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平成 29年新年会開催 

平成 29年新年会開催 

平成 29年 1月 22日（日）快晴の日、新宿ロー

ズガーデンホテルで新年会がとり行われました。 

参加者は 35 名とコンパクトながら、新入会員の

方や久しぶりに顔を見せて下さった方もご参加

いただき、和やかな中に新鮮な風の吹く新年会と

なりました。 

 

 新年のご挨拶 代表理事 高橋養藏 

あけましておめでとうございます。会員、事務

局の皆さん、今年もよろしくお願いいたします。 

来賓の方々、お忙しい中ご参加いただきありがと

うございます。 

 稀勢の里の勝利は快挙でした。私も稀勢の里の

頑張りに学ばなければと励まされました。 

 まず良い話から。正月、テレビをザッピングし

ていたところ、衛星ＢＳ1 でやっていた『シリー

ズ医療革命』（7 時～14 時）にたまたま出会いま

した。その中で“自律神経の緊張と、癌・うつ病・

認知症との関係性の証明ができた”という報告を

していました。癌細胞は誰でも持っていますが、

免疫細胞（キラー細胞）の働きで活動が抑えられ

ています。ところが自律神経の緊張が高まるとキ

ラー細胞が働かなくなり癌細胞が増える、という

ことです。日頃私達が行っている治療は自律神経

の緊張を緩める治療でもあるので、癌・うつ病・

認知症予防にも貢献しているのです。私は、ます

ます確信をもって治療に当たらねばと意を新た

にしました。 

健康保険改正実行委員会の中で“エビデンスの

発表をしなければ”という話がよく出されます。

実は大学病院の中でも行っているのです。 

15～6年程前ですが『毎日ライフ』2001年 1月号

で「西洋医との連携が密な鍼灸外来」として、鍼

灸の外来部門を持つ 2つの病院が紹介されていま

した。まず、東大医学部ですが、鍼灸との関係は

明治時代にまでさかのぼるそうです。外来患者は

１日 40～50 人。職員 5 人、研修生 5 人の体制で

治療に当たっているとのこと。活発な研究発表も

されています。 

⑴・現代医療の中での鍼灸の位置づけの検討 

  ①有用性と有効性。 

  ②適応と限界。 

  ③エイズや不妊症など、新たに対象となる疾

患の開拓。 

⑵鍼灸の安全性についての検討 

⑶鍼灸の作用機序の解明 
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  ①免疫能に及ぼす影響。 

②鎮痛に対する機序。 

⑷教育機関としての役割 

  鍼灸の効果を確認するため、他の治療法との

比較検討が大切。他の 3大学と共同で行ってい

る。 

  ①鍼灸学校卒後教育としての鍼灸臨床研究

性の受け入れ。 

  ②医師、看護師など医療スタッフを対象とし

た鍼灸学セミナーの開催。 

  ③医学部学生を対象とした鍼灸学セミナー

の開催。 

 次に、大蔵省東京病院東洋医学センター鍼灸部

門も紹介されていました。 

 このように良い話ばかりではありません。東京

新聞 1 月 19 日 6 面に「マッサージ、はり・きゅ

う悪質業者横行」という記事が掲載されました。

健康保険の不正請求で悪質業者が摘発されたと

いう内容でした。不正受給が多かった都道府県ワ

ースト 5には東京都・千葉・埼玉などは該当して

いませんでしたが、ダメージは受けてしまいます。

不正請求は厳に戒めなければと改めて確認しま

した。 

 最後に私達の運動について触れておきます。署

名は現在までで 36,923 筆と、ペースが遅いなと

感じています。岸イヨ裁判では 70,000 筆がすぐ

に集まりました。もう一度気を引き締めて取り掛

からねばと思っています。国民の会の会報を皆様

に送ってありますので、今後ともご協力をよろし

くお願いいたします。ある患者さんから「今後は

活動もやりにくくなりますね。」と言われました。 

例の共謀罪のことです。これを新設する法案が

通常国会に提出されようとしています。国民の運

動を監視する意味合いがあり、事務局通信で橋本

さんが投稿しているように、社会の動きにも関心

を持っていかねばと思います。 

 では今後の展望は暗いか？というと、そうでも

ありません。最近、大学生の奨学金予算が増額さ

れました。また、保育の面でも手厚くなる予想で

す。これは当事者が自ら声をあげ立ち上がり、議

員を動かして突破したものです。鍼灸・マッサー

ジの運動はまだまだ社会的アピールが足りない

と思います。旗を作り、街頭署名活動もする予定

です。今後とも粘り強く進んでゆきましょう。 

 

≪来賓挨拶≫ 

ＮＰＯ法人 医療を考える

会 理事長 山西俊夫氏

（田中榮子副理事長 代読） 

 新年おめでとうございま

す。 

 日ごろのＮＰＯ「医療を考

える会」の活動をご支援いた

だき心からお礼申し上げます。 

 昨年、ＮＰＯの総会後に講演会で「介護殺人」

の問題を取り上げました。昨年 7月、ＮＨＫのス

ペシャル番組で放送された番組のディレクター

氏をお招きして、介護の現状と問題点について話

していただきました。現在、介護者は 557万人存

在し、個人の介護では負担が大きすぎ、絶望から

4 人に１人が親に対して何らかの手をかけた実態

が報告されました。マスコミであるＮＨＫの、問

題意識を持った若いディレクターとの接点がで

きたことは成果と考えております。 

 講演会を通じて。ますます高齢化社会が進む現

在、国の療養費削減の攻撃はありますが、訪問を

通じて東洋医療の果たす役割は大きくなり社会

的ニーズは高まって行かざるを得ないことを確

信致しました。 

 今年もＮＰＯ「医療を考える会」ではボランテ

ィア活動を通じて署名運動を進めます。2月 12日

（日）には千駄ヶ谷社教館まつりに参加して東洋

医療を広めるボランティア活動を行いますので、

先生方のご参加をお願い申し上げ、会からの挨拶

とさせていただきます。 

 

顧問弁護士 宮原哲朗氏 

昨日から今日にかけて「全国民医連第７回被

爆医療セミナー」に参加してきました。 



 セミナーでは，最初

に大学の教授から放

射線の解説などがあ

りました。続いて第五

福竜丸の被爆のこと

に触れられました。第

五福竜丸は原水禁運

動の原点となった事件です。あまり知られていな

いことですが、当時その海域には日本全国から

1000隻以上の船が漁に出ていて，大量の放射線を

浴びてしまいましたが、第五福竜丸以外の船には

全く補償が出なかったのです。その線量は広島型

原爆の 1000 倍とも言われ、その被害が報告され

明らかとなり、現在裁判を起こしています。 

 

 核兵器禁止条約への流れですが、昨年オバマ

（元）大統領の広島訪問がありました。皆さんは

あの訪問をどう思いましたか？私は翌日の新聞

を全紙読みました。訪問したことは確かに良いこ

とですが、謝罪の言葉が無かったなど、賛否両論

でした。被爆者は原爆の投下で 20 万人が亡くな

っています。あの訪問は被爆者としては納得でき

なかったと思います。演説では原爆投下が合法か

違法かという点で曖昧なところがあり、条約を作

って禁止しようという動きになっています。原爆

という最も威力のある残虐な核兵器について,毒

ガス兵器と違って禁止条約がありません。 

ＮＰＴ（核拡散防止条約）再検討会議は加盟国

全員一致という原則があり、アメリカ他の 3か国

が反対に回ったため採択されなかった。この経過

は皆さんもご存じかと思います。 

国連総会は多数決で決められます。その後の会

議で加盟 190か国中 110か国以上が賛成したため、

いよいよ核兵器禁止条約について議論が本格的

に始まります。このタイミングでアメリカ大統領

がトランプ氏となり「日本が核兵器を持ちたいな

ら持ったらよい。」と発言していますので問題は

あります。しかし，この問題にはアメリカ 1国で

は対応できないため，トランプ氏の思惑通りには

ゆかないと思います。この話はまた別に機会を持

ちたいと思います。 

 さて、鍼灸マッサージの問題についてですが、

会では『制度改正実行委員会』の中で議論を重ね

てきました。今の健康保険法は西洋医療中心にな

っており，東洋医療は例外的に保険利用ができて

いる状態です。しかし厚労省の局長も過去に「鍼

灸・マッサージは医療行為である。」と認めてい

ます。だからと言って“即 保険適用”とはなっ

ていません。ぜひ署名運動を通じて政治家を動か

し、国の政策を変えていくよう、私も一緒に運動

してゆきたいと思います。 

 

東京都議会議員 吉原修氏（代読 司会 清水 

鏡晴氏） 

 鍼灸マッサージ師会の新年会が開催されまし

たこと、誠にお慶び申し上げます。超高齢化社会

の中にあって、地域包括ケアシステムの中でも先

生方の大きな役割が期待されています。引き続き

のご協力をどうぞよろしくお願いします。鍼灸マ

ッサージ師会のさらなるご発展と、皆様のご健勝

とご活躍を御祈念申し上げます。 

 

乾杯のご発声 理事 松尾洋子 

あけましておめでとうございます。平成 29年 

は気運では「一白水気性」と言って、“水の象意”

の年とされています。自分を自由に変えながら、

意志はしっかり持っている。物事に順応しながら

自分をしっかりと持つ、そういう年回りです。皆

様にとって輝かしい一年でありますように、乾

杯！ 

 

会食中に行われた新入会員・久しぶり会員への

インタビューを紹介いたします 

（くじ引きでテーマを選び、それに沿った挨拶

をしてもらう形式） 

 

①奈須守洋（なす もりひろ） 

新入会員の奈須と申します。いただいたテーマ

は「子供のころハマっていた趣味」ということで

すが、土管の交換や配線工事を１日中見ているの



が好きな子どもでした。いろいろなケーブルを引

っ張って狭いところで細かい作業をしている人

にあこがれがありました。そのことが関係あるか

はわかりませんが、大学院でのテーマはプラセボ

鍼と刺鍼の臨床効果の相違についてでした。 

現在は有明医療大学・鍼灸学科の研究室で研究

員として研究に携わっております。 

今のところ私自身は保険利用の患者さんはいま

せんが、Health Cure Support という屋号で仲間

と往診中心に自費治療をやっています。 

ところで、代表理事・高橋養蔵先生のお話にも

関係しますが、巷では「鍼灸治療は科学的に証明

されてない」や「科学的根拠は？」などという人

がいますが、この人はどこまで理解して「証明」

や「科学的根拠」という言葉を使っているのか疑

問を感じます。例えば科学的に治療効果を見ると

きは、一見、「なぜ効くのか」といったメカニズ

ムに目が行きがちですが、実は鍼灸が「本当に効

くのか」ということが大切であり、それをエビデ

ンス（≒科学的根拠）と言います。 

もちろん医療行政担当者や医師は薬を選ぶと

きに、どうして効くのか、ではなく、本当に効く

のかをみて選んでいるわけです。つまり、科学的

根拠とは、効く原理を説明することではなく、人

間に試して効くことを証明することです。 そし

て、効くことを証明するとは、病状が改善した症

例を示すことではなく、治療と病状改善の因果関

係があることを示すことです。 そのためには、

統計学的に意義のある、臨床研究で得られたデー

タが必要です。このことから、現在私は有明医療

大学で、鍼の治療効果を計るための臨床研究を行

っております。 

10 年前には、高齢化社会の追い風に乗って、 

鍼灸の需要はますます高まってゆくと踏んでい

ましたが、予想を裏切り、実際の受療率は下がっ

ています。これは鍼灸師の質的低下が原因である

と考えております。 

勇気を持って受療に踏み切った患者さんが、半

熟鍼灸師の提供する鍼灸治療に満足できずに、次

の受療に結びつかなければ、右肩下がりの現状を

変えることはできません。そこで私は鍼灸医療を

髙い水準で品質管理をしていくこと。つまり、鍼

灸医療のブランディングが業界にとって必要で

あると考えており、こういう観点で活動してゆき

たいと思っています。よろしくお願い致します。 

 

②小原洋一（おはら よういち） 

「人生最大のピンチ

は？」というお題がきま

した。特に大きなピンチ

は思いつかないので、

「人生最大の転機」とい

う事でお話しします。 

子供の頃からスポーツが得意で小 4からはよく

模範演技をさせられました。バレーボールで回転

レシーブを考案したり、ラグビーでセンターフォ

ワードをしたりとスポーツに明け暮れていまし

た。成長期での過度な運動の結果、頸・腰・膝に

支障が出て、中学後半には腰痛・坐骨神経痛が出

現しました。 

社会人になってからも日常的に痛みを感じる

ようになった事が鍼灸・マッサージの専門学校に

入るきっかけとなりました。縁あって日本ハム球

団のトレーナーとして 23 年間在籍し、台湾や韓

国でも球団トレーナーとして貴重な体験をする

事が出来ました。人との繋がりによって思い掛け

ない人生の転機を経験出来た事に感謝していま

す。 

多方面の人達との信頼関係を築けた事にも幸

せを感じています。後輩達の各分野での活躍は大

変喜ばしい事です。今後ともよろしくお願い致し

ます。 

 



③溝口美千代さん（溝口潔会員の奥様） 

 本日は主人の代わりに出席させて頂きました。

平素より大変お世話になっていますが、今年も宜

しくお願い致します。 

 元々は私の実家である神楽坂で整骨院を開業

していましたが、2000年、息子誕生より、空気の

良い現在の鶴巻温泉(大山近く)に移りました。や

はり医療に携わっていた父が何十年も前に保険

医療を危惧していましたが、より深刻になり皆様

も、ご心配の事だと思います。 

実弟は整形の方で、主人とは一般的に相反する

立場ではございますが、話を聞いていますと、患

者様にとりまして東洋・西洋医学とも大切なのは

確かなので、今後も会で力を合わせて頑張ってい

けたらと考えます。 

さて「新年の抱負」というテーマです。息子に

英語を教えていましたが、今や反抗期なので、私

は大好きなイタリア語を独学再開しました。 

「人生は美しい(素晴らしい)」Là Vita è Bellà!!

を旨に頑張ります。 

 

④佐藤信次（さとう しんじ） 

 テーマは「いくら儲けたい

か」ですか。具体的にいくら、

とは言えませんね…（笑）。 

 現在、多摩市でリハビリデ

イと治療院を兼ねて開業し

ています。大学卒業後、理学

療法士として 15年ほど病院で仕事をしましたが、

2000年に介護保険が始まる際に決意し、早稲田医

療専門学校に入り鍼灸師の資格を取り開業しま

した。 

西洋医学・東洋医療、両輪ができないかと考え

たのです。患者さんは病院を退院したら地域（自

宅）に戻りますが、その後もリハビリを希望しま

す。 

当時はこの受け入れ体制が足りなくてリハビ

リ難民が沢山いることを知り、リハビリの受け皿

になること、介護保険を考えてのアクションでし

たが、若かりし頃のことで何も確信が無い中での

船出でした。 

 今でこそデイやリハビリデイなどいろいろあ

りますが、本当のリハビリとはどういうものかを

伝えていきたいと考えています。ちょっと体を動

かしてやった気になるのではだめです。患者さん

個々人のやりたいことを実現する、これを保障す

る。それが大事だと思います。 

 昨年還暦を迎え、仕事を減らそうかとも思いま

したが、自分のやりたいことを実現するためにと、

再度考えが変わってきました。まず１0 年、しっ

かりと初心に戻ってやってみたい。鍼灸が難しい

時代が続いていますが、少しでも役立てるよう頑

張っていきます。 

 もし、私の考えに賛同して頂ける方がおられた

ら、ぜひご連絡ください。一緒に頑張ってみませ

んか！〈ホームページ〉

http://www.tama-rehabili.net 

 

クイズ大会 

 北川楓樹・武井百代先生の絶妙な司会進行によ

り、頭と身体の体操を兼ねた“後出しジャンケン”

や会の情報に特化したクイズがテーブル対抗形

式で行われ、大変盛り上がりました。後出しジャ

ンケンの勝者、荒木先生からは「鍼灸マッサージ

の世界は切羽詰まっている状況です。鬼の心を持

って対抗してゆかねば！」という挨拶がありまし

た。正解の多かったテーブ

ルメンバー全員には正月ら

しい景品が、他の参加者に

も参加賞が配られました。 

さて、皆さんはこのクイズ

の答えが分かりますか？ 

＊会員の居住地、最北端は

北海道札幌市。     （写真上・鈴木淑恵先生）

では最南端は？①淡路島②屋久島③沖永良部島 

＊申請書の返戻が最も多いのは「何月分（施術月）

の申請書」でしょうか？ 

【答え：沖永良部島／8 月施術分（自己負担割合

変更の月・保険証の確認を！）】 

 



オープンマイク 

 各部会からのお知らせ、各自の近況報告が次々

に語られました。監事の久下先生は「鍼灸マッサ

ージは医療行為であるということをきちっと発

表する時期に入ってきた。新しい手法も使い発信

することが必要。」と話され、事務局髙橋事務長

からは「ソフトの使い方、説明を工夫していくの

でご協力を。」というアナウンスがありました。 

 

以下に瀬川先生の話を紹介します。 

 大田区の瀬川です。2005年に上京し、紆余曲折

ありました。その中で（かつての美女）山口充子

さんに出会い、初めて“訪問マッサージ”という

ことを聞きました。東京は怖い、大変とばかり思

っていましたが、人情の厚さ暖かさに触れ、看板

も人脈もない中で出発することが出来ました。 

考えてみれば患者さんの中で純粋に東京生ま

れという人は少なく、高度経済成長とともに上京

し頑張ってきた方々がほとんどなのです。 

実はこの 3 月で 70 歳となるのでそろそろリタ

イアしようと考えており、若い先生たちに患者様

を引き継ぎ独立してもらいました。しかし昨年 9

月 30日付けの通知でこれは大変！となりました。 

私のところの若い先生たちも大変ですが、一番

困るのは患者様です。 

また、最近、先ほど新人紹介された奈須先生と

出会い、35歳にしてどうやって医療行政を変える

のか、この業界を質的に高め、東洋医学的エビデ

ンスを発信していく、など考えていることを知り

ました。 

私ももう少し頑張ろうと思い、今日の新年会に

久しぶりに参加させていただきました。 

 

 

閉会の挨拶 清水一雄事務局長 

今回は最高の新年会でした。 

血のつながらない私の弟清水鏡晴（総合司会）、

清水郁夫（保険部長）、クイズ大会進行の北川、

武井両司会者はよくやってくれました。有難う。 

 

名札に私の趣味は「絵画」と書きました。振り

返ると大学入学時「絵」には全く興味はなかった

のですが、美術部部室のドアに「猛犬注意」なる

札がかかっており、犬がいるのかなと思いドアを

開けたのが入部することになりました。 

 

新入生歓迎コンパに参加したところ「新入生諸

君、立ちなさい」と言われコップに日本酒をなみ

なみと注がれてしまったのです。 

今までビールを飲んだことはあるが日本酒は

初体験。大変なことになると思いつつ自分の番が

回ってきて一気に飲み干しました。 

その時、意外に自分は結構飲めるんだというこ

とを発見したのです。 

 

言いたいことは“人間は多大なる冒険をするべ

きでは”ということです。自分の限界を自分で決

めつけず、どんどん冒険したらよい。どうですか 

皆さん。今年はちょこっとでも冒険する一年に

していきませんか。 

（当会の女性会員と事務職員） 

 

 

 

H28年度 第 2回経営 

勉強会報告 
事務局 松本泰司 

 

 



 

（左端・北川楓樹先生） 

H29 年 1月 15日（日）、中野区産業振興センタ

ー会議室で経営勉強会が開催されました。第 1回

目は概論でしたが、今回は参加者がケアマネ訪問

を想定した営業トークの実演を行い、その後トー

ク内容の不足点を洗い出し、具体的な改善につな

がる伝え方を話し合うなど盛り沢山でした。 

経営勉強会のコンセプトは、施術師が熟練した

技術を持っていても、伝える技術、売り込むノウ

ハウが稚拙である為、専門の営業員を擁する大手

訪問マッサージ業者に追いやられている現状が

あります。 

それだけでなく施術者自身も『いい施術をして

いれば何時かは口コミで広がって繁盛する』と云

う確証のない信念にすがって、じり貧状態を享受

している現実があります。もちろん地域で古くか

らの人脈を持っていて、人望があり、世話好きで

話し好きな患者がファンになってくれれば、口コ

ミが広がることもありますが、そう云う環境が整

うことはありません。 

経営勉強会は施術技術を経営資源の一部分と

捉えた上で、営業・教育（評価、技術向上）・経

理（税務も含む）・商品開発・移動手段などを、

各開催ごとに項目を決めて北川先生のファシリ

テーションのもと、全員がディスカッションをし

ていく形式を目指しています。 

参加者からは営業に関して敷居が高い傾向が

ありました。これの具体的対策として後半にケア

マネに対する模擬問答をしました。 

ここからは臨場感を伝える為に対話形式を交

えながら質疑をそのまま掲載してみます。 

 

（北川先生）人は何にお金を出すと思いますか。

（ここで参加者の意見を集約したうえで） 

ではそれを大きく分類してみましょう。①痛み 

②悩み ③欲望の、どの分野に分類されるか。（チ

ャンク・アップ） 

例えば、膝が痛いは①→歩く姿勢が良くないは②

→かわいそうな目で見られるは②→若く見られ

たいは③。 

以上のように分類されます。逆にこれをより具

体的に・細分化する方法はチャンク・ダウンと言

い、施術する側と、受ける側の求めているものを

一致させるには、細分化とそこから見えてくる差

別化を図っていく必要があります。この差別化に

関して個人事業主は大手の営業員より優位に立

てます。 

 

（例 1）ケアマネに対する差別化営業の方法とし

ては、自分が患者さんの悩みを解決したストーリ

ーをまとめたレジメを作っておきます。 

これは 1枚で完結して読みやすい事。忙しいケ

アマネが玄関先でさっと眼を通す事が出来る程

度のものが必要です。このレジメはケアマネが施

術者の人となりが分かるツールになります。 

一般的なパンフレットでは他の業者と差別化

が図れません。 

 

（例 2）ケアマネから予期しない設問をされた場

合、口ごもる事が一番よくありません。こういう

時は一旦相手の質問を受け止めたうえで、『接続

の言葉を使って』始めから作っておいた話に多少

強引に持って行って話を続けていきます。何十秒

か自分の話に引き寄せると、ケアマネ自身何の質

問をしていたか忘れています。接続詞を何にする

か、これはワードが 2・3個しかありませんので

心配には及びません。自分の話に引き込みましょ

う。 

訪問して重要なのは、感情のキャッチボールが

出来ているかどうかです。話の内容はかみ合わな

くてかまいません。「そうですね」「おっしゃって 



いる事が良くわかります」と受けてから、私はこ

んなことをやっていますと続け、相手の話の内容

ではなく感情の一致を図ると好印象を与えられ

ます。感情が動かされるとケアマネの『何とかし

てやろう』的な行動につながります。 

また参加者からは「認知症の人のニーズはどう

捉えればよいのか」と云う質問がありました。北

川先生からは答えは家族の要望をくみ取って、ご

家族を労いながら『最後には美談で終わらせるス

トーリーを作ってお話します』。 

コミュニケーションが取れない認知症の患者

に対しては、家族に本人のパーソナル・ヒストリ

ーを聞いて、その方のイメージを作っていきます。

その上で良くなるイメージを持って施術をしま

す。もっと言うと、認知症の患者を抱える家族の

悩みに応えていく事が、営業成績につながります。

大事なことは、施術する側と受ける側の求めてい

るものを合致させられるかどうか。 

受療者側のニーズを正確につかむには細分化

とそこから見えてくる差別化を図っていく必要

があります。 

次回の開催はブランディングをテーマにする

予定です。開催日が決まり次第、事務局通信に掲

載いたします。是非ご参加ください。 

（勉強会の後、会員各位との懇談） 

 

「答えは自分の中に

ある」    奈須 守洋 
 2017年 1 月 14日に行われた第

二回経営勉強会についてご報告

させて頂きます。 

 前回の一回目の勉強会は本部

で行われましたが、とても盛況で座る場所がなく

なるほどでした。第一回勉強会では会員の方々の

経営に関する悩みを共有し、次回勉強会の方針を

決めました。多かった問題は、やはり新規の顧客

獲得と患者の受療継続に関する事でした。 

 そこで第二回勉強会は場所を移し、中野区産業

振興センターで行われました。そこでの目的は、

参加者が具体的にターゲット（患者）を絞り、そ

のターゲットに対してどのようなアプローチが

できるかを自分自身で導き出せるようになるこ

とでした。 

方法は、まず「具体化」の重要性を確認し、次

に人の「一般的特性」を知り、さらに患者やケア

マネージャーを「マインドマップ」という手法に

より、実際に分析しました。そこで、以下に詳し

い内容について記したいと思います。 

 ここで聞きなれない「マインドマップ」という

言葉が出てきたので、その定義をトニー・ブザン

の著書から引用します。 

 「マインドマップ」とは、トニー・ブザンが提

唱した、自分の考えを絵で整理する表現方法です。

脳の思考を開放するといわれている「放射思考」

に基づいて考案された、従来とは全く違うノート

術・発想術のことです。1 枚の紙の上に、表現し

たい概念（テーマ）をキーワードやイメージで中

央に描き、そこから放射状に連想するキーワード

やイメージを繋げていき、発想を広げていきます。

マインドマップは、人間の脳の意味記憶の構造に

よく適合し、その仕組みを最大限に生かすツール

なので、より早く情報を整理し、理解・記憶する

ことができます。また、情報の整理だけではなく、

発想力や創造力が磨かれ、より高度な考えの整理

法、記憶力、直観力、集中力、人を察する力を身

につけることができます。（ザ・マインドマップ.

トニー・ブザン,バリー・ブザン,神田昌典. ダイ

ヤモンド社. 2005/11/03.） 

 

人を察する力は私たち治療家にとって最も必

要な事は言うまでもありません。しかし所詮他人

なのですから、患者様のことを理解した気になっ



ているだけってことは往々にしてあります。そこ

でこのマインドマップを使えば、自分で意識して

いなかった患者様の痛み⑴や悩み⑵や欲望⑶と

いった感情やそれに伴うストーリーを導き出す

ことができます。逆に、あまり出てこなければ患

者様のことを理解していなかったことになりま

す。また、この痛みや悩みや欲望といった感情は

人がお金を出す要素でもあります。例えば、勉強

会参加者の一人のマインドマップから導き出さ

れた患者 Aさんのストーリーは、ひざ痛⑴〜歩く

姿勢が良くない⑵〜周囲からかわいそうな人を

見る目で見られたくない⑵〜周囲から若いよう

に思われたい⑶でした。このように感情は相互に

関係しつつ階層化されたストーリーを形成しま

す。このようなストーリーが患者 Aさんと治療者

との間で解決できたとしたら、サクセスストーリ

ーとして Aさんの受療動機となり、一回目の経営

勉強会で紹介された二ユースレターに乗せれば、

その治療院独自の営業ツールやセールストーク

となります。また、マインドマップによって痛み

⑴や悩み⑵は出てきたが、欲望⑶はあまり出てこ

なければ、治療者側から患者 Aに提案します。一

般的に、人は自分が何をほしいかを知らず、具体

的対象が出てきた時に初めて購買意欲が働くと

言われています。つまり、人間の購買意欲は具体

的になると働くため、こちらから提案や誘導すれ

ばいいということだそうです。 

 私のような経営や営業の初学者がお金を払っ

てでも経営ノウハウを学びたいと思うぐらい、現

状での保険鍼灸の新規参入は簡単ではありませ

ん。今回の勉強会で、私自身は都合により途中か

らの参加となってしまいましたが、北川先生の講

義は初学者にとって、とても興味深く実践的な内

容でした。 

例えば、マインドマップや医療面接などで使う

チャンクダウンなどの手法は知識としては知っ

ていましたが、一般的な人の購買特性を知ること

や患者の悩みを具体的に紙に書き出してみると

いったことにより、実際にターゲットが絞れ、タ

ーゲットをより深く理解でき、潜在ターゲットへ

のアプローチの方法まで導き出したことは、私に

とっては知識が知恵に変わる刺激的な経験でし

た。 

 最後に、今回の勉強会の中で配ったプリントの

中で、「あなたは、お客様の顔が見えていますか？」

「あなたのことをほんとうに必要としている人

は、どんな人ですか？」「その人はどこにいます

か？」「その人は、どんな暮らしをしていますか？」

と書いてあるものがありました。会員の皆様は患

者の痛みを感じ、悩みに共感し、欲望を満たせる

ことができておりますでしょうか。この人の血の

通った、暖かいマーケティングができていれば、

その患者との関係は良好に継続することと思い

ます。 

 

H28 年度・第 2 回伝統手技療法

部会・研修会が開催されました 

（伝統手技療法部会・右端は清水鏡晴新部長） 

29 年 1 月 29 日 10:00～12:00 迄、伝統手技部

の H28 年度の部会が開かれた後、13:00 からは関

節可動域の改善の臨床実技が行われました。まず

部会においては昨年度の総括として、部会として

も会員以外の参加者を増やすために SNS やブロ

グで情報発信を行う必要があるのではないか。誰

が中心となってブログを立ち上げるのかなどを

検討しました。また此れまで清水一雄講師が部会

の表に立って活動してきましたが、次年度は新た

な部長候補として検討されました。 



 13:00 から

は実技研修に

入りました。

清水一雄講師

が科学物質過

敏症の患者に

対し 1ｍｍの

範囲で脊柱の

操作をして行

った臨床経験

を話されたあと、「私は知っていることをすべて

皆さんに伝えていきます」「自らの手技を出し惜

しみをすることなく教えていくのが私の方針で

す」と言って実技に移りました。 

 手技は基本をもってすべてとし、応用は基本を

習得すれば異なった症状を持つ患者に対応でき

ること。病名に捉われることなく治療を行うには、

自分の治療の型を持つ必要があることを話され

ながら、参加者全員に対し個別指導を行っていき

ました。新年度の日程は決まり次第、事務局通信

に掲載する予定です。次回開催にご期待下さい。 

（記  松本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術を磨いて 自信をもって治療を 
高齢者が治りにくい病状をいくつも抱えへ、過剰な検査や過剰なクスリが病状をさらに悪化させ

るとの指摘する声も広がっています。抗生物質の乱用が耐性菌を生み出し、対処が困難な感染症が

広がりつつある問題、子宮がんワクチンのように、ほとんど効果はないが副作用は重症というワク

チンの問題など、現代医療の問題点は隠しようもなくなってきました。 

 毎日、あびせかけるように流されるクスリや健康食品の宣伝をみていると、現代医療の弱点がよ

く解ります。便秘や下痢、頭痛や関節痛、不眠など多様な病状には、クスリや健康食品より、鍼灸

治療、あん摩・マッサージ・指圧治療です。 

 西洋医学の限界が明らかになる中で、日本だけでなく、各国で伝統医療の再評価と活用がすすみ、

はり・きゅう治療や手技療法は世界的にひろがっています。日本も西洋医学一辺倒から変わるべき

ときです。生活習慣病といわれている慢性疾患や高齢となり現れる多様な病状や心の病など、西洋

医療が苦手とする病状の改善に、伝統医療の積極的な活用をすすめるべきです。 

しかし、鍼灸治療、あん摩・マッサージ・指圧治療が健康保険適用となっては困る人々が大きな

力を持っているため、厚生労働省は医療と認めず、健康保険により国民が利用できない状況をいっ

さい変えようとしません。 

 多くの人々が繰り返し体験する病状にたいして、適切な治療を行い、予防の生活改善について対

話を行えるように、技術と知識に磨きをかけましょう。 

医療は変わるべき時代です。治療により患者の信頼を得て、患者のみなさんの力を借りて、自国

の伝統医療を国民が健康保険で選べる医療として扱うように、国民や議員に呼びかけていきましょ

う。  （久下 勝通） 



     療養費検討専門委員会の論議について 

   昨年の 3月 29日第 4 回療養費検討専門委員会が開催されて以後、頻繁に開催され本年 

2月 2日に第 11 回が開催されています。この会議は、はり・きゅう療養費およびあん摩・ 

マッサージ・指圧療養費の支給は、「療養の給付が困難であり、しかも、医師が治療に同意 

した場合」にのみ、に限定するとの厚生労働省の立場を再確認し、この確認にそって療養費 

削減をすすめる会議です。 国民の医療費は 41兆円を超えるなかで、はり、マッサージの 

療養費はわずか約 1000億円です。いったい何のためでしょう。（ 久下 勝通 ） 

 

患者の立場からの 

論議なく往療費の削減 
この中で、はり・きゅう、およびあん摩・マッ

サージ・指圧の療養費は、支給に占める往療費の

比重が 6割にもおよび疑問であるとの指摘が再三

なされています。 

これは、施術料があまりにも低額におさえられ

ていることや、健康保険適用の病状があまりにも

極端に制限されており、健康保険による施術を必

要とする国民が、はり・きゅう、およびあん摩・

マッサージ・指圧治療を選べないという事から起

こっている問題です。 

医師の同意が比較的得やすく、そして、施術料

プラス往療費が支給される、自宅療養の障害を持

つ高齢者の往療の治療が、療養費支給のなかでは

増えているということです。 

 

 

一番の問題点は、あん摩・マッサージ・指圧治

療、はり・きゅう治療の実情を無視した規制にあ

るのです。 

患者の代表が参加しない会議で、治療を必要と

している患者の立場からの論議はまったくあり

ません。 

この論議の中で、保医発０９３０第４号 平成

２８年９月３０日の厚生労働省通知により、マン

ションや高齢者施設などへの往療は、個別の患者

への往療費を支払わないという驚くべき対応が

とられました。 

療養費支給の伸び率が高いとか、往療費の割合

が大きいとか、問題の本質を論議せず、ひたすら

療養費の削減をすすめるやり方です。 

療養費支給要件の疑問 
はり・きゅう療養費およびあん摩・マッサー

ジ・指圧療養費の支給要件についてはわかりにく

いため明確化が必要との理由から、療養費支給要

件を再確認しています。 

１） はり・きゅうについて 

（療養費検討専門委員会配布の資料より） 

 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。 

① 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。 

「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」としていま

す。 

不合理な支給要件 

「医師による適当な治療手段のないもの」とい

うこのような制限が、なぜ必要なのでしょうか。 

「神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、 

腰痛症、頸 椎捻挫後遺症等」は医師の治療手段

のないものなのでしょうか。 

「医師の治療手段のないもの」ならば、療養 

の給付をされるのはどうしてなのでしょう。 

このように、支給要件が分かりにくいのは、 

なんのために療養費の支給を制限するのか、医療

を求める国民の立場からは理解でにない不合理

な内容にあるのです。 

この支給対象の「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」という文面は、いままでにない文面です。 

特別に東洋医学に、はり灸治療に、関心がある

医師も増えているようですが、このような医師を

別にして、一般の保険医の方々が、「医師がはり・

きゅうの施術による効果に期待」することがある

のでしょうか。あり得ない同意を求めて療養費の

支給を制限する対応ではないでしょうか。 

２）あん摩マッサージ指圧 

について 

あん摩マッサージ指圧については、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。（3月 29日療養費検討専門委員会

配布資料） 

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。 

あん摩マッサージ指圧治療は、患者の病状改 

善、体調の維持改善に広く活用できる治療です。

どのような理由で筋麻痺、関節拘縮等緩和に限定

するのでしょうか。 

療養費検討専門委員会の８月 29 日に提案され

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）」の前文で以

下のように指摘しています。 

「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。」 

不合理な支給要件で健康保険から排除する



のではなく、在宅療養高齢者の体調の維持改善あ

ん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師

の治療をもっと積極的に活用すべき治療では

ないでしょうか。 

医業類似行為についての 

厚生労働省通知の廃止を 

療養費検討専門委員会の論議は、国民の要望か

ら療養費の取り扱いを検討する内容は皆無です。 

厚生労働省の見解は、明治政府から始まった、

西洋医学では理解できない東洋医学を医療費制

度から排斥するという、厚生労働省の見解を再確

認する場とされています。 

東洋医学の見解が、未だにかわっていない事が

明らかにされています。 

日本の伝統医療を認めず、鍼灸師、あん摩マッ

サージ指圧師の行為を医業類似行為とする厚生

労働省見解の取り消しは、今後の国民の医療の充

実、伝統医療の活用を進めるうえで、まず、はじ

めに行われなければならない問題だと考えます。 

厚労省の対応は異常です。 

取るに足らないような、はり・きゅう療養費お

よびあん摩・マッサージ・指圧療養費に対する圧

力は、利用が広がれば国民の支持を受ける東洋医

療の力への恐れからではないでしょうか。 

「高齢化社会の国民の健康の維持、増進のため

に」「伝統医療費の活用、はり・きゅう治療、あ

ん摩・マッサージ・指圧治療の活用を進めるため

に」そして「限りのない医療費の膨張を防ぐため

に」「国民が平等に必要な医療を受けられる健康

保険制度への改善を進めるために」鍼灸師、あん

摩マッサージ指圧師の行為を医業類似行為とす

る厚生労働省見解の取り消しについて、鍼灸師、

あん摩・マッサージ・指圧師は、はっきりと声を

上げなければならないと思います。 

 

つばき 中野郁夫さん作品 
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コーヒーブレイク 20１７/２/10  橋本 利治 

 

厳冬の八が岳へ  

日本百名山の一つである八が岳、主峰は赤岳

（2899ｍ）ですがその周りには阿弥陀岳（2805

ｍ）横岳（2829ｍ）、権現岳（2715ｍ）、編笠岳

（2524ｍ）などが連峰をなしていて、小さいなが

ら八が岳連峰とも呼ばれています。 

今回は主峰「赤岳」を目指して 1 泊 2 日で登る

ことをしてみました。この時期、山麓の赤岳鉱泉、

行者小屋、山頂直下の展望荘も営業をしていて、

少し経験があれば登れる山となります。 

しかしそれはそれ厳冬期の八が岳ですから、ひ

とたび天気が荒れると疲労凍死にもなります。 

また毎年山頂直下から下山途中滑落事故も起

こっていて、この年末年始も事故がありヘリコプ

ターで救助されたと、長野県警の山岳遭難の報告

で発表されています。 

そのようですがやはりこの時期に山頂に立て

る喜びは何にも増して大きく感じられます。 

初日は早朝に東京を立ち美濃戸登山口へ、そこ

から凍り付いた登山道をスリップに注意しなが

ら林道終点の美濃戸へ、そこから南沢を詰めて行

者小屋へ、ここまでくると、赤岳、横岳、大同心、

小同心、阿

弥陀岳など

の大展望が

開けます。 

ここまで

くるだけで

も価値のあ

る登山です

が、いよい

よ傾斜の急

な地蔵尾根

を登ります、

標高も 

  （ 主 峰 赤 岳 2883m を 望 む ）     

2000m を過ぎると息が切れて歩く歩調もゆっく

りとなってしまいます。 

森林限界を過ぎると風も強まり尾根も急にな

り、気を抜くことができません。やがて主稜線に

出て、左に横岳、右に主峰赤岳を望みます。 

その赤岳の途中にある天望荘で本日の行動は

終了、中は暖房完備、夕食はボルシチ、フルーツ、

煮物などのバイキング、食べ放題というのが嬉し

い、(味もなかなかのものです)夜に気温―１８度

の戸外へ出てみると、満天の星空と、茅野と上諏

訪の町の夜景が美しい。 

翌日は風雪でしたが、赤岳に登頂して反対側の

登山道を慎重に下山、昼ごろに登山口に下山して

みんなで反省会をして解散、中央道は冬場は空い

ていて渋滞なく帰京出来て満足の１泊２日でし

た。 

 「ニュース女子」に市民が抗議 

1 月 2 日東京ＭＸテレビの「ニュース女子」と

いう番組を見られた方もおられるとも思います

が、この番組に対して市民が抗議の声を上げてい

ます。マスメディアではあまり報道されていませ

んが、東京ＭＸテレビという東京都ともかかわり

のある公共放送です。 

この放送局が「ニュース女子」という番組の中

で沖縄の特集報道をしたのですが、その内容があ

まりにも事実と異なる悪意のある報道だったの

で、その報道の真偽について「おかしいよ」と抗

議の声を上げています。 

またこの番組の司会役を務めるのが東京新聞

論説副主幹・長谷川幸洋氏でこのような肩書でコ

メントしているようなんです。 

それに対して東京新聞は１か月後、深田実論説

主幹名で「今回のニュース女子の報道は事実に基

づかない論評が含まれており到底同意できるも

のではありません。」 

「東京新聞の報道姿勢とは異なるものであり、
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処分も検討している」とのコメントを 2017/2/2

東京新聞朝刊紙上に掲載。 

しかし長谷川氏は別のラジオ番組（2017/2/6 ニ

ッポン放送「ザ・ボイスーそこまで言うか」とい

う番組で「東京新聞の報道姿勢と異なることを発

言するなというのなら北朝鮮と同じであり言論

弾圧だ」と反論をしたというのです。 

昨日（2 月 9 日）市民団体が記者会見を行い、

東京ＭＸテレビと東京新聞および長谷川幸洋氏

に対して質問及び要望書を提出したと発表しま

した。 

その記者会見で立教大学教授の西谷修氏は「反

対派の人は日当をもらって反対運動をやってい

ると報道されていますが、このように思っている

方は「すべてはお金で動いている」、自らの「信

念」で動く人もいるという事が想像できないので

しょう」とコメントされていたのが印象的でした。 

また精神科医の香山リカ氏は「反対運動をこの

ような差別的な言動で落とし込めようとする人

がいるが、これをほおっておくとドンドンエスカ

レートしてしまう、」と述べていました。 

そして毎週木曜日 19：00～東京ＭＸテレビ玄

関前で抗議が行われています。第１回は緊急で呼

びかけたので 20 人程度しか集まらなかったので

すが 2 週目は 80 人第 3 週目は 160 人と回を重ね

るごとに輪が広がっています。 

昨 日 声 を

挙げ始めて 1

か月になり

ました。みぞ

れ交じりの

雨が降って

いたにもか

かわらず、

150 人もの方

が集まった

ということ

です。「今の

（滝を登る（アイスクライミング）クライマーたち） 

日本はおかしいとの信念を持った人たちです。 

そしてフリージャーナリスト志葉玲氏はヤフ

ーニュースというメディアへの投稿で「長谷川氏

が反論するのも自由だが、ジャーナリストである

ならば事実の報道を追求する姿勢が必要であり、

それを欠如して嘘の報道の自由はありえない」と

反論しています。 

また東京・中日新聞をやめるのは当然だがジャ

ーナリストをやめるのが先だとも述べています。 

今戦前と同じように報道の自由が歪められて

国の方針に沿った報道しか認められなくなりつ

つあります、そして戦争への道を突き進んだ歴史

を忘れないためにも、真実を求める姿勢のジャー

ナリストが日本の報道陣に期待したいものです。 

それは見る側にも責任がありますよね。 

最後に「ニュース女子」の報道と事実の違いを説

明して終わりとします。(ヤフーニュースより転

載) 

『ニュース女子』の主張：「基地反対派の暴力で

抗議活動が行われている現場までに近づけない」  

実際の状況：県外の新聞やテレビも、何の問題も

なく現場取材を行っている。  

 

『ニュース女子』の主張：「反基地派が道路を封

鎖、救急車の往来を妨害している」  

沖縄タイムスの報道：「現地消防に確認したが、

その様な事実はない」  

 

『ニュース女子』の主張：「基地反対運動には日

当が支払われており、デモ参加者は仕事でやって

いる。日当の資金源は不明」  

名指しされた市民団体「のりこえねっと」の反論： 

「一人でも多くの人々に沖縄の状況を知って

もらいたく、現地を訪問・報告する『市民特派員』

を募集、交通費などの費用の一部として集めたカ

ンパから支払った。『日当』というのは事実と異

なる。そもそも取材を受けていない」  
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『ニュース女子』の主張： 

「警察がデモを取り締まらない」「翁長知事が

トップだから」  

実際の制度／状況： 

日本全国からの機動隊が派遣され、デモ参加者

を強制排除している。各地の警察に指揮・命令す

る権限を持つのは警察庁。  

『ニュース女子』の主張： 

「沖縄の人々は皆、米国が好き。基地反対運動

を行うなど考えられない」  

実際の世論調査の結果： 

2016年 5月 30日から 6月 1日にかけ、琉球新

報と沖縄テレビが行った世論調査では、在沖米海

兵隊をどうするかについて「全面撤退すべきだ」

は 52.7％、「大幅に減らすべきだ」は 31.5％だ

った。                   
    （横岳方面を望む二十三夜峰） 

 

 

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。 
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  患者の期待に応える鍼灸、食べられる鍼灸を  

小出先生セミナー第 2回（学術部主催） 

          日時 2017年 3月 12日（日） 

会場 中野産業振興会館 

講師 小出 雅賀 先生 

膝関節や股関節など関節痛の治療と予防 

身体機能を強化する伝統的な身体の動かし方 
      （会場３F 和室 13 時開場 セミナー開会 13 時 30 分） 

（参加申し込み事務局（03－3299－5276）受講料（会員 1000 円、非会員 3000 円） 

 

 

 

加齢とともに発症する多様な体調不良は、クスリでは解決しない問題が多く関節 

の疼痛もその一つです。治療の場では必ず出会う病状であり、治療とともに予防、 

改善対策についても患者の理解を得る事が重要です。 

前回セミナーについてのご意見で、実際の治療、治療の実技の希望が多かったの 

で取り入れたいと思います。セミナー参加者のみなさんの体調の不良の治療を行い 

ますので積極的に提起してください。 

治療を希望する患者さんがいれば、是非、呼びかけて下さい。また、身体機能の 

衰えの予防、関節痛の予防に効力を発揮する、伝統的な身体の動かし方についても 

勉強し、活用できるようにしたいと思います。さらに、中高年から多くなる目の 

症状の治療についても時間の許す範囲で取り上げます。 

 

 

中野産業振興会館案内図 JR 中野駅南口より徒歩 5 分（中野勤労福祉会館が名称変更された） 

 

 

 

 

 

 

会場は 東京都内になります。 

  参加者には別途ご案内します。 



 18 

事務局からのお知らせ 

施術者が代わった途端に往療料が打ち切りになる

なんて、理不尽な思いで納得出来ません。審査請求

をしてます。この事は皆さんにも知って戴きたい。 

 

  

申請書の締め切りは毎月３日です。 

 

 

 

 

 

＊審査請求 中間報告 
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申請書ソフト  バージョンアップのご案内(R3.34)    

H28年 9月の厚生労働省通知（保医発 0930第 4号）に対する対応 

   同一日で同一家屋の場合の施術で往療費が請求できない場合 
 
   
 
 
とすることで、対応できるようになりました。 
 
この対応が必要な場合はバージョンアップをお願いします。 

 
                                                          

 

 

 

 

 

                   往療明細表画面 

 ※ チェック&登録 でこの部分は往療回数にカウントしません。（施術回数にはカウントします）以後 

この出発地で往療費を請求する場合は、手記入を外して、自動計算すれば往療費が請求できます。 

 ※  出発地の指定がすべてない場合は、申請画面の往療回数は、申請画面のままとします。 

リリース方法   いずれかの方法を選択してください。 

(1) インターネットを利用する。 （選択メニューからＦ８押下でバージョンアップ） 

(2) ＵＳＢメモリなどを利用する。 

事務局に申請書データを USB メモリで送付いただいている場合は、返却する USB メモリに 

「アップデイトモジュール」を入れて送付しました。(10 月 11 日発送済)。 

(3) CD-ROM を購入する。 

CD-ROM の購入を希望する場合は、事務局に CD-ROM の購入手続きをしてください。 

（１枚 2160 円消費税込）希望する場合は、下記申込書を記入し事務局へご連絡ください。 

(4) 事務局にＰＣを持ち込む。 

事務局へＰＣを持ち込んでいただければ、インストールをいたします。（要予約） 

月初の繁忙期の申し込みはご遠慮ください。 

その他、操作方法など疑問点などについてもできるだけ対応させていただきます。 

※ 注意事項 

   1 台に２ソフトを導入されている場合は、それぞれのソフト毎にバージョンアップが必要になります。 

   

Windows Vista のサポートはまもなく終了します。 

  サポート終了日：2017 年 4 月 11 日 

  Vista をご利用の場合は、新ＰＣへの交換をご検討お願いします。    

  往療マーク ◎又は☆をつけて 

  往療距離    手記入にして 0 を入力する 

 

 

出発地を指定 距離を 0 にする 手記入を指定 
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平成 29 年 2月                平成 29 年 3月 

1 水    1 水  

2 木  2 木  

3 金  3 金  

4 土 仕事始め／申請書〆切 4 土  

5 日  申請業務 5 日 ケアマネ会議（10:30～12:30） 

6 月 申 6 月  申請業務 

7 火 請業務 7 火  

8 水  8 水  

9 木  9 木  

10 金 事務局通信投稿〆切 10 金 事務局通信投稿〆切 

11 土 建国記念日 11 土  

12 日 千駄ヶ谷社教館祭り（10:00～16:00） 12 日 学術部ｾﾐﾅｰ（13:30～16:30） 

別途 

13 月 事務局会議（13:00～14:00） 13 月 事務局会議（13:00～14:00） 

14 火  14 火  

15 水 通信編集会議（10:30～11:30） 15 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

16 木 「国民の会」大阪住之江鍼灸院 16 木 「国民の会」大阪住之江鍼灸院 

17 金  17 金 保険部会（19:00～21:00） 

18 土  18 土  

19 日 在宅ｹｱ部研修会（13:30～16:30） 

別途 

19 日 各部部長会議（10:30～12:30） 

20 月  20 月 春分の日 

21 火  21 火  

22 水  22 水  

23 木  23 木  

24 金  24 金  

25 土  25 土  

26 日 「医療を考える会」理事会 10:30～12:30 

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会 13:30～16:30 

26 日  

27 月 支給明細などの発送 27 月  

28 火 療養費の振り込み 28 火 支給明細などの発送 

   29 水  

申請業務  30 木  

休業日  31 金 療養費の振り込み 

 


