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療養費支給要件改善の要望書提出について 

ご意見をお寄せください 

本年の 3 月 29 日『第 4 回医療保険部会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』

が開催され、以後、第 5回 5月 13日、第 6回 7月 7日、第 7回 8月 30日と開催されました。 

 第7回療養費検討専門委員会では、あん摩マッサージ指圧、はりきゅう療養費に関する議論の整理

（案）が提出され、「支給基準の明確化」「施術所の登録管理・指導監督、受領委任制度」「往療料の

在り方」などで一定の見解が示されています。 

 この中でとくに問題なのが療養費支給要件の問題です。委員からも意見が出されていないため、わ

たくしたちの見解を明らかにしておくことが重要と考えます。このため療養費支給要件改善の要望と

して、医療保険部会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へ提出する要望書案を

作成しました。 

 次回の療養費検討専門委員会が開催される前に提出したいと思いますので、急なお願いで申し訳あ

りませんが、9月 30日までにご意見をいただきたいと思います。 

                         9月 12日  監事  久下勝通 

 要望書案 

医療保険部会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 

委員各位 

あん摩マッサージ指圧、はりきゅう療養費に関する議論の整理（案）に対する要望 

 

 平成 28 年 8 月 29 日に開催されました医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はりきゅう療養費検

討専門委員会に提出されました「あん摩マッサージ指圧、はりきゅう療養費に関する議論の整理（案）」

の「支給基準の明確化」につきまして、私たちの意見、要望を提出いたしますのでご検討くださるよ

うお願い致します。 

161 号 
2 平成 28 年 09 月 16 日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

http://www.hoshinren.jp/


2 

 

１ 支給基準の明確化について 

 あはき療養費の支給基準は、わかりにくく明確化するべきとの意見についてはその通りであると考

えます。わかりにくい原因は、支給基準そのものが施術者からみても、また、患者からみても理解困

難な内容であるためです。国民が理解できる療養費の支給基準への改善が必要と考え、あん摩マッサ

ージ指圧、はりきゅう療養費支給要件に関する厚生労働省通知の改正につき要望致します。 

２ 医業類似行為の厚生労働省通知について 

厚生労働省は、厚生労働省通知「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）の通知などで示されているように、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。 

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の治療行為を医療と認めず、医業類似行為であるた

め、健康保険制度の適用も例外的な場合に限られるとの見解です。 

 しかし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師，柔道整復師が、それぞれ制限された範囲で

医業を行なうことを認められた資格者であることは、法律で定められているのです。 

「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。 

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あり、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、国会答弁などで厚生労働省も認めて

いた見解です。 

法律で認めている、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の医業を行う資格を認めず、医

業類似行為だから、健康保険制度の適用も例外的な場合に限定されるという見解から、療養費支給

要件に関する厚生労働省通知も出されており、国民には理解困難な療養費支給の制限が行われてい

ます。 

３ 理解困難な療養費支給要件 

平成 28年 3月 29日の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提出されまし

た資料「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費の概要」にて、療養費支給要件

が明らかにされています。はり、きゅう療養費支給要件として上げられているのは、「医師による

適当な治療手段がないもの」であり、「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」であり、「主として、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）」であるという、三段階の支給の制限が重ねられています。 

「医師による適当な治療手段がないもの」という支給要件は、どのような法的な根拠で通知が出

されているのでしょうか、なぜこのような支給要件が必要なのでしょうか、国民には理解困難です。 

また、「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」

という支給要件ですが、はり・きゅう治療は、西洋医学ではまだ解明されていない治療法であり、

すべての保険医の方々に「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」を

求めるのは、無理なことではないでしょうか。なぜこのような支給要件が必要なのか理解に苦しみ

ます。 

 厚生労働省通知による療養費支給要件は、国民には理解困難な要件を重ねて、健康保険におけ
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るはり・きゅう治療を排斥するものとなっています。患者が必要とする場合も患者の判断ではり・

きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧師の治療を選べないという、患者の権利を無視する制度の

運用であります。 

 8月 29日に提案されました「あん摩マッサージ指圧師、はりきゅう師の療養費に関する議論の

整理（案）」の前文でも以下のように指摘されています。 

「在宅医療・在宅介護を推進し、高齢者が住み慣れた地域で継続して生活できるよう地域包括ケ

アシステムを構築する中で、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の担う役割は重要

である。」 

 高齢化社会の医療の充実のため、法律により医療の一端をになう資格をあたえられた、はり師、

きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の治療の活用が求められています。医業類似行為との見解を

改め、健康保険法の運用においても正しく評価し、患者が必要とする場合は、はり・きゅう治療

を健康保険で患者が選択することができるような運用へ切り替えることを、強く要望致します。 

そのために、まず、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧療養費の支給要件の改善を要望致し

ます。 

４ はり・きゅう療養費の支給要件改善の要望 

① 疼痛改善のための治療として、患者がはり・きゅう治療を希望する場合は療養費を支給する。 

② 療養費の申請には、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

等の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 診断書を求められた医師は患者の要望に十分に配慮する。 

④ 受領委任払いを認める。 

はり、きゅう治療は、患者の病状改善にひろく活用できる治療であり、治療効果は疼痛の緩

和に限定されるべきではないと考えますが、しかし、当面、現状の運用に沿い疼痛緩和などの

治療として、患者の医療を選択する権利に十分配慮し、患者がはり・きゅう治療を必要とする

場合は、はり・きゅう療養費の支給が受けられるように、以上の点につき支給要件の改善を要

望致します。 

５ あん摩マッサージ指圧療養費支給要件改善の要望 

① 筋麻痺、関節拘縮等改善の治療として、患者があん摩マッサージ指圧師の治療を必要とする場

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。往療の必要性についても医師の診断を提出する。 

③ 診断書を求められた医師は患者の要望に十分に配慮する。 

④ 受領委任払いを認める。 

 第 4回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療養費支給要件について次のようにいっています。 

「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」「療養費の請求には、医師の同意が

必要。往療を行われた場合は、別途往療の必要性に 関する医師の同意が必要」としています。 

あん摩マッサージ指圧治療は、患者の病状改善に広く活用できる治療であり、筋麻痺、関節拘

縮等緩和に限定されるべきではないと考えます。しかし、当面、現状の運用に沿い、筋麻痺、関
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節拘縮等の治療について、あん摩マッサージ指圧師の施術の治療効果を認め、患者の医療を選択

する権利に十分配慮し、患者があん摩マッサージ指圧師の治療を求める場合は、あん摩マッサー

ジ指圧療養費の支給が受けられるように、上記の支給要件の改善を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうに係る療養費の概要 

（3月29日開催の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配布された資料より） 

○あん摩マッサージ指圧について 

保険医療機関内で理学療法の一環として行われた場合に現物給付（療養の給付）の対

象としているほか、以下のとおり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。 

 

（１）受給要件 

①対象疾病  主として、筋麻痺、関節拘縮等に対するもの。 

 

②医師の同意 

 

療養費の請求には、医師の同意が必要。往療を行われた場合は、別途往療の必

要性に関する医師の同意が必要。支給期間は特に制限なし。 

 

○はり・きゅうについて 

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）受給要件 

①対象疾患  慢性病で医師の適当な治療手段のないもの。 

主として、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） 

 

（２）医師の同意 

 

療養費の請求には、医師の同意が必要。支給期間は特に制限なし。 
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平成２８年８月２１日（日曜）理事会議事録 

時間 13時 30分～16時 40 分     場所 会事務所                                      

理事 高橋養藏、松尾洋子、山口充子、荒木文雄、高橋博、清水一雄、小川栄吉、松本泰司、北川楓

樹、岩下幸卯、橋本利治 

監事 久下勝通   

議長 高橋養藏代表理事  司会 小川栄吉   議事録者  高橋博  

理事会レジメに沿って進行した。 

1号議案    連絡報告確認事項 

1.事務局から     高橋博事務長 

  患者の過去 8年分の返還請求がきた。当会経由で保険者に全額返金し、処理は完了した。保険者 

  に対してもっと戦った方が良いとの意見もあったが、患者が社会的にも地位のある方で、会社と 

争いを望まないので、本件打ち切りとなった。 

・療養費ソフト 領収書対応バージョン 7月リリース済 

    希望のあった会員のみリリースした。 

 2.津市立三重短期大学 長友薫輝教授講演会報告 7月 10日実施 清水事務局長 

   長友先生の経歴は、アメフトから福祉へとユニークであり、われわれと違った見方をされてお

り参考になり、考え方が整理された。事務局通信で詳しく報告したので、読んでほしい。 

  3.全国医療介護マッサージ連絡会との懇談   7月 11日実施  高橋養藏代表理事 

   要請事項のマッサージ診療報酬及び介護保険施設における機能訓練加算の引き上げについては、

同意、署名の協力をしていく。 

  4.北川楓樹理事要望の新部会立ち上げの件   北川楓樹理事 

  (1）「退院直後から訪問鍼灸マッサージを」キャンペーン    

   北川：ホームページに載せる、パンフレットを配るというような手段で患者や家族にも見え 

るものを出したい。「鍼灸マッサージ師会」の名前で出したい。 

   清水：部会の活動として進めるのが良い、部員を募るのはどうか。 

   松本：以前保険部会でチラシをどうするかの議論があった。集客に関心があるのは事実。 

   山口：保険部会のなかで議論になった。本来の保険部の活動ではなかったのは事実であるが、

理論的な面では関心を示さなかったため、参加者が何をしたいのか話し合ってきました。 

   結論：次回（10月 16日）保険部会で本件の議論をする、そのため今月末に会員に案内のチラ

シを配り、今後の方向性を決める。事務局は、今月末の支給明細の発送に合わせチラシと

して会員に送付する。 

（2）視覚障がい者の職域拡大の取り組み   

      ガイドヘルパーは、業務には使えない。（通勤には使用可）    

   (3)経営勉強会 

    9月発行の事務局通信に、案内文をのせ参加者を募る。 

 5.第１回臨床塾開講講座報告  7月 31日実施         松本泰司理事 

     報告記事は事務局通信の 9月にのせる。 

     高橋代表理事の骨盤矯正の実施を希望する意見があった。 
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リニア新幹線の件                       橋本理事 

  橋本理事からリニア新幹線についての懸念の意見がだされた。 

  リーフレット 「リニアで南アルプスを壊さないで」 登山者アピール実行委員会 

  賛同する人は、Ｗｅｂで投稿してください。  http://minamialps.mygarden.jp 

２号議案 次期につながる役員体制 

 1. 理事及び役員名簿記載事項について 

  ・ＮＰＯ、国民の会の役職名もリスト入れる。事務局にて作業する。 

  ・在宅ケアと在宅リハビリは一緒にした方がいいのではとの意見があった。 

   清水：ハリとマッサージはそれぞれ別にしたい伝統をつけるかどうかについては異論もあるが、

とくにこだわらないが、不都合がなければそのままとしたい。（当面保留） 

 2. 役員ローテンション 

   役員の新陳代謝が必要、事務局長の後任も考えておきたい。以下理事会での議論。 

  清水：しっかりとした生活基盤を作っておかないと会活動の参加は長続きしない。 

  松本：副代表理事、事務局次長をもっと活性化したらどうか。 

  高橋(代)：多くの人に参加してもらい、特に若い人たちの参加が必要です。分担してやっていく

しかないのではないか。 

  橋本：会員の意識はどうなっているか。 

  北川：会員に対しアンケートを取り、要望を分類して方向を探るのはどうか。 

     学校に向かってアプローチするのも有効ではないか。 

  清水：そのために部会を作って、みんなの意見を取り入れるのが良い。 

  高橋（代）地域ごとに分けて問題点の議論をする場を作るのが良い。何かのきっかけが必要です。 

  北川：入会申込書に動機、理由づけを記載するのはどうか。 

今回は、このテーマについての初回であったが、今後の理事会で引き続き議論していくことに

なった。 

３号議案 100万署名活動    高橋養藏代表理事  

  1.100万署名活動「国民の会」会議報告  8月 18日実施 

  署名数 36,159筆 （内東京 11,704筆） 

   定期総会の出席者が少ない。 

 財務計画について、入会だけで会費がないので財政基盤がなくなった。年会費にする方針が出 

されたが、各団体の条件があり再検討とし、来年に持越し。 

 2年目から個人 500 円、団体 1000円の案を来年の総会で提起したい。 

 参議院の候補者に推薦状を交付した、東京でも政治家との関係を持つようにした方が良いので

はないか。 

 2.共産党議員による厚労省との交渉   8月 4日実施 

 日本共産党衆議院議員堀内照文の秘書増田優子氏、日本共産党中央委員会経済、社会保障政策

委員会谷本諭氏と懇談した。（2時間の話合い）資料は過去に大串議員に出したものを使用した。 

   学校制度の見直しについては、審議会が結論を出すことになっている。 

   2項（同意書等の通知の取り消し）については対応できないとのこと。見直す、再検討すると

の回答であった。他項については同意 
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   以下理事会での議論 

  北川:要望を出すと議員は動いてくれるのですか。 

  高橋（代）：厚労省の役人と会う時、議員の紹介がないとあってくれない。 

     交渉はあくまで我々がしなければならない。 

  清水：「国民の会」の事務局体制は現状ではもたない。財政だけの問題ではない。 

     体制を強化する必要がある。 

  荒木：毎月 1回の会議は本当に必要なのか。 

  高橋（代）：政党等の交渉にあたっては、相当の打ち合わせが必要な状況です。 

     会場等の使用料が無料なので助かっている。 

 

 

H28年第 1回伝統手技療法セミナー（7月 31日）報告 

 H28年 7月 31日に中野産業振興センターで伝統手技療法セミナーが開催され

ました。今回は清水一雄講師から患者が衣服を着た腹臥位の姿勢で、脊柱の捻

じれを正確に把握する技術を教わりました。術者の利き手の示指と中指の間に

棘突起を挟み、上から下にサァーと二指を滑らせて行きます。これを 2回繰り

返します。 

 「見ようとするのではなく感じる事。」「指先に神経を集中させ一定の速度で指を流す。」「指で

感じた脊柱の捻じれは脳裏に景色として映し出される。」と講師は言いますが、これは言うは易く習

得が難しい課題でした。 

 知っている事と出来る事の間を埋めるには、数万人の臨

床経験が必須です。簡単な手技ほどマネが出来ません。 

資格を取ったばかりの術者は派手な整体を教わりたがま

すが、本当に使える汎用性のある手技は、基礎に立ち返っ

たシンプルなものだと思います。 

 高名な先生の中には自分の技は盗まれるといけないの

で、同業者だけでなく弟子にも見せないと云う先生もいま

すが、本当の技は盗もうとしても盗めないものです。 

それは外から見たら誰でも出来そうで、それでいて師の診ている視点の深さと、外からは解らない

微妙な力の入れ具合と方向性、患者との一体感、周波数の合わせ方

の精妙さが、他者には明確に掴めないからです。 

 技を習得するには信頼する先生に基本の方向を教えてもらい、後

は実践を重ねながら時々研修会等で指導を仰ぐと云う地道な方法

しかありません。 

『近道は遠回り急ぐほどに足を取られる』と云うフレーズが脳裏

に湧いてくる研修会でありました。（記 松本泰司） 
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使用済み綿花・ガーゼ ～皆さんはどの様に処理していますか？～ 

土田 仁 

 使用済鍼を医療廃棄物として処理しなくてはならないことはご存知の事と思います。し

かし、使用済み綿花・ガーゼ・グローブなどは皆さんどうされていますか？ 

先日、使用済み綿花の回収に来た清掃会社の方と話をしていた時、「鍼の回収はたまに

あるんですがね、綿花は他の先生方はどの様に処理しているんですか？」という話題にな

りました。 

こう聞かれるという事は、それだけ綿花やガーゼの回収が少ないという事なのです。もし、これを

読んでる先生方が“ハッ”としたならば、まだ大丈夫、今からでも大丈夫です。しっかり法に従い、

医療廃棄物として処理しましょう。 

しかし、“なあに、少し位、普通のごみに混ぜても問題ない。”という考えの先生は要注意。今に

保健所の格好の標的に、我々鍼灸師全員がなってしまいかねません。何を保健所から聞かれても明確

に説明できるようにしておいたほうがよさそうですね。決まりはしっかり守りましょうという事です。 

そして、鍼灸院は『事業所』ですので、鍼灸院から出たごみは家庭ごみではなく営業ごみとして

いる自治体も多い筈。自分の住む町のルールを守ってください。何も保健所だけではありません。清

掃会社の人も見ています。「ここには鍼灸院があるけれど、営業ごみでちゃんと出しているかな？」

など、言われかねません。場所によっては中身を開けてチェックしているそうですね。そんな時に綿

花や使用済みの鍼が出て来たら全国版の新聞沙汰にもなりかねません。また、家で鍼灸院を営む場合

でも鍼灸院からで出たごみは営業ごみとして分けて出してくださいという自治体も多いと思います。 

この際、本当に「自分は大丈夫なのか？」をそれぞれチェックしてみましょう！ 

 

      横浜市鶴見の中野郁雄さんより。毎月すばらしいお便りありがとうございます。 
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経営勉強会へのお誘い平成 28 年 9 月 11 日理事 北川楓樹 

                             

 貴院の経営は順調ですか？ 

 新規の患者様、新規の営業先は増えていますか？ 

 次なる経営課題は、見えていますか？ 

 私たちは、一治療家であると同時に、一経営者でもあります。 

 しかし、多忙な日常業務の中で、技術向上には時間を費やすものの、経営課題にはなか

なか着手できない…そんな悩みを持つ会員も多いのではないでしょうか？ 

 そんな会員を対象に、経営勉強会を開催致します。 

 この勉強会に「先生」はいません。「正解」もありません。 

テキストを用い、テーマを絞り、共通の課題を洗い出しながら、解決のためのヒントを

探していく。そんな勉強会になればと考えております。 

 

 

 

【北川楓樹プロフィール】 昭和 47 年 11 月 8 日生まれ。青山学院大学国際政治経済学部

国際経営学科卒、都立文京盲学校専攻科理療科卒。平成 18年一隣堂創業。現在、株式会社

一隣堂代表取締役（社員 11名）。http://www.ichirindou.jp/ 

 

 

 

小出先生  鍼灸セミナー第１回（学術部主催） 

 

  講師 小出 雅賀 先生（小出鍼灸治療院 院長） 

   患者の期待に応える鍼灸、たべられる鍼灸を 

日時 ２０１６年１１月２０日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 千駄ヶ谷社会教育会館 和室 

 定員 ２０名（先着順）  

会費（会員、NPO会員１０００円）（非会員 3 ０００円）患者は無料 

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） 

 

 

日 時：10 月 30 日（日）13：30～15：30 ※隔月開催を予定しております。 

ところ：当会事務所  参加費：会員は無料  コーディネーター：北川楓樹 

 

東京都内（別途ご案内） 
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東京都内（別途ご案内） 
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         コーヒーブレイク 2016．９．７   橋本 利治 

 

【TJAR】 

トランスジャパン・アルプス・レース 

 今回は TJAR を紹介します。これは日本で行われて

いるレースの中で最も過酷といわれているレースの

一つです。（いや多分最も過酷です） 

まず初めにこの大会の元となった「24 時間山岳耐久

レース」が今年で 24 回を迎えています。この大会に

一時、当鍼灸師会に全面的に援助していただき誠にあ

りがとうございました。 

この場をお借りして改めて当鍼灸師会のご協力に

感謝しお礼をさせていただきます。 

 さて当時最も過酷といわれていた 24 時間山岳耐久

レースだったのですが、その時の選手がこれよりもっ

と過酷なレースを作ろうと考え出されたレースです。 

日本海（富山湾）から太平洋（静岡市安倍川河口大

浜海岸）まで 415ｋｍ・累積標高差 27000ｍを乗りも

の一切使わず、山小屋などに宿泊すること無く、また

南・北・中央の日本アルプスの山脈を駆け抜けるとい

う山岳レースです。 

2 年ごとに開催されています。私は山岳耐久レース

でマッサージボランティアをしているときに、たまた

ま私の担当した選手がこの TJAR に選手として昨年

エントリーしたとのことで、その年開催された大会に

応援に行っていました。 

 

8 月 7 日深夜 0 時富山湾に手を浸けてからスタート

します。コースは私たちの感覚からすると剣岳へ登る

ときは室堂から登るのですが、最も厳しい早月尾根ル

ートです。 

このルートは馬場島という登山スタート地からの

ぼりはじめて 11 時間を要するコースなのですが彼ら

は 22ｋｍ手前の富山湾から徒歩で馬場島を経由して

山頂まで 8 時間で登ってしまいます。 

オリンピックで 100ｍを 9 秒台で走る選手が出てく

ると「9 秒の壁はやぶれるのか？」と人間の限界への

挑戦はどこまで続くのかとワクワクしてしまいます

が、同じようにこのレースもワクワクします。 

早月尾根の登頂時間もそうですが、立山～槍ヶ岳ま

で通常４日かかるところを、1.5 日で走り抜けて上高

地へ降ります。これも驚異的なタイムです。 

そしてコースは、車の走る道路を中央アルプスへ向

けて走り、中央アルプスの木曽駒高原から木曽駒が岳

へ登りそして南へ縦走し、空木岳から池山尾根を駒ケ

根高原へ下ります。 

さらに、伊那谷を越えて、南アルプスの仙丈岳へ登

りつめて塩見岳を通り南アルプスの聖岳から静岡側

の玄関口畑薙ダムへ下山し、ひたすら車道を静岡駅目

指して走り、大浜海岸に手を浸けてゴールです。 

この間選手は小屋に入るのは食事の時だけで泊ま

ることはできません。水と食事だけ購入は許されてい

ます。 

このようにして丸 7 日間（192 時間）以内にはゴー

ルにたどり着くというレースです。そしてトップはナ

ント 5 日間弱（4 日 23 時間 52 分）で走り抜けます。

こんな面白いレースなんです。 

（8/28 妙義山にて、2 人の登山者が見えたので思わずパ

チリ） 

百名山一筆書き 

前回紹介しました百名山一筆書きの「田中陽希」君

は 2010 年のレースに出ています。 
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彼の「百名山一筆書き」も車など一切使わず、すべ

て自分の手と足だけで北は北海道から南は九州に至

るまで一気に 100 名山（200 名山も今年一筆書きで完

走しました）を駆け抜けるというものです。 

（津軽海峡・関門海峡などの海もカヤックという手漕

ぎ船で渡ります）面白いでしょう。 

この「一筆書き」の模様を下記の予定で放映されま

す。 

『ザ・プレミアム 激走！日本アルプス 超人たちの４

年後 ～トランスジャパン・アルプスレース 2016～』   

BS プレミアム  9 月 24 日（土）午後 9 時～（119 分）

また興味のある方は下記のアドレスで大会ｈｐがみ

られますので是非覗いてみてください。 

http://www.tjar.jp/2016/outline/index.html 

（下の写真は、田中陽希君から届いた素敵な暑中見舞い

の写真です） 

 

障害者は不要か？ 

 津久井の障害者施設「やまゆり園」で障害者 19 人

を殺傷するという事件から 1 か月たちました。 

 私のこのコラムでこのような重いテーマを取り上

げるのは本意ではないのですが、あまりショックだっ

たので、少しだけ問題提起させてください。 

 本日（日本時間 8 日）障害者のオリンピック「パラ

リンピック」が開幕されるのでそのことから考えたい

と思います。 

パラリンピアンたちの雄姿を見るたびに「素晴らし

い人間の可能性」を見させていただいています。たと

え障害があっても人間はすごくなれる！ 

この事件を起こした「植松容疑者」は「障害者は不

幸を作ることしかできません」と衆議院議長に手紙を

書いているそうです。 

彼は今の社会に対して障害者の殺傷は「正しいこと

をした」と思っているそうです。社会の代弁者として

犯行に及んだというようなことを手紙から読み取れ

ます。 

 和光大学名誉教授の最首悟さんは「この事件は起こ

るべくして起こってしまった」と朝日新聞のニュース

フォーカスで述べておられます。（下記記事参照） 

http://www.asahi.com/articles/ASJ882V5DJ88UBQ

U007.html 

最首悟先生もダウン症の星子さん（39）と同居され

ていて「命は尊い」などのきれいごとでは済まない。

「いなくなればいい」と思うこともあるそうです。 

また NHK の福祉番組チーフプロデューサー熊田佳

代子さんはドイツナチ政権の時「T4 作戦」で障害者

をガス室などで殺戮したのがホロコーストの始まり

だったと番組で訴え、その時人類のためにと率先して

実行したのが「医師であった」とのことです。 

この番組をご覧になった方もおられると思います

が、福祉の戦後 70 年シリーズ、（障害者と戦争）など

数回に渡り放映されたそうです。 

 

 

放映後「知らなかった」というような反響があ

り、このことは始まりで、過去の話ではない、い

ずれ自分に返ってくると訴え、共に暮らせる社会

http://www.tjar.jp/2016/outline/index.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ882V5DJ88UBQU007.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ882V5DJ88UBQU007.html
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へ、と問題提起されています。（世界 10 月号にご

本人が書いておられます） 

このように今の社会が「生きる」とはというこ

との本質を考えなかった、ということなのでしょ

うか。医療職にある私たちはこの事件をきっかけ

にしてみてはどうでしょうか。（わたしへの自問

です） 

   精神神経学会の声明 

さてこの事件について公益社団法人日本精神

神経学会法委員会が 8/29 に「相模原市の障害者

支援施設における事件とその後の動向に対する

見解」を出しました。下記のアドレスで日本精神

神経学会 HP から原文を読むことができます。是

非ご一読ください。 

https://www.jspn.or.jp/modules/info/index.php?c 

  その中で精神福祉法が事件の再発予防のため

に使われてはならない。そして容疑者は優生思想

によりこの事件を起こしたと考えられる。思想犯

であるならば精神障害として扱ってはならない

としています。 

最後にナチスドイツの優生思想と酷似し、わた

したちは、私たちの心の奥底に眠っている優生思

想の片りんを持っていることを認めて、社会的に

差別のない社会へと克服していこう、と結んでい

ます。 

 この 3つの記事は医療人の倫理を考えるうえで

常に意識の中に持っていなければならないこと

かもしれません。この機会に鍼灸師の未来と社会

的弱者のあり方を考えてみては。（今回は難しく

てすみません） 

ontent_id=445 今年は雨が多くてキノコが豊富です。近所の八国山

で収穫しました「キタマゴタケ」と思います。このき

のこは猛毒のテングタケ科と見間違いやすいです。わ

たしも半信半疑で食しました。シャキシャキ感があり

ました。塩を振りかけてホイルで蒸し焼き、又はオリ

ーブオイルをかけて炒めても構いません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿のお願い      総務広報部 久下勝通 

 事務局通信への投稿をお願いいたします。 

○医療、伝統医療や介護などの問題にかぎらず、みなさんの生活の中で関心ある問題、

についてご意見をお寄せください。 

○10月事務局通信の投稿締め切りは 10月 11日です。毎月 10日までに送付をお願いい

たします。投稿字数の制限はしておりませんが、ページ数の関係から分割しての掲

載などご相談する場合もありますことをご承知ください。 

○投稿はメールでの投稿を希望しますが、文書による投稿も可能です。 

 投稿先 Eメール広報部 koho-hoshinren@tulip.ocn.ne.jp  

     文書送付 一般社団法人鍼灸マッサージ師会事務所 広報部あて 

○投稿者には規定により謝礼をお支払いいたします。 

https://www.jspn.or.jp/modules/info/index.php?content_id=445
mailto:Eメール広報部koho-hoshinren@tulip.ocn.ne.jp
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「手技療法学術研修会ＩＮ協同組合兵庫県保険鍼灸師会」報告 

平成 28 年 9 月 10 日   清水一雄 

講師：伝統手技療法臨床部会 清水一雄 

日時：平成 28 年 8 月 28 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

会場：尼崎中小企業センター 

参加者：29 名（協同組合兵庫県保険鍼灸師会会員） 

今年 5 月 22 日（日）（協）兵庫県保険鍼灸師会総会に出席した時に、森井尊士学術担当理事といろいろ話す機

会があり、手技療法の話題になり話が盛り上がり、「在宅医療ケア・リハビリの手引書」の話をしたら、ぜひ兵

庫で手技療法の話をして欲しいと言われ、奥計介学術部長の紹介を受けこの度の機会となり、兵庫県保険鍼灸師

会さんからは交通費と講師料のご負担をしていただきました。 

8 月 21 日（日）の理事会で「在宅医療ケア・リハビリの手引書」と「10 周年記念誌」を寄贈する承認を得ま

した。森井学術担当理事にベッド 2 台、脊椎模型等を用意していただき、私はレジメをメールで送り当日に備え

ました。 

【学術研修会レジメの要旨】 

○自己紹介 経歴を挙げて医療の世界に入った経緯と現在状況 

○題目  

 １．「頸椎、胸椎、腰椎の触診と治療法」 13：30～14：50  

在宅医療ケア・リハビリの手引き（Ｐ49、50） 

 ①腹臥位背後からの脊椎正常位と側弯形状、腸骨稜の高さ

を診る診断アプローチ 

②骨盤調整（仙腸関節）講義と実技 

③仰臥位における脊椎診断アプローチ 

④横側から見た脊椎正常位と異常位 

２．【四肢関節可動域測定を通じて診断と調整のポイント】 15：00～16：20  

  在宅医療ケア・リハビリの手引き（Ｐ38～48、51～54） 

 ①四肢関節拘縮の診断法と病状との兼ね合いの把握 

 ②上肢下肢関節可動域測定表作成の仕方  

【講座】 

１．はじめに 

藤岡東洋雄理事長挨拶後スタートする。  

私の経歴、医療の世界に入った動機のこと。健康保険を扱って

初めて不支給が出され、異議申し立てをするために審査請求をしたこと。全国保鍼連に入って医療差別を追

及し現在の会活動に繋がっていることを話し、10 周年記念誌には藤岡理事長にも執筆していただいており兵

庫と同じ思いが詰まっているので、署名活動に役立てていただき皆で 10 万人の署名をお互い協力して集める

ことをお願いし本題に入る。 

ビデオ撮影の許可もさせていただく。 

２．講座の要点 

療養費として認められているマッサージはあん摩マッサージ指圧師が行うものであり、筋肉組織を軽擦、揉
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捏、叩打等して医療を行っているが、深層筋、靭帯へのアプローチをしていかない限り脊椎、骨盤、四肢関節

の状態を診ることは難しい。 

脊椎、骨盤、四肢関節の狂いを正していくことは驚くほど即効性があり、あん摩マッサージ指圧師の手技療

法に役立つ。 

その観点から体のバランスを良くし、調和を図り体の治癒力を向上させ、疾病を快復させていく手技です。 

手技によって骨折（骨折部位のズレは小さい）で手術以外方法はないといわれたがほとんど元通りに回復、

脊柱管狭窄症で途切れなく激しい座骨神経痛からの快復、膀胱がんで漢方薬とコラボをして膀胱切除を免れた

人に効果を発揮している。 

３．実技  

①前半 脊椎と骨盤実技 

片方のベッドに骨模型を置き、手の当て方を説明してから、もう一台のベッドで腹臥位になってもらい下部頸

椎から腰椎まで棘突起に術者の手（小子球筋）を引っ掛けて靭帯と深層筋にストレッチをかける手技を披露す

る。筋肉では得られない感触（脊髄になびく独特な広がりある感触）を体感していただくことと、実際に実技

をしていただく。続いて仰臥位と骨盤。 

②後半 四肢関節可動域測定とチェックリスト作成の実技 

 チェックリストに基づいて上肢下肢の関節可動域測定を行

うが、測定のための測定ではなく、治療を考慮して測定を行い、

筋肉靭帯に作用させ筋を傷めないようにする。セットポジショ

ンをしっかり定めて、大体の角度を目分量で測定する。90°の

半分は 45°でやや少ないから 40°とかして測定値とする。 

 いちいちスケールで測定はしない。そのようなことはしてい

られない。信頼できるアバウトになるようにする。 

①②とも熱心な方が多く、出来るだけ多くの人が実技出来るように進める。あっという間に時間が過ぎ去る。 

【伝えたいこと】 

①手技療法として骨格（脊椎と骨盤）を診ることが出来るようになっていただきたい。診断力を身に付けること

により、素晴らしい治療効果が得られる。 

②本日の手技療法は単純ですが、奥が深いので追及すればするほど診断力が向上する。いろいろな体の景色が見

えてくる。 

③治療効果を発揮していかないと「あはき」師は営業力のある無資格者マッサージまがい者に追いやられてしま

う。 

【まとめ】 

筋肉を押したり揉んだりの次元ではなく、脊椎や骨盤、関節可動域のエビデンスに基づいた実技講座で、多くの

方が初めて巡り合った手技であったようです。 

休憩時間の時も質問と施術体感したい要望が相次ぎ、後半の講座もあっという間に過ぎ去り、質問も多く出され

17 時までに会場を出ないといけないこともあり、会場の外にベッドを運び最後に疲れておられる藤岡理事長の

身体を治療して終了しました。 

とても遣り甲斐を感じた研修会で、懇親会にもお招きいただき有意義な一時でした。 

最後に兵庫と東京の中間地点を泊で会員同士の交流会の提案がされました。 
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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。 

療養費の改定 ニュース 

                        鍼灸マッサージ師会 事務局 9 月 13 日 

 「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定」が予定されています。 

 正式な決定は、厚生労働省からの通知で行われます。9 月 13 日時点はまだ出されておりませんが、間もなく 

発行される予定です。詳細は、別紙のとおりです。 

 ハリ、マッサージとも施術料のアップ及び往療距離加算のダウンの内容となっています。 

料金改定は、H28 年 10 月 1 日施行になりますので、10 月施術分の申請書（11 月 3 日締切分）からの適用に

なります。 

往療距離が 2km を超える場合、往療料の金額も変更になりますのでご注意ください。 

-ソフトを使用して申請書を作成する場合 

申請書作成ソフトの改定が必要になりますので、追ってバージョンアップのご案内をさせていただきます。（9

月 20 日から末にかけてリリースの見込みです） 

ソフトのバージョンアップをすれば、今までと同じ操作で 10 月以降の施術分は、新料金での申請書が作成で

きます。（単価の手入力による修正は必要ありません） 

手書きで申請書を作成する場合 

料金が変わりますので、単価欄に数字が入った用紙で申請書を作成している場合は、金額欄が新料金になった

ものを新たに作成して、申請書の作成をお願いします。 

9 月までのものと 10 月以降のものは単価が異なっていますので間違いのないようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、様々な書式の同意書が見られます。これらは、保険者が独自に作成し施術者や患者に使用を促している

ものや、医療機関が作成したものなど出所は様々です。保険申請するための同意書のポイントを抑えておく必要

があります。 

 

Ｑ1①：先日患者さんが持ってきた鍼灸の同意書に、「施術の種別」が同意書に明記されているものが見つかりま

した。この同意書は A 県の後期医療広域連合が発行しているものでした。内容は以下の項目でした。 

 

1.はり  2.きゅう  3.電気針・電気温灸器・電気光線器具 

Q：患者さんがご自分で用意してきた同意書

の形式に、書式の不備がある時はどうしたら

いいのでしょうか？ 
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Ａ1①：  

 

Ｑ1②：鍼灸の同意書なのに往療の有無を問う項目があります。 

 

Ａ1②：  

 

Ｑ1③：マッサージの同意書ですが、「症状」を記載する欄がなく、医師からのコメントもありません。 

 

Ａ1③：  

 

Ｑ2：先日、8 年前の請求に遡り、保険者から全額返還請求をされてしまいました。これは最初に発行された同 

意書の有効期限が切れた時点からの請求です。現在に至るまでの口頭同意の継続は患者さんには度々念を押して 

おり、その都度”大丈夫”との話だったため、保険申請を続けておりました。保険者からの入金もスムーズに行 

われていたため、何の疑問も起きなかったのです。ところが、この返還請求が来て患者さんに再確認したところ 

“実は最初に同意書をもらって以来、同意医師には掛かっていなかった、口頭同意もしていなかった”とのこと。 

私にも責任があることですし、患者さんも反省しており、返還しようと思います。しかし、医療関係の書類保管 

義務は 5 年間とされており、8 年前に遡っての請求とは…。この点、どう考えたらよいのでしょうか。 

 

Ａ2： 
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H28 年 9月                  H28年 10月 

 

1 木   1 土  

2 金  2 日  

3 土 申請書〆切 3 月 申請書〆切 

4 日  4 火  

5 月 申請業務 5 水 申請業務 

6 火  6 木  

7 水  7 金  

8 木  8 土  

9 金 事務局通信投稿〆切 9 日  

10 土  10 月  

11 日 学術部セミナー（11:00～17:00） 

中野区産業振興センター 

11 火 事務局通信投稿〆切 

12 月 事務局会議（13：00～14：00） 12 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

13 火  13 木  

14 水 通信編集会議（10：30～11：30） 14 金  

15 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 15 土  

16 金 保険部会（19:00～21:00） 16 日 在宅ｹｱｾﾐﾅｰ（13:30～16:30） 

17 土  17 月 事務局会議（13：00～14：00） 

18 日  18 火  

19 月 敬老の日 19 水  

20 火  20 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

21 水  21 金  

22 木 秋分の日 22 土  

23 金  23 日  

24 土  24 月  

25 日 NPO 玄米食講座（11:00～13:00） 25 火  

26 月  26 水  

27 火 支給明細などの発送 27 木 支給明細などの発送 

28 水  28 金  

29 木  29 土  

30 金 療養費の振り込み 30 日  

   31 月 療養費の振り込み 

申請業務  休業日 


