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e メール zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

e-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

-hoshinren@star.ocn.ne 社会福祉専門家 長友薫輝教授講演会報告 

健康保険法改定実行委員会 清水一雄 

 

講師：津市立三重短期大学 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  参加者：17名 

 

 この度健康保険法改定実行委員会主催で、福祉の専門

家による講演会を実施しました。 

医療と介護はどのように動いているのか、国民として

正しい視点を養っていくのにどうすれば良いか、「あはき

師」としての役割はどのように果たしてゆくべきかにつ

いて、参考になるお話をしていただきました。 

「あはき師」として認識を新たにすべき事柄が述べら

れていますので、私の感想を入れて報告します。            （講演後の懇談・前列左が長友教授） 

  

講演に先立ち、長友教授の紹介が田中榮子相談役よりなされました。 

「健康保険制度の改善につき、宮原弁護士とともに学習を続け

てきましたが、医療制度に詳しい専門家の話を聞いて勉強しよ

うという提案があり、金沢大学名誉教授井上英夫さんより、長

友先生のご紹介をいただきました。」 

 

「長友教授は宮崎県で誕生され、大阪で育ち高校までは大阪。 

大学と大学院は京都で専攻は社会福祉、現在は三重県を拠点

にして活動されています。」 

 

    （講演中の長友先生） 
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長友教授講演【要点】 

１ 福祉（医療と介護等）の充実が 

経済効果を生む 

医療と介護の費用負担が重くのしかかってし

まうと、サービスを利用したくも利用できなくな

り、健康と労働が奪われる事態になります。福祉

に予算を回す発想が雇用につながり、労働が確保

され経済効果をもたらしてくれる。 

①福祉の問題となる視点 

●医療や介護は費用負担ばかりが強調されるが、

真実はどこにあるか客観的な事実を考える必

要がある。 

●低所得と貧困によって医療保険から締め出さ

れてしまう。所得格差と健康格差の連動を放置

できるかどうか。お金の無い人が不健康になる。

所得格差と健康格差を是正するのが社会保障。 

●福祉は過重労働のわりに給与が低く離職率が

高い。人材に財源を配分する（給料を増やす）

にはどうすればよいか。 

●飢餓や貧困のない社会が実現して始めて平和

となる。基本的人権は平和なしにはあり得ない。 

●国から自己責任と助け合いを推奨され、それに

より福祉予算を減らされていく方向に誘導さ

れている。 

●家族や地域の助け合いが出来ないから、その代

替として社会保障が重要になる。 

２．日本の皆保険制度は素晴らしい 

①日本は公的皆保険制度を維持すべきである。低

所得者の為にも国民皆保険制度の堅持をしな

ければならない。一度潰すと再建するのは大変。 

②堤未果さんの『沈みゆく大国アメリカ』の「逃

げ切れ日本の医療」で警鐘を鳴らしているのは

日本の医療において国民皆保険制度が公的で

なく TPP によって民間制度になることである。

民間は利益優先になるために、低所得者等貧困

層は医療を受けられない。はじかれていく。ア

メリカが前例を示している。 

３．医療と介護を取り巻く問題点  

①1980 年代から病院のベッド数を減らす方向に

あり、地域医療構想の名の下で入院期間を減少

させようとしている。そこで出てきたのが「地

域包括ケアシステム」の構築である。 

②医療を「川上」として介護を「川下」としてみ

た場合。 

●医療で追い出されて介護で切捨てられ、川下で

留まることが出来ない。 

●認知行方不明者が 10,322名いる。 

●厚労省は高齢者が増えるのに病院ベッド数を

最大 20万床減らそうとしている。 

●如何に介護保険を使わせないようにするか。8

割の方が介護保険を使わずに亡くなっている。

地域の医療・介護をめぐる政策は社会保障費抑

制策が狙い。 

●川上→川下に変えていく流れを作ることは不

可能ではないが、川下で受け止める組織を作る

必要がある。 

●生存権、健康権、受療権を保障する担い手とし

て健康づくりをするのが「あはき師」の役割で

ある。 

②介護保険制度を作った人が介護保険は国家的

詐欺と言っている。官僚は東大出身者が多く省

内閥が有り、その中でも財務省の影響力が大。 

③日本のケアマネージャーは行政の責任回避の

ために出来るだけ行政の肩代わりをさせられ

ている。イギリスのケアマネージャーは日本と

違って社会的地位が高い。政策として高度な医

療を増やすとお金がかかり無理が生じる。 

４．国民健康保険は 2018年から 

市区町村から都道府県になる。 

①国民健康保険へ投入される公費で 2015年度は 

1700億円だが本当は 1兆円必要。 

②イギリスのブレア首相は公費としての医療費

は日本を基準にして、日本よりイギリスが低く

なることを避けてすすめた。 

③医療費 40 兆円突破と言われているが、公費負
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担額は 16 兆円である。保険料と医療費自己負

担は国民が負担している。 

④都道府県国保運営方針として納付金による管

理体制で市が県に上納するが、三重県津市では

約 78％、鈴鹿市では約 83％が所得 200 万円以

下と言われ、地方自治の形骸化が懸念されてい

る。 

⑤健康保険法は健康な兵隊を作るために 1922（大

正 11）年成立し 1927（昭和 2）年施行される。

最新の改正は 2015 年 5 月の医療保険制度改革

関連法があり、この中に健康保険法改正がある。

もうすぐ 100年になる。 

⑥医療保険制度改革関連法の法案の時に参議院

厚生労働委員会参考人として国会答弁に立っ

た。（2015 年 5 月 22 日）、医療保険制度改革関

連法の可決・成立（2015年 5月 27日） 

●医療費適正化計画の推進都道府県ごとに医療

費行政での適正化の意味は、抑制していくこと

で使われている。 

⑦国保の都道府県単位化 

●市町村が運営する国保を都道府県単位化する

方向性。国保の都道府県単位化を目指して土台

づくり。協会けんぽ、後期高齢者医療制度は既

に都道府県単位になっている。 

●国保の都道府県単位化（新たな医療費抑制策）

国保運営方針は運営協議会と市町村長の了解

で都道府県知事が決定する。市町村は国保加入

者に対して賦課・徴収をおこない都道府県に

「納付金」を納めるが、意見が言えない。自治

の形骸化を招く。 

⑧低所得者に高い保険料が課せられている。低所

得者に対して 25％以上を超える国保料はそも

そも払えるような金額ではない。医療は 2016

年で整備して医療費を抑制し、次のステージに

行き 2018年からがらりと変わる。       

 

５．国の責任が地方へ転嫁される社会保障制度の

改革 

①社会保障における公的責任を取らずに自己責

任と助け合い精神を吹聴する。病気、貧困、失業

など自己責任ではどうしようもない問題への社

会的対応が社会保障。 

②自助、互助、共助、公助で社会保障の理念、考

え方の変更が重要である。 

●社会保障はムダであり経済成長の邪魔とされ

るが、経済活動そのものである。 

●生活保護者 200 万人、臨時福祉給付金者 2,400

万人、6 人に 1 人が貧困化している。生活保護

の不正受給は 1％に満たない。 

●生活保護基準以下で暮らす人々に対して生活

保護は約 18％しか対応していない。 

●生活保護基準の引き下げが相次ぐ。 

●社会保障の経済波及効果・雇用誘発効果は公共

事業などの他の産業よりも大きいことが実証

されている。平成 20年厚生労働白書より。 

●経済が社会保障を決めるのではなく社会保障

が経済を決める。市民が生活しやすい環境を整

備することで地域経済が活性化する。 

【結び】 

長友先生の講演の初めに中国の故事で「人間万

事塞翁が馬」の話がありました。幸せと思ったこ

とが不幸せになったり、不幸せと思ったことが幸

せになったり、物事のとらえどころを考えさせて

くれる故事です。 

その意味するところで医療と介護にどのよう

にして「あはき師」として向き合っていくのがい

いのか。「あはき師」の役割は、人を健康にして

病気を減らし、介護人を減らしていく。 

健全であれば世の中が明るくなり、仕事を続け

たいのに辞めざるを得ない人を減らしていける。

その為の医療保険制度、介護保険制度にしていく

ことを皆で考えていきませんか。
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治療院探訪 特別編 
今回の治療院探訪は特別編として、平成 28年 5月 29日の当会総会で「治療室おはら」の小原洋一先生にご講

演いただいたお話を抜粋して掲載いたします。 

小原先生は日本鍼灸理療専門学校（花田学園）の本科をご卒業後、「サウナ王城」「スポーツ・マッサージセン

ター駒沢」を経て、日本ハムファイターズのトレーナーとしてご活躍されました。JASA-AT（財団法人・日本体

育協会スポーツ指導者認定）公認アスレティックトレーナー、国際救命救急協会 CPR-AED（ATの一時救命処置資

格の継続的保持の義務）等の資格を取得し、JPBAT（日本プロ野球トレーナー協会）会員として常任理事、副会

長を歴任され、NPB AWRD（社団法人日本プロ野球機構）にて「長年選手の健康管理に貢献された」として表彰を

受けました。 

北海道日本ハムファイターズ退団後、台湾プロ野球「誠泰 MACOTO・COBRAS」と、引き続き韓国プロ野球「サ

ムスン・ライオンズ」とトレーナー契約。サムスン・ライオンズ在籍中、2005年、2006 年の 2回韓国シリーズ

に優勝し、アジアンシリーズ（日本、韓国、台湾、中国 4か国）に参戦。帰国後 2010年「治療室おはら」を開

設されました。 

私のプロ野球トレーナー時代 

治療室おはら院長 小原洋一 

現在、トレーナーは全球団で 108 人に増えていますが、1982年に日本ハムファイターズに

入団した当時は、12球団でトレーナーは 47人（各球団に 3～4人）。そのようなわけでスプリ

ングキャンプは非常に忙しかった。 

1日の動きは、6時より監督・コーチに日報を渡すと共に選手の状態を報告し、担当コーチ

の練習メニューを調整してもらう。報告の内容を選手にも伝え、無理な動作を回避させる。 

8時から選手のケアに掛かり 10 時～夕方 5時までの練習に備えさせる。夜間練習とミーティングの間の 7時～

8時に夕食をとり 11時過ぎまでケアの必要な選手の治療を行なう。その後トレーナーミーティングにて全選手の

状態把握し日報を仕上げ、明日の練習メニュー（走・打撃・守備）に○△×で練習強度を記し内容説明も付記す

る。グラウンドでのトレーナーの仕事は飲料水の準備と補給。スポーツドリンクは選手の好みに合わせ濃度の違

う 2種類を作る。沖縄のキャンプでは、差し入れの柑橘類「たんかん」を氷で冷やしビタミンＣ補給のため 1日

約 60㎏を食べ易いように櫛形に切り選手に食べさせる等体調管理にも関わる。 

ピッチャーに対してはピッチングの後にアイシングとアイスバッグでケアをする。アイシングは炎症を抑える

ためにピッチング終了後 30分～40分以内に 15分行なう。炎症がまだある場合には体表が温まってから再度行な

う。他には、選手の練習の手伝い（筋力トレーニング、守備練習等）をしながら選手の動きを観る。練習全体と

しては選手の事故防止に努める。 

シーズン中のホームゲーム（ナイター）では、トレーナーは 12時頃から球場入りする練習前の治療はまず若

い選手や野手を仕上げ、練習後ピッチャーを先発・中継ぎ・抑えの順に診ていく。抑えの選手も 6回終了までに

仕上げる。後はマッサージしながら心のケアもしていく。 

体調管理は選手が自主性を持って行なうが、トレーナーとコンディショニングコーチが手助けする。フォーム

のチェック等はコーチの仕事だが、選手の身体の使い方で炎症や故障の原因が身体に表れている時は、ケアの為

トレーナーとしてアドバイスする。 
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一軍のトレーナーは 3人居るが、実際の試合ではベンチに

入れる責任トレーナーは 1人のみ。ゲーム中選手がデッドボ

ール・自打球等のアクシデントに遭った際、トレーナーは素

早くスプレーを持って選手の元に走り、程度確認と応急処置

をする。 

出るタイミングが難しく、ピッチャーの投球とバッターの

踏み込みを見て「ボールが当たる」と思ったらベンチを出る

ようにした。血管にボールが当たると非常に腫れるので、ま

ず患部を抑えスプレーで冷やし圧迫持続の為にテーピング

する。その後骨折、捻挫、陥凹の有無をチェックする。ボー

ルが当たった場合は当たった箇所だけでなく、倒れた態勢を見て、足首等の捻挫の有無もチェックする。頭にボ

ールが当たった場合、前頭部に当たると弾むが、側頭部だと衝撃に弱く骨が折れる事も有り、当たったボールが

弾んだのかその場に落ちたのかを確認する事も重要である。このような事は練習中でも起こる事なので、全体を

幅広く見てイレギュラーを見逃さないようにする。練習中や試合中に予想される事故を未然に防ぎ、起きた事故

に対しては最良の処置を施すのがトレーナーの役割である。 

事故が起きた時、当該選手の今後の出場可否をトレーナーがその場で判断できない場合は病院にて精査し、診

断結果にトレーナーの見解も付加し監督・コーチに報告。監督が最終判断を行なう。各球場近くには、不測の事

態に迅速に対処可能な信頼できる医師と病院を確保しておくが重要である。 

サムスン・ライオンズに居た時のエピソードの 1つに、敗戦処理に使われていた若手ピッチャーが、不調の原

因だった腰痛を毎日の治療で改善させることで、敗戦処理投手にも拘らず 8勝を挙げ、結果として優勝に貢献す

る事が出来た。翌年は、膝の靭帯を損傷して走れないピッチャーがテーピングにより膝が安定し、体幹のバラン

スが良くなり 15勝を挙げ 2年連続の優勝に貢献し選手寿命も伸ばす事が出来た。身体のケアだけでなく、テー

ピング、サポーター、装具等を駆使して選手のパフォーマンスがより良く発揮できるよう努めている。 

選手に信頼され、監督・コーチ・フロントとも信頼関係を築き、チーム全体の「和」と「戦力」にも繋げる橋渡

しの役割を担う。トレーナーは裏方ではありますが責任ある立場故、皆誇りを持って仕事をしています。ありが 

とうございました。 

 

 

「最近増えてきている理学療法士等への東洋医学セミナー」 

匿名 

 こんにちは。私はある地方で鍼灸院を構えている会員です。最近、気になっている事を皆さんにお伝えしたい

と思います。ここ 2～3年前位からだそうです。理学療法士等を相手に鍼灸師の免許は多分、持ってると思いま

すが、ブラックセミナー会社をバックに「東洋医学セミナー」なるものを展開し、我々の習った「ツボ」や「経

絡を、さも「スキルアップ」のためと高額のセミナー料金で行っている団体がある様です。 

 対象相手は「理学療法士」だそうです。私が「youtube」で確認したところ、ツボを取る「切経」の仕方も、

どこの学校でも教えていない「本当に免許持ってるの？」と言いたくなるほどいい加減で、「ツボ」を取ってか

らどうするのかを見ていた所、ただ指で強く押して刺激すれば良いという様な非常に浅はかな内容で、日本全国
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を回ってセミナーを開いている様です。 

理学療法士の中でも東洋医学を快く思わない人達が増え始め「エビデンスのはっきりしない東洋医学は用いる

べきではない」など、我々に対する「誤解」が増える懸念があります。そして、最近一般大衆の間では「東洋医

学」が脚光を浴びて見直されているのに対して「社会的信用」を落としかねません。そして、誠実に行っている

鍼灸師達の地道に培ってきた努力が無駄になります。 

このセミナーの何が問題なのかと言えば理学療法士相手に行っているという点です。彼らが相手にするのは

「抵抗力や生命力の弱い病気の人達」なのです。死亡事故に繋がったら一大事です。それらを懸念して地元の保

健所や全師会などに連絡してみました。全師会の方では「ご連絡ありがとうございました。しかし、何か起こら

ない限りどうする事もできないんですよね。困りましたね。」という事でした。確かにその通りです。一方、保

健所にも伝えてみました。そうしたら「一応書き留めるだけでよろしければ書き留めますがそれがどうしたの？」

という様な返答でした。正直、ショックを禁じえませんでした。現実を知りました。「ああ、日本はこれだから

誰かが犠牲にならないと解決出来ないんだ！」とても残念に思いました。 

最後に理学療法士の団体に連絡してみました。そうしましたら「ええ、そうなんですよ。3～4年くらい前より

増え始めて、私たちも困っているんです。理学療法士さん達には行かない様に伝えているのですが、鍼灸師さん

達も迷惑ですよね。ご連絡誠にありがとうございました参考にさせていただきます。」との事でした。これで、

少しは胸のつかえが「スッ」と消えました。 

 ところで、ツボなんて信じていない人からすれば「おまじない」とか「プラセボ」などと馬鹿にされています

が、時として思わぬ力が命中し、身体の弱い人たちの命も落としかねない事を我々は知っているのです。これが

例えば「公民館」などで一般の人達を相手に、お金を取らずに「東洋医学の講話」などとして、「東洋医学を知

らない人達に少しだけ知ってもらおう」などというだけのものでしたら全く問題はないと思います。むしろ、素

晴らしいことだと思います。 

 このところ柔整師等の不正請求が全国的なニュースとして取りざたされる事が多く、真面目に治療している鍼

灸師、マッサージ師も同一とみなされている現状、最近は同意書も発行して貰い難くなっております。その傾向

に拍車がかかる恐れもある、この事態です。 

 理学療法士相手の「東洋医学セミナー」は今日もまだ続いております。「スキルアップ」ならば専門学校で学

ぶべきです。「いつ犠牲者が出るのか」「利用者さんの事故」がとても心配でなりません。 

 

 

 

年間闘病記 

季節の疾病対策その３   熱中症 

鈴木淑惠 

 地球温暖化による健康への影響は、国や地域よって異なります。日本の場合は、直接的な影響として、温暖化

によって上昇すると予想される、大気中光化学オキシダントによる循環器系や呼吸器系の患者の増加が、予測さ

れているそうです。また、上水道が整備されているため、不衛生な水が原因となる下痢性疾患の心配や、動物媒

介性感染症の地域からもはずされております。気温上昇に伴って増加が予想される熱中症、熱ストレスによる、

対処法を考え、情報提供していきたいと思います。 
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熱中症とは 

 熱中症とは、運動や暑熱から起こる体の障害の総称です。体内の水分、塩分のバランスが崩れることや、体温

の調節機能がおかしくなることによって起こる、さまざまなことを言います。体には、体温を一定に保とうとす

る働きが備わっています。暑さによって体温が上がると、自律神経の働きで、汗をかいて、体温を下げようとし

ます。しかし高湿度でむし熱い環境にいたり、自律神経の働きが悪いと、汗が出にくくなり、これが、さまざま

な症状に繋がります。 

増加する熱中症 

 地域差はあるでしょうが、国立環境研究所の研究者によりますと同じ気温でも、非常にカラッとした日はそれ

ほど患者数が多くない。一方，湿気高く、非常に不快に感じる日は患者数が多く日射も関係しています。WBGT

（湿球黒球温度）これは気温と湿度と輻射熱を組み合わせた指標で、［暑さ指数］と呼んでいるそうです。 

より注意が必要な方 

 最も注意すべきは高齢者です。昼も夜も暑い日が続くなか、持病の悪化や感染症の併発などで、この 10 間年

の犠牲者の 8 割が高齢者でした。発生場所の 4 割が住宅内で、一人暮しが多く、発見が遅れがちになるそうです。 

 第 2 に多いのが小中高校生の学校における部活動など、運動で発症するものです。日本スポーツ振興センター

によると、昨年度は約 4421 人の発症例がありました。炎天下でランニングのほか、剣道や柔道など室内競技で

も発症することも多いそうです。 

 第 3 は建築現場のような野外で激しい作業をする男性です。女性でもセールスの仕事など、外で働く方もおら

れますが、同じ温度でもきつい仕事はリスクが高まります。きつい運動をすると熱中症にかかりやすいといわれ

ています。 

熱中症の症状と、対処法 

軽度・めまい、立ちくらみ（意識がはっきりしていれば）の場合はスポーツドリンクで水分補給を行います。 

汗を拭いても出る状態・こむら返り・頭痛（脚を高くして休む）・吐き気、嘔吐、意識の低下、けいれん、

体に触れると熱い、（意識障害や吐き気がある場合は、医療機関での輸血が必要で、救急車を呼んで、至

急医療施設へ搬送してください） 

※体を冷却するときのコツをご紹介します。 

  ・脇の下、首、足の付け根は、太い血管が近くを通っておりますので、ここを冷やしますと体温を効果的に

下げることができます。熱中症に限らずご利用してください。 

※高齢者の注意点 

  ・特に高齢者は水分量が少なく、脱水になりやすい。のどの渇きを感じるセンサーのはたらきが鈍くなって

いるため、意識して水分をとりましょう。血管中の水分が減って脳梗塞や心筋梗塞の原因となりやすいの

で注意しましょう。 

※環境省熱中症予防情報サイト（日常生活での注意事項） 

  ・暑さを避ける。行動・住まい・衣服の工夫・水分補給・急に暑くなる日に注意しましょう。 

  ・暑さに備えた体作りをしましょう・個人の条件を考慮しましょう・集団活動の場ではお互いに配慮しまし

ょう。これらの情報を活用し、暑い夏を元気にお過ごし下さい。 
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2016年 第 2回  在宅ケア研修会    在宅ケア部主催 

重い病人の治療とケアー 

＝＝＝責任が持てる技の習得 

在宅に帰されることが多くなった重い病人の在宅ケアの技を学ぼう！ 

日時   2016年 10月 16日 （日）  13:30～16:30 

講師   田中榮子先生  豊富な臨床経験を持つ 当会相談役 

「在宅ケアの手引き」の執筆者の一人 

会場   中野区産業振興センター  JR中野駅から徒歩 5分  下記地図参照 

＊お持ちの方は 「在宅ケアの手引き」 （当会発行） 

をご持参ください。 

 

申込み 一般社団法人鍼灸マッサージ師会 事務局 

TEL 03（3299）5276 

定員   20名 

締切   定員になり次第しめきります 

 

 

季節の疾病対策 夏の下痢症  学術部 荒木文雄 

夏は厚いのでどうしても冷たい飲食物が欲しくなります。（また、食べ物も早く悪くなります。） 

適量ならば問題ないのですが、つい取りすぎると下痢や体調不良の原因になります。今回は梅雨や夏に多い下痢

症の治療について述べたいと思います。 

下痢にもさまざまな原因と症状がありますが、 

例・感受熱外邪で寒湿型（発熱、冷感、腹痛、腸鳴、苔白） 

湿熱型（口乾、悪心、肛門灼熱、水様性便、苔黄） 

飲食所傷型（復脹痛、呑酸、悪心噯気、急性便意、苔垢、吐瀉） 

上記のなかで夏に一番多いのが飲食不適切が原因の食傷型の下痢が見受けられます。 

今回は飲食不適による下痢に絞っての治療を特集致します。 

 暑い夏はつい喉越しの良い冷えたビールや冷たい飲み物が欲しくなるものです。しかし、腹部の胃や小腸、内

臓にとって負担となります。それが原因の下痢が夏は多発します。 

【治療法】脈診、苔診、問診して、原因と症状を把握する。その後経絡治療と発熱が激しいときは全井穴を刺絡

する。針瀉法。（治療穴）足三里、内関、曲池、気海、水分〈棒灸 3 分〉、天枢、中脘 

神闕〈塩灸 3～９壮 

【灸法】急性下痢（梁丘３～５壮）下痢（足三里３～５壮）鶏鳴下痢（崑崙３～５壮） 

＊（鶏鳴下痢とは原因不明で水様性便が早朝下痢になり一週間くらい続くものです。朝 6 時頃崑崙穴に３～５壮

が有効です） 
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刺絡と高熱 
                              松尾 洋子 

妊娠６か月の人が風邪症状で、３８度５分の熱が出たと電話がありました。 

彼女曰く、病院に行っても医者が用心して薬も出さない。ただ点滴だけなのでどうにかならない

かとの事です。彼女は体調が悪くなると連絡をくれます。 

身体に触ってみると確かに熱いので、確認の為体温を測ってみると３８度５分有りますので、左右

の大腸経商陽穴、三焦経関衛穴に刺絡。 

１５分程経過したころに体温が下がったように感じたので、検温すると３７度２分になっていました。

本人も驚きながら身体がすごく楽になったわと喜ばれ、その後、発熱はしていないと連絡が有りまし

た。 

 

 

 

癌患者の家族からブルブル震えているけど、どうしようと連絡が入りました。すぐに熱を測ってもら

うと３９度３分との事。生憎日曜日で病院はお休み患者本人も病院には行きたくないと言ってい

ます。 

アイスノンと冷えピタで応急処置をしてありましたが、検温すると３９度５分迄上がっています。ご

本人は病院に行ってもベッドに寝かせられ、熱が下がるまでほったらかしだから家に居たい。と苦し

い中で話すので、両手の商陽穴にだけ刺絡しました。どす黒い血液が２０滴は出ました。 

身体の置き場が無いのか、ベッドの高さの調節や身体の向きをあちこち変えています。家族が

見かねて病院に電話しましたが、日曜日で主治医に連絡が付かず看護師から「ロキソニンは、下

熱作用も有るので飲ませて下さい」との指示が有ったそうです。 

刺絡して３０分経過後、ご本人が「このままの状態が一番良いから触らないで下さい」と言うので

検温すると３８度までに下がっています。家族と一緒にホッとしました。とっさに刺絡をしたことが功を

奏しました。 

刺絡治療は結果が早く出る治療法です。 

もう一人の方は、口の中が痺れたような変な感じが有ると訴えていました。 

両足指、拇趾を診ると左隠白穴部分が腫れているように感じたので、その部分に刺絡すると、

口の中の違和感が取れています。このように刺絡治療は応急処置にもとても重宝に使用していま

す。今後も刺絡の勉強をして、応用していきたいと思っております。 

 

 

 

刺絡治療は、はり治療、灸治療とも、また、あん摩、マッサージ治療とも併用できます。わた

くしたちの治療をひろげていくために、刺絡治療を積極的に活用していきましょう。9 月 11 日稲桝

先生のセミナーにご参加下さい。 
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稲舛先生 井穴刺絡セミナー第２回 

  講師  稲舛 茂俊 先生（ぎんなん治療院院長） 

日時 ２０１６年 ９月１１日（日）11 時～16 時 30 分 

  会場 中野産業振興センター ２階学習室 

定員  ２０名（先着順） 

会費 （当会会員・NPO 会員 2000円）(患者無料）（非会員 10000円） 

交流会（セミナー終了後、希望者で交流会を行います。何でもご質問ください） 

 

      

 

稲舛先生は福岡県でぎんなん治療院を経営の一方、「家庭医療の虎の巻」 

を発行され井穴刺絡治療の普及の活動に、熱心に取り組んでおられます。 

先生は３歳の時に腸炎にかかり、抗生物質の大量投与を受け、生死をさ 

まよう体験をされました。 

胃腸が弱くアレルギー体質の体を改善するために、食事、運動とともに 

井穴刺絡療法を心がけて、病院に行く必要のない体を維持されています。 

この、ご自分の体験から、井穴刺絡治療は家庭でできる治療法であり、 

患者自身が自分にも家族にも行える、安全で確実な治療法であるとすす 

めています。 

    治療を受けてみたいという、患者さんやご家族をお誘いください。 

実際の治療の中で勉強するのが先生のやり方です。 

 

  

 

 

 

 

中野産業振興センター案内図（旧中野区勤労福祉会館）（JR中野駅南口より５分） 

 

東京都内  出席希望者には別途ご案内します 
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  ワクチン被害者 

国と製薬会社に 

損害賠償請求 
 7 月 27 日、子宮頸がんワクチンを接種したため

に、深刻な健康被害を受けた女性 63 名が国と製

薬会社に対し損害賠償を求める提訴を行ったこ

とが報道されました。 

子宮がんワクチンは2009年10月に認可される

とともに、薬で予防出来る「がん」として、厚生

労働省により公費助成や定期接種の方向が推進

されました。 

 2013 年 4 月に予防接種法を改正し、小学校 6

年生から高校 1 年生の接種は、原則無料の定期接

種にされたのです。しかし、これまですでにワク

チン被害が各地で発生していたのです。重症で死

亡者も一人でていたのですが、被害者の実態が無

視され、定期接種がすすめられたのです。 

 多発性硬化症やギランバレー症候群の発症な

ど、深刻な副作用の被害も伝えられています。 

 しかも、ワクチンの効果が疑問視されています。 

副作用の被害は深刻で効果疑問のワクチンが国

の費用で押し付けられるのです。 

 厚生労働省は、肺炎球菌や水痘、おたふくかぜ

などのワクチンも接種促進の方針です。十分注意

が必要です。ワクチンの効果は不明、接種するワ

クチンが増えるほど副作用は深刻になると思わ

れます。（記 久下勝通） 

（ＨＶワクチン訴訟弁護団ＨＰより） 

 

 
ＨＰＶワクチン薬害訴訟弁護団代表 

弁護士 水口真寿美、弁護士 山西美明 

ＨＰＶワクチン（子宮がんワクチン） 

薬害訴訟提訴にあたっての声明 

（声明より主要部分を抜粋） 

ＨＰＶワクチンは、子宮頸がんそのものを予

防する効果は証明されていません。一方で、そ

の接種による重篤な副反応（免疫系の異常によ

る神経障害等）が多数報告されています。 

そもそも子宮頸がんは、原因ウイルスである

ＨＰＶに感染しても発症に至る確率は極めて低

く、また、子宮頸がん検診によって、がんにな

る前の病変を発見し、負担の少ない治療で予防

できる疾病です。 

にもかかわらず、有効性にも安全性にも問題

のあるＨＰＶワクチンの製造販売が承認されま

した。製薬会社は、接種推進を謳う専門家団体

に巨額の寄付金を提供するなどして大々的なマ

ーケティング活動を行い、承認から異例の短期

間で公費助成、定期接種が実現しました。 

そして、公権力による接種勧奨によって 300

万人を超える中学生・高校生の女子に接種され

たのです。 副反応による被害はとても深刻で

す。多様な症状があり、それらが併発、重層化

するため、身体的に多大な負担をもたらします。 

また、これらの症状は改善と悪化を繰り返す

特徴があり、今後も発症の可能性があります。

加えて、病院や学校などにおいて詐病であると

言われるなど、無理解な対応によって苦しんで

いる被害者も多数います。 

治療法も確立されておらず、将来に対する不

安は計り知れません。多くの被害者の未来が奪

われようとしています。  

私たちは、この裁判を通じて被害者が接種前

の健康を取り戻し、その未来が再び開かれるよ

うに裁判所そして社会に訴えかけます。そして、

被告らに対し、その法的責任に基づく必要かつ

十分な救済策を実施することを要求します。 
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コーヒーブレイク 2016．8．10     橋本利治 

★マエホキタオネ？ 

なんだー、なんかのおまじないかーと思わないでください。 

少し山をやった方には解る呪文なんです。長野県北アルプス南部に位置する「前穂高岳」2090ｍはお年を召し

た方なら井上靖著「氷壁」の舞台と言えばわかる方もおられると思います。この小説は冬に二人でこの山に登る

のですが、その当時「絶対に切れない」ナイロンザイルが墜落により切断し死亡したという実際にあった事件を

題材にした小説でした。 

小説は一人の女性を巡って殺意があったか、それとも偶然なのか。是非読んでみてください。 

さて小説の話はさておき、実際はザイルが切断したのだけれども、メーカー側は使用方法が悪いと主張し、公

開の切断実験をします。その結果ザイルは切れなかった。しかし鈴鹿高専の先生をしていた兄は弟の無念を晴ら

すために実験を繰り返し、「やはりナイロンザイルは切れる」ことを証明しました。 

ある一定の条件の元（滑落などの負荷が掛かる状態でありかつ岩角の

ような鋭いエッジがあること）では切断するということを登山界全体に

アピールし、そのことは現在では常識となりました。そのようなドラマ

のある「マエホキタオネ」でした。 

8 月 1 日午前 3 時私たちは涸沢を出発し 5・6 のコルを目指します。

ここで夜明けを迎えて 5 峰 4 峰と登り、3 峰が今回のフィナーレ、見上

げるような岩峰、良く見ると先行パーティーが登っている。快適な岩を

一歩いっぽ踏みしめて登り終わると、大岩のトンネル、そこを潜り抜け

ると前穂の頂上、頂上に人影が見えてくる。 

向こうもこちらの写真を撮っている様子、そして山頂へ、天気も良く

サイコーの登山日和。帰りは一気に上高地へ下山するも途中雨につかま

り全身ずぶぬれ。でも登っているときでなくて良かったと気持ちはルン

ルンでした。 

 

（写真・3 峰の登り、下から 1/4 ぐらいの基部に人影が見える） 

★「参議院選・都知事選」野党は 2 連敗？ 

 昨年 9 月安保法案が可決されて、その後今年 7 月の参議員選挙で与党の 2/3 議席確保で「日本は変わる」と警

鐘を鳴らされていた。わたしもそうだろうなと思いつつ 1 年間山の話と政治の話題を毎回綴ってきました、会員

の中には異義を唱えられた方も居られると思いましたが、それはそれとして書き続けました。 

もちろんお叱りを承知でのことでした。しかしその中で一人でも「鍼灸師会ってなんか変」でも構わないし、

「面白いでも構わない」とにかく何か気づいていただけたら、書き続けたかいがあったと思います。（実際はど

うであったかは不明ですが・・・） 

さてこの結果をどう見るか、いろいろあると思いますが先ずは結果「野党敗北」です。しかしわたしは惨敗か

というとそうでもないと思っています。「野党共闘」がしっかり組まれて全国の 1 人区で 11 議席を野党が勝利し

ました。（改選前は 2 議席しかなかった）また沖縄選挙区では自公は惨敗、福島でも惨敗、新潟、長野なども同

様です。主要なところの沖縄と福島で、国民は自公政権に NO を突き付けました。 
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そして全国で唯一稼働している川内原発の鹿児島県知事選挙でも脱原発を主張する知事が原発推進知事候補

に勝った。これらを見てみると少しずつではあるが前進しているのかもしれないと思っています。 

★国家が、警察が法を無視 

そしてあろうことか参議員選挙開票の 9 時間後大変な事件が起こりました。惨敗した沖縄で突然反対派の住民

を強制排除し始めました。（これはテレビなどでもニュースになりましたが・・）わずか 150 人の村に 500 人の

機動隊が押し寄せての強制排除でした。 

この時 3 人が負傷したといいます。そのうちの一人はゆっくり進んでくる機動隊の車両に身を挺して止めよう

としたところ車両は止まらず反対派の人を轢いてしまったと言うことです。この方はろっ骨骨折で救急搬送され

て集中治療室だったそうです。 

わたしは 30 年前の登山仲間からこのことを知らされました。ウーンこれはどういうことなのか、「沖縄県民は

人間でない」と思っているとしか思えません。 

私たち医療に従事する者は「人命」を守るという使命を持っています。その規範に照らし合わせても非人道的

です。これは丁度アメリカで警察官が無防備の黒人を銃で射殺するのと同じ精神構造なのかもしれません。私は

人間を人間と思わない許しがたい行為だと思います。 

そして今も沖縄「高江」では本土から派遣された 500 人規模の警察官が沖縄県の管理道路を県の許可なしに封

鎖したり検問をしているとのことです。沖縄では国家及び警察が法を無視した無法地帯と化しているそうです。 

★悪夢のリニア新幹線 

さて話は変わりますがリニア新幹線 2027 年開業、ご存知でしたか。時速 500ｋｍのスピードで駆け抜ける夢

の超特急です。電磁石で車体を浮かせて摩擦抵抗ゼロなので無限のスピードが出せる。まさに夢の超特急です。 

私が中学生のころかな、「リニアモーターカー」ができるというニュースを聞いて心躍らされたものです。さ

てこの夢の超特急が実は「悪夢の超特急」だというの

です。 

ジャーナリスト樫田秀樹著「悪夢の超特急」リニア

中央新幹線という本があります。参議員選挙終了した

かと思うと、政府は「リニア新幹線前倒しで 3 兆円規

模の援助」という政策を発表しました。 

これによるとリニア新幹線は総工費5兆5235億円規

模の大工事、JR 東海の民間事業ですが、実際には赤字

になる予定です、その借金返済を「税金で貸付するか

ら早く完成させろ」ということなんです。 

そんなに国家財政が豊かだとは聞いていないのです

が、どこにそんなお金があるのでしょうか。また医療福      （北尾根から涸沢と槍ヶ岳遠望） 

祉の「財政は大赤字で予算がない」というのが厚生労働省の見解だったのですが、お金は実はあったのですねー。 

 

そして 7 月 14 日（木曜日）「リニアで南アルプスを壊さないで」登山者大集合という企画が（Mt-bell）（モン

ベル）の会場を借りて開催されました。東京新聞 7/16 日朝刊 28 面に詳細が掲載されています。（実はわたしも

これにかかわっているのですが・・・） 
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★登山者が声を上げる 自然破壊は「文明崩壊」  

これによると南アルプスのど真ん中を通るトンネル工事に

より「水枯れ」「残土処理」「動食物など自然環境の悪化」な

どが懸念される。そしてなにより全長の 8 割がトンネルであ

り中央構造線の活断層を 4 本も横断している、もし時速 500

ｋｍで走行中地震が来たら・・・と想像するだけで鳥肌がた

ってしまいます。 

もっと考えなければならないのは僅か 1 時間程度早く到着

したからと言って、大切な自然をおろそかにしてよいのかと

いうことなんです。ジャレド・ダイアモンドが「文明崩壊」

という本の中で「自然を破壊した結果、滅び去った南太平洋

の島（モアイ像で有名です）のことを書いています。       （アドベンチャーレーサー田中陽希氏） 

そして最後に賛同署名の呼びかけ文抜粋を掲載しておきます。 

「片道 1時間で東京と大阪が行き来できることと、南アルプスの価値は引き換えにできません。これ以上の速さ

と開発はたくさんです。私たちは（中略）この手つかずの自然を、のちの世代に引き継ぐ責任があります。」と

締めくくっています。なおこの賛同署名は http://minamialps.mygarden.jp で署名ができます。 

 日本百名山一筆書きのアドベンチャーレーサー田中陽希、先日彼と会ってきました。彼にマッサージ施術を受

けてもらいました。 

 

《「リニアで南アルプスを壊さないで」登山者によるアピール》 

私たちは南アルプスを愛する登山者です。13 の 3000ｍのピークが連なる南アルプスは、日本を代表する山脈

です。その重厚さと山深さゆえに、自立した登山者を育んできました。 

南アルプスを経て、今も多くの登山者がより高く遠い峰々を目指しています。 

山脈南部は道路や送電線など横断する人工物のない、国内でも希少な地域です。 

その豊かな自然を享受してきたのは、私たち登山者です。JR東海が建設を進めるリニア中央新幹線は、その南ア

ルプスを東西に貫きます。人命を危険にさらす難工事は、同時に動植物の生息環境をも危険にさらします。 

トンネル建設で大井川をはじめとした周辺河川が干上がり、排出される膨大な残土で谷は埋まり、赤石岳を望む

美しい景観は、橋梁や鉄塔・送電線で台無しになります。 

10年以上の工事で、ふもとの村々や登山口は一大工事プラントに変貌します。工事で人のつながりや生活環境が

壊され、自然を活かした地域づくりが損なわれます。工事車両の通過のために、道路の大幅な改修が行なわれ、

新たなトンネルが掘られます。排出土は河川敷を埋めて、下流域の住民生活を危険にさらし、環境汚染を招きか

ねません。 

しかも工事はいつ終わるともわかりません。変わり果てた南アルプスを目指して、私たちは登山をするのでしょ

うか。片道１時間で東京と大阪が行き来できることと、南アルプスの価値は引き換えにできません。 

これ以上の速さと開発はたくさんです。 

私たちは、リニア中央新幹線に関する、すべての工事の即時中止を求めます。この手つかずの自然を、私たち登

山者は後の世代に引き継ぐ責任があります。 
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ＮＰＯ法人 医療を考える会主催 講座のお知らせ 

はじめての玄米食 ～玄米をおいしく食べるコツ～ 

 

 

 

 

9月 25日（日）11：00-13：00 

  リマ・クッキングスクール新宿校 

      住所：渋谷区代々木 2-23-1 ニューステートメナー130  

      電話：03-6304-2006 

  ￥1000（試食代込み）  

 ２０名 ９月１５日（木）〆切 ＊定員になり次第締め切ります 

       ☎03-3375-6151 ＦＡＸ03-3299-5275 

   助川 ひろこ先生 

 

 リマ・クッキングスクール姉妹校認定講師（日立校）、管理栄養士、日本栄養会・

茨城県栄養士会会員。 

 穏やかな人柄と、勉強と実践に裏付けられたていねいな講義が人気。 

 現在、茨城キリスト教大学大学院 生活科学研究科 食物健康科学専攻し、調理技

術による玄米の有効性の向上や新たな有効成分について研究中。 

 

 講座内容 

 講義＋デモンストレーション＋ご試食 

> ・玄米と健康 

> ・玄米ご飯の美味しい炊き方 

（デモンストレーション＆講義） 

> ・マクロビオティックと玄米食 

> ・玄米ごはんとマクロビオティックなおかずのご試食 

> 

> 

 なぜ玄米を食べるとよいと言われるのか。玄米菜食を基本とするマクロビオティックの講師がてい

ねいに、わかりやすくお伝えします。 

> 毎日、目覚めはすがすがしく、活動的で、夜はすっと眠りに落ちて熟睡できる。 

> 身体を整える食事とは何か、玄米はどうやって炊けばよいのか、どう食べたらよいのか、毎日の

生活に役立つコツも必聴です！  

＊写真はイメージです。当日ご提供する内容とは異なります.。 

 

自然界の法則に調和することによって、健康と幸せを得る生き方、“マクロビオティック”の考え方

に基づいた玄米中心の食養生の講座を初めて開催いたします。 

ＮＰＯ事務所のすぐ近くに料理教室とショップがあり、今回の企画に気軽に応じていただきました。

関心のある方はぜひ事務局までお申し込みください。 

 

日時 

会場 

参加費 

定員 

講師紹介 

講座内容 
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H28 年 8月                  H28年 9 月 

 

申請書の締め切りは毎月 3 日です 

1 月   1 木  

2 火  2 金  

3 水 申請書〆切 3 土 申請書〆切 

4 木  4 日  

5 金 申請業務 5 月 申請業務 

6 土  6 火  

7 日  7 水  

8 月  8 木  

9 火  9 金 事務局通信投稿〆切 

10 水 事務局通信投稿〆切 10 土  

11 木 山の日 11 日 学術部セミナー（10:00～17:00） 

中野区産業振興センター 

12 金  12 月 事務局会議（13：00～14：00） 

13 土  13 火  

14 日  夏季休暇 14 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

15 月  15 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

16 火  16 金 保険部会（19:00～21:00） 

17 水 通信編集会議（10：30～11：30） 17 土  

18 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 18 日  

19 金  19 月 敬老の日 

20 土  20 火  

21 日 介護保険事業部会（10:30～12:30） 

NPO 理事会（10:30～12:00） 

社団理事会（13:30～16:30） 

21 水  

22 月 事務局会議（13：00～14：00） 22 木 秋分の日 

23 火  23 金  

24 水  24 土  

25 木  25 日 NPO 玄米食講座（11:00～13:00） 

26 金  26 月  

27 土  27 火 支給明細などの発送 

28 日 伝統手技出張ｾﾐﾅｰ（兵庫鍼灸師会） 28 水  

29 月 支給明細などの発送 29 木  

30 火  30 金 療養費の振り込み 

31 水 療養費の振り込み    

申請業務  休業日 


