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新任のご挨拶                  2018年 6月 8日     代表理事 清水一雄 

任意団体の時から数えると前高橋養藏代表理事は 24 年間任務を果たされ、限りなく会発展に尽力を

尽くしていただき本当にご苦労様でした。私はその間事務局長を 20 年間務め振り返れば結構年をくっ

てしまいましたが、もうちょっと頑張らなければならないと思い代表理事に就任することになりました。 

任意団体から法人組織になり医療行政にもの言う集団としてやってきたのが会のポリシーです。この

ように素晴らしい会を更に充実させ未来永劫残していくために、次世代へのバトンタッチは急がれます。 

会が果たす役割は多くの患者から求められており、期待に沿っていくように皆で力を合わせていくこ

とが重要です。その為にも会員一人一人が関心を持ち、問題意識を高めていくことが必要です。 

当会は発足当時から医療行政の在り方において、「あはき」医療が不当に差別的扱いを受けることに

より、裁判、審査請求、保険者交渉、政治家の協力によって正すべき行動を行ってきました。 

それによって「あはき」療養費支給で医療先行問題が無くなり、期間回数制限撤廃、電療等施術者判

断がＯＫ、同意医師による施術期間（加療期間）の廃止、施術 2年以上の場合医師の同意書に加え意見

書添付の廃止、医師の口頭同意がＯＫ、鍼灸初検の算定が認められました。もちろん志を同じくする他

団体との協力があってなされたことです。もし意義を唱えることなく医療行政のなすがまま従っていた

ならば、発病から 2年で打ち切り、医療先行による医師の治療手段がないかの厳しいチェックによる不

支給が増え、大変な状態に追いやられていたと思います。 

 来年 1 月からいよいよ「あはき」受領委任払いが導入される運びとなりました。その間昭和 25 年に

保発 4 号によって契約の禁止、償還払い、医師の同意書の縛りを 68 年間受け続けてきましたが、この

度は医師の同意はそのまま残して医師の縛りを強める方向に向かっているようです。 

受領委任払いであるならば診断書にすべきことで、医師の同意を得なければならないことに疑問を持

っていただきたいのです。既に厚労省及び療養費検討専門委員会委員には会としての要望書は提出して

います。受領委任払いは厚労省の通知上健康保険制度に入ることであり、長年要望してきたことが実現

します。医師の同意を無くしていく活動が今後の課題ですが、今は 1 月の受領委任払いにおいて厚労省

から出されている（案）に対しておかしいと感じることはおかしいと声を上げ厚労省に対して提案をし

ていきたい。患者にとって扱いやすい受領委任払いにしていくように、皆さんと共に頑張っていきたい

と思っています。 

【私の抱負】として３つを掲げます。 

１．「あはき」師が生活していけるようにしたい。 

２．温かい心としっかりした技術（診断）を身に付けた「あはき」師の育成をしたい。  

３．「あはき」を療養の給付（現物給付）としての医療制度になるようにしたい。 
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Ｈ３１年１月から施行される受領委任払い制度では 

医師の同意書でなく診断書とするよう声を上げていこう 
                   2018年 6月 12日 相談役、業務執行理事 高橋養藏 

総会で話しましたが、平成 2 年（1989 年）から平成 9 年（1996 年）にかけて、併給問題を争った宇

都宮市の「岸イヨ併給裁判」の当時、1986 年度ですが療養費の額は、はり、きゅう、マッサージ治療

あわせて 81 億円でした。裁判を取り下げるということで出させた 150 号通知で「医療先行」の条件を

なくしその後、平成 14 年には政治家にも協力して頂き、はり、きゅう治療の期間、回数制限を廃止さ

せ、同意書の再発行は口頭同意でも良いことになりました。 

こうした取り組みによって療養費の取扱い額が 2016 年度で 1050 億円になり、この 30 年間で約 13

倍になりました。 

歴史を振り返ってみると、療養費の取扱い額が大きくなると「不正請求が多くなっている」、という

理由をつけて給付抑制の引き締め策を出してきています。 

療養費が増えるのは、不正取扱いが多いからではなく患者、国民が必要としているからです。 

H31 年 1 月からの実施案では同意書の発行の条件を厳しくしています。医師も医学大学で、東洋医療

について学んでいないから出せないという医師が多くなっています。 

理由はもっともですから、医師には診断をお願いし、診断書の提出をお願いすべきです。診断書は医師

なら誰でも出せます。診断書の診療点数が 100 点では、少ないならば納得ゆく額に引き上げてもらって

下さい。 

厚生労働省が療養費支給の現状に従い、はり・きゅう治療は疼痛緩和の治療として認め、あん摩・マッ

サージ・指圧治療を身体機能障害改善の治療として認めれば問題はないのです。 

医師の診断と患者自身の判断により、東洋医療を必要としている患者、国民が健康保険で、はり・きゅ

う治療、あん摩・マッサージ・指圧治療を利用できるように粘り強く運動を続けましょう。 

 

 

「受領委任」についての検討会 開催のお知らせ 

日時：平成 30年 6月 23日（土） 18：00～21：00 

場所：千駄ヶ谷社会教育館 第 1会議室 

６月施術分より療養費の改定、療養費不正対策による取り扱いの変化、今後の「受領委任」への移行

など療養費取り扱いが大きく変化します。みなさまの不安材料、疑問点などを出していただき、会員相

互の情報交換、事務局からの情報提供を行います。今後の対応についての意見交換の場です。みなさま

のご参加をお願いします。参加の方、事務局へご連絡下さい。 
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≪季節の疾病対策 12≫ 梅雨時の湿疹 

                       学術部 荒木文雄 

夏の季節で梅雨になり、暑熱と湿気に体が順応していないこの時期に目立つのが湿疹（くさ） 

です。皮膚病の中で最も多く見られる疾患である。 

原因としては体質や機械的摩擦、汗、膿、薬品刺激、細菌感染等である。 

《発症部位》 頭部、顔面、陰部、手足屈曲部、全身 

［１］ 急性湿疹＝軽度赤斑より小丘疹になり、その後水疱より膿疱となる。 

［２］ 慢性湿疹＝経過が様々で再発し易い。皮膚肥厚して暗褐色となる。 

両型湿疹ともに掻痒感が激しい 

《治療法》清熱利湿 

《配穴》三陰交、足三里、血海、神門、曲池、肩隅（灸）3～5 壮大椎 

☆上記の反応の出現した経穴に針、瀉法で施術する。 

患部に刺絡後、吸玉で瘀血を取る。又、走行経絡の井穴刺絡も良い。 

週 3 回、4 回、1 行程、慢性型は長期を要する。 

日本では古来よりどくだみを服用する民間療法が知られている。 

体内の毒素を取る。毒消し薬として有名である。 

 

    セミナーご案内（伝統手技部会研修） 

仙腸関節の調整 講師 高橋 養藏 

 日時 ７月１５日（日）  13:30～16:30 

会場 幡ヶ谷社会教育会館 和室 
 仙腸関節調整の手技についてご紹介します。 

 2012年キューバとの医療交流で、キューバの医師も 

医療として必要と認めました。 

 外科手術、はり、きゅう、マッサージ、指圧治療だけで

は、なかなか治りにくい腰痛、膝関節痛、足背痛、足底痛、

足指痛などに効果があります。日本でも医療として活用し

てほしいものです。 

 また現在、医師が抗がん剤治療を行っている、肺癌患者

の指圧治療をしていますので、治療経過についてご報告し

ます。  （京王新線 幡ヶ谷駅下車徒歩 5分） 
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著書紹介 

1分間「腸」健康法 
老化を防ぐ決め手は“腸活”です 

 ワニブックス「PLUS」新書 830 円 

著者 藤田紘一郎  

東京医科歯科大名誉教授 

 

腸を元気に老化を防ぐ 
藤田医師は、健康の基本は腸の活動を健全に保

つことが重要だとして、腸と腸内細菌の役割をわ

かりやすく明らかにしています。 

感動を受ける健康法です。薬や抗生物質の乱用

を避け、はり・きゅうやマッサージ治療の活用、

日頃の地道な健康法の実行が、どんなに大切であ

るかを改めて痛感しました。  久下勝通 

 

著者の藤田医師は、「腸こそ私たちが健康に生

きるためにもっとも大切な臓器だと、私は考えて

います。」「人の健康を考えるうえで大切な問題は

腸の活動であり、腸に共生している腸内細菌の役

割である」と次のようにのべています。 

腸と腸内細菌の役割 

腸の役割 

１消化－食べ物を細かく分解する。 

２吸収－糖、アミノ酸、脂肪酸といった栄養素

を吸収する。 

３排泄－毒素を、大便として体外に排泄する。 

４合成－腸内細菌と協力して、ビタミンや 

ホルモン、酵素をつくる。 

５免疫－腸内細菌と協力して、腸の免疫細胞が

病原菌やウイルスから体を守る。 

６浄血－良好な腸内環境は善玉菌が働いて腸内

腐敗を防ぎ、血液をきれいにする。 

７解毒－腸の粘膜組織や腸内細菌が化学物資を 

   分解・排除し・解毒を行う。 

「人が病気を遠ざけ、細胞レベルから若返って

いくために、欠かすことができないあらゆる働き

を腸が担っているのです。 

健康を支える腸内細菌の活動 

「これらの七つの働きすべてに関与している

のが腸内細菌です。」「腸内細菌と私たちは一心同

体、彼らにとって不都合な生活をしていると、腸

内細菌叢は病気を招き入れる存在へと変化し、老

いのスピードを加速させるよう働きだすのです。」 

「腸こそ私たちが健康に生きるためにもっと 

も大切な臓器だと、私は考えています。」「私たち

の腸には、3 万種、1,000 兆個というたくさんの

細菌がすみついています。その腸内細菌の存在が

あってこそ、腸は偉大な七つの機能のすべてを発

揮できるのです。」 

「人間を含む全ての生き物は完全な存在では

ありません。すべての生命体には足りない部分が

あり、欠如した部分を他者により補われています。 

腸だけでは健康を保てず、性ホルモンの分泌も

ままならないけれども、腸内細菌という共生菌が

おなかにいてくれるから、私たちは健康で若々し

さを築くことができるのです」。 

ホルモンや酵素をつくること、病原菌やウイル 

スを排除すること、化学物資を分解、排除するな 

どなど、健康の維持、生命の維持に不可欠な作用

を、私たち人に共生する細菌が行っているのです。 

自然治癒力、生命力を支えているのは、人に共

生する細菌の力によるのですから驚きます。 

 「ホルモンは体内で作られ、体内や脳で働く生 

理活性物質です。体の内外で起こった情報を各器 

官に伝えたり、作用を及ぼす働きをし、わかって 

いるものだけでおよそ 70 種類もあります。」 

「老化を防止するのは性ホルモン。コルステロ 

－ルは性ホルモンの原料、卵黄やレバー、うなぎ、

魚卵や肉を控えるような粗食では決して若返る

ことはできない。」 

 「性ホルモンの分泌にも腸内細菌の働きが欠 

かせません。原料となるコレステロールは、80%

が肝臓で合成されます。 
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肝臓の働きにはビタミンＢ群が必要です。その

ビタミンＢ群を食べたものからとり出し、合成し

ているのは腸内細菌です。」 

 ほとんどの動物はビタミンＢ群を自分の体内

で作り出せるのですが、人やサルにはその能力が 

無いというのです。 

「腸内細菌」に嫌われる食事 

 「性ホルモンを増やすには、腸内細菌にビタミ 

ンＢ群を沢山作ってもらう必要があり、そのため 

には、腸内細菌の大好物を毎日の食事の中に加え 

ていくことです。腸内細菌の最大の好物は、食物 

繊維とオリゴ糖です。」 

「腸内細菌にダメージを与えるものは、できる 

だけ口にしないことです。」 

「その代表的なものは食品添加物です。とくに細

菌の生育を止めてしまう保存料は困りものです。 

本来、食物には命があり、その生命を断った瞬

間から腐敗が始まります。長時間、見た目も味も

変わらない加工食品が私たちの周りに溢れてい

ますが、それは細菌の繁殖を抑え込み、えさにも

ならないことを意味しています。」 

「今、口にいれようとするものは、腸内細菌の

喜ぶものですか？食べる前に考える習慣をもち

ましょう。腸内細菌に嫌われては、若さも健康も

手にできないのですから。」 

 腸内細菌が喜ぶ健康法 

 藤田医師は腸と腸内細菌の活動を活発にする

立場から、わかりやすく、取り組みやすい健康法

を提案されています。 

 健康の基本、まず何を食べるのか、どのように

食べるのかという食べ物の問題です。また、毎日

継続して取り組める運動、そして、こころの健康

も提起されています。 

 39 項目ある目次から 15 項目を抜粋します。 

○腸の有難みを知らない人が脳をボケさせる。 

○「幸せになれますように」と願うより先にネバ

ネバ食品を食べる。 

○海苔一枚食べる習慣が脳を救う。 

○「食前キャベツ」で脳の酸化を防ぐ。 

○油にかけるお金を惜しむな。良質の油は、高価  

 なサプリメントよりも価値がある。 

○自分の生活の中にある、がんの原因を探し出す。 

○主食は玄米や五穀米を二口だけ、1 分間かけて

よく噛んで食べる。 

○白い主食や甘いものに依存する生活が、がん細

胞を増やす。 

○肉や卵をきちんと食べ、主食を減らす。 

○モズク酢を手作りして毎日食べる。 

○「腸内細菌」に嫌われる食事は、自分を老けさ

せるだけ」と心する。 

○一日 2~3 分だけスクワットする。 

○こまめな「骨盤底筋トレーニング」尿漏れ防止 

○男女の集う場所に参加し、異性とのコミュニケ 

－ションを持つ。 

○身の回りの細菌を排除すると、人は決して幸せ 

になれない。 

科学への過信からでしょうか、経済至上主義の

考え方からでしょうか、細菌は撲滅する対象とし

て、抗生物質の乱用、ワクチンの乱用、クスリの

乱用が止まるところを知りません。 

微生物との共生という視点からの健康問題の

提起は非常に重要です。健康の不安から、薬にだ

け頼るくらしを続けることは、自分のもつ自然治

癒力をよわめ、より深刻な不健康につながります。 

 自然治癒力を底上 

げする健康法、（1 分 

間「腸」健康法）に 

学び、それぞれ継続 

する健康法を身に付 

け、患者のみなさん 

にもお知らせしてく 

ださい。 
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平成 30 年度 第 15 回定期総会議事録 
 平成 30 年 5 月 27 日(日曜日)、午後 13 時 30 分からホテルローズガーデン新宿本館２Ｆにおいて、 

第 15 回定期総会を開催した。 

議決権のある会員総数         １８６名 

総会員の議決権の数          １１７名 

出席会員数               ２７名 

出席理事、出席監事  

高橋養藏、武井百代、橋本利治、松尾洋子、岩下幸卯、小川栄吉、清水一雄、山口充子、松本泰司、 

山内惠美子、佐渡智哉、清水鏡晴、北川冬樹    （出席理事確認）   監事 久下勝通 

小川栄吉の司会により、本定期総会は適法に成立していることを確認し、議長に菊池哲と増田浩司を

選出した。議長は席につき、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 

 

高橋養藏代表理事挨拶 国民が体にやさしい東洋医療を選べる制度へ 
国が今年 10月 1日から 68年ぶりに受領委任払いを認めた事は評価できる。

但し同意書は主治医に限定するとか、6 ヶ月毎に経過報告書を医師に提出する

など規制を強めてきている。私たち鍼灸の療養費が 1050 億になった事で抑制

が掛かったと思っている。これを黙っていてはダメだ。患者さんの受療機会

を守る姿勢を失ってはならない、と話されました。 

 

 NPO 医療を考える会、山西俊夫理事長挨拶  

患者が選べないやり方に危機感 
国は、あ・は・き療養費の削減方向を打ち出しました。今回は同意書の発行、再発

行に対して煩雑な手続きを行わせようとしています。自分も患者の一人として危機感

を持っています。日本には東洋医療と西洋医療のどちらを選ぶかの患者の選択権があ

りません。これからは身体にやさしい東洋医療の活用が欠かせません。患者が選べな

いのはおかしな制度ですから変えていきたい、と述べた。 

 

宮原哲朗 顧問弁護士挨拶 治療や制度の PR で国民の理解をひろげよう 

今回、高橋代表理事が辞められると聞き大変残念に思います。高橋さん

とは岸イヨ裁判で併給の事だけでなく、鍼灸マッサージ全体の問題につい

て話し合いました。 

今回、あ・は・きの受領委任払いは認めましたが、患者が受療し難くな

る政策案を作ってきたのではないでしょうか。こういう場合は現実に即し

て行政の範囲内で出来る事を考える方がよいと思います。               

鍼灸マッサージに馴染みのない患者に対して Q＆A を作成して、広く理

解を得られるようにしていく事が必要ではないでしょうか。私も Q＆A の作成には協力していきます、

と締め括りました。 

 

議長は第 1 号議案の報告を求め、第 1 号議案の平成 29 年度事業報

告が清水一雄事務局長より、配布されている資料、平成 29 年度年度事

業報告にもとづき行われた。 

事務局長からは「当会は厚労省に物言う団体として、政治家とのパ

イプを今後はさらに強めていく方向を継続していく。」旨を話されまし

た。さらに、議長より第 2 号議案の報告を求め、平成 29年度決算報告に（議長の増田氏、菊池氏） 

ついて財政部長の松尾洋子より、配布されている貸借対照表、損益計算書等の資料にもとづき報告
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がなされた。            

 続いて議長より、第３号議案の会計監査報告を求め、会計監査の清水正敏より、貸借対照表、 

損益計算書等が一般社団法人鍼灸マッサージ師会の財産、損益の状況を正しく表しているとの報告 

がなされた。          

  

議長は、以上の報告を受け、第 1 号議案から第 3 号議案の質疑を行ったあと、各議案につき承認 

を求めたところ、第 1 号議案、第２号議案、第 3 号議案とも異論なく、拍手により承認された。 

 次に議長は、第 4 号議案平成 29年度事業計画案の報告を求めた。清水鏡晴義務局次長より配布さ 

れている、平成 30年度事業計画案に基づき報告がなされた。引き続き議長は、第５号議案の平成 

30年度収支予算案の報告を求め、武井百代財政部次長より平成 30 年度予算案について提案がなされ 

た。 

 つづいて松尾財政部長が発言を求め、基金（出資金）の取り扱いについて、および療養費事務手数料 

の取り扱について、提出されている提案文に従い報告した。 

 議長は質疑の後、第 4 号議案の承認を求めたところ、反対はなく拍手により承認され、つづいて第５ 

号議案の承認を求めたところ、第５号議案も拍手により承認された。 

 続いて議長は、6号議案「規約改正案」について提案を求め、北川理事が配布されている規約改 

正案に基づき規約改正の提案を行った。議長は質疑の後提案につき承認を求め、反対はなく拍手に 

より承認された。 

 この中で北川理事は、「問題を明確にして任務を分担して運営するための、業務執行理事を活用して 

いきたい。それに即した体制を作るため事務局の運営管理を行う。」と具体的な規約の改正を説明しま 

した。 

 この時、総会出席伊藤会員より付属治療院の開設について、予算案の根拠について質問がだされた。 

この質問に対し松尾財政部長から、付属治療院の開設について、具体的な数字を下に予算案を導き出し 

たものではない、予算が計上されてもいないことが説明された。 

 次に議長は、議長は理事及び監事の全員が、本定時総会の終結と同時に任期満了するので、理事およ 

び監事の選出をおこなう旨をつげ、清水郁夫、渡辺俊子選挙管理委員の報告を求めた。 

清水郁夫選挙管理委員より、定款 24 条および規約第 10 条に基づき、理事および監事の立候補者の

公募を行ったところ、理事候補、監事候補として以下の会員より立候補があったとことが報告され

た。 

 理事候補、荒木文雄、岩下幸卯、小川栄吉、北川冬樹、佐渡智哉、清水一雄、高橋養藏、武井百代、

土屋幸弘、橋本利治、松本泰司、松尾洋子、山内惠美子、山口充子 

 監事候補 菊池哲、久下勝通 

 議長は、理事立候補者を理事とし

て選出し、監事候補者を監事として

選出したい旨を告げ、意見を求めた

が反対はなく拍手により承認された。 

 議長は、選出された理事及び監事

就任の意向を確認したが、被選任者

は席上その就任を承諾した。 

 議長は、選挙管理委員より提出さ

れた立候補者名簿により理事及び監

事を選出した胸を告げ、暫時の休憩

を告げた。 
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 議長が議事再開を告げ、総会の休憩中に行われた第 1 回理事会の報告を求めた。清水一雄理事より、

休憩中行われた理事会において代表理事に選出され就任を受諾した旨の報告があり、事業、運動への会

員の参加、協力を求める発言があった。清水一雄・新代表理事からは「私は独断で取り仕切るような会

にはしたくない。民主的な会運営に心がけたい。」との抱負を話された。 

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、16：00 分に閉会した。 

 以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、作成者及び議長がこれに記名押印する。 

 平成 30 年年 5 月 27 日 一般社団法人 第 15 回定期総会 （議事録作成者）理事 松本泰司 

 

（総会後伊藤賢司氏より、文書による意見が送付されましたので掲載します） 
「ちょっと待った」     伊藤賢司 

ちょっとまった!こんなフレーズの人気ＴＶ番組が、以前ありました。では何にちょっと待った!

と言うと、去るＨ30年 5 月 27 日開催された、第 15回定期総会での出来事です。会員 186 名、参加

出席者 27名、多くは委任でした。 

今回委任されて会員の皆さんは、今回送付された資料をよく拝読されたうえで、委任されました

でしょうか？廃棄していなければ、もう一度資料に目を通して読んでみて下さい。 

 Ｈ30事業計画の中の付属治療室実行委員会の項目です。 

以下資料から 

２、設立にあたって②予算として 600 万円累積赤字になった場合はその時点で閉院する。⑥治療室は事

務所と併設し現事務所家賃に 4 万円加算（月 20 万円）程度の物件を探す。閉院した場合、事務所として

やっていく。 

 総会において私は、この 600 万円と言う数字はどこから出てきた数字で、具体的な資料稟議書等に基

づいているのですか？と質問いたしました。結果、具体的な資料稟議書等に基づく説明の回答が無かっ

たのです。驚きです。仮に開設の場合は会員の治療請求額の手数料、会費から回す訳ですし、財政の状

況の問題に今月 6 月より療養費手数料の会の補助の打ち切りをするという中で、600 万円のお金を使い

赤字だったら閉院します。ではこの 600 万円の赤字誰が回収するのでしょうか？誰が結果責任を負うの

でしょうか？ 

これすら決定していないのではないと予測しますが・・・ 

 また事務所まで移転して赤字なら閉院？保証金・会のソフト入れ替えでのお金がかかります 

 だから、ちょっとまってくださいなのです。実行委員の方々が会員に対してこの付属治療院開設にあ

たり具体的資料説明、賛否を問う事一切行わず開設を進めていることに対して、総会において新理事長

の清水一雄さんは挨拶の中で、民主的な運営をすると発言されました。 

民主的な運営を目差すというならば、会員に是非を問う具体的資料に基づく説明会、アンケート等を

すみやかに実施してください。この案件は十分論議しないで開設にいたると取り返しが出来ない。案件

では？と個人的に思います。 

どうしても付属治療院開設したいならば開設実行員の方が自費で準備金を集めて会との会計を完全に

分離して行えば良いと思う私は総会で意見をいたしました。 

最後に日々は理事に任せているのですから、年 1 回可能ならば総会に出席してみて下さい（この問題

を機に来年の総会出席者が増し、発展することを期待しつつ） 

 

      「会員から ちょっと 待った」の回答について 
貴重なご意見ありがとうございます。 

6 月 3 日（日）の理事会にて平成 29 年度総会を終えて、「ちょっと 待った」について話し合いまし

た。貴重なご意見ですので真摯に受け止め対応させて頂きたいと思います。 

まず臨時事務局通信として鍼灸マッサージ師会付属治療室についてのみの内容のものを発行し、会員

の理解をさらに深めて頂きます。 

次に、臨時事務局通信発行後に説明会を開催し必要であればアンケート調査をします。発行にあたっ
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て付属治療室実行委員会を開催し、次回理事会 8 月 5 日（日）で諮り進めていきます。 

内容としては、会の現状や今までの経緯をお知らせし、付属治療室に付随する機能やメリットについ

て解説します。 

この度の 600 万円は大きな根拠は無く、最悪を想定して現在の会資産の 3 割が食らい込む状況になれ

ばという数値です。 

根本は出来る限り費用を掛けずに進めていく考えには変わりはありません。この企画の賛同者と担っ

てくれる方の存在及び適切な場所が無い限りは実現が難しい計画です。 

略儀ながらご返答させていただきました。 

   平成 30 年 6 月 4 日 鍼灸マッサージ師会  

付属治療室実行委員会 責任者 奈須守洋 清水一雄 

 

  第 15回総会懇親会の報告 

「あはき」を医療と認める 

健康保険制度を
  

  

奈須会員による乾杯の発声から懇親会が始まり

ました。 

「総会でのご意見を聞き、反省することが多か

ったが、うれしいことでした。懇親会ではしっか

り飲んでしっかり議論して楽しみましょう。乾

杯！」しばらく食事と歓談を楽しんだ後、事務局

の高橋から事務連絡がありました。 

〇高橋から事務連絡 

 「厚労省のへ通知が出ました。６月施術分から

の療養費が“案”通りに改定されたという内容で

す。施術料が上がり、往療料が下がることがポイ

ントです。これに伴いソフトのバージョンアップ

を６月中旬に行います。この総会で代表理事が変

わったこともあり、７月提出分から申請書の書式

が変わります。単価の入れ替えをご自分ではしな

いでください。必ずバージョンアップをお願いし

ます。また、来る「受領委任」に関する問い合わ

せが多いため、全体勉強会を 6 月 23 日（土）に開

催します。そこでは何が心配事項なのかなどを話

し合う予定です。詳細は追ってお知らせします。」 

若い治療家の技術を磨く場所を 
 〇奈須さんから発言がありました。 

奈須「今日の総会で付属治療院についての忌 

憚のないご意見をいただき、付属治療院検討委員

会での議論が十分伝わっていなかったと反省した。 

会員全員の納得を得てから物事を進める、とい

う考えに立ってアンケートを取っても“何とも思

わない”“怖いから止

めて”など色々な思い

が届くと思うが、これ

では良い方向に進ま

ないと思う。通信に載

せるだけでは不十分

で、このように面と向  （奈須守洋 氏）   

って集まって話すことが大事だと思う。 

会は、保険申請の事務手数料で運営している。

厚労省への交渉、裁判などの活動は会の魅力。 

ところが今月の収支を見ると新しい方の入会が

少ない。会員数も少ない。鍼灸・マッサージ師は、

毎年数万人は学校から排出されているのに、当会

への入会者は少ない。波に乗れていないと感じる。

会の魅力が新しい人に伝わっていない。 

こういった中で会に提案したのが付属治療院 

の構想。若い治療家たちがどうやって食べていけ

るか、技術を身に着けていけるかのテコ入れが必

要。この先 5 年までは今までの状態でも会は大丈

夫だろう。 

しかし 10 年、30 年後も同じように存在できる

かどうか。会を通さなくても保険申請は可能。 

中間マージンをもらう以外に会を一つにまとめ

られるかもと思い、付属治療院の提案をした。 

会のコンテンツを充実 
 それには①外から見た時の会のコンテンツを充

実させる。②会員サービスのコンテンツを充実さ
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せることが有効ではないか。経費はかかるかもし

れないが、今後、業界の中で発展するために投資

する。 

このような目的・方向性・未来を見据えた考え

方を組み込んだアンケート作成がなかなかできな

かった。すみませんでした。会が、また、業界団

体がより魅力ある形であり続けるために、温かい

目で見てやってほしいと望みます。」 

 

 次に事務局スタッフの紹介がありました。髙橋

博・渡邊恵万・清水明見・山西力・那根唯・菅野

芳子・佐藤瑞希（新人）・外山多伽子・山口充子・

齋藤ゆき子が紹介されました。続いて橋本さんの

発言です。 

           

〇橋本さんの発言 

「先日、文科省前事務次官の

前川喜平さんの講演会を聴講。

今の政府のやり方はおかしい、 

民主主義が壊されているという話だった。前川さ

んは“出会い系バー”に出入りしていると報道さ

れ、2 月に天下りの問題で辞職に至った。 

 10 年程前に寺脇兼という文科省の官僚が、朝鮮

人学校の大学受験資格の件で朝鮮人学校に見学に

行った。 

文科省官僚としては初めて。カリキュラム等を

きっちりと視察した。金日成の授業が沢山あった

が、受験資格の件では改正の方針を打ち出した。 

大学受験は 70％以上の点数を取らないとダメ

とのことだが、なかなか 70％は難しい。実際は門

戸を閉ざされている。高卒資格は何点？と高校教

師に聞いたら 30 点という返答だったため、大検も

30 点で OK と勝手に決めて実施した。このような

人材もいるので、文科省・厚労省とはきっちり話

すと理解を得られることもある。 

 

柔整と「あはき」の差別が問題 
同じ療養費の支給だが、「あはき」は柔整とは差

別がある。療養費の支給に柔整は医師の同意書が

必要でない。柔道整復師は自分の判断で健康保険

における治療ができるが、鍼灸師やあん摩マッサ

ージ指圧師は医師の同意が無い限り、健康保険に

よる治療を行なえない実態だ。 

国民は医師の意見を聞かないと「あはき」の治

療を受けられない。同意書を出さない医師が増え

る。これは社会的問題であり、この改善が必要だ。 

付属治療院の事もきっちりと統計を出して研修

する方向で、会員誰もが納得するような形でやっ

ていく。私なりに今の状況を打開する方法を考え

たい。新代表理事、よろしくお願いします。 

日大アメフト部の問題だが、マスコミは“言っ

た、言わない”に終始しているが、もっと基本的

な問題、人権の本質的なことを突いていくことが

必要。あの時選手に人権はあったのか。加計問題、

財務省職員の自殺。パワハラがあったのでは。患

者さんの人権を施術者が守っていくというスタン

スが大切。基本に戻って運動していく必要がある。」 

 

立法府への働きかけも行おう 
岩下「元文科大臣、下村博文さんのパーティー

に出てくる。NPO に案内があり、代表して行って

くる。立法府への働きかけも。コネ作りに行く。

事後報告します。」 

 

〇清水一雄さんの発言 

「奈須さんは付属治療院検討委員会を仕切って

くれている。今回はいろいろな意見が出た。行事

を行うときには何でもそうだが、緻密に計算する

とかえってできないこともある。 

直観に従って動くこともある。理屈ではない。

個人的に思うのは、付属治療院はこの会の存続に

係ると思う。付属が設立すれば、１日か半日、誰

かが施術を担当する必要がある。 

その人件費として時給 1500 円を考えている。

自分の仕事を休んでこの任務に当たるわけだが、

１日張り付いても患者は来ないかもしれない。自

分の収入を考えたら担当しない。 

でも、色々な患者に来てもらい、その中で在宅

往療の話があったら会員に仕事を回す。こうして

鍼灸マッサージは素晴らしいと普及させる。国に

対して主張していく必要がある。 

付属治療院の意味処がどこにあるのかを考えて

もらい、ぜひメンバーに加わっていただきたい。

付属治療院の話し合いは重要であり、意見は大い

に結構です。 

今まで立あげ委員会を開いていたが、その意思

を伝えるのは大変。会員みんながこれは必要だ、

との意識を統一する必要があり、不要という見解
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が出たらやめれば良い。」 

〇渡辺俊子さんの発言 

「付属治療院開設実行委員会に参加したい。今

まで34年間の治療の中で5人の学生を受け持って

きた。若い人の技術も良い物があり、互いに勉強

になった。 

責任を持って１日付属治療院にいてくれる指導

者が必要。何でも質問ができる。私はインターネ

ットなどには疎いが 34 年間治療院を続けてこら

れた。細かい点も教えてあげたい。 

新しくやりたいという提案をやめるということ

は後退。ぜひやった方が良い。自分の治療院にも

使わない器具などが沢山あるので寄付したい。」 

誠意と情熱を持って 
〇石原則子さんの発言 

「神奈川から来ました。49 歳で呉竹学園に 

学び平成 21 年に卒業、9 年程経った。院長である

夫を４年前に亡くし、資格を取っておいて本当に

良かったと思っている。 

個人経営の治療院だったので、主人が無くなっ

たら収入の道が途絶える。院長亡き後一人で懸命

に模索しながら臨床を重ねてきた。お陰様で患者

は減らずに今に至っている。 

一生懸命、誠意と情熱を持って患者に接してき

た。資格を取って最初に感動したのは「楽になっ

た」という言葉、ありがたかった。これを忘れず

に一人でやってきたことが積み重なっている。こ

れからも頑張っていきたい。」 

 

〇増田浩司さんの発言 

「『医介塾』という集まりの宣伝部長を担当。こ

こに参加すると世界が、視野が広がる。 

最近の情報がゲットできる。最近はセミナーの

ようになっている。例えば胃瘻の名医のセミナー、

自宅や施設への往療でも胃瘻ができるという話。

私の母も口腔ケアを受けているが、歯科医の話も

良かった。減薬の話もある。是非ご参加ください。」 

 

〇田中榮子さんの発言 

「32 年前から縁の下のお役をずっと続けてお

り、沢山の事を学ばせてもらった。 

一歩一歩前に進ませていただき、感謝してい

る。地元の西東京で貧困者の支援活動、社会保

障をよくする会に参加している。 

ここでも勉強させていただくことが多い。 

住むところ、食べる物に困っている人が多い。「あ

はき」と共通するのは人権の問題。これからも気

づいたことは発信していく。」 

 

事務局を引き継ぐ新しい戦力 
〇佐藤瑞希さんの発言 

「平成 7 年生まれの佐藤です。松尾先生の紹介

で会の仕事に就きました。鍼灸は松尾先生に一度

治療していただき気持ちが良かったです。 

高校は普通科でしたが、昔からものを作るのが好

きでした。羊毛フェルトでぬいぐるみを作ったり、

ストラップやミサンガを作っては知り合いに差し

上げ喜ばれていました。 

 こうしたことから、女子美術大学の造形学科で

テキスタイルの道に進みました。」 

「特に紙漉きの授業を受けて、和紙のフワフワ

感を生かした作品を作れないかと思っていました。

それて動物の温かみと柔らかさを表現したいと考

えるようになり、製作をしたのが白い鳩を紙漉き

で製作することでした。 

特に思い出されるのは、卒業製作の作品でした。 

紙漉きで作った平面的な素材を、鳩の形に削った

発泡スチロールの型に張り付け、その鳩の胴体に

羽を一本一本付けていきます。 

羽は針金の芯を紙で挟み、挟みで切り込みを入

れる作業が続きます。 

私はこの鳩の造形を 12 羽つくり、完成後飛翔感

をだすため、テグスで空中に吊るすまで行いまし

た。本当に苦労の連続で自分の思ったように行か

ず、つらい時間を過ごしました。もちろん今とな

っては『自分で自分を褒めてもいいかナ。』と振り

返ることもあります。 

この作品は学校からも高い評価を受け、奨励賞

をいただきました。それが私の大学時代の誇りで

す。でも、作品を作ることを強要されるのが嫌で、

これからは趣味の範囲で良いと思っています。」 

 

〇山口充子さん「美術の学校を卒業したのに、畑

違いの事務所に就職した心境の変化は？素直に

一生懸命仕事に取り組んでくれ、希望を与える

お一人と思う。」 

〇増田浩司さん「PC のフォトショップは使える？

会のマスコットやロゴマークなどキャッチ―な
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もの、パンフを作るとか。もっと可愛い路線で

作ってもらったらどうか。女性目線で HP 作る

とか。せっかくの能力がもったいない。」 

〇松尾洋子さん「卒業制作の作品が入賞したそう

です。次回の通信に掲載してネ。」 

 

仕事も趣味も一生懸命 
〇清水郁夫さんの発言 

「この 10 年、がむしゃらに治療院に専念してき

た。保険申請ができるようになり、2 つの施設に

も往療できるようになった。 

一生懸命やると確かに道は開けるが、やりすぎ

ると疲れる。理事は 2 期やったが勉強不足だった。

保険部会の部長もやっているがあまり盛んではな

い。理事は休憩中。16 歳で病気をしてこの世界に

入った。趣味はサーフィン。 

月曜～土曜の午前中までは仕事、午後からサー

フィンをしている。趣味と仕事を両立させてこれ

からも頑張りたい。今は 50 歳代。あと 10 年は一

生懸命やりたい。」 

橋本利治さん「数えたら昨年は年間で 120 日山

に行っていた。その分仕事をしていないというこ

と。」 

 

同意書制度は本当におかしい 
〇荒木文雄さんの発言 

「皆さん忙しい中ご苦労様です。付属治療院に

ついて色々な意見が出た。清水さんは理性的に対

応していて立派だった。 

個人、有志で治療院を開くのと、会で開くのと

では意味合いが違う。時間が経てば会員の理解は

得られると思う。この会は根源的なことを闘う会、

他にはない。 

明治政府の作ったこのみじめな制度を脱却する

ために活動している。同意書制度は本当に馬鹿な

事。こんなことをしているのは日本だけ。 

農民の土下座と同じで、これに疑問が無いとい

う奴隷根性が身に沁みついている。これを覆すの

は並大抵ではないが、我々の時代でやっていくし

かない。 

後に続く世代のためにも誰かがやらなければ。

朝の来ない夜はない。こんな状態はいつまでも続

かない。悲観することなくやって行こう。」 

  

 

高橋前代表理事に花束 

 引き続き制度改善運動の先頭に 

 

 ここで、サプライズ、高橋前代表理事に花束贈

呈が行われ、山口さんから挨拶がありました。 

山口「長い間困難な中、責任者として頑張ってこ

られた高橋先生から、たくさん学ばされ励まされ

た事に感謝します。この世界には 58 歳で入った。

何もわからない中で事務を担当。１人で仕事をし

ていたので当時の理事の方に電話で聞いたり PC

の扱いも聞いて学んで教えられ今日まできた。当

時に比べると会も大きくなった。 

秋からは受領委任になり、これでやっと患者が

自由に「あはき」を受診できると喜んだが、同意

書等の条件は細かくなり、医師に報告書を出す必

要があるなど、より困難になったという思いがあ

りますが、私も微力ながら患者の声が生かされる

ようＮＰＯで頑張ります。」 
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療養費及び往療費の改定に伴うバージョンアップのお知らせ 

R3.53 （新料金対応版）  平成 30年 6月 事務局 

                                 
  厚労省通知 5月 25日通知に伴う 6月施術分からの料金改定および当会の代表

理事変更に伴い、療養費ソフトのバージョンアップをお願いします。7月度に申請書

を提出される方は必ずバージョンアップをお願いします。 

 

変更内容 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※6 月 12 日に厚労省通知があり、受領委任制度導入に係る取り扱いが提示されました。この
対応についてのバージョンアップは別途ご案内します。 

 
 

◎ 施術料及び往療料の変更 

 はり、きゅう 

  旧  新  増分 

施術料（1 術）  1300 円  1540 円  +240 円 

施術料（2 術）  1520 円  1580 円   +60 円 

 あん摩･マッサージ 

  旧  新  増分 

マッサージ（1 局所につき）  285 円  340 円   +55 円 

変形徒手矯正術（1 肢につき）  575 円  780 円  +205 円 

 往療料（はり、マッサージ共通） 

     旧   新 

 基本  1800 円（2km まで）  2300 円（4km まで） 

 超える場合   770 円（2km ごと）  2700 円（4km 超） 

 ※ 施術料・往療料の計算方法が、6 月施術分から変更されます 

 

◎ 委任者名（代表理事名）の変更 

 旧 ： 高橋 養藏  新 ： 清水 一雄 

  銀行口座名の変更 

 旧 ： 一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 代表理事 高橋養藏 

ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｼﾝｷｭｳﾏｯｻｰｼﾞｼｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳﾘｼﾞ ﾀｶﾊｼ ﾖｳｿﾞｳ 

 新 ： 一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 

  ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｼﾝｷｭｳﾏｯｻｰｼﾞｼｶｲ 

  ※ 銀行口座名から代表理事表記がなくなりました。 

 

 

◎ 往療距離計算方法の変更 

◎ 申請書の委任者名、銀行振込口座名の変更 
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リリース時期  平成 30年 6月中旬予定 

 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 6 月申請時に、申請書データを USB メモリで送付いただいた場合は、返却する USB メ

モリに「アップデイトモジュール」を入れて返送します。 

(3) CD-ROM を購入する。 

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下さい。 

(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。 

注意事項 

 

 

 

 

（補足） 

(1) 今回の往療料の改定で往療料は 4kmまでの場合と 4km超の場合の 2行表示になりました。 

申請書様式を 5 月以前のものと共通にするため様式変更を最小限にしています。したがって、

3 行目/4 行目の表示は、必ず空白になります。また往療明細表についての、基本/加算の表示

欄は空白表示にしています。 

(2) バージョンアップアップ前に 6 月施術分の申請書の作成は可能ですが、バージョンア

ップ後に新料金の確認をしてから申請書を印刷してください。 

手書きの場合 

 

 

今回の変更は施術料、往療料の変更が中心になります。受領委任制度の導入に関する対応

については別途になります。 

往療距離の計算方法が変更になりましたが、従来通り往療明細表にて往療距離を入力すれ

ば、施術年月に応じて自動的に正しい往療費が計算されます。 

原紙モードを利用する場合は、バージョンアップすると現書式のフォームは出せなくなり

ます。5 月施術分での申請書をすべて作成した後でのバージョンアップをお願いします。 

代表理事変更に伴う、委任者名の変更は、施術年月にかかわらず、今後作成するすべての

申請書に適用されます。（振込口座名は、法人名のみに変更しました） 

 

 

料金変更および申請書様式の変更は手書き用紙も変更が必要です。新様式の申請書用紙

ができましたら別途送付いたします。なお、現様式でも当面は訂正して利用できます。 

別添「厚労省業務連絡 5 月 24 日」資料をご覧ください。 
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H30 年 6月                H30 年 7 月 

 

1 金   1 日  

2 土  2 月  

3 日 申請書〆切           3 火 申請書〆切   

4 月          4 水  

5 火         5 木  

6 水 申請業務            6 金 申請業務 

7 木  7 土  

8 金  8 日  

9 土  9 月  

10 日 国民の会総会 10 火  

11 月 事務局通信投稿〆切 11 水 事務局通信投稿〆切 

12 火  12 木  

13 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO体験治療（13:30～15:30） 

13 金  

14 木  14 土  

15 金 保険部会（19:00～21:00） 15 日 伝統手技部会 10:00～12:00幡ヶ谷社教 

伝統手技部会研修（13:30～16:30） 

16 土  16 月  

17 日 在宅ケア学習会（13:30～16:30） 17 火  

18 月 事務局会議（13：00～14：00） 18 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO体験治療（13:30～15:30） 

19 火  19 木  

20 水  20 金  

21 木 「国民の会」会議 21 土  

22 金  22 日 NPO ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ（箱根湿生花園） 

23 土  23 月  

24 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 24 火  

25 月  25 水  

26 火  26 木  

27 水 支給明細などの発送 27 金 支給明細などの発送 

28 木  28 土  

29 金 療養費の振り込み 29 日  

30 土  30 月  

   31 火 療養費の振り込み 


