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安心して必要な医療を受けられる健康保険へ 
副代表理事  橋本 利治 

 ２０１８年７月５日、この日のことを皆さんは覚えていますでしょうか。 

衆議院本会議で「水道法改正案」が可決された日です。でも新聞にも載らなかったし、テレビで

も報道されていなかったよなー。そういえばテレビでは「オウム真理教幹部の死刑執行」のニュー

スで持ちきりでした。 

「水道法が改正されて、民営化されて税金を使わなくなれば医療・福祉に税金が回ってくる、い

いことずくめ」と思っていませんか。それだけではありません、今の日本は、「規制緩和」「岩盤に

ドリルで穴をあける」というような美名の元にドンドン税金が使われています。 

「築地市場」移転もその一角、最近では「出入国管理法改正案」「種子法改正案」はたまた「農地法改

正案」「漁業法改正案」「森林法改正案」「ＩＲリゾート法」など数えきれない法案が次々国会を通過し

ています。 

大きく言えば、わたしはその一環として鍼灸マッサージの制度改正もあるのではないかと思っていま

す。厚労省は「財政の逼迫」をその理由に上げていますが本当にそうでしょうか。「誰のための規制緩

和？」をみんなで考えないとわれわれは絶滅危惧種となり果ててしまいます。（参考文献「日本が売ら

れる」堤実果著 幻冬舎新書） 

２０１９年は会員の創意工夫を凝らして

みんなが安心して「必要な医療を受けられ

る」を合言葉に鍼灸マッサージ師会への協

力をお願いします。 

私も毎日が忙しくてなかなか出られない

のですが、文書・メールで意見表明してい

ます。会員各氏の参加を必要としています。 

２０１９年１月２０日（日）「新年会」へ

のご参加をお願いします。 

 

 

（写真：2018年 11月 25日「雪の谷川連峰茂倉岳を登る」） 
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なごやかな集まりで新年もがんばりましょう 
                           副代表理事  清水 鏡晴 

上手い酒と美味しい料理を堪能しませんか！ 

   会員の皆様こんにちは！改正になった申請書作成は大丈夫でしたか？ 

我々会員は事務局が早い段階で指導してくださったので随分助かりました。個人申請のかたは 

大変だったと思います。個人で活動するよりも、会の一員として集団で保険請求したほうが、遥か 

にメリットがあります。 

   新年会は我々鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が一年に 1 回あつまり親睦を深める貴重な場で 

あります。我々は個人で孤独の中で仕事をしております。この機会に仲間と交流しましょう！特に 

初心者の先生方は繁盛治療院、治療家の経営方法、治療技術などに関心があると思います。是非と 

も新年会に参加頂いて先輩ベテラン先生方と交流をもって頂ければ自分のプラスになると思いま

す。どうしても参加が厳しい方は「会員専用サイト」をご利用ください。会員同士の横のつながり

が目的です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

    平成最後の新年会 
                        副代表理事  松尾 洋子 

 

 世の中の動きも目まぐるしく変化していますが、私達の健康保険の取扱いも大きく変 

わった平成３０年度でした。平成３１年１月１日から受領委任制度が始まります。 

 今後どの様な事が起きるか？ 色々考えるとどの様な対応をしていけば良いのか判ら

なくなってきます。その点「鍼灸マッサージ師会」に加入していれば情報を「事務局通信」

を通して入手できます。心強い味方です。また、電話での応対もして頂けて助かっていま

す。 

 一人であれこれ考えるより、会員との交流の場として新年会にご出席ください。 

生の声を聞きながら意見の交換ができる新年会に出席する事はとても有意義に思います。 

 健康保険で鍼灸、あんまマッサージを受ける権利を、私達国民は平等に持っています。 

 同意書が変更になった事など患者さんは何も知らず「へー そんなに面倒くさくなった 

んだ。」と言うだけで私たちが説明しないとそのままスルーして何も考えません。 

患者さんに自分たちの権利をしっかり伝える事も私達治療家の仕事だと思っています。 

あんな事、こんな事、疑問など一緒に話しませんか？ 

 

新年会でお会いしましょう！ 
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同意書反対の声を上げよう 

         学術部長 荒木文雄 

１）愚劣な同意書制度は現代日本に残る土下座 

の強制であり、世界に対して日本の恥である。 

江戸時代 270年間続いた土下座の強制は、参勤

交代制度とともに日本農民、庶民、町民にとって

苦痛の種であった。当時これを見た欧米人は、日

本の農民は半奴隷状態だと感じたようである。 

 ポンぺの日本滞在記に日本の田園風景の美し

さに感嘆した話とその土地を耕作する農民に眼

病が多いのは、大半の収穫物を年貢として取り上

げられて、栄養不足と衛生状態の悪化が原因だと

気づいたことが記録されている。 

まさしく封建制の徳川幕府の百姓は生かさず

殺さず政策の結果であった。しかし、薩長の幕末

の反徳川幕府打倒の運動に連動したように、一般

大衆も伊勢神宮への参拝おかげ参りを利用して、

職場を放棄し、ええじゃないか、ええじゃないか

と踊り狂い、徳川幕府に対する反抗と拒否感を実

現して封建体制秩序崩壊の一助を担ったのであ

る。特に同意書制度と土下座強制は権力に対する

一方的な服従の強要であり、理不尽で人権の平等、

公正の理念とは程遠い制度であり人権を踏みに

じる制度である点は共通している。 

つまり、現代日本の同意書制度は西洋医に対し

ての形を変えた、国民に対する土下座の強要で受

療権の妨害であり、健康権、生存権の侵害である。 

また、国民に屈辱感を与える制度であることは

相似している。それが 21 世紀の現代日本に残る

同意書制度＝土下座強制であるといわれる由縁

である。 

２）土下座強要、廃止の原因となった生麦事件と 

参勤交代制度の廃止。近代日本の幕開けとなった

黒船来航で鎖国より開国した日本で国際化問題

化したのが生麦事件である。‶日本の常識は世界

の非常識“という言葉があるが、正にそれを地で 

いった事件である。事件は相模の国の生麦村で 

1862 年 8 月 21 日島津久光の行列が英国人 4 人の

騎馬と遭遇し、土下座をしなかった事に対し、怒

った従士が英国人のリチャードソンを惨殺し、他

の二人重傷を負わせた事で国際問題事件となる。 

後に薩英戦争となり、徳川幕府は英国に賠償金

10万ポンドを支払ったのであった。 

 原因は、当時の国際社会の常識とあまりにかけ

離れた、日本社会の封建制度に立脚した人命の軽

視、人権無視の思考の結果であり、丸腰の人間を

惨殺したのは野蛮で残酷な仕打ちであると国際

社会の非難を浴びた事件である。 

これは人権尊重の欧米文化と封建制下の日本文

化の衝突事件であるがこのことによって、当時の

日本人も鎖国によって歪められた日本の常識が

世界の常識といかに違うかということに気付い

た事件で、江戸時代、270 年間続いた参勤交代制

度とともに、土下座強制制度廃止のきっかけとな

ったのであった。その意味で当時の日本人は一人

の英国人の死に感謝しなければならないだろう。 

３）日本国民と患者の抗議と権利の主張のみが事

態を打開できる鍵となる。 

①権利と義務は表裏の関係であり、国民は義務

として毎月、健康保険料や介護保険料を支払い義

務を果たしているから、結果として、自己の健康

を受ける権利があるし、国はそれを保障する責務

がある。 

②根本的に相違する東西医学を無視して東洋

医学の知識が無い西洋医に対して同意書の記入

を要請すること自体が不当、不公正で愚劣なこと

であり、世界の物笑いである。診断書に一本化す

べきである。 

③医療費の節約のためにも WHO承認の東洋医療

適応症の健康保険適用を世界各国とともに活用

して、国民の福祉厚生に生かすべきである。 

＜結論＞上記目標達成のためには国民自体が

声を挙げるしかない。不正、不合理に目を背けて

はならない。主張を続ければ必ず時代は変化して、

国民による国民のための医療が実現する時代が

来るだろう。夜明け前の闇は深いが長く続かない

ことを確信しよう。 
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がん治療を考える（２） 

             久下 勝通 

がんは日本人死亡原因の第 1 位であり、がんの

検診の呼びかけがひろがるほどがん患者は増え、

二人に一人はがんを体験するという状況です。 

自分や家族が、病院の検査で「がんの疑いがあ

ります」といわれたときどうするのか、元気なう

ちに考えておく必要があります。 

がん検診によりがんを早期に発見し取り除く

必要がある。手術でとり除くことができるし、抗

がん剤の治療でがん細胞を抑えて生存期間を延

長できるというのが、厚生労働省が推進し、医療

機関で行われるがん治療です。 

このがん治療は問題があると、根本的な改善を

求め、国民にも呼びかける見解の発表を続けてい

るのが、近藤誠がん研究所セカンドオピニオン外

来の近藤医師です。近藤医師の著作は、各国で行

われたがん治療の臨床試験結果など、医学的根拠

をはっきり示した明解な見解です。 

転移するがんの早期発見は無意味であり、取り

除くことはできない。手術や抗がん剤の治療が患

者のいろいろな苦しみを生み出しており、しかも、

延命の効果もない。がん治療の基本は、がんとの

共生の考え方で、生活の質を維持するため必要な

治療を行うべきだという見解です。 

近藤医師の著作をはじめて手にしたのは「患者

よがんと闘うな」文芸春秋社 1996 年 12 月 5 日 

第 21 刷です。3 月 30 日が第１刷ですから、増刷

に増刷を重ねた著作なのです。 

乳房温存治療の普及で決意 

 この著書の出版についての心境を、あとがきの

なかで近藤医師はつぎのように述べています。 

 「わたしが本書のようなことを言ったり書いた

りするようになった大きなきっかけが、『文芸春

秋』に初めて書いた『乳がんはきらずに治る』（八

八年六月号）という論文にあるからです。」 

 乳房温存療法について「患者たちや社会へ情報

公開をはからねば実行はあがらない、という切羽

つまった心境におちいっていました。」しかし、

実際に「乳房温存療法について書いて欲しいと頼

まれてみると、こころは千々に乱れました。 

影響力の大きな「文芸春秋」に載れば、温存療

法が一気に認知されるでしょうから、好機到来に

はちがいないのですが、その一方、同僚批判禁止

のタブーを破るものとして、医師なかまからはつ

まはじきにされるだろうことも目に見えていた

のです。 

文芸春秋の申し出をうけるか否かは、出世コー

スをステップアウトして患者や社会のがわに立

つか、医師のがわにたつかの踏み絵をせまるもの

だったのです。」 

 「それでも、えいっ、と思い切って論文を載せ

たわけですが、その後の事態は予想どおりに展開

しています。温存療法は急激に増加しており、八

八年以前はほぼゼロであった日本の温存療法施

行率は 3 割に近づいてきています。なかには、施

行率が七割を超える病院も出てきましたから、い

ずれ全体でも七割八割という線まで行くことで

しょう。」 

 患者の立場にたつがん治療を 

 患者の立場に断ち切るという近藤医師の決断

が、乳房温存療法の普及の劇的な変化をもたらし

たのです。しかし、医師仲間からの排除も近藤医

師の予想どおりであり、当時勤務していた慶応病

院では、会議にもよばないという状況もあったよ

うです。 

 「つまりわたしは 88 年以降、ひとりで他の専

門家たちや社会通念に立ち向かうために、理論武

装をせまられたのですが、その過程で、がんやが

ん治療に関する理論面の深化がえられたような

のです。」 

そうして「患者よがんと闘うな」の著作が発表

されたのです。この本の目次は以下の通りです。 

第１章 抗がん剤は効かない。 

猛烈な副作用に耐えた千葉敦子さんの錯覚
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とは？諸々のがんの 90 パーセントに抗がん剤

は無意味である。 

第２章 抗がん剤は命を縮める。 

抗がん剤使用の背景に病院の営利体質と無

見識がある。手術で苦しむ患者に追い撃ちをか

ける抗がん剤の恐怖。 

第３章 手術編重に異議あり。 

「手術万能神話」を患者に吹き込む外科医たち

の罪。放射線治療がなぜか後回しにされる日本医

療の不思議。 

第４章 苦しまずに死ぬために。 

がん死の恐怖やタブーを煽った医師たちの責 

任は重い。「生き方」と同様に「死に方」も自分

自身で決めたい。 

第５章 がんを放置したらどうなるか。 

医師自身が錯覚している日本のがん手術の実 

態とは？欧米の種々と比較しつつその問題点を

検討すると。 

 第 6 章 放射線治療の功と罪。 

正しく使われさえすれば、放射線の方が手術よ 

りはるかに利点が多い。なぜ日本で一般化しない

のか？  

第 7 章現代に生きる 731 部隊。 

治療中の患者に平然と“人体実験を”施す専門

家もいる。セカンドオピニオンに聞いて自分の治

療を選ぼう。 

第６章 がん検診を拒否せよ。 

「早期発見が有効」という証拠はどこにもない。

むしろ内視鏡での感染や医療被曝による発がん

の方が問題だ。 

第７章 早期発見理論のまやかし。 

医師のいうがんには「本物のがん」と「がんも 

どき」がある。「本物のがん」なら早期発見以前

に転移している。 

第８章 患者よ、がんと闘うな。 

「がんと闘う」という“常識”が過酷な治療と 

苦しみをもたらした。後悔しない生き方のために

“常識”の打破を。 

国民への情報発信を続ける医師 

近藤医師のがん治療批判のスタンスはその後

も変化はありません。新しい著書になるほど批判

の内容は豊かになり解りやすくなっています。 

国民の二人に一人がぶつかる問題ですから、自

分が受ける医療としても考えおくべき重要な問

題です。 

さらに、国民の大きな負担により、国の行う医

療として健康保険により提供するがん治療が、こ

のままでいいのかという問題も、また、われわれ

一人ひとりが考えるべき問題ではないでしょう

か。長年にわたり、患者の立場からのがん治療の

情報の発信を続ける近藤医師の著書を手にして

みて下さい。 

患者の治療選択の権利が軽視され、患者へ大切

な情報伝わらないまま、無駄な医療に費用が膨ら

んでいるのです。慢性疾患の予防、治療のために、

東洋医療を漢方薬、はり・きゅう治療、あん摩マ

ッサージ指圧治療を活用すべきです。

近藤医師の最近の著作のご紹介。（近藤誠がん研究所セカンドオピニオン外来HP で全著作を紹介） 

何度でもいう、がんとは決して闘うな（文春文庫 2015 年 1 月） 

がん治療に殺された人、放置して生きのびた人（出版社エクスナレジ 2018 年 11 月 1296 円） 

やってはいけない健康診断（早期発見、早期治療の「罠」）（ＳＢ新書 2018、3 月 800 円） 

最高の死に方と最悪の死に方（出版社： 宝島社 2018 年 08 月 27 日 

医者に殺されない 47 の心得（文庫本）（アスコム 2018 年 3 月 690 円） 

クスリに殺されない 47 の心得（文庫本）（アスコム 2018 年 3 月 690 円） 

がん患者自立学 （晶文社 2017 年 4 月 25 日 1250 円） 

世界一らくな「がん治療」（小学館 2016 年 11 月 16 日 950 円） 

近藤誠の「もうだまされない女性の医学」 （集英社 2015 年 1 月 26 日 1300 円 

https://honto.jp/netstore/search/pb_9000068632.html


6 

 

 

季節の疾病対策 15 冬の頚腕症候群 

2018、11、19 学術部 荒木文雄 

 

頚腕症候群の発症は冬に限ったことではないが、年間比較すると冬が多いものである。故に冬季

のやまいとして取り上げた。冬は寒気の季節、物みな収縮する季節で人体の筋肉や皮膚、血管も収

縮して硬くなっている。その時に仕事などで過労状態になり、頸、肩、腕、手を酷使して、疲労回

復力限界を超えると発病する。冬は回復力も鈍化している。疲労回復力の限界は個々人により違う

ので注意する必要がある。 

 （症状） 

① 激しい疲労感、脱力感、無気力感、疲労蓄積。②解消しない異常な程の肩、腕、手の重だるさ。 

② 首、肩、腕、手のしびれや痛みで不眠となる。④上記症状の悪化で日常生活に支障となる。 

⑤患部は最初は熱感、後に冷感が多い。 

⑥重症化して、家族や勤務先の理解が得られない絶望して自殺者が発生した。 

⑦体表面には傷がない痛みの症状のため、なかなか理解されにくい病気である。回復に長期間を 

要する。 

（原因）未だに不明な点も多いが、目、頸、肩、手の限界を超えた酷使が主因であるといわれてい

る。日本では高度成長期に、全国で患者が多発して社会問題化した。 

腕、手の疲れは最終的には脳の疲れとなり、それがしびれや痛みとなって、これ以上の労働をで

きないと患者に警告する点で脳疲労学説が称えられている。無理に職場復帰して、再発する例も多

くあったので判明したのであろう。東洋医学では五労として書痙が似た症状である。 

日本では未だに仕事第一で人命、人権軽視の風潮が強い。過労死が未だ絶えないのも本当の 8時

間労働（実労 5時間、食事休憩 3時間）が法制化されていないのが病状の主因である。 

＜治療法＞ 

重症化した患者はまず長期の休暇、休養が第一である。精神的、肉体的に不安定な状態になって

いるので、一時的に仕事より開放された状態で治療を開始する。 

最初に全身治療をして、手、足の全指の刺絡を 2回に分けて実施し、気血の流注を正常活発にし

て体力の回復力を高めて、その後患部の治療を行う。 

＜治療穴＞太衝、三陰交、陽陵泉、足三里、合谷、曲池、少海、霊道、天府、肩髃、関元、中脘、

天枢、天柱、風池、百会、命門（灸）肩井、委中、その他背部反応点。 

注意事項 上記治療穴はすべて治療する必要はない。反応が出現した穴を治療すればよい。 

他に肩、腕におもだるい症状を解消するために、患者自身、あるいは家族が棒灸を 3 分～5 分行

うとよい。肩井、曲池、合谷、老宮に実施。最初は週 3回、症状が軽減したら週 1回の行程で長期

治療を要する。 

 腕の重だるさを取るには、手の三陽経の井穴の刺絡が有効である。重要なことは 90 分以上継続

して作業をしない事が大切である。人間は 90 分が限界でそれ以上続行すると身体破壊の可能性が

生じ、職業病の頚腕症になりやすくなるからである。 
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1 月は 2・3・4・5・6 日すべて、

営業をしています。 

 

稲田公園野外パーティの報告 
松本 泰司 

 

11 月 23 日に川崎市の稲田堤公園で野外パーティが行われました。 

鍼灸マッサージ師会とＮＰＯ医療を考える会のメンバーが集まり、保険で鍼灸マッサージを広めてい

く署名活動と 10 分間で 500 円のマッサージコーナーのブースを設けて参加しました。 

マッサージの体験コーナーの利用者は 21 名でしたが、NPO 法人医療を考える会の会長の山西さんと

事務局の山口さんは熱心に署名のお願いに会場をまわり、「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」の署名数は 145 筆あつまりました。 

署名は、はり・きゅう治療やマッサージ治療体験している方はすぐ理解してもらえる。また、健康保

険制度について話ができれば必ず署名してもらえるとのお話しです。 

当日はこの季節にしては風もなく大変暖かく、マッサージ

をするお客さんは上着を脱がれても、寒さをあまり意識せず

に過ごせる程でした。私が野外パーティの主催者の方と話し

たとき、来場者がすこし減ってきているかと思うので、来年

は企画を変更して日程調整も含めた改善案を考え、もっと賑

やかな会場にしたいと話されていました。 

今年は 11 月 23 日から 3 連休になった事も影響して、例年

は野外パーティ会場に来ていた人も遠出を計画された人も多

かったのでしょうか。来年もこの野外パーティは続きますので会員の皆様もマッサージの施術者として

是非ご参加ください。 
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事務局から 

【1 月申請の提出〆切】 

 １月の保険者の〆切は、概ね通常体制です。会への提出も 3 日着でお願いします。事務局は 2 日

から作業を開始しますので、年末に発送を済ませる方は「2 日着」の条件でお送りください。 

【12 月の申請を受けて】 

10 月からの変更条件の認識が徹底されていない状況でしたので、改めてお知らせします。 

①同意書 

 ・口頭同意は廃止されたため、新しい様式の同意書を必ず発行してもらい… 

 

 ・旧様式の同意書は… 

 ・同意書に代えて診断書でも… 

 

 ・新たな項目 

   Ａ： 

 

 

  

   Ｂ： 

 

 

 

 

   Ｃ： 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 
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②施術報告書 施術報告書の役目は 2 点 

 1：同意書… 

 

 

 

 

 

 2：施術報告書交付料を… 

 

 

 

      ＊300 円申請のタイミング…同意書の発行を… 

 

 

      ＊300 円申請しないという選択…300 円を申請しない場合は… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【来年 1 月施術分（２月提出分）から変わる事】 

・「代理受領委任」から「受領委任」に取扱いが変わる 

・ただし、保険者によっては… 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 
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① 

② 

③ 

 となり、提出先に合わせた申請書の作成が必要となる 

・受領委任契約が完了すると附番される「登録記号番号」は、1 月に入ってから各施術者（施術所）

に通知される 

・受領委任の申請書は、現在ある「免許登録番号」スペースに「登録記号番号」を記載することに

なる。また… 

 

・往療した場合は… 

・「療養費支給申請総括表Ⅰ・Ⅱ」… 

・「一部負担金明細書（１日分・１月分）」の書式があることを患者に説明し、求めがあれば患者に

交付する 

・領収書は無料で発行する 

・月末等に「療養費支給申請書」（レセプト）を作成したら… 

 

 

＊患者のキャンセルが入り、押印してもらえない場合・押印する体力がない患者・認知症で印鑑を

持たされていない患者・家族と連絡が取れない場合・独居で寝たきりの場合など、様々なケース

があり… 

＊毎月、患者の保険証確認を行う。毎年８月は… 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 

詳細は会員のみ公開 
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お知らせ 患者さんに対する施術内容の照会文書について 

                                 佐渡 智哉 

東京都後期広域連合からの照会が始まっています 

先月号でもお伝えしましたが、東京都後期高齢者広域医療連合からの患者さんに対する施術内容の

照会文書の送付がすでに始まっています。 

 

患者さんが回答した内容と申請書に相違がある場合、返戻の対象になります。 

例えば全ての傷病名を患者さんが正確に覚えているとは限りません。 

また、現在の代理受領の制度では、患者さんは自己負担分だけでなく、全額を施術者に支払うこと

になっています。その月に支払った金額として自己負担分の金額を記入すると、金額相違として返

戻されることがあります。 

鍼灸 2 術ではなく鍼のみとの回答して返戻されたケースもあります。 

他の質問事項としては、 

・申請書への押印はだれが行ったか、代筆はだれがしたか 

・訪問を受けている理由は何か、医師の診断によるかマッサージ師のすすめか、治療院に通うこと

もできるが、訪問の方が便利なためか 

・同意をえたのはだれか、自分か、マッサージ師か 

・同意医師は主治医か、かかりつけ医か 

など、誘導と受けとめられるような質問もあります。 

 

さらに、屋号ではなく施術者名でアンケートがくる場合があり、患者さんが施術所の名前で憶えて

いると、見知らぬ名前を見て混乱してしまうケースもあります。 

同封されている説明書にも、施術を受けられる傷病や訪問を受けられる場合が限定されて書かれて

おり、患者さんが戸惑いを覚える可能性もあります。 

  患者さんに事前に十分な説明を行い、混乱や不信のないよう準備しておきましょう。 

 

 

 

 

       事務局通信への投稿のお願い 

2019 年 1 月の事務局通信へ、新年を迎えてのみなさんの声をお寄せください。 

● 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どのような 

内容でも結構です。会員皆さんや患者さんの声を御寄せください。 

● 投稿は毎月 10 日締め切りです。締め切り後に投稿された場合は翌月掲載となりますので 

ご注意ください。 

● 投稿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。 
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H30年 12月 事務局 佐藤 

受領委任へ向けて 

療養費ソフト開発中！！ 

 

 

 

いよいよ来年１月から開始される受領委任へ向けて、新バージョンを開発中です！ 

現時点で新しい申請書の書式(神奈川書式、医療助成書式含む)を作成しておりますが、 

申請書に新しく添付する書式の作成が遅れています。 

新しい添付用紙については、厚労省の１２月中に出すというＱ＆Ａを基に開発しなければなりませ

んが、その通知がまだ出ておりません。 

厚労省から通知が出次第、すぐにでも開発を進めますが、間に合わなかった場合新しい添付用紙

を皆様に手書きで作成していただくことになります。 

 また、新バージョンの開発が終わりましたら、別便やメール、ホームページ等でお知らせいたし

ますので、事務局から発信しているものは必ず確認するようにして下さい。 

 ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局通信やお知らせ・支給明細の送付について 

 現在事務局通信やその他お知らせ、支給明細等を紙ベースでお送りし

ている方へ向けてのご連絡です。 

 事務局通信や支給明細を紙ベースで受け取りたくない方はメールで

の送付も可能ですので、受信するメールアドレスを

m-sato@jupiter.ocn.ne.jp宛にご連絡ください。 

 

１月 リリース予定 

 

mailto:受信するメールアドレスをm-sato@jupiter.ocn.ne.jp
mailto:受信するメールアドレスをm-sato@jupiter.ocn.ne.jp
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H30 年 12月                H31年 1 月 

 

 

 

 

1 土   1 火  

2 日  2 水 年末年始休暇（12/29～1/3 迄） 

3 月 申請書〆切 3 木 申請書〆切   

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 NPO理事会（10：00～12：00） 9 水  

10 月 事務局通信投稿〆切 10 木  

11 火  11 金 事務局通信投稿締め切り 

12 水  

 

12 土  

13 木  13 日  

14 金  14 月 ｹｱﾏﾈ研修会（14:00～15:30） 

15 土  15 火  

16 日 伝統手技部会（10:00～12:00） 

伝統手技研修会（13:00～16:30） 

16 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

NPO体験治療（13:30～16:30） 

17 月 事務局会議（13：00～15：00） 17 木  

18 火  18 金  

19 水 通信編集会議（14:00～15:00） 19 土  

20 木 NPO体験治療（13:30～16:30） 20 日 新年会（13:30～17:00） 

21 金  21 月 事務局会議（13：00～15：00） 

22 土  22 火  

23 日 天皇誕生日 23 水  

24 月 振替休日 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 療養費の振り込み 28 月  

29 土  29 火 支給明細などの発送 

30 日 年末年始休暇（12/29～1/3 迄） 30 水  

31 月  31 木 療養費の振り込み 


