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-hoshinren@star.ocn.ne 行動すれば変わる、総会に参加を 
保発 4 号通知 67 年ぶりに改定 

          代表理事 高橋 養藏 

2017 年 3 月 27 日付で、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費の

見直しについて」の文書が出されました。 

厚生労働省の医療保険部会と、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養

費検討専門委員会の連名で出されています。平成 30 年度から受領委任制度

を認めることになりました。 

かって、柔道整復師と同じように受領委任制度にしてくださいと要望した

ら、柔道整復師は「大正時代外科医が少ない時、健康保険制度の実現に協力してくれた」「科学的な根

拠が明確でない」「治療でなく、慰安的な面がある」などの理由をあげてかたくなに拒否してきました。

これを改めたことは大転換です。 

これは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう療養費の取扱い額が全国の皆さんの取組みで、1050

億円を越えたこと「国民の会」として、昨年 4 月 27 日自由民主党の大串正樹衆議院議員・厚生労働委

員の紹介で、厚生労働省の担当者と交渉したことも大きな力になったと考えられます。 

この文書が出される前の 2 月 28 日付の事務連絡文書で、医師の同意について支給対象で「医学的な

見地からはり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が支給要件に該当」

となっていました。 

また「保険者が同意医師に対して行う照会等について、6 疾患（神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五

十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症）に対するものと、6 疾患以外に対するものとで、その取扱いに違い

はあるか」の質問に対する回答後半に「鍼灸の施術に係る医師の同意は、鍼灸の施術の適否や必要性に

ついて同意するものではないことに留意し、その趣旨を逸脱した照会等の内容とならないよう努められ

たい」となりました。 

病名同意は残りましたが、私たちが要望している同意書でなく診断書にしてほしいということに近い内

容になっています。 

今回の改正は、東洋医学の治療を希望する患者、国民の要望と、業者の取組み姿勢や私たちが展開し

た「国民の会」の運動が大きく影響したことは確かです。 

『行動すれば変えられるということに大いに確信を持ちましょう。』 

169 号 

2 平成 29 年 5 月 18 日 

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 
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今度の総会では，学校を卒業し国家資格を得た若い人の技術向上の場所を作ろうではないかという要

望に対する取組みの事業計画も検討されます。 

又、特別講演で顧問弁護士の宮原先生が長年取り組んでいる「原爆症認定集団訴訟」と被爆者が中心

になって進めている核兵器廃絶の運動について講演してくれます。私たちの今後の運動に参考になると

おもいます。 

東洋医学が医療制度に位置づけられるよう法改正をめざし「国民の会」に結集し運動を展開しましょ

う。総会に是非、参加してください。 

 

 

総会へ参加しましょう 

武井 百代 

毎日の流れがとても慌ただしく早く流れてゆくのを感じます。ニュースなど見

ていてもいつから入れ替わり立ち替わりいつからこんなに時間が早く流れるよ

うになったのか。本年も総会の日が近づいてまいりました。 

昨今 SNSなども大きく成長し、個人の声やニュースも簡単に様々な形で発信す

ることが出来るようになり、時として待機児童問題のように個人の声が大々的に取り上げられるような

ことも出てきました。 

しかしそこに必要なのは共感や同じ思いを抱える方との団結につなげてゆくことで声の実現へと変

わってゆくのです。 

個人で思うことをまず身近で発信してみましょう。同じ思いを持った方に出会え、意見が交わせる、

そんな場であることが総会です。できる限りの参加をお勧めいたします。 

 

定期総会に参加しませんか 

清水鏡晴 

会員の皆さま、こんにちは。ご存知かと思いますが 5 月 28 日に定期総会が開催

されます。 

私をはじめ会員の皆さまは、現在当たり前のように鍼灸マッサージの「保険治療」

を行っています。毎日訪問で仕事に追われていると、「保険治療」が当たり前になり、何の疑問も感じ

ないかと思います。 

しかしこの当たり前にするまでには、私どもの先輩がとてつもなく大変な活動を熱心に行ってきたか

ら、この「当たり前」があるのです。 

詳しくは会のホームページに記載されてありますが、現在の「保険治療」は宇都宮での「岸イヨさん

鍼灸裁判」が原点であります。 

わたしどもの会はこの原点を戦ってきた、生え抜きの功労者の先生が代表理事はじめ何名も在籍して

おります。ただこの先生方も高齢社会の入り口にさしかかっており、何時引退するやもわかりません。

ぜひ定期総会に参加いただいて功労者の先生方から当時の活動の話など聞いてみると良いかと思いま

す。 
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わたくし個人として宇都宮に「岸イヨ記念館」など建設してほしい気持ちです。この記念館を中心に

鍼灸マッサージの先生方が親睦を図れるようになれば、「鍼灸マッサージの保険運動」も全国の組織が

まとまるかも知れないと勝手に思っています。 

ぜひとも定期総会参加をお待ちしています。 

 
総会でお会いできることを楽しみにしております 

北川 楓樹 

今、我々の治療が正式に「医療」に組み込まれるチャンスが到来しています。 

受領委任払いが基本形として認められ、医師の指導監督のもと私たちが保険医療の

一環として正式に存在価値が認められる日が遂にやってきたのです。 

しかし同時に、我々はもっと医療としての質の向上を目指さなければなりません。 

また、整形外科医による「同意書発行拒否問題」など、会として早急に着手すべき

問題も山積しています。 

そのためには、本会自身が「問題解決を図れる組織」になる必要があります。 

会員の皆さま。 

今、皆さまのお知恵とお力が必要です。 

ご多忙の最中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、総会にお越し頂き、皆さまの率直な、切実なお

声を聞かせて頂けないでしょうか？ 

 

 

定期総会に向け多くの会員の参加を期待しています 

奈須 守洋 

平成 29年 5月 28日の 13時から、第 14回定期総会が新宿ホテルローズガ

ーデンで開催されます。ローズガーデンといえば、今年の新年会での大盛況

ぶりが記憶に新しいところですが、今年度の定期総会は果たして盛況となる

のでしょうか。 

 さて、昨年度には 10月に厚生労働省保険局医療科から出された通達や 3

月に示された鍼灸マッサージの保険治療の窓口負担を 1割〜3割とする厚生労働省の方針提示などの大

きな動きがありました。この不安定な状況の中での定期総会は、単に会の運営状況の報告の場としてだ

けでなく、業界団体として患者・会員両者のために、政治的（権利主張）ならびに経済的な方向性を示

す場でもあると思います。 

 また、私個人としては初めての参加となりますが、とても楽しみにしております。というのも、今ま

でお会いしたことのない会員の方とお会いできるからです。つまり、定期総会は会員同士の情報共有の

場であると同時に、ネットワーク構築の場でもあるということです。 

 以上のように、多面的な側面を持つ定期総会ですが、民主主義と同様に、多くの会員が参加しなけれ

ば意味がありません。逆に、多くの会員の参加は業界団体としての団結力となり大きな力となることか

ら、ご多忙のことと思いますが、多くの会員の参加を期待します。 
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第 14回定期総会開催のお知らせ 

開催日：H29年 5月 28日（日） 

時間：13:00～16:00 

会場：ﾎﾃﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿 

 

 

 

 

 

 

生活保護マッサージ医療扶助給付停止されたことに対する異議申し立て 

（福祉事務所との話し合いにより給付されることになりました） 

報告者 清水一雄 

 

１．生活保護マッサージ医療扶助給付を停止された経緯 

平成 27 年 8 月より患者Ａさん、Ａ娘さんの治療を生活保護受給手順に基づい

て開始し、平成 29 年 9 月に至って福祉事務所からＡ娘さんにおいて医師の同

意書添付の依頼が有り、同意書（平成 29 年 9 月 27 日付）を取得し従来通り

申請を行った。 

 

以後 11 月までＡさん親子の給付がなされるが、12 月以後から年が明け 4 月

に至り給付されないので、福祉事務所に確認をする。 

 

①2 月に電話した時は 12 月、1 月の給付要否意見書（あん摩マッサージ）を提出しているが、医療券が

送られてこないので、福祉事務所担当者に問い合わせをする。 

②医療券が一向に送られずに 2 月以降の給付要否意見書のみ送られてくる。 

③2 月以降の給付要否意見書を作成し提出する。 

④3 月に入るが一向に医療券が送られてこないので、担当者に問うと医師の同意が取れているのか確認

中であることを聞き、何故 12 月レベルでやらずに今なのか？ 

 やり方が酷いじゃないかと問題提起する。担当者は謝罪するが医師の同意のことしか言わない。 

⑤Ａさんに経緯を話したら、Ａさんには福祉事務所から指定された整形外科での受診の催促が有り、早

速受診し医院からは再診要請はなかったとのこと。 

⑥4 月に入っても福祉事務所から何ら連絡がないので、再度こちらから電話する。 
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 回答は医師の同意確認中とのことであり、頭にきたので、担当者に昨年 12 月の事が、何故今頃まで

引き延ばすのか抗議する。担当者は謝罪するが医師の同意確認中としか言わない。 

⑦再度福祉事務所に電話し、担当者のみでは話が進まないので、相模原市長同席で責任ある立場の人と

対談の申し出をする。 

 

２．福祉事務所での対談 

場所：相模原市緑福祉事務所 

日時：4 月 17 日（月）9 時～10 時 30 分 

福祉事務所：Ｉ担当者とＭ責任者、市長は欠席 

訪問者：Ａさん、清水一雄（治療室らくらく） 

 

【対談の要点】 

問題は医師の同意がとれているか否かであり、こちらとしては平成 29 年 9 月 27 日以降の同意を取って

いないが、問題の根源について話を進めた。 

 

１．福祉事務所に対して質問をする。 

①医師の同意は法律で定めているのですか？ 

（福祉事務所）確か法律ではなく国の通知です。 

（清水）   ということは法律ではないのですね。私は「あはき法」と憲法第 25 条なる法律に基づ

いて実行している。 

あはき法と憲法第 25 条の書面を見せながら 

あはき法・・・・医師以外で「あはき」が出来るのは「あはき師」であり、医師の同意

を得なければならないという文面は何処にも書いていない。にも拘ら

ず医師の同意を得なければならないのですか。 

憲法第 25 条・・人間の生存権と健康権を尊重しなければならない憲法を無視していま

せんか。 

 

（清水）   医学部授業カリキュラムに「あはき」が無いにかかわらず、医師は「あはき」をやって

よいことになっている。あはきを理解していない医師が同意するか否かは患者にとって

は不幸なことですね。 

（福祉事務所）コメントなし 

（清水）   ところで医師の同意は誰が取るものですか？私が取るのですか。 

（福祉事務所）いえ。Ａさんです。 

（清水）   マッサージ医療扶助での医師同意についての詳細をＡさんに説明しましたか？ 

（Ａさん）  私は何も聞いていません。 

（福祉事務所）担当は変わりましたが、そこまで説明していないと思います。 

（清水）   それほど重要なことであれば初めに分かるようにＡさんにしくみを説明すべきではない

のか。それを怠って、今回のように 12 月からの件を今まで引き延ばして無責任ではあ

りませんか。 
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（清水）   医師同意の縛りは、同意をいただく前に突発的に「あはき」医療が必要になった場合、

医療扶助が受けられないのですね。「あはき」医療でしか満たされない時患者を不幸に

しますね。 

       施術師としては医師の同意は無意味なことであり、意味のないことで神経を消耗するよ

り診療することで精を出したい。 

 

（福祉事務所）今回の件は申し訳ありませんでした。そのことはお詫びします。 

（清水）   昨年 8 月にＡ娘さんに、そちらから同意書依頼が有ったのでＡさんに取得してもらった

ように、必要であればそちらから同意書を用意してＡさんに依頼するのが筋ではありま

せんか。 

（Ａさん）  私は整形外科にかかるように言われたので、言われた通り指定された医院へ行きました

が、今回限りでいいですよ。と言われた。 

（清水）   現在に至りＡさん母娘が私を求めてこられる限り、私はそれに応えなければなりません。 

       ずっと医療扶助給付はストップされているが、憲法第 25 条に基づき医療サービスで応

えるのが私の役割です。 

（福祉事務所）分かりました。最初に同意されたＹ医院（内科）へこちらからアクションを取り、同意

の確認が得られるか確認させていただいて、Ｙ医院へ同意書を取りに行っていただくよ

うにしたいと思います。それまで待っていただけますか。 

（清水）   早急ですよ。 

（福祉事務所）早急連絡させていただきます。 

（清水）   同意書は誰が用意するのですか？ 

（福祉事務所）こちらで用意します。 

（清水）   同意書の取得時期もＡさんに連絡するのが筋ではありませんか？ 

（福祉事務所）了解しました。 

 

３．福祉事務所での対談からの回答 

5 月に入ってＩ担当者より、昨年 12 月から遡って現在に至り医療券を発行し医療扶助給付する連絡

を受ける。 

給付することになった理由は聞かなかったが、Ｙ医院の医師が善良に対処していただいたのだと推察

される。 

 何れにしても、「医師の同意」「医師の同意」そのラインから外れると患者の命より、医師の同意が重

要になる見えざるファシズムが押し寄せてくる。このことだけでも病状を悪化させかねない。 

 この度の件を通じてこのようなやり取りをしなければ、医療扶助給付が棚上げされたうえＡさんのマ

ッサージ医療提供がストップされるところだった。 

問題を感じたらまずアクションを起こすことが重要であり、とても有意義なやりとりをしたと感じる。

Ａさんからも福祉事務所から同意書が届き、とても親切に応対してもらっているとのこと。 
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季節の疾病対策（その六） 

春の顔面麻痺   
2017 年 4 月 24 日 荒木文雄 

  

 

春は肝の季節、肝は筋を司る 

筋肉のひきつり、神経痛や眼病が多くなりま

す。今回は顔面麻痺の治療法について述べます

が、胆経、胃経、大腸経、督脈を注視します。 

 顔面麻痺は五臓の色体表で言えば木性（肝）

の体質の人が多いようです。今までにいろいろ

な患者さんを治療しましたが、冬にして寒冷の

風を受け、春に発病するという例が多見されま

す。 

 私見ですが、当院にきた 50 代女性の人が、

ロシア旅行で現地のバス乗車時に窓より風を

顔に受け、帰国後、その人だけが顔面麻痺を発

病しました。 

そのとき 4 ヶ月治療して治りましたが、4 年

後に又、再発して来院しました。この人以外の

患者を思い出すと再発する人が多いようです。 

 いずれにしても顔色が青白く、怒りやすい、

木性（筋）の特徴が目立ちました。 

 さて、顔面麻痺の治療法ですが脈診後経絡治

療を行い、足より頭部まで、仰臥位で全身治療

で、反応が出現した所に刺鍼して行きます。 

その後、置鍼した状態で、初回、両手の全井

穴を刺絡します。これは経絡の流注を整えるた

めです。その後、顔面の患側より治療を開始し

ます。 

 まず、健側に引かれているので、患側は弛緩

して力がありません。その、患側の顔面を髪際

の上部より首の下部まで、患者に確認しながら

触診して、痛む所、違和感、冷感、知覚鈍麻の

反応が出現した場所に鍼を打って行きます。 

この時は正式の経穴にこだわる必要はあり

ません。反応が出た所が治療穴です。そして置

鍼した所を棒灸で熱感を感じるまで暖めます。 

これを繰り返して 3 回やります。その後、曲

池と合谷を鍼、瀉法で 3 回刺激して、ひびきを

患者に確認します。 

 これは中国の文献に記載された手技ですが、

ある患者に実施した時、帰りに会計を終了した

患者の顔を見た時に見事に口の曲がりが改善

したのに驚いた事があります。 

   治療の継続が大事 

しかし、なかなか 1 回の治療で治るものでは

ありません。その次に来院した時は又、戻って

いました。しかし、鍼の効果を確認した患者は、

週 2 回の通院で 4 か月通い治癒しました。 

 これは眼瞼下垂や口曲りを治す手技なので、

皆様も機会があれば実施されるとよいと思い

ます。その後、眼瞼下垂の人は胃経の陥谷に灸

1 壮をします。 

後は体の背面を伏臥位の状態で反応の出た

ところを全身治療して最後に筋縮穴に力なく

虚しているときには灸をします。 

 上記のように治療して時間がかかりますの

で、その時の患者の症状により、治療方法を選

択して実施するのがよいでしょう。 

いずれにしても長期（3 ヶ月～4 ヶ月）の治

療期間と患者の治療費支払い能力を考慮して、

全身治療と局所治療（顔面と要穴）を組み合わ

せる必要があると思います。継続が重要です。 

≪治療穴≫ 

太衝・陥谷（灸）・三陰交・陽陵泉・足三里・ 

豊隆・合谷・曲池・気海・人中・承漿・承泣・ 

下関・百会・顔面部阿是穴・委中・肺兪・脾兪・ 

肝兪・腎兪・筋縮（灸） 
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「食べられる鍼灸、患者の期待に応える鍼灸」 

小出雅賀講師 第 2回セミナー報告（２） 

小出講師第２回セミナー（3月 14日）の講義は 

次の四項目でした。 

一、身体への気づき   

二、腰痛と膝関節痛の治療の実際  

三、眼窩鍼…主に使う経穴  

四、伝統的な身体の動かし方  

 第 1 回の報告（事務局通信 168 号）で「身体へ

の気づき」について報告しました。今回は「腰痛」 

についてご報告いたします。  （久下 勝通） 

 （小出講師セミナー資料から抜粋） 

二、腰痛と膝関節痛の治療の実際   

１．腰痛（「腰は一身の大関にして腎の府なり」 

『鍼灸重宝記』より）    

① 内臓疾患との関係で腹部の状態と痛む位置 

（高さ等）で判断。    

② 運動器疾患（主に労倦症）では痛む姿勢から 

判断。…五労  

腰痛治療の実際  
腰痛の治療にあたり、まず、１）内臓の疾患

が関係する腰痛であるか。２）骨格、骨の異状

による腰痛か。３）この二つが混在する場合の

区別が重要です。 

内臓の疾患が関係する腰痛  

このため、腰をみるときはお腹をみる必要が

あります。どういうときに、どう痛むのか、痛

みの出る位置、高さが重要です。 

この時に、久しく立てば骨を傷る、久しく行

けば筋を傷る、という五行色体表の五労が参考

になります。痛みの出る場所、高さは大腸兪の

ところが一番多い、しかし、大腸兪は身体が折

れ曲がるところであり注意が必要です。 

ここに問題がある場合もあるが、ここ以外の

上下に問題がある場合もここに現れる事があ

るのです。腎兪に痛みがある場合は、内臓との

関係でいえば、痛みの度合いにもよるが腎臓と

いう事です。右の志室の少し上がおかしい、穴

でいうと肓門あたり、その場合は、浅いところ

は胃が関係します。 

深いところは肝臓とか胆のうがおかしい。同

じ高さで左が痛む場合は、膵臓が問題と考えら

れます。どうして膵臓かというと、膵臓は胃の

後ろで横たわっており、膵尾のほうに膵臓の状

態が現れやすいのです。 

今はやっているかどうか分かりませんが、膵

臓の状態を見るとき、糖尿病の専門医は患者を

横向きにして、左側を上にして横からさぐって

堅さで膵臓の状態を判断したという話も聞い

ています。 

穴でいうと三焦兪の外方だから肓門あたり

の横から、すこし奥にさぐりを入れて、硬結が

ある場合、明らかに右と左が異なる場合、右が

そうでなくても左がおかしい場合は膵臓病を

疑った方が良いと思います。 

 よくいう境界型の膵臓病という方々をみて

いると、別にむずかしいことをするのではなく、
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反応が現れる肓門穴あたりの硬結を治療点に

選んで、治療により硬結がゆるんでくると検査

数値もよくなってきます。 

 腰が痛むという場合は、ここも腰に入ります。

その人によりよく痛む高さを聞くことが重要

です。 

内臓絡みの痛みは、何をしたから痛むという

のではないですね。とくに腎臓などの場合は、

常時、強い痛みではないが、慢性的に痛む状態

です。 

このような場合、おかしいと思ったらとりあ

えず検査をしてもらう方がよいと思います。  

腹部をみる  

腰痛で腰をみるときは、当然お腹の方も見る

必要があります。腎兪がおかしい場合は、お腹

の天枢や肓兪の上下を見ます。 

婦人科疾患の卵巣や子宮などの場合は、腎兪

や督脈上の腰陽関や上仙穴のように、内臓の裏

側に出やすいので、これと腹部の状態で判断し

ます。 

異常が見つかればそこを治療点として治療

を行うのです。問題は、どういう治療をどうお

こなうかということです。治療点に適切な治療

が行えなければ効果は出ない。 

 

知識があっても、その状態にふさわしい治療

ができなければ、さほど効果がでないのが鍼灸

のむずかしいところです。 

このようにして膀胱の治療もできます。膀胱

兪という穴名は、意味がありつけた穴名だと思

います。長い歴史的な研鑽の結果つけた名前で

すから、それなりの意味があると思います。 

 慢性肝炎は上腹部がみな張ってくる。当然、

期門だけが治療穴ではなく上脘、中脘まで治療

対象になります。  

 

ぎっくり腰と肝炎  

年に何回も、ぎっくり腰でよく治療にくる患

者に、上腹部があまりにもはっているので聞い

てみたところ慢性肝炎だという。 

30年も続いており、主治医からは、検査の結

果が常に三桁で二桁にはならないといわれて

いるというのです。この患者は 50 代に治療に

きて 60 代に入るころには検査結果が正常にな

り喜んでいました。 

 この方は、はじめは、ぎっくり腰が起きにく

くなったことを評価していたのですが、腰痛が

無くなってからその後は、肝臓の検査数値の改

善を目安に治療にきていました。 

 鍼灸は全科的な治療です。腰痛の治療をして

いるうちに肝臓の機能が改善されました。その

人のぎっくり腰が、肝炎の結果おきているとは

解らなかった。しかし、治療をすすめるうちに

肝炎の治療もすすみ非常によくなった。そうい

うことが本来のはり灸治療だと思います。 



 

 

10 

運動器疾患による腰痛  

運動器系の腰痛通、脊柱管狭窄やヘルニアと

いわれている病状です。 

 仙腸関節やその外方に沿って、穴は並んでい

るのですが、面積がおおきな割合に穴が少ない。

ここは穴でないから治療点にはならないと考

えない方がいいと思います。 

その人の異常のあるところは治療点と考え

て治療を行うべきです。そして、単純に言えば、

外方に向かうにつれ（胞肓や秩辺穴は）肉が多

く付いているところですから、浅い鍼は効きに

くい、深鍼という事です。 

享保年間、1730年に出された書物「鍼灸重宝

記」に腰通ということが書かれています。これ

によると、気を傷めたときは深鍼は出来ない、

血を傷めたときは深鍼をすべきことが述べら

れています。 

現代、気を傷めただけで治療に来る人は少な

い、そういう人がいるとすれば、系統的に治療

を続けている人が腰痛をおこした場合など考

えられます。 

その場合の腰痛、気の病の治療は即効があり

ます。肝虚証の人が多いのですが、肝経の金穴

である中封穴が効きます。気を傷めた場合は、

中封で驚くような効果が得られるのですが、な

んでもかんでも中封が使えると考えるのは間

違いです。 

現在、腰が痛むのですぐはり・灸という人は

少ない、いろいろあって慢性的状態になり治療

にくるのが実情です。気を動かすだけではだめ

で、深鍼が必要な場合が多いと考えます。私が

講習会の講師をしているときに、受講生の治療

をしたことがあります。 

50 代の男性で受講中の様子がおかしいので

聞いてみると、一週間まえから腰痛で、電車で

立っていられない、電車の座席にすわるとすぐ

に立ち上がれないので、下りる駅を乗り過ごす

状況だというのです。 

雪がふったため、雪かきをやったあとからの

腰痛だと本人はいうのですが、雪かきのための

腰痛が 1週間も続くというのはおかしいと思い

その場で治療を行いました。 

この治療でこれだと思った腹部の鍼は天枢

と肓兪の間、4 番 5 寸の鍼が直刺で根もとまで

入った。直刺ですから 12～13 センチ入ったで

しょう。その他患部も治療しましたが結果はよ

かった。 

治療したその夜に真っ黒い便が沢山出たと

いことであり、大腸に病気のめばえ、異常があ

り、雪かきの中での冷えと労倦により腰痛が現

れたと考える。このような、内臓との絡みのあ

る腰痛ではこういう治療も必要です。腰の深鍼

だけでは改善しません。 

運動器疾患でも腰と腹を  

脊柱管の検査で骨の状態が問題とされてい

ますが、脊柱管の異常としていろいろ言われる

病状も膀胱や前立腺の問題と関係が有る場合

があることをよく考えておくべき必要があり

ます。腰と腹全体的に見ることに常時注意が重

要です。 

通常、脊柱の異常と言われている場合でも、

若いころから肉体労働で、外の寒気の中ですり

減らす場合もあるでしょう。腹部の内臓を痛め

た場合という事もあるでしょう。 

身体を横から見た場合に、腰や背中は硬い骨

に支えられているのですが、お腹は硬いところ

がない、支えられていないのです。 

身体を見る場合、腰とお腹を必ずセットで考
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        お知らせ 

講師の小出雅賀先生は、先輩から学び身に付

けたものを伝えていきたいと、毎月、第二日曜

日に勉強会を行っています。千葉県八千代市八

千代台の治療院にて行いますので、関心のある

方は、是非、お電話で連絡をとって下さい。 

小出鍼灸治療院 047－484－5820 

える必要があります。これは運動器疾患も同じ

です。腰の痛いところのお腹の部分も考える。

腰椎 4 番、5 番というと石門、関元をしっかり

見る。 

仙腸関節の脊際とすると腎経の気穴あるい

は大赫など、しっかり見ることが必要です。見

て問題がなければいいのですが、しっかりそう

いう風に腰をみるということが重要です。 

運動器疾患の治療点 足の穴  

運動疾患と思う場合の治療は、腰を直接せめ

ること必要だが、そうでない足の穴を使うこと

ができます。「中腰になると痛い」「長く歩けな

い」というような状態の場合に足の飛陽、ふよ

う、承山などを主に使っています。 

前回セミナーにて行った「痛みのです姿勢を

とり、足の穴の反応を探り、反応のある穴を治

療点とする」活用できる。  

病因を解ってもらう  

運動疾患の腰痛の病因は、圧倒的に多いの

が寒邪と湿邪です。寒邪は簡単にいえば冷えで

すが、腰から下は冷えが身体に入り寒邪として

問題を起こす。こういう場合は足が冷たいです。

湿邪の場合は、足が冷たいのに汗をかいたり、

腹や腰、下肢を治療すると冬でも腰から下に汗

が出ることがあります。 

住んでいるところの住環境が問題を起こし

ます。鍼医、石坂宗哲（1774 年生）は蘭学を学

んだことも影響していたと思われ、公衆衛生の

立場から、湿気の多い住環境が「リウマチなど

の関節痛の病因」と述べていたと聞いたことが 

あります。現在の家の作りは改善されている

のですが、外気が入りにくく、密閉状態になっ

たことで、家事のときの調理の湯気が沈殿して

はけない、そういう家もあります。湿邪が入る

症状はなかなか取れない。 

湿邪の性質は上にのぼるので、足から腰へ上

り脾を傷める。住環境を変える必要があるが、

なかなか困難です。そのため、できる限り住環

境改善のため、「換気扇をうまく使う」「足元の

暖房を改善する」「除湿器の利用」など個別の

対策をアドバイスすることが必要です。 

病因について、本人はなかなかわからない、

生活改善のため病因を明らかにして理解して

もらうことも大事な仕事だと思います。 
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鍼灸マッサージ師会 第三回 経営勉強会 
奈須 守洋 

 2017 年 4 月 23 日に行われた第三回経営勉強会

についてご報告させて頂きます。 

 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。 

 第二回勉強会は場所を移し、中野勤労センター

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・ケアマネージャー）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。その結

果、ターゲットの痛み・悩み・欲望 からくる、 

①明確に思っているニーズ、②明確になってい

ないニーズ、③提示すればして欲しかったとな

るニーズ、 

を導き出し、「顧客は誰か？」が明確化しました。 

 そこで、第３回目となる今回のテーマは「ブラ

ンド/ブランディング」で、ゴールは「自分のブ

ランドを持つこと」でした。「ブランド」と言わ

れて、皆さんは何を想像なさるでしょうか。ソニ

ー、グッチ、ダイソー、イオン・・・世の中はブ

ランドに溢れています。例えば、量販店のイオン

でしたら、 

スーパー、全国的、食品・電化・ペット・レス

トラン・本、店がゆったりしている、駐車場も

大きい 

など皆さんが瞬時に想像しうる様々な特徴を共

通認識として持っています。つまり、「ブランド」

とは物や企業体だけを指す言葉ではなく、ブラン

ドの持つイメージやそれに伴う情報（5W1H）その

ものを指します。このことを私たちの仕事に落と

し込んだ時に役立つのが「〇〇さんは〇〇（What）

をしている〇〇（How）な方です」の一文です。

一般的に、人を紹介する時に、「〇〇（治療者自

身）さんは〇〇（What/何）をしている〇〇（How/

どのよう）な方です」と紹介します。この時に、

〇〇（What）や〇〇（How）の部分で「？」を相

手に与えることができれば、相手はその人に興味

を持ちます。それが本人（治療者自身）のいない

ところで、他人を介して行われると、益々興味は

強くなるものです。今回の勉強会ではまずこの一

文を参加者それぞれが作りました。ここでのプロ

セスで大事なことは、どんな人がどんな場所でど

んなことをするのかが３秒で伝わる「〇〇さんは

〇〇（What）をしている〇〇（How）な方です」

とするということだそうです。 

 次に、ブランドの目指すターゲットやブランド

に付随するストーリーの作成について、具体的に

は以下の通りに行われました。まず自分の資源を

明確化するために、ポジティブとネガティブの両

方の人生の感情曲線を描き、それに伴う人生で起

こった事柄を紙に書き出しました。その中からま

るでドキュメンタリー映画を撮るようにストー

リーを作り上げていきます。ポジティブとネガテ

ィブの両方が必要な理由は、一見すると弱みなと

ころが、ブランディングにおいては強みとなるか
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らだそうです。つまり、自分のやってきた人生（ス

トーリー）こそが実績というわけです。さらに、

治療して楽しかった時のターゲットが本当に治

療したいターゲットなことから、職歴からターゲ

ットを掘り下げながら絞っていきます。なぜなら、

楽しい（願望）と思うことではないとターゲット

を絞りきれないし、そもそもブランディングして

も続かないからです。 

 正直な感想としては、今回の課題は難易度の高

いものだったと思いました。実際にファシリテー

ターの北川先生もこの作業に半年以上費やした

そうです。同時に、自分を客観視することは一人

では難しいことから、グループでディスカッショ

ンしながらお互いにブランディングし合うのが

効率的とも感じました。なので、個々のブランデ

ィングを目的としたブランディングサークルを

会員同士で作ると面白いかもしれません。 

 次回のお題は「ブランドをどうやって伝えてい

きますか」だそうです。次回も楽しみにしており

ます。

 

 

一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 在宅ケア部主催 在宅ケア研修会 

認知症予防のリハビリ＝症状と対策 

講師 井上美幸先生  

日時 6月 11日（日） 

13時 30分～16時 30分 

会場 東京都内 別途ご案内 

恒例の井上講師による実践的な方法を習得するチャンスです。 

研修費 会員 1000 円   非会員 3000 円 

 

申し込み 一般社団法人鍼灸マッサージ師会 事務局 

電話 03－3299－5276  ＦＡＸ 03－3299－5275 

締切 6 月 5 日（月） 定員 20 名に達し次第締め切ります。 

出席者には別途ご案内します 
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コーヒーブレイク 2017/05 

            橋本 利治 

南八幡平とオリンピック 

 5 月のＧＷ、如何過ごされましたでしょうか、

世間では長い休暇の過ごし方「遊びか休息か」と

賛否が分かれているようですが・・わたしは「遊

び・休息・仕事」三位一体主義の方なんです。 

さて 5月 3日から６日の期間で南八幡平へ行っ

てきました。八幡平は深田久弥著「日本百名山」

にも数えられている山ですが、今では道路もでき

ていて、無雪期ならば誰でも登れる山となってい

ます。 

しかし積雪期は道路が閉鎖されていて誰でも

がいけるというわけではありません。そして南八

幡平となると少しは体力と経験が必要になりま

す。というわけで今回 NHK の朝ドラでも紹介さ

れた「岩手山」(岩手県最高峰)を盟主とする南八

幡平を紹介します。 

乳頭温泉から網張温泉へ 

ブナの原生林で覆われた葛根田川源頭部を周

遊するコースをスキー縦走してきました。先ずは

2011 年の東北大震災で田沢湖に被災者が避難し

ておられて、我が鍼灸師会でも被災者支援の一環

で田沢湖の避難所へマッサージボランティアを

派遣したことのあるところです。 

ここから乳頭温泉まで入り、ここからスキーを

つけて登山開始です。2 時間ほどで稜線に登りつ

き葛根田川源頭の分水嶺を登り下りしながら自

然を満喫するというものです。 

今年は天気も良く晴天続きでした。稜線はなだ

らかで湿地帯が多く、豊かな自然がのこされてい

ます。雪解けの湿地には水芭蕉の花が咲き始めて

いました。 

地名では不思議な名前が付けられています。

「大白森」「八瀬森」「大沢森」「関東森」などの

地名があり森林が豊かなことを裏付けておりま

す。 

今回は天気が

良くて助かっ

たのですが、

霧であれば確

実に道に迷っ

て遭難してい

たかもしれま

せん、   

（裏側から見る岩手山） 

地形が複雑で谷が入り組んでいるため、ともす

ると谷に入りこみ出られなくなってしまいます。 

また、小屋が新しく瀟洒な小屋で快適に過ごす

ことができました。積雪期には網張温泉スキー場

から三石岳へのツアーコースは道標も完備され

ていて、初心者でも安心して雪山の醍醐味を味わ

えるコースで、途中の避難小屋には豪華な薪スト

ーブが設置されていて、再度訪れたい気持ちにさ

せられます。 

今回のフィナーレは網張温泉スキー場へ滑り

込んで、温泉施設でゆっくり入浴して帰京の途に

つきました。 

夏場はこのスキー場のリフトも営業されてい

て、リフトトップから日本百名山でもある岩手山

への登山が可能で多くの登山客が訪れます。そし

て南八幡平の裏側から見る「岩手山」は荒々しく

一度登ってみたいという気持ちを掻き立ててく

れます。 

2020 年オリンピックに必要か 

2020 年東京オリンピック開催年となります。

今回のオリンピックにおいてクライミングが公

式種目となりました。日本オリンピック協会では

メダルが取れるかどうかがすべての世界なんで

す。 

そしてクライミングは有力なメダルを取れる

種目だとのことで、多方面から期待されています。

（友人のクライミング強化コーチの談） 

登山とクライミングは別物  

本来登山というのは登山愛好家の趣味だったの

ですが、この登山の一部であったクライミングが
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スポーツとして競技化されたものが今回公式種

目になったスポーツクライミングなんです。 

今は登山とは全く関係なく純粋にスポーツと

して認知されています。丁度スキーが元々は登山

のための道具だったものが、ゲレンデで気持ち良

く滑るためのものとして進化したのと似ていま

す。そしてクライミング種目としてはリードクラ

イミング（ロープをつけて登るもの）、スピード

クライミング(一定の高さの壁を落ちることなく

早く登り切るもの)、ボルダリング（大変難しい課

題の壁をロープなしで早く登り切るもの）の３種

目あり競い合います。 

このうちボルダリング種目では 5月 8日WC大

会が八王子でありました。残念ながら男女とも 2

位 3 位でした。そんなことで 2020 年のオリンピ

ックを楽しみにしている一人でもあります。（最

近はクライミングジムが各所にできていますの

で是非体験してみてください） 

共謀罪に利用させてはいけない  

さてそんなオリンピックなんですが、これが政

治に利用されていることに危惧をしているひと

りです。「2020 年オリンピックを開催するために

は共謀罪(テロ等準備罪)が必要だ」という理由で

「共謀罪」が審議されています。  

しかしこの共謀罪ではテロを防止できないこ

とが野党からの追及でわかってきました。そして

「国際条約（パレルモ条約）を締結するために法

制が必要だ」とも答弁しましたが、それもパレル

モ条約とは関係ないことが発覚しています。 

政府が共謀罪を成立させたい理由は現体制を

維持するための宝刀を持ちたいということなん

ですが、そのように言うと成立させることができ

ないので(過去 3 回法案が審議されたが廃案にな

るなどの歴史があります)いろいろともっともら

しい理由づけをしています、その理由づけに「オ

リンピック」が利用されています。 

そもそもこの理由づけには無理があり正当化

できないということなので野党の追及にも答弁

できなくなっています。最後は数の力で成立させ

るという、ストーリーだと思います。 

でも本当にこんなものができたら、「鍼灸マッ

サージを健康保険で」などと言えなくなる可能性

が出てきます。（本当かなー、と思われる方は沖

縄を見てください、県民の 80％が民意によって基

地建設に NO と言っているにもかかわらず、反対

派を犯罪者にして現実に逮捕されています） 

私の好きな自然や山々をこんな汚い政治に利

用しないで欲しいといいたいのです。 

共謀罪は誰のもの 

先日国会の「共謀罪」（テロ等準備罪）を審議

する場に京都大学教授・高山佳奈子氏が参考人と

して呼ばれて権力者の『共謀』も大企業の『共謀』

も処罰対象外、 相続税法も対象外で透けて見え

る『富裕層優遇』『監視対象』は下々の者だけ!

と述べています。 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51376

（現代ビジネス 4月 7日版） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politic

s/list/201704/CK2017042502000259.html 

(東京新聞 4 月 25日夕刊) つまり政権側の共

謀行為は罪にならず国民を監視して政権に不利

になるようなら共謀と認定するというものだと

いうのです。 

オリンピックを成功させるため、テロを防ぐた

め、といいながら中身は全く関係ない項目ばかり

が並んでいます、共謀を認定するためには行為を

行う前の段階で逮捕する、 

そのためには国民を監視して「何を考えている

か」を常に見張っていなければならず「プライバ

シー保護」ができないという指摘がありますが、

まず「共謀罪ありき」で審議が進んでいます、こ

れは政権側に存在している人以外はいつでも冤

罪で逮捕できる権限を与えることになるという

ことです。反対意見もあろうかと思いますが国会

傍聴をして自分の目と耳で確認してください。 
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事務局からのお知らせ 

筋麻痺・関節拘縮にチェックが入っていない同意書

は必ず返戻になってしまうのですか？保険者は傷

病名から判断してくれる事はないのでしょうか。 

 

 

 

新会員自己紹介 
 

雄倉 俊行 

 

2001 年から 2014 年まで営業職。2014 年日本鍼灸理療専門学校入学し 2016 年卒業 

（鍼灸あんま指圧師免許取得） 

 2014 年から整形外科勤務。2016 年から整形に加え訪問マッサージも始める。 

 訪問マッサージを始めるにあたり、療養費支給申請書などの事務手続きをどのようにす

るか悩み、整形外科での先輩である久保田先生にご相談させていただいたところ、こちら

の会をご紹介戴き入会いたしました。訪問患者を新規獲得するには紹介が一番だと思うの

で、周囲とコミュニケーション取りながら患者を増やしていきたいと思います。 

 

 

小林 昭 

 

清水郁夫先生の紹介で最近入会させていただきました江戸川区在住の小林昭です。申請

書を郵送しては、すぐにダメ出しの電話を受け、いまだにアタフタしております。平成 12

年頃から保険取扱いを開始して、当初は何とか患者様を治そうという意気込みだけでした

が、今は患者様と共に歩んでいこうという気持ちです。座右の銘は「基本がすべて」。宜し

くお願い致します。 

 

 

 

  

申請書の締め切りは毎月３日です。 
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Ｑ：「申請書・同意書から筋麻痺・関節拘縮等のマッサージの対象症状があるか分かりませ

ん。筋麻痺・関節拘縮等がない場合はマッサージの保険給付の対象外となりますのでいま

一度ご確認ください。」という理由で、新規のマッサージ申請書が『全国健康保険協会東京

支部』より返戻になりました。 

 

Ａ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 29年度の会員名簿をご希望の方は、事務局までご連絡ください。尚、この名簿は掲

載希望者にのみ配布しておりますので、あらかじめご了承ください。」 

・申請書の提出を見合わせる場合は事務局に連絡いただけると助かります。３日〆切までに申請書が到

着しないと、郵便事故の心配があるためご提出の有無を伺うことになります。お忙しい中お手数を省く

ためにも、ぜひ事前に教えていただければと思います。 

・土・日・祝日は普通郵便はストップします。提出期限に土日祝がからむ場合は速達でお送りください。 

・先生方の仕事が休みの間でも、申請書に関しての連絡をさせていただくことがあります。ご対応をよ

ろしくお願いいたします。 
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申請書ソフト バージョンアップのご案内(R3.41) 再掲    
現在御使用中のソフトは、Ｈ2９年 6月初めを持って使用できなくなります。 

5月中に必ずバージョンアップをお願いします 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ バージョンアップは、Ｈ29年度の会費納入済の場合に摘要させていただきます。 

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 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」を入れて送付します。(5 月中旬発送予定)。 

 

(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、事務局まで。 

 

(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。 

※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。 

   （1 本の USB メモリで 2 ソフト分のバージョンアップができます） 

 

 

  バージョンアップに伴い、機能改善を図ります。 

  ・マッサージの変形徒手の有無、日付ごとに指定 

  ・往療明細画面で「出発地」の検索機能 

  ・同意医師の繰り上げ機能（3 か月/1 か月） 

  ・施術年月自動入力機能 

  ・利用期間の延長  

（詳細は添付資料にてご確認ください） 

インターネットサーバを新しくしました。（性能向上及びセキュリティの向上の為） 

このため、インターネットでのダウンロードができない場合があります。 

 → 今回のバージョンアップはＵＳＢメモリでお願いします。 

  （バージョンアップ後は、インターネットでも可能になります） 

5 月からＨＰのパスワードを変更しました。 

  新パスワードは別紙またはメールにてお知らせしています。 
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平成 29年 5月                平成 29 年 6月 

1 月   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 木  

2 火  2 金  

3 水 憲法記念日 3 土  

4 木 みどりの日 4 日 ケアマネ部会（10:30～12:30） 

5 金 こどもの日 5 月  

6 土  申請業務 6 火  申請業務 

7 日  7 水  

8 月  8 木  

9 火  9 金  

10 水 事務局通信投稿〆切 10 土  

11 木  11 日 国民の会総会（森ノ宮医療学園） 

在宅ｹｱ部研修会（13:30～16:30） 

井上美幸講師（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 

12 金  12 月 事務局会議（13:00～14:00） 

13 土  13 火 事務局通信投稿〆切 

14 日 治療院開設委員会（13:30～15:30） 14 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

15 月 事務局会議（13:00～14:00） 15 木 「国民の会」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」住之江鍼灸院 18 日 NPO 医療を考える会（神代植物園） 

19 金  19 月  

20 土  20 火  

21 日  21 水  

22 月  22 木  

23 火  23 金  

24 水  24 土  

25 木  25 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

理事会（13:30～16:30）予定 

26 金  26 月  

27 土  27 火 支給明細などの発送 

28 日 理事会（11:00～12:30） 

定期総会（ﾎﾃﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿） 

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    

 


