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NPO 法人医療を考える会の総会 

（総会に続いて開催します講演会へのご参加をお願いいたします） 

 受領委任制度実施の中で「医者が同意書をだせないと言い出した」「同意書を書いてもらってい

た医者から、整形外科で検査を受けて同意書をもらえといわれたが、面倒なので止めた」など、こ

れまで受けていた治療を中断する声が聞こえてきます。 

 健康保険によるはり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療を活用していくうえで、療養

費についての患者のしっかりした理解が必要になっています。 

 NPO 法人医療を考える会は、患者が必要なときには、患者が選べる療養費の支給へとの声を、 

しっかりと上げていかなければならないと考えています。皆さんのご協力をお願いいたします。 

 また、総会毎に行っております講演会の講師に、副代表理事の橋本利治さんよりご紹介を頂いた

内田聖子さんに、水道民営化の問題についてお話をうかがいます。医療や水という、私たちの命に

かかわるものが、巨大企業の営利事業にされようとしています。内田さんの講演に是非ご参加くだ

さい。 

 講演後、懇親会も予定しています。是非会員の皆様他お友達にもお誘いあわせてお出で下さい。 

（NPO 医療を考える会 事務局 山口充子） 

 

 

NPO医療を考える会第 15回定期総会、講演会のご案内 

第 15 回定期総会 11 月 24 日（日）会場 千駄ヶ谷社会教育館、学習室３F 

総会 13 時 30 分～14 時 50 分 講演会 15 時 00 分～16 時 30 分 

講演会 講師 内田聖子（NPO法人アジア太平洋資料センター共同代表） 

「日本の水道民営化は危険」 

198 号 
0 令和元年 10 月 18 日

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 
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「ヨーロッパの隠された水戦争」から学ぶ 

命に直結する水が危ない     橋本 利治 

本来「水」は命にかかわる泉でもあります。今まで日本では生命維持の一環として水は公共財と

して扱われてきました。新自由主義の名のもとに水もビジネスとして扱われるようになり、世界的

に儲けを生む商品として民営化がすすめられたのです。しかし、世界では民営化していた水道事業

は公共財に戻すのが主流になってきています。 

 ★ＤＶＤ「どうする？日本の水道」概要紹介から引用（事前学習でも使えます） 

 水がなければ私たちは生きていけません。 水は人権であり、自治の基本です。 

 日本の水道普及率は 98％を超え、豊かな水源と高い技術力によって、世界有数の「飲める水道水」

を誇っています。自治体が責任をもって水道を運営することで、日本国憲法第 25 条の生存権のひ

とつである「公衆衛生」が保障されています。 

 しかし、日本の水道は今、多くの課題を抱えています。人口減による自治体の財政難、老朽化し

た水道管などのインフラ、職員の高齢化・減少です。これら課題の解決策として、政府は水道事業

の運営権を民間企業に売却するコンセッション方式を推奨しています。 

2018 年 12月の水道法改正にもこれを促進する内容が含まれています。「民間からの投資」は、本

当に「苦難を乗り切る万能薬」なのでしょうか？ 

 世界では、パリ市やベルリン市など、水道再公営化を選ぶ自治体が増えています。英国では約 40

年間の民営化・官民連携は「失敗」と評価されました。世界に逆行するかのような日本の政策。果

たして、私たちはどのような選択をすべきでしょうか？ そもそも「蛇口の向こう側」を、私たち

はどこまで知り、考えているでしょうか。 

 全国でも率先してコンセッション方式導入を進める静岡県浜松市、宮城県での課題や市民の動き、

専門家のお話や水道労働の現場から、「自治」をキーワードに私たちの「水の未来」を考えます。 

（ＤＶＤ、などの情報は以下のＨＰで閲覧できます http://parc-jp.org/ ） 

「水の未来」を考えるために 最適な講師 内田聖子（うちだ・しょうこ）さん 

1970 年生まれ。大分県別府市出身。NPO 法人アジア太平洋資料センター（PARC)共同代表。） 

出版社勤務などを経て 2001 年より PARCに勤務。TPP などのメガ FTAや WTOなどの自由貿易・投資 

協定のウォッチと調査、提言活動、市民キャンペーンなどを海外の市民社会団体とともに行う。 

世界各地でこれまで「人権・自治・公共財としての水」を取り戻すための運動が重ねられてきた。 

「遅れてきた民営化の波」に直面する日本の私たちは、そこから学び、その運動に参加していく 

必要がある。共著『TAGの正体―農業も自動車も守れない日米貿易協定』(農山漁村文化協会、 

2018 年)『自由貿易は私たちを幸せにするのか？』（コモンズ、2017 年）『TPP・FTA と公共政策の 

変質― 問われる国民主権、地方自治、公共サービス』（自治体研究社、2017 年）、『非戦・対話・NGO―

国境を越え、世代を受け継ぐ私たちの歩み』（新評論、2017 年）、『徹底解剖国家戦略特区―― 

 私たちの暮らしはどうなる？』（コモンズ、2014 年）など。今回資料として「日本の水道をどうす

る」の編著者でもあります。（ＰＡＲＣホームページから） 

http://parc-jp.org/
http://parc-jp.org/
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受領委任全体会のお知らせ  
代表理事   清水一雄  

 

 日頃より、会の活動及び療養費申請につきご協力いただきありがとうございます。   

 本年 1 月から『受領委任』による健康保険取り扱いが始まり、早くも 10 カ月目となりました。  

会から申請している範囲では、「参加未定」となっている秋田県・静岡県・香川県後期高齢

者医療広域連合や埼玉県の一部の市を除けば受領委任参加保険者も概ね形が見えてきた

という状況です。また同時に、健康保険組合を中心に『償還払い』のみ取り扱い、代理受領も

認めないという保険者が増えつつあります。  

  悲鳴のようなお問い合わせも多く寄せられており、この間、会員の皆様には申請書類の

様々な新条件に翻弄されご苦労が絶えなかったことは、事務局職員はじめ理事のわれわれも

ひしひしと感じております。  

７月８月号の事務局通信にて山内・橋本両理事から提案がありましたが、『受領委任』の問

題点を会員どうしで話し合う機会が必要です。10 月 13 日の理事会において受領委任問題

についての懇談会の開催が決まりました。  

厚労省社会保障審議会に出された「施術管理者研修」等についても解説いたします。奮

ってご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。  

資料印刷の都合上、参加希望者は必ず事前にご連絡をお願いいたします。  

 

日時：令和１年 11 月 16 日（土） 18：00～20：30 

場所：千駄ヶ谷社会教育館  学習室  

       参加連絡：事務局  03-3299-5276 
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施術管理者の届け出を困難にする「実務経験」 久下勝通 

9 月 6 日に療養費検討専門委員会が開催され、「受領委任制度による指導監督のため、施術管理

者に研修受講、実務経験の要件を課す」という、施術管理者に対する新たな規制が実施されようと

していいます。 

当日、提出された「あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組みの検討（案）」によ

ると、施術管理者の要件は「研修受講」及び「実務経験」であるとしています。 

受領委任届け出は一年間の勤務施術者として実務経験を義務づける 

特に問題は「実務経験」です。鍼灸師およびあん摩・マッサージ・指圧師が資格取得後「当面 1

年間、施術所の勤務施術者として、実務に従事した期間」とされています。 

鍼灸師とあん摩・マッサージ・指圧師は、法律にもとづく資格を取得するだけでは、療養費の申

請はできなくなるのです。健康保険療養費による治療を認めないのです。 

資格を取得した者が療養費の申請を自分で行うためには、施術管理者として届け出をしなければ

なりません。管理者の届け出をするために、治療資格を取得したあとになお、1 年の実務経験が義

務付けられることになるのです。しかも、1 年間の実務研修は「出張専門施術者に帯同するなどし

て従事した期間は含まない」という条件まで付いています。 

実務経験とは「施術所の勤務施術者として実務に従事した期間」というのですが、はり・きゅう

治療院、あん摩・マッサージ・指圧治療院は個人の治療院が多く、施術者は一人あるいは二人とい

う治療院がほとんどではないでしょうか。健康保険を取り扱わない治療院も多いのです。 

はり・きゅう治療院、また、あん摩・マッサージ・指圧治療院において、療養費請求の「実務経

験」希望者を受け入れることができる治療院がどのくらいあるのでしょうか？毎年、新たに資格を

取得する鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師の「実務経験」を受け入れる治療院が確保できるの

でしょうか？1 年間の実務経験を義務付けるというのは、あまりにも非現実的なやり方です。  

健康保険制度や保険実務の研修は学校教育で行うべきです 

 研修の内容として挙げられている「職業倫理」「適切な保険請求」「適切な施術管理」「安全な臨

床」のなど４項目や保険請求の実務については、資格取得における教育内容の強化がまず求められ

る問題です。保険実務について、資格取得の教育の中での教育が充実されれば、療養費取り扱いの

届け出にあたり、施術所勤務による保険実務の体験など必要ないでしょう。 

 「不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組み」というのですが、治療資格を取得した者

の療養費の取り扱いを規制する対策であり、新しい鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師を健康保

険から切り離す対策です。療養費を抑え込む受領委任のねらいがはっきり現れた問題です。 

 厚生労働省通知で行われる受領委任の取り扱いは、政府の考え方で通知は継ぎ足され、作り替え

られていきます。受領委任についての通知は、憲法、健康保険法、あはき法など、法令にもとづく

通知であるのか改めて検討、国民が理解できない療養費の支給対象など不当な問題点をあきらかに

する必要と思います。 
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稲田公園 11 月２３日「野外パーティー」のお知らせ 

毎年恒例の稲田堤の野外パーティーが今年も開催されます。当会も「マッサージ体験コー

ナー」ブースを設けて出店いたします。また「NPO 医療を考える会」も署名コーナーを設

置いたします。皆様の施術をお願いします。今回は 23日の祝日が土曜日に当たるため雨天

の場合は翌日に順延されます。 

御都合つく方は是非とも参加頼みます。例年ですと体験１０分ほどで５００円戴いていま

す。イス席で腕肩中心にマッサージ、背中腰部はブルーシートと毛布を用意して対応して

います。 

 

当日は 10 時オープンです。参加者は９：３０分ころに

稲田公園に集合願います。 

もちろん遅れて参加も大歓迎です。午前中は体験者も

“ちらほら“ですので、参加者同士で互いに治療交換し

たいと思います。肩こり腰痛持ちの方はこの機会に参加

しませんか！ 

 

（副代表理事 清水鏡晴） 
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年間闘病記 十九 イボ、魚の目、タコ 

  2019・10・8    学術部 荒木文雄 

一 イボ（疣贅）ウィルス、遺伝、食事、原因不明で皮膚表面の角質層が肥厚して発生する。 

１） 通常性疣贅＝丸くて平らな隆起で始まり、グリーンピース大より空豆となる。表面は扁平又 

 は半球状となり、周囲に子疣ができる。手足、顔面、頭部に発生する。 

２） 青年性疣贅＝円形反米粒大で、普通疣より柔らかく淡褐色で、顔面、前腕、手の甲、頸部 

（俗称ゴマイボ）などに発生する。子供や女性に多い。 

３） 老人性疣贅＝皮膚面よりわずかに隆起し、グリンピース大で褐色、ま

たは黒色である。顔面、頸部、胸部、手背部に好発する。50 代以上

の男性に多く発生する。 

 治療法 イ）鍼治療＝イボの中心に刺鍼して、体液、血液を絞りだした後、 

 イボの周囲に 4 本刺鍼する。1 日おき週 3 回、6 回、１行程。 

     ロ）灸治療＝イボの上にイボと同寸大の直接灸を熱さを感じるまで施灸する。週 3 回で 

12 回の 1 行程、実施する。多発性のイボは、一番大きいイボに施灸し消失すると小さ 

いイボも消失する。 

     ハ）イボが治癒したら、ハトムギ茶かハトムギを１ケ月間、取るとイボが出来にくい 

体質に変化すると古来より伝承されている。 

 

二 魚の目 靴で外反母趾になり、体重が不自然に一転に集中した足底に発生する。それと足底

の冷えも考えられる。 

  治療法  魚の目と同寸大の直接灸を、熱さを感じるまで施灸する。週 3 回、24 回、1 行程。 

       途中で絶対に魚の目を削ったりしてはいけない。削ると潜るからである。 

 

三 胼胝（タコ） 刺激の反復や局部的圧迫を受けて、表皮が堅く厚くなったものっで、手のひ

らや足底に発生する。 

  治療法  タコと同寸法の直接灸を熱さが感じるまで施灸する。（足

底の場合）週 3 回、18 回、1 行程 

●イボ、魚の目、タコの治療は直接灸が適しているようだ。古来、灸火に

三つの徳有りといわれている。 

一つは人は生きる上で罪を犯さざるを得ない。灸火はその罪を焼き滅ぼして、二つめに 

は病をを治し、三つめには体を丈夫にする、という三徳があるから少々熱いのは当然で我慢す 

べきだと、古来より日本人はお灸を上手に利用してきた伝統があるようだ。 

それが灸（MOXA）が世界語に発展した所以であろう。 

● 施灸の方法を患者に教えて自己治癒してもらい、週 3 回、日、火、

木の行程で実施すると順調に治癒するようだ。特に魚の目場合、ある朝起

きたら、何年も悩んでいた魚の目が取れていたと、喜んで話す患者様の顔

を見るとこちらも嬉しいものである。（参考文献）鍼灸配穴、漢方大医典） 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570863472/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL29vcml0b29yaS5jb20vYXJjaGl2ZXMvMTc0MA--/RS=^ADB2uZBjTv0bV9gx6fSW0uo_c26R2E-;_ylt=A2RCK_HwJ6BdaB0A8wqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570864035/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93cHAxOTk5bXQud2l4c2l0ZS5jb20vcGFuZGFoYXJpa3l1L3NpbmdsZS1wb3N0LzIwMTcvMDcvMDgvJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUFBJUUzJTgzJThFJUUzJTgzJUExJUUzJTgwJTgxJUUzJTgyJUJGJUUzJTgyJUIzJUUzJTgxJUFCJUVGJUJEJUE1JUVGJUJEJUE1JUVGJUJEJUE1JUUzJTgxJThBJUU3JTgxJUI4JUUzJTgxJUFGJUUzJTgxJTg0JUUzJTgxJThCJUUzJTgxJThDJUUzJTgxJUE3JUUzJTgxJTk5JUUzJTgxJThCJUVGJUJDJTgx/RS=^ADByNB9VPdW5ZVrD9ws8.qzjsxU8tQ-;_ylt=A2Riva8iKqBdvwYAMTKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570864035/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWVibG8uanAva3lvdG8tY2Fycm90L2VudHJ5LTEyMzY0NjU4NjM4Lmh0bWw-/RS=^ADB2JfJwlQ6bj56UgbI7.yr.zxU0Es-;_ylt=A2Riva8iKqBdvwYAOTKU3uV7


 

7 

 

意外と簡単「情報公開請求」    2019/10/08  橋本利治 

  先日第２回目の情報公開請求を出しました。もう２回目なので上書きして簡単でした。 

さて今回は、同意書に診察日と交付日の記入欄が新設されて、医師によってはまちまちに記載され

返戻が多発しています。 

例えば診察日と交付日の関係、診察日と交付日の間隔（1ヶ月なのか、3か月なのか等など）ま

た項目が細かくなりました。厚労省の説明では、診察日は交付日より前でなければならないとか、

マッサージなら麻痺の部位と施術部位の関連性、関節拘縮についての関節箇所と関連性がなくては

ならないなど細かくなっています。 

また医師によっては、診察日を書き忘れる事が多く再度主治医と話合わなければなりません、ま

た逆に「交付日の直近の診察日」となっていますが、直近とはどれくらいの間隔なのか書かれてい

ないのです。保険者によってそれぞれで判断しています。これでは申請をする施術者はどのように

判断すればよいのか判らない。厚労省として何か基準がある筈なので其れを情報公開してほしいと

いう内容でした。 

厚労省の見解は！ 

 実際の話では変形徒手矯正術の必要があるが主治医が毎月の受診不要と判断した場合は毎月の

同意書は必要であるが、診察日は３か月前のこともある、そのような場合保険者の判断がまちまち

になっています。 

（邪推かも知れませんがこれでは変形徒手矯正術相当の患者に対して変形徒手矯正術の請求をあ

きらめれば申請を受け付けるということになります） 

そのことに対して国の判断を求めたのです、国は当然のこととして法的に決めている筈と考えまし

た。しかし国は保険者の判断に任せている、と審議会でも述べているがガイドラインは当然出すべ

きではないかと筋を通そうと思っていました。 

そしてこの原稿を書き上げたタイミングで、厚労省医療保険課担当者「三谷」氏よりさっそく電

話があり、「そのようなことを決めた法律はなく通知で示しているが、「直近」とは何日ぐらいかと

の開示請求に対しては「存在しない」という文書しか出ないがそれでも良いのか」との回答でした。 

はじめは「それでも良いから文書を出してほしい」と返答したのですが、次に「そうするとこち

らも手続きが面倒なんですが、手数料はそのままお返ししますので取り下げてもらえませんか」と

きた。 

「わかりました、では厚労省として施術者と保険者が曖昧なままトラブルになってしまうので良

いのでしょうか」と質問すると「保険者からも施術者からもいろいろな問い合わせがあり施術者の

意見も聴いているので、その意見を聞いて対処していきたい」とのこと、なんと曖昧な見解「意見

を言う場を設けて欲しい」と伝えて終わりにした。結果取り下げとし今後何かあれば電話で問い合

わせるということで電話を切った。 

 

 今回の情報公開請求で改めて判ったことは、①厚労省は文書で開示したくない②敢えて事細かに

決めることではなく時々の状況に応じて臨機応変に対処していきたい。（官僚にとってはその方が

都合良い） 
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③もし返戻になっても保険者に理由開示して正当であればそれを主張すれば良いのではないかと

のこと（つまりそちらの好きなようにしてほしい）裏を返せばあまりかかわりたくない。④施術者

の意見を言う場が欲しいと言い続けることが必要ではないか。 

さて今回情報公開法を使って請

求したわけですが、毎回新しい発

見があって面白いのが判りまし

た。どんどんおかしなことを公開

してもらいましょう。 

「お詫びと訂正」 

通信先月197号においてわたしの

投稿原稿の「受領委任と厚生労働

省」（その３）で質問趣意書は質

問主意書の間違いです。申し訳あ

りませんでした。 

2014/7/29 奥穂高岳にて「瑞雲」

が現れてあまりにも美しいのでパ

チリ 

 

受領委任払いの置き土産   山内惠美子                                                                                

 

「１０月の事務局より」の緊急のお知らせ～にありました「各種 DM」について、私の体験をお伝え

したいと思います。 

「受領委任の承諾を受けた施術者（施術所）の情報が、各厚生局 HP に掲載されています。この住所な

どを元に、様々な DM がおくられてきています。」 

 このお知らせを読んでいましたので、心の準備ができていて良かったと思いました。 

ある日、治療中に電話がかかってきました。治療中でもありましたので、手短にしたいという思いもあ

りましたが「あー、来た、来た！」と思ったことを覚えています。 

それで、「治療が終わる頃、15 分後にかけ直してほしい」旨をつたえて電話を切りました。 

再度、かかってきました時、最初は「一般の治療と保険の治療はどのくらいの割合か」とか「一般の治

療を積極的にやりたいと思っているか」というようなことを聞いてきました。 

要旨は、「一般治療の患者さんを増やすことができる方法がある。大手の銀行や会社の会社員対象にし

た雑誌に、あなたの治療院の名前をのせられるが、どうか？」「毎月、4 万円で」というものです。 

 治療中だから、手短にするように」とかなり急がしたこともあり相手は、断るとすんなり引き下がっ

て、電話を切りました。S なにがしという名前の会社名を名乗っていました。 

電話が切れてから、いろいろな方法で利益を得る方法を考えるものだと思いました。 

ただ、治療院の名前を雑誌に乗せるだけで、月々4 万円という料金を請求するなどとは、呆れたもので

す。その雑誌を予め郵送してくるでもなく、その雑誌の存在を信じるものがいると思うほうが不思議で

す。私達、治療家は頭と体を働かして仕事をしていますのに、電話などでの口先三寸で、利益を得よう
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とする人達に、汗水垂らして働いたらと勧めたくなりました。 

収入は労働の対価だと私は思っています。だからこそ、労働の喜びも悲しみもあり、それが大袈裟に

言えば人生ではないかと思うのですが。こんな方法で成功して利益を得られたとしても、相手をしてや

ったりとバカにして優越感を得る楽しみしかなく、悲しい人生だと思わざるを得ません。 

少しでも人様や社会のお役に立ち、喜んで頂けるからお金が得られるのではないでしょうか。彼等が、

ちょっとでも自己実現や、やりがいや、面白さを見つけられる仕事に従事できるように、心から祈りた

いと思います。 

どうぞ、皆様お気をつけて、受領委任払いのとんだ置き土産を頂かぬようにいたしましょう。

  ～仙台の隠れ家鍼灸院長の独り言～  

いじめ問題と大人社会と日本の未来   土田 仁 

 

近年のいじめは陰湿化！？ 

しかしそれが本当の原因なのか？ 

子供のいじめや自殺、不登校、適応障害等の

問題が年々増えている様に感じます。 

子供のいじめも、近年は SNSで一気に拡散す

る事で、いじめられた方も根回しや仕返し等の

策を練る時間を稼ぐ事が難しくなって居るな

どとよく聞きます。 

しかし、そんな事が大きな問題でしょうか？

私は違うと思います。よく最近のいじめは陰湿

だとか言いますが、時代が変わればいじめの種

類も変わって当然です。 

しかも、どの時代にも言える事ですが、大人

社会の行っている事がそのまま社会的に未熟

な子供社会に反映されているということなの

ではないでしょうか。 

“いじめはなくならない”は本当か？ 

また、「いじめはどんな社会にも存在し、人は

動物であり本能がある

のでいじめはなくなら

ない。」と唱える人がい

つの時代も必ず出て来

るものです。結論から

言えば当たっているの 

ではないかとは思います。 

 

 

しかし、この様な事を言う人は大体は「いじ

め問題がなくならないから気にしていてもし

ょうがない。自分がならないように気を付ける

だけだ。」と言う、いじめをなくすことに対し

ては自然放置か消極的な意見を言う人が多い

のも事実です。 

「いじめはなくならない」などと言う姿勢は

「見て見ぬふり」と言わざるを得ず、もはや限

界に来て居ると思います。これは現代社会問題

を解決する上ではあまり役に立たない考えか

も知れません。 

また、「最近のいじめは」などと言う事は 

一見いじめを考えている様で、実は上辺でしか

この問題を考えていない事になると思うので

す。 

それでは何の解決にもなりません。その理由

は後述する通り実に多岐に渡るそれぞれの原

因があるからです。 

 

職場やスクールカウンセラーが居るにも拘

らず心の問題が増える一方なのはなぜか？ 

近年は全ての学校や大きな職場ではカウン

セラーが居り、いつでも相談出来る様になって

来ております。いじめや対人問題若しくはその

他諸々の問題が多い結果出来た訳です。 

昔よりは色々な意味で大人社会も働き方な

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569896000/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxMDcuaHRtbA--/RS=^ADBhfm9NdkvZJ20t.Hu5I6p1f55UPY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE2Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JNaC1TdFN0Vi1IX0xRU05KZVNaRERGWHpsX3FoZXZmQ0dlcHh5ZTRHcU1LTFNsU1lIRFpjeVZGOGhqdwRwAzVaeXc1Wi5mNDRHdTVadWo0NEtKNDRLVDQ0S2s0NE9wNDRLNTQ0T0kEcG9zAzE2BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
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どの職場環境を良くする取り組みを始めまし

たが、全く解決しません。 

 

生活様式の多様化が一番の違い 

日本も世界もめまぐるしく変わりつつあり、

情報量が激増しています。情報量の豊富さから

社会生活の様式が多種多様化し、価値観の違い

が際立ち、10 年前、20 年前とは変わって来て

いるのだと思います。 

その狭間で個人と個人、会社と個人を摺り合

わせして行く上でのトラブルが増えているの

です。 

身内関係に悩みを持っている方は、 

どうしてもいじめや対人面のトラブル

に遭いやすい。 

今まで接した方を見ていると、家庭や身内関

係に悩みを持っている人がとても多く、そうい

う方は職場や学校でいじめに遭遇する割合が

かなり高い様に、個人的には感じております。 

それは、本来元気を共有し支えあうべき肉親

同士が揉めている状況のまま、社会ではある意

味“他人と言う敵”が多い中に入って行く訳で

すから、個々の魂や心は孤立無援になるので当

然負けてしまうのです。 

逆に身内と仲が良いという事は、元気を共有

し支えあうべき仲間が多いという事なので、例

えいじめられても孤独では無く、どんなに SNS

で拡散されようともそこから抜け出る事を考

えやすくなります。いじめられて居る中に居る

のが馬鹿らしいと思えるのです。 

そうするとあまり深刻に考える事も無くなり

ますし、不思議といじめら

れなくなったりするのが

本当の所です。 

このように、家庭や身内

関係を仲良く支えあえる

様に整えるという事は、お金では替えられない

実に大きな力がある事を教えて行く事も本来、

大人の立派な役割の筈です。 

 

若者の就職活動を見て 

今後本当に心や対人面を無視して 

やっていけるのかが心配！ 

大学生の若者が希望を持ち就職活動をして

おりますが、どうもこの「心の管理や対人面」

を軽く考えているように思えてなりません。 

対人面や精神面で「この人は今後本当にやっ

ていけるのかな？」と心配になることが増えて

います。働き始めた後のメンタル面の管理の方

が目先のお金よりも大事な気がしますが… 

 

秋田より通ってくれて居る高校教諭の

患者さんお話し 

当院には 7年前より月 2回、秋田より通って

下さっている患者さんがおります。その方は高

校の先生で数学の先生です。 

その方とお話しした時におっしゃっていた

事は「今の時代は大人も子供もそれぞれ環境の

かなり違う中で育っており、30年前昔とはまる

っきり違う。 

それをみんな同じ教室で 40 人同じ様に教え

ようとするから無理が出るんですよ。人口が少

ない秋田でさえそのように思うのですから、こ

れが情報量の多い大都会ではより一層大変な

のではないでしょうか？」と言う様な事をおっ

しゃっていました。 

本当にそう思いました。人は同じ様に接して

も、育った環境や事情が違えばそれが拷問にも

変わり得る。そしてある者には親切心で行った

ことが、とても苦しい事であったり色々ある。 

 

ある大都会より引っ越して来た 

患者さんの言葉 

例えばこれは某大都会より引っ越して来た

小、学生の子供を持つ患者さんに聞いたのです

が、以前住んで居た所でその方の子供の同じク

ラスの子が「お前マンション何階に住んでる

の？場所はどこ？年収どれくらい？」などと皆

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569897484/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGludGVyZXN0LmNvbS9waW4vNzE5OTQyNjkwNDAzNzU5MjM2Lw--/RS=^ADBSD9NSUmq73th7vPUWGzoWGsvrIE-;_ylt=A2RinF2LapFdwzAA_haU3uV7
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の前で聞かれて可哀そうだったと話していた

そうです。 

これは何階に住んでいるか、どの場所に住ん

でいるかで親がお金を持っているのか社会的

信用はどうなのかという事を尋ねるという意

味です。そして聞いた子は自尊心を高めるので

す。これが現状です。 

私は胸が痛い思いでした。そしてかなりショ

ックでした。小学生がこの様な事を言うと

は・・・子供の言う事は正直ですが、時に残酷

さも覚えます。それにガツンと言い返せる大人

が居ないのも情けない。やはり冗談でもこの様

な事を言う子は、義務教育上、厳しく躾けるべ

きだと思います。 

しかし、この様なことを平気で言う子供たち

を作っているのは現在の大人社会です。これが

そのまま子供社会のいじめと差別を生むので

す。子どもは大人と違い、環境から逃れられま

せん。 

箱詰めの教室の中で、誰も止めに入らないで

この様な事を言われ続けている事を想像して

頂きたいと思います。 

クラスの他の子供も何かあると怖いから見

て見ぬふりをする、先生も父兄が怖い、教育委

員会が怖い、校長や教頭が怖いから言えないと

いうことで子供が自殺して行くのだと思いま

す。 

だてに苦労している大人達よ！ 

もっと自信を持て！皆さんは素晴らしい！

子供たちに対して相手を思いやる心を教え

よ！ 

しかし、現在進行形で大人社会の中で揉まれ

ている大人たちが、子供たちに対して強く言え

る事が一つあると思います。 

それは大人達はだてに苦労をしている分、子

供たちの様に相手の事情を無視して物を言っ

たりはしません。必ず表向きは相手に敬意なり

思いやりなりを少しでも示します。 

この事を考えさせ実行させれば良いだけで

はないでしょうか？大人もあまり色々な事に

囚われずに子供の道徳心に対する躾にもっと

もっと自信を持ち、子供たちに接するべきです。

但し、一方的に権威や権利を主張する事とは混

同しないことが大切です。あくまで子供を正し

い方向へ導くために「躾」の意味をはき違えな

い事が大切です。 

 

道徳心とは別問題で、ハードの面の 

抜本改革が必要だと思う。 

学校の義務教育に於いても、通信などを利用

して今の様な子供たちを箱詰めに縛らなくて

も個人個人がそれぞれのペースで行える義務

教育が必要だと思います。 

長期的に見ても色々な意味でその方がメリ

ットが大きいのではないでしょうか？もう限

界なのです。古いやり方では。その様に思い切

りシフトする事が必要な時に来ていると思い

ます。インターネットが発達して居る世の中で、

これからは５G や６G と言われるように情報量

とスピードが益々アップされて行くでしょ

う！ 

学校教育に於いても、それらを利用し個別授

業が出来る筈です。 

その方が学校運営の人件費や場所代、教育費

も最低限度で済み、時間も自由に取れ、削減さ

れ、税金も掛かりません。何と、今一番の課題

である「節税対策」などにも良い意味で波及し

て行きます。 

そしてその様

な教育を受けた

子供たちからよ

り良いアイディ

アが生まれ、よ

り良き社会を生

む原動力につな

げると考える事は出来ないでしょうか？まし

てや英才教育等で差別化が加速されれば、勉強

やものの考え方のモチベーション等に差が生

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1569897489/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlbmF2aS5qcC9zZWFyY2gvZGV0YWlsLmFzcD9pZD0xNDQwNzEwNQ--/RS=^ADB9rMjuCfNYCcLRgYNodlrVeGeYYw-;_ylt=A2RiouSQapFd0UAARAOU3uV7
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まれる事は必至と言えます。 

 

いじめに対する事を色々言っているよりも

「それぞれに合わせた義務教育システム」 

「もう 40 人 1 クラスで同じことを教える教

育システム」自体が変わらないといけない時が

来ているのかもしれません。 

 

個人個人でも本当の「自由」に向けた生

き方に取り組む事こそが、 

子供たちに対する最良の教育であり世

の中全体を底上げする 

近年「田舎に暮らす」がブームになっており

ますが、誰もが対人面に疲れ、その一方で個々

の最適な生き方を模索したいと考えた結果だ

と思います。 

一番大切なことは単に環境を変えれば良い

と逃げるのではなく「今居る環境が自分には最

善であり出来る事が必ずある」と思って、今の

環境をより良くする努力に最善を尽くした結

果、様々な好転が見込め、更には取り組むまで

は気が付かなかった問題になっていた本当の

要因が分かったり、プラスαの力が合わさり根

本の解決に向かうと思います。 

それが世間一般で言う「目的・課題・努力」

のそれとよく似ておりますが、その本当の意味

での「自由」と「改善」に向けた動きや取り組

みをする事こそが子供もほっとし、いじめもな

くなり、大人社会もすさんだ感じがなくなり、

子供たちに夢や希望が戻り、世の中全体も良く

する原動力になるのではないでしょうか？そ

してそんな姿を見た子供たちが、来る２２世紀

をまた素晴らしい世の中に発展させてくれる

のではないでしょうか、今生まれた子供たちが

仮に 80歳を超える頃、もう 22世紀を迎えるの

です。 

そう考えると 22 世紀は決してそう遠い未来

ではないのです。世界では様々な分野で 22 世

紀を見据えた取り組みがもう既に始まって居

ります。その事も念頭に置いて日本も様々な分

野で乗り遅れないようにより良い生活環境に

していく努力が大切です。 

それは新たな課題をわざわざ見つけ出すの

ではなくて、今一番困っている事の中に実はヒ

ントがあるものです。 

それがこの学校や様々な大人社会でのいじ

めや対人面の分野だと私は考えております。 

それが、誰もが住みやすい環境で世界をリー

ドする事に繋がるし、世界の方々が「日本に住

みたい」となり、正しいルートで日本国籍を取

得する人が増えれば人口減少の不安の打開策

ともなり得るでしょう！ 

一つ解決すればまた次も解決するものです。

その様な逞しい心を最近の日本は忘れてはい

ないでしょうか？「未来は明るい」そう思って

生きていく社会に早く戻ってくれることを祈

りつつ、ペンを置きたいと思います。

事務局通信への投稿のお願い 
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。受領委任取り扱いで患者 

さんが抱える問題など、是非、お聞かせ下さい。 

● 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。 

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。             
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もと慰安婦の医療ケアを受け持って  

私は 25 年前から戦争中、日本軍の「慰安婦」

にされた女性たちの医療ケアを受け持ってきま

した。 

それは、被害者の方々が日本においての証言

や裁判のため来日された際、滞在中に健康を損

なうこと行動できるように支えるためでした。 

 私が受け持った方は 60人でした。 

治療内容は、はじめに脈診により体全体の状

態を把握し、悲しみで心を固く閉ざしている方

が多いので、通訳の方々の協力もお願いして、

本人の気持ちに寄り添いなごやかに接するよう

に心掛けました。 

身体の反応がでている経絡、経穴へ心をこめ

てはり・きゅう治療、マッサージをしました。

虚しているところはとくに気持ちを込めて補法

をしました。 

多くの方々が少女のときに、突然だまされて

連れていかれ、言語に絶する暴力を受けていま

すから、こころの傷も深いのがこちらにも伝わ

ってきます。 

治療を受け持った方々は、身体が普通の人々

より曲がり変形している方が多いのです。手足

や腰、背中や肩など、からだ各所に変形が残っ

ているのです。 

この方々の体験を伺いましたが、みなさん大

変な体験をしているのです。日本の軍人が少女

たちを捕まえるため、恐ろしくて逃げだす女性 

を追い回し、殴りつけたのです。 

殴りつけられ手や足を骨折した女性たちに対

しても、一定の期間固定し、安静にする必要な

手当もしないという非人間的な扱いでした。 

このために骨が曲がったまま固定し、変形が 

残る女性がたくさんいるのを知りました。 

また、「慰安所」が恐ろしく逃げ出した女性は、

激しい拷問にあい亡くなる方もいたようです。  

 ある年、東京で行われた国際会議の時、各国

からの被害者も見えました。 

 私が韓国の I さんの医療ケアで血圧を測った

とき、手の指三本にきれいな指輪をしていまし

た。「きれいですね」と話しかけますと、「指が

曲がっているので隠しているのです」とのこと

でした。 

確かに指が何本も曲がっています。あとで詳

しい方に聞いたのですが、「慰安所」から逃げ出

したので、し烈な拷問を受けたのです。 

 8月 3日、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ

2019」の中で「表現の不自由展」は、3日間で中

止となりました。そこで最もやり玉にあがった

のが「平和の少女像」でした。 

 「慰安婦などいなかった」「戦争は正しかった」

など、歴史の事実を認めないフェイク、キヤン

ペーンが広がっています。これは、「慰安婦」と

いう悲惨な体験をされた方々に対する冒涜です。 

 歴史の事実に目を背けたり、歴史を捻じ曲げ

てはいけません。「慰安婦」被害者の尊厳の回復

をすすめ、人権尊重の国作りを、そして、人権

尊重の国際交流を進めていきたいと思います。 

            （田中 榮子） 

（あいちトリエンナーレ２０１９で展示されていた 

「平和の少女像」）（東京新聞 8月 7日より） 
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R 元年 10月                R 元年 11 月 

 

 会議や部会、セミナーなどの日程は、メールにて編集委員会までご連絡ください。必ずメールに

てのご連絡をお願いいたします。E-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

 

1 火   1 金  

2 水   2 土  

3 木 申請書〆切     3 日 申請書〆切      文化の日 

4 金  4 月 振り替え休日 

5 土  5 火  

6 日 NPO 会計監査（10：30～12：30）       6 水  

7 月 申請業務  7 木 申請業務 

8 火  8 金  

9 水  9 土  

10 木 事務局通信投稿締め切り 10 日  

11 金  11 月 事務局通信投稿締め切り 

12 土  12 火  

13 日 NPO 理事会（14:00～16:00） 

社団理事会（16：00～19：00） 

13 水  

14 月 体育の日 14 木  

15 火  15 金  

16 水 編集会議（10：30～11：30） 16 土 受領委任払い説明会（18:00～21:00） 

17 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 17 日  

18 金  18 月  

19 土  19 火  

20 日  20 水  

21 月 事務局会議（13：00～15：00） 21 木  

22 火 即位礼正殿の儀 22 金  

23 水   23 土 稲田堤野外パーティー 

  勤労感謝の日 

24 木  24 日 NPO 総会（13:00～16:30）千駄谷社教館 

25 金  25 月  

26 土  26 火  

27 日  27 水 支給明細などの発送 

28 月  28 木  

29 火 支給明細などの発送 29 金 療養費の振り込み 

30 水  30 土  

31 木 療養費の振り込み    

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp

