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事務局通信 
〒151－0053 

東京都渋谷区代々木 2－39－7 メゾン代々木 201 号 

TEL03-3299-5276    FAX03-3299-5275 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.hoshinren.jp 

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

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

-hoshinren@star.ocn.ne 

日時：1月 22日（日）13：30 開宴 

場所：ホテルローズガーデン新宿 

（新宿区西新宿 8-1-3） 

TEL：03-3360-1533 

会費：4,000 円 

※同封のハガキに出欠をご記入の

12月 28 日迄にご返信下さい。 

 

新年会のお誘い 

より楽しく、会員同士親しくなるように！ 

今度の新年会は新企画を予定しています。 

 

【会員紹介】※たとえば会員の紹介をより面白く！ 

・100 万円あったら～～したい。 

・最近こんなことあったよ。 

・子どもの頃～～だったんだけど、今は・・。 

・等々 

 

【面白クイズ大会】 

・どんなクイズが出てくるかは当日のお楽しみ！ 

 あっと驚くことも！ 

・クイズに当たると景品も出ます、ご期待下さい。 

 

司会は北川楓樹新理事、武井百代理事が担当いたします。 

 

ゲームを盛り上げるため、当選者への賞品になるような小物 

があればお持ちください。 

（お持ち下さる方は事前に事務局までご連絡ください） 
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第 5 回「あはき」健康保険法改定実行委員会報告 

報告者 清水一雄 

日時 ：平成 28 年 11 月 13 日（日）13 時 30 分～16 時 

会場 ：会事務所 

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費において平成 28 年 9 月 30 日保医発 0930 第 4 号が厚労省課長通

知として出される。通知 1－（2）について 

【同一家屋から同一建築物への同日複数人への往療が認められないこと】に関して今後の対応策について検討 

議題 

１．第 8 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(H28/11/2 日) 

①第 98 回社会保障審議会医療保険部会(H28/10/12 日)での意見 

 ②療養費検討専門委員会における議論の整理に係る対応スケジュール（案） 

 ③受療委任制度の検討 

 厚労省による今回検討専門委員会日程の公表が突然であったため、傍聴する機会が奪われてしまうところであ

ったが、久下監事が何とか傍聴する。毎回 3～4 日前に検討専門委員会開催日が知らされることが多く、最短

でも 2 週間前に公表すべきであり 1 か月前だと有難い。 

 

【久下監事の報告】 

 第 8 回検討専門委員会同時期に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各委員に対し、高

橋養藏代表理事名で要望書を提出する。 

①～③についての要点 

 1.往療料の削減を平成 28 年 9 月 30 日保医発 0930 第 4 号によって実施に入った。 

 2.支給基準の明確化によって支給、不支給の事例によって全国的に統一していく。 

 3.申請書様式の統一をする。長期頻回施術（1 年以上で週 4 回以上）を問題視し、必要性の記述。 

 4.受療委任制度の検討 平成 28 年度内に一定の結論が出される予定であるが、不正の温床である意見がださ

れ、特に社会保障審議会医療保険部会小林委員（保険者の代表者）は反対しており、どうなるか不明。 

 5.施術回数、施術期間の制限、医師の同意でなく同意書添付の方向性が示されている。 

 ※裁判や審査請求によって「あはき」を身近な医療にしてきたが、岸イヨ鍼灸裁判当時に逆戻りしてしまいか

ねない状況が出ている。 

 

２．厚労省課長通知保医発 0930 第 4 号に対する問題点の整理と今後の対応と問題点 

①往療の算定判断は今迄通り住所地の違いで判断するのが良い。 

 この度の通知は往療の排除が感じられ、改善していく建設的な考えが感じられない。 

 同日による同一建物への往療が２人目から算定出来ないということは、一戸建てのお隣に行くより巨大マン

ションの端から端までの時間が要したとしても往療は付かない。 

②マッサージの場合施術料単価が低額であるため、往療を主体でやらざるを得ないにかかわらず、厚労省は往

療を遠ざけてしまった。 

療養費のマッサージ施術料として最低単価が 1 部位 285 円（1～5 部位まで）であり、施術料として往療料

分が加算されてしかるべきである。 
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また病医院では 30 年以上マッサージは療養の給付として 35 点（350 円）が 1 部位でも全部位でも同じよう

に算定され、単価が安すぎるために医療機関が取り扱わない問題がある。マッサージを締め出す行為である。 

 初検料もなく基本単価が低額であるために、施術所として成り立たなくされており、往療まで追い出そうと

している。 

③在宅医療の希薄化につながる。 

往療料を算定しないということは在宅医療が敬遠されることに繋がり、寝たきり患者を増やすことになって

しまう。あん摩マッサージ指圧師の生活が成り立たなくなることにより、在宅でのマッサージを必要とする

患者が敬遠されてしまう。 

 ④この度の厚労省通知は労働基準局が定めている最低賃金を下回ってしまう。 

  この問題は雇用される立場の施術師が対象になり、事業者としての施術師は被雇用者でないので都道府県で

決められている最低賃金より低額であるとしてもその対象にならない。つまり雇用を生み出さなくなってし

まう。 

マッサージ療養費は往療向きに設定されているため、施術師として生活していく為には往療料の存在が極め

て大きい。施術所で取り扱えるレベルの施術料体系が望まれる。マッサージは部位指定を医師にさせるので

なく、労災で決定されているような体系にするべきである。この考えははり、きゅうにも望まれる。 

 

  今後の対応 

 ①不正問題は無くさなければならない。 

  あはき、柔道整復療養費の支給のみクローズアップするのでなく、療養の給付も入れて不正を無くする制度

の確立が必要である。 

 ②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を開けたメンバーにする働きかけを厚労省にす

る。 

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は開かれた会議とはいいがたい。 

  会議の通知が不特定で、1 週間以内でひどい時には 2～3 日前というのがあり、国民に知らせようという厚

労省の姿勢が感じられない。それと会議構成メンバーが偏っている。「あはき」師団体、「あはき」国民の会

団体、「あはき」臨床経験豊富な施術師、医療費コスト計算が出来る専門家、患者等からの公募を募り構成

メンバーに加えるべきである。当会も積極的に参加する。 

  あはきを理解していない構成メンバーで、あはきのことを語り、叩こうとする会議をしているので、建設的

な意見は出ない。 

 ③他団体と問題意識の共通化を図り共に推進していく運動展開 

  検討委員会に参加している「あはき」の団体との認識のズレがあり、共同が難しい状況ではあるが、共同で 

きる他団体と共同化を図る必要がある。 

 ④保険者に異議申し立て（審査請求）をする。 

  施術師に降りかかった問題は自らが行動することが重要であり、療養費不支給通知に対して患者の同意が得

られれば唯一の手段が審査請求であり、会は全面的に協力します。 

以上次回会議に会員からの積極的参加を要望します。 

 

次回会議： 平成 29 年 2 月 5 日 13 時 30 分～15 時 30 分 予定 
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コーヒーブレイク 2016/12/10 橋本 利治 

 

山高きが故に貴からず  

「ねえ」「山高きが故に貴からず」って知ってる？

ある日の夕ご飯時の我が家の会話、「うん」「じゃー

その後に続く語句も知ってる」ムム「知らん」「樹

あるをもって貴しとなす」だって。 

浜本淳二というお医者さんが北海道医療新聞に

書いていたんだって。  

（日本一高い富士山） 

自称「ヒマラヤニスト」の私を皮肉っているのだ

ろう。其れによると映画「ウェールズの山」という

イギリス映画が紹介されていた。 

時代は第１次大戦が終わった 1917 年ごろのウェ

ールズの設定である。監督はクリストファー・マン

ガー、彼の祖父の時代に遭った出来事がモチーフに

なっている。 

イギリス人測量技師 2人がウェールズの山を測量

にやってくる、その目的は 305ｍ以下の山を山と認

めず「丘」と認定するためであった。 

ウェールズにある「フェノン・ガルウ」山が測定

の結果 299ｍであった。困った村人たちは相談して

一晩で山頂に 6ｍの盛り土をした。 

そして喜んでいると大雨が降りだし、盛り土が流

れ出した、あわててこけを張り付けて流土を食い止

めた。そして再測量の結果「山」と認められた。と

いう内容の映画だそうだ。 

 

 

再測量させるために村人は技師たちに毎晩おさ

けを飲ませて時間稼ぎをし、村の娘も接待に駆り出

された。その甲斐あって認められたというわけだが、

この映画の裏にはウェールズのイングランドに対

する歴史的反感もあるようだ。 

原題は「丘を登り山を下りてきた英国人」という

のだそうだ。是非機会があれば見てみたい。 

さて日本では 1989 年に山の高さに関する委員会

が国土地理院に設置されたが、「山の定義」は決ま

らなかった。歴史ある英国測量局では現在 2000ｆｔ

（610ｍ）以上を「山」と定義しているそうである、

と何も知らない私に教えてくれた。 

そういえば日本の山でも「○○やま」「○○さん」

「○○岳」といろいろ名づけられている。 

（真田丸の丸も山名として残っている、丹沢にあ

る檜洞丸がそうだ） 

その地方独自の文化を大切にしているのだろう。

それを十把ひとからげにして 610ｍ以上を「山」、以

下を「丘」と切り捨ててしまうのもどうかと思って

しまう。  

      （星穴岳の星穴） 

星穴岳 1073ｍ 

最近登った低山に星穴岳というのがある。高さ

は 1073ｍだがスリリングな岩稜歩きの末最後は

60ｍの空中散歩で終わる。 
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山の山腹に大きな穴が開いていてそこから星が見え

るそうだが、地元では下から矢を放って穴を射抜いた

との伝説もあるそうです。是非お勧めの山です。「山

高きが故に貴からず、樹あるをもって貴しとなす」今

の日本は？ 

「またもや強行採決」 

昨年 9 月 19 日、安保法制「強行採決」そして今年

南スーダンへ「駆けつけ警護」の新任務を抱えた自衛

隊が派遣された。 

現地では「ジェノサイド」（みなごろし）もあると

国連で声明を出している中の派遣である。現地では

「殺すか・殺されるか」の択一が迫られることもある。

どちらになっても隊員の損害は計り知れない。 

そのような中 7月 4日 TPP法案「強行採決」これも

米国抜きでは成立しない協定であるにもかかわらず、

（新大統領は「TPP 脱退」を公約しているので、成立

する見込みのない法案である）。日本では強行採決。 

11月 25日年金カット法案「強行採決」、物価変動に

より変わるというがどちらになっても減らされるの

に変わりはない。 

12 月 2 日 IR 法カジノ解除法案「強行採決」経済再

生の切り札というが？と立て続けに強行採決で決議

された。明らかに国民の害になると思われる法案がど

んどん成立してゆく、一体どうなったんだ、この国は。 

刑法賭博罪（185条）単純賭博罪か？ 

先日私が登録している介護保険の会社の忘年会に

誘われた。それで余興にみんなで 100円を出し合って

ジャンケン大会をして、最後に勝ったものがその集め

た 100 円をすべて取るというゲームをするとのこと。 

オイオイそれって刑法の賭博罪違反なのでは・・。

と思うがその場は何も言わなかった。（実際は賭博で

あっても罪に問われることはないらしいが・・・） 

その後山岳会の若い会員にそのことを聞いてみた。 

「それうちの会社でもよくやりますよ、新入社員が

課長と最後に対決して新入社員が勝ったら盛り上が

りますよ」との返事。みんながそれでよいのなら良い

のだけれど、ちょっとヘンと思わないのであろうか。 

カジノが解禁される  

ギャンブル好きにとってはうれしいのかもしれな

いが、そのような単純な話ではなさそうである。なん

で今頃カジノ解禁法なのであろうか、以前この法案が

提出されたが継続審議となっていたように思う。 

今回の政府の説明では総合リゾートは経済活性化

の目玉政策にしたい、とのことである。  

あれー、アベノミクスの 3 本の矢で経済再生ができ

るはずではなかったのか。まずそのことから考える必

要があるのではないだろうか。 

つまりアベノミクスは失敗したということではな

かろうか、その失敗の原因も考えること無く手当たり

次第に次から次へと打ち出しても大切な税金を浪費

するだけなのだが。経済施策はギャンブルではない。 

最近朝パチンコ屋の前に列を作って開店を待って

いる人を良く見かけるがどんなもんか。厚生労働省研

究班の三年前調査では依存症の疑いがあるのは成人

の 5％近いという、そのような中でこの法案が採決さ

れたようだ。 

クライミングも一つ間違えば落ちて死んでしまう、

ギャンブルのようなものではといわれてしまえばそ

れまでなのだが・・・・。 

水道の民営化は  

大阪市は水道事業を民営化したと先日にニュース

で伝えていた。（大阪市の HP） 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/00003419

48.html#1 

大阪に総合リゾート施設を作るための資金を水道

事業民営化で捻出しその得た資金で総合リゾート施

設建設につぎ込みたい考えとのこと、貧困のために水

道料金を支払えなくなった人たちもおられるだろう。 

水道事業はどのようになっても生活の基本である。

ガスはなくても電気があれば当面は大丈夫、電気がな

くても、すぐには死にはしない。 

しかし「水」は違う、なくてはならないものの一つ

となる。山でキャンプをするときのキャンプ地に「水」

があるかないかでは、その後の旅程にかかわるので重

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000341948.html#1
http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000341948.html#1
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要項目である。だからみんなの税金を使ってお互いの

相互扶助のためのシステムであったはずなのだが、そ 

んな「高きのみ・・・」を目的とした地方創生が「美 

 

しい日本」である筈がないと思うのだけれどどうであ

ろうか。 

 

伝統医療に対する国民の意識 

 「国民から見た21世紀初頭の日本の鍼灸とは、

2002年度と2012年度の10年間の変化について」

の矢野忠、明治国際医療大学教授の特別講演を社

会鍼灸学研究（通巻 8 号）で拝見しました。  

 鍼灸治療について国民がどのように認識して

いるか、全国的な調査を 2002 年から毎年行って

こられた結果をもとに、今後の鍼灸治療を考える

うえで重要な指摘がなされていますが、とくに注

目したのは鍼灸にたいする国民の意識です。 

 2012 年度の調査によると、「鍼灸療法を医療で

ある」と認識している国民は 62.1％であり、「鍼

灸療法は日本の伝統医療である」と認識している

国民は 49.5％です。鍼灸を医療と認識する国民は

6 割、日本の伝統医療認識する国民は 5 割です。 

この状況について「鍼灸療法の歴史および鍼灸

療法の業務内容からいって極めてすくないと思

われた。」「このように国民の鍼灸療法に対する認

識や知識の状況を鍼灸サイドから見れば、極めて

厳しい現実と言わざるを得ない。」と指摘されて

います。 

確かに、漢方、鍼灸は 1500 年の歴史があるに

もかかわらず、国民の半分に鍼灸療法を自国の伝

統医療という認識のないというのは厳しい現状

です。しかも、4 割の国民には医療という認識も

ないのです。 

しかし、この国民の認識は、講演でも指摘され

ているように、明治政府以来、日本の伝統医療を

医療から排斥し、鍼灸療法は非正当医療として厳

しい制約が課せられてきたためです。 

戦後の憲法のもと「あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゅう師等の法律」により、あん摩マッ

サージ指圧師、鍼灸師は医療を行う資格者と認め

る法律が制定され、鍼灸療法も手技療法も医療と

して活用すべき道が開かれたにもかかわらず、政

府は明治政府以来の伝統医療排斥の姿勢を取り

続けました。  

戦後 70 年、鍼灸療法も手技療法も医業類似行

為として健康保険から排除を続けています。 

医療は健康保険により、だれも平等に受けるこ

とができという状況がつくられた後も、この健康

保険制度から鍼灸療法、手技療法は排斥され、国

民各自が自分の意志で選べない取り扱とされて

います。 

このような状況の中で 50％の国民が「鍼灸療法

は日本の伝統医療である」との認識を示したとい

うことは、鍼灸療法が医業類似行為だとする政府

の伝統医療排除の考え方も、国民は受け入れてい

ないという事ではないでしょうか。 

鍼灸療法、手技療法を医療として認め、健康保

険により国民が選択できる取り扱いにすべきで

あるという、鍼灸療法にかかわる者、手技療法に

かかわる者のはっきりとした見解が示されなけ

ればならいと思います。 

伝統医療排斥の対応を取り続ける国に対し、医

療として活用せよという、鍼灸療法や手技療法に

かかわる者の見解が示されないことに伝統医療

の危機を感じます。 

 WHO（世界保健機関）は各国の伝統医療の活

用を呼びかけ、はり治療はアジアから世界的な広

がっています。中国は中医として、韓国は韓医と

して自国の伝統医学を医療制度に採り入れて、自

国の伝統医学を世界へ普及する活動も活発に展

開しています。 

政府の伝統医療排斥の思想は、いまや世界的な

流れに反する時代遅れの考え方であり、国民の医

療充実のために障害になっています。政府の伝統

医療排斥の思想の転換が必要な時です。 

           （久下 勝通）
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小出先生『伝統鍼灸の力』 
    学術部  松尾 洋子 

伝統鍼灸、古典と言う言葉から私に理解できるかしら？と言う思いがまず有りました。小出先生

の話はそんな思いを、吹き飛ばしてくれる判りやすい話でした。難しい事を判りやすく説明できる

人は、本当に理解している人だと言いますが、まさしく小出先生はそのような方でした。 

 小出先生の「こだわり」は半端じゃないですね。治療師として自分なりの「こだわり」信念を持

つ事の大事さを改めて感じました。内因、外因、不内外因の言葉も思い出し、聞いただけ、習った

だけでは宝の持ち腐れ。応用するのを忘れない事を痛感しました。 

治療家としての心構えも、小出先生の足底灸（立派な灸痕でした）の痕を見て相当年季が入って

いると思いました。先ず自分が実践して患者さんにも勧め

るのは大事な事です。 

これは早速見習おうと「湧泉穴」に施灸しましたが入浴

時に、足の裏がジンジンしていたので患者さんに勧めるに

は３壮位が適当かなと思いました。  

今回のセミナーは小出先生も時間切れと言う感じが有っ

たと思います。２回目は実技もたっぷり期待していますの

で、宜しくお願いいたします。  

 

鍼灸セミナー第１回報告    

学術部  鈴木 淑惠 

 2016 年 11 月 20 日（日）13 時 30 分～16 時 30

分まで、小出先生を講師にお招きして第１回目の

セミナーが行われました。 

八千代市で 40 年以上伝統医学普及の為と患者

さん自身の健康の為、勉強会をなさっております。 

参加者 20 名助手の方 2 名、モデルに協力して

頂きました。今回は実際の豊富な体験から、多く

の知識や治療法を丁寧にご指導して頂きました。 

伝統的（東洋医学）の大略  （1）鍼灸治療

における疾病、全身に巡っている 12 経絡の気血

の変動で、四 診（ししん）法（望診、聞診、問

診、切診（せっしん）により、経路の変動を虚と

実としてとらえ、これを手技・手法で対応する。

(補寫（ほしゃ）するという)ことで治方が成立す

る。 

虚とは内因（病因）により，大病後に精気・体

力が虚之した状態であり、実とは病毒が体内にあ 

 

っても、それと拮抗（きっこう）する精気、体

力が充実している状態をいう。 

(2)四診法のなかでは，切診に属する脈診法が

重要とされろ。 

臓腑（ぞうふ）経絡の虚・実は、最終的には寸

関尺診(六部定位脈診法)で決定する(3)病因とし

ては外因（風寒＝風と寒さなど）と内因（七情＝

七つの感情）を設定し、病因によって症状を分別

する（病証学）(4)治方は証（しょう）（診断の結

果から得られた病態象）に従って施される。 

 ①肘から手指までに強度の腫痛が発症し、 原

因不明でしたが、足と腹の二穴で大幅に変化した。

この方の場合は、腎虚症、前腕の腫れがあり三焦

経の募穴である石門に寸６の２番、と復溜（腎虚

すれば、これを補う）とあるように大切な穴です。

寸３の鍼を患側だけで腫れがとれ楽になったそ

うです。 

 ②提鍼、圓鍼 子供の咽喉（のど）に骨がつか

え提鍼で痛むと場所を押上げる様にしていたら

すぐに骨がとれました。 ③落馬による骨折で動

けなくなった女性が、手足の二穴の「手ばり」だ
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小出雅賀氏セミナー報告（要旨１） 

 千葉県八千代市で鍼灸治療院を開設している小出雅賀先生の鍼灸セミナーを開催しました。 

「日本の伝統鍼灸は中国や韓国から入ってきたが、日本人の生活の中に溶け込み、日本の医療、

文化として独特の発展をとげてきた。この伝統鍼灸こそ患者の期待に応える鍼灸である。特別な能

力を持った者だけでなく、それぞれが努力を続ければ伝統鍼灸の力を手にできると考え、自分も努

力している。伝えたいことがたくさんある」と熱い思いの講演が３時間にわたりました。驚いたり

感動したりの事柄がたくさん語られました。整理せざるを得ず、整理した文書から感動は伝わりに

くいと思いますが、すこしでも伝わればと願い報告します。       （久下 勝通） 

 

けで車を運転し帰宅できた。 

子午流注時刻図を使われ良い方向になられたと

話されました。膀胱経を痛められたので対角線上

の肺経の手尺沢を使われ家まで帰られた話をさ

れました。足の膀胱経の飛陽と肺経の尺沢を強く

抑えたそうです。  

④網膜裂孔が治癒にいたる症例。網膜に穴があ

いて、肝臓が消耗している状態。目配り、気配り

を必要以上に行うと肝を消耗します、（肝は血を

調節するところ） 太敦、復溜、（はり）実証のた

め少沢より刺絡をなされ、だいぶ良くなられたよ

うです。本人がリラックスできる様に指導もなさ

いました 

 ⑤腰痛 

実技も同時に行われました。一般的に脛骨筋を

痛める人が多くみられます足関節の背屈では最

強の筋肉です、歩行時やランニング時、立位でバ

ランスをとるときなど、たくさんの働きを担って

います。 

前屈、後屈、が出来にくい方がモデルになって

くださいました、太陽膀胱経の承山あたりを押さ

えると、効果があり大分楽なようにみえました、

穴は決めないで求めている所を探すように指導

がありました。（反応の出ている所） ⑥手の使い

方指の使い方指一本一本の使い方を理解する患

部から離れた所を治療する、その人の生活に合わ

せて穴を選びながら行うこと、曲池、外三里、小

海、陽谷、腕骨、など。 

先生の、病気のお話や小野文恵先生との出合い

や様々な体験治療話など大変参考になりました。

病気の原因や、患者さんが何を求めているか、体

の求めている所に求めている治療する（はりを打

つ）、 原因が特定されない場合第一に何故悪く

なったか考える、完璧な事はないそうです。 

今回貴重な症例や実技を伝授して頂き有りが

とうございました。最近では、世界各国の医療関

係者や WHO（世界保健機関）などが鍼灸に注目し、

メカニズムの研究も進められ、化学的根拠のある

治療法として注目されています。 

※

アンケートは、次回も講演を希望する方が多く好

評でした※今回御協力して下さいました皆様あ

りがとうございました。※次回研修会の日時が決

定いたしましたら書面にて連絡いたします。  

以上  

１「常住（在）坐臥鍼灸師」 馬の肺炎の手当て

乗馬が好きで乗馬クラブを利用するが、長野の

乗馬クラブでの体験です。関係者が病気の馬を囲

み心配しているのに出会ったときの体験です。 

鍼灸をやっていることを伝え、ちょっとみせて

もらいたいとことわり馬に触れてみると、左の胸

と背中が熱い、「左の肺炎ですね」というと、よ

く分かりますねと驚いていた。 

さわれば分かるのですが、牧場のスタッフ関係

者は毎日の馬の世話で、馬のことをよく知ってい

るのですが、しかし、さわっても体温の違いはわ
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からなかった。 

 通常、馬の体温は 38

度前半だが 39 度 5 分

あった。点滴をしても

下がらない。左だけが

熱い、左の胸だけにか

たよった熱があるの

で下がらない。 全体

が熱くなれば下がる    

（小出先生）     と思い湿布をした。自然

食などの人が使う、里芋と生姜のおろしたものを

小麦粉でつなぐ湿布です。これが、里芋は冷やす、

生姜はあっためるという湿布で面白い。 

 30分ぐらいすると全体の体温があがり、そうす

ると局所の熱が散って、よくなり体温も下がると

いう結果を得られた。手当を知っていれば誰でも

できる。そういう場所はいろいろあると思う。   

 自分が目標とする鍼灸師としての生き方は「常

住（在）坐臥鍼灸師」の精神であり、日常生活で

遭遇するいろいろな体験の中で、常に鍼灸師とし

て自分のできることは積極的に行うことである。 

乗馬クラブでの体験も、馬のことだからといっ

て引き下がることはできない問題です。何ができ

るか、やれることをやる姿勢がなければならない

と考えています。 

２ 伝統鍼灸の威力  腕の腫痛の症例  

肘から手指までに強度の腫痛が発症し、原因不

明でしたが、足と腹の二穴で大幅に変化した症例

です。 

 二日ぐらい前から、急に肘から腕、指先まで赤

く腫れあがるという状態で治療にきた。一見する

と感染症に見える症状である。普通なら病院へ行

くのでしょうが、この患者は前にも肩が腫れて入

院をした経験が不満だったので、今回は自分の治

療院にやってきた。 

 脈状診は沈細で比較脈診では腎虚です。腫れて

いて触れれば熱い陽実の症状である。しかし、陽

実の脈はほとんどない。症状と脈が不一致である。 

 脈状が実ならば刺絡も考える症状だが、腎虚な

ので刺絡は考えない。 

腎虚なので寒が関係する。突然腫れるのは風が

関係する。病因は風寒、風邪と寒邪だと診ました。 

腎虚なのでまず復溜を選ぶ。寸三の二番の銀鍼

で復溜に刺入。刺入は管を使うと解りにくい情報

があるので管を使いません。そろそろと刺入する

うちに腕の状態の変化を感じる。風船の空気が抜

けていくような感じがあった。 

しかし、足への鍼だけで手の腫れに変化がおこ

るというのは、４０年やっていて自分も初めての

経験である。 

さらに、石門へ刺入。石門は三焦経の募穴であり、

三焦経の役割を考えて治療穴とした。 

石門へ二番の寸六の鍼で刺入、刺入しているう

ちだんだんに腫れた部分の赤みが薄れ、しわまで

でてきたのには驚いた。鍼は最後に根元まで入っ

た。 

二穴で結果がでるとは自分も知らなかった。 

これが、伝統的鍼灸の力の大きさではないか。

われわれは伝統的鍼灸の威力を、まだほんの一部

しか知らないのだと実感した。 

 受講者より質問  

１）前腕の腫れというと糖尿病でもおこる症状

である。糖尿病を考えなかったのか。 

  西洋医学の病名により、鍼灸治療の対応が変

わるということはありません。従って、患者の

症状と糖尿病の関連は考えていなかった。 

２）石門穴へ寸六の鍼というと、腹膜までとどく

という不安があるがどうでしょうか。 
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 腹膜までとどくかもしれない。私が腹部へ使う

鍼で寸六は短い方です。二寸五分ぐらいの鍼はよ

く使う。曲骨穴へ二寸五分の鍼を使用している。

自分も腎蔵結石の治療を受けたとき、右の京門穴

へ三寸五分の鍼が刺入されたが腎臓へとどいて

いると思う。 

中国には食肉から解剖の知識はないわけでな

いし、日本でも現代と違わらないような解剖図を

つくっていたという話もあります。 

しかし、鍼灸の治療は、西洋医学的な解剖学の

知識とは別である。そこまで入れたら腹膜を破る、

臓器を傷つけるという考え方よりは、経穴、経脈、

臓腑という伝統鍼灸の考え方からみる。 

伝統医学の経絡治療では随証療法といわれて

いる。証に従い治療する。鍼灸治療は、外から刺

入する反応をみながら、体が求めている場所、体

が求めている深さへ鍼を刺入するという考え方

です。 

３ 病症、病因をつかむ  眼瞼下垂の症例   

患者の治療にあたり一番大切なこと 

治療において、はじめに一番大切なことは、患

者がどうして、何が原因で身体の異常が発生した

のかを見つけ出し、患者にも理解してもらうこと

である。 

 患者の関心も、患者がなぜ悪くなったのか、自

分がどうしてそのような状態になったのかを知

りたいということです。患者がきちんと理解でき

るようにすることが重要であり、われわれの責任

である。 

 病因、病症、伝統鍼灸の身体のみかた、病の

みかたである。病因は内因、外因、不内外因とあ

る。病因は各自の生活の中にある。その人がどう

生きていくのか、各自の生きざまの中にある。患

者一人ひとりの身体の状況から、プライベートに

踏み込む。ほんとの治療は患者の生きざままで入

り込みこまなければならない。いやだと思う人は

来なくなることもあるが、自分を変えてまで治療

は行わない。 

外因 風 暑 湿 寒 燥 火 

内因 怒 喜 思 悲 恐 驚 

不内外因 飲食（食べ物、食べ方） 労倦（労働、働きかた） 

 

眼瞼下垂の症例（60歳女性） 

 21 歳のときから治療している女性で 60 代には

いった。左目の眼瞼下垂のため汗が目に入って痛

い。友達から手術したらよくなるといわれたが、

どうかと相談があった。わたしはまず、あなたの

根性が関係してくるよといった。 

 千葉には「胆いった」（きもいった）という言

葉がある。肝、胆は同義語で使われており、内因

の怒、怒りに関係する。 

また、「きもったまが太い」というような胆（き

も）に通じる。感情でいえば怒、腹のすえ方とい

うような言い方で言えば胆です。根性がないのに

怒りっぽい。腹を立てるが、怒りを表に出せず抑

えるために、怒りが胆に入るという状態を表す言

葉です。 

この女性も感情の起伏が激しくよく怒るのだ

が、その感情を出せない、表現できない人である。

亭主にたいして、子どもに対して、近所に対して

感情が出せない。そのために肝が傷む。 

さらに、油も

のが好きでとり

すぎがあれば、

内傷で肝が弱る

ところへさらに

追い打ちをかけ

る状態となる。 

鍼灸重宝記と

いうわたしの師

匠の小野文恵が

解説した本があ
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ります。 

その中に、耳聾（一時的に耳がふさがる）とい

うのがあり、「左の耳が耳聾をおこしたときは胆

火、動ずるとき」というのがある。 

感情を抑えたいらいらが長い間繰り返される

とき、耳に異常が起きることが明らかにされてい

る。眼瞼下垂も同様の原因から起きることを想定

し治療した。 

 治療は足の少陽胆経の出発点の瞳子髎、目尻に

ある穴です。ここへ０番の寸三の鍼がもとまで入

った。きれいに治すということはできなかったが

著しく改善した。 

 患者には「手術をするのもかまわないが、無

理に感情を抑えて、感情をださない根性が変わら

なければ、また下垂するよ」といいました。 

笑えば目じりが下がり、怒れば目じりがつりあ

がります。このことから、頻繁に目じりが上がれ

ば疲れます。それは下垂へつながると考えます。 

眼瞼下垂もいろいろあると思いますが、これは、

私が考えている動的身体観からみた一例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 中野郁雄さん作品 

                             毎月、こころなごむ美しいお便りを 

                                ありがとうございます。 

在宅ケア部研修会のお知らせ 

在宅ケア部主催 

2016 年度第 3 回在宅ケア部研修会のご案内 

日時 2017 年 2 月 19 日 

会場 中野産業振興会館 

講師 田中 勝 先生 

田中先生はあんま、指圧、マッサージ及びはり灸

治療においても長く治療院にて実績を積まれた多

くの経験から、今回の研修会は色々な手技の実技を

始め、講義もしていただけることになりました。は

り灸治療の経絡や経穴の知識からも症状を見るこ

とのできる一味違う手技を学ぶ良い機会です。 

定員 20 名   定員になり次第、締め切ります。 

申込 一般社団法人鍼灸マッサージ師会   

事務局 ０３－３２９９－５２７６ 

なお、詳しいお知らせは次号の事務局通信

165 号にてお知らせします。2017 年 1 月の事

務局通信をご覧ください。 

 在宅ケア部  山内恵美子 
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訪問リハビリマッサージのご案内 

（作成 一般社団法人鍼灸マッサージ師会）1部 20円（必要枚数に応じて事務所にてカラー印刷） 

                 このパンフレットは、訪問マッサージの患者集客の為に作成したものです。

当会の個人会員には、１人で出張専門の仕事をしている先生も多くいます。

そうした先生は自分のパンフレットを作りたいが、印刷所に頼むと 1000

部・2000 部といった単位の発注をしなければなりません。経費もかかる。

そこまでの数はいらないが、20～50 部程あれば、知り合いやご近所に配布

出来、新患獲得の糸口につながるのでは・・・と、お考えになった事はあ

りませんか。そこで当会が、このパンフレットの屋号・住所・電話番号・

キャッチコピーを、ご希望の内容に差しかえます。 

 

 

★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：先日、保険者から支払明細書が届きましたが、「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを

得ない理由等があるとはいえないため、往療料は不支給とします」と書いてあり、往療料金を省

いた額が記載されていました。患者さんは家の中では杖を使ったり手すりを伝ってやっと移動できる状態で、転

倒の恐れがあるため、病院などの外出の際は家族の付き添いが必要な方です。 

A：  

真に安静を必要とするやむを得ない理由っ

て、どういう理由か分からないのですが・・・。 
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第 2回経営勉強会「営業テクニックを上達させたい」 
実際の営業方法を参加者にモデルになっていただき、具体的な事例検討をしたいと考えています。 

リアル営業を身につけたい参加者は、ﾛｰﾙﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞにぜひ参加してください。希望者多数も考慮さ

れますので事前にご一報ください。 

開催日：平成 29年 1月 15日（日） 場所：中野区産業振興センター会議室２ 

時間：13:30～16:30   参加申し込み先：鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会 TEL：03-3299-5276 

☆☆☆ 申請作業のお手伝いをして下さる方、募集中 ☆☆☆ 

毎月月初から８日間ほど、当会の申請作業を手伝っていただける方を募集しています。

会員のご家族などお心当たりありましたら、会にご連絡お願いいたします。 

条件など詳細は個別に対応させていただきたいと思います。（申し込みは事務局迄） 

 

～新年のご挨拶をお寄せください～ 
１月半ば発行の新年号は、会員の皆様の新鮮なお気持ちで満載にしたいと考えています。 

“会員への新年の挨拶”、“今年の抱負”、“平成 29 年度の展望”、また、“どんなお正月を過ご 

したか”など何でも構いません。上限 1000 文字までとさせていただきます。ご自分やお正月 

風景の写真なども大歓迎です。メールアドレスはこの通信のトップにあります。手書き原稿 

は FAX か郵送でお送りください。皆さまの原稿を心待ちにしております。 

 

伝統手技療法専門臨床部会部員各位 

今期も残すところわずかになってきましたが、皆様如何お過ごしでしょうか。臨床塾講座を 

部会の後 13時～16 時 30分を下記会場にて行います。参加の程よろしくお願いします。 

部会日時：平成 29 年 1 月 29日（日）10:00～12:00   研修会：13:00～16:30 

場所：千駄ヶ谷社教会館 ＪＲ千駄ヶ谷駅 下車徒歩 5 分 

議題 

１．今年度を振り返って 

２．平成 29年度（H29.4～H30.3）の事業計画、予算計画 

                       伝統手技療法専門臨床部会 

                    部長代行 清水一雄 

 

 

 

東京都内 別途ご案内します 
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H28 年 12月                  H29年 1 月 

※H28年 12月 29日～H29年 1月 3日迄、事務局は年末年始休暇になります。 

1 木   1 日  

2 金  2 月  年末年始休暇（29 日～3 日） 

3 土 申請書〆切 3 火 申請書〆切 

4 日 ケアマネ会議（10:30～12:30） 4 水  

5 月 申請業務 5 木 申請業務 

6 火  6 金  

7 水  7 土  

8 木  8 日  

9 金 事務局通信投稿〆切 9 月 成人の日 

10 土  10 火 事務局通信投稿〆切 

11 日 NPO 理事会（10:00～12:00） 

一般社団鍼灸マ理事会（13:30～16:30） 

11 水  

12 月 事務局会議（13：00～14：00） 12 木  

13 火  13 金  

14 水 通信編集会議（10：30～11：30） 14 土  

15 木  15 日 第 2回経営勉強会（中野区産業振興ｾﾝﾀｰ） 

13:00～16:30 

16 金 保険部会（19:00～21:00） 16 月 事務局会議（13：00～14：00） 

17 土  17 火  

18 日  18 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

19 月  19 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

20 火  20 金  

21 水  21 土  

22 木  22 日 新年会（ﾎﾃﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿） 

13:00（受付）13:30～17:00 

23 金 天皇誕生日 23 月  

24 土  24 火  

25 日 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 25 水  

26 月  26 木  

27 火 支給明細などの発送 27 金 支給明細などの発送 

28 水 療養費の振り込み 28 土  

29 木  29 日 伝統手技ｾﾐﾅｰ（13:00～16:30） 

30 金  年末年始休暇（29 日～3 日） 30 月  

31 土  31 火 療養費の振り込み 


