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受領委任申出書提出〆切まで２カ月を切る 

提出〆切 H30/10/31（水） 
                      事務局 齋藤ゆき子 

かねてから会員の皆様にお願いしている「受領委任」申出書（契約書）の提出期限が 1カ月半と

迫って参りました。 

★各保険者が行政と契約を結べば、来年１月施術分からの健康保険取扱いは“あはき”受領委任払

いに切り替わります（契約しない保険者もあります）。このため、現行の代理受領委任払いは取り

扱われなくなる恐れがあります。 

★施術者（施術所）と行政の契約が期限までに行われないと、来年１月施術分からの“あはき”受

領委任払いに間に合いません（2月以降からで構わない方はこの限りではありません）。 

 会では、会員が作成した受領委任申出書の確認作業を行っております。ぜひ、申出書を FAXで

送付していただきたいと思います。拝見していますと、記入間違いなどが多いため、再作成をお願

いする方が多くいらっしゃいます。早めの作成をお願いいたします。 

行政への発送も行っております。作成依頼があれば代理でも作成しておりますので、是非ご相談

ください。 

＊行政と保険者との契約は保険者ごとの判断により行われます。契約を結ばない場合、従来通り

償還払いのみしか取り扱わない、という保険者も残ります。 

＊提出した申出書に不備があった場合、行政から施術者に直接連絡がきますので、訂正等の対応

をお願いします。会で作成した物であれば、会にご一報ください。 

＊受領委任の申出が承諾されると、「施術管理者」に『登録記号番号』が附番されます。１月施

術分の申請書に、この番号を記載して作成することになります。『登録記号番号』の連絡は、来年 1

月に入ってからになるそうですので、しばらくお待ちください。 

185 号 
0 平成 30 年 9 月 20 日 

  一般社団法人 

鍼灸マッサージ師

会 
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受領委任払いにおける問題点に１人１人声を上げることが重要  

平成 30 年 9 月 12 日代表理事 清水一雄 

今年 9 月末に厚労省より新たに通知が出る予定ですが、煩雑な事務作業が増えることには変わり

なく進められているようです。  

特に問題は口頭同意が無くなり、医師の診察を受けて再同意書を取得しない限り、患者にとって

は何がどう変わるのか分らないうちに健康保険からボイコットされてしまうことです。 

患者の力が及ばないところは鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が楯となり、不都合なケースに皆

が声を挙げることです。事務局通信にも記事をお寄せください。 

会としても厚労省に 9 月 21 日（金）午後から他団体と協同で交渉の場が確保できるように働き

掛けをしています。 

 今までは償還払いが原則で、患者の民法上の委任を得た代理受領だったので、患者が直接関わら

なければならなかったのが、受領委任払いになることにより鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が保

険者と契約することによって直接関わりが持てるようになります。 

 厚労省から出された通知の中味を自分なりに検証し、支持できる通知内容であればいいのですが、

問題を感じたら正していくことが必要です。厚労省から出された通知に従うというのではなく問題

意識を持って臨むべきと思います。黙っていたらいいようにされてしまいます。 

 私はこの度受領委任払いになったことはとても良かったと思っていますが、通知の中身に多くの

問題を感じます。だから厚労省、関東甲信越厚生局東京事務所に電話をし、厚労省にパブリックコ

メントしています。9 月 21 日予定通りであれば厚労省に行く予定です。 

厚労省へこの度の件で電話はよくありますかと聞きましたら、あると言っていました。会って話

したいと思い面談を申し出ても時間が取れないと会ってくれません。しかし電話すると 1 時間以上

話します。それでも会ってくれません。一人一人の声は大きいです。国民に耳を傾ける医療行政に

していくべきであり、皆で開かれた厚労省にしていきませんか。  

意見及び苦情相談等窓口が用意されています。建設的な声を挙げましょう 

東京都患者の声      ：0 3－5320－4435 

関東甲信越厚生局東京事務所：03－6692－5119 / 審査課 

厚労省保険局医療課    ：03－5253－1111（内線 3276）/ 保険局医療課 

厚労省パブリックコメント ：https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/ 

 

            東京都薬用植物園見学会のおしらせ（NPO法人医療を考える会主催） 

園内には、麻薬の原料となるケシ等を栽培する「ケシ･アサ試験区」を始め、カカオ(坐薬原料)、 

イランイラン(香水原料)などを植栽した「温室（冷房室併設）」、染料や香辛料として用いられる 

様々なハーブ、漢方処方に配合される生薬の原植物など、普段はあまり見ることのできない植物が 

多数栽培されています。薬用植物に触れ、知識を深める機会になればと思います。 

ガイドボランティアの案内をお願いしています。みなさんご参加をお願いいたします。 

 日時 10 月 14 日（日）10 時 45 分 薬用植物園正面入り口集合 

（西武拝島線「東大和市駅」下車徒歩 2 分 JR「立川駅」北口から西武バス南街方面行で都立薬用植物園前下車） 
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受領委任制度導入に関して 

神奈川 中野郁雄 

 現状は基本償還払いのところ、代理受領委任の形態を取っていた鍼灸マッサージ業界であるが、

この度受領委任制度が導入される運びとなった。これにより鍼灸マッサージの保険診療が一歩前進

したと捉えられている。 

しかし、この制度導入に当たっては、様々な縛りや煩雑な事務作業が義務付けられることとなり、

経営に影響が出るばかりでなく、患者様が鍼灸マッサージを受療しにくい状況も生まれる恐れがあ

ると考える。 

保険診療について相撲に例えてみると・・・ 

○ プロ（医師、歯科医師など） 保険制度の中心にいる会員なので、無条件で土俵に上がれて、 

自分の裁量で収入を得られる。 

○ セミプロ（柔道整復師など） 

  土俵には上がれるが、相撲内容や技などについて協会が審査をし、適正と認められたものにつ

いて報酬が支払われる。 

○ アマチュア（鍼灸マッサージ師） 

プロが適当と認めた場合に限り土俵に上がれ、自身で相撲内容を協会に申告し、相撲内容や限

定された技が適正と認められた場合報酬が支払われる。 

強まるばかりの理不尽な扱い 

我々が保険診療という土俵に上がるためには、同じ医業を生業としている医師が適当と認めた場

合に限るという理不尽なものである。つまり、鍼灸マッサージ師は保険医の管理下に置かれると言

う訳である。然も、患者の疾患の主治医が、鍼灸マッサージの治療が適当であるか否かの判断をし、

もし適当でないとすれば同意書は交付されない。 

だが国が我々に治療を認めた疾患に関して、患者の多くは整形に通院していると思われるため、

「保険医による適当な治療手段のないもの」という同意書交付の条件に対して、医師が不快感を持

つであろうことは容易に想像できる。 

また、どれほどの医師が東洋医学や鍼灸マッサージに関しての知識を持っているか疑問であり、

同時に患者を共有している事を考えると、同意書交付に否定的であることも想像に難くない。 

 主治医が内科医であった場合は、同意書交付が比較的容易である可能性もあるが、疾患によって

は内科医であること自体が問題視される場合もあるだろう。 

また厄介なのは、医師の性格や医師会の方針に左右される場合がある事だ。 

それに 6か月ごとの再同意に関しても、患者の診察と主治医に対し「施術報告書」を提出すると

いう事は、治療の打ち切りを容易にすることに繋がり、治療対象を慢性疾患と位置付けていること

と合致しない。 

申請書類に関しては、関係機関との契約や登録の為の書類は当然として、1か月ごとの申請に「療

養費支給申請総括表（Ⅰ）（Ⅱ）」や、「往療内訳表」、「一部負担金明細書（1日分）（1月分）」など、

事務作業が大幅に増大する。 

この度の改正は、療養の給付をゴール地点とするならば、まだスタート地点にも立っていない、
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グランドに入れたくらいのものであろう。 

医師や柔整師などと共に同じ競技場にいるというだけで、彼らと同じレーンで走れるわけではない。 

受領委任を認めて、あたかも保険を堂々と使えるかのごとき印象を与えて縛りをきつくし、柔整の

ように増長させないための策とも思える。 

  同意書の簡素化など今後の対応が重要 

確かに制度的には今までよりも確立されたものとなったが、実際の治療現場は多忙になるし、患者

獲得や同意書取得による医師との関係構築など、より多くのエネルギーを消費することになる。 

今後は先ず、同意書の簡素化を図らなければならないだろう。 

それは医師の管理下からの脱却を意味する。 

そして「保険医による適当な治療手段のないもの」との文言を改正しなければならない。 

「鍼灸マッサージ治療が有効と認められるもの」としてはどうか。 

また、「施術」なる表現も「治療」に改めるべきだ。 

国が施術と言っても、我々がそれに倣う必要はない。 

医療である以上患者の苦痛を改善するために行う行為はあくまでも「治療」である。 

 

 

東京都後期高齢者医療広域連合からのはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の 

施術に係るアンケート調査の実施について  

平成 30 年 9 月 12 日  代表理事 清水一雄 

 

東京都後期高齢者医療広域連合から私宛にご案内をいただき、保険部保健課 橋本幸夫課長、佐

藤雅展係長が平成 30 年 8 月 20 日（月）15 時に事務所に来られ、高橋養藏相談役業務執行理事、

山口充子理事、齋藤ゆき子主任事務職員と共に打合せを行いました。アンケート調査の趣旨は医療

費適正化事業の一環として実施施術の利用状況についてであり、平成 30 年 11 月から 4 か月間、

各月被保険者 800 人を対象に行う。 

回収したアンケート結果と療養費支給申請書の内容に相違や疑義がある場合は施術所に電話照

会するというものです。つまり不正が行われていないかの調査でその内容は 

（１）医師の同意疾病に対し初回の施術を受けた方。（２）初療日から 6 カ月を超える施術を受け

ている方。（３）月 16 回以上の施術を受けている方。電話照会は、委託事業者が設置するサポート

デスクが対応する。  

 橋本課長から説明を受け、患者にとって意味あるアンケート調査についての要望をしました。不

正問題のみを取り上げるのではなく、患者が困っているのは何なのかのアンケートを行ってほしい。 

 受領委任払い導入にあたっての課題は今まで以上に医師の同意書の縛りが強められようとして

いる。  

健康保険法第 87 条からみて医師の同意書を添付させることは、法律違反であるため本来は不要

である。患者は同意書が無い限り必要としてもあはきを受けられない不利益を被り、苦労しなけれ

ばならないのは憲法第 25 条にも違反している。ことを話しました。 
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 同意書問題として 

①口頭同意を無くすることは医師の診察が受けられない患者の受療機会を奪うことになる。  

 ②整形外科では同意書発行をしてくれないところが多い。 

 ③医師会等組織ぐるみで同意書発行拒否を医療機関に通知している。 

 ④整形外科付属治療院には同意書を発行するが、他の治療院向け同意書発行は非協力的である。 

 ⑤院内に同意書発行をしない貼り紙をしているところがあり、企業ならば独占禁止法に触れる問 

題である。 

会の要望「あはきのニーズ、治療効果、医師の同意書問題について調査を兼ねたアンケートをや

っていただきたい。 

 

       東京都関係者と懇談       業務執行理事 高橋養蔵 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係るアンケート調査について 

   

8月 20日東京都後期高齢者広域連合の保険部保険課長 橋本幸夫氏、給付係長佐藤雅展氏 

が見えて、アンケート調査実施の協力要請がありました。 

療養費申請の実態の掌握が目的の調査とのことです。内容は、平成 30年 11 月から 4か月 

間、各月 800人を対象に施術の利用状況に関するアンケートを被保険者に送付し、回収した 

アンケート結果と療養費支給申請書の内容に相違や疑義ある場合には、施術所等に電話紹介を 

することがあるとのことでした。 

「被保険者で対象になる方は」 ①医師の同意疾病に対し初回の施術を受けた方。②初療日か 

ら 6か月を超える施術を受けている方。③月 16回以上の施術を受けている方。とのことです。 

アンケートの内容は、平成 20年行った柔道整復師に通院する被保険者に行ったものを準用し 

 たいと考えているとのことでした。 

しかし、このアンケートは、患者と施術者にとり、療養費の取り扱いを良くするものでしょうか、 

平成 20年に柔道整復師の被保険保険者にアンケートを行った後から、柔道整復師の療養費の 

取り扱い額が減額されてきました。 

この経過から見ると今回のはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係るアンケ 

ート調査のは、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧治療の療養費、取扱い額の減額を狙った 

ものではないでしょうか。 

  説明会に参加して頂いた事務職員の山口さん、齋藤さんから患者として、同意書を貰えなく 

て困っています、実態調査をアンケートに入れてほしいと要望がだされました。 

  今回のアンケートについて、「これは、期間、回数制限をやろうとしている」のではないか 

との意見もあり、十分に注目していく必要があると思います。 

 受領委任実施に伴う、新たな療養費取り扱いの規制の強化は、治療を選ぶ患者の権利を

無視する内容です。 

法的に根拠のない同意書、併給禁止などの通知をなくすこと、そして問題の根本な解決

のため法改正をめざす運動を粘り強く展開しましょう。 
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中川 節氏（中川求真堂）からの訴え 

厚生省の療養費取り扱いの変更、受領委任の問題について以下のようなご意見、訴えがとどきました

のでご紹介いたします。みなさんのご意見をお聞かせください。 

中川氏は 1991 年（平成 3 年）に、ご自身が治療していた患者の岸さんのはり・きゅう治療療養費が

不支給となりましたが、この不支給の取り消しを求め、宇都宮地方裁判所に提訴しました。健康保険制

度からのはり・きゅう治療の不合理な排斥は、患者の治療選択の権利を奪う問題であることが、初めて

司法の場で論議された裁判です。 

  

この度の「厚生省の療養費の委任取り扱いの変更」の問題について憤りを覚えます。 

そして「取り扱いの業界の不甲斐なさ」にもいまさらながらガッカリです。 

健保適用で「患者の権利」が実現したと簡単に思い込むのは大間違いです。 

「療養費」そのものが患者の権利実現ではなく、「保険者の裁量」によって、「現行法」では本

来健保適用はできないが、患者が鍼灸師等の治療を受けるのは「やむを得ない」とおめこぼしされ

て支給されるものです。 

鍼灸師等の健保問題の目標は正式な医療従事者として国家資格を持つ者に対する「健保法の指定

機関排除は憲法違反である」ことを明確にして、法改正の闘いを進める以外の道はないと断言して

もいいと思います。 

その上で，現状に合わせた「料金体系」を定め新たな健保制度を確立すべきです。 

私は、全国の若い鍼灸師に訴えます。 

私たちが若い時やったように「法廷闘争」に持ち込む必要があるのです。 

私は、当時多発した「医師の同意書を貰って支給申請しても医師による治療手段がないとは言え

ない」と断定されて不支給となった事例に対して、患者が「不服申請」から「裁判」へと持ち込み、

私たち鍼灸師が支援のかたちを取って患者たちも含め力を結集した取り組みでした。 

今度は鍼灸師自身による「現行法・健保法改正」の闘いです。 

「誰か一人」が腹をくくって立ち上がればいいのです。仲間たちによく内容が理解されれば、かな

らず大きな闘いになり勝利すると信じています。 

〒 320-0821 中川求真堂 https://www.ekiten.jp/shop_4198410 /  ☎ 028-633-1866 

 

 

事務局通信への投稿のお願い 
  日本でも、そして、世界各地でも風水害や山火事など自然災害の多発が伝えられており、地球 

規模での気候変動の激しさを痛感させられます。経済活動も自然との調和を真剣に考えるべきとき 

ではと思います。会員の意見交換の場である事務局通信への投稿をお願いいたします。 

● 会の活動や事業についてのご意見や提案、医療や介護をはじめ皆さんが関心ある問題でのご意見

御寄せください。 

● 投稿は毎月 10 日締め切りです。投稿文字数の制限はありませんが、字数の多い場合 

は分割の掲載もありますのでご承知ください。 （事務局通信編集委員会） 

https://www.ekiten.jp/shop_4198410　/
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生活保護費の切り下げ 

最低限の社会保障を脅かす 

             久下 勝通 

 国連特別報告者など声明発表  

国連人権高等弁務官事務所は特別報告者など 4

人の連名で、政府が 10 月から行おうとしている

生活保護費の削減は「貧困層の最低限の社会保障

を脅かす」という警告の声明を発表したことが、

6 月 10 日の東京新聞で報道されていました。 

 指摘された生活保護の切り下げは、食費など生

活扶助の支給額が、今後 3 年間で最大 5％引き

下げられる内容で、受給世帯の三分の二にあた

る 67％が減額されるという内容で、10 月から

実施が始まるというのです。 

 生活扶助の支給額をしらべたところ居住地域

により違いがあり、都市ほど支給額がすこしずつ

加算されるのです。 

支給額が高い東京 23 区居住の場合の一ヶ月の

生活扶助は、一人暮らしならば 20 歳～40 歳まで

79,230 円です。41 歳～59 歳までが 80,160 円、

60 歳～69 歳までが 79,790 円、70 歳以上の高齢

者は 74,630 円です。 

母子家庭や父子家庭の二人家族の場合は年

齢により多少の違いがありますが、生活扶助は

11 万円から 12万円の間です。 

政府は生活ぎりぎりの生活扶助をさらに削

りとり、最大５％、平均１.８％削減され、生

活扶助費総額は、年間２１０億円、国費分で１

６０億円削減されるというのです。 

政府のこの生活扶助の削減について、国連人権

高等弁務官事務所から、警告の声明が出されたの

です。 

声明の中で次のような指摘をしています。 

 「日本のような豊かな先進国におけるこのよ

うな措置は、貧困層の人々が尊厳をもって生き

る権利を直接に掘り崩す、意図的な政治的決定

を反映している」 

「緊縮政策下にあっても、日本は、社会保護の

基本的な水準を差別なく確保する義務を負っ

ている。貧困層の人権に与える影響を慎重に検

討しないで取られたこのような緊縮措置は、日

本が国際的に負っている義務に違反している」 

との指摘です。 

 さらに「最貧困層の人々が最大限に切り詰め

て生活しているその消費性向を基準にして保

護費を下げる方法は妥当でなく、そのような方

法で決定された保護費は国際人権法上の適切

な生活水準を満たすものではない」と指摘して

います。 

 そして「このような措置によって最も打撃

を受けるのは高齢者、母子家庭、障害者らであ

るとして、この措置が与える悪影響をできる限

り緩和することや、措置について再考すること

を強く求めている。」と生活保護費削減の再考

を強くもとめています。 

十分に耳を傾けるべき忠告 

 声明に連名の 4人の方は「極度の貧困と人権

に関する特別報告者」フィリップ・オルストン

氏、「対外債務と人権に関する独立専門家」ホ

アン・パブロ・ボホスラブスキー氏、「障害者

の権利に関する特別報告者」カタリーナ・デバ

ンダス氏、「高齢者のすべての人権享受に関す

る独立専門家」ローザ・コーンフェルド・マッ

テ氏です。 

世界的な視野もって人権の擁護に取り組む

関係者の指摘に耳を傾けるべきです。 

日本は、アメリカ、中国に次ぐ経済力を持っ

た国でありながら、最低限の社会保障が切り下げ

ていく政策は、貧困層への人権の軽視であるこ

とを指摘は同感です。医療でも介護でも自助、

共助を繰り返し、国の責任をあいまにして国民

負担を強めるやり方ですから、警告の指摘の正

しさを実感じます。 
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在宅ケア部 平成３０年度 第２回研修 

「頸肩こりのあん摩と関連する経絡」 
 

在宅ケア部今年度第 2回の研修は、毎回ご好評をいただいている田中勝先生を講師としてお招き

し、お届けします。 

田中先生は経絡按摩や AKA を取り入れた関節運動法の書籍、DVD を出版され、また鍼灸、経絡按

摩、関節運動法の講習も行っていらっしゃいます。 

今回取り上げていただくテーマは「頸肩こりのあん摩と関連する経絡」です。 

その頸肩こりの症状が、どの経絡と関連して起きているか鑑別し治療する手法をご指導ください

ます。 

頸肩の経絡はいくつもの経絡が入り組んで流注していますが、正確な取穴を復習することと、足

の経絡も用いることで、効果的な治療を行うことができます。 

 もう一度基本を復習されたい方、治療の幅を広げたい方、田中流の按摩を体験されたい方、お申

込みをお待ちしております。 

 

      日時 平成３０年１０月２１日（日） 

会場 東京都内（参加希望者には別途ご連絡） 

講師 田中 勝 先生 
参加費 会員１０００円  非会員３０００円 開催時間 13時 30分～16時 30分 

申し込み 一般社団法人 鍼灸マッサージ師会事務局 ０３－３２９９－５２７６ 

締め切り １０月９日（火） 
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ＮＰＯ医療を考える会 講演会のお知らせ 

 多国籍企業の種の支配が強まり 

 いのちをつなぐ食べ物があぶない 

講演 安田節子 食政策センタービジョン代表 

        日時 2018年 11月 25日（日） 

       会場 千駄ヶ谷社会教育会館 

 

 

安心の食料供給を支えてきた種子法の廃止 

国民の食料供給の安定のため重要な役割を果たしていた「主要農産物種子法」が廃止 

されました。種子法は、米、麦、大豆という主要な農産物の種子を管理し、優秀な種子 

を安定して供給することを都道府県に義務づけた法律です。 

各都道府県の農業試験場など、公的な試験研究機関が、種子の生産にかかわる予算を 

国が責任を持って手当をしなければならない根拠となっていた法律です。 

    この法律のもと、各地の公的な試験研究機関と農業関係者の努力により、その地域に 

適した米などの品種改良がすすみ、南から北まで全国でつくられて、国民の食糧の供給 

が改善されたのです。いったいなんのために「主要農産物種子法」を廃止するのでしょうか。 

    主要農産物の公的種子で、安全な食料供給を守ろう 

    安田節子氏は「種子法廃止はアグロバイオ企業による農と食の支配に道を開く」と、 

その狙いを明らかにしています。 

    多国籍種子企業は、企業買収や企業合併を繰り返し、世界的に大きな力を持ち、各国 

の農業で使われる種子の独占による、巨大な利益の獲得を狙っているのです。 

目下のターゲットは稲、小麦、大豆であり、特許種子により、農家の種採りはできず、 

毎年、企業の種子を買わざるをえない状況を作り出すのです。 

    アメリカでは大豆のほとんどが遺伝子組み換え（ＧＭ）種の投入で、特許支配されて 

いるのです。 

「ドイツは 2013年の特許法改正で、生物特許を禁止した。公的種子制度を復活させ 

なければならない、そして、地域の在来種の種採りをし、交換し、保存し、これをまた 

播き、種を採る営みをつないでいこう。」安田氏の訴えです。 
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療養費ソフトＲ3.54  リリースの件 

事務局 佐藤 瑞希 

療養費ソフトＲ3.54 をリリースしました！ 

R3.54のバージョンアップには H30年 10月施術分と、H31年 1月施術分からの改定に必要

になりますので、必ずバージョンアップを行ってください。 

 

Ｈ30年 10月施術分から必須の追加項目 Ｈ31年 1月施術分から必須の追加項目 

・施術報告書交付料欄 

 

・同意書・診断書の印刷画面 

 

・同意年月 6 ヶ月繰り上げ欄 

・施術管理者の登録画面 

 

申請書作成画面 

・免許登録番号、施術管理者登録番号の選択

画面 

・施術管理者選択画面 

 （施術者を選択する画面） 

 

往療明細表  

・同一日・同一家屋欄 

 

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押下でﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ）  一番簡単です 

(2) ＵＳＢメモリなどを利用する。 

9 月提出の申請書にＵＳＢを同封していただいた会員には、ＵＳＢの中にアップデートモジュー

ルＲ3.54 を入れて返送しました。 

(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

ップデートのほか、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、無料で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個別に対応させていただきます。 
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事務局からのお知らせ 

 

 

 

申請書締め切りは毎月３日です 

 

 

 

 

 

 

＊9 月の終わり頃、厚労省から再度『通知』が出される予定です。10 月からの“同意書に関する新

ルール”および来年 1 月からの“受領委任”に関する内容と推察します。是非、厚労省 HP にご注

目ください。 

＊厚労省や地方厚生局に疑問・質問がある方は、直接連絡して質問することもお勧めしています。

もちろん会からも問い合わせは頻繁に行っていますが、施術者の皆様からのダイレクトな声を届け

ることも大切です。厚労省とのやりとりは会にも教えていただきたいと思います。会員の皆様のご

協力をお願いいたします。 

厚労省 TEL：03-5253-1111（内線 3276）／保険局 医療課 

厚生局 東京事務所 TEL：03-6692-5119 ／審査課 

 

＊9月 22日（土）19：00～ 会員向けの説明会を行います。 

（受領委任・同意書関連）。会場は「千駄ヶ谷社教館」学習室 1 です。 

参加希望者は事前にご予約ください。 

               事務局 TEL   03-3299-5276 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意書が新様式になったら何時から切り替えた

らいいのかナァー。手順が分からず何か不安～ 
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H30 年 9月                H30 年 10月 

 

1 土   1 月  

2 日  2 火  

3 月 申請書〆切 3 水 申請書〆切   

4 火  4 木  

5 水  

 

5 金  

6 木 申請業務 6 土 申請業務 

7 金  7 日  

8 土  8 月 体育の日 

9 日 「国民の会」会議 9 火  

10 月 事務局会議（13：00～15：00） 10 水 事務局通信投稿〆切 

11 火 事務局通信投稿〆切 11 木  

12 水 通信編集会議（10：30～11：30） 12 金  

13 木  13 土  

14 金  14 日  

15 土  15 月 事務局会議（13：00～15：00） 

16 日  16 火  

17 月 敬老の日 17 水 NPO 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（13:00～16:30） 

保険部会（19:00～21:00） 

18 火  18 木  

19 水 NPO 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（13:00～16:30） 19 金  

20 木  20 土  

21 金  21 日 ケアマネ研修会（10：30～12：30） 

在宅ケアセミナー（13：30～16：30） 

22 土 受領委任説明会 19：00～ 

会場：千駄ヶ谷社教館 

22 月 通信編集会議（14：00～15：00） 

23 日 秋分の日 23 火  

24 月 振替休日 24 水  

25 火  25 木  

26 水  26 金  

27 木 支給明細などの発送 27 土  

28 金 療養費の振り込み 28 日  

29 土  29 月 支給明細などの発送 

30 日 NPO 法人理事会（10:30～12:30） 

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会（13:30～17:00） 

30 火  

   31 水 療養費の振り込み 


