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納得がいかないときは医師や保険者に一言尋ねる 

（清水代表理事総会挨拶より） 

当会は今年で 16年になりますが任意団体を含めると 36 年前から続いている団体です。 

これからの会の運動は厚労省の通知に基づく制度を、法律に基づいた療養の給付にもっていくこ

とです。現在は代理受領・受領委任の申請書が混在して書類が煩雑になり、会員はもとより事務局

の負担も大きくなっています。 

それだけでなく同意書の発行に難色を示す医師も多くなってきました。私の患者さんの例では医

師が患者に「同意書は今回 1 回だけですよ。」と言われたので、患者さんが「同意書を書くことは

お医者さんにご迷惑が掛かることなのですか。」と聞いたところ、同意書の発行が継続されること

になった事例があります。 

但し別のケースでは同意書を依頼したら「歩けなくなったら書きますよ。」と言われ同意書依頼

を断られたこともあります。また、保険者からの不支給の理由に整形外科で同意書を書いて欲しい

と言われたので、私が保険者に文書で意見を出したところ申請が受理されたこともあります。 

私が皆さまに言いたいのは、納得がいかないときは医師や保険者に一言尋ねることで道が開ける

ことがあるということです。医師や保険者の言いなりになっていてはいけないのです。 

 

同意書という馬鹿げたシステムの廃止へ  中野郁雄 

事務局のみな様、いつもご丁寧にチェックして頂き本当に感謝しております。それに甘えている

訳ではありませんが、度々落ち度がありご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

新天皇が即位され元号が令和と変わりましたが、日々の暮らしに特別の変化はありません。 

しかし、受領委任となってからの仕事には大きな変化があります。 

 全く無駄な労力を使わなければならない煩雑な事務作業とともに、患者様にも今まで以上に余計

な神経を遣わせたり、再同意に関しても多くの説明を要します。当院は患者数も少なく同意医師と

の信頼関係が構築されていますので問題ありませんが、対応が難しい医師もおられますから、同意

書発行に難色を示す方もあると思われ、患者数減少に至る場合も出てくると考えます。 

先ず同意書という馬鹿げたシステムの廃止、併給という鍼灸マッサージを見下した制度の見直し、

そして医業という確固たる立場の確立に向けて全力で闘わなければならないと考えます。 
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大いなる不正が小なる不正をとがめる 

    厚労省の不正対策について        2019・5・19  学術部 荒木文雄 

 現在、我々の業界に対する厚生労働省の政策は、正に俗な言葉で言えば目糞が鼻糞を笑うである。

そもそも、不正対策と厚労省は連呼するが、一番の不正の根本は厚労省の越権行為であり、憲法違

反でもある、国民の「受療権」を侵害している愚劣な同意書制度にある事は明白である。 

 東洋医学の知識がない西洋医師の同意書を患者に強要し、再同意や施術経過報告書の個人情報保

護に抵触する事を強引に押し付けてくるやり方は、民主国家の姿勢ではない。 

 まして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

っているのだから、権利として、自分の病気に適した医療を受ける権利が受療権であり、それを国

家、厚労省は保証する責務があるのだ。 

 残念ながら現在の厚労省は逆行している。“やらずぶったくり”の行為であるし、法の下に平等

にも違反した行為である。最大の被害者は国民、患者であり、次に我々業界と理解ある西洋医師で

あろう。こんな制度を 70年以上持続させた国民の側にも問題があるのかもしれない。 

先人が評した如く、医師の同意とは、〝お寺参りをするのに教会の牧師の同意を必要とする″と

の行為であり、さらに国際的にみても異常なことであるし、恥ずべき事である。我々は国民、患者

と共にこらからも不正、不条理と闘っていかなければならない。 

 現在、医療費の増大に悩む世界各国は WHO 認定の東洋医学を西洋医学と共に活用して対応してい

る。日本もその方向に舵を切るべきときである。 

療養費の支給における医師の同意書を廃止しよう。 

神経痛など 6疾患等と診断を受けたらば、患者の判断ではり・きゅう治療が選べるようにしよう。

麻痺や関節拘縮があると診断を受けたら、患者の判断であん摩・マッサージ・指圧治療を選べる 

取り扱にしていこう。 

これを第一歩として、自国の伝統医療を健康保険で活用する健康保険制度へ改善を進めよう。 

受領委任制度は誰のものか？   

来るべき時代を生き抜くために、いまするべき事は何か 

2019/6/10 橋本利治 
今年 1 月からの受領委任制度導入は、わたしたち施術者に混乱を招いている。 

先日の 4月から 5月にかけて鍼灸柔整新聞が全国 111の鍼灸柔整の団体へアンケート調査を行っ

た。受領委任制度になって団体としてどのように変化したかを問うものである。 

以前（代理受領）と比べてあまり変化なしが 62％であるが 28％が申請者施術者は減少したと答

えている。旧来の代理受領ではダメだったのか、今少し考えてみよう。 

代理受領委任とは「基本は保険での施術は認めませんよ」なぜか「医療とは認められないから」

という流れであった。しかし「受領委任」は「医療ではないが医療のようのようなもの」として公

式に認めましょうとなったのである。しかし条件付きで・・・。 

その条件が非常に厳しいものである。このようにして現在わたしたちに対する受領委任制度が決
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まってしまいました。でもなんかヘンですよね。今まであれだけ医療として認めてほしいと言い続

けていたにもかかわらず拒否していたのです。それが突然「いいよ」と言い始めました。そのカラ

クリを考えてみました。 

2019 年 3/20 政府の諮問機関「未来投資会議」が首相の主導の元に開催されました。 

「全世代型社会保障改革の大きな柱である病気予防や介護予防」と首相は表現して予防に力を入

れなければならないと動き始めました。「予防」という概念はわたしたちが以前から鍼灸マッサー

ジこそが予防になり医療給付を削減できると提言していました。（いまさら国から言われても）と

思うのであるが・・・。        

小泉政権はメタボ検診で 200 億円の抑制効果を試算したが一方その対策費で 230 億円かかり当

初 2 兆円の削減目標の１％しか達成できなかった。また東大教授の康永秀生教授の「予防医療で抑

制することはほぼ不可能」という主張も評価している。要するに打つ手がなくなったと言わざるを

得ない。さて、では国は今後どのようにしようとしているのか。 

すべて「自己責任」であり、もう国に頼るのはやめよう。というのが結論である。そういえば 6/6

のニュースで「年金は当てにせず老後の為に 2000 万円の貯金を！」と言いだした。おいおいちょ

っと待ってよ、老後の為に年金には入れと命令したのは誰なんだ？ 

わたしは「50 歳までに山で死ぬから年金はいらない」と言ったのに「これは年金法で決まって

いるから強制です」と言われて山に行くのをへらして加入させられたのに、まるで「国家ぐるみ詐

欺」ではないか。 

でも年金の 160 兆円だったかな、このお金を GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が投資

につぎ込んで 15 兆円の損失益だそうだ、この説明は全くしないで赤字だから「自助努力しろ」だ

とさ。 

日本の皆保険制度も米国の CSIS（民間シンクタンク）で皆保険制度を無くせと言われて保険制

度が崩壊しつつある。受領委任制度はその道筋の上にあるのではないかとさえ思える危うさがある。               

さて受領委任導入に当たって、名目不正の防止、実際は保険申請の抑制が主目的だったのではな

いでしょうか。 

そうすることで患者の自助努力つまり自費

施術へ誘導し、自費で施術を受療できない方

は民間保険に加入せよ、という流れになりま

す。          

 初めにもどりますが、「病気予防や介護予防

は全世代で対処しましょう」国は関与しませ

んとのことのようです。                   

では鍼灸マッサージ師の私たちはどうすれ

ばよいのでしょうか、 

「患者さんに民間の保険も有りますよ」と

いうのか「皆保険を有効に使いましょう」というのか、   （2019/5/12 雁が峰へ By:ichii） 

来るべき時代を生き抜くためにいまするべき事は何か。   
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同意書の廃止、支給対象の明確化で 

患者が選べる療養費へ   久下 勝通 

厚生労働省通知のはり・きゅう療養費の支給対象は、「慢性病であって医師による適当な治療

手段のないものであり」とされているのです。この「医師による適当な治療手段のないもの」と

いう支給対象は、「医師に同意書は提出しなくてもよい」といっているような通知です。 

医師の同意書提出を困難にする支給対象を示しておきながら、患者には医師の同意を得ること

を強制するという、患者の権利を無視する通知です。 

また、あん摩マッサージ指圧の療養費の支給対象については、「筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、

医療上マッサージを必要とする症例です」とされています。 

「医療上マッサージを必要とする症例」とは、国民には理解できない支給対象です。 

そして、多くの整形外科医など理由も明らかにせず、同意書提出を拒否する医師が沢山いるの

です。国民には理解できない不合理な支給対象であり、しかも、支給の条件として医師の同意を

求められるという、療養費支給の取り扱いは、はり・きゅう療養費とあん摩マッサージ指圧の療

養費だけです。他の療養費の支給にはない差別的な取り扱いです。 

しかも、受領委任は、厚生労働省通知による療養費支給の取り扱いを認める契約をした者だけ

に、療養費の取り扱いを認めるやり方です。今後も通知に通知が重ねられ、療養費支給の制限が

強められることが予想されます。 

はり・きゅう、マッサージ治療を必要とする患者が、健康保険による治療を選べるように、「医

師による適当な治療手段のないもの」「医療上マッサージを必要とする症例」という、療養費支

給対象を廃止し、医師の同意書の廃止が必要です。 

はり、きゅう治療は、当面、現状の運用に沿い慢性的疼痛緩和の治療を支給の対象とし、疼痛

疾患との医師の診断にもとづき、はり、きゅう療養費を支給するよう改善すべきです。 

また、あん摩マッサージ指圧治療は、当面、現状の運用に沿い、身体機能障害改善の治療を支

給対象として、身体機能の障害を示す医師の診断にもとづき、あん摩マッサージ指圧療養費を支

給するよう改善すべきです。 

健康保険法は「疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関し

て保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上

に寄与することを目的」としています。 

国民の大きな負担により運用されており、この保険給付

をすすめるうえで重要な問題は、患者の医療選択の権利の

尊重です。医療を選ぶのは患者であり、療養費の厚生労働

省通知の改善は当然の要望です。 

  要望の実現へ患者の方々の協力をお願いし、議員へも働

きかけましょう。 

  納得できない不支給は審査請求を必ずおこない、審査請求に問題があれば司法での検討にも持

ち込めるように準備していきましょう。 
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中野郁雄会員の意見書に応援します 

                          代表理事 清水 一雄 

中野さんの通信記事を読み中野さんに何とか頑張って欲しいと思い励ましの電話をしました。 

岩下幸卯さんが鍼灸の併給により不支給が出された件で、再審査請求（審査請求が却下されて）

までいき、却下処分になったけれど鍼灸の併給問題に問題を感じた審査委員がいたことを話しまし

た。審査委員の中にまともな感覚を持たれていることに安堵します。 

理不尽な不支給はとにかく審査請求するべきであり、黙っていればいいようにされてしまいます。

神奈川県後期高齢者医療広域連合が不支給を出すとすれば、どしどし審査請求すべきと思います。 

はり・きゅう療養費の併給問題は厚労省通知にて実にいい加減で残酷な運用をしています。 

医科で湿布か投薬が出されていれば併給となり、何も出されていなければ治療手段が無いと勝手

に保険者が決めるわけですから、こんな変な理屈はありません。こじつけもいいところで国民を無

視した身勝手な決め方をしています。 

「あはき」師は法律上「あはき」においては医師と同様であり、医師の指示を得て行う医療では

もともとありません。はり・きゅうとなれば医科との併給に保険者が目くじらを立て、排除の論理

をつきたて患者の医療選択を踏みにじり健康権を侵害する行為は健康保険が患者の為に機能され

ていないということです。 

それを正していくためにも我々は正しい目線を養っていき、保険者の一方的解釈に任せず、中野

さんのこの度の行為はとても重要なことであり積極的に臨んでいただきたいと思います。保険者交

渉や審査請求するようでしたら、決して中野さん一人ではありません。全面的にサポートします。 

第 16回定期総会報告 
令和元年 5月 26日ローズガーデン新宿にて、第 16 回定期総会が開催されました。 

はじめに清水代表理事から挨拶がありました。（詳細は 1 面に掲載） 

 

山西俊夫理事長挨拶（NPO医療を考える会理事長）             

以前山西さんの会社が箱根で研修会をおこなった際、講師に渋谷和

宏さんを迎えた事があり、その講演で印象に残った事を話されました。 

その内容は、2013年から 14 年にかけての個人消費の動向で気になる変

化がみられる。                           （清水代表理事） 

●コメダコーヒーを筆頭に伝統的な喫茶店が復活している。       

●ゲームセンターの店内の音量が下がりドリンクサービスの提供や、店員が介護関連の資格取得を

持っているところが出てきた。 

●吉野家は健康的なメニューを充実させてきた。 

これらの企業がターゲットにしているのはシニア・高齢者層です。高齢者の抱える問題の背景に

は健康不安があります。ここに鍼灸マッサージの活躍する道が考えられるのではないでしょうか。                         

 「NPO 医療を考える会」は施術師と患者が手を携えて国民の健康を支えていく団体です。時代の

流れを背景に躍進していきたいと思います。  
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宮原哲朗氏挨拶（顧問弁護士） 

「弁護士活用セミナー」で話をさせてもらいましたが、法

律は生活全般にかかわるものです。私がお手伝い出来ること

が多いと思います。 

 今回厚労省が受領委任払いを認めましたが、厚労省が通達

を変えることはめったにありません。変更する場合を考えると以下の状況が考えられます。 

① 法律が変わるとき。 

② 裁判所が行政が違法であると判決をしたとき。この場合条例は必ず変更されます。 

③ 厚労省が自主的に変更する場合。 

今回の取り扱いは③に当たり非常に珍しいことです。 

厚労省は鍼灸マッサージが社会に占める役割を認めることにより対応を変えたのだと思います。

但し単に変更を許したわけではありません。 

そこには保険者裁量を入れています。保険者が受領委任払いを

受け入れない場合は償還払いに戻る可能性があります。 

運用のあり方も複雑になっている現状では今後も変更は出る

と思われます。 

私が思うには当会が第一に目指している健康保険法の改正は

大変難しいと思います。現実的に考えるならば行政の対応を充実させるように通達を変える方針が

ベターだと思っています。 

以上で代表理事及び招待者の挨拶が終了いたしました。 

引き続いて議長選出、総会成立の宣言、がなされ、議題の質疑に入りました。2018年度事業報告、

2019 年度事業計画、2018 年度決算報告、2019 年度予算案が提案通り承認され、滞りなく終了いた

しました。   （事務局 松本） 

    総会第２部 懇親会まとめ 

 概ね予定通り 15：50 から第２部が始まりました。今年は岩下厚生部長よりカジュアルに「懇親

会始めます。おいしい料理が並んでいるので、皆さんご自由にどうぞ」という言葉で始まり、思い

思いに食事をとりながら久しぶりに再会した仲間と歓談の時を過ごしました。ビール、ワイン、ソ

フトドリンクが飲み放題、ビュッフェ形式の食事会です。 

しばし歓談の後、岩下厚生部長よりレクリエーションの案内がありました。 

①ＮＰＯ主催 

日時：6 月 16 日（日） 集合 10：45（現地） 

場所：薬効草園（埼玉県飯能市） 

②社団主催 

   日にち：7 月 13 日（土）～14 日（日）１泊２日 

   場所：箱根 一碧湖ホテル 現地集合 

   参加費：1 万円程度 

 ＊１泊して進行を深め、互いに治療しあうような企画もあります。いずれも是非ご参加を！ 
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続いて参加者からの一声をご紹介します。（敬称略） 

西川ミヨ／いつもパソコンのことではご迷惑おかけしております。受領委任の健康保険取扱いにつ

いては学生の方々にも認識してほしいので、学習会を計画しております。若い方たちが受領委任

に関わりたくないと思っている風潮が見受けられるので、その意識を変えていきたいと、久下先

生に手伝ってもらい活動しています。 

岡嶋孝行（職員）／橋本先生のご紹介で、４月からお世話になっています。先ほど体調が悪くなり、

黒川先生に治療していただき復調しました。この会がさらに良くなるように手伝いたいと思って

います。 

佐藤瑞希（職員）／昨年の総会は入職して１カ月目でした。今日は２

回目となりますが、緊張しています。今まではソフトの件等で会員の

皆様と電話でやりとりしていましたが、お顔を拝見でき、この機会に

さらに知り合えたらよいと思っています。 

 

村田雅至／本日は総会の司会を担当させていただきました。会や受

領委任についてははまだわからない事も多いですが、勉強しながらやっていきたいと思います。 

武井百代／先日、同期の田村先生（静岡・伊東市在住）を訪問しました。会に入って療養費に関

する情報を知ることができありがたい、安心できるサービスを提供してくれる事務局に感謝し

ています、とのことでした。また、静岡県では保険医の存在が大きく、施術者として傷つくこ

ともあるが、なんとかやっています、との報告もありました。 

黒川邦日兒／平成 31 年から令和にかけて事務局にはご迷惑をかけ、申し訳なく思っています。実

は PC が 3 台壊れたための不具合があったのです。清水さんに怒られ、渡邊さん、そして一番

怖い齋藤さん…。皆さんにお世話になっています。（職員、恐縮） 

1 つだけ言いたいことがあります。前代表の高橋養藏さんが会の良い土台を作って下さった。 

お願いですが、清水代表になり、事務局長が北川さんとなった今、是非若い人に花を咲かせてほ

しい。皆が若い人を盛り立て育てていって欲しいということです。実際の運営は事務局長に担っ

てもらい、ベテランは後方支援に徹したらどうかと思います。 

岩下幸卯／私もチコちゃんに「ぼーっと生きてんじゃねーよ！」といつも怒られている気分です。 

清水正敏／一番に感謝したいことは、受領委任になり事務局から色々な情報を提供していただいた

ことです。大変不安でしたが、無事に契約を済ませることができ感謝している。私は他の団体に

も複数加入していますが、情報はほとんどありません。全国鍼灸マッサージ協会では、受領委任

の講習会参加費用は 5000 円。鍼灸マッサージ師会では無料で

全体説明会を開いてくれ、心強かった。日頃の細かい対応にも

感謝しています。 

高橋幸子／本日議長を務めさせていただいた高橋です。出身校は

東洋鍼灸で、清水正敏先生と同期でした。父（相談役 松原幸

靖先生）の 2 代目のような形です。弟も、双子の妹も同じ道を

選びました。父とは 5 月に入って会いましたが元気です。 

妹とは原宿、表参道の女性専門治療院で一緒に働いています。 

別に訪問治療もしており、またケアマネ業務もしております。 
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山内惠美子／会員増のためには学校に出向くことが大切だと思います。会の PR に行くということ

です。今年の取り組みを強化していったらどうでしょうか。 

 本日は残念ながらご欠席でしたが、メッセージをいただいた方々の声もご紹介します。 

永田明夫／御会のご発展、ご繁栄をお祈り申し上げます。会報、とても学び多くて感謝します。 

土田仁／仙台から遠いためなかなか参加できませんが、今後も貴会会員で居たいと感じております。 

稲数則光／受領委任制度の導入に当たり会の皆様方のご負担も多大なものと存じます。今後も一致

協力のもと取り組んで参ります。 

中野郁雄／新制度の施行により、大変な思いをしている方も多いかと思いますが、煩雑な事務作業

や治療の実態を把握していない医師による同意、ナンセンスな併給等の廃止を進めなければ我々

の生きる道は先細りとなります。 

鈴木邦博／受領委任申出の事務手続きにつきましてご指導いただ

きありがとうございました。開業 13 年。改めてマッサージの治

療効果を実感しています。 

 

最後に前代表・高橋養藏先生から／まずは岩下先生に感謝申し上

げます。この会場をお借りできるのもご尽力あってのことです。

お互い体に気を付けてこれからも頑張りましょう。 

 

普段顔を合わせることのない会員とも親交を深め、顧問弁護士とのざっくばらんな話ができ、参

加者から貴重な情報を得られた今回の懇親会です。私にとっては実りが多く、やはり一同に会して

の交流は大切なものだと感じた次第です。 

事務局からの裏話、苦労話などはお伝えできませんでしたが、次回は企画に組み込もうかと考え

ております。今まで参加したことの無い方も、ご参加いただければその面白さを感じていただける

と思います。来年の総会には是非皆様とお会いしたいと願っております。（事務局 齋藤） 

生活保護によるあん摩・マッサージ医療扶助申請が受理された報告 

（保険者依頼の整形外科医同意を撤回） 

治療室らくらく 清水一雄 

この度の件は問題を感じたことに対してのアクションが道を開いてくれた事例です。 

頸肩部の気分が悪い凝り、腰痛治療の S さんにはかかりつけ医療機関で同意が有れば大丈夫であ

る説明をし、町田市生活援護課に了解を取っていただくように話したところ、S さんは生活援護課

から整形外科での同意が必要であると言われ、S さんから私に同意書発行は整形外科でなければな

らないかの相談がありました。  

S さんにはそのような決まりは無いことを告げ、私は生活援護課の S さん担当ケースワーカーと

の話が必要と思い、整形外科でないとダメな決まりがあれば教えていただきたいので、私に連絡を

くださいとお伝えしました。  

連絡が貰えず話すことが出来なかったので、意見書として生活援護課の責任者宛に書面にて郵送

しました。それから即座に責任者から医療給付するとの連絡があり、郵送にて給付要否意見書が送
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られてきました。 

下記は町田市生活援護課責任者宛郵送した意見書です。 

 

「S 様の件」マッサージ医療扶助の在り方問題      令和元年 5 月 13 日 

今年 3 月末に S 様から「治療室らくらく」での治療依頼が有り、4 月 3 日私が町田市生活援護課

担当ケースワーカーに連絡しましたが、回答が得られなかったので後程返答をいただくことになっ

ていました。 

しかし連絡が無かったのでこちらから再三連絡しました。担当ケースワーカーが不在だったため

連絡を貰うことになっていましたが未だ音信不通です。 

どうして連絡がいただけないのでしょうか。福祉と名のつくセクションの行為かと思うととても

残念です。  

S さんから伺っているのは、担当ケースワーカーから整形外科の受診を勧められ、整形外科に行

かないとダメなのかということです。 

法律（あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法）においても医師と同様に行うことが出来、

医師の指示を得て行うものではありません。 

 

S さんには私から担当ケースワーカーに確認をして連絡することになっていますが、既に 1 か月

が経過してしまっています。 

患者として担当ケースワーカーから言われれば、不審に思いながらもそういうものかなと思って

しまい、嘘が本当の如く通ってしまいます。残酷なことです。  

正確な医療情報が不十分なため、行政のなすがままにされていても分からないと思います。 

例えば内科にかかっていて腰が痛いといって湿布が出されたら、いちいち問いただすようなこと

をされているのか。何処の診療を受けるのかは患者の裁量による問題ではありませんか。患者の健

康権を脅かすようなやり方は大きく問題を感じます。 

医療を選ぶ患者の意思を尊重するべきです。 

 

仙台の隠れ家鍼灸院長の独り言  

どうしても避けては通れなかった 

「キャンセル料請求事件」 その 2 

土田 仁 

そしてついにその方の携帯の番号を着信拒否しました。そして、当施設への電話予約が出来ない

様にしました。そうしたら別の番号の電話から「どうして診てくれないんですか？」と何度も施術

中に電話が掛かって来ました。そのうち私は施術に集中出来なくなって行きました。 

徐々に他の患者様に笑顔で会う事も施術する事も出来なくなって来ました。しかし私だって生活

が懸かって居ります。「これではいけない」と気合と根性で何とか頑張って居りました。しかし、 
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このお陰で今まで順調だった売り上げが月に 2 割～3 割程落ちて行きました。さすがにビビリ 

ました。「何とかしないと。自分自身の弱い心が最大の敵なのだ。これを機に強くなるようでなく

てはダメだ！」と、やる気を振り絞るのに精一杯でした。 

その内、ネット予約から色々な名前で予約が入ってキャンセルされるという事件が起こって来ま

した。私は治療院の電話を夜、家に帰る時に色々な事態の備え携帯に転送される様にしているので

すが、夜中、無言電話が朝まで沢山来ました。とうとう私は夜寝る事が出来なくなって来ました。 

「私がそこまで一体何をしたというのであろうか？」 

ipアドレスや発信元の特定を探偵調査会社やホームページを運営して貰っている会社3社に協力

していただき発信元やログ等、調べて貰いました。そうしたら、発信元が特定できました。やはり

A さんの仕業でした。 

担当の行政書士さんから「土田さん訴訟を起こしましょう。損害賠

償を請求しましょう。弁護士は私が紹介します。」と言われ指示に従い

ました。そして担当の弁護士さんから「内容証明」を送りました。                           

一定の効果があったのでしょうか？それから半年ほど嫌がらせはあ

りませんでした。「良かった」と思いました。 

しかし、ほっとするのも束の間、その年の瀬に見覚えのある名前でまた予約が入って来たのです。

しかし、苗字が違った。「あれっ？」これは後に事情をお話するとして、予約を入れて来た後にま

た何度も予約の変更をしてきたのです。「ああ、やっぱり同じか」と思った。これがまた半年以上

続いたのです。気が付いたら夏になっていました。 

担当の弁護士さんに再度相談、「一旦止んだと思ったんですけどね。また始まりましたか。 

警察にも被害届を出して下さい。」と言われ、いよいよ本格的に動き出しました。今度は内容証明

を A さんの母親と本人に 2 通送った。しかし、配達証明で送ったが受理されず無視されました。患

者様の施術の時間よりも証拠の収集や警察へ提出する資料や訴訟用の資料が膨大な為、作成と証拠

収集に追われる日々がまた 1 年続きました。「一体私の仕事は何だ。患者様の施術ではないのか？

しかし、白黒つけなければいけない。 

頑張ろう！将来きっと役に立つ。きっとまた思い切り患者さんを沢山施術出来る時が来る。その

時まで今与えられた試練に逃げる事無く立ち向かおう！」 

警察に「被害届」を出し、刑事さんが当施設に来て事情聴取があり、警察の調査が始まりました。

やはり警察が動くとても速いものです。なかなか親身に聞いてくれた刑事さんだった。「日本にも

まだこんな立派な刑事さんが居るんだな。」と思った。立派な刑事さんでした。 

「捜査の結果、実はこの A はかなり問題のある人で、他の色々な管轄の警察管内でも同じ様な事

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559698632/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzMzMS8yMjE3NTZfMjk4NjUxOC5odG1s/RS=^ADBAISxYcvh5zt_rdGu0.J9cRIV_i4-;_ylt=A2RCKwxHy_VcExsA8RCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
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をしている事が分かりました。他のお店や美容院、他の鍼灸院、他県や他の地域のお店にも沢山同

じ様に予約をしてはキャンセルを繰り返す様な常習犯でした。」 

当施設でも大変な客に好かれたという訳です。私の対応がいけなかったのかと自分を責め続けて

いた自分が少しは楽に成りました。 

この様な私の受けた被害を刑事事件では「偽計威力業務妨害罪」と言うそうです。消防署などに

「火事です」などと嘘の電話をした場合などもこの「偽計威力業務妨害罪」となるそうです。 

しかし、消防署の例で言うと嘘の電話を同じ人が 10000 件位行って初めて刑事事件として動き出す

というのです。 

結局、当施設のこの程度の事件は刑事事件とは立件できないという事でした。「警告」と管轄警

察署長に「誓約書」を記載させるのみという事でした。仕方がないので民事で損害賠償を兼ねて「キ

ャンセル料金」を全額請求しようと思いました。 

いよいよ願っても居ない事態が始まりました。相手は当方の「内容

証明」を無視し続けており、配達証明付き郵便で送っても受け取って

貰えませんでした。 

裁判所から訴状通達が相手に届いたのでしょう、相手方も弁護士を

付けて来ました。「事実はない。証拠を出せ。徹底的に争う。」などと先方側弁護士からドキッとす

る FAX を送りつけて来ました。「負けてたまるか。これ程疲弊しているというのに。証拠はこれ程

集めているではないか。一目瞭然だろ！無視してしかも事実を捻じ曲げているのはそちらだろう！

迷惑かけた側が何事だ！と、」怒りが更に増しました。 

A さんはこの民事訴訟の 1 月ほど前に、別件で刑事事件を起こし警察に逮捕されたということで

す。どうも9歳年上の男に騙され妊娠し子供が出来てしかも生まれた子供が重度の障害児だという。 

しかもその相手は妻子持ちだったというのだ。 

A さんは騙されたのだろう。今回の A さんの弁護士はこの時の担当弁護士だったので全て事情を

聞きました。その相手に脅迫の電話をひっきりなしに本人や家族の電話にたくさん送って逮捕され

たそうです。 

訴訟の前に拘置所や刑務所に入っていると訴状の送付先が変わって来るので、その事件の管轄の

警察署に確認したら判決が終わって家に居るという事でした。しかし脅迫の電話。なんかやり口が

ウチと似ていると思いました。警察の方も「これから何も問題が起きなければ良いですが非常に厳

しいでしょうね。」と言って居ました。 

結局、被告側(A さん側)も事実を認めました。A さんが刑事事件判決後、精神病院に入院してい

るのだということです。母親が本人に代わり謝罪しました。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559698632/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dzVjLmJpZ2xvYmUubmUuanAvfnBla2Vwb24vMTAvMTBhamlzYWkvMTBhamlzYWkuaHRtbA--/RS=^ADBSnHrji7LvB6Af1XhAvrveMLEy10-;_ylt=A2RCKwxHy_VcExsA3RCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
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こちらで提示した額よりもかなり安いですが、キャンセル料を払ってもらうことが出来ました。

A さんのお母様が申し訳ないと言っている様で、私の気持ちをわかって貰えば良かったので、 

それで解決としました。その代わり、今後たった 1 度でも同じ様な事があったら迷惑行為 1 回につ

き即 2 万円を「裁判所の許可が無くても請求する」という取り決め

に同意して貰いました。 

                                

この私の経験を読み、皆さんいかがでしたでしょうか？ 

私は誰にでも心優しい治療家を目指して居りどんな患者様でも大

切であり、この様に大事な患者様へ厳しい口調でお断りするのがどうしても出来なかったのです。 

しかし、今思えばそこにつけ入られたのだと思います。私は患者様に対してこの様な優しい気持

ちで接する事は、事件が終わった現在決して間違って居なかったと考えて居ります。この様なケー

スは異例であり仕方ないことだったと思っています。 

しかし、折角の患者様に優しく接する事も出来ず疑心暗鬼となっていては、患者様は皆離れて行

きます。その方が損害だとやっと考えられる様に元気になりました。 

そして、この事件も今では「懐かしい思い出」と思える様になりました。そして皆さんに優しく

接する事がまた楽しく出来る様になりました。 

この経験を通じ、相手の心を悲しませたり、ショックを与える事は、された側の魂や優しい心ま

でも踏みにじり、その優しさを受けられるべく他の方迄へも迷惑が波及しているという点が身に染

みました。 

私はこの事件から更に変わりました。むしろもっと「どんな人にも優しく接する様に努めよう」

と変わりました。そして優しさでもって今まで失った患者様を、そして時間を取り戻して行きたい

と考えて居ります。 

あの時は大変でしたし、誰にもこの様な事になって欲しくは無いと願って居ります。しかし、 

私はこの事を乗り越えたお陰で怖いものが無くなりました。 

やはり相手ではなく「自分の心」が一番の敵であり、一番怖い物

なのだという事は変わりありません。 

今私は A さんも恨んでなんか居りません。むしろ A さんに「幸せ

になって頂きたい」と自然に思える様になって居ります。強くなっ

た自分を実感して居ります。今となっては「良い経験をさせて頂い

た」と感謝して居ります。 
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廃棄鍼の取り扱いについてのお願い 

医療廃棄物の処理したがう廃棄鍼の処理のために、業者に処理をお願いしています。 

会員の中には鍼の包装紙やプラスチック 

の鍼管などを分別せずに会に送られて 

きます。その上それらをガムテープで 

グルグルに巻かれますと鍼がテープに着 

いて剥がせません。剥がすとき鍼で感染 

の恐れがあります。（右の写真） 

分別しないとボックスはすぐ満杯にな 

   り経費も余計にかかります。 

廃棄鍼は鍼だけにして、箱などの包装は

すべて取り除いてください。そして広口の

瓶や缶など安全な物に入れて送付してく

ださい。この点を厳格にまもった取り扱い

をお願いいたします。今後分別が出来ていない混在した状態の廃棄鍼は 

着払いにて、当該会員に返送することが事務局長より指示されました。 

ご協力をお願い致します。（事務局） 

 

 

 

井上理学療法士の研修会 動画アップ中 

                                副代表理事 清水鏡晴 

在宅ケア部の研修会が中野で開催されました。今回は人気講師の井上美幸理学療法士が担当してくだ

さいました。井上先生は理論、技術がしっかりしており、とても参考になりました。「井上先生有難う

ございました。」この通信でも改めて御礼申し上げます。 

井上先生の写真、動画を『一般社団法人会員サイト』にアップしました。この機会にサイトに登録い

ただき先生の講義をご覧になってください。 

実技は大事なポイントが写真だけではマスターするのは難しいかと思います。この動画でご覧いただ

き次回は是非とも会場へおいで下さい。 

動画は 9 本アップしました。内容は変形性膝関節症と変形性股関節症です。日本人は圧倒的に内側が

多く、膝の腫脹の徒手での評価と矯正術。内側半月板の亜脱臼。膝蓋下脂肪体に起因する痛み、大腿四

頭筋の運動療法。変形性股関節症の評価、筋力 UP の運動療法などを動画で撮影しました。 

 

 

 

 

会員専用サイトの登録方法 

① スマホはバーコードから登録できます。 

② パソコンは https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1 

③ 清水鏡晴ｱﾄﾞﾚｽ kyoseism1017@yahoo.co.jp  

 

  

https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1
mailto:kyoseism1017@yahoo.co.jp
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令和元年・伝統手技部会及び研修会開催のお知らせ 

（変形徒手矯正術における関節可動域改善方法）   講師：清水一雄 

 

伝統手技部会・・・・・日時：7 月 21 日（日） 10：30～12：30 

伝統手技実技研修・・・日時：7 月 21 日（日） 13：30～16：30 

場所・・・・・・・・・幡谷社会教育会館 3F 茶室（※千駄ヶ谷社会教育会館と間違えないで！） 

 

幡ヶ谷社会教育会館 （住所）渋谷区幡ヶ谷 2-50-2   TEL：03-3376-1541 
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R 元年 6 月                R 元年 7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  

9 日 在宅ケア部研修（中野産業振興ｾﾝﾀ

ｰ） 

国民の会総会 

9 火  

10 月 事務局通信投稿締め切り 10 水  

11 火  11 木 事務局通信投稿締め切り 

12 水 保険部会（19：00～21：00） 12 金  

13 木  13 土 一碧湖懇親旅行（詳細本文参照） 

14 金  14 日  

15 土  15 月  

16 日 メディカルハーブツアー 16 火  

17 月 編集会議（14:00～15:00） 17 水  

18 火  18 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 

19 水  19 金  

20 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 20 土  

21 金  21 日 伝統手技部会（10：30～12：30） 

伝統手技研修会（13：30～16：30） 

22 土  22 月 事務局会議（13：00～15：00） 

23 日   23 火  

24 月 事務局会議（13：00～15：00） 24 水 編集会議（10：30～11：30） 

25 火  25 木  

26 水 支給明細などの発送 26 金  

27 木  27 土  

28 金 療養費の振り込み 28 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00） 

29 土   29 月 支給明細などの発送 

30 日  30 火  

   31 水 療養費の振り込み 


