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「国民の会」の組織強化を 
 

代表理事 高橋養藏 

6 月 19 日（日）新大阪で、第 3 回定期総会が行われました。全体では、来賓 5 名含めて 19 名の参加

でした。東京からは NPO 医療を考える会から理事長・山西俊夫、事務局・山口充子、一般社団法人鍼

灸マッサージ師会から事務局長・清水一雄、代表理事・高橋養藏 4 名が出席しました。 

活動報告では、今年の 4 月 27 日（水）に行った厚生

労働省との交渉を行ったことが報告されました。要望書

を 2 文書提出「1 号では、施術料金の適正化、再検料を

設けること、同意書、再同意、併用禁止、鍼灸六疾患原

則限定、保険者との協定禁止等、法律の根拠ない通知を

取り消すこと。複数疾患の出来高払いを認めること。熊

本地震被災地のはり灸マッサージの同意書、再同意を不

要にすること。1 割～3 割負担を免除すること。はり、

きゅうの国を挙げての研究をすること。」 

（写真中央は大串衆議院議員）厚労省ロビーにて 

「2 号では、はり師、きゅう師等学校養成移設すべてを 4 年制度に早急に

行うこと。はり師、きゅう師等学校養成施設４年制度実現ののち、3 年以内

に 6 年制を実施すること。国家の責任において養成施設の人材を育成するこ

と。」当面抱えている問題を解決する積極的な要望を出しました。患者、国

民が参加する全国組織が要望書を出したことは、健康保険取扱い改善運動の

歴史では、画期的なことです。こうした取り組みを持続して行うことが重要

です。                               （写真）厚労省事務方と挨拶 

今年度の活動方針では、署名運動を大きく発展させるためには、「国民の会」を大きくしなければな

らないこと。そのためには現在会員になって頂いている人に定期的に会のニュ―スが届き、会の動きが
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わかるようにすることが必要。その為にどうするのか、一つは、財政の確立。もう一つは、事務局体制

の確立です。総会で提案された個人年会費、500 円、団体年会費 5000 円にすることが討議され、団体

会費年 5000 円は、小さな患者団体では大変という意見があり、次回総会で結論をだすことになりまし

た。当面、会員増と募金を訴えて財政を支えることが必要です。役員改選では、引きつづき山西俊夫、

高橋養蔵が副会長に選出されました。署名の到達全体で、35941 筆そのうち東京が 11671 筆です。この

数では、国会議員に働いて貰うには数がたりません。「国民の会」の今年度の目標 10 万筆です。全国に

運動を広げる努力をしながら、目標の半分ぐらいを関東地域でやりとげる気持ちで取り組みましょう。 

引き続き署名を集めますので、皆さんの御協力よろしくお願いします。 

 

 

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 

平成 28年 6月 14日 

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、尼崎市制 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。 
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【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。 

 

新理事就任あいさつ 

一隣堂 北川楓樹 

この度、理事を務めさせて頂くことになった北川楓樹と申します。私は訪問リハ

ビリマッサージの一隣堂という治療院を開業して今年でちょうど 10 年を迎えます。

しかし、正直なところ、その道は決して楽なものではありませんでした。 

何が困難だったのか？それは一言で表すならば、良い治療家＝良い経営者ではな

い、ということ。つまり、治療家として求められる能力と経営者として求められる

能力はまったく別物だということ。そして時に両者は相対立する存在だ、ということです。 

この経験から、私は会の中で「経営勉強会」を開いてみたいと考えております。 

人は皆、自己の利益が確保されて初めて、周りの人のことを思うことができます。その意味で、運動

体としての会を発展させていくためには、各治療家・各治療院の経営がしっかりと確立され、利益が確

保されなければ成り立ちません。 

経営（利益）・技術・運動体…これらが三位一体となって会が益々発展し、日本の医療が発展されて

いくことを願っております。皆さま、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

在宅ケア研修会報告 

「在宅でできる転倒予防のリハビリ」 

在宅ケア部 鈴木淑惠 

在宅部主催の研修会 2016年度第 1回目が 6月 12日（日曜日）の午後 1:30から

4:30まで中野産業振興センター和室にて行われました。講師は、既に何回かお迎

えしております理学療法士：井上美幸先生です。現在は、千葉医療専門学校長・

株式会社アール・シー代表取締役など務めておられるそうです。 

今回は先生の貴重な経験と資料を基に丁寧に教えていただきました。天候にも

恵まれ、参加者は 18名、中でも若い方が多くみうけられました。講義など説明に
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並行して、実演をしてくださいましたのですぐペアになって実技を学び、会場内は皆さんの真剣な熱気

が段々と高まってくるのが伝わってきました。 

1.はじめに 

 離床  ADL に直結（日常生活動作）ベッドサイド、部屋で出来るリハビリでは、寝たきりの状態に

なると、身体が筋肉を動かす事を忘れているので、意識的にベッドの上で動く練習をする。 

 端座位 座位における姿勢、施術者が操作を加え対象者に適切なアライメント（方向や、角度を適正

な状態にそろえる事）を指示する。 

2.転倒予防に関する因子 

A. 転倒予防 →立位歩行のための身体機能 

① 姿勢保持 （スタビリティ）体幹を強化するトレーニング 

をする。何度も練習を繰り返し出来るようになったら次の 

ポジションに行く。 

② バランス（どれだけ筋肉を動かせるようになったかを 

みる）大臀筋、中臀筋の状態をしっかり見ながら行う。 

③ 筋力（モビリティ）移動しやすさ、動きやすさをみる。 

 ※運動後蛋白質を摂取するよう心掛ける事をおすすめいたします。 

 B.サルコペニア 

骨格筋や筋肉が何らかの理由で減少してしまうことを「サルコペニア」と呼んでいます。転倒、骨折、

寝たきりなどの原因にもなるため、十分な栄養の摂取や、体力維持・筋力増加のため運動により、サル

コペニアを予防することが重要です。 

C.認知予防：注意力低下 

① 脳によるトレーニング 

よく噛むこと日常動作によって脳の血流が促され鍛えられ 

ます、記憶力や認知症機能を高めるには BDNF（カカオポリ 

フェノール蛋白質）が脳神経細胞を活性化させ、増やす可 

能性があります。 

② 筋肉によるトレーニング 

全身体操（本人の状態にあわせて行う）、ウォーキング、肩の上げ下げ、足の指曲げ伸ばし、 

個人に合わせて行う。 

③ 食事療法によるトレーニング 

チョコレート、セロリ、ぶどう、大豆製品、野菜、魚中心、カカオ、ウコンに含まれている、 

クルクミンがアルツハイマー病を予防する。 

 今回も、貴重な症例や実技を伝授していただきありがとうございました。転倒する大きな原因は歩く

とき足が上がらないで段差につまずいてしまう。足の筋肉が衰え動作がうまく出来ない事の様に思いま

す。歩ける行為は老化を防止し、健康で、快適な、生活をする上に重要な事、だとおもいました。 

※ アンケート内容ではすぐに臨床に役立つ、現場で使える、など、好評でした。 

※ 講師の方や、皆様、お手伝いしてくださった方々に感謝しております。 

※第 2回目の研修会が 2016年 10月 16日田中榮子先生よる重病人の介護と予防を講演させて頂きます。

多くの方々の参加をお待ちしております。                        以上 
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吉宗の中風（脳卒中）治療 

創健治療院 加藤勝彦 

暴れん坊将軍で知られる徳川吉宗は、晩年中風を患いました。その治療は、

どのようなものだったのでしょう。「江戸人の老い」氏家幹人著（2001 年、

PHP 新書）を参考に、紹介いたします。 

吉宗は、貞亨元年（1684）紀州藩主の 4 男として生まれ、20 歳で紀州藩

主、31 歳で 8 代将軍になりました。以後 29 年に渡り将軍職を務め、延享 2

（1745）年 9 月、60 歳で将軍職を長男の家重に譲り、大御所として江戸城

の西の丸に住んでいました。 

将軍を辞した翌延享 3（1746）年 11 月、61 歳の吉宗は中風を患い、右半身麻痺と言語障害が残りま

した。お酒は飲んでいたようで、適量とありますが、180cm の体の適量とはどれくらいだったのでしょ

うか。とにかく麻痺があるため日常動作は自力では不可能になり、食事、排泄、入浴、歩行などすべて

介助が必要になりました。 

以後、中風治療が開始され、医師は、40 代から 50 代の 5 人が配置され、毎日交替で治療にあたって

いました。介護者は、小姓約 90 人。小姓といっても 20 代から 40 代の経験豊かな男性が行っていまし

た。食事、排泄、入浴、理髪、歩行介助と担当が分かれており、食べ物を口に運ぶ役だけでも 4 人いま

した。 

日常のリハビリを見ると、歩行訓練に力を注ぎ、寒い日にも調子が良ければ積極的に出掛け、支えが

なくてもかなりの距離を歩けるようになっていきました。言語は不明瞭の状態が続き、何かを口走ると

小姓が聞き返していたようです。身体の様子を診ながら漢方を行い、鍼灸、

按摩も行っていましたが、針は医師・多紀安元が行い、按摩は将軍やその家

族を診ている奥医師・前川玄徳が、肩、背部、手、腹部を中心に行っていま

した。しかし、効果がなかなか表れずにいたので、吉宗が紀州藩主時代から

仕えていた御側衆・小笠原政登（まさなり）が、自ら考えていた按摩を施し

てみました。右腕が胸のところに拘縮しているので、胸から腕、指一本一本

へと順番に按摩を施したところ、右腕の伸展がみられ、感激して 2 人で泣き

出したとあります。その後吉宗は、政登を指名し、一日二度按摩を行うよう

になったとのことです。 

吉宗は、こうした取り組みで随分回復しましたが、中風を再発し、寛永 4

（1751）年、67 歳で亡くなりました。 

御側衆・小笠原政登は、吉宗没後職を解かれますが、73 歳まで勤め続けて宝暦８（1758）年引退、

明和 6（1769）年、84 歳で亡くなりました。この小笠原政登が、吉宗西の丸時代の様子を細かに記録し

た「吉宗公御一代記」を残しました。残念ながら一部しか残っておりませんが、国立公文書館に保存さ

れ、公文書館職員の氏家幹人氏が解読し、吉宗の中風（脳卒中）治療が判明したのでした。 

今回、将軍という環境にいた吉宗ではありますが、江戸時代の脳卒中治療の一端を垣間見ることがで

き、とても参考になりました。 

なお「江戸人の老い」は、吉宗以外にも 2 人の高齢者が、老いをどう迎えたのかを資料に基づいて紹

介しています。 
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「あはき」療養費は保険者の言いなりになっていいのでしょうか？ 

事務局長 清水一雄 

最近会員からの“療養費の申請について出来るだけ申請を通りやすくしてほしい”

という声を耳にしますが、この件に関しまして会としてもその通りだと思います。 

しかしそこで考えていただきたいのですが、国は「あはき」医療を必要としてい

ないと思われます。必要としていない側の意見をどう聞くのでしょうか。 

 昭和 62 年の時マッサージは発病から 2 年までであれば療養費を支給したのです

が、2 年を過ぎれば不支給になった経緯があります。 

現在でもこのようであればそれに従うのでしょうか。 

今まで国といろいろやり取りをしてきましたが、国民を健康にしていきたい波長が違うように感じます。

国民を健康にしたい課題については東洋も西洋もないはずです。人間感じることが重要だと思います。

おかしいと思えば“変ですね”、とありのまま表現することが大切なのではないでしょうか。 

それを保険者に逆うことは出来ないと感じるのであれば、そのことによって失業してまったとしても

それはそれでいいのかもしれません。自分の主体性をなくして明日の展望は開けないでしょう。 

ご反論ある方、同調される方 9 月 16 日（金）午後 7 時から保険部会があります。 

一人でも多くのご出席お待ちしています。皆で議論しましょう。 

 

 

伝統手技療法専門臨床塾 

（2回コースの 1 回目） 

１．「頸椎、胸椎、腰椎の触診と治療法」清水一雄講師 10：00～15：30（1 時間休憩） 

基本を重要視した臨床塾ですので、初めての参加

者も大丈夫です。臨床に役立つ内容にしています。 

【講義のポイント】  

・筋肉、骨格の狂いによって治癒力の低下がもた

らされ、様々な病気との兼ね合いが出てくる。 

・回復力の提供は疾病の快復と予防につながる。 

・触診により筋肉、骨格の狂いを把握し調整する。 

・治療するためには精度の高い触診が不可欠 

精度の高い触診は「一に基本」「二に基本」、基本に力点を置いた講座です。 

※参加者は在宅医療ケアテキスト（会出版）持参願います。 

２．「操体法による即効膝窩部の硬結の取り方」 増田浩司講師 15：40～16：40 

 

日時 ：平成 28 年 7 月 31 日（日）10 時～17 時 

場所 ：東京都内 参加者には別途ご案内します。 

受講料：会員 2,000 円 非会員 25,000 円 定員 ：10 名まで 

申し込み  事務局 ℡：03-3299-5276 
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ワクチンに精通した専門家の叫び 

著書の題名「もうワクチンはやめなさい」は 

著者の母里啓子さんの「さけび声」です。 

 母里啓子さんは、千葉大学医学部を卒業後に伝

染病研究所（現、東京大学医学部研究所）などで

ウイルスの研究に携わりました。 

その後、国立衛生研究院（現、国立保健医療科

学院）疫学部感染症室長を務め、さらに、神奈川

県の瀬谷、戸塚、旭の保健所所長を務めた方です。 

 ワクチンの専門家であるとともに医療行政に

精通した方です。 

ワクチンの普及にも携わった方の怒りの声が

「もうワクチンはやめなさい」なのです。今が最

悪、一番怒っています 

母里さんが何を怒っているのか、前書きのなか

から抜粋しました。 

 「私は、ウイルスの研

究者として、また公衆衛

生に関わる国の職員と

して勤めながら、予防接

種被害者の方とも関わ

ってきました。さまざま

な立場からワクチンを

見続け55年になります。 

今のワクチン行政、研究者や医師たちの考え方、

ワクチンをめぐる報道、そのすべて・・・今が最

悪。今、一番怒っています。」 

増え続ける副作用が知らされない 

「ワクチンは強引に体の中に異物を入れて抗

体をつくるもので、自然の感染とはまったく異な

るメカニズムのものです。 

それが今は、自然に治る軽い病気、めったにか

かることのない病気にまで次々と新しいワクチ

ンが作られています。そして、社会全体に病気が

怖いという脅かしとともに宣伝され、公費を使っ

て奨められています。そして・・ワクチンが増え

るに従い、ワクチンの副作用も増え続けています。

ところが副作用のことはほとんど報道されてい

ません。」 

安全無視でワクチン普及 

「現在、生まれたばかりの 0 歳の赤ちゃんが 1

歳になるまでに、10 回も予防接種を打たれている

ことをご存じですか。 

かつて BCG と DTP（ジフテリア・百日咳・破

傷風）ワクチン程度だった幼児の予防接種は、乳

児に移行し、ここ数年急激に増えているのです。」 

「そして、『お母さんが楽なように』と、安全

性の検証もないまま、何本ものワクチンを同じ日

に打つ、同時接種が行われるようになったのです。 

2011 年 3 月ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチン

の同時接種後に亡くなった乳幼児の事故が次々

にニュースになりました。その結果、両ワクチン

の接種は一時見合わせとなったのです。 

しかし、厚生労働省は、予防接種との因果関係

を認めないまま、両ワクチンをたった１カ月もた

たないうちに接種再開となったのです。」 

「今、ワクチンのある病気はすべて防がなけれ

ばならない、というような宣伝がなされ、さかん

に啓蒙運動が行われています。日本は遅れている、

世界並みにならなければいけないと、専門家とか

いう人たちが接種を奨めています。そこでは誰も、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著書紹介 

もうワクチン

は やめなさい 
予防接種を打つ前に 

知っておきたい３３の真実 

著者 医学博士 母里啓子 

出版社 双葉社 1100円 
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知っておきたい 33 の真実（項目ごとに解りやすく、読みやすく説明されています） 

１）厚生労働省が「積極的勧奨はしない」ワクチンは絶対に打ってはいけない。 

２）「効果を期待できる」は「期待してもいいが効果は不明」ということ。 

３）政治家や学校の奨励は真に受けない。４）人を不安にさせる CM は信用してはならない。 

５）高齢者の肺炎球菌ワクチンは肺炎による死亡率を減らさない。 

６）肺炎球菌ワクチンは、元気な人には必要ない。免疫力の落ちた人には効かない。 

７）常在菌にワクチンは必要ない。８）不活化ワクチンは数年で効果がなくなる。 

９）生ワクチンも一生ものではない。10）水痘ワクチンの作られた目的は子ども全員の水痘を防ぐためではない。 

11）0 歳児がはしかにかかるようになったのは、ワクチンを打つようになったから。 

12）ワクチンで病気を撲滅させることは不可能。13）針で体に異物を入れ、病気と闘うという考えは、リスクの大き

な異常な考え。14）アジュバントは、異物追い出そうとする人体の自然現象をさまたげるもの。 

15）予防接種後の異変はワクチンの副作用と考えるべき。16）ワクチンは生物由来製品。体に入った時に何が起こる

かはわからない。17）副作用のないワクチンを作ることは不可能。 

18）発症する人がいない病気にワクチンは必要ない。19）ＢＣＧは肺結核を防ぐワクチンではない。 

20）病気になる人がいないのに、ワクチンがあるから残っている病気がある。 

21）乳幼児死亡率が世界最低の今、ワクチンのあり方を考え直すべき。22）変異が早いウイルスにワクチンを作るの

は不可能。23）「インフルエンザワクチンは重症化を防ぐ」その証拠はどこにもない。 

24）インフルエンザワクチンが幼児に効かないことは厚労省も知っている。 

25）高齢者インフルエンザ抗体は若者より強固。26）自然に治る病気に薬を使ってはいけない。 

27）インフルエンザの感染を防ぐ方法は何もない。28）インフルエンザにかかったら病院に行ってはいけない。 

29）インフルエンザによけいなお金を使う必要はない。30）日本のワクチン行政が世界から遅れているわけではない。 

31）必要な人に必要なワクチンを。全員が打つ必要はない。32）ワクチンは強制ではない。 

33）病気にかかることは生きていく上で必要な、とても大切なこと。 

 薬もワクチンも国民の健康より、製薬企業の

収益が優先される医療行政という実態です。 

薬やワクチンの知識も、わたしたちが知る努

力をしないでは、患者の権利の尊重などあり得

えないことがよくわかります。 

 この本に、特別対談として、母里啓子さんと

近藤誠さんの『「脅かしの医療」に対抗するため

に』が掲載されています。ワクチン問題で、ガ

ン治療の問題で、それぞれ患者のための医療を

守る立場から発言を続けるお二人の対談です。

現代の医療の姿をよく理解できますから、是非

読んでいただきたい著書です。 久下勝通 

            久下 勝通 

ワクチンには副作用があること、ワクチンの効

果は限定的であること、本当は病気を予防できる

効果的なワクチンはごくわずかであること、ワク

チンを打たなくても病気にかかって確実な抗体

を作れること、 

そうしたことを語ろうとしません。ワクチンに

期待される効果部分だけをアピールし、ワクチン

の限界から目をそらしているのです。 

国民の健康よりワクチン産業育成 

子どもの健康のため、世界中の人を病気から守

るためと称しながらワクチン産業育成という側

面が見てとれます。」「私とて科学者のはしくれ、

もともとはワクチンを作ってきた立場です。ワク

チン自体を否定したくはありません。 

けれどもこれだけワクチン産業が世界的戦略

となり、そこに人々がからめとられていく様子を

見ていると、もうワクチンはやめなさい、と言い

たくなるのです。」
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よもぎの会のこと、はじめての野党共闘のこと 

                   コーヒーブレイク 2016/7/10 橋本利治 

 

 

ヒマラヤの月③ 

 よもぎの会 ネパール支援 

ヒマラヤの国ネパールで鍼灸学校を作った日

本人女性がおられます。テレビ・雑誌などでも紹

介されたのでご存知の方もおられると思います

が、畑美奈栄先生です。 

畑先生は私と同じ東洋鍼灸専門学校の同窓生で、

日本で講演したりしながら資金を集めてネパー

ルでの学校運営にあてておられます。と同時に支

援団体「よもぎの会」を立ち上げて会費を支援金

として継続的な支援をしていました。わたしもそ

のメンバーの一人でした。今回のネパール滞在最

後の日にカトマンズのチベット料理店でお会い

して支援金を直接お渡ししました。 

畑先生のこと 

畑さんはもう 30 年ほど前に初めてネパールを

訪れた時「山あいの村を散歩していると、病気の

子供を背負った母親が近づいてきて、薬がほしい

というのです。もちろん言葉は通じませんから、

身振り手振りで必死に訴えるのです。そのとき薬 

（世界で 10 番目に高いアンナプルナ１峰（8091ｍ）南壁。

この写真の懸垂氷河を登山家：栗城史多が登っている。） 

を持っていなかった私は、何もしてあげることが

できませんでした。 

「お母さんの訴えるような悲しい目と熱でう

なされている子供のうつろな姿が頭にこびりつ

いて、宿に帰ってからも、何とか助ける方法はな

かったのか、もっと親身になればよかったのでは

と、ずっと心に引っかかっていたのです」 

何もしてあげられなかったことが鍼灸を目指

したきっかけだったと回想しておられます。 

ネパールで鍼灸学校 

帰国後鍼灸学校に通い鍼灸師になり卒業後ネ

パールにわたりネパール赤十字の敷地を借りて

鍼灸学校を建てられました。ネパール人が自立し

て必要な「医療」をできるようになることを念頭

に 5 年間鍼灸師の後輩を育てて 50 人近い卒業生

を出したそうです。 

現在ネパールで「shiatu」の看板を出している

ところはみんな先生の教え子だそうです。 

ネパールは地理的にタイと近いせいかタイマ

ッサージが多いように思います。前回セントラル

ネパールに登山に行ったときに村々を歩いてい

る訪問マッサージ師がいたので、後学のためとお

願いをしました。タイで勉強してきたとのことで

オイルマッサージでした。60 分で 3500 円程度で

した。ネパールではタイのマッサージが主流で日

本の伝統医療の流れはあまりないそうです。また

畑さんはカースト制があるネパール社会で女性

も同じようにマッサージ師として育てることを

考えられたのですが、「既婚女性が仕事を持つこ

との難しさ」「男性が女性の体に触れることのタ

ブー」などあり実技の難しさで苦労されたそうで

す。赤十字社との契約が 5 年ということでネパー

ル赤十字に引き継ぎました。 
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もぐさの製品化 

その後シングルマザーの生徒だった方を２人

の娘さんと共に引き取り現在カトマンズ郊外の

自宅兼オフィスで生活されています。 

活動としては年１回の「ヘルスキャンプ」を日

本人鍼灸師のボランティア援助を受けながらネ

パール人鍼灸師、看護師とチームを組んで全国の

村を回っておられます。 

１週間ほどのキャンプで述べ500人ほどの無料

の医療活動をしておられます。 

またネパールで自生する「蓬」に目をつけ（ネ

パールでは蓬は雑草として放置されたままにな

っています）蓬の買い取りシステムを奨励し、奨

励金を支払って雇用も創出されてネパール社会

に貢献されています。 

それを自宅の機械で精製し、「もぐさ」として

製品にしています。そのもぐさは製品化され販売

されています。またヘルスキャンプでも使われて

います。 

このヘルスキャンプは毎年実施されていてボ

ランティア鍼灸マッサージ師、看護師を募集して

います。 

カースト制が残っているのか？ 

何回かネパールに行って短期間、しかも特殊な

山の中での環境体験なのであまり感じることは

ないのですが、気になるところです。 

今回チーフガイドが日本語を話せるので、カ

ースト制についていろいろ質問してみました。若

い世代ではあまり残っていない、とのことでした

が、50 代６0 代のお父さんの世代では残っている

と言っていました。 

カースト制度は日本では感じられないかもし

れませんが、例えば自分より下のカーストの人が

作った料理は食べないなどだそうです。 

そして彼の実家はポカラの町から 1日かかる村

にあるそうで、もう結婚したらどうかの話があり、

お見合いをするためにさらに奥の村までお見合

いに行ったそうです。 

 彼は日本語も話せるし予想するに優秀な青年

です、多分カーストもハイカーストなので、村内

には相当するカーストの適齢期の女性がいなく

て隣村の同じカーストの女性をパートナーとし

て選択したのではないかと想像しています。 

私の考えすぎかもしれませんが、今後時々ネパ

ールを訪問した時に聞いてみたいと思います。 

あまりにもちがう 

そしてカーストと労働の問題を混同している

のかもしれませんが、今回我々のポーターをして

くれた 5 人（ロウカーストと思われる）は 30ｋｇ

の荷物を１日運んで円換算で 1600 円でした。 

サブガイドは 3500 円、チーフガイドは現地社

員なのでわかりませんでしたが、この金額が高い

か安いか、何を基準にするかによって異なります。  

例えば GDP を基準にして考えると日本との差

は 15.6 倍です。そうすると１日 25000 円ぐらい

の収入ということになります、現金収入のないネ

パールでは臨時収入としては高給なのかなと思

います。 

そしてサブガイドとなると少し日本語もわか

るので１日 54600 円位です。この差は何なので 

しようか。 

（高山植物） 

（ぺワ湖で語らうカップル） 

（畑先生の支援組織「ティパティよもぎの会」） 

http://yomoginokai.namaste.jp/yomoginokai.html

http://yomoginokai.namaste.jp/yomoginokai.html
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改憲与党 2/3 超？ 

 参議員選挙が終わりました。護憲野党の「2/3

阻止」は果たせない結果で終わりました。 

私なりに思ったことを書いてみます。今後少し

でも政治に興味を持っていただければ幸いです。 

 2016 年 7 月 10 日参議員選挙投票日、結果は自

民 121 議席、公明 25 議席、大阪維新 12 こころ 3

議席、合計 161 議席となりました。 

参議院は定数 242 人、そして憲法改正に必要な

議席数の 2/3 とは 161.3 となり 162 議席で憲法改

正発議ができることになります。 

4 党だけでは発議はできません。しかし無所属

11人のうち一人でも改憲賛成の議員がいればOK

ということです。このことは各種メディアで報道

されていたので改めて説明する必要もないかと

思います。 

今回の選挙結果は護憲派が共闘しても勝てな

いということなのですが、本当にそうでしょうか。

（これは私の負け惜しみもありますが・・・） 

新聞などの論評もいろいろありますのでそち

らも参考にしてください。 

じわっと動き始めた 

 まず初めに「野党の敗北」は認めなければなり

ません。しかし見方によってはいろいろ考察がで

きるのではないでしょうか。 

① 本当に与党の大勝利だったのでしょうか？ 

② 大躍進といわれる「公明党」でも創価学会か

ら 1 万人弱の公明党に対する「異義」が表面

に出てきました。 

③ 野党共闘がじわじわと動き始めてきました。 

このようなことについて書いてみたいと思い

ます。 

①´自民党があれだけメディア規制を敷いて、お

金をばらまき言論統制を敷いたにもかかわらず

「単独過半数」ができなかった。（多分幹部は焦

っていると予想しますが・・） 

②´今回創価学会員 20 名が某候補の応援演説に

立ちました。「私は 4 代続く創価学会員です。平

和の党である筈の公明党に未来はない、私たちは

9000 名の署名を集めて公明党に安保法案に反対

するように呼びかけました。もう私たちは公明党

を支持することはできません」と声明をだしまし

た。 

③´今回が初めての「野党共闘」でした。これは

画期的な事だと思います。全国 32 の 1 人区

で反自民の統一候補を立てて戦いました。そ

の結果接戦を展開してなんと 11 人もの当選

者が出ました。改選前は 2 人だったといいま

す。これは「あべ政治は許さない」の市民運

動の成果が確実に表れている証しだと思い

ます。盛り上がっている市民運動が野党の尻

をたたき、絶対あり得ない民進党と共産党の

共闘が実現したことは今後意義深いことだ

と思います。 

そして残念なことがあるとすれば、共産党の

「自衛隊発言」でした。この発言が与党に有利に

なるように利用されて「反共」キャンペーンの材

料にされてしまったと思います。残念でした。 

市民運動の力 

 さて本日都知事選の報道があわただしくなっ

てきています。どのような展開になるかわかりま

せんが、石田純一氏が「野党共闘」を条件に立候

補を表明したり、鳥越俊太郎氏が立候補を表明し

たとのこと、市民運動の延長線上に動き始めてい

ます。これで民進党は参議院選に続いて共産党と

の共闘を迫られています。 

私は今回治療院の掲示板に「自民党支持者の皆

様へ」というポスターを貼り出し「今回の選挙は

野党にいれても政権が変わることはありません、

安心して野党を応援してください」と掲示しまし

た。（効果は全くゼロだったのですが・・・） 

 それにしてもマスコミの統制はひどいもので

した。渋谷で 1 万人集まった選挙フェスもテレビ

などは無視を決め込んでいたようです。そしてジ

ャーナリストの池上彰氏が報道の自由に関して
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「圧力がある」と言っていました。池上彰氏が

NHK の「週間こどもニュース」をやっている第

一次あべ内閣の時、政権に批判的なコメントをす

ると、NHK に苦情の電話が殺到し、民主党政権

になった時は激減し、第二次あべ内閣になった時

には又苦情の電話が殺到したと言っていました、

このクレームに対応のスタッフは嫌気がして苦

情のこないような番組作りにしてしまうように

なると述べていました。 

池澤夏樹の挑発 

 今年 7 月 6 日付朝日新聞文芸欄に作家「池澤夏

樹」が「終わりと始まり」というコラムの中で書

いていました。 

沖縄のアメリカ軍属による女性殺害事件に抗

議する 6 万 5 千人の県民大会で「「安倍晋三さん、

本土に住む皆さん、今回の事件の第二の加害者は

あなたたちです」と 21 歳の玉城愛さんは訴えた。

（中略）騒音や犯罪、事故の危険など基地の問題

を訴えれば訴えるほど、そんな危ないものはご免

だと本土の人は言う。では沖縄はどうすればいい

のだ？今もって沖縄の経済は基地収益によって

支えられているという誤解がある、それならば結

構、地代と一緒に基地を差し上げる。早々引き取

っていただきたい。ぼくは本土に住むあなたを敢

えて挑発しているのだ。」と書いていた。さて挑

発された私はどうしようか。深く考え始めよう！ 

 

 

★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。 

 

８月 11 日から 16 日まで事務局は夏季休暇になります。 

 

 
 

 

Ｑ：介護付き有料老人ホームに入居している 3名の患者さんに往療しています。今まで料金は患者さんから直接

支払っていただいていましたが、施設長が変わったとたんに“今後、料金は施設が集金する。ついては集金手数

料を一人につき 500 円支払ってもらう。これは患者さんから集金した中から引き落とす。”と通知され、この内

容での契約書に署名捺印するよう求められ困惑しています。 

 

Ａ：  

 

 

会からのお知らせ 

＊６月半ばに「平成２８年度 会員名簿」をお送りしました（掲載者のみ）。内容を確認していただき、訂正

項などあればご連絡よろしくお願いいたします。 

 

Q：往療先の施設長が手数料と称して、療

養費の一部をキャッシュバックして欲しい

と言ってきました。どうしたらいいのです

か？ 



 

13 

申請書ソフト  領収書印刷機能（R3.32）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 

   ※ 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。 

 
  リリース方法 
   〇 インターネット利用       「選択画面」でＦ８押下、バージョンアップする。 

    〇 USB メモリ利用         希望される方は、事務局にお知らせください。 

                        バージョンアップモジュールを入れて返送します。 

 その他  ノートＰＣ利用上の注意事項 

 

 

 

 

 

 

領収書印刷機能の利用についての注意事項    事務局長 清水一雄 

申請書ソフトについて出来る限り会員要望を取り入れ改善、機能追加を行っています。此度この機能

を加えましたが使用するにあたっての注意事項がありますので、ご理解の上取り扱いをしていただくよ

うにお願いします。 

現在の鍼灸マッサージ療養費支給の委任形態は「代理受領」であり、本来の「償還払い」を「民法（643

条）上の委任」により取り扱われています。この意味するところは療養費申請額の全額を受療者から受

領し、保険者からの療養費支給額を受療者に返還するというものなのです。 

 つまり一部負担金制度を国が認めていないと云うことです。国には「受領委任」を求める主張を行っ

ていますが、未だに実現するに至っていません。しかし一部負担金制度を国民が支持する限りそれを推

進する必要があります。受療者の負担を考慮せずに進めることには抵抗を与える制度の在り方です。法

律で定められていないので、法律違反にはなりませんが行政指導に異議申す行為になります。 

 平成 14 年の時横浜 1 年問題（横浜国保で独自の通知による医師の鍼灸（半年）、マッサージ（1 年）

継続同意書）が起こり、A４用紙の継続同意書の表裏において医師に意見確認する項目があり、すべて

記入しなければ返戻するというものでした。あきらかに「あはき」を国民から遠ざける行為でした。 

その頃保険者から、受療者から全額を受領してやっているか否かの問い合わせがありました。このよ

うな場合皆さんはどのように回答しますか。 

 この度領収書印刷機能を加えることにしましたが、事の実態と今までの経緯を把握の上使用していた

だきたいと思います。 

 一部負担金制度である受領委任が通知上認められるようにしなければなりません。現在行っている

100 万署名活動は健康保険法で鍼灸マッサージを現物給付に変える運動です。ご協力お願い致します。 

バージョンアップする際にＦ８キーを押すことになりますが、ＰＣによっては、FH キーと F8 キー

を同時に押さないと機能しないものがあります。 

 ※ ノートＰＣはデスクトップＰＣに比べて、キーの数を少なくして、Ｆ８に２つの機能を割り当て

おり、使い分けるために FH キー（左下に配置）を同時に押す必要がある場合があります。 

 ＰＣのメーカーや使用しているマザーボードにより、操作方法が異なりますので詳しくはマニュアル

等でご確認ください。 
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H28 年 7月                  H28年 8 月 

 

1 金   1 月  

2 土  2 火  

3 日 申請書〆切 3 水 申請書〆切 

4 月  4 木  

5 火 申請業務 5 金 申請業務 

6 水  6 土  

7 木  7 日  

8 金  8 月  

9 土  9 火  

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 

10 水  

11 月 事務局会議（13：00～14：00） 

全国医療介護ﾏｯｻｰｼﾞ連絡会と懇談（15:30 

事務局通信投稿〆切 

11 木 山の日 

12 火  12 金  夏季休暇 

13 水  13 土  

14 木  14 日  

15 金  15 月  

16 土  16 火  

17 日  17 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

18 月 海の日 18 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

19 火  19 金  

20 水 通信編集会議（10：30～11：30） 20 土  

21 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 21 日 介護保険事業部会（10:30～12:30） 

NPO 理事会・社団理事会（13:30～16:30） 

22 金  22 月 事務局会議（13：00～14：00） 

23 土  23 火  

24 日  24 水  

25 月  25 木  

26 火  26 金  

27 水 支給明細などの発送 27 土  

28 木  28 日 伝統手技出張ｾﾐﾅｰ（兵庫鍼灸師会） 

29 金 療養費の振り込み 29 月 支給明細などの発送 

30 土  30 火  

31 日 伝統手技療法ｾﾐﾅｰ 10：00～17：00 31 水 療養費の振り込み 

申請業務  休業日 


