

指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、

それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免

許又はきゅう師免許を受けなければならない」と

規定しています。 

あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師

は制限された医業を行う 

この第一条は、本来は医師がおこなう医業であ

るが、医師以外の者で免許を得た者には、それぞ

れ免許で限定した範囲での医業を認めるという

規定です。医師以外の者に、限定されてはいるが

医業を認めた法律です。 

このことは、法律が制定された当時は、厚生労

働省も認めていた見解です。 

しかも、「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」 

このように、仙台高裁・昭和 29年 6月 29日の

判決文で明確に述べられているように、司法の見

解も医業類似行為は法律による資格の無い者の

行為です。 

 法律により、医療の一端をになう資格をあたえ

られた者を、健康保険法においても正しく評価し、

あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の治療を必要と

する患者が健康保険で選択できるように制度の

運用を切り替えるべきです。 

通知の変更は、厚生労働省の責任ですぐに可能

なことです。制度の改善とともに、通知変更の要

望につき議員のみなさんにも、ご理解を得るため

のお願をして

いくことで、

実現への道を

切り開いてい

きましょう。 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiouMHI11XwEEAQByU3uV7/SIG=121hdpmm3/EXP=1465808007/**http:/illust-imt.jp/archives/003082.smpl.png
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ヒマラヤの月②  

やっぱり山に登りたい 

 GW の 10 日間を使ってヒマラヤの 5000ｍの山

に登りたい。３週間あれば余裕で登れてもそんな

には休みが取れない。帰ってくれば机がない。 

そんな厳しい社会状況でも「やっぱり山に登り

たい」「それがヒマラヤなら・・・」そんな 17 名

の思いを一つにできた今回のエクスペディショ

ン。 

木曜日に仕事を終えて羽田空港に 22：00 集合、

日付の変わる頃に出発、バンコク経由カトマンズ

空港へ、そして国内線で第２の都市ポカラへ移動。 

そして翌日車で入れる最奥の村へ、以前はポカ

ラからトレッキングが始まったが、今では約 40

ｋｍは短縮できる。良いのかどうかは人それぞれ

だが今回は便利に使った。 

さて、車で入れる所まで入るのだが、舗装道路

ではないので、すごい砂埃とガタガタ道、全員マ

スクをしないと苦しい。途中日本の ODA の援助

で発電所建設の工事現場を通過する。完成はまだ

まだ先だろうがトンネルが掘られていた。その工

事のために道路が建設されたのかもしれない。 

ポーターに助けられて 

約 3 時間の車移動でやっと終点に到着。ここか

らトレッキングが始まる。5 人のポーターと合流

して出発。ポーターたちは大きな荷物をロープで

結び、それを頭で支えて歩く、ネパール独特の運

び方である。 

その荷物の中には酸素ボンベ、シュラフ、ガモ

ウパック（高山病治療の器具）その他重量物すべ

てが入っている。われわれは水筒と雨具、貴重品

のみで軽快に歩き始める。 

天気は快晴だが風がなく蒸し暑い。歩き始めて

一人が動けなくなる。どうも熱中症の気配。水分

補給を促し、頭から水をかける。暫くして回復（筋

痙攣あり）。途中の村々を通過しながら生活道を

たどる。右側は深い谷でモディコーラ（コーラは

ネパール語で川という意味）沿いに登っていく。 

地図では気が付かなったが、日本なら川沿いの

道はなだらかで歩きやすいと考えるのが普通だ

が、ここネパールではその常識が通用しない。 

あまりに谷が深く雨期は増水するので山の中

腹または尾根上に村がある。その村をつないでの

コースなのでアップダウンが非常に多い。 

アップダウンを繰り返しながら、やっと標高

1780ｍの温泉のある村につく。ここには温泉が湧

いているらしいが往復 1時間ということなので入

らなかった。 

夕食はいろいろ選べる。ネパール料理はダルバ

ートと言って日本でいうなら「定食」ネパールの

家庭料理で一皿の上にダルカレーと漬物、煮物な

どが盛られていて食べなれると大変美味しい。 

日本にもネパール料理と名の付くレストラン

が多くあるので食べた方もおられると思うが、私

はおいしいと思っている。隊員の中にはネパール

式に手で食べる作法に果敢に挑戦しているもの

もいた。 

食料も燃料も人力で 

先日、山のクラブの友だちにネパールの話をし

たら「うちのかみさんは、汚いところがダメなの

で無理かなー」と言っていた。 

確かにこの村までは動物がいて道には動物の

うんこだらけで、良く見て歩かなければふんづけ

てしまう。しかし動物の影はここまでで、ここか

ら先は動物は規制されていて入れない。国立公園

になるので規制されていると思われる。 

ここまではプロパンガス、新鮮野菜、肉などは

ラバ（ドンキー）により運搬されていたが、ここ

から先はすべて人力による運搬となる。 

30kｇのプロパンガスも野菜も人力で運ばれる。

従ってこれより先では肉は食べることが出来な

かった。そしていよいよトレッキングも大詰め。

ネパール人の聖なる山「マチャプチャレ」が見え

改憲が重要な争点 
コーヒーブレイク 2016/6/10  

橋本利治 
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てくる。「マチャプチャレ」という山名は「魚の

しっぽ」という意味である。山頂が魚のしっぽの

ようになっている。聖なる山なので登山許可は出

ない。すごい山容である。これを見るだけでも価

値ある。ここ「マチャプチャレベースキャンプ（以

下 MBC とする）」にたどり着くまで 3 日間歩か

なければならない。1 日 4 万歩ほどになる。ここ

の標高は 3700ｍ富士山の山頂と同じ高さだ。夕

方順化のために周辺散歩に出かける。 

ここからアンナプルナベースキャンプ迄は 2時

間ほど。しかし高山病が出やすいのでここで 1 泊

して高度に体を慣らす。明日はいよいよ 4130ｍ

のアンナのベースキャンプに入る。夕方空は澄ん

で周囲の写真を撮影する。そして翌日早朝もスカ

イブルーの空色。ここまでくると朝晩は冷え込む。 

咲き乱れる高山植物 

パンケーキの朝食を済ませてアンナのベース

キャンプへ向けて出発。マチャベースとアンナベ

ースとの間は初めての雪渓歩きとなる。適度な固

さの雪の上を歩いて進むと高山植物の咲き乱れ

る道を歩きアンナベースキャンプが見えてくる。 

入口にゲートがあるので、全員の集合写真を撮

ってキャンプに入る。アタック隊は本日ハイキャ

ンプに上がっている筈だ。ゆっくりキャンプで体

を休めて、午後周辺散歩に出る。裏の小高い丘に

登ると、8000ｍのアンナプルナⅠ峰が正面に聳え

立つ。思わず見とれてしまう。写真を撮るがこの

迫力は出ない。 

   （マチャプチャレ 6993ｍ） 

その後氷河の淵に立つと、対岸を登るアタック隊

の影が点となって見える。見えるといっても点が

動いているので人だとわかる程度、イヤー登りた

かった。今回の任務がトレッキングでなかったら

私は今頃あそこで、ゼーゼー息をしながら歩いて

いる筈だった。残念 

さて翌日、アタック隊はハイキャンプからアタ

ックをしている筈である。見えるかなと思ったが、

時間的に見えなかった。これも残念。我々は元来

た道を意気揚々と下山にかかる。 

本日は歩行距離が少し長い。鶏のいる村まで行

きたいと現地ガイドが言うのでみんなに頑張ろ

うと促す。 

今晩の食事は鳥をつぶしてチキンカレーだと

のこと。ホテルに着いたらガイドが呼びに来てこ

ちらに来いという。「どの鶏が良いか」と聞くの

である。高地なので地鶏ではあるが太っていない。

一番大きいのを指定して夕食のおかずとなる。 

大切な蜂蜜を味わう 

そしてここの宿の主人は「ハニーハンター」だ

というので聞いてみたら、ここの地蜂は断崖絶壁

にハチの巣を作るそうだ。 

そのハチの巣を高所から縄梯子で降って蜂に

刺されながら巣を取ってくるそうだ。ハンチング

の挿絵が飾ってあった。 

この蜂蜜は高カロリーでスプーン１杯しか飲

んではならないとのこと。１リットル１万円との

こと大変高価な品物である。試飲を申し込むと快

く試飲させてくれた。日本の蜂蜜よりさっぱりし

ていて、甘ったるくはない良い味であった。 

この日は旅人のために、村人がパーティーをし

てくれるとのこと。急な山麓のステージで村人が

集まってタマン族の踊りを披露してくれた。 

豊作の踊りだそうだ。そのうち同宿のシンガポ

ール人が村人と一緒に踊り始めてみんなで楽し

いパーティーだった。 

最後にカンパ袋が回ってきて村長が口上を述

べた。なんでも「遠い国から良くお越しくださっ

た。歓迎をします。皆さんのお気持ちだけ頂けれ
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ば幸いです、このお金は貯金して村の道を作った

り、橋の改修工事の費用にあてる」というような

ことを言っていたように思う。 

日本人専用のホテル 

そして翌日バスの終点の村まで行き本日の宿

は「月の家」という日本人専用のホテル。五右衛

門風呂があり、芝生の庭のベンチに座っていると

眼前にマナスル、マチャプチャレ、アンナプルナ

とヒマラヤ山脈の連山が見渡せる。 

一日中ここでゆっくりしていたいものである。

そんな思いを馳せつつ夕食となる。 

食後ストーブ囲みながら今回の旅の話に花が

咲く。明日はカトマンズに戻ってそれから日本行

のフライトに乗れば終わりである。 

朝 6 時に羽田について、その日午前中に訪問の

仕事があり越谷へ行くことになった。このように

して 10 日間のネパールトレッキングは終わりと

なった。 

今回 3度目のネパール訪問であったがネパール

が王政から共和制へと政治体制が移行して本当

に国民の生活が良くなったのか、あまり感じられ

ないと言っていた。 

わたしはそれでもワイロが横行していた王政

時代よりは良くなったように思う。道半ばであろ

うか、これからのネパール連邦民主共和国に期待

したい。次回はネパールの鍼灸師などについて書

いてみたい。 

（ベースキャンプに咲く高山植物） 

 

改憲こそ重要な争点 

天下分け目になるか？ 

 7 月 10 日は何の日？参議院選挙の投票日です。

参議院議員山本太郎は「もう後がない」と言って

います。つまり今回の選挙でもし「改憲」を主張

する議員合計が 74 人以上当選すると、日本は戦

前のようにファシズムの国になってしまうとい

うのです。私たちは戦後 70 年間平和を維持して

きました。「戒厳令」と聞いてもピンと来ないか

もしれません。 

戒厳令とは 

わたしは28年前初めてネパールへ行ったとき、

ネパールでは民主化の嵐で戒厳令が国王により

宣言されていました。カトマンズでは毎日夕方に

なると軍隊が完全武装で街角に立ち外出禁止で

した。外国人であるわたしにも異様な風景でした。 

そうなんです。戒厳令とは権力を政府に集中さ

せて、人権、経済、政治など一切を停止させて、

政府の思いどうりに国民を動かすことができる

ということなんです。例えばアメリカが戦争をす

るといったときに、国会の意見を聞くこと無く、

政府の一存で戦争に加担できる権限なんです。反

対者は裁判せずに処罰することもできます。その

ような政治を良しとするか、嫌だとするかが問わ

れる選挙が今回の選挙だというのです。 

「緊急事態条項」 

自民党の改憲草案 98 条・99 条に「緊急事態条

項」として書かれています。（ネットで「自民党」

と入力して改憲草案を見ることができます）つま

り緊急事態に際しては一切の権限を認めないと

なっています。そんなことは誰が見ても反対する

でしょう。 

ですから「争点は経済政策」とマスコミなどを

通じて宣伝されています。それに対して、市民運

動の盛り上がりから、やっと全国 1 人区で野党統

一候補が合意されました。（共産党は候補を取り

下げるという今まででは考えられない勇気ある

決断をしました。市民運動からすると良くやって

くれましたと称賛に値します） 
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しかし煮え切らないのが民進党。東京などの複

数区では統一名簿を作るのに足踏み状態です。こ

のような緊急時にあっても民進党の議員さんは

自分のことしか考えていない。今は大同団結して

最悪の事態を止めなければならないときなんで

すけれど・・・。 

★舛添さんは本当に悪い人？ 

 選挙の話から少しずれますが、都民全員が「け

しからん」と言っているのにと言われそうです

が・・。あまりにも舛添叩きが、えげつないので

疑ってみました。ウン、確かに良いことをしたと 

は言いませんが、もっと悪いことをした先生方が

いるのにそれは知らん顔をしている。 

なんでそれを追求しないのと思ってしまいま

す。前経済再生担当大臣なんかは本人が金銭授受

を認めているのに「不起訴」だって。あと群馬の

女性先生。それに比べれば舛添さんはかわいいも

ののように思います。そして、それを祭り上げた

与党の責任はどうなるの？また都知事選挙の時

に舛添さんに投票した人はどのように思ってい

るのか聞いてみたい気がします。 

 

★6 月 22 日公示、7 月 10 日投票日 

投票日まで１か月を切りました。やっぱり選挙な

んですから明るいニュースがないかなと思って

いたら昨日伝説の「三宅洋平」が立候補すると情

報が入ってきました。３年前の参選挙で空前のム

ーブメントを巻き起こしたあの「三宅洋平」です。

自民党の渡辺美樹（ワタミの会長）は５万票で当

選、三宅洋平は１７万票で落選した。その伝説の

持ち主です。 

彼は言います「既成政党の票を取り合うのでは

なく選挙に行かない 50％の選挙民を選挙に行か

せるように盛り上げるのが僕の役目です」と。さ

て今回の選挙はどのようになるか、わたしもワク

ワクしながら注目していこうと思います。 

あとがき 

書きたいことはたくさんあり、何をどの様に書け

ばよいのか 毎回悩んで支離滅裂な仕上がりに

なっています。今私が書いていることは「そんな

のあたり前だろう」と思われる方もたくさんおら

れると思います。 

また逆に「それは違うよね」など意見があって

当然だと思うのです。お互いがそれを認め合って

すり合わせていく、そのような過程が私たち日本

人には欠けているのかなと思います。 

昨年、理事会終了後、事務局長の清水先生と話

していて会員がもっと積極的にかかわってもら

えることを考えましょうということになり、私な

りに考えて毎月文章を書くことにしました。とり

あえず１年は頑張ってみようと思っております。

会員の皆様、事務局通信に投稿してみませんか 

締め切りはメールで送信して下さる場合は、毎月 10 日です。FAX の場合は一旦 

パソコンに取り込む必要上、8 日締め切りになります。編集会議で検討の上、採用 

させていただいた場合は、規定にしたがい投稿料をお支払い致します。 

詳しくは事務局迄ご連絡ください。 
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鍼灸、あん摩マッサージ指圧の健康保険制度改善へ 

講師の長友薫輝先生は、社会保障、社会福祉を研鑽され、患者の権利を尊重する立場

から活躍されている専門家です。鍼灸、マッサージ治療が医療制度に正当に位置づけら

れるよう、学び、懇談する貴重な機会です。みなさんご参加をお願いします。（田中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加申し込み： 

事務局（03－3299－5276） 

※当日 懇親会予定 

 場所：（産業振興センター1 階喫茶室）

参加申し込み時に懇親会参加の有無もご

連絡ください。 

 

 

専門家による健康保険の講演会 
健康保険法改定実行委員会による講演会を実施します。 

健康保険法について宮原顧問弁護士を交えて論議をしていますが、論議を続ける

中で専門家を招聘して、しっかり勉強会をすべきという提案が出されました。 

そのため、平成３年岸イヨ鍼灸裁判の時に、証言に立ってくださった当時金沢大

学井上英夫教授に相談して進めることになり、井上教授のご推薦により、長友先生

の講演会を企画しました。 

制度改善の運動推進のためには、医療制度、健康保険制度全体を正しく理解する

ことがなによりも重要です。患者の権利を尊重する健康保険法の改善について、最

近の国民健康保険の変化にも触れてお話していただきます。皆さんの参加をお待ち

しています。  

講師：市立三重短期大学 長友薫輝（ナガトモ マサテル）教授 

日時：平成２８年７月１０日 １３時３０分～１５時３０分 

会場：中野区産業振興センター（JR中野駅南口より 5分） 

 

東京都内 （場所は参加希望者に別途ご案内） 

会場近く 
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申請書ソフト  領収書印刷機能のご案内 

   請求書印刷機能に加えて、領収書の印刷機能を提供します。 

       印刷選択で、「請求書と領収書」が印刷できるようになりました。 

 

 

 

 

    ※ 今まで通りの請求書 2式の印刷も可能です 

      一括印刷の場合、領収書印刷機能はありません。 

    ※ 領収書印刷機能が不要な場合はバージョンアップは必要ありません。 

リリース H２８年７月中旬 予定 

  ※ その他 

 

 

    Windows7/8/8.1 から Windows10 へのバージョンアップは、会員の責任で行ってください。 

   個々の PC の環境によってバージョンアップがうまくいかなかったり、ドライバの入れ替えが必

要な場合もあります。また、バージョンアップに伴って操作が変わってしまうこともありますの

でご注意ください。 

   当会のソフト使用に関しては、Windows10 に上げる必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 地図データＨ26 年版が利用できます。 

 あらたに、大阪府と茨城県の地図データが利用できます。 
 CD-ROM 又はバージョンアップモジュールのある USB メモリに 

地図データが入っています。インターネットからもダウンロードできます。 

請求書/ 
領 収 書

 

請求書 

当会ソフトは、 Windows10 でも利用可能です。 

 ただし、新規インストール H２８年のものを使用してください。 

 Windows10 は新規購入 PC での使用をお勧めします。 
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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。 

 

ＱＡ 

Ｑ１：鍼灸とマッサージを同日治療している患者さんの申請書が返戻になりました。理由は「傷病の内容が鍼灸

とマッサージで重複しており、マッサージ施術の部位が妥当かどうか見直しを。」という内容でした。鍼灸の傷

病名は「リウマチ」、マッサージは「関節炎」で 5局所施術の申請でした。 

 

Ａ１：  

 

Ｑ２：埼玉県の施術者です。東京都でいうところの「障害者受給者証」を持っている患者さんがいます。受療委

任払いは受け付けて貰えるでしょうか。患者さんが本人申請できるような体調ではなく、困っていらっしゃいま

す。 

 

Ａ２：  

 

Ｑ３：患者さんの保険者が変更になりました。同意書のコピーを添付し、摘要欄に“保険者変更につき同意書の

コピー添付”と記入し提出したところ、「同意書原本の添付が必要」との理由で返戻されてしまいました。 

 

Ａ３：  

 

＊後日、会員から「上記対応をしたところ申請が受理されることになった」との報告がありました。 

 

Ｑ４：通所リハに通っている患者さんのご自宅に鍼灸・マッサージの往療をすることになりました。保険申請で

きるのでしょうか？ 

 

Ａ４：  

 

 

 

 

 

 

 

Q：鍼とマッサージは同一日に施術出来る

と聞いていましたが、なぜ返戻になったの

ですか。 
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<会からのお知らせ> 

＊会員の氏名や住所が変更となった場合、速やかに届をお願いいたします。ホームページから「変更届」の書式

を出し、ご記入のうえ送付してください。実物希望の方は書式をお送りします。 

＊東京都・神奈川県などの関係機関に、会から登録の変更手続きをいたします。その手続きが済む前に新氏名・

住所などで申請書を提出しても受理されない可能性があります。 

・氏名変更の場合、新たな免許証発行の手続きをしていただき、取得日以降の申請書の氏名を変えて作成してく

ださい。正式には「○月○日より施術者の氏名変更」と申請書に記載する必要があるそうです。月の半ばとなっ

た場合、申請書上は旧氏名のままで構いません。会には新たな免許証のコピーをお送りください。また、保健所

へも届を出し、コピーを会にお送りください。 

・住所変更の場合、まず保健所に届を出し、以降の申請書の住所を変更してください。月の半ばになった場合、

摘要欄に「○月○日より施術者の住所変更。新住所○○」と摘要欄に記入し、申請書上は旧住所で作成してくだ 

さい。会には保健所の届のコピーをお送りください。 
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H28 年 6月                  H28年 7 月 

 

1 水   1 金  

2 木  2 土  

3 金 申請書〆切 3 日 申請書〆切 

4 土  4 月  

5 日 ｹｱﾏﾈ研修会（事務所）10：30～12:30 5 火 申請業務 

6 月 申請業務 6 水  

7 火  7 木  

8 水  8 金  

9 木 「国民の会」会議 大阪住之江鍼灸院 9 土  

10 金 事務局通信投稿〆切 10 日 健康保険制度ｾﾐﾅｰ（長友教授講演） 

（中野産業振興ｾﾝﾀｰ）13：30～15：30 

11 土  11 月 事務局会議（13：00～14：00）

事務局通信投稿〆切 

12 日 在宅ｹｱ学習会（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 12 火  

13 月  13 水  

14 火  14 木  

15 水 通信編集会議（10：30～11：30） 15 金  

16 木  16 土  

17 金 保険部会（19:00～21:00） 17 日  

18 土  18 月 海の日 

19 日 「国民の会」総会 19 火  

20 月 事務局会議（13：00～14：00） 20 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

21 火  21 木 「国民の会」会議 大阪住之江鍼灸院 

22 水  22 金  

23 木  23 土  

24 金  24 日  

25 土  25 月  

26 日 NPO理事会 10：00～12：30 

理事会   13：30～15：30 

26 火  

27 月  27 水  

28 火 支給明細などの発送 28 木 支給明細などの発送 

29 水  29 金 療養費の振り込み 

30 木 療養費の振り込み 30 土  

   31 日 伝統手技療法ｾﾐﾅｰ 10：00～17：00 

申請業務  休業日 


