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一般社団法人鍼灸マッサージ師会 第 16 回定期総会 

日時 2019年 5月 26日（日）会場 ホテルローズガーデン新宿 

受領委任の取り扱いがはじまりいろいろと不合理な問題点が明らかになってきました。 

患者さんの立場にたち、受領委任取り扱いの諸通知を検討することが大切ですから、5 月の総

会では経験の交流、意見の交換を十分に行いましょう。みなさまのご出席をお願い致します。 

患者の療養費請求手続きの負担の軽減をおこなうために、厚生労働省、都道府県知事と契約し

た施術者は、患者に代わって療養費の支給申請を認めるのが受領委任の取り扱いだと厚生労働省

通知で説明しています。 

にもかかわらず、厚生労働省は、受領委任を取り扱うかどうかは保険者の意向で決めるという

のです。大企業の健康保険組合など、つぎつぎと受領委任を取り扱わない対応を明らかにしてい

ます。 

わかりにくい療養費申請手続きの負担を軽減するための受領委任の取り扱いであるにもかか

わらず、保険者の意向で受領委任を取り扱わなくてもよいというのは、患者さんの医療を受ける

権利を軽視するあまりにも不合理なやり方であり、是非とも改善が必要です。 

受領委任を認めない保険者への申請は、患者さんの理解を得て患者さんの権限による施術者へ

の委任による療養費の申請を粘り強く行うなど、対応を考えてく必要があると思います。みなさ

んのご意見をお聞かせください。 

同意書の問題は「治療を選ぶのは患者さんの権限です」という事をはっきりさせることが大切

です。患者さんが治療を必要とする場合は、保険医より同意書の提出を受けるようにとの厚生労

働省の指示ですから、患者さんと施術者の協力ですべての医師の理解を得られるように取り組ん

でいきましょう。  

健康の維持増進のために、自然治癒力の強化が重要であり、はり・きゅう治療、あん摩マッサ

ージ指圧治療が大きな力を発揮する事を患者さんに伝え、理解を広げるためにどうするのか、こ

の点も会の事業として取り組む検討が必要だと思います。 

国民の大きな負担で維持されている健康保険制度であり、患者さんの医療選択の権利の尊重は

最も重要な問題です。患者さんの希望で伝統医学を選ぶ場合は、療養費の支給が円滑に受けられ

るよう改善すべきです。選択権は最も重要な問題であり、患者さんと共に要望の実現へ粘り強い

運動が必要と思います。この問題についてもご検討をお願いいたします。  （監事 久下勝通） 
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新年度の抱負・会員サイトについて  副代表理事 清水鏡晴 

 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会は平成 15 年に法人資格取得して、今回の総会で 16 回目となりま

す。この会が今後も継続発展出来るよう活動に励んでおります。 

 

定期的に鍼灸マッサージ師の理事及び役員が会合を開き、この業界の現状や将来を議論しておりま

す。その中でも大変なのが組織の運営であります。事務局が会員運営の中心でありますが、日常の

申請書業務で手がいっぱいの状態です。そこで「会員サイト」を作りました。 

一般会員は何かあると、事務局に電話をします。当たり前のことですが、その中の何割かは『鍼灸

マッサージ師会 会員サイト』をまず見て戴きたいと思っています。事務局も余裕が生まれます 

また会員の横の繋がりが広がります。会員といっても理事、役員以外は殆んど交流がありません。

「100 万署名活動」と叫んでも殆んどの一般会員には届いていないでしょう。 

 

『鍼灸マッサージ師会 会員サイト』のメリットとは 

1、ツイッターやフェイスブックのように使える。 

2、ソーシャルネットワークの一般的な意味は「社交的なネットワーク」という意味合いですが、

当会での意味は「会員同士のネットワーク」という事になります。 

3、「会員サイト」ですので様々な機能があります 

 スケジュール表、ここに登録することでスマホから出先で確認できる。 過去の研修会の

日時もわかる。 

 ブログ機能 

 アルバム ・過去の研修会の動画など見ることができます。 

メール機能、個人のメールアドレスが分からなくても（公表なしでも）メールができます。 

 メール機能 役員は所属グループ全員に簡単にメールを送れます。 

 その他使い方は様々です。  

例：自分の治療院での勉強会のお知らせ 例：自分は回れないので患者さんを紹介したい 

デメリットは  

 登録しないと使えない  パソコンが苦手 

 最初の登録は多少面倒ですが、1 回登録すれば退会するまで使えます。デメリットより、はるか

にメリットがあります。ぜひ登録をお願いします。スマホや携帯電話

から登録する方は、以下の QR コードを利用することで、登録ページ

に遷移することが可能です 

パソコンからの登録は 

：https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1 

でお願いします。 
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事務局内のシステムの整備を  事務局次長 佐渡智哉 

昨年より事務局次長を務めております佐渡です。 

昨年は受領委任制度の施行を前に、複雑難解な新制度の実務上の問題点の把握とその対応準備に

追われた一年でした。円滑な移行のために、説明会の開催や保険申請ソフト改修の補助など裏方と

して対応を行ってまいりました。 

また、すでに会員になられているみなさまだけでなく、これから加入を考えている施術者にとっ

てもより魅力ある会を目指し、会 HP のリニューアル準備や新卒者向けセミナーにも関わってまい

りました。 

任期までのこれからの 1 年は事務局内のシステムの整備も行っていく予定です。 

所内の通信配線やサポート期限の切れる windows７PC など老朽化しつつある設備を、費用を抑え

つつ刷新を行い、より効率的で働きやすい事務局にしていきたいと考えています。 

事務局で働く職員のみなさんは、申請作業のため月初 10 日間は休日祝日関係なく、正月も GW10

連休も出勤されています。同様の状況で働いている方もたくさんいらっしゃると思いますが、気持

ちよく仕事ができ、会員のみなさんの申請が滞りなく行えるよう 

環境を整えていきたいと思います。 

 

世界から見た日本  2019/04/09  橋本利治  

 いよいよ統一選挙が始まります。「女性が活躍できる社会」も今回の選挙の争点の一つと報道されて

います。3 月 8 日は国際女性デーでした。毎年この日には女性たちが赤い服に身を包み、行進する姿を

見かけます。（以前この行進に男性でも参加できるか尋ねたところ、赤い服を着用すれば参加歓迎との

こと。面白い企画かも・・） 

さて日本の女性活躍の実態はどうなのだろうか。議員で言うと、女性議員は世界 193 カ国中 165 位

（NHK3 月 8 日 easy 二ユース）G7 中 100 位以下は日本だけだそうです。

（https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011838581000/k10011838581000.html） 

 

日本ではこれが女性の活躍の実態です。世界標準から相当遅れている事が判ります。 

最近のニュースを見ていて気になることは、この女性の問題もそうなのですが、から騒ぎをし過ぎて

いるように感じるのは私だけでしょうか。新元号「令和」が決まった 4 月 1 日大騒ぎでした。 

しかしその裏側で「オスプレイ」が民間空港へ緊急着陸した、（これって大問題ですよ）それでなく

ともいつ落ちるかわからないと言われている「オスプレイ」が大都会の上空でトラブルを起こして、民

間の空港に緊急着陸をしたなんて、どう考えてもおかしいと思いませんか。空港が近くに無かったら民

家の上に落ちていた可能性があったのです。 

 

しかし、新元号で騒いでいるうちに、その原因も解明されないままウヤムヤになってしまっています。

空港のある大阪の伊丹市長は「何の連絡もなかった」と不満を述べています。国内ばかりを視ていたの

では「標準」は「コンナモンダ」と思ってしまいがちになります、でも本当にそうでしょうか。日本に

は本当に主権があるのでしょうか。 
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軍用機が勝手に民間空港に着陸して、その理由も説明しないまま何事もなかったかのように飛び去っ

てしまう。沖縄ではそのようなことが毎日起きている、そのことに疑問を持たない我々もおかしいので

すが、そのことに対して相手国に抗議しない主権国家なんてある筈がないと疑問を持つのです。 

では海外ではどうでしょうか、あのフィリピンでさえ主権を取り戻したし、お隣の韓国も日本と同じ

ような状況だけれど米朝対話の窓口を主権国家として開けました。その時の日本の対応は皆さん覚えて

おられるでしょうか。「世界でただ一カ国だけ反対」を表明しました。（ニューヨークタイムズを参照） 

 

導入が長くなりましたが、では鍼灸業界ではどうでしょうか。昨年から受領委任制度が導入され鍼灸

マッサージは社会的に医療として位置付けられたと思ったのですが、果たしてそうでしょうか。 

厚労省の通達では受領委任制度と引き換えに多発する不正を防止する、とのことだったのですが、果

たして不正防止になっているのでしょうか。視点を変えてみる必要があると思います。 

今回の受領委任制度導入は名目「不正防止」ということですが、不正の基準をどのようにでもできる

制度であること、厚労省によると H20 年４月～H28 年 11 月まで（8 年 7 カ月間）に全国の後期高齢者

医療連合への調査で、5 万 5 千件の不正請求があり金額は 9 億 5 千万円になっているとの報告です、こ

れは全体の 0.3％に当たるとしています。 

この金額を見ると「なるほど、凄い不正だなあ―」と思います。それなら不正対策も必要かとも・・・

と思います、でもそこで疑ってみる必要があると思うのです。「不正」と一概に言うけれどももう少し

詳しく不正の中身を調べてみないと判らない事もあるのかと思います。 

 

わたしは「生活保護受給者たたき」を連想します。生活保護受給者が不正受給しているということを

一斉に報道して、結果として本当に生活保護が必要な受給対象者が申請をできなくなるという現実があ

りました。（全国で貧困により餓死者が続発している現実があります） 

「（2018/2/22ニューヨークタイムズ日本版から教育社会学者の舞田敏彦氏）の記事を参照 

2007年 7月、北九州市で 52歳の男性が自宅で死亡しているのが発見された。死因は餓死で、遺書には「お

にぎり食べたい」と書かれていた。生活保護を打ち切られ、生活困窮に陥っていたためと見られる。 

2016年中に、「食糧の不足」が原因で死亡した者は 15人と記録されている（厚労省『人口動態統計』）。その

うちの 10人は、40～50代の現役層だ。」 

 

「不正」というキーワードは便利なもので誰も反対できな

いようになる言葉です。まるで「魔法の言葉」なんですよ

ね。ではどの様にすれば「不正の中身」を調べられるのか

というのがこれからの課題になるのではと思います。厚生

労働省の発表することがいつも正しいとは限りません。 

先日の「弁護士活用セミナー」は大変良かったですし参

考になりました。厚労省の見解を法的手段として何かでき

ないかと思います。 

今までより、もう少し視点を変えた方法が無いものでし

ょうか。世界標準から日本を俯瞰するように鍼灸界を俯瞰

してみてはどうでしょうか。新年度に向けて新しい「会」の第一歩を踏み出したいと思います。 
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治療を受けるのは、患者さんのあたりまえの権利 

                                松尾 洋子 

高齢化が進みますます鍼灸、マッサージが必要になっている患者さんが増えてきています。転倒

による大腿骨頸部骨折、寝返りだけで脊椎圧迫骨折、加齢による浮腫など私達治療師を必要として

いる患者さんは周りに多くいます。 

治療師は、医師の 3 分診察とは違い 20～30 分位の時間をかけて、このような人たちの話を聞い

たり、疼痛を取り除く施術をします。その中に信頼関係が生まれていきます。 

患者さんの負担を軽減できるように、一人でも多くの患者さんが健康保険を使って治療が出来る

様にという会の運動に繋がると思い治療しています。 

しかし、鍼灸、マッサージは 6 か月毎に医師の再同意が必要になりました。この 6か月と言う期

間はとても短い期間です。しかも、6 か月毎に医師の診断が義務付けられ、患者さんの負担も大変

おおきくなっています。 

また、医師によっては同意できないと、はっきり言われ困った事も有ります。幸いこの医師の場

合一緒に訪問していた、看護師が同意書を預かってくれましたので同意が頂けました。 

はり・きゅう治療の同意書を交付する場合は、医師の治療を認めないのですから、同意できない

という医師も出てくるようなやり方が問題です。禁止の医学的な根拠も不明な併給禁止は、患者さ

んのためにどうしても改善が必要です。 

一応、同意書の裏面に「同意の留意点」が記入されていますが、はり・きゅう治療、マッサージ

治療が必要なことを、医師が納得できるような文章を作成して、患者さんを治療したいと思ってい

ます。 

同意書をもらいにくくし、手続きをむずかしくして、療養費取り扱いを削減しようという受領委

任の取り扱いですが、受領委任により厚生労働省の責任、政府の責任がはっきりしてきたのです。 

健康保険を使って治療を受けるのは、患者さんの当たり前の権利であるのを、患者さんにも医師

も理解できるように知恵を出し合いませんか。 

そして、患者さんが治療を受けたい場合には、療養費の支給を受けられる受領委任の取扱いにむ

けて協力していきましょう。 

 

 

具体的な方法などをどうするか       中野郁雄 

新制度がスタートしてからご多忙な日々をお過ごしのことと存じます。 

この結果、患者数は減少し、申請件数も激減することと心配されます。鍼灸、マッサージ業を営

む人たちは、病院のように多くのスタッフを抱えてはおらず、医療事務のようにシステム化されて

もなく、専門のレセプト担当者もおりません。 

診療から事務作業まで一人でやらなければならない治療院も多いはずです。そう考えますと、や

はりこの状態は鍼灸マッサージつぶしの目的と思えます。 

何とかしなければなりませんが、具体的方法がみつかりません。 
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ＨＰ(ホームページ)のリニューアルを検討 

                              事務局次長  佐渡 智哉 

事務局では会のＨＰ（ホームページ）のリニューアルを目指し、委員会を立ち上げ検討を行ってい 

ます。現在は、会の理念やこれまでの活動を紹介する形で HP を展開しております。 

「はり・きゅう・マッサージ治療も国民医療として利用を」と理念を掲げ、東洋医療の普及を目指して

活動していることを示し、賛同していただける方へのメッセージとしております。 

 一方、業界団体への加入を考えている施術者にとっては、会への加入のメリットが伝わりにくく、 

また、法人設立 10 周年のトピックが最上位にあるなど、会の情報も古いままとなっている部分が 

あります。申請ソフトのページも、必要な情報が探しづらいとの指摘をいただいています。 

 そこでこのたび、よりわかりやすく伝わる HP によって新規会員加入増を目指し、HP リニュー 

アルの検討を進めております。 

今までの活動や健康保険制度の改善に果たしてきた役割を、動画等を使ってスマートホンでも見 

 やすいものとし、会へ入ることの利点もわかりやすく伝えていくことを目標としております。 

 HP のリニューアルは夏頃を目指して作業しておりますので、現在の HP に対するご意見がありま 

したら、ぜひ事務局までご連絡ください。また、委員会へ参加いただける方もご連絡ください。 

生まれ変わった会の HP をお楽しみに！ 

 

２０１９年度第 1回 在宅ケア部研修会 

主催 鍼灸マッサージ師会在宅ケア部 

「変形性関節症  膝、股関節等関連部位症」の講義と実技 

高齢化が一層進み、この症状で悩まれている患者さんの多い「変形性膝関節症と股関節症

等」を再度、要望に応えて、取り上げました。知識、技術のスキルアップを計りませんか。 

「講師」 井上美幸 講師 会員の信頼と人気の高い、理学療法士、(株)R C 取締役 

「日時」 2019年 6月 9日（日）  １３：３０－１６：３０ 

「場所」    東京都内（参加希望者には別途ご連絡） 

研修費 1000 円（会員）3000 円（非会員）「定員」２０名 定員になり次第締め切らせていただきます。 

申し込み「鍼灸マッサージ師会事務局」０３－３２９９－５２７６ 締め切り 6月３日 （月） 
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弁護士活用セミナー開催 

                                              佐渡 智哉 

 3月 24日日曜日の１３：３０から上原社会教育館で、第１回弁護士活用セミナーを開催いたしました。 

桜の花もほころび始めた暖かな春の陽気の中、当会の顧問弁護士である宮原弁護士の話を聞きに 

15名の方が参加されました。 

清水代表の「当会の魅力の一つでもある顧問弁護士を身近に感じ

ていただきたい」という挨拶でセミナーは始まりました。 

 

まず、宮原弁護士からはじまりの言葉として、「裁判において、問

題解決のためにどのような実態を明らかにして、どのように裁判所に

納得してもらうか。そこに向け集めた材料を料理するのが弁護士。 

 

岸イヨさん鍼灸裁判では、東洋医療は西洋医療と同等のものである     （宮原哲朗弁護士）      

という資料を集め、それが明治以降政策でゆがめられた結果、どのような問題点が起きているのかというこ

とを裁判所で明らかにした。 

鍼灸学校の学長、柔道整復師、国側の課長など様々な人たちから話を聞き、この通達はおかしいので

はないかと問題点を知ることができた。ひとつの足がかりになったのではないか」とお話しいただきました。 

 

そして、プロジェクターを使って、丸の内線本郷三丁目駅間近の明るい宮原弁護士の事務所や法廷の

写真を映しながら、原爆症認定集団訴訟勝訴の日や、厚労大臣との定期協議の日を例に、弁護士がどの

ような一日を過ごしているかを語っていただきました。 

 続けて、通常の法律相談で扱っている交通事故、離婚、相続、賃貸借家、投資詐欺等の事例を出しなが

ら、このような場合のポイントは何か、どのような対応を行っていけばよいかをわかりやすくご説明いただきま

した。 

 健康保険制度についての問題としては、鍼灸治療に対する保険適用の制限、医療先行の問題、医師の

同意書問題、受領委任払い制度の問題についてお話しいただきました。 

特に受領委任制度については、昨年出された通達がどこまで適用され、どのように運用されるのか実態

を注視していく必要があることを訴えておられました。 

 

 スライドを使った説明の後は、個別の相談についてお答えいただきました。 

歯科治療後遺症についての補償の進め方や、患者さんからの度を越えたクレームへの対応、弁護士と司

法書士との違い、裁判員裁判となるケースとそうでない場合、不必要な歯科治療の強制への対応など、日

常で起きた問題や法律に関する疑問に専門家の立場からお答えいただきました。 

また、裁判では録音が重要証拠となるとのお話に対し、他にどのようなものがあったらよいか、という質問

には、メールのやり取りの保存など相手の発言が大きな材料になるとアドバイスをいただきました。 

 

その後、今後の保険問題について参加者の意見を交え、議論が行われました。 
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厚労省の統計不正問題を受けて、今回の不正防止制度の理

由としてとして出されている資料の根拠が正しいものか追求し

ていく関わり方が参加者から提案されました。 

また、受領委任制度の導入を各保険者の裁量としているた

め、受領委任と償還払いが混在し、現場の混乱や患者の立場

に立った制度運用が後退していることに関して、柔整との制度

の違いやそのような制度となった理由が追求されました。 

 

一部医師会が過去の不正請求を理由に同意書発行拒否を

主張している件については「個別事案を理由に全体を拒否する理由にならない。しかも受領委任の導入で

厚労省の監督権限を疑義解釈資料で認めている。両方の面から申し入れを行ってはどうか」と提言をいた

だきました。 

また、同意書に代わり診断書を発行する場合も、マッサージ適用となるように診断書を書いてもらうという

ハードルがあるのではないかとの懸念が出されました。 

最後に「弁護士の活動範囲は健康保険の問題に限りません。ご本人ご家族、友人知人、患者さん、隣人

でも、会には顧問弁護士がいて、様々な問題の相談に乗ってくれると紹介してください」とお話をいただき

ました。 

 今後も宮原弁護士のお話や相談があるときは、事務局の方へご要望いただければ、次回のセミナー開催

を行う予定です。その際はぜひまたみなさまのご参加をお待ちしております。 

 

野川公園のさくら 

豊かな水と緑に恵まれた自然な姿の公園です。周辺には神代植物公園、武蔵野公園、多磨霊園、

調布飛行場、浅間山公園、府中の森公園などの緑地があり、「武蔵野の森構想」のもとに造成を行

い、昭和 55年 6月に開園されたことが紹介されています。 

 自然観察園もあり季節によりいろいろな植物が見られるのですが、やはり桜ときが一番素晴らしいで

す。三鷹市大沢にあり、中央線武蔵小金井駅から徒歩 10 分ぐらいで野川に行き当たりました。 

写真左が染井吉野 

右が紅しだれ、（4月 6日の撮影） 

        久下勝通 
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パーキンソン病と共に   創健治療室 加藤 勝彦 

 

運動症状で手足が震える、筋肉が固くなる、動きが遅くなる、体のバランスが悪くなるなどがみ

られるのは、パーキンソン病でしょう。パーキンソン病は、運動症状だけでなく非運動症状として、

便秘、排尿障害、気分が落ち込む、立ちくらみ、寝付けない、日中耐えがたい眠気がおこる、よく

物忘れをするなどがみられます。 

こうした症状のいくつかは、睡眠時無呼吸症候群（SAS＝サス）にもみられます。2016 年 4 月か

ら SAS の治療を行っている私は、2019 年１月にパーキンソン病とも診断されました。病気の状態、

生活にどんな影響が出るかなどを報告いたします。 

１ 検査と投薬 

SASの治療中も、歩き方がすり足になってきたこと、父がパーキンソン病であったなどにより、

何度かパーキンソン病を疑ったことがありました。医師にその旨を訴えていましたが、手足や体の

動きなどを見て、心配ないと言われていました。しかし、１年経過しても改善がみられないことも

あり、2018年 12 月、再度受診しました。 

今回の医師は、手や体の動きを見てパーキンソン病を疑い、早速 MRI、MRA検査を行い、12月末

に投薬と年明けには MIBG心筋シンチ（核医学検査）も行いました。MIBG とは、検査に使用する薬

の成分の略号で、心臓の交感神経（神経伝達物質）を調べる画像検査のことです。 

通常では、神経伝達物質のドーパミンによって各組織に情報伝達を行っていますが、パーキンソ

ン病の場合は、ドーパミンの出が悪くなり、体の動きが悪くなることにより症状が起こります。こ

のドーパミンの動きを調べるのが MIBG 心筋シンチ（核医学検査）です。正常にドーパミンが出て

いるかを診るものです。 

検査により 1 月 16 日に診断が行われました。検査結果の判断には、非運動症状として寝言や便

秘があるか、運動症状として仮面用顔貌があるか、動きの遅さがあるかなどが検討されました。MIBG

検査では、心臓と上縦隔の比が標準 2.2のところ、2.29、2.07とでました。 

判断としては微妙な数値ですが、①偽陰性の可能性がある→パーキンソン病として治療すればよ

い。②パーキンソン病に似て非なる病気がある場合→パーキンソン症候群と判断する。この場合は

投薬治療の反応が悪いというものでした。 

検査結果判断には、12月末から行われた投薬反応も反映されました。ドパコール（ドーパミンの

摂取薬）服用後１日で変化が現れました。食事中に起こっていた嚥下障害、痰の絡みの改善が見ら

れたことも検討され、病名の診断に使われ、パーキンソン病と診断されました。投薬は続行される

とともに、運動が推奨されました。 

2 日常生活 

（1）気を付けたい食事 

 日常生活で不自由なことは、歩行、嚥下障害とふらつきです。先ず朝食時は、誤嚥に注意しま

す。何度か嚥下障害を起こし苦しくなったことがあります。1 月末には、気管支に食物が入りか

かり、咳き込み、苦しさが 30分ほど続いた時がありました。翌日 38度に体温が上がり、その 



10 

 

後 37 度を挟んで上下し、2 週間以上 37 度台が続くので病院で血液検査をお行い、炎症反応が落ち

着き、白血球の増加がみられないことを確認し安心したことがありました。 

その後も、夕方には 37度台になり体調が思わしくないですが、医師はあまり気にしていません 

でした。 

ただし、体重が落ちないよう食事はきちんと食べるようにしています。食物のうちでも注意が肝 

心なのは、せんべいなど硬いもの、粉状のもの、飲物です。口内に物が入っているときには直ぐに

次のものを口に入れないようにしています。喉に何か引っ掛かった時にはすぐに吐き出さねばなり

ません。ひどいときには落ち着くまでに時間がかかりますので、食べるときには、時間をかけゆっ

くり食べます。それでも喉に引っ掛かる時には、食物を吐き出すように常に準備しています。 

服用しているドパコールを飲む前は、食事中に何度も痰が喉に掛り吐き出していましたが、薬を 

飲み始めてからは、食事中に痰が絡むことはなくなりました。 

喉に物がひっかかるのは、昼間に限りません。夜中に 2、3回目が覚めトイレに行くときは痰が 

出ます。喉に溜まった痰を出さないと苦しくなりますので、飲み込まず出すようにしています。 

（2）続けたい歩行・運動 

医師からは病状の改善に運動が推奨されますが、寒い時期はなかなか散歩に出かけなくなってし 

まいました。1日当たりの歩数が減少しています。10月 3680歩、11月 4035歩、12月 1304歩、１

月は 2078歩、2月は 1042歩と少なくなっています。2月は特に、体温が常に 37度台になりました

ので、あまり歩かないようにしていたことにもより、減少してしまいました。 

外に出かける場所も病院中心で、車を使うため歩行が少なくなっています。動く習慣を体に覚え 

こまさないと、動かなくなってしまいます。3 月 6日の NHKためしてガッッテンでも、「不治の病は

過去のもの！？パーキンソン病」と謳い「さまざまな薬の登場や運動療法の研究が進み、その併用

によって症状を大幅に改善することが可能になってきています。重要なのは、早期に発見し、適切

な治療や運動を可能な限り早くはじめること」と訴えています。3 月は、気持ちも入れ替え、2701

歩と少し増えました。 

（3）便秘の改善 

パーキンソン病の非運動症状として、便秘も挙げられているのを見た時は驚きでした。便秘にま

で影響しているとは思ってもいませんでした。 

2017 年 9月、4 日間の便秘を体験して以来便秘の改善に取り組みました。そこでたどり着いたの

は、数種類の茶葉を使用したお茶の服用でした。このお茶の服用によりかなり改善し順調でしたが、

1 年を過ぎたころから便秘が起こり出しました。ずっと同じものを使用し続けるのは難しいようで

す。 

2018 年 11 月から SAS の医師から、生薬センノシドを紹介してもらいました。便が出ない日の就

寝前に服用し、翌日排便のスタイルが今のところ、順調に作用しています。 

（4）筋肉の衰え 

 筋肉の衰えも気になるところです。衰えの解消には、先ず体を動かすことです。体調を壊すと動

かなくなります、それが続くと動けなくなりますので、きちんと食事を摂る、よく眠る、体を動か

す、排便を怠らないことを、毎日の仕事と位置づけて続けるようにしています。私は 2月下旬から

体温 37 度台が続いたため、あまり体を動かさなかったところ、ベッドから起き上がるのにも困っ

てしまいました。 
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（5）ふらつき、立ちくらみ、QOL  

 2月 27日の診察後、薬局で薬の効能等の説明を受ける際、めまいがないか尋ねられました。めま

い、ふらつきがあるのです。何日も前から、ふらつきを感じていました。当初は、37度台の熱の影

響かなと思っておりましたが、薬の副作用もあることに気付かされました。 

調べてみると副作用には、高熱も含まれていました。薬を飲むときには、副作用もきちんと調べ

たほうがよいです。しかし、パーキンソン病は、足の震え（振戦）、関節が硬くなる（筋固縮）、動

きづらい（無動）、バランスが保てなくなる、転倒しやすくなる（姿勢反射障害）といった 4 大症

状が特徴といわれることもわかり、さまざまな症状への対応が必要になってくることが、次第にわ

かってきました。 

 QOL も大きな問題になります。一つ一つの動作に時間がかかります。私の場合は、衣服の着脱に

手間がかかります。ボタンのつけ外し、ズボン・パジャマの着脱に時間が必要です。朝の着替え、

風呂の利用、寝る支度、いずれも十分な時間が必要です。 

（6）SAS（無呼吸症候群）関係 

SAS でも医師に掛り、CPAP（呼吸器）を使用しています。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が、違和感が出るようになり、その後横向き枕をずっと使用し

ていました。2019 年 2 月に簡易検査を行い、1 時間の無呼吸・低呼吸の回数が 2、3 年前は 5 回程

度の軽症でしたが、今回は 47.2回と大幅に増大しました。 

この状態が続いていたら、脳梗塞になっていたかもしれません。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。CPAP使用の保険適用は 20 以上ですので、今回からは保険が適

用になりました。 

違和感があり外した CPAPは、かなり改善され、違和感が大幅に減っていました。1時間の無呼吸・

低呼吸の回数も CPAP着用後、8.1に減少しました。薬は降圧剤で朝 1 回です。中途覚醒は、1晩に

3 回程度あります。夜は概ね 22時頃眠りにつき、24時、2 時、4時台に起きることが多いです。起

きるとトイレに行き、痰を出し眠りにつきます。すんなり眠れない時には、ラジオを聴いたり、運

動をしたりしますが、ゆっくり息を吐く呼吸法を行うと眠れるようです。 

3. 支え合いが大事、新たな取り組み 

 病院・医師との関係、家族とのつながり、友人知人とのかかわりなど、これからの人生にとって

の付き合い方が大きく変わってくるように感じます。一つ一つを大事に、感謝を込めてできること

をしてまいりたいと思います。 

（1）鍼灸師、マッサージ師の協力 

 私がパーキンソン病になってから新たな取り組みが始まりました。 

一つは鍼灸師、マッサージ師の治療です。病院でパーキンソン病の患者さんに灸治療を行ってい

る方が、治療に来てくださいました。全身を診て、頭、首筋から肩甲骨、股関節、膝関節など関節

可動域の拡大、冷えの改善等全身に対する灸治療をしていただき、脾系が弱っていることなど多く

のアドバイスをいただきました。  

また、血流改善、免疫力アップを目標にした療法を工夫している方にも来ていただき、その時の

治療を参考に自宅で治療しております。この治療はこれまで行ってきた東洋医学の基本に立ち返る

気持ちで取り組んでおります。 
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（2）トレーナーの来訪 

 2018 年秋、SAS の医師に運動を勧められ、スポーツジムに通い、パーソナルトレーナーからレッ

スン受けました。体の歪みを正し、体をほぐし、足の筋力を維持強化するうえでのポイントを指導

してもらいました。レッスン指導で一番大切なことは、筋力は努力なしでは得られないということ

でした。レッスンの時だけ動いていても維持強化は無理です。普段の運動が決め手になります。 

 その後スポーツジムをやめて、自宅に来てもらうことにしました。2 週間に 1 回、関節可動域の

拡大、体ほぐし 30分、運動 30分のレッスンを受けています。いかに普段体を動かしていないかが

わかる時間です。 

（3） ヨガの活用 

 3 月に入り我が家から歩いて行ける場所で、ヨガ講座を行っている方からお誘いがありました。

呼吸法から関節可動域の拡大、全身の運動にわたる数々の動きを教えていただいております。トレ

ーナーからは、ヨガは自分で体を動かすのが中心なので、とてもよいですと教えられました。ヨガ

を行った後トレーナーから、足の柔軟性、弾力性が高まっていると言われました。いろいろな方達

の協力を得て、体力の維持向上を図っておりです。 

（4） 介護保険の利用 

体の動きを続ける方法をいろいろ工夫しようと思い、介護保険を利用しようと思いました。地域

の包括支援センター（ケアプラザ）に連絡し、介護保険の認定審査を受けました。体の動き、日常

動作など 72 項目の質問に答えました。ケアプラザ職員から、パーキンソン病の人たち用の施設が

あることもわかりました。ただし介護保険の認定を受けている方が対象です。先ずは、要介護・要

支援認定申請症の提出を行いました。続いて心身状態調査として、自宅訪問による認定調査が行わ

れました。続いて主治医の意見書提出。介護認定審査会が行われ、1 か月から 1 か月半後、認定さ

れれば介護保険証が交付されます。制度上利用できるものは、できるだけ利用しようと思っており

ます。 

（5） 患者さんとの関係 

患者さんには私の病状を伝え、治療を継続するか否かを尋ねました。お話しした方々は、続けて

ほしいとの意向でしたので、治療を続けております。妻の協力も得て、患者さんと共に、治療にあ

たることにしております。 

 

パーキンソン病は、1817年にイギリスの医師ジェームス・パーキンソンによって報告された病状

で、1888 年フランスのジーン・マルチン・シャルコーによって、報告者の名前からパーキンソン病

と名付けられました。パーキンソン病は、中脳にある神経伝達物質のド－パミンの産生が減り、運

動機能が失われていく病気です。４大症状が特徴といわれますが、人によって症状が違い、私の場

合は、手足の震えは現れていません。 

パーキンソン病に治癒は、ありません。症状の進行を遅らせるために投薬と運動が勧められてい

ます。これからのパーキンソン病との生活、暮らし方が大事です。 
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事務局通信への投稿のお願い 
          高齢化がすすむとともに、伝統医療の漢方治療や、はり・灸治療、 

あん摩マッサージ指圧治療の利用が望まれ、不当な制限を受ける中 

でも健康保険療養費の支給として利用が広がりました。 

   政府は、はり・きゅう治療療養費、あん摩マッサージ指圧 

治療療養費の支給が一千億円を超えたことを問題視して、 

不正対策を名目に新たな療養費支給の規制の強化を考え、 

提起されたのが受領委任払いの取扱です。 

        契約による、受領委任取り扱いの届け出や療養費申請事務など 

管理や罰則は医療と変わらない厳しいものになりました。 

しかし、療養費のあいまいな支給要件や支給申請の条件として、 

医師の同意書の提出を求めるという、はり・灸治療、あん摩 

マッサージ指圧治療を医業類似行為とする取り扱いは、なんら 

変わっていません。療養費削減へ圧力は強まるでしょう。 

しかし、療養費の取り扱いについて契約した鍼灸師、あん摩・ 

マッサージ・指圧師は「受領委任の取扱い認められた施術所 

の施術者であることを行政として公に認める行為」です。 

患者さんの立場を大切にした療養費の支給へ、患者さんの権利を 

大切にする医療行政へ、われわれの発言権は強まるのです。 

          高齢化のなか健康への関心、東洋医療への関心は強まっています。 

         患者さんが理解し、患者さんが必要な治療を選べる療養費の支給へ、 

患者さんと共に切り開いていきましょう。 

5 月２6 日の総会へ向けて、みなさまのご意見をぜひ事務局通信へ 

お寄せ下さい。 

                                 久下 勝通 
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H31 年 4月                H31 年 5 月 

 

事務局は 5 月 1 日から 5 月 6 日まで営業を行います 

1 月   1 水 天皇の即位の日 

2 火  2 木 国民の休日 

3 水 申請書〆切 3 金 申請書〆切    憲法記念日 

4 木  4 土 みどりの日 

5 金  5 日 こどもの日 

6 土 申請業務 6 月 申請業務     振替休日 

7 日  7 火  

8 月  8 水  

9 火  9 木  

10 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 10 金 事務局通信投稿締め切り 

11 木 事務局通信投稿〆切 11 土  

12 金  12 日  

13 土  13 月 事務局会議（13：00～15：00） 

14 日  14 火  

15 月 事務局会議（13：00～15：00） 15 水 編集会議（10:30～11:30） 

 

16 火  16 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 

17 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 17 金  

18 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 

国民の会（19:00～21:00） 

18 土  

19 金 事務局通信発送 19 日  

20 土 財政会議（14:00～16:00） 20 月 事務局通信発送 

21 日  21 火  

22 月 編集会議（10:30～11:30） 22 水  

23 火   23 木  

24 水  24 金  

25 木 支給明細などの発送 25 土  

26 金 療養費の振り込み 26 日 理事会（11:00～12:30）兵庫定期総会 

第 16 回総会（13:00 ローズガーデン新宿） 

27 土  27 月  

28 日 会計監査（10:30～12:30） 28 火 支給明細などの発送 

29 月 理事会（13:00～17:00） 昭和の日 29 水  

30 火 国民の休日 30 木  

   31 金 療養費の振り込み 


