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    一年間にわたる療養費検討専門委員会 

 療養費検討専門委員会は、昨年の 3月 29日第 4回が開催されて以後、本年 3月 21日には第 14回の開

催がすでに発表されていますから、1年の間に 11回開催されました。 

 この会議の目的について、平成29年9月23日になり出された「 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として」の文書で述べられていました。 

 この文書では、 平成７年の医療保険審議会柔道整復師等療養費専門委員会におけるあはき療養費に係

る意見の取りまとめから20年以上が経過したなかで 

① 「あはき療養費の支給額は年々増加し、平成25年度にお

いては国民医療費約40兆円のうち約１千億円を占めてい

る」。 

② 「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、きゅう師もその専門性を生かした役割を果たし

ていくことが求められる」。 

③ 「療養費の悪質な不正請求事案の存在が指摘されている中で、不正請求への対策を講じることは喫緊

の課題である」。 

この様な視点から療養費の検討を進めるという会議の目的が明らかにされ、あん摩マッサージ指圧治

療、はり・きゅう治療を必要とする国民の健康状態や在宅医療、在宅介護におけるあん摩マッサージ指

圧師や鍼灸師の役割について、などの論議も当然行われなければならないはずでした。 

しかし、療養費の伸びがなぜ大きくなってきたのか、はり・きゅう治療やあん摩・マッサージ・指圧

治療を求める国民の要望や健康状態の論議はなく、医療全体の伸びと比較して療養費伸びが大きいこと

を問題視する論議です。 
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また、療養費に占める往療費の割合が大きいことを問題視していますが、決められている施術料があ

まりにも低額であることや、施術を受けたいと希望してもあまりにも規制が厳しい非合理的な支給要件

など、原因について十分な検討を行なわれていません。 

 繰り返された会議は、はり・きゅう療養費の支給は「医師の治療手段のない場合で、医師が治療に同

意した場合」に、あん摩・マッサージ・指圧療養費の支給は「筋麻痺、関節拘縮等に対するもので、医

師が同意した場合」に限定するとの厚生労働省の見解を再確認し、この確認にそって療養費の削減をす

すめる会議となりました。 

 不支給を事例により、事務連絡として発表して全国的に統一していくため、「厚生労働省に照会があ

った事例について、事務連絡（Ｑ＆Ａ）を 発出し周知を図る」ことや、支給申請書様式の統一をすすめ

ること、また、長期、頻回の施術（週 4 回で 1 年以上の施術）について必要性を記述させる通知、様式

改正を行うこと、医師の再同意に再同意書 の添付を義務化することについては今後の検討課題としてい

ます。 

 受領委任については、「国及び都道府県等が施術所に対して療養費の支払いに関する指導監督権限を有

するためには、現行法上、受領委任等の協定・契約を介することが必要 であると解される。」との厚生

労働省の見解が示されていましたが、受領委任は不正請求の温床だとする一部保険者の強硬な反対意見

がありました。 

しかし、「受領委任制度を導入し、地方厚生（支）局による指導・監督の仕組み や、受領委任協定・

契約に基づく施術所・施術管理者の登録の仕組みを設けることも、 １つの有効な手段となり得る」との

保険者からの意見も出され、3月 17日の朝日新聞によると 21日の療養費検討専門委員会に受領委任制度

実施の提案がなされるとの報道がありました。 

患者が、はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療を自分の意志で選ぶことはできない不合

理な療養費支給要件は変わりなく、施術者の管理の強化を目指す受領委任制度の導入です。 

どのような制度になっていくのか十分注目が必要です。 （久下 勝通） 

 

第 6 回「あはき」健康保険法改定実行委員会 

報告者 清水一雄 

日時 ：平成 29 年 2 月 5 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が業として行うのはその業務の範囲においては医業です

が、医療行政ではそのように解釈されていません。この件に関して他団体（ＮＰＯ全国鍼灸マッサージ

協会）から不当な医療行政を正していこうとする冊子（「鍼灸、あん摩・マッサージ・指圧」は、医業類

似行為ではありません。）が出されました。 

マッサージ、はり・きゅうにおいて、差別の無い、誤った医療行政は限りなく国民の健康権をはく奪

しています。今回は正しい認識をひろげていくためにこの冊子の理解を深め活かしていくことについて、
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療養費専門検討委員会報告事項を兼ねて話し合いました。 

議題 

１．第 11 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(H29/2/2 日) 

【久下監事の報告】 

① 今回の検討委員会が判明したのは 3 日前であり、傍聴席は空白が目立つ。 

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（検討専門委員会という）は最近では 1

～2 回/年だったのが昨年 11 月から毎月開催されている。  

③ 主論点 

A) 不正請求問題－架空請求、水増し請求、申請書、同意書の偽造が問題視されている。マッサージ・

はり・きゅうの不正受給で悪徳業者が横行の記事（東京新聞）。 

B) 長期、頻回の施術で 1 年以上、週 4 回以上は申請書に施術の必要性と患者の状態を記載させて、支

給可否を検討する案が出されている。 

C) 受領委任の導入について 

(ア) 柔整と同様の不正問題を保険者は恐れており反対している。 

D) 久下監事作成の健康保険制度改善の要望 

(ア) 理事等に意見を求め検討専門各委員へ 2 回目の要望書を提出したい。 

※昨年末に検討専門各委員に健康保険制度改善の要望案を提出した。 

E) 検討専門委員会では会として要望書を出した内容については触れられていない。出席した業団代表

者は受領委任を推進するが、正すべき意見は出てこない。 

(ア) 検討専門委員会の進めるままに任せていけば、健康保険から締め出されてしまいかねない。会とし

て継続して意見を出したほうが良い。 

２．「鍼灸、あん摩・マッサージ・指圧」は、医業類似行為ではありません。について 

① 厚労省は「あはき」を医療として認めようとしない問題が大きい。医業の一部であるのに医業類似

を保健所等医療行政に携わるところに流布している。 

(ア) 「あはき」療養費施術料金の低額（施術料＜往療料）は医療として認めていないところから由

来しており、同一日の同一建築物への往療問題もその表れの一つである。 

(イ) 訪問看護と比較した場合の違いが歴然としている。訪問看護療養費のような位置付けで考慮す

べきである。 

② 12 ページにわたって Q＆A 方式に分かり易くまとめられている。会として流用活用が出来るのであ

れば利用したい。NPO 全国鍼灸マッサージ協会に頒布してもらう件で高橋代表理事が確認する。  

③ 参考文献が挙げられておりその中で、厚生省健康政策局医事課「あはき法の逐条解説」等を国会図

書館にて調べる。奈須守洋会員が担当する。宮原弁護士からも資料提供していただく。  

④ 社会保障の週刊誌が出ている。事業仕訳で鍼灸マッサージが取り上げられ、不正請求のリスト（36

府県）が挙げられている。 

３．100 万署名活動「国民の会」会議 （1/19）  

 健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 Ｈ29 年 1 月 19 日会議報告。 

 署名活動などで使用するための「はりきゅうマッサージ」のぼり旗を完成する。 

次回会議： 平成 29 年 4 月 9 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 
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古典鍼灸講習会（小出先生）に参加して 
学術部 荒木 文雄 

 

３月１２日（日）、中野産業振興センターにて、

小出先生の古典鍼灸講習会「患者の期待に応え

る鍼灸、食べられる鍼灸を」の第２回実技編を

多数の参加者の出席の下実施しました。 

小出先生の指導で、身体の観察で異常を判断

する方法、また、腰痛と膝関節痛の治療の実技

は内臓疾患との関係で腹部状態と痛みの位置

（高さ等）で判断する方法、さらに、運動器疾

患では五労（労倦症）を参考に判断することの

重要性などが行われました。 

何れも臨床治療に役立つ実践、実用的な手技

の妙でした。特に久下先生への眼窩鍼は、治療

直後に「視力が良くなった」等の感想に、一同

感心した次第です。 

伝統的な体の動かし方 

又、日本では明治中期の西洋軍制の導入迄は

古来よりの伝統的な体の動かし方であるナンバ

歩き、ナンバ走り等の動作で活動していた事や、

それが古武術や剣道、能、歌舞伎等の動きの基

本になっている事、当時の日本人は 1 日 30Ｋｍ

の歩行で旅をしていた事等は新鮮な驚きでした。

難場（ナンバ＝難所）での体の動かし方により

ナンバという言葉が発生したという説があるそ

うです。 

明治政府による近代化のゆがみ 

それにしても、明治政府の近代化を急ぐ為の

政策とはいえ、仏教弾圧、漢方排斥、西洋軍制

の導入が我々現代の日本人に与え阿多影響は多

大なものです。当時の一部の日本人に共通して

いた欧米文明に対する劣等感にさいなまれた感

情や歪んだ複雑な感情が現代にも続いていて、

安易、軽率、浅はかな外来語の多様となってい

る現状が現代日本には多見されます。“言葉は民

族の証、民族の魂の叫び”です。大事にしたい

ものです。 

尚、伝統医療である東洋医学、その可能性を

追求する講習会を今後も続行したいと思います

ので、会員皆様の提案、要望、参加をお願いい

たします。 

 



5 

 

 

在宅ケア研修会 

「田中流あん摩・整体・鍼温灸」の報告 田中 榮子 

 

在宅ケア部による２月の研修会は、講師、田中

勝先生による「田中流あんま・整体・はり温灸」

が行われました。 

田中先生は、東洋鍼灸専門学校を卒業後、相当

な研鑽をつまれ、長年努力されてこられました。

講義の中では、ご自分で編み出した技や温灸法も

ご披露下さいました。 

田中流経絡按摩法 

最初に田中流経絡按摩法を、実技をしながら説

明されました。 

まず、参加者皆で座位で空中に両手をかざし、 

腕や手を柔軟にする練習からはじめました。 

次に、一人のモデルを、はじめ手を柔らかく円 

を描くように揉捏法。 

そしてだんだんと間合いを入れ、力を入れたや

り方を見せて下さいました。指圧の時は、相手の

呼吸に合わせ、呼気時に押すことが大事。 

次に側臥位で、肩井穴を、同じようにはじめは

力を入れず、だんだんと入れていく。指先で観察、

診断しながら進めます。 

自分で練習する時は、自分の大腿部等でやって

みるとよい、由。次に腹臥位で、腰部は脊柱起立

筋、膀胱経、一行線、二行線と見ていき、腎兪、

志室穴。二行線は、胃舎穴、胃倉穴、大事な治療

穴。臀部で、ゲンコツ圧迫。天宗と環跳穴はつな

がっています。 

頭部の症状は 

肝経、胆経をよく見ます。後頭部、脳空穴は重

要。眼は、上風池穴、外風池穴によく出ています。

又、肝経、胆経の穴。又、太衝、臨泣なども、目

の働きをよくします。 

 

鼻、今花粉症の季節。尿・汗・便で、いらな 

いものは体の外に出すが。上天柱の離開法をやる

と、鼻がスーっと通る。瘂門、風府穴も効く。 

第 2 頸椎、棘突起、2・3 の間、重要。仙腸関 

節と関わっている。 

胸椎、1・7 も大事。甲状腺へ働く。・気をめぐ

らす方法。宇宙に気があり、自分の手にきている。

それを手を通して患者に気を入れていく。 

のどの症状、腎経の弱り。照海穴等、腎経の穴

を使い、治していく。又、照海穴は、先生は、生

理痛の人へ、三陰交穴より多く使い、効果上げて

いる由。 

手足の効果 

手、足、手背部、足背部の穴も効果が大きい。 

実技の中で、乳癌、抗癌剤治療中の女性、モデ 

ルとなる。抗癌剤は、腎臓、肝臓がやられるの 

で、今出ている頬のしみはその一つの現れ。 
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腎経は舌に関係あり。食物飲み込みにくい人、

照海穴等を使うと楽になる。耳を引っぱっても、

飲み込みが楽になる。 

田中流Ｏ脚治療法 

その後、田中流 O 脚治療法を見せていただく。 

患者は仰臥位で、O 脚ベルトをはめ、先生が 

陽陵線穴を押しながら、患者は下肢を横に開脚。

先生が百会穴を押しながら、ずらしていく。 

百会穴の離開法等、説明してくださる。 

次に、仙腸関節、脊椎椎間関節、関節運動の 

さわりを見せていただく。これ等の手技は、何回

も教わらないと、応用は無理と思います。 

最後に、軽い難聴の女性へ。腎経と三焦経、中

渚経、ハリでひびかす。そして、田中先生開発の

温灸器で温灸をされました。 

＊田中流の理論 ①膀胱系、二行線のツボが重要。

②横隔膜から上の症状は、その下の内臓の弱りが

原因。 

腎経・脾経・肝経が重要。③陽経の経絡上に、

その陰経の臓の弱りが現れる。肩こりや五十肩は、

主に肝経、脾経の弱り、腰痛は主に腎経の弱り。 

＊今日の講義は、広範囲の治療法でもり沢山の内

容でした。１回では頭に入りきれないし、又、

続きの講義（実技）が必要かと思います。 

 田中先生、本当にありがとうございました。 

参加者１４名。皆さまありがとうございま 

した。＊アンケート記入者は９人でした。今 

日は幅広い内容で勉強になった。 

自分もやってもらいたかった。・この続きをやっ

ていただきたい。以上の意見が出ました。

H29年度第 1回経営勉強会開催のお知らせ 

日時：H29 年 4 月 23 日（日）13:30～16:30  

場所：中野産業振興センター 

ファシリテーター：北川楓樹 

今回のテーマは、マーケティング理論のブランディングについて参加者で話し合っていきます。 

ファシリテーターと云う言葉を使っていますが、司会とは多少役割が異なり、参加者が万遍なく意見を出し合 

う環境を整え、先走らずに議論の活性化を図り、合意形成のサポートをしていく役割です。北川先生のさり気 

ない切り口のファシリテーション技術を見ていくのも、将来のプレゼンやコーチング・カウンセリングをする 

際の参考になると思います。
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コーヒーブレイク 2017/3/10 

橋本 利治  

「塩狩峠」と和寒山   

2017 年 2 月 20 日北海道塩狩峠にある山「和寒

山」（わさむやま）740ｍへ行ってきました。北海

道には変わった地名がたくさんありますがこの

山もその一つです。 

旭川から名寄へ行く途中に「しおかり」という

駅があります。この駅のホームでスキーをつけて

登り始めます。勿論帰りもスキーを履いたまま駅

のホームに滑り込むのです。なんという牧歌的な

風景なんでしょう。 

小説「塩狩峠」は実際にあった塩狩峠での列車

事故 1909 年（明治 42 年）2 月 28 日、塩狩峠に

差し掛かった旅客列車の客車最後尾の連結器が

外れて客車が暴走しかける事故がおこった。 

その車両に乗り合わせていた鉄道院（国鉄の前

身）職員の長野政雄（ながの まさお）が、暴走

する客車の前に身を挺して暴走を食い止めた。）

下敷きとなった長野は殉職したが、これにより乗

客の命が救われた。（ウキペディアより引用）を

題材にした小説です、その舞台になったのがここ

塩狩峠でした。 

現在峠には

著者三浦綾子

の居宅が記念

館となり見学

ができるそう

です。2005 年

までここには

塩狩温泉旅館

があり大変に

ぎわっていた

ようですが閉

館となりまし 

（「しおかり」駅舎全景） 

た。その後 2013 年に一旦解体された温泉旅館の

すぐ近くにユースホステルが建てられて現在に

至っています。  

わたしも今回温泉施設を探してホステルを尋

ねました、玄関を入ると看板に電話番号が書いて

あり、管理人は予約がないと上がってこないとの

こと、そのようなひっそりとした塩狩駅でした。  

さてわたしたちは

この駅裏にあった

和寒スキー場跡を

ひたすら登ります。 

後を振り返ると道

央の山々が見渡せ

ます。700ｍのピー

クで一休み、駅の

標高が 250ｍです

から標高差 450ｍ

を誰もいない私た

ちだけの山を独り占めして （和寒山の山頂） 

お茶と食事、眼下に駅舎を見て現在地を確認。 

さてここから標高差 40ｍ水平距離 1000ｍの歩

きになります、なだらかなアップダウンを繰り返

して山頂へ到着。山頂には反射板があり広い山頂

でしばしの休憩、さて私たちの目的は粉雪を求め

ての登山なのでそのまま来た道を帰ることはで

きません。 

山頂から一旦樹林の斜面を標高差 100ｍを一気

に滑り、バージンスノーをおいしく食べて、下部

で全員が集合し、お互いの無事を確かめて、100

ｍ登り返します。そしてもう 1 本樹林の開けた斜

面を今度は標高差 120ｍを御馳走になる。そして

700ｍのピークまで登り返し、最後は旧スキー場

の開けた斜面 400ｍを一気に滑り込んで駅舎まで

戻る、そんなスキーでした。 

そして冷え切った体を温めてくれる温泉を目

指して国道 40 号線を帰路につく、温泉目指して

車を走らせました。 

北海道と言えばニセコというイメージがあり

ますが、人だらけで(特に最近は外人ばかりです)

どこに行っても人ばかり、バージンスノーなど見

当りません、ニセコ以外ならこのようなところも
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当りません、ニセコ以外ならこのようなところ

もたくさんあります。皆さん是非北海道を満喫し

てください。 

往療がポイントか 

昨日川崎市より電話がり「患者さんの○○さん

の往療距離が間違っています」と電話がありまし

た。話を聞くと備考欄に距離が書いてあるがその

距離が間違っているとのこと、昨年の 9 月から間

違っているとのこと、その時丁度手元にあった 12

月の控えを見ると間違っていなかったので、その

ことを伝えると電話口で焦ったように「今手元に

無いので 12 月は確認できませんが要するに備考

欄の距離を修正してください」、とのことでした。 

9 月以降確認したといっていたのに 12 月の正

しい距離記載は見落としていたということみた

いです。そして「不正確な距離であった場合は払

い戻し請求もしますから」との極め付けの言葉、

「今回はいいですが今後気を付けてください。」

とのやり取りで終りました。 

先日鍼灸マッサージ師会の往療料不払いの審

査請求が却下されたことを思い出して、おやと思

いました、つまり鍼灸マッサージの給付を削減す

るため往療料に着目しているのかなと・・・。 

往療料不払い   

ご存知の方もおられると思いますが、往療料が

不支給になった千葉県在住の方のケースです。不

服申し立てをしましたが、却下されてしまいまし

た。その理由が病院を受診しているから、また事

前調査で「杖等で自立歩行可能」としたとのこと

です。理事会では却下に対して再審査請求も辞さ

ない体制で取り組もうとしています。 

このような一つ一つに対して声を出していか

なければならないと思っています。（その時はみ

んなで力を合わせましょう） 

福祉政策は改善されていない   

さて福祉政策でも「おや」と思わされることがあ

りました。川崎市は障害者のサポートシステムと

して、外出支援事業を行っていて、ガイドヘルパ

ーとして登録すると、障害者の外出時に付き添い

者として行政が認定し支援する制度でした。私の

かかわってい

る障害者に「だ

れかガイドヘ

ルパーいませ

んか」と頼まれ

ていて今回紹

介しました。 

区役所に登

録に行くと、今

は制度が変わ

って行政への

登録ではなくて事業所登録に（なだらかな雪原） 

なっている、また 30 時間の事前講習を受けなけ

ればならず、受講費用は 3 万円ぐらいかかるとの

こと。 

せっかく支援がまとまりかけたのに、取りやめ

となりました。結局困るのは障害者です。制度と

して整備が必要なことはわかりますが、あまりに

も実態を無視した制度になっていました、整備を

するなら支援者が生活出来る制度にするべきで

あり、それをせず支援者にばかり強制する制度と

なっており矛盾があります。 

このようなことは介護保険制度にも言えるこ

とです、介護報酬が安く抑えられて生活が成り立

たつようには制度設計がなされておらず、それ故

に離職率が高く慢性的なヘルパー不足となって

います。 

（私が機能訓練士として支援している通所介

護事業所も包括支援事業への移行となり赤字と

なることが判明したので通所事業所を 3月で閉鎖

するとのこと、） 

さて生活が成り立たないといえば、鍼灸マッサ

ージの療養給付も同じ構造ではないかと思って

おります。国家資格として認められているにもか

かわらず給付は安く抑えられている、役人の話で

は「食べていけないなら健康保険を使わず自費で

施術すればよい、それを規制しようとはしていま
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せん」と役人は言っていたのを思い出します。

そして今回のように往療料の削減などさらに切

り捨てようとしています。 

しかし一方では、国有地払い下げ問題のように

利権がらみには 8億円の国有地がただ同然で払い

下げられるということが発覚しています、森友学

園のことです。この問題は長くなるので説明しま

せんが、これはほんの氷山の一角に過ぎません。 

そしてその裏側では「テロ等準備罪」として「共

謀罪」を成立させようとしています。そうなると

何も言えなくなる暗黒の時代という国家体制に

なってしまいます。 

例えばご存知の方もおられると思いますが、沖

縄反基地闘争のリーダー山城博治沖縄平和セン

ター議長が基地前にブロックを積んだとか、有刺

鉄線を 1本切ったというような軽犯罪であるにも

かかわらず 5か月もの長期拘留を強いられていま

す。 

また悪性リンパ腫の持病を持っているにもか

かわらず家族との面会も禁止、治療も受けさせな

いという通常では考えられない処置を強いてい

ます。（沖縄に行かれた方はご存知だと思います

が、沖縄の反基地闘争は非暴力、徹底した不服従

を通しています）これに対して国際人権機関であ

る「アムネスティーインターナショナル」が日本

政府に長期拘留は「人権侵害」と認定して即時釈

放するように勧告をしていることも見逃すこと

はできません。 

（世界から見れば今の日本は異常なことばか

りが起こっています）このことに関してＴＢＳニ

ュ ー ス で も 特 集 を 組 ん で い ま す 。

https://news.nifty.com/article/domestic/society/1

2198-85879/ 

 国有地無償払い下げ問題に関して「日本はもう

独裁国家になった、多分検察も警察も何もしない

でしょう」と元外務省情報局長 孫崎享氏は述べ

ています。 

このように今の日本は全体主義に動いている

のだけれど問題は国民にはそのような意識が全

くないことが大変恐ろしいことだと思います。 

わたしたちは医療のプロ集団であるからこそ

もっと社会の動きに敏感になっていく必要があ

るのではないでしょうか。 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

競輪選手の治療をできる方募集 

競輪選手のマッサージ治療を行う方を募集します 
１ 競輪の開催 月に１～２回開催されます。１４時 30分～１８時、 

ナイターの場合は１５時～１８時です。 

２ 治療料金  

一人４０分治療で４０００円です。全額が治療した人の取得となります。 

３ 通常のマッサージ治療です。（普通の力で可能です） 

４ 競輪場 京王閣（京王相模原線京王多摩川駅） 

 立川（中央線立川駅） 西武園（西武新宿線、西武園） 

５ 条件  

競輪の開催日程は半年先まで日程がわかります。自分の都合で日程 

を選べます。4月から仕事をお願いします。 

６ 連絡先 真船洋二 03－3317－1525 090－8742－6124  

（不在の場合は連絡先を留守電に入れて下さい。私しからすぐ連絡します。 

簡単な履歴書ご持参ください。何でもご相談をうけます。） 
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                    中野郁夫さんより新春のご挨拶です        
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事務局通信の編集について 

事務局通信について「鍼灸、マッサージとあ

まり関連がない記事は掲載しないほうがよい」

「政治的問題の記事は掲載をさけたほうがよ

い」というような意見がだされており、検討す

るべきだとの提起があり、編集委員会で話し合

いました。 

話し合いを踏まえて、事務局通信編集の立場

について、私の見解をお伝えいたします。 

毎月 1回発行している事務局通信の内容は、

当面の会の事業や運動についての呼びかけ

や実施された運動や事業の報告が中心です。 

さらに、療養費申請をめぐる保険者の動き

や申請事務について、申請ソフトの取り扱いや

改善についての情報提供も継続し行っていま

す。しかし、事務局通信は会の運動や事業を

お知らせする場であるとともに、会員の意見

交換、論議の場でもあります。投稿された記

事はすべて掲載しています。 

明らかに間違った情報で書かれていると判

断できるような場合は、投稿者に相談します。  

しかし、記事の内容により掲載する、しない

というような編集は、会の民主的な運営を損な

うものであり、行うべきでないと思っています。 

疑問に思う見解には、意見を述べあう自由な

論議こそ大切です。医療や介護だけでなく暮

らしにかかわるあらゆる問題での活発な意

見交換により視野を広げことが、会の運動を

広げるうえで必要なことと思います。 

当然のことですが、会員が個人の名前で発

表する意見や見解は、個人の責任で発表する

もので、会の見解とは別のものです。 

政府や議員、あるいは他の団体への申し入れ

や要望などは「一般社団法人鍼灸マッサージ

師会」として代表理事の名前で要望や意見を

発表しますが、これは会の見解です。  

一般社団法人鍼灸マッサージ師会の定款に 

 

は、われわれの事業の目的について次のように

明記しています。 

「開業鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が 

健康保険制度の保険鍼灸師、保険あん摩マッサ 

ージ指圧師となるよう推進する」 

「開業鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が行 

政上の差別を受けず、国民医療に役立つこと 

を推進する」。 

日本の伝統医療を医療と認め、鍼灸師、 

あん摩マッサージ指圧師を、国民の医療を支え

る医療資格者として医療制度のなかで認めさ

せること、これが会の目標です。 

差別を受ける弱者が、差別の解消の声をあげ

るのは大変です。大きな反撃もあります。 

しかし、医業類似行為だからという医療行政

の差別が続くかぎり、医療そして介護からの 

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の排除が広が

るでしょう。 

差別を受けている者が差別を自覚せず、改善

の声を上げずに問題が解決することはないで

しょう。すべての鍼灸師、あん摩マッサージ指

圧師が、不合理な差別解消の声を上げて行く責

任があると私は考えています。 

 医療や介護の問題、沖縄米軍基地問題、原発

事故対策や事故被災者救済問題などなど、わた

したちの暮らしにかかわる問題は、すべて政治

につながります。 

政治問題を避けるということから、問題の理

解や究明にふたをするのでなく、自由な意見交

換こそ大切だと思います。 

アメリカの黒人差別反対運動の指導者キン

グ牧師の言葉です。「最大の悲劇は、悪人の圧制

や残酷さではなく、善人の沈黙である。」 

           （ 久下 勝通） 
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H29 年 3月                  H29年 4 月 

★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。 

 

※H28 年度第 14 回鍼灸マッサージ師会の総会が 5 月 28 日（日）の 13:00 から 17:00 まで開催さ

れます。会員各位のご参加をお願い致します。 

 

1 水   1 土  

2 木  2 日  

3 金 申請書〆切 3 月 申請書〆切 

4 土  4 火  

5 日 ケアマネ会議（10:30～12:30） 5 水 申請業務 

6 月  申請業務 6 木  

7 火  7 金  

8 水  8 土  

9 木  9 日 三役会（10:30～12:30） 

健康保険法改定委員会（13:30～15:30） 

10 金 事務局通信投稿〆切 10 月 事務局通信投稿〆切 

11 土  11 火  

12 日 学術部ｾﾐﾅｰ（13:30～16:30） 12 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

13 月 事務局会議（13：00～14：00） 13 木  

14 火  14 金  

15 水 通信編集会議（10：30～11：30） 15 土  

16 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 16 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

一般社団・理事会（13:30～16:30） 

17 金 保険部会（19:00～21:00） 17 月 事務局会議（13：00～14：00） 

18 土  18 火  

19 日 各部部長会議（10:30～12:30） 19 水  

20 月 春分の日 20 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

21 火  21 金  

22 水  22 土  

23 木  23 日  

24 金  24 月  

25 土  25 火  

26 日  26 水  

27 月  27 木 支給明細などの発送 

28 火 支給明細などの発送 28 金 療養費の振り込み 

29 水  29 土  

30 木  30 日 会計監査委員会（10:30～12:30） 

31 金 療養費の振り込み    


