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第１５回定期総会へご参加を 松尾洋子 

 
                                 

   気候の定まらない日が続いていますが、連休も明けいつもの日常が始まりました。 

このところ季節感が早くなり夏日を観測された地域も出ています。 

あん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸を生業としている私たちの環境も早いスピードで 

変化してきています。 

療養費の改定が６月１日から施行されます。 

施術料よりも往療料が多くなっている現状を見直す改定です。距離加算を引き下げ 

施術料、往療料に振り替えていく考え方です。 

受領委任制度導入及びあはき療養費の不正対策として、厳しい条件が出されています。 

  その事に対し何も声を上げないと、同意した事になり話はどんどん進んでいきます。 

私たちが今必要な事は何かを、皆で話しませんか？他人事ではありません。 

薬の乱用から副作用が高齢者の病状を悪化させるため「高齢者に適切に医薬品を使う 

ための指針」を本年の 2 月に、厚生労働省が明らかにしたことが報道されていました。 

また、このところ、抗生物質の乱用から多剤耐性菌の院内感染が心配される報道がなさ 

れています。 

薬の乱用を避けて、あん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸の活用をすすめるべき医療の 

状況ではないでしょうか。東洋医学の活用をすすめるべきです。 

先日アメリカ国立衛生研究所（NIH）から、日本の鍼灸研究所に鍼の研究の依頼が来て 

  いる事を聞きました。その結果はネイチャー始め５大雑誌に掲載されると言う事です。 

外国では伝統医療として、しっかり評価されているあん摩・マッサージ・鍼・灸なのに、 

日本においての状況はどうでしょうか？ 

総会に足を運び色々な情報を共有しませんか 

第１５回定期総会は５月２７日です。 

一人でも多くの方の参加をお待ちしています 
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患者さんの 

課題に応える 

         久下 勝通 

 

オーダーメイドのリハビリ 

5 月 9 日の東京新聞の報道による「脳梗塞リハ

ビリセンター」の事業におどろきました。 

「公的な医療・介護保険によるサービスは時間

や内容が限られるため」退院後の脳梗塞患者らに

保険外でオーダーメイドのリハビリサービスを

提供する施設を設立し、事業を拡大しているとの

報道です。 

その人用のリハビリを提供する方針で、1 回の

2 時間、週 2 回の通所リハビリにより、鍼灸と理

学療法士や作業療法士による施術、運動トレーニ

ング、自宅での自主リハビリで機能回復を目指す

というのです。 

利用は平均 5 か月、料金は 2 か月で 275,000 円、

2014 年から営業をはじめて、これまでの利用者

は 2,000 人と紹介されています。 

ＩＴ業界出身者による企業「脳梗塞リハビリセ

ンター」が 10 カ所の施設を運営しているが、需

要が増加する見込みであり、今後 3 年間に首都圏

で 7 施設を展開する計画とのことです。 

 健康保険で受けられる医療は年々制限が強化

さています。 

脳梗塞を発症すると急性期病院で手術など

の処置を受けますが、2 か月間に、回復期リハ

ビリテーション病院に転院しなければならず、

しかも、入院できる期間は 150 日以内が原則と

いうことです。 

 しかも、回復期リハビリテーション病院で患

者に行えるリハビリは、1 日当たり 3 時間まで

に制限され、退院後の通院によるリハビリは１

ヶ月あたり 260 分に制限しているのです。 

とても病状に応じ必要な医療を受けられる状

況ではありません。 

 「脳梗塞リハビリセンター」の問題提起は、「徹

底して行うリハビリサービスが圧倒的に不足し

ている」「医療、介護保険など既存の制度は、必

ずしもニーズに応えきれていない」「そのためい

わゆる「リハビリ難民」を多く生み出している」 。 

リハビリ難民解決への施設の設立へ次のよう

な決意をＨＰで述べています。 

患者の願いに向き合う 

 「脳梗塞の後遺症の程度は人によってさまざま

であり、必ず後遺症が治るとは一概に言えないが、

改善の可能性が充分に追求されず、後遺症からの

回復を諦めざるをえない状況はあってはならな

いことだと考えます。 

私たちは、脳梗塞患者さま、そしてそのご家族

が抱えるこうした課題に真剣に取り組むために、

新たな施設の立ち上げを決意いたしました。」 

脳梗塞の後遺症に苦しむ人々の要望をとらえ

た事業なのでしょう。医療制度、介護制度と関係

のないリハビリ施設を立ち上げ、4 年ぐらいの間

に 10カ所の施設を運営しているのです。 

月に 13 万円以上の治療費を負担しても自分に

必要なリハビリを求めるという状況は、医療も介

護も保険料や患者負担が大きくなる一方で、給付

は削減一方ですから、患者やその家族の方々は、

深刻な問題を抱えているのを感じます。 

 43 兆円の医療費の中で、はり・きゅう、あん摩

マッサージ指圧療養費を合わせて、わずかに 1000

億円を超えたことを問題視した国の療養費の削

減方針です。 

 削減方針へのわれわれの対応を考えるうえで、

脳梗塞リハビリセンターのみなさんの、患者の要

望に沿い行動する決意をこころに止めなければ

ならないと思います。 

https://medley.life/diseases/54b52ae6517cef641a0041af/
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刺さない鍼 火を使わない灸治療の活用 
                            玉川学園鍼療所  草薙和春 

先日職業別国民健保組合から【 問い合わせ】

の電話が有りました 

「はりきゅう治療で神経痛とありますが何の

神経痛ですか？どの部位に治療しています

か？」。 

「はい大後頭神経痛で 頭頂部後頭部側頭部に

はりきゅう治療しております 摘要欄に記載し

た方が良いでしょうか？」 

 国保組合「 いえ大丈夫です 併給になってな

いかとマッサージと部位の重なりがないか調

べたかっただけです」。 

 私の場合 鍼灸とマッサージと変形徒手矯正

術を請求しております。実際の治療は頭部・耳

部に《はりきゅう》をし、手足体幹は刺さない

鍼や陶器棒、陶器灸でしております。 

 手足関節はストレッチ矯正術 体幹は経穴把

握のための圧迫軽擦マッサージです。療養費の

鍼灸治療は頭部・耳にします 。療養費外で身

体の要穴に刺さない鍼 、火を使わない灸でツ

ボ刺激をします。求められれば事前に患者様と

同意医師へ説明をしております 

 刺さない鍼 火を使わない灸の利点。1 老人ホ

ームでの 利用も可能です。2 煙が出ないので往

診先でも使えます。3 患者さんの負担も低刺激

で効果も大です。 

 本年 6 月からの療養費改定 。10 月からの報

告書新設 、同意書発行基準の 原則 専門医師

の記載等々、被保険者である患者様の医療選択

権を狭める通達がなされようとしています。当

会では 文章でもってきちんと声明を送付して

おります。 

 患者様のために問題意識を持って声をあげ

ていきたいと思います。また鍼灸師の本分であ

る新技術を身に付けていきます。 

以前、当会の主催でおこなわれた 火を使わ

ないお灸、刺さない鍼の治療の講座が 6 月 24

日町田市で行われます。一度 興味のある方は 

下記メールアドレスに御連絡をお待ちしてお

ります。  

 

 

 

 

 

 

       

鈴木暹先生講座  6 月 24日 

新陶器灸てい鍼治療法講座 in町田 

https://www.facebook.com/events/1055632037908361/ 

NPO の木幡理事より 「施設やボランティアでも 活用できる、 当会でも 

講演した鈴木暹先生の新鍼灸治療法を、鈴木先生が東京に来て 講座を開いて 

くださるなら、会員の皆様にもご紹介してみては」と おっしゃっていただき 

投稿させていただきまました。（草薙和春） 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1055632037908361/
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最近の治療経験より   中野 郁雄 

 

こころの病を診る 
今月中旬に地元で一,二番の資産家で会社経

営の社長から治療の依頼がありました。肩凝り

とのことでしたが、初めに問診をしたところ何

と双極性障害、つまり躁うつ病でした。 

病状を聞き治療の大半を会話に終始しまし

た。初めは出てこなかった心の中の問題点が

徐々に出てきて、その大きな要因が実質的創業

者である父親との確執であることが判明しま

した。 

精神面に起因すると思われる胃の状態も非

常に悪いと判断し、必要な箇所に鍼を打ち、肩

から腰部にかけてマッサージをして終了しま

した。 

きっと満足しなかっただろうと思ったとこ

ろ、今迄誰にも話せなかった心の内を話せて本

当に良かった、是非定期的に来て欲しいとの事

でした。定期的には伺えないので御連絡下さい

と言って辞去したところ、又連絡があり二回目

に伺いました。 

診断をうけ 

病気に入るケースも 

ところが初回とは全く表情が違っていて、実

に明るく、今日は楽しみにしていて会社を休ん

で待っていましたと言うのです。 

胃を調べると全く問題無かったので、その旨

説明すると、実は前回胃が痛く最悪でしたと言

う。何故訴えなかったかと問うと、気持ちは他

にあったと言う。話をしているうちに、どんど

ん気持ちが軽くなり楽しくなっていったと言

うのです。 

躁の状態に入ったのかと思うふしもありま

すが、疾患の多くが病院で医師に宣告された病

名を信じて自分からその疾患名の病気に入っ

て行ってしまうケースがある様に思います。 

先日三回目の治療に伺いましたが、全く通常

の人と思え、心の病は見えませんでした。 

о
オ -

リングテストをやってみましたが、前回と

は大きな相違点がありました。父親に対しての

反応が好転したことです。 

総合的な能力が大切 
小生の経験を踏まえ、父親との接し方や自分

自身が父親を敬遠している心理とか父の業績

を認める発言等、自分から接近して行く術など

を話した結果、少し実践出来たことが好結果と

なって表れたと思います。 

この事から、我々鍼灸マッサージ師は患者様

と接近して治療する事や話す機会が多くある

為、心理学の素養も必須かと思います。又、患

者様に第一印象で好印象を与える事も治療効

果に影響するという

現実も肝に銘じるべ

きかと思います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1525965119/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90NC5mdGNkbi5uZXQvanBnLzAyLzAxLzk4LzMxLzI0MF9GXzIwMTk4MzE5MF9SdkdHdWFmRXZZQmNjTldYZ25rYjlnY3RkSTQwNTkxTS5qcGc-/RS=^ADBzJcxhPy0pB8KjGHidN01VMEpgqU-;_ylt=A2RCAwW_D_NaUEsANxeU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
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        《季節の疾病対策その 11》 

  春の眼病編 結膜炎 荒木文雄 

 

春は肝の季節、風や埃、花粉等によってさらに眼病が多発します。（肝は目を司る） 

アデノウイルスの感染により、結膜炎が多発するのも目立つのが春の季節です。 

古来より赤眼、火眼と称されています。 

〔症状〕目赤、目やに、眼痛、発熱、流涙、眼乾、渋感、目の灼熱感、舌紅、口渇 

〔配穴〕行間、光明、合谷、太陽、四白、攅竹、上星、風地 

〔刺絡配穴〕少商、商陽、関衝、少沢、厲兌、足窮陰、耳光、耳介背側面の静脈より刺絡 

〔治療法〕症状が激しい時は 1 日 1 回、落ち着いてきたら週 3 回、12 回、1 行程 

☆上記の配穴、刺絡配穴より、反応の出現した穴を選択して治療する。特に目の熱感が 

気になる時は目の周囲に散針が有効です。 

 

 

 

 

     2018 年度 学術部活動予定案 
学術部 荒木文雄  

（１）年間 2 回の講習会予定 

9 月 に 1 回、3 月に 1 回 

講習会の内容、実技、議題は会員の提案、要望により設定する。 

  （２）季節の疾病対策を提案する 

①春の眼病 結膜炎  ②梅雨時の湿疹  ③夏の口内炎  

④秋の痔病 ⑤冬の頚腕症候群 

   （３）上記を予定して予算額は 30 万円とする。 

   （４） 東洋医学を有効活用している。中国や韓国等への研修視察旅行も可能性を 

探りたい。（希望者在りの為） 
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セミナー日時 ６月 17日 13時 30分～16時 30分 

参加費 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  

締め切り ６月４日（月）  

03－3299－5276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２０１８年  第１回 在宅ケア部研修会 

フレイル、サルコペニアのリハビリ 

              ～ＡＤＬの指標 ＦＩＭの概要 

 

今回は、高齢者の栄養や体力などと関係の深い、サルコペニアとフレイルのリハビリテーション

をテーマに研修を行います。 

「サルコペニア」とは、「加齢に伴って生じる骨格筋量と骨格筋力の低下」を、「フレイル（Frailty）」

とは、日本老年医学会が提唱している「高齢者が筋力や活動が低下している状態（虚弱）」のこと

をさしています。 

 近年急速に進む人口の高齢化により日本の疾病構造が明らかに変化し、今までさほど注目されて

こなかった疾病や病態がクローズアップされてきています。 

  とくにサルコペニア、フレイルは、超高齢社会の日本では要介護状態に至る重要な要因として

位置づけられ、健康寿命の延伸を目指すうえでも大切な病態とし て、高齢者の予防リハビリ領域

で脚光を浴びている分野となっています。 

 これらは地域高齢者の 10～30％程度の有病（症）率と考えられており，在宅リハビリの臨床家に

とって身近に存在する老年症候群です。 

 当日は座学・演習を交えながら明日からの臨床に役立つ知識のブラッシュアップとリハビリテ

ーションの評価・実技の体験を行います。 

日時 ２０１８年６月１７日（日） 

会場 東京都内(参加希望者には別途ご連絡) 

講師 井上 美幸 先生 
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私たちのニーズはなに？ 

 伝統？ 適応？ 希望はどこに？ 

アシスト・ケア代表 松﨑英忠 

   現代医学的な根拠を示して 

Q：「先生、担当の先生から同意書を貰うことが出来ませんでした。

(>_<)」 

A：「そうですか、、、。残念ですが、それでは保険診療が出来ませんの

で、今回は保険診療にてお受けする事が出来ません。m(__)m」 

皆さん、これで同意書の発行をあきらめていませんか？ 

 

同意書発行に当たり、患者様に代わり担当の先生に直接交渉をして

いないのですか？ 

患者様が一度、同意書を拒否されても、マッサージ療養をする必要意義を現代医学的にドクターに説

明をすれば、先生方が拒否をする理由がなくなり、同意をしてくれることが多いです。（残念ながら 100％

ではありませんが、、、。） 

但し、ドクターと交渉をする時には、現代医学的な根拠をちゃんと示すことが必要です。つまり交渉

に当たり現代医学の知識をもって交渉を進めていく必要性があります。 

私達あはき師は東洋医学理論にこだわりが強い方が多く、西洋医学の先生と交渉をするのに当たり現

代医学的な話をする事が不得手です。保険診療の基本は現代医学です。現代医学的な知識と根拠を示す

必要があります。鍼やマッサージの手技は、治療を進めていくための一つのアイテムとして使用してい

ます。 

忘れているかもしれませんが、私たちは、鍼師・灸師・あんまマッサージ指圧師という国家資格を取

得しましたが、東洋医学医師という資格ではありません。  

施術をするのに当たり使用する手法の理論として、東洋医学を使用することが多いと言うだけです。

あはきを現代医学的に使用してもなんら問題がないという事になります。むしろ有効的な利用をするべ

きです。 

保険診療を有効的に使用するため 

治療の一つとして東洋医学を使用している医師は沢山います。医師は患者様の治療をするのに当たり、

効果があれば基本的にどちらでも良いのです。 

残念ながらあはき師には、古き固定概念を払拭出来ずに、柔軟な考えを持てない事が多いようです。

（あくまで保険診療を有効的に使用するための事です。） 

あはき師が自費診療の中で東洋医学理論により施術をしていくことはむしろ自然の流れで、至極当た

り前の事だと思います。 

今後、保険診療をしていくにあたり、患者様が今よりもスムーズに使えるようになるためには、どう

すれば良いのか？  
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厚労省との直接交渉は全員が出来るわけではありません。協会のお役の方々等にお願いする事になり

ます。しかしながら厚労省を納得させる援護射撃には、私たち一人一人が現代医学的な根拠を示しなが

ら患者様の施術に当たることが必要だと考えます。 

 

先月、新聞に掲載されていましたが、不正請求改善のために厚労省が今まで以上にチェックをし始め

ています。今後、往診料等の厳しい見直しがあるものと思われます。 

2030 年、本格的な AI 時代が始まってきます。現在の就労者の半分が今の職を失う時代がやって来る

と言われています。 

大手銀行（三大バンク）では人員削減、支店の閉鎖等が進み、窓口（窓口は全て ATM、住宅ローン

受付も機械）もなくなります。スマホや PC の出来ない高齢者は、ゆうちょ銀行や信用金庫しか利用で

きなくなります。 

医療も同じです。大型病院の窓口では案内人が居なくなり、診療時にも症状を訴えるのは先生ではな

く“機械の画面”になる事でしょう。簡単な手術をするのも AI になります。もちろん内視鏡の簡単な

手術はすでに行われています。 

さて、東洋医学はどうでしょう？ 

安心していませんか？東洋医学は AI に向かないと思っていませんか？ 

患者様の症状を聞き、証をたてて施術をする東洋医学は、AI には、、、。西洋医学より向いていると思

いませんか？ 

データーを纏め、証のたて方を AI がこなしたとき、熟練した技は無くても証をたてることができ、

施術する経絡経穴を見つけ出すことが人よりも早く確率も高くなると思われます 

つまり東洋医学の知識のないドクターでも経絡経穴を容易く探し出すことが可能な時代が迫ってい

るのです。将来的に鍼は病院で受けるのが当たりまえの時代が来ることは否めないのです。 

もう始まっていますよね！ 

漢方薬は漢方薬屋さんで処方されている人と、病院で処方されている人、どちらの方が多いですか？

これは言うまでもありませんね。 

厳密にいえば病院の漢方薬は濃縮タイプのために完全な生薬ではないのですが、、、。 が、患者様が

選択するのは、当たり前に病院の漢方薬です。 

これだって中医師から言わせれば、正しい漢方医療ではないと答えます（イ〇ク〇薬局の中医師より）。

しかし今では顆粒の漢方薬が主流になり、患者様たちも生薬の本当の意味も疑問視する事もなく、ツ〇

ラの漢方薬がスタンダードな処方になっています。（独禁法に当たらないの？） 

さて、あはき師はどうなるの？ 

 あはき師は治療家なの？ 武道家なの？ 

お灸は今後は保険診療に入ることは困難だと思います。マッサージはリハビリの中に含まれて来るか

もしれません。鍼は？ 

現在も鍼施術は大学病院でも、大手の病院でも一つの診療科として扱われております。AI の時代がス

タンダードになれば、風邪薬を貰うように鍼を受けられる時代がドクターを通して来る日が間もないと

思われます。あくまでもドクターを通してです。 
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独立して鍼灸院を開業できる私たちですが、閑古鳥の鳴く日が来るという事になるかも知れません。 

自分に置き換えれば見えてくることがあります。病気をしたときに掛かりつけ医が無ければ、近くの

間口の小さな病院と大きな窓口の病院とどちらにかかりますか？ 答えは一目瞭然ですね。 

鍼を受ける時、一般の方は当然のように病院を選択して受診することになると思いませんか？（施術

者の能力は別にして） 

本格的な AI の時代が来る前に、どの様な方向性に自分の立場を向けて治療家として生き残るかを考

える時が来たのだと思います。その道筋を築いて行くのが私たち今の世代で、今後の若い方々は新しい

方向性を柔軟に見つけて明日への希望としていかねければ行けません。 

東洋医学は進化する治療なのでしょうか？それとも伝統を守らなくてはいけない武道家の様な立場

なのでしょうか？ 

いいえ、鍼灸あんま指圧マッサージと言う手技を使う治療なのです。医療なのです。医療ならばいつ

でも進歩するものです。時代に合わせて進化が出来ない分野は滅びていきます。 

（企業の場合、寿命は 30 年周期です。この間に進化が必要です。会計士談） 

東洋医学（経絡経穴、気）の世界でも、科学的根拠と理論の中で確立されたものが必要な時代が来て

います。元気の気を整えるのは魔法ではなく治療です。 

あはき師の大学が出来た時には（約 35 年前）、鍼灸の新しい時代が来たと思いましたが、あまり変化

はありませんでした。 

本場、中国では現代医学と非常に上手く融合（上海中医学院）しています。現代医学でも伝統医学で

も極端に分けずに、その時その時に柔軟に対応をしております。しかしながら中国の富裕層は、健康診

断や困難な手術は日本に来て行っております。何故なら日本は世界有数の医療大国だからです。ならば

鍼灸師もこれに乗っかれば鍼灸大国になる可能性があると思いませんか？ 

今の世代の鍼灸師たちが 50 年後に、若い世代が安心して仕事として生活できる世界にしてバトンを

渡さないといけないと思います。生活が安心して出来ない仕事は仕事ではなく趣味の世界です。 

PT と同じ扱いにならない様に、今、どの様な方向性にあはき師達が進めば夢や希望の持てる世界に

していくことが出来るのかが重要だと考えます。 

以上の事は市井のあはき師が保険診療を患

者様が受け易くする為には、どの様にして行

けば良いかを考えていくきっかけになればと

思い記載させていただきました。 

 

追伸：マッサージ同意書を貰うときに三か

月毎の更新の同意書を取っている方が多いの

では？ 

なぜ一か月ごとの更新の同意書（変形性徒

手矯正術）を取らないのでしょう？ 

毎月、報告書を書くのが面倒なのですか？ 

施術は患者様のためものですよね。結果、私たちがビジネスとして成り立ち、報酬を得るのですよね。

患者様の拘縮予防・麻痺改善のためにも、変形性徒手矯正術は必要だと考えます。 

                                          以上 
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 申請書ソフトバージョンアップのご案内(R3.52)   再掲 

 バージョン R3.4xのソフトは、Ｈ30年 6月初めを持って使用できなくなります。 

 まだバージョンアップをされていない方は、必ずバージョンアップをお願いします。 

 

 

 

  往療明細表作成に問題がありましたので、該当する場合は R3.52 に
バージョンアップをお願いします。 
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）一番簡単です 

(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」を入れて送付しています。Ｈ26 年度版地図データも同梱します。 

(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） 

この CD-ROM はアップデイトのほか、新ＰＣへのインストールも可能です。 

希望する場合は、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。 

重要 

 

 

 
 

手書きの場合も注意！ 

 

◎ 使用期限をＨ31 年 5 月まで延長します。 

◎ 神奈川申請書 ハリの傷病名表示方法の改善 

◎ 往療明細表 出発地の緯度・経度がない場合の 

        施術所/前患家の距離判定 

◎ 管理表 神奈川国保連分の強調表示 

新バージョンは H30 年度会費納入済の会員が対象になります。 

受領委任制度の導入・療養費の変更が予定されています。これに伴い申請書の様式の変

更および料金の変更が行われる見込みです。 

料金変更は 6 月施術分からの変更が予定されていますので、厚労省の通知が出て内容が

明確になり次第、バージョンアップにて対応します。（6 月中旬の見込み） 

そのため 6 月中に再度バージョンアップをお願いすることになります。 

この変更に際して、申請書様式の変更の可能性がありますので、事前に用紙印刷を用意

する場合は、最小限にして下さい。 

料金変更および申請書様式の変更は手書用紙も変更が必要の可能性があります。新様式

が決まりましたら別途送付いたします。 
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事務局からのお知らせ 

Ｑ1：往療料金が削減され、施術料が上がると聞

いたのですが詳しく教えてください。 

 

 

 

 

申請書締め切りは毎月３日です 

 

 

 

 

 

 

【療養費等の変更事項について】 

A1：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●●●●●● 

【往療距離に関する返戻の例】 

Q2：“往療距離相違”とのことで申請書が返戻されました。その患者 B さん宅には、施術所から行く場

合と、別の患者 A さん宅から行く場合があります。施術所と A さん宅は 100 メートルしか離れてい

ませんので、B さん宅までは同距離と判断していたのですが。 

        100ｍ 

    施術所   A さん宅 

 

 

       B さん宅 

A2：  
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H30 年 5月                H30年 6 月 

 

1 火   1 金  

2 水  2 土  

3 木 申請書〆切    憲法記念日 3 日 申請書〆切   

4 金 みどりの日 4 月  

5 土 こどもの日 5 火  

6 日 申請業務     振替休日 6 水 申請業務 

7 月  7 木  

8 火  8 金  

9 水  9 土  

10 木  10 日 国民の会総会 

11 金 事務局通信投稿〆切 11 月 事務局通信投稿〆切 

12 土  12 火  

13 日  13 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO体験治療（13:30～15:30） 

14 月 事務局会議（13：00～14：00） 14 木  

15 火  15 金 保険部会（19:00～21:00） 

16 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO体験治療（13:30～15:30） 

16 土  

17 木 「国民の会」会議 17 日 在宅ケア学習会（13:30～16:30） 

18 金  18 月 事務局会議（13：00～14：00） 

19 土  19 火  

20 日 NPO理事会（10:30～12:30） 20 水  

21 月  21 木 「国民の会」会議 

22 火  22 金  

23 水  23 土  

24 木  24 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

25 金  25 月  

26 土  26 火  

27 日 理事会（11:00～12:30）定期総会（13:00

～17:00）兵庫鍼灸師会総会（13:30～

16:00） 

27 水 支給明細などの発送 

28 月  28 木  

29 火 支給明細などの発送 29 金 療養費の振り込み 

30 水  30 土  

31 木 療養費の振り込み    


