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受領委任制度の導入と引き換えに、療養費支給を厳しく制限

する提案     ～新年会に参加して皆の意見を出しましょう～ 

代表理事 高橋 養藏 

厚生労働省は、11 月 20 日に開かれた「第 16 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」に、あは

き療養費の不正対策（案）を提出しました。 

問題になる点を少し上げてみます。 

○再同意について…現在は口頭同意でも良いことになって

いますが、今回出された提案では、再同意（６カ月に１度）を

行う際、医師が文書により、患者の状態や施術の内容と必要性

について確認してから再同意をすることとする。具体的には、

受領委任制度の導入に当たって、施術者が一定期間ごとに、 

①施術の内容・頻度    ②患者の状態・経過 

を記載した「施術報告書」（共通様式、別紙様式案②）を作成し、医師が当該報告書を確認するととも

に、医師の直近の診察に基づき、再同意する仕組みとする。 

○同意を得る医師について…同意・再同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該

疾病について現に診察を受けている主治医とする。さらに、同意が出来る医師の診療科を制限すること、

医師が診察していることを確認するために、医師が同意した際の医療機関の診療明細書を療養費の申請

書に添付させること。 

○往療料の見直しについて…平成 30 年の改定において、施術料よりも往療料が多い現状を見直す改定

の検討を行う。また、施術料と往療料の包括化（訪問診療や訪問看護のような報酬）について検討する。 

以上のような内容が挙げられています。これらについてどう考えるか。このような条件で実施された

らどうなるでしょう。問題点を挙げ、厚生労働省、「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」に要望書を出しましょう。 

事務局ニュースでも報告していますが、往療マッサージ治療で往療費が不支給になったため、審査請

求を出し、審査会の日程まで決まっていた中で不支給を撤回させたケースがありました。貴重な経験で
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す。このことは、厚生労働省が出す通知等に納得がゆかなかったら黙っていてはだめだということです。

患者の声も集め、どんどん意見を出してゆきましょう。 

また、現在、社団の付属治療院を作ろうと検討しています。この事業は会員の皆さんの協力なくして

は実現しません。この件でも皆さんの意見をどしどし出して下さい。是非、新年会に参加して下さい。 

 

 

「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費専門委員会」不正対策案 

国民に理解できる療養費の支給が重要  

平成29年11月20日に「社会保険審査会医療保

険部会、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう

療養費専門委員会」第１6回会議が開催されま

した。この会議に「あはき療養費不正対策案」

および「別紙様式案」および「あん摩マッサー

ジ指圧、はり・きゅう療養費の概要」その他が

提出され、資料として発表されています。 

不正対策案として提起されている問題 

① 患者による確認の方法。②医師の同意、 

再同意の問題。③長期、頻回の施術の取り扱い。

④往療の取り扱いおよび往療費の問題。⑤審査

体制の問題、すべてにわたり、鍼灸、あん摩・

マッサージ・指圧治療の健康保険による利用の

制限を強化する方向が示されています。 

 不正対策というよりも、療養費支給制限対策

の感が強い内容です。今後の療養費取り扱いの

方向を示すものでもありますので、会員のみな

さんに、「不正対策案」を読んでいただき、ご

意見をお寄せいただきたいと思います。 

医療を受ける国民の権利、治療を選ぶ患者の

権利の尊重の立場から、「あはき療養費不正対

策案」について、会の見解を明らかにすること

が重要と思います。以下、私が気付いた問題点

についてお知らせします。（久下勝通）  

 療養費支給要件について 

療養費支給要件について11月20日に公表さ

れた資料「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅ

うに係る療養費の概要」において、はり・きゅ

う療養費支給要件について、以下のように記さ

れています。  

○はり・きゅうについて  

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

た場合に療養費払いの対象としている。 

１ 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主として、

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。 

 しかし、以上の療養費支給要件は、国民には

理解できない支給要件だと思います。 

●神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、

腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の疾患は、医師の

治療手段のない疾病なのでしょうか？ 

●医師が神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五

十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の疾患を「医

師による適当な治療手段がないもの」と認め

るのでしょうか？ 

●西洋医学だけを学んだ医師のみなさまが、

医師による適当な治療手段がない疾病だが、

はり・きゅう治療の効果は期待できるとの判
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断が可能でしょうか。 

また、はり・きゅう治療の効果に本当に同

意されるのでしょうか？ 

国民には理解困難な療養費支給要件であり、

医師には同意が難しい療養費支給要件です。 

不正対策をすすめるためにも、不明瞭な支

給要件をやめるべきだと考えます。 

「医師より、神経痛、リウマチ、頸腕症候

群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の疾

患と診断を受け、はり・きゅう治療を受療す

る場合には、はり・きゅう療養費を支給する」

と明記するべきと思います。 

健康保険により医療を受ける国民の権利、

治療を選ぶ患者の権利の尊重に配慮し、どの

ような場合に、はり・きゅう療養費の支給を

受けられるのか、国民が理解できる内容とす

るべきではないでしょうか。 

○あん摩マッサージ指圧について  

あん摩マッサージ指圧療養費の支給要件に

ついて、次のように記されています。  

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。 

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の場合も、 

「医師より、筋麻痺や関節拘縮などがあると 

の診断を受け、あん摩マッサージ指圧治療を受

療する場合は、あん摩マッサージ指圧療養費を

支給する」 

このように、国民が理解できる明瞭な療養費

支給要件とし、療養費について国民の理解を広

げるようにすることが、不正をなくしていくう

えでも重要な問題と思います。 

２ 医師の同意、再同意について 

口頭同意の取りやめ  

「医師の同意、再同意は、医師の診察を受け

たものでなければならいこととする」として、

医師の受診を義務付けています。 

今まで認めてきた口頭同意を認めず、受診が

困難な患者への配慮を中止する方針が示され

ているのです。 

 一律に受診を義務付けることが、不正対策と 

して必要でしょうか。患者の病状、実情に応じ

て口頭同意も認め、受診が必要かどうかは医師

の判断で決めることで、なんら問題はないと思

います。 

○同意医師の制限 

同意ができる医師の診療科の制限する問題

提起がなされています。不正対策のため制限す

る必要はないでしょう。 

同意を制限し、はり・きゅう治療、あん摩マ

ッサージ指圧治療の受療を制限する目的と考

えられます。治療を選ぶのは患者の権利という

事を、明確にすることがいよいよ重要です。 

○ 「施術報告書」 

施術者が施術の内容、頻度、患者の状態、経

過を記録した「施術報告書」を作成し、これを 

6か月毎に医師に提出することが求められてい

ます。これは、施術者の実務の負担が非常に大

きな作業であり、作成される「施術報告書」の

活用をあきらかにするべきだと思います。 
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「マッサージ療養費支給の返戻になるところ」を支給してもらう 

清水 一雄 

１．あらまし 

患者ＡＫさんが腰椎椎間板ヘルニアによりＫ整形外科にて受診しているが、症状改善しないので

平成 29 年 3 月から私の治療室に来られ現在に至り週 1 回の通院治療を行っている。少々時間がか

かりそうなので、医師の同意書があれば健康保険適用が出来ることを話すと早速同意書を取得して

こられた。 

Ｋ整形外科は同意書を書かないところで、私は開口一番「よく同意書貰って来ましたね。」と言

いました。医師が難色を示したので、「脅しを入れて取ってきました。」とのこと。私はすかさず「大

したものですね。」と労いの言葉をかけた。 

症状は腰痛（臀部右側）、左膝痛、肩痛（凝りを伴った痛み）を患っておられ、医師には患者を

通じてマッサージ、変形徒手矯正術で 5 部位の同意を依頼したが、関節拘縮を外され躯幹と右下肢

でマッサージのみの 2 部位だったが療養費の支給申請を行う。 

 

２．療養費申請し 6 カ月経過しても支給が無い 

 事務局から 1 度も支給されていないことを聞き、早速保険者（協会けんぽ東京）に問い合わせる。 

①保険者とのやり取り 

（清 水）療養費申請して何か月で支給されますか？ 

（保険者）通常 3～4 カ月です。 

（清 水）私の場合 6 カ月になりますがどうなっているのでしょうか？ 

（保険者）被保険者の氏名、記号番号を教えていただけますか？ 

（清 水）教える。 

（保険者）しばらくしてから今返戻しようと思っていました。というのは関節拘縮、麻痺が示され

ていなくて、痛みでどうしてマッサージなのかが不明であるためです。これから返戻し

ますのでその理由を書いて再提出してください。 

（清 水）ちょっと待ってください。送って送り返して郵送料と時間の無駄でしょ。 

     早急に理由書をそちらへ送りますからどうでしょうか。 

関節拘縮が同意書では示されていませんが、私の診立てでは関節拘縮があります。その

概略を話し、同意書で示されているマッサージのみの 2 部位では未来永劫治療し続けて

も良くなりません。良くならなければ患者にとって不幸なことであり、また医療費の無

駄です。 

（保険者）分かりました。では返戻しませんのでこちらへお送りください。 

 

②理由書の準備をする 

理由書は診療証明書として作成し保険者に郵送する。別紙 

診療証明書を郵送したらしばらくして 6 ヶ月分を支払ってきた。 
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３．私の感想 

 マッサージは素晴らしい医療であるが、それを理解している医師はきわめて少ないと言える。医

学部の授業カリキュラムにあん摩マッサージ指圧がないのに医師は出来るようになっている。また

マッサージを専門にしているあん摩マッサージ指圧師が健康保険の扱いとなると医師の同意をと

らなければならない。鍼灸も同じである。 

 医師の治療を受けながら身体がにっちもさっちもいかなくなった患者がよく頼ってくる。身体を

診ると軽くはない。経済的理由で健康保険を求められる。医師の同意書を持って医療機関をあたる

が医師に断られることが多い。中には根性で同意書を取ってこられたら何時もご苦労様と労いの言

葉をかける。 

 かつては今回のような場合医師に理由を求めたのが施術師に求めてきたのはまだ良かったと思

う。施術師が直接患者とやり取りするのに口を挟めない行為はあってはならないからである。 

Ｋ整形外科医は同意をしたくないが同意せざるを得なくて同意しているのだろう。 

患者の為に機能していない。患者には問題を共有してもらうために２部位のみのマッサージ保険

適応部位と保険適応外を解説しながら治療を進めた。 

効き目があるか否かは患者がよく解っていることであり、効く治療に保険を機能させず、効かな

い治療に保険を機能させる。なんと馬鹿げたことか。  

 辛さで行き場を失った患者を救うように機能させるのが医療でなければならないが、かたや抗が

ん剤で有効利用されずに廃棄されている金額が 730 億円あると聞く。本当に腹が立つ。保険者に誤

りは誤りと申し上げることが重要なことです。 

 

※実際の診察証明書は別紙にて参照。 

 

 

 

         事務局通信投稿のお願い 
   新年 2018年 1月の事務局通信への投稿をお願い致します。 

   毎年お願いしているところですが、新年を迎えてのみなさんの希望、願い、想いなど 

について投稿をお願いいたします。  

  投稿締切は 1月 10日です。投稿文字数の制限はありません。 

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、会員の交流、意見交換 

   の場であり、活発な論議の場となる事を願っています。 

  新年にあたり、医療や介護をはじめとし、暮らしをとりまく問題についての 

みなさんのご意見をお寄せ下さい。 

          事務局通信編集部 
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全国健康保険協会（以下協会けんぽ）東京支部からの返戻に

対抗して                     会員 Y・U 

今年 6 月に患者 T さんの鍼灸・マッサージ申請書がまとめて返戻されました（H28 年 11 月~H29

年 3 月施術分、計 10 枚）。返戻理由は以下の通りです。 

①協会けんぽ加入後初めてのご申請ですので、前保険者に提出した同意書（写）の添付をお願い

いたします。 

②傷病名が、はりきゅうとマッサージとで重複しておりますので再度ご確認ください。 

＊（同一傷病・同一部位に両方の算定はできません） 

③マッサージで全身の施術済みです。はりきゅうとマッサージの施術部位が異なる場合は、各申

請書の摘要欄にご記入をお願いいたします。 

備考：この患者様は今回の申請期間内に通院と投薬があると思われますので、施術との関係を再

度ご確認ください。（はりきゅう施術と通院は併用できません） 

 

〈患者さんの状況〉 

鍼灸治療：傷病名は神経痛／１カ月 20 回程・往療料請求（鍼灸師には往療の裁量権があるため）

／H16 年より施術継続 

マッサージ治療：傷病名は骨粗しょう症・変形性脊椎症・骨軟化症・多発抹消神経炎／１カ月 15

回程／H11 年より施術継続 

この患者さんは傷病により長期臥床を余儀なくされており、様々な不調をかかえています。 

 

今回の返戻に対し、理由①についてですが、『療養費の支給基準』には「継続施術中に保険種別

等の変更があった場合で、被保険者又は変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保

険者は、速やかに同意書の写しを交付すること」とされておりますが、通常、患者さんの保険種が

変更になった場合、同意書のコピーを添付して申請することが慣例となっているため、コピーを添

付して再提出することに大きな疑義はありませんでした。 

理由②の『傷病名の重複』とは、鍼灸の申請書摘要欄に、誤ってマッサージの傷病名“多発抹消

神経炎”と記載していたための混乱と判断し、この部分を削除しました。 

理由③についてははっきり言って何を指摘されているのか理解も納得もできなかったため、以下

の文章を添付し全ての申請書を再提出したところ、2、3 か月後にまず鍼灸の請求分が全額支払わ

れ、翌月にはマッサージの請求分も支払われました。文章を作成するのに時間はかかりましたが、

この経験を通して感じたことは、保険者の言うことを鵜呑みにせず、自分の頭で考えて抵抗すべき

ところは抵抗する。道は開ける、ということです。会員の皆様にも活用していただける点があれば

幸いと、少し長くなりますが事務局通信に投稿させていただきました。 

 

返戻理由 3 について 

〈あん摩マッサージ指圧治療と鍼灸治療のアプローチの違い〉 
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あん摩・マッサージ・指圧治療は、筋麻痺及び関節拘縮緩和のための治療であり、患者様の生活

能力の維持・向上を目的として行っているものです。 

筋肉を垂直に押したり揉捏することによって、固まっている筋肉を伸ばし、代謝を促していく効

果が得られます。 

患者 T 様におかれましては、ベッドから少しでも離れ、生活の範囲を広げて頂けるようにと施術

を続けて参りました。T 様の身体状況ですが、体幹は腰部に変形が見られ、左右がアンバランスで

す。両足は麻痺・痺れが強く出ています。立位をとる際は、両腕に渾身の力を込めて躯幹・両足を

強く踏ん張って何とか立ち上がるといった状態です。筋肉の緊張も強く、長期臥床の影響か、頸椎・

腰椎・足関節等の拘縮も強い中で、ベッドから起き上がり、車椅子に乗り換えるための筋肉のケア、

関節拘縮緩解を目指す治療が必須です。 

最近は治療効果が現れ、ベッドから車椅子に乗り換えて居室内を移動される機会が目に見えて増

えてこられたように思います。ご主人と同じテーブルでお食事されたり、お手洗いにまで車椅子に

て移動されたりと、以前にはみられなかった活動をされるようになりました。つい最近にはデイサ

ービスに行かれるようにまでなり、大きな変化に驚くほどとなりました。 

 

これらあん摩マッサージ指圧治療に対し、鍼灸治療は慢性的な疼痛緩和のための治療であり、患

者様の QOL 向上を目的として行っています。鍼灸治療の痛みの軽減効果は大きく、痛みを感じる

ことのストレスから解放され、生活動作への意欲を増すことができます。 

東洋医学では、人間の体表には目に見えない「経絡」という、所謂生体エネルギーの通り道が全

身を巡っており、経絡の中をエネルギーが滞りなく巡っていく事で健康が保たれていくと考えられ

ています。特に、長期臥床を余儀なくされている方や、様々な障害・病気をお持ちの方は、この生

体エネルギーの通り道が体のどこかで滞っているか、弱ってしまっている事が多々見受けられます。 

鍼においては経絡上に並んでいるツボを刺激することで、灸においては温熱刺激を与えていく事

で経絡を整え、患者様の体のバランスを取り、体を整えていく治療法です。 

T 様の神経痛への鍼灸治療ですが、主に「足の陽明胃経」という経絡の調整をしています。この

陽明胃経の経絡走行上に、痛み・痺れが強く出ているためです。具体的な経穴を挙げますと 

 足三里…陽明胃経の気血の流れが合流するところ。気血の流れを良くしてくれる代表的な経穴

であり、治療の要の経穴 

 解谿…同じく陽明胃経の気血が盛んに流れている経穴 

 内庭…陽明胃経の脈気が流れると呼ばれる経穴 

これらの経穴に補寫を行う事によって経絡を調整し、体のバランスを整えていく事で神経痛を改善

していくように治療を行っております。 

  また、足の陽明胃経とは別に、より治療効果を出すために、他の経絡上の経穴である百会（すべ

ての経絡・臓器とつながっているとされているツボ）や、風池・太衝への鍼施術も行っております。

さらに、先に挙げた足の陽明胃経の経穴の一つで、腹部にある天枢穴と、足の陽明胃経と陰陽の関

係にある足の太陰脾経の大横穴に灸施術をし、陰陽併せての治療にあたっております。 

 

 以上述べた通り、あん摩マッサージ指圧治療は筋肉の麻痺、関節の拘縮に対しての施術であり、
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鍼灸治療は疼痛緩和のための施術であるので、アプローチが全く違う治療と言えます。両方の施術

を同時に行うことで治療効果は大きくなります。 

 ご本人様も、鍼灸とあん摩マッサージ指圧を併用した施術によって症状が改善されるのを喜ばれ

ており、継続的な治療を必要とされています。 

 参考のため鍼灸治療について簡単にまとめた冊子「はり・きゅうの話」を送らせていただきます。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＊鍼灸の申請が“医科との併用”である旨の指摘もありましたが、処方されている痛み止めは時折

起こる頭痛に対するものであることを付記しておきました。 

 

 

睡眠時無呼吸症候群（SAS）と共に暮らす  
   加藤 勝彦 

 

2016年 4月、私は、睡眠時無呼吸症候群（Sleep 

Apnea Syndrome、SAS＝サス）と診断されました。

病名は聞いたことはありましたが、果たしてどの

ような状態で、生活にどんな影響が出るかなど分

かっていませんでした。この度、SAS と共に歩む

生活を報告いたします。 

１．睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは 

SAS は、舌の筋肉が気道を塞いで空気を遮断し

てしまい発症する睡眠障害であり、主な治療方法

として使われている CPAP（Continuous Positive 

Airway Pressure、CPAP＝シーパップ）とは、鼻

に装着したマスクから弱めの圧力を加えた空気

によって、上気道の閉塞を取り除くものです。 

睡眠中の無呼吸、低呼吸の回数が 1時間に 5回

以上になると SASと診断されます。肥満の方、い

びきをかく人に多く、酸素が送られないことなど

により高血圧、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、糖尿

病などの原因と考えられています。 

患者数 500万人といわれていますが、多くの人

は気づかずにいると思われます。いびきが気づく

きっかけになるようですが、本人が気づかず、家

族が気づく例が多いからです。 

２．6年前の肺炎からつながる SAS 

 2011年 4月、東日本大震災から１か月後、私は

肺炎を患いました。微熱、寝汗、痰が続き医者か

ら、「こんな状態になるまで………」と言われま

した。それから 5か月にわたり、通院、入院、検

査、通院が繰り返され、以後 5年に及ぶ経過観察

を経て、肺炎が治癒しました。 

そして肺炎が治癒した日が、私の SASのスター

トになりました。 

 きっかけは妻の発見でした。夜寝ている時に大

きないびきがして、暫くするといびきが途切れ、

息をしていないのに気づいたのでした。数えると

30秒くらい続き、大きな声と共に息をし始めると

いうのです。 

これは一体何、妻はどうしたのか分からず、今

度病院に行くとき先生に聞いてくれと言われた

のです。 

医師に話したら、睡眠時

無呼吸症候群だねと言われ

ました。肺炎の担当医師は、



9 

 

 

SAS の担当医でした。早速簡易検査器具を借りて

夜装着し、翌日病院に届けました。 

更に本格検査として、1 泊の検査を行い 1 時間

の無呼吸の回数が 5 回程度の軽症でしたが、SAS

が確定したのです。そして治療の中心は、CPAPと

なりました。 

3. SASと睡眠の乱れ   

SAS で一番大変なことは、呼吸の乱れ、睡眠の

乱れです。睡眠の乱れは、睡眠時間と睡眠の質に

影響します。睡眠時間は、夜中に起きることで中

断されます。 

中途覚醒と呼ばれるもので、何日も 1時間半ご

とに起きる状態が続くのは辛いものです。目覚め

てトイレに行き、すぐ眠れるといいのですが、な

かなか眠れないことが多いのです。深呼吸をして

みたり、ラジオをつけたり、さまざま行ってみま

したが、担当の医師は「頑張って寝る」と言いま

した。3 時、4 時に起きた時は、そのまま朝にな

ることもしばしばでした。 

血圧が高くなると薬を服用しましたが、降圧薬

には利尿剤が入っているものがあります。最大で

一晩に 6回トイレに起きたことがあり、利尿剤入

りの薬の交換も行いました。 

 CPAP着用は、2016年 4月から 2017年 3月まで

の 1年間はほぼ順調でした。2017年 4月から、違

和感が出るようになり、息苦しくて眠れない、暑

苦しくて外してしまうようになりました。 

5月には汗をかくことも起こり、6月になると、

着用する日の方が少なくなりました。CPAPを着用

しなくても中途覚醒は起こります。毎日毎日、夜

中の 1 時、2 時、3 時と起きていると、午前中起

きているのがきついです。 

少しでも時間を取っ

て横になります。30分程

度の昼寝も続きました。 

 現在は、中途覚醒が一

晩に 2回にまで減ること

もあり、少しは楽になってきました。 

4. SASと食欲減退、 

体重減少、意欲減退   

CPAP 着用に違和感を感じるようになった 2017

年春ごろからで、食欲が落ち、体重減少が始まり

ました。少し食べるとすぐにお腹が一杯になり、

食べられなくなるのです。おやつを食べると食事

は食べられませんでした。月に１㎏ずつ減るよう

な感じで、4 ㎏ほど減ってしまい、病院で検査を

行いましたが特に異常なし。栄養状態は非常に良

いと診断されました。 

体重が減少すると、体力が落ちます。少し重た

いものを持つと、力が抜ける感じになります。意

欲も落ちます。物事をマイナス思考で考えるよう

になり、ニュースに鈍感になります。ラジオ、テ

レビを見なくなります。新聞もみなくなりました。 

5. SASと便秘、生命機能   

睡眠の乱れは、体重減少、意欲減退だけでなく、

便秘にも現れました。以前から多少の便秘があり、

便通によいもの、ヨーグルトなどを試していまし

た。患者さんからアロエがよいと教えてもらい、

SASと診断された 2016年４月から開始し、快適に

過ごしていました。 

しかし、2017年９月、４日間便秘が続き、浣腸

を使用して、一晩中 10～15 分おきにもよおし続

けたこともありました。便が出ないのも辛いもの

です。このように呼吸の乱れ、睡眠の乱れは、食

欲が落ち、体重が減り、便が出ないといった、生

きていく基本的な機能が弱ってきていました。 

6. SASと血圧   

CPAP着用の初日はなかなか眠れず、翌日も午前

3時 40分に起きてしまい 

ラジオをつけたりしましたが、徐々に慣れてきま

した。1時間の無呼吸の回数も 1から 7.4の間で、
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順調と言われました。5 から 15 未満が軽症、15

～30 未満が中等症、30 以上が重症です。保険適

用は 20以上ですので、私の場合は、CPAP使用は、

自費となりました。 

 ここで問題になったのは血圧でした。私は、血

圧は低い方でした。SAS と診断された時も、最高

140 と言われ、今までより高いと感じたものでし

た。 

 10月になり、医師から最高血圧が 150にいかな

ければ大丈夫、11月になり、週の半分が 150を超

したら薬を使用するとの方針のもと、薬の使用と

なりました。11 月は 1 か月で 12 回の 150 超えが

ありました。 

 その後、血圧が安定してきたので薬を中止して

いましたが、2017年 9月、最高血圧が 170になっ

たため服用を再開しています。現在は 140前後で

推移しています。 

7. 薄日が見えてきた   

10月は、生命機能が最も弱っていた時期でした

が、薄日も見えてきました。・先ず、多い時には

一晩で 6 回もあった睡眠時の中途覚醒が、2 回に

減ってきたことです。11月の定期診察日に医師が、

睡眠のバランスをとる薬を処方してくれたので

す。 

10 月から CPAP 着用を止めていましたが、中途

覚醒は続いていました。通常 4回はある中途覚醒

が、2 回に減ったのです。良い傾向でした。医師

に、睡眠のバランスをとる薬を依頼したところ

「薬に頼ってはだめだ。後は自分で行うんだ。治

すのは患者さんしか、自分しかいないんだ、9 割

は自分だ。医師の役割は 1割もない。大丈夫、私

が言うのははばかるけどプロの私が言うのだか

ら間違いない」と、鍼灸マッサージ師がよく使う

話をされました。 

・寝方を変えました。これまでは、仰向けでしか

寝たことはありませんでしたが、横向きで寝たの

です。SAS は、舌の筋肉が気道を塞いで空気を遮

断してしまい発症する睡眠障害ですから、横向き

で寝れば、気道は塞がれず SASは発症しないので

す。横向きで眠れるとは予想していなかった私に

とっても、驚きと喜びでした。横向き枕は、SAS

発症時から購入し、仰向けで使用していたのです。 

 CPAPを外して、やっと横向き枕を使用し始めた

わけです。妻も、横向きになってからいびきを聞

かないと言っております。横向きに寝て 1 か月、

中途覚醒も減り順調に寝ています。 

・中途覚醒が減ると、食欲もでてきます。体調不

良の時は、あまり食べられず、食事も朝昼晩の間

のおやつ感覚で、分食と称し軽い食事を摂ってい

ましたが、若干減る傾向が見えてきた体重も、ま

ず現状維持に、その後多少なりとも回復の兆しを

見たいものです。 

便秘も、10月末便秘によいお茶を紹介してもら

い、快適に過ごしております。 

8. むすび：交流の大切さ   

以上のような経過をたどり、睡眠時無呼吸症候

群（SAS）と共に暮らしております。最悪の 10月

を脱した現在、改めて寝る、食べる、出す、動く、

精神の安定等の大事さを身にしみて感じます。 

70 歳代を生き抜く試練とも感じております。 

この間、同じ SASの方からの励ましの連絡をいた

だいた時には、互いに頑張りましょうと励ましあ

いました。 

同病相憐れむの感覚です。 

 病に陥ると、どうしても閉じこもりになりがち

です。まだまだ山坂あると思いますが、お互いの

経験、知見を大事に、お付き合いを大切に暮らし

てまいりたいと

思います。何かの

ご参考になれば

幸いです。 
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年間闘病記 季節の疾病対策その十 

しもやけ、凍傷 2017、9、8 学術部  荒木文雄 

 冬になり、寒冷の季節の到来で目立ってくるのが、しもやけや凍傷の症状です。 

 厳しい寒気で血液の循環が悪化して、手足の末端がしもやけとなりやすくなります。 

 子供や低血圧の人の発症が多く見られます。 

≪治療法≫ 

しもやけの患部を三陵鍼（小）で刺絡を 1～2 ケ所行って、停滞した血液をアルコール綿で拭き取る。

同時に走行経路の井穴刺絡をすると万全である。 

大人で低血圧の人は、足の三里に鍼（補法）。印堂に棒灸を 3～5 分間の低血圧症の治療を実施する。

鍼のできない人は、棒灸で患部を施灸するのも良い。凍傷の場合も基本的には同じ治療である。 

≪使用穴≫ 

足三里、血海、膈兪、印堂、曲池、百会、湧泉、患部刺絡と走行経絡の井穴刺絡。 

＊週 3 回、5 回、１行程。凍傷の場合は時間をかけて治療する。食事はネギ、ニンニク、根菜、肉な

ど陽性食品を摂る。冷感の指に、指端灸 1 壮も良い。 

  

       足 底 灸       松尾 洋子 

患者さん自身が治療に参画できる足底灸 
 

今年の季節は観測史上めったにない出来事が多いように思います。日本各地で起きた水害は他人事に

は聞こえません。例年より寒さが早く訪れ一日一日と冬本番に向かっています。 

 私の周りでも手足の冷えを訴える人が増えてきました。冷えを訴える患者さんはまだ良いのですが、

足は冷えているのに自覚のない人も多いのです。 

そのような時に小出雅賀先生から足底灸を教えて頂きました。わたくしも取り入れていきたいと 

思いますので、みな様にもご紹介します。 

小出先生のお話では足底灸にはいろいろな取り方が有ると言う事です。小出先生が実践している足底

灸は以下の通りです。足底穴への点灸は 30 年以上前に、新医協全国研究集会・鍼灸領域で島田隆司氏

が発表されたものです。 

 

治療に当たって「留意する事」  

病気について患者自身の理解が大切 

病気になるには色々な理由や原因が有ります。

それは現在の社会的背景による様々な制約の中

で、余儀なく暮らしている生き方を含めた生活の

中に病因が有ると考えます。 
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事務局からのお知らせ 

 

 

小出先生からお知らせです 

  当院で勉強会を行っています。（毎月第２日曜日午後１時３０分～） 

患者さんの求める臨床力を身に付けたいと思う方ご一報ください。 

    参加希望される方は、事務局までご連絡ください。 

（ ただし人数制限が有ります ）   八千代市八千代台東１－３２－６ 

 

言い方を変えれば好むと好まざるとに拘らず、

病気への道を歩んできたとも言えるのではない

でしょうか。 

患者さんを主人公と考える私たちは、その病因

を専門家として身に付けた知恵や知識、方法で解

りやすく説明します。そして生活の中に活かして

もらい少しでも改善できる様にアドバイスする

事も大切と思います。 

ですから最善の治療をするには、治療家側から

の一方通行だけではなく患者さん本人でなけれ

ば出来ない生活改善と共に進むことが、より良い

治療になるのではないかと考えます。 

その一つとして患者さん自身が直接治療に参

画できるのが足底灸です。 

 足底灸は精神的、肉体的に弱った状態や、 

そこに影響した寒邪（主に腎）湿邪等により 

足冷えとなり、色々な症状や病気を起こした時 

に有効なお灸と云えます。 

 上実下虚の冷え・のぼせや腰・下肢の痛み、 

排尿障害などの下半身の症状だけでなく、血圧 

の上昇やめまい・不眠などに主治穴又は補助穴 

として使えます。 

例えば下肢に出来た湿疹で言えば、それが経 

脈の流注で足の太陽膀胱経に該当すれば、太陽

点に少し硬めに捻った半米粒から米粒大（状態

により区別）の施灸をします。 

或いは頸の外側（足の少陽胆経）が痛むときで

足冷えが有れば、少陽点への施灸と云う具合です。 

壮数は初めに熱くても徐々に熱さが消える事

が多く、その後奥に熱感くるまでとします。 

20，30 壮も珍しくなく灸痕が少々痛くても早

く治ります。 

「取 穴 点」  

湧泉を基点として拇趾丘、小趾丘の指側に５点を取穴する 

１ 太陰点  足の太陰脾経流注で凝りを感ずるところ 

２ 厥陰点  足の厥陰肝経流注の足底部部で凝りを感ずるところ 

３ 陽明点  足の陽明胃経流注の足底部で凝りを感ずるところ 

 ４ 少陽点  足の少陽胆経流注の足底部で凝りを感ずるところ 

 ５ 太陽点  足の太陽膀胱経流注の足底部で凝りを感ずるところ 

 ６ 湧泉   足の少陰腎経の始まる処 

 以上の 6 点を小出先生は足底灸として患者さんにもご自身でも活用されています。半米粒大で熱さが

中に入って行くまで施灸します。私も早速、氷の様な足の患者さんに 3 点を選択し施灸しました。お灸

が終わった時には足先がピンク色に変わり、温かくなっていました。もちろん患者さんも実感して自分

でもやってみると嬉しい返事が返ってきました。 

 わたくしたち自身の健康維持にも、取り入れることができきる治療法です。治療点の取穴ができるよ

うに、セミナーでも取り上げたいと考えています。 
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武道と医道(1) 
神奈川 中野郁雄 

 武道と言うと剣道、

柔道、空手、合気道な

どを思い浮かべる人

が多いと思う。 

そしてそれは特殊

な鍛錬によって習得された技術であり、それら

の技を使う人は特別な人との認識があると思う。

同時に武道と武士道は同義との感覚をも持って

いるのではないか。 

現代では、武道は武術全般を差し、武士道は

武士の倫理観と位置付けられているようだが、

小生は「武士道の精神を追求すること」が武道

であり、武道を志す者がその一環として武術の

修行をするものと理解する。 

武士の地位が確立したのは戦闘者としてであ

った。だが次第に力を持つようになり、やがて

政治の表舞台に登場してくるに至って、バック

ボーンとしての精神が必要となってきた。 

それが武士道の精神である。 

武士道と言うと映画やテレビの時代劇で、侍

が主君の為に命をかけて戦ったり、失敗をすれ

ばその責任を取って切腹をするなどを想起する

のではないか。 

江戸時代中期に、肥前国佐賀鍋島藩の武士の

心得として口述を書き取った書、「葉隠」の中の

一節に「武士道とは死ぬことと見つけたり」と

言う言葉がある。 

これが独り歩きして、武士の美学として「死」

がある様に誤解されていると感じるがどうだろ

う。この本来の意味は、「武士は常に死を覚悟し

て日々を生きろ」との教えであり、死ぬ気で職

務を遂行し「一朝有事の際は死を恐れずに事に

当る覚悟を持て」との意味である。 

だから無駄に死ぬことは犬死であるから、生

を全うして国の為に尽くせと言うのが本来の意

味であろう。言い換えれば「自分の命よりも大

切なものの為には一命を捧げる覚悟を持つ」と

の精神である。 

誰かが「人の命は地球よりも重い」と言った。

人命の尊さは誰もが認めるところだが、その 

命を賭けてでも守らなければならないものがあ

る。戦国時代、主君に逆らい農民を守って死ん

でいった武士がいた。 

自分を慕ってきた家臣の為に命を懸けた武将

がいた。妻や子供を守るために城を枕に討ち死

にした城主もいた。尊いもの、愛する者、信義

を守るために命を懸けるのが武士道である。 

そして武士道の精神を持った者が武士なので

ある。武士道は侍だけのものではなく、百姓で

も町人でも婦女子でも武士道の精神を持ってい

る者、そして現代でもその精神を持つ人は武士

なのだ。 

武士道の具現者としての武士は数多あるが、

その一例として次の人物とその逸話を挙げたい。 

 幕末の動乱期、幕府軍は各地で官軍に敗北し、

将軍徳川慶喜は江戸に逃げ帰ってしまった。 

この時の最重要課題はいかに徳川の面子を潰

さずに政権を移譲するかにあった。官軍はもう

江戸に迫っており、幕府軍が徹底抗戦すれば江

戸は火の海と化す。 

当時陸軍総裁であった勝海舟は、自身は幕府

軍を押さえておく必要から江戸を離れられない

ため、官軍の大総督府参謀の西郷隆盛に会って

いい結果を出せる人物を探したが、当時の幕府

には然るべき人材はなかった。そこへある人が

山岡鉄太郎（鉄舟）を推薦してきた。 

山岡は当時３３歳であったが、武術に天賦の

才があり、書においては勝海舟、高橋泥舟と共

に「幕末の三舟」と呼ばれたほどの達筆で、剣

客でありながら無駄な殺生を嫌い、人格高潔に

して頭脳明晰、また肝が据わっており六尺二寸

と言う体躯から押し出しも良く、適任であると
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の事であった。 

しかし勝は良く知らない山岡の力量を疑い、

幕府の危急存亡の時に西郷と堂々と渡り合える

人物か否かを探るため、談判に如何に臨むかを

問うた。山岡は躊躇することなく「臨機応変は

胸中にあり」とだけ答えた。 

普通ならばその方法論を細かく説明したであ

ろうが、山岡はいくら事前に様々な想定をして

策を準備しても、その場に至れば想定外な事が

起こるのは必定だから、状況に応じて臨機応変

に対応するし、又自分はその心積りと覚悟を以

って事に臨む決意である。 

命など初めから捨てる覚悟だから細かいこと

など説明する必要もない。彼の心中は、事は日

本国の問題であり薩摩だ長州だ幕府だと言って

る時ではないから、相手もそれなりの人物なら

ば「事の真理を誠意を以って話せば分かるだろ

う」との確信があったと思われる。 

勝はその冷静沈着にして豪胆な山岡に対して、

この重大な局面を任せるに足る人物と判断した。

「英雄は英雄を知る」という事だろう。 

そうして山岡は官軍の本丸にただ一人乗り込

んで行き「朝敵 徳川慶喜家臣 山岡鉄太郎大

総督府にまかり通る」と大音声で叫び取次にそ

の旨を伝え、参謀西郷隆盛に面会した。 

西郷も大人物なので、山岡を見てそれ相当の

人物と看破したが、要求は厳しかった。山岡と

西郷の話し合いは、当然今や飛ぶ鳥を落とす勢

いの官軍と、衰退の一途をたどっている幕府と

ではその立場は歴然としており、高圧的な西郷

の要求に対して山岡は、あくまでも堂々と正論

を述べると共に、人道的見地と西郷の人格にも

付け込んだ。 

「もし今兵端を開けば、多くの市民が犠牲と

なり路頭に迷い、大混乱を招く事必定なり。是

非を論ぜず進撃するとあれば、先生（西郷）は

人を殺すを専一とせらるるか。」 

（本当に人の上に立つ立派な指導者は、まず

民の幸せを第一義に考えるものだ。物事の理非

を問わず戦をするならば、あなたはただの人殺

しであり、官軍の代表者としてはふさわしくな

い）と断じたのである。 

また、「慶喜公は恭順の意を示し、寛永寺に謹

慎の身であれば、朝廷に弓引く者で無きこと明

白なり。 

然るに徳川を完膚なきまでに叩き潰し、将軍

を亡き者にし、またはその地位を地に貶めるよ

うなことあれば、徳川恩顧の者たちは更に各地

で戦闘に及び、早期解決の得策ならず。」山岡は

一歩も引かず、然し誠意を持って西郷の心に真

正面から斬り込んだ。 

西郷は山岡の赤心に心を動かされる・・・そ

して・・・「以下の条件は朝命であるから、それ

を呑めば戦にはならぬ」と言った。 

１城を明け渡すこと。２ 城中の人数を向島

へ移すこと。３ 兵器を渡すこと。４ 軍艦を

渡すこと。５ 徳川慶喜を備前へ預ける事。そ

して、「これは朝命である」と何度も念を押して

迫った。 

山岡は１～４の条件は承知したが、５番目だ

けは何としても受け入れられないとして逆に西

郷にこう切り返した。 

「先生がもし私の立場であったら、島津候に

同じ思いをさせるでしょうか？」西郷は山岡の

命を懸けて主君を守ろうという気持ちに感じ入

り、西郷一存で決められることでは無いものを、

自分の一命をかけて約束しようと言った。 

山岡の堂々として理路整然とした論理と、誠

意ある言葉や態度に西郷は意気に感じ、山岡を

斬ることも縛ることもせずに無事送り届けたの

であった。 

山岡は命を捨ててその知力・胆力とともに、

真心を持って西郷の胸に飛び込み、見事江戸市

民を救い同時に徳川の面子も守り、血を見ずし

て江戸城を開城した。勿論西郷の懐の広さや、

勝の知恵と根回しなどがその伏線にあることは
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年始 申請書到着〆切の

お知らせ 

 

見逃せないが、山岡意外にこの結果を出せる人

物はいなかっただろう。 

また山岡鉄太郎は、「一源三流」を説いた。 

１.国家の為に血を流し １ 親兄弟の為に

汗を流し １.友の為に涙を流す。山岡の根底に

はこの精神があった。これこそが武士道の精神

であろう。 

「神武不殺の威」と言う言葉がある。武とい

う漢字の成り立ちは、「戈」（ほこ）と「止」を

組み合わせたものであるから、戈を収めるの意

だろう。相手の武力を止めるにはそれ以上の武

力が必要になる。 

従って武術の鍛錬は厳しく、一瞬でも早く確

実に相手を殺傷する技を身につけるために血の

出るような稽古をするのだ。そうして稽古を続

けてある域に達すると、相手の力量が分かるよ

うになる。 

こいつは強いとか弱いとか、弱いが死ぬ気で

かかってくる奴だとか、体は頑健だが気が弱い

とか、相手を測れる様になってくる。更に修行

を積んで高みに到達すると、会った瞬間に好感

を持たれるようになる。結果、争いは起きなく

なるわけだ。 

それが「神武」であり、「不殺の威」なのであ

る。然しその境地に至るには「修羅」を経験し

なければならない。根底に極限の鍛錬や痛みを

経験し、人の痛みを理解し、無駄な殺傷の虚し

さを知り、和合の大切さに至る道のりがある。

そうして初めて武士道の精神を持った人が誕生

するのである。 

我々は医道に生きている。 

医（醫）という漢字の意味は諸説あるが、概

ね病を治すといった意味である。故に「医道」

は「人の病を治す道」という事になる。 

従って、病を治す人は「医者」であるから、

我々も「医者」である。「医師」は国家資格を得

た西洋医学の医者であり、我々は国家資格を得

た東洋医学の「医者」である。 

だが出来れば、武を修めたものが「武士」で

あるように、医術の経験を積んで「神技不殺の

医」を習得したものを「医士」と名付けるなら

ば、医士道を極めた「医士」となって、悩める

人のお役に立ちたいものである。 

医士に会った患者は、きっと第一印象で好感

を持ち、気持ちよく治療を受けられ、その技と

好印象の相乗効果によって、愁訴は寛解して行

くであろう。そのためにも日々心身を練磨し、

医道に邁進したいと願っている。 

「医士道とは生かすことと見つけたり」 

 

申請書締め切りは１月３日です 

 

 

 

 

 

 

                                次ページへ 

 



16 

 

 

開催日：H30年１月 28日（日） 

時間： 13:30～16:30 

場所：東京都内（参加者には別途ご案内） 

講習会費：会員 1,000円  非会員 3,000円     

※別途テーピング費として 3,500 円         

※10:30～12:30までは伝統手技療法部会を行います 

 

＊１月の申請書提出は、通常通り 3 日です。事務局は 12 月 29 日～2 日まで休業してお

りますので、3 日着指定で送っていただくと間違いありません。年末年始は郵送物が多

く、郵便事故の発生が多い傾向にあります。皆様のご協力をお願いいたします。 

＊3 日以降、申請書に関して会から問い合わせ電話をさせていただくことがあります。

お休みの方も多いと思いますが、保険者への提出〆切に合わせて作業を進めなければな

らないため、対応のご協力をお願い致します。海外旅行などあらかじめ予定が決まって

いる場合は、事前に教えて頂けると助かります。 

 

 

テーピング講習会のご案内 

元プロ野球球団スポーツトレーナーによる実技 

 

自分の経験から得た実践のテーピング（以下ＴＰと略）講習会を行います。ＴＰはアメ

リカンフットボールで足関節捻挫を予防することから始まったと言われています。 

              （日常生活やスポーツに於けるＴＰの目的） 

             ・けがの予防、保護のため 

             ・受傷時の応急処置  

             ・医師・柔整師が施術する治療 

（小原洋一 講師） 

ＴＰが有効か否かをチェックした上で的確に行えば、ＴＰは人々の日常生活をより快適

にし、また、スポーツ時には不安を取り去り、パフォーマンスを十分に発揮させる事ので

きる奥深い技術だと思います。 

講習会では、関節・筋肉（筋挫傷も含む）に触れてみたいと思います。 

共に学び患者さんに選ばれる施術家になりませんか。ご参加をお待ちしています。 

※参加希望者は事務局まで、電話でお願い致します。（☎03-3299-5276） 
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H29 年 12月                H30年 1 月 

1 金   1 月  

2 土  2 火 冬期休暇 

3 日 申請書〆切 3 水 申請書〆切 

4 月  4 木  

5 火  5 金  

6 水  申請業務 6 土  申請業務 

7 木  7 日  

8 金  8 月 成人の日 

9 土  9 火  

10 日 NPO 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） 

10 水 事務局通信投稿〆切 

 

11 月 事務局通信投稿〆切 

事務局会議（13:00～14:00） 

11 木  

12 火  12 金  

13 水 通信編集会議（10:30～11:30） 13 土  

14 木  14 日  

15 金  15 月 事務局会議（13:00～14:00） 

16 土  16 火  

17 日 付属治療院開設委員会（13:30～15:30） 17 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

社教館にてﾏｯｻｰｼﾞ（14:00～16:00） 

18 月  18 木  

19 火  19 金  

20 水 社教館にてﾏｯｻｰｼﾞ（10:00～12:00） 20 土  

21 木 「国民の会」会議・懇親会 21 日 新年会（13:30～17:00）ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿 

22 金  22 月  

23 土 天皇誕生日 23 火  

24 日  24 水  

25 月  25 木 実地指導（13:00～17:30） 

26 火  26 金  

27 水 支給明細などの発送 27 土  

28 木  28 日 伝統手技部会（10:30～12:30） 

小原先生講習会（13:30～16:30） 

29 金 療養費の振り込み 29 月 支給明細などの発送 

30 土  冬期休暇  30 火  

31 日   31 水 療養費の振り込み 

 


