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署名運動の協力者を多くの団体、都道府県に広げよう 

代表理事 高橋 養藏 

 

6月 11日（日）「国民の会」の総会は、これまでと違って、治

療コーナー、二人の歌手を迎えた演奏会、間に総会を行いまし

た。 

京都から、会を結成して 40年以上経つ患者会の会員、兵庫県

から東洋医学の勉強会を 20年以上続けている会員の皆さん、地

元大阪の会員の皆さん、そして治療コーナーに協力してくれた、

若い治療家の皆さんを含めると 50 名の参加者で行われました。

参加者から、総会の時間が少ないのが少し気になったという感 

想もありましたが盛会でした。 

 

総会では、東京から提案していた会の活動をささえる財政がないと発展しないと議論されてきた会費制が承認

されました。入会金個人 500円、団体 5000 円。年会費個人 500 円、団体会費一口 1000 円（5口 5000 円を目標）

が承認されました。会の活動を一歩前進させる財政的な裏付けが出来ました。 

「国民の会」の今年度の活動目標は、 

① 署名到達目標 累計 5万筆を目指す。 

② 組織拡大目標 個人会員 200 名・団体加盟 30件への拡大を目指す。 

③ 支部結成目標 京都・大阪・奈良など 10支部以上の結成を目指す。 

④ 広報活動目標 機関紙、会報の定期発行、HP の充実、マスコミ対策の充実、MBS 放送「憤怒本舗」への出演

依頼を実現する。 

⑤ 組織活動目標 月一回の連絡を実施、機関紙を隔月で発行。 

⑥ 学習活動方向 定期的な開催をめざす。 

 

上記の活動目標も確認され、役員には東京から引き続き副会長として、山西俊夫、高橋養蔵が選出されました。

今年度も皆さんの御協力よろしくお願いします。 
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健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 

第 4 回定期総会 報告         報告者 清水一雄 

日時：平成 29 年 6 月 11 日（日）11 時～15 時     

会場：森ノ宮医療学園専門学校 アネックス校舎 4 階大教室（大阪市東成区中本 2-5-41） 

総会出席者： 48 名 （前回 19 名） 

一般社団法人・鍼灸マッサージ師会から 

代表理事 高橋養藏（「国民の会副会長」）事務局長 清水一雄 

NPO 法人医療を考える会から 

副理事長  山口充子 

 

【山村博文会長挨拶】 

整形外科での治療を受けたが成果がでなかった。鍼灸治療は即効性ないが時間をかけて効いてくるので、

鍼灸治療が健康保険証一枚で出来るようになって欲しい。 

自衛隊法 130 条（医療等に従事する者の範囲）が変わる予定があり、北朝鮮が核実験を行う情報があり

平和を危惧する話をされた。 

【議員来賓】 

・日本維新の会 石井あきら参議院議員秘書 吉田氏 

 私は腰痛持ちで両親も足腰の痛みで治療をしている。健康のことなので患者としては、「あはき」 

が健康保険でかかれるようにして欲しい。 

・日本共産党 井上浩大阪市議会議員  

 私自身が鍼灸師で祖母は均整矯正術を編み出した井上なかこで、均整矯正術は祖父が継いで父は 

継がずに精神科医になりました。均整矯正術の理論は身体が歪むから病になる。医師がさじを投げ 

たのを東洋医学がサポートする。バランスの問題でどちらも良いものがある。予防が重要であり、 

バランスをとっていくのがこれからは大切です。 

【祝電】 

やまだ賢司衆議院議員（自民党）、大串まさき衆議院議員（自民党）、中野ひろまさ衆議院議員（公明党）・

こやり隆史参議院議員（自民党）、片山さつき参議院議員（自民党）、井上哲士参議院議員（共産党）、桜井 充

参議院議員（民進党）、福山 哲郎参議院議員（民進党）、室井邦彦参議院議員（日本維新の会）、浅田均参議

院議員（日本維新の会）、田名部匡代参議院議員（民進党）・辻康裕氏（日本維新の会） 

【決定及び報告事項】 

①2016 年度第 4 回総会 活動報告、会計報告 2017 年度活動方針、予算案、役員選出においては資料通

り承認される。 

 ②全国での署名数は 37,501 筆（2017 年 6 月現在） 

 ③会則第 8条（入会金及び年会費）の改定案 

  ・今まで会費は入会時のみ徴収することになっていたが、財政逼迫で活動に支障きたす問題があり、毎

年会費を徴収することになる。 

入会時：個人 500円、団体 5,000円 

2年目以降：個人 1口 500 円/年、団体 1口 1,000円/年（個人団体とも 1口以上） 

④支部結成目標  現在兵庫県のみで支部化されているが、大阪でも考えている。 
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  拠点となるものを作る必要があり、各地で支部を増やしたい。 

 ⑤2017 年度役員体制において山村博文会長他は資料通りで、当会からは 高橋養藏代表理事と NPO 医療

を考える会山西俊夫理事長が副会長に選任される。 

 ⑥平成 30 年に「あはき」が受領委任払い決定にあたって、厚労省本位に決められるのではなく、自分達

の考えを打ち出す必要がある。 

【会場から出された声】 

①100 万署名を加速させるための提案 

 署名による国民の声を高めていく必要があり提案します。 

 関西限定のテレビ番組を利用する。夕方のニュース番組 MBS の「VOICE」なる番組の中の「憤懣本舗」

というコーナー（日頃の不満や怒り）に出演する。 

②一般社団法人鍼灸マッサージ師会等東京での署名活動について報告する。 

 現在署名総数では三分の一が東京であり、トップを走っているが年数を経るにつれ意識が薄れ 

る問題がある。治療ボランティア活動は署名を集めやすいので頑張ろうコールをする。 

【私の感想】 

今回の総会は今までと趣向が違い総会終了後、鍼灸マッサージの体

験コーナーと長野たかし、森川あや子演奏会を行った。長野たかし氏

の叔父は鍼灸治療法「長野式治療」の創始者長野潔先生です。プロ歌

手の音域の広さはさすがで生のコンサートは良かったです。 

鍼灸マッサージの体験コーナーでは兵庫の森井さんから身体を診

て欲しいと言われ、施術していたらボランティア治療の方々が取り囲

むようにして見ておられ、技の披露はとても意味があり、刺激は良い

なと実感しました。一般の人にも体験していただく場としては「あは 

き」を知っていただくのにとても有意義でした。 

 

 

伝統手技療法部会のお知らせ  伝統手技療法専門部会 部長 清水鏡晴 

研修会の前に伝統手技の部会を開きます。部員はご参加をお願い致します。 

日時：7 月 30 日（日）  場所：千駄ヶ谷社教館   時間：10:00～12:00 

内容  １．午後からの研修会のあらまし 

    ２．次回・平成 30年 1 月 23 日（日）の開催内容の件 

 

※ 鍼灸マッサージ師会の会員の皆さまへ、「会員専用サイト」を立ち上げました。 

この部会に伝統手技療法への要望、手技内容の希望などありましたら、ぜひ「会員サイト」に登録

戴いてご意見賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 事務局またはきょうせいあてに（kyosei1017@gmail.com)  メールをください。 

招待メールお送りします。 

 

mailto:事務局またはきょうせいあてに（kyosei1017@gmail.com)
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在宅ケア研修会 報告 

認知症予防のリハビリ・症状と対策 

 

鈴木 淑惠 

 在宅ケア部による６月の研修会は、講師、恒例の井上美幸先生（理学療法士）

による「在宅でできる転倒予防と MCI（軽度認知症）予防の運動療法」が行われ

ました。  

 厚生労働省は、認知症とその予備軍とされる MCI の人口は 862 万人存在する

と発表しています。 

驚くべきことにこれは 65 歳以上の 4 人に 1 人です。以外に思われるかもしれま

せんが認知症や MCI はとても身近なのです。 

（井上美幸 講師）    

 

1)転倒予防のための老年期医学 

高齢者の転倒に関する研究は世界中で行われていますが,転倒に関連する大きな原因は次のようなものが報告

されています。 

加齢（特に 80 歳以上）・女性が多い・脳梗塞などによる移動障害・麻痺・バランス能力の低下・下肢筋力低下・

歩行能力の低下・歩幅の低下・薬の弊害・パーキンソン病などの疾病があげられます。 

★ 転倒予防につながる歩行のメカニズムとは歩行中の蹴りだす力とバランスが要。 

 ★ 歩くための１連の動作は、脚の筋肉がつくりだす。 

 ★ 中高年の「歩ける」「歩く」という行為は、老化を防止し、健康で快適な生活を守るという、とても重要

なことでもあります。 

 ★ 自宅でもできる、フットケア・フットマッサージ・爪切が大切です。   

 ★ 転びやすい人は、足病を抱えていることが多いという事実です。 

 

2）老化の医学最近の知見、フレイル・ロコモティブシンドローム・サルコペニア 

フレイル・加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）

が低下。適切な介入支援により、生活機能の維持

向上が可能な状態。 

ロコモティブシンドローム・移動機能の低下（歩行障害）・生 

活活動制限・社会参加活動制限＝要介護の状態。 

サルコペニア・骨格筋や筋肉が何らかの理由で減少すること 

を「サルコペニア」と呼んでいます。筋肉は、腕， 

足、胸筋、腹筋、だけではありません。体幹の筋 

肉、食べ物を飲み込む嚥下筋、呼吸筋もあります。 

サルコペニアが進行すれば歩けなくなって寝たき 

りになったり、呼吸器障害を起こしてしまうのです。 
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3）認知症・軽度認知障害（MCI）の疫学 

 MCI とは、認知機能（記憶、決定、理由ずけ、実行など）のうち 1 つの機能に問題が生じてはいます 

が、日常生活には支障がない状態のことです。 

予防・日本人の認知症の約 60％を占めるアルツハイマー型認知症患者では、実際にアセチルコリンの減 

少が確認されている。特に高齢者は加齢に伴い、体内のアセチルコリンが減少するため、コリンを十分 

に摂取することが必要になってくる。神経伝達物質の材料となるもので、不足すると記憶障害、認知機 

能低下の原因になることが知られており、近年大変注目されています。 

 

日常生活に影響が出ている状態を「認知症」というが、過半を占めるアルツハイマー型認知症の原因 

の一つは、アセチルコリンの減少だと言われています。コリンを摂取することで、体内でアセチルコリンに変換

されることが分かつているため、機能の維持に効果があると考えられています。 

人の身体の組織の中でも、コリン含量が脳に最も多いことからも、脳に影響を与える物質だということが分か

ってきました。コリンを豊富に含む代表的な食品として、ミルク、レバー、タマゴ、ピーナツ、ナッツ，納豆、

大豆、等。あるいは、ゴミタンパクの一種であるアミロイドβタンパクが脳内にたまると、脳血管性認知症にな

る可能性もでてきます。ですから、糖・塩・油・酒の摂りすぎに気をつけ予防してください。 

 

4）運動プログラムと効果 

 脳を活性化させる手の運動・グーパー運動-・絵を書く・陶芸・楽器・文字を書く・楽しみながらやる 

（前頭葉がフル活動）脳は鍛えれば活性化・認知症予防に有効。 

 認知症予防には有酸素運動により、海馬の細胞から活性化ホルモンが分泌されて、脳細胞の減少を食い止める

ことができるといわれています。 

 

（追記） 

井上先生、今回も熱心な講義や実技指導ありがと

うございました。 

参加者 22 名。皆さまお忙しい中ご参加ありがとう

ございました。 

また、御協力くださいました方々ありがとうござ

いました。 

アンケート抜粋・・・臨床に役立つ、次回もお願い

いたします。好評でした。   以上 

 

 

 

（当日は好天に恵まれた為、室内は冷房の効きが今一つでしたが、参加者は熱心に受講されました） 
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季節の疾病対策（その七） 

初夏の口眼か斜 

（眼瞼下垂、口曲り） 
2017，6、13 学術部 荒木文雄 

 

春が過ぎて初夏を迎える、この時季、意外と目に

つくのがこの症状の人です。街路や電車の中などで

散見します。 

人間は 20 才を過ぎると体の左右のバランスが崩

れてきて、左右で強弱出てきますが、口眼過斜は

個々人の体質のよって、左右どちらかに出現しやす

いようです。 

 病因は精神的、肉体的ストレスや食事、内臓不調、

漢方の内因、外因とあるようですが不明な点が多い

ものです。 

症状としては眼瞼下垂だけの人や口曲がりだけ

の人、または両方の症状が出現した人等と様々です

が、治療して早く治癒するのは目の方です。 

 治療順位としては目の方より治療開始します。口

のほうは時間がかかりますので、患者にその旨、説

明しておきます。 

 ≪治療方法≫ 基

本的に顔面麻痺の治

療と同様ですが、発病

後年月が長い人は時

間がかかります。特に口曲がりの人はそれなりに治

るまで長くかかりますが、眼瞼下垂の人は早いよう

です。 

最も早い人は2回の治療で治った人もいたくらい

です。（左眼瞼下垂）この場合、初回に両手全指を

刺絡後、左眼の周囲の反応点に刺鍼したところを棒

灸で 3 回繰り返して施灸しました。 

 2 回目は両足全指刺絡後 1 回目同様、刺絡後棒灸

で 1回目と同様に施術をして陥谷穴に灸を 1壮した

ところ、3 回目の来院時には見事に正常な右目と同

様に回復していました。 

 口曲がりの場合は健側に引かれているので、反対

側の患側より治療します。 

顔面の反応点に刺鍼後に棒灸を行い、その後、曲

池穴と合谷穴に鍼、瀉法で強刺激を 3 回行い、ひび

きを患者に確認します。 

 週2回の治療で3～4ヶ月は必要な時があります。 

 《治療穴》太衝、陽陵泉、三陰交、陥谷穴（灸）

足三里、関元、合谷、曲池、承泣、四白、地倉、 

太陽、百会、緊縮、命門、両手全井穴、両足全井穴。 

● 眼瞼下垂は胃経を注視して、口曲がりは 

大腸経の反応穴を重視するとよいようです。 
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コーヒーブレイク 2017/07 

            橋本 利治 

信仰の山 子持山 

 関越道を水上に向かって走っていると右手に

赤城山、正面に谷川連峰がかっこよく見えてきま

す。わたしはいつも谷川連峰に見とれてついつい

見るのを忘れている山があります。 

左側にそう高くはない山なのですが山頂の近

くに垂直に切れ込む断崖を持つ山です。そうなん

です、それが、子持山大黒岩といわれているとこ

ろなんです。 

子持山の標高は 1296ｍです。山頂は一方に開け

ていて赤城山、日光白根山などが見渡せます。今

回の主人公はその手前にある大黒岩なんです。別

名獅子岩とも言われていて地元の登山家の間で

は有名なところです。 

地元の方は谷川岳一ノ倉沢の急峻な岩場を登

るためにこの岩場で練習したとのことです。その

後スポーツクライミングの隆盛で訪れる登山者

も少なくなったといわれています。 

しかし最近室内ジムのクライミングにつかれ

た人たちがここを訪れるようになったとか・・・。 

（子持山） 

それでわたしもどんなところだろうと思ってい

ました。 

赤城インターを降りて 17 号線に向かいます。

そして 17 号線の「井熊北」の信号を山手の方に

登っていくと「子持神社」があります。 

ここの駐車場に車を止めて、子持山に向かって

登山道を登ること 1時間、樹林の中に垂直の堂々

たる岩壁が見えてきます。 

基部に立つと垂直に切り立っていて「こんなと

ころ登れるわけがない」と思ってしまいます。(写

真参照）それでも岩の弱点を見つけて登ることが

できるのです。わたしは登ったのですが散々な目

にあいました。 

そして終了点は 360度の展望、心行くまで楽し

みました。 

コロンビアの反政府ゲリラ武装解除 

 7/5 朝日新聞朝刊(国際欄)にキューバが元ゲリ

ラの兵士 1000 人を医学生として受け入れる、と

いう記事が掲載されました。 

日本では都議会議員選挙で自民党が大敗北し

小池都知事の「都民ファーストの会」が躍進しま

した。 

わたしはそんなにうれしくはありません。小池

都知事は自民党員だったし(選挙期間中は党員、

終了後自民党から正式に離党)憲法改正論者であ

るので、大阪維新の会と同様第 2自民党の疑いが

残っているからなんです。 

その後のインタビューでも国政と切り離して

都政に専念するとコメントを出していますので

憲法改正に関してはグレーゾーンのままです。 

そして国政では森友、加計問題で情報の隠ぺい

は続いたまま、報道機関のアンケートでも大多数

の国民は政府の説明に納得していないと出てい

ます。 

このまま 7/11 日に「共謀罪」が施行され、秋

の臨時国会で憲法改正草案が提出され、自衛隊の

憲法規定「加憲」といいながら実は憲法改正草案

ではなく「緊急事態条項」の創設が知らない間に
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挿入されて、知らない間に戦争に突入（現代の戦

争はそのようにはならず、尖閣諸島、南西諸島な

どの局地戦ではないかとわたしは思っています

が・・・）このようなことばかり目につく私です

が、6/29 朝日新聞で上記の見出しで記事があり、

明るいニュースなので目に留まりました。 

       （大黒岩） 

もう 40 年も前の話なので公にしても問題ない

と思うのですが、私が 20 代のころヒマラヤ遠征

が終わって私は現地にとどまり、陸路アジアハイ

ウェイを通りストックホルムに 10 か月滞在した

ことがありました。 

実はその時、お金もないアジアの小国から来た

わたしを、憐れんでかどうかわたしを私室に寝泊

まりさせてくれた女性がこのゲリラの一員だっ

たようです。 

一歩間違えば今頃は「コロンビア革命軍日本人

義勇軍兵士」としてコロンビアに渡っていたかも

しれないと思うと他人ごとではないように感じ

ます。 

その時彼女が(スペイン語、日本語しか話せな

い 2 人でしたが)日本は社会主義か資本主義かと

聞いてくるので、「資本主義だ」と答えると、激

怒して「なぜ社会主義にしないのだ」と聞いてき

ます、 

「資本主義は悪い」「われわれはコロンビアで

社会主義にするために戦っている、貧しい国民に

はなかなか理解してもらえないので漫画でマル

クスの資本論を書いて出版を考えている。そのよ

うにして貧しい人々を助けたいのだ」と言ってい

たのが印象的でした。 

その翌日彼女の部屋に 10 人ぐらいの男女が集

まって会議が開かれていたようですが中身につ

いては理解できませんでした。 

（もしスペイン語が理解できていたら・・・） 

しかし彼らが真剣に自分の国について考え行

動を起こしていた（良し悪しは別として）のを肌

で感じたのでした。今回の記事でそのようなこと

を思い出しました。 

6/29日の記事によると国連、キューバなどの和

平調停によりサントス大統領は革命軍を政治団

体と認め国会に優先的に議席を設け提案を受け

入れる、そして兵士は国連の証明書があると罰を

受けないなどの処置だといいます。 

この「和平合意」によりサントス大統領は昨年

ノーベル平和賞を受賞しました。この記者は元兵

士にインタビューし、「十数年肌身放さず持って

いた銃を手放すのは寂しいが、今までけが人など

を見ていたので新たに医学生として再出発した

い」などと未来を語っていたと言います。 

そして7/5日の記事ではキューバが医学生1000

人を受け入れるとのことでした。（キューバの医

療事情については一昨年鍼灸師会の高橋代表理

事と武井理事がキューバへ医療交流をしたのを

参照されたい） 

そして記事では「キューバ国内では経済状況が

苦しいのに外国人を受け入れることに不満」も出

ているとのこと、しかし政府は「発展途上の国々

に教育、医療の支援をするのはキューバの理念だ」

とコメントしています。 

米英をはじめとする一国主義に対して貧しく

ても国家の理想を掲げ続けられるというのはす
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ごいなあーと感心します。 

今回コロンビアの内戦を和平にこぎつけそし

て双方が望まない戦争を終結させることができ

て今後の国際紛争や内戦終結のモデルになるこ

とを切に願いたいですね。コロンビアの今後を楽

しみに見守っていきたいと思います。 

http://www.asahi.com/articles/ASK6X6FXJK6XU

HBI02Y.html 

朝日新聞 2017/6/29版 武装解除 

http://www.asahi.com/international/reuters/

CRWKBN1600HM.html 

朝日新聞 2017/2/21版 サントス大統領 

http://www.asahi.com/articles/DA3S13019282.

html 

朝日新聞 2017/7/5版 キューバ受け入れ 

スクラップ 

★診療報酬審査にＡＩ(朝日新聞 7/5版) 

厚生労働省は 4日診療報酬の請求を審査する特別

民間法人「社会保険診療報酬支払基金」(支払基

金)の業務合理化策を発表した。 

2022年度までに審査の9割をコンピューターに

担わせ、国民が支払う健康保険料から賄っている

年 800億円の運営費を減らす。 

支払基金はいま医療機関から診療報酬の請求

を受けると、コンピューターによる事前チェック

を経て、職員や医師らが明細書(レセプト)を審査

している。 

これを、人工知能（ＡＩ）を活用して大半をコ

ンピューターだけの審査にする。コンピューター

だけで対応しきれない一部審査は職員らが担う

が、24年度までに新規採用の抑制などで現在の職

員数の 2割にあたる 800人を減らす。 

 

★介護に成功報酬 拭えぬ違和感 

（朝日新聞 6/10版オピニオン＆フォーラム） 

介護福祉士 井手隆久(神奈川 66) 

政府は、介護サービス利用者の要介護度を改善

させた事業者に対する報酬を手厚くする方針を

示しました。 

「車いすの生活」→「歩行訓練」→「杖を使え

ば自力歩行可」という図が自立支援のイメージと

して示されています。 

しかし、現場の実感から言えば「絵に描いた餅」。

いかなる理由で要介護状態になったのかは千差

万別なのに、一律のイメージを示すのは現実的で

はありません。 

「人間の成長神話」という観点ばかりでお年寄

りを見ると、本人は追い詰められる一方ではない

でしょうか。 

介護というのは、死に向かうまでの「ソフトラ

ンディング」の時間を提供している面もあり、介

護の質が高くても要介護度が改善しないことは

あります。 

「ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事

態に耐えうる力」を書いた帚木蓬生（ﾊﾊｷｷﾞ・ﾎｳｾ

ｲ）さんは言います。 

「医師に求められるのはすぐには治せないこ

とを受け入れて、患者が歩む長い道のりに連れ添

うこと」（5/28 読書面）だ、と。簡単には解決で

きない多くのことに、介護に携わる私たちも日々

直面しています。 

お説ごもっともなイメージ図に現場は苦しめ

られるのだろうなあと思います。 

関連記事 

朝日新聞 6/21 

介護状態改善の自治体を優遇 

http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sites

earch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B

7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5

%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%

BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E

9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7

%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%

B4%A2 

(特集記事なのでデジタル版でご確認ください) 

http://www.asahi.com/articles/ASK6X6FXJK6XUHBI02Y.html
http://www.asahi.com/articles/ASK6X6FXJK6XUHBI02Y.html
http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKBN1600HM.html
http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKBN1600HM.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S13019282.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S13019282.html
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%92%E5%84%AA%E9%81%87&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
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伝統医療を活用する健康保険制度へ改善を 
「e－クリニック」の岡本裕医師が、著書「薬

をやめれば病気は治る」の中で次のようにいって

います。「日本の医療は残念ながら偏っています。 

すなわち西洋医学一辺倒なのです。ところが、

私はこの目で何度も確かめに行きましたが、中国

や台湾はもちろん、韓国、ベトナムだけでなく、

アメリカやオーストラリア、ドイツなどの先進国

でさえ、いまや積極的に東洋医学の考え方を取り

入れているのです。 

日本のように、東洋医学の考え方がこれほど無

視され続けている国は、世界を見渡してみてもあ

まり例がないのです。 

治療の選択肢が増えれば増えるほど、いいとこ

取りをすればいいわけですから、東洋医学の考え

も日本の医療に組み入れたほうが断然得になる

ことは明らかなのです。」これは活躍する現役の

医師の見解です。 

 医学、医療の制度から、自国の伝統医療である

東洋医学を排斥する日本の医療の実態は、世界的

にみても異常なのです。 

明治政府による東洋医学排斥から 150年、東洋

医学排除の医療行政が変わらなければならない

時代です。 

漢方やはり灸、あん摩・マッサージ・指圧治療

も、国民それぞれの意志で受診出来る健康保険制

度へ、まず、伝統医療にもとづく治療を行う資格

を持っている者が改善の対策を明らかにするこ

とが必要と思います。 

東洋医学排斥の医療制度を正すべきことを、繰

り返し明らかにして、国民の理解を広げていきま

しょう。 

以下、医業類似行為通知の廃止、はり灸、あん

摩・マッサージ・指圧療養費支給要件改善につき

要望案を提案いたします。みなさまのご意見をお

寄せください      

2017年 7月 10日 久下 勝通 

 

   伝統医療活用のため健康保険制度改善の要望書 

 高齢化社会の医療充実のため伝統医療の活用を 

 高齢化社会がすすみ高齢者の健康はますます重要な問題となっています。 

日本生活習慣病予防協会の発表によると、平成 26 年度の高血圧患者数は 1,010 万 800 人、平成 25

年度年間の医療費は 1兆 8,890億円であり、糖尿病患者数は 950万人、年間医療費は 1兆 2,076億円、 

さらに、心筋梗塞など脳血管疾患患者数は 172 万 9,000 人 、年間の医療費は 1 兆 7,730 億円など、

慢性疾患患者の増加と医療費の増加が明らかにされています。新しい薬、新しい手術が医療費を押し

あげ、42兆円にもなる国民の医療費負担は、高齢化社会の不安材料となっています。 

このような高齢化社会の医療を考え、病気の予防の重要性が指摘されています。 

 東洋医療は本来、身体に備わった健康回復力、自然治癒力の強化により病状の改善を図る医療です。

漢方薬、はり・灸治療、手技療法をもって対応する日本の伝統医療は、千年、千五百年という歴史の 

なかで試されてきた医療です。病気の予防を考えるときは、まず、活用が考えられるべき医療です。 

 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障害、さらには、心の病などの改善に

東洋医療の積極的な活用が望まれます。 



11 

 

医業類似行為についての厚生労働省通知の廃止を 

東洋医療の活用のために、医業類似行為についての厚生労働省通知の廃止を要望します。 

伝統医療を医業とすることを法により認められた、鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師の治療を、

健康保険で給付する医療として認め、患者が必要とする場合は、健康保険により鍼灸師、あん摩・マッ

サージ・指圧師の治療を受けられるように改善要望いたします。 

 厚生労働省は通知において、はり・灸治療やあん摩・マッサージ・指圧治療を医業類似行為だとし、

健康保険により給付する医療と認めていません。しかし、これは、法律を無視する見解です。 

 鍼灸師及びあん摩・マッサージ・指圧師は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する

法律」において、許された範囲で医業を行うことを認められた資格者です。 

 医業類似行為とは、法律にもとづく医療行為を行う資格がないものの行為であり、医業類似行為は禁

止されているのです。医業類似行為についての厚生労働省通知、(平成三年六月二八日)(医事第五八号)

などにおいて、あん摩マッサージ指圧、はり、灸及び柔道整復など、法律にもとづく有資格者の行為を

医業類似行為というのは、法律を無視する間違った見解です。法律にもとづき、医療行為を業とする資

格のないものが行う行為が医業類似行為であり、医業類似行為は禁止されています。 

医業類似行為についての厚生労働省通知は、西洋医学で理解できない伝統医学を非科学的であるとし

て医療制度から排斥した、明治政府以来の医療行政の考え方に基づくものではないでしょうか。 

しかし、昭和 22 年 12 月 20 日（法律 217 号）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関す

る法律が制定されて以後、あん摩マッサージ指圧師およびはり師、きゅう師を医業類似行為とするのは

明らかな誤りです。はり師、きゆう師、あん摩・マッサージ・指圧師の治療を医業類似行為とする厚生

労働省通知の廃止を要望いたします。 

伝統医療活用のため健康保険 87 条（療養費）の改善の要望 

 東洋医療の活用のための制度改善の第一歩として、健康保険法 87条の改正を要望いたします。 

健康保険法は「疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定

と福祉の向上に寄与することを目的」としており、国民の大きな負担により運用されています。 

この保険給付をすすめるうえで重要な問題は、患者の医療選択の権利の尊重であり、医療を選ぶのは

患者です。この立場から、健康保険 87条（療養費）の改善、や 63条（療養の給付）改善、さらに日本

の伝統医療の正しい再評価に基づき、医療教育、医療制度全般の改善が望まれます。 

このような改善の第一歩として、健康保険 87条（療養費）の改善について要望します。 

87条は、はり・灸治療、あん摩・マッサージ・指圧治療の療養費の支給要件を示す条文とされており、

療養費の支給は保険者が「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」または「療養費の支給

がやむを得ないものと認めるとき」とされています。 

しかし、この条文は、どの様な場合に療養費が支給されるのか、どのような場合に鍼灸師、あん摩マ

ッサージ指圧師の治療を利用できるのか、国民が判断できる条文ではありません。 

患者が必要とする場合に、患者の判断により、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を選べるよう

に、87条（療養費）の改善を要望いたします。改善の要点は、はり・灸治療は疼痛改善の治療として、

患者の判断で治療を受けられるようにする、また、あん摩・マッサージ・指圧治療は、身体機能改善の
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治療として、患者の判断で治療を受けられるようにする、ということであり、患者の権利の尊重という

立場から当然の改善と考えます。 

健康保険法 87条の改正の要旨 

１） ①疼痛を発症する疾患の治療としてはり・灸治療を受けた場合は、はり・灸療養費を支給する。

②はり・灸治療を受ける場合には、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

医師は診断書の発行に協力する。 

２） ①麻痺や関節拘縮など身体機能改善のためあん摩マッサージ指圧治療を受けた場合は、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師の治療を受ける場合には、身体機

能の障害を示す医師の診断書を提出する。③医師は診断書の発行に協力する。 

伝統医療活用のための厚生労働省通知改善への要望 

 東洋医療の活用のための制度改善の第一歩として、健康保険法 87条の改正が必要と考えますが、厚

生労働省通知の変更により改善可能な問題でもあり、法改正を待たずに、即刻の改善を要望いたします。 

厚生労働省通知改善への要望 

１ 医業類似行為についての通知を廃止する。 

２ これまでの療養費支給に関する通知を廃止し、はり・灸療養費及び、あん摩マッサージ指圧療養費

支給について、新しい通知を出す。 

３ はり・きゅう療養費の支給の新たな通知についての要望 

① 疼痛改善のための治療として、はり・灸治療を受けた場合ははり・灸療養費を支給する。 

② はり・灸療養費の申請には、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

後遺症など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。 

はり、灸治療は、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。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・灸治療を必要とする場合は、はり・灸療

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についての厚生労働省通知の改善を要

望致します。 

４ 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、関節拘縮等改善など身体機能改善の治療として、あん摩マッサージ指圧師の治療を受け

た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、関節拘縮などの身体機能障害の発症について

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。 

 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

など身体機能の障害の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、身体機能障害の治療について、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、上記の支給要件の厚生労働省通知の改善を

要望します。 
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事務局からのお知らせ 

厚労省は代理受領委任払いを認めているのに、

保険者はなぜ償還払いを勧めてくるのでしょう

か？ 

申請書締め切りは毎月３日です 

 

 

 

 

 

Ｑ：新規患者さんの保険者から「代理受療委任払いの場合は事前登録が必要なので、ホームページを見

て手続きをして下さい」と言われました。ホームページを見ると、施術者と会の双方の登録が必要とな

っていて、10 種類以上の提出書類を求められています。 

保険者からは「償還払いであれば、すぐに受理いたします。」と言われました。ただし私（施術者）

は以前、償還払いで患者さんとのトラブルがあったため、何とか所属している会経由で、代理受療委任

払いにしてほしいと思っています。私は他の保険者からこのような申し入れをされたことは無いのです

が、なぜ煩雑な手順を踏まなければならないのでしょうか。 

 

Ａ：  
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秋田県後期高齢者医療広域連合との交渉について 

事務局長 清水一雄 

 

１．秋田県後期高齢者医療広域連合（保険者）の意図に関して 

この度の件で平成 29 年 3 月 16 日保険者に電話をし、その後 4 月 7 日にも話し合いました。平成 28

年 4 月 1 日から実施しているとのこと。不正問題は代理受領による一部負担金を徴収せず水増し請求等

の不正を防止するための手段として行われているが、受領委任ではなく代理受領レベルで会及び施術師

側は個人情報の開示と膨大な事務作業が要求される。 

また保険者も事務と書類管理が増え税金の無駄、かつ被保険者は受療機会が奪われてしまう大きな問

題に繋がりかねない。まったくもってポイント外れの対策で、患者を無視した「あはき医療」の排除の

表れと言わざるを得ない。 

  

２．秋田県と厚労省にも相談 

 問題を感じた時は電話一本でも問題提示することに意味があるので、患者の為になる保険者の施策で

あれば良いが、厚労省は代理受領を推進しているにかかわらず、支給基準を守らずに保険者独自の勝手

なことをするべきではないと保険者に抗議し、また秋田県健康福祉部長寿社会課・国保改革準備医療指

導室、厚労省高齢者医療課にも苦情相談として電話しました。 

 秋田県は事情を聞いてみると言っていたが指導は出来ない。厚労省は私の話を聞くだけで働きかけま

でに至らないようだった。 

 

３．不正防止は制度でやるべきである。 

医療側は節度をもって臨まなければならないのは言うまでもないことであり、不正防止は施術師側の

対策や医師の同意で行おうとする考えは誤りであり何の改善にもならない。主体は患者であり患者が知

らないところでやるのではなく、知るところで行うようにしなければならない。 

 

矛先は常に施術師側に向けられ厳しい規制をかけてくるわりに、保険者である秋田県後期高齢者医療

広域連合は何もしないのですか？と問いかけました。 

おっしゃりたいことは分かるのですが・・・。としか返答がないので、こちらから意見をしました。 

患者を主体として今回のような訳の分からないようなことをするのではなく、療養の給付及び療養費

の支給の明細を毎月患者に知らせることが第一ではないか。自ら何もせず他者にさせようとする考えで

は問題解決にはなりません、と保険者の過度な対応に苦言を呈しました。 
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平成 29年度第１回 伝統手技療法専門部主催・臨床塾講座 

日時：7 月 30 日（日曜） 

場所：千駄ヶ谷社教館・和室 

交通：JR「千駄ヶ谷駅」徒歩 5分 

時間：13:00～16:30 

講師：清水一雄先生 

内容：脊椎の変形徒手矯正術の実技講習 

 

 歪んだ脊椎, 変形性の脊椎, 安心安全の矯正術を実技指導！ 

 関節可動域の調整、脊椎の変形徒手矯正術、その他の手技療法 

今回の研修会では実際に患者さんに来て戴いて臨床指導を行います 

Ａさん：頚肩腕症候群（頸肩背筋の酷い凝り）で精神状態を狂わせるほどの辛い症状 

    難易度の高い疾患 

Ｂさん：腰痛、膝痛が慢性的で階段の上り下りが困難な状態・早く動けない疾患 

この部会のテーマは 

①実践で役立つ関節可動域から診た診断と治療 

②参加者には臨床体験を通し技の習得をする。 

ですが、臨床技術を上げて「保険なしでも食べていける治療家をめざそう！」が本意です。

ぜひ振るってのご参加お待ちしています。 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

中野郁雄先生より 

現在お年寄り相手にカラオケ指導をしておりますが、歌を歌っている方

は皆様大変お元気です。 

私は若い時にクラブ歌手をやっていた時期がありますが、声帯を傷めて

一時期全く声が出なくなりました。 

数年かかって声は取り戻しましたが、元の声ではなく、音域も狭くなり

ました。昔は数 10曲歌っても喉が疲れることはありませんでしたが、今は 10曲も歌うと声がかすれて

しまいます。 

現在はお年寄りの中に咳が出て止まらないとか、声がかすれて出にくいとかの人に鍼を打ってあげて

います。 

今までに 20名ほどの人に施術して 100％の効果があります。 

〈ツボ〉内関・尺沢・狭白・天突が基本で、人により多少 1か所 2か所増やす場合があります。 

打った後、直後から声が変わります。小生の口鍼（話術）の効果もありますが、我ながら驚きの結果で

す。置鍼はしません。 

 

＊中野先生の歌が入っている「レッスン用の CD」をいただきました。ご興味のある方は事務局まで

ご連絡ください。 

 

 

 

＊平成 29 年度の会員名簿が出来上がりました。新入会員にはもれなくお送りしますが、

他の会員は申し込み制とさせて頂きます。ご希望の方は事務局までご連絡お願いします。 

 

（注）最近保険者から施術者に対し、直接電話があったり、申請書が返戻される事例が多

くなりました。施術者に直接電話や返戻等があった場合は、当会事務局まで必ずご連絡を

お願い致します。 
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平成 29 年 7月                平成 29 年 8月 

1 土   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 火  

2 日  2 水  

3 月  3 木  

4 火  4 金  

5 水  5 土  

6 木  申請業務 6 日  申請業務 

7 金  7 月  

8 土  8 火  

9 日 開設検討準備委員会（13:30～15:30） 9 水  

10 月 事務局会議（13:00～14:00） 10 木 事務局通信投稿〆切 

11 火 事務局通信投稿〆切 11 金 山の日 

12 水 通信編集会議（10:30～11:30） 12 土  

13 木  13 日  

14 金  14 月  

15 土  15 火 事務局夏季休暇 

16 日 健康保険改正委員会（13:30～15:30） 16 水  

17 月 海の日 17 木 「国民の会」住之江鍼灸院 

18 火  18 金  

19 水  19 土  

20 木 「国民の会」住之江鍼灸院 

「頻回治療における検討」（18:00～21:00） 

千駄ヶ谷社教館 2F 小会議室 

20 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

社団鍼灸理事会（13:30～16:30） 

21 金  21 月 事務局会議（13:00～14:00） 

22 土  22 火  

23 日 経営勉強会（13:30～16:30） 

中野産業振興ｾﾝﾀｰ 3F 会議室 

23 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

24 月  24 木  

25 火  25 金  

26 水  26 土  

27 木 支給明細などの発送 27 日  

28 金  28 月  

29 土  29 火 支給明細などの発送 

30 日 伝統手技部会/研修会（千駄ヶ谷社教館） 30 水  

31 月 療養費の振り込み 31 木 療養費の振り込み 

事務局は 8月 11日～16日までお休みいたします。 


