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清水一雄 代表理事総会挨拶 

イバラの道だが、コツコツ積み上げ 

徹底的に攻めていく 
「今回の総会は役員改選があるため、何としても開催しなくてはならなかったが、コロナ禍のため開

催が危ぶまれていた。本日、緊急事態宣言、東京アラートが解除されたタイミングで何とか総会を開

催することができた。 

我々の業の健康保険取扱いは継続しなくてはなら 

 ない。事務局・会員皆が様々に協力しながら推進し 

 ていく必要がある。会としては幸いテレワーク助成 

金約 90 万円が下りることになり、大いにこれも活用 

しながら事務局運営をしていく。 

会員もコロナの影響が大きいと思うが、各給付金制 

度を活用しながら乗り切っていただきたい。 

受領委任取扱いとなり事務が煩雑になり大変。 

国は受領委任を進める中で“保険者裁量、償還払い”を含ませてきた。償還払いの保険者が増加して

いる。償還払いとなると、患者さんも大変だが、保険者も大変な手間となる。それでも償還払いにす

るということはあきらめさせることが目的。 

あきらめず、是非積極的に行っていただきたい。申請が難しければ会でも前向きに取り扱う体制でい

るので、声をかけてほしい。 

いずれは償還払いを廃止させ、受領委任１本に絞っていく。また、受領委任は最終ゴールではなく、

通知ではなく法律で『あはき』を現物給付に持っていく。これらはイバラの道だが、コツコツ積み上

げ、徹底的に攻めていく。少しずつ実を結ぶよう頑張りましょう。」 
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健康保険ではり、きゅう、マッサージを受ける国民の会 

     第７回定期総会報告        業務執行理事 高橋養藏 

兵庫県の尼崎中小企業センターで、新型コロナウイルスの影響で国会議員の招待もなしで、前年の半

数の出席者で開かれました。 

東京からオンラインで一般社団法人鍼灸マッサージ師会清水一雄代表理事、NPO医療を考える会代表

理事山西俊夫、一般社団法人理事の高橋養藏 3 名が「国民の会」の副会長として参加しました。 

大阪の坂田氏の司会で、藤岡事務局長の開会挨拶、「国民の会」会長代理で山西俊夫が挨拶、今後予

防医学の面からも東洋医療の活用が増々、必要になると話されました。 

京都の江田氏からのメッセージが紹介された後、議長に高橋を選出して議事に入りました。 

前年度の活動報告では、東京からライン参加の清水代表理事から一般社団法人鍼灸マッサージ師会の

活動で、受領委任制度の申請書類の作成、新型コロナウイルスへの会の取り組みの報告がされました。 

NPO 医療を考える会の活動では「体験治療」が好評で多くの人が参加していると山西氏から報告があ

りました。 

協同組合兵庫県保険鍼灸師会理事長藤岡氏から受領委任制度を実現させた「国民の会」の運動につい

て経過報告、国会議員への働きかけとして 2019 年の参議院議員選挙で各候補者に推薦状を送り、当選

した議員と連絡を取っているとの報告がありました。 

また、各党への働きかけでは、公明党の政策懇談会への参加、医療団体の保険医協会総会への出席、

以前日本共産党の政策担当者との 2 回の話し合い、2019 年の参議院選挙ではり、きゅう治療の健康保険

取り扱いの政策をはじめて掲げてくれたこと、自由民主党の厚生労働委員担当の大串議員の立会いのも

とに厚生労働省との交渉を行なったことなどの報告があり、こうした運動をとうして受領委任制度を実

現させたことに確信を持とうという報告がありました。 

さらのまた、今度の新型コロナウイルスの影響で各方面に仕事の減少と減収があり、この補填を求め

る交渉が行われた。医療関係でも医療団体連合会がはじめて「鍼灸院など保険外診療の事業所について

も」要望書に含めて交渉してくれたと報告がありました。 

大阪の坂田氏から平和展での署名活動、生活保護の保険取り扱いの取り組み。京都で「健康保険の取

り扱いの学習会」を行い署名の取り組みが進んだ報告がありました。兵庫の森氏から、治療体験会を 2

回行い参加者から署名を集めたとの報告がされました。 

2020 年度の予算案の討論では、年 500 円の会費では運動を発展させることを考えると少ない 1000 円

～2000 円にしたらどうかという意見が出されました。 

「併給の禁止」を止め 「同意書の廃止」を 

「施術管理者習得の条件緩和」の取り組みをすすめよう 

第 2 部、「受領委任制度を考える」討論会 

私たちの評価を上げてくれたことは、歴史的に見れば大きな前進だが、保険申請の書類を多くしたこ

と、今後、資格を取って保険を取り扱うためには、施術所に一年間以上勤務して証明書を貰わないと施

術管理者になることができないこと、療養費を減らす為に健康保険を取り扱う窓口を限定して、患者も

健康保険で受療することが増々困難になること。 
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東京の清水氏から申請書類の返戻が以前より増えて保険者と、やり取りしている経験が報告されまし

た。黙っていては健康保険制度から外されてしまいます。 

これまで取り組んできた署名運動や国会議員への働きかけ、当面は「併給の禁止」「同意書の廃止」

「施術管理者習得の条件緩和」などの取り組み、大きな目標として現物給付の実現を目指して運動を展

開することを確認して終了しました。 

 

コロナ禍に於ける実態調査 
２０２０年７月１３日 担当：橋本利治 

６月初め「会員実態調査」を実施しました。締め切り６月１４日。 

締め切りまでに届いた回答 32 件、その後 8 件追加により全 40 件の回答でした。 

コロナ禍で大変苦労をしておられる会員の皆さんが多くおられることが推測されました。 

緊急事態宣言が出される中、団体として何かしなくてはとは思うのですが何をどうすればよいのかわか

りませんでした。 

兎に角会員の実態がわからなければ何もできない、「何が困りごとなのか知ろう」と理事会で発言しま

した。理事の先生方には快く了承していただいてアンケート素案を作成しました。 

それを事務局の方に校正していただいて実施しました。（それでも字違いなどはありましたが、気づか

れましたか。何人かの先生には訂正したものが返送されてきました） 

調査項目の最後に自由記入欄を設けたのは正解でした。いろいろ建設的な意見もあり参考になりました。

感謝です 

この結果を皆さんと共有し運動を前に進めるために公表します。 

（会員専用掲示板に詳細を掲載しています。そちらも参考にしてください） 

基本事項は必要であったか？ 

アンケートなので氏名など不要ではないかとの意見もありました。しかし実態を調査し次につなげる

為には個別にコンタクトの必要もあるだろうと思い、基本情報として項目を入れました。 

個人情報の保護もありますので、集計後必要に応じて記入していただいたアドレスに質問などの回答を

させていただきます。その後廃棄し個人情報保護に努めます。 

そしてこの調査の目的を「会員が通信または HP を見ているのかを知る」としました。 

今後どのようにデジタル化を進めるかの重要な判断になるからです。 

そして今回のコロナ禍をどのような手段で会員の皆さんが対処しておられるかを調べることでした。 

国・自治体の支援体制は行き届いているか、多数の支援策が皆さんに知れ渡っているか、どのように知

らせることが有効かなども重要な目的としました。 

今回の調査は意外に高回答率が得られました 

回答率 20％、財政難で通信の隔月発送を検討していた理事会ですがこの結論を参考にする必要がある

との判断ができました。HP は頑張って作成していますが、まだ普及はしていないことが判りました。 

詳細は会員掲示板に掲載しますので参考にしてください。 

★会員専用サイト→https://www.c-sqr.net/cs77943/ 

https://www.c-sqr.net/cs77943/
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調査と分析 

回答者の平均年齢は 57 歳、男女比は 6.5：1 経営形態はほぼ同数、出張、自宅開業、店舗開業の比

率は 12：11：15 家族構成は独身、2 人、3 人以上の割合は 8：7：20 と圧倒的に子ども、親などを扶

養している方が多いのがわかります。(コロナにより深刻な状況の方が多いのではないかと推測されま

す)  

今回のコロナ禍で会から各種の支援策を告知していたのですがこの広報が行き届いているのか心配

していましたが 11：1 の割合で広報が届いていたようです。 

支援策を知った手段は 1：5 の割合で通信にて知った方が多かったようです。 

また会の HP の閲覧状況ですが 1：1：3 の割合で見ていない方が多いようです。（HP が見やすいよう

に今年度は改修していますので今後注目してください） 

そして理事会で問題になった通信の発行ですが、回答者の大多数が見ているとのことでした。 

自粛要請での影響は 

さて本題のコロナの影響ですが、「ある」と「少しはある」合わせれば 36：1 で圧倒的に影響が出てい

ます。その対策は 2.5：1 で何らかの対策はとられたようです。 

特別定額給付金(10 万円)では何らかの方法で全員がご存知であり、申請はしたがまだ届かないという方

が大半（6/14 現在）でしたが、申請していない方が１人おられるのが気にかかるところです。 

持続化給付金(100 万円又は 200 万円)の存在は全員がご存知でしたが申請していない方と考え中を合わ

せると 26 人で 65％の方が申請していないと回答されています。その中で気

になったのは前年期と比較して 50％以下にならないという方がおられたの

が気になります。 

その他の地域独自の支援制度を利用した方が 3 人おられました。 

やはりアンテナを張り巡らして情報を収集された方がおられたのは今後の希

望につながるように思います。 

そして最後に最近師会の掲示板を作成しましたが、この存在を知っていた方

は 15 人知らなかった方 21 人であり掲示板を知らない方が多数おられました。

登録をしないと書き込み閲覧ができないデメリットはありますが、情報発信

ツールとして推進しています。今後の感染拡大第 2 波に向けて活用してくだ

さい。知らない方は事務局長;kyosei1017@gmail.com へメールしてください。 

                        （6/20 浅間尾根にて初夏のホタルブクロ） 

★このアドレスを覗いてみてください。→https://www.c-sqr.net/cs77943/ 

掲示板には他に、「加藤厚生労働大臣へのコロナ対策要望書」「コロナ対策ガイドライン」「厚労省不正

統計の実態」（ＰＤＦファイルで 50 コマ）がアップされていますので是非閲覧してください。 

 

コロナ実態調査で気になること   副代表理事 橋本利治 

今回わたしが担当して実態調査をしました、その後ある先生から「コロナの影響で経営が苦しくなっ

ている、手数料の割引など検討してほしい」との訴えがありました。 

ウーン皆さん同じなんだなあー、そうは考えているけど口には出して言えてないのかなと本音を感じま

した。 

https://www.c-sqr.net/cs77943/
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代表理事と検討した結果、全員の先生(一人を除いて)に影響がある現状から、個別対応はせず何らか

の師会へのご協力を賜り応援に役立てようと方針を出しました。 

今年度は沖永良部島と仙台から新規に理事として参加いただき師会を盛り立てていることからも、コ

ロナをチャンスに変えるべく会員の先生方に投稿を呼びかけようとの結論に至りました。つきましては

些少ですが原稿料として還元できればと考えています。 

今回のテーマは「私のコロナ対策」で投稿を募集します。 

会員のみなさん奮って投稿してください。 

テーマの趣旨 

7 月 14 日現在東京都では新たに感染が拡大しています。来週からの連休に自粛宣言が出されるので

はないかとの懸念とは裏腹に「go to キャンペーン」がはられて 1 兆円規模の税金が投入されるとのこ

とです。しかし医療現場ではギリギリで働いたにもかかわらず、臨時給与も出ないところも半数以上も

あり医療職員の退職により戦わずして敗北が見えてきたように感じています。 

そういえば先の戦争で長期戦では敗北と軍部はわかっていたのに戦争に突入してしまった歴史を思

い出されます。国は何をやっているのやら、国民の監視が甘いところに暴走が始まっています。 

このような状況下にあって「私のコロナ対策」のテーマではいろいろなことをイメージできるのでは 

ないでしょうか、（わたしは戦後派なのですが念のため） 

 

 

施術報告書交付料は無条件で算定するべきである 
 令和 2 年 7 月 10 日 報告者 清水一雄 

（現在返戻され保険者等に問い合わせ対処中） 

令和 2 年 4 月 30 日付の施術報告書交付料が 1 日早かったために算定できない理由で申請書が返戻さ

れた件です。前回同意日が令和元年 11 月 25 日であるので、5 月の日付であれば問題なく通過していま

した。 

１．施術報告書料算定できない理由の確認 

①保険者（町田市）に算定できない理由を問い合わせる。 

保険者には返戻理由を聞くが、申請月が 4 月であるために要件が合わない。通知通りの説明はいいか

ら、何故理解できない通知内容になっているのか理由を聞きました。町田市では応えられないので、

審査機関である東京都国保連合会か厚労省へ問い合わせてほしいと言われた。 

②厚労省に問い合わせる 

関東信越厚生局に聞いてほしいと言われたので確認するが、決められたことを実行するところである

ので厚労省に問い合わせしてほしいと言われる。 

厚労省にはたらい回しをするのですねと言うと、やっとのことで保険局医療課療養指導専門官 M 氏

後任の H 氏に辿り着きました。  

・H 氏への問いかけ１ 

通知に基づいてやっているが施術報告書の件で返戻が多い。決め方が複雑であるので間違いやすい。
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そこまでする理由があるのか理解に苦しむ。条件に合わないからと報告書交付料の算定もしないで返

戻してくるのは理不尽ではないか。 

間違った通知内容に思うので理由を聞かせていただきたい。 

・H 氏返答１ 

療養費専門検討委員会で議論を重ねて決めている。 

・H 氏への問いかけ２ 

療養費専門検討委員会へ傍聴に行ったことがあるが、同じ考えを持った者同士の会合であり国民を主

体にした内容ではなかった。「あはき」を受けた人等多方面からの人を入れて会議をしないとまとも

な会議にはなりませんよ。 

・H 氏返答２ ご意見としてお聞きします。 

・H 氏への問いかけ３ 

あはき師にとっては診断書に値するものであり施術報告書があれば算定すること。いちいち条件を付

けて返戻するものではない。通知の内容を複雑にするのではなくシンプルに運用するべきである。 

・H 氏返答３ ご意見としてお聞きします。  

施術報告書の件はあくまでも保険者解釈によるもので、施術報告書は必ずしも出す必要はありません。 

・要約すると 

前任者 M 氏もそのように表現していました。東京都国保連合会も報告書の件で問い詰めていくと

報告書は必ずしも作成しなくていい。という回答が引き出されてきました。厚労省通知では出すこと

がほぼ必須となっていますが、疑問点を突いていくと保険者解釈となり、必ずしも出さなくてよいと

いうことのようです。つまり意識しないといけないことは民意に基づいた医療体制から乖離していく

ことが危惧されます。 

２．施術報告書交付料は算定できるように進める。 

  町田市へ 5 月申請書の取り下げをして再提出する予定。 

  5 月申請書に 5 月の日付に訂正した施術報告書を添えて、施術報告料 300 円より手間暇のほうが高

くつきますが再提出します。 

  電話代、電話する時間、郵送料（保険者、会、申請書提出者）、支払いが 3 か月以上伸びます。つ

まり金銭的にはデメリット以外何もありませんが、このようなバカげたことに医療行政そのものが目

覚めてほしいものです。 

  結び 

施術報告書についての私の思いを書きました。保険者、審査機関、厚労省担当者には私の思いを 

ぶつけましたが、誰一人私に納得させる反論者はいませんでした。正しいと思えば逆に反論すればよい

と思うのですが・・。 

施術報告書を書いた場合、報告料については算定料として最低でも同意書 100 点で算定されているの

で、1,000 円以上で必ず支給するぐらいの声を上げるのは如何でしょうか。あはき師としては診断料に

類するものですから。 
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20, 年間闘病記 １   火傷（ヤケド）  

 

2020 年 6 月 30 日 学術部 荒木文雄 

 2020 年,冬も終わりの 2 月末のある日、当院に 67 才の婦人が腰痛の治療で通院していたが、午後 

3 時頃、急に来院し、右腕の手首に近いところを「ヤケドした」と訴えてきた。  

見れば右腕の内側の内関穴より上部へ 5 ㎝位の個所の皮膚が、赤くなっ 

て熱を持っているのが明白である。 

当人はヒリヒリして痛いという聞けば過程で調理する時に熱い鍋の熱

気が誤って触れたらしい。 

 彼女は当院に 20 年以上通院して、喘息やアレルギー性皮膚炎などが

改善してきた経験からヤケドも何とかならないかと咄嗟に判断したらし

い。 

                                        

賢明なことに彼女はヤケドの後処置の知識があったので、5 分くらい       （経穴内関） 

水道の流水でヤケド部分を冷やしてきたという。火傷の治療は私も初めての事だったのでどうすれば良

いのか一瞬、判断に戸惑った。 

 しかし、ヤケドの後症状は、東洋医学的病床によれば実症の状態で 

あるから、当然瀉法の治療法を取らなければならないと判断し、走行 

経絡の井穴の刺絡と患部の鍼瀉法をすればよいと考えた。 

 それで、まず仰向けの姿勢で当人を落ち着かせるために百会に置鍼して、

右手の中衝穴より刺絡して瘀血を出し尽くした後にヤケド患部を鍼 3 本で

散鍼、つまり撫でたのである。         

                       

   治療に要した時間は刺絡と患部散鍼も含めて 5 分ぐらいだ 

ったのであるが、その後 5 分間経過したら見事にヤケド後 

の皮膚の発赤と痛みが無くなったというので、私も鍼の効果 

に内心驚いたものである。 

    確かに外見的にもヤケドの後の発赤部分が半分位に薄く 
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その後、当人には家に帰って翌日、患部に馬油を塗るように          （経穴中衝） 

  と言って帰したのであった。 

それは昔より、ヤケド、切り傷には馬油といわれているし、当人が日ごろ愛用していたのを 

知っていたからである。 

会員のみな様も軽いヤケドなら、是非、実践されることをお勧めいたします。日常生活における 

火傷治療として、鍼治療の効果と可能性の拡大を期待できます。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594099262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ydXBlc3luYy9zdGF0dXMvNzIxMjAyNzY4NjkwNTg5Njk2/RS=%5eADBWGCCoSO6OPYxeTGnReYuHQcWURk-;_ylt=A2RCAwS.tAJfaggArROU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594099028/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2cubGl2ZWRvb3IuanAveWFtYXlhbWEwNDE0L2FyY2hpdmVzLzMwNjMzMTEzLmh0bWw-/RS=%5eADBIRcNEeNdFiW8m6y2HponyIp_rVo-;_ylt=A2RCD07UswJfORUAsiaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594098261/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly8xNjgyLWthaWdvLmpwL2FydGljbGUvMDAwNjIy/RS=%5eADBWoSa4buRctLGRNUxjRg8cQyXnc8-;_ylt=A2RiomHVsAJfiAoANDWU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
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「あとの祭り」を生きるという事    松本 泰司 

「あとの祭り」という言葉がある。勢いでやってしまったが後で大変なことになってしまった。やる

のじゃなかった。 

この言葉には「後悔先に立たず」がセットになっています。「祭りの後」を生きるのであれば満たさ

れた高揚感もあり、あの時は楽しかったﾅ、で感慨に耽るのですが・・・。 

「あとの祭り」は、「すぐに実行せずひと呼吸置けばよかった」「あそこで踏みとどまっていれば」と

かいろんな思いが残るのだろう。 

ある日の夕方、Ｙさん（80 代半ば女性）から私に電話が掛かった。「急いで来てください。松本さん

にしか頼めない。」イヤな予感がした。この人が緊急で私を呼ぶときには碌な事がない。 

前回は入院中の病院に呼ばれた。忙しい中駆け付けた。「何でしょう、どうしました？」と聞くと乱

雑な字で書かれた手帳を見せられた。Ｙさんはこれを本にして欲しいと言う。 

なんの文章ですかと聞くと、「今は寝たきりで気管切開と胃ろうをしているダンナが、昔愛人にマン

ションを買ってやった時の話です。これを本にしてください。」キレそうになった。静かな病院なので

怒鳴ることも出来ずすぐに帰らせてもらった。 

今回はベランダにある高さ 1.5ｍ以上の大きなキダチ

アロエと、これも大きな金のなる木の鉢 2 個を処分して

ほしいとの事。 

私が「何で捨てるの？置いとけばイイでしょ。」と言う

と、Ｙさんはとにかく片づけたい。 

「死ぬ前に身の周りを整理したい。」これはケアマネの仕事ではありませんと

何度断っても聞かない。仕方なくアロエの鉢を持ち上げようとしたらかなり重いし、何より顔に棘が当

たって痛い。 

Ｙさんにノコギリで根元を切らないとタクシーの天井につかえて積めないネー。利用者宅にノコギリ

は無かったのでマンションの管理人にノコを借りに行ったが即無い！と言われた。 

Ｙさんに「アロエを運ぶのは無理。」と言うと、金のなる木だけ捨ててくれと言う。私はいい加減頭

に来ていたので「Ｙさん、金のなる木を捨てたら今後あなたにカネが廻って来ないヨ。それでいーの！」

と言ったら、驚くことに「金は廻ってこなくていい。」と言う。 

金のなる木は棘がないので抱えて下に行き、タクシーを呼び事務所のマンションに帰ってきた。 

玄関の植え込みに鉢ごと落とした。植木鉢は壊れた。泥は植え込みに散らし、金のなる木はゴミ袋に

入れて明日の燃えるゴミの回収ボックスに放り込んだ。 

次の日の午前中に事務所の電話が鳴った。Ｙさんだった。「松本さーん。金のなる木を返してくださ

い。」私が「何言ってるの、今さっきゴミ回収車が持って行ったヨ。」と言うと泣き声になって、「昨晩、

金のなる木が泣いている夢を見て眠れなかった。」「鉢は要らないから金のなる木だけ返して。」と言う。

私が「今は焼却炉で燃えていると思います。」と言うと電話が切れた。「あとの祭り」であった。その後

ディサービスで糞便まき散らし事件を起こす迄Ｙさんからの電話はなかった。 

 

（追記）日々ケアマネの仕事に追われ通信に投稿していなかったら、編集責任者が介護の事を何か書けと言う。今回は皆

様が想い描く介護とは程遠い内容になってしまいました。 

ケアマネに頼め

ばタダだから。 
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事務局長の役職を受けて    

事務局長  清水鏡晴 

 この度、第 17 回総会で理事に承認されまして、その後の理事会で事務局長に推薦されました清水鏡

晴（きょうせい）と申します。2 年間の任期であります、どうぞよろしくお願いいたします。  

ご存じのようについ先日、東京都の知事選が行われました。各候補はそれぞれ公約を掲げていました

が、一般社団法人の事務局長と言っても公約などありません。 

でもそれではつまらないので、せっかくですので 3 点ばかり思うことを述べさせて戴きます。 

昨年から今年にかけて中国の武漢市で発生した武漢新型ウイルスは、日本はおろか世界中で脅威をふ

るっています。日本でも緊急事態宣言が発令され外出が自粛になり、経済活動が止まりました。 

我々鍼灸マッサージ師も患者さんの足が止まり、施設への出入りも制限され収入も大幅な減収となり

ました。もちろん国の持続化給付金、特定定額給付金等の援助がありずいぶん助かったと思います。 

しかしコロナ禍によって減収等問題を抱えた会員さんに何か出来ないかと考えています。 

 

ご意見ご要望等ありましたら「会員サイト」及び事務局へメール等お寄せください。 

 

「会員サイト」未登録の方は、スマホかパソコンの場合 

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

このアドレスはショートメールで送ります。携帯番号を事務所または清水鏡

晴まで連絡ください。（鏡晴：スマホ、070-1358-8181.） 

（ちなみに現在事務職員いれて約 50 名が会員サイトに登録済みです） 

 

 

 

【充実した事務局を目指して】 

コロナ禍で大変な時ですが、事務職員は会員にとって重要な保険審査業務等を滞りなくこなしてくれ

ています。そのためにも感染のリスクを負い注意しながらの事務所への出勤にてよく頑張っています。  

頭の下がる思いです。事務所に行かなくて済むことはテレワークを生かしながらの業務形態をとって

います。しばらく現状が続くものと予想されますので、今は一致団結して皆で頑張っていかなければな

りません。そのためにも先にも上げておりますように情報が滞ることなくスムースに行くことの手段と

して会員サイトを立ち上げています。 

といいますのは情報を伝えるのに時間がかかり、その改善をしていきたいと思っていますので会員皆

様方のご協力の程よろしくお願いします。 

 

【事務局への電話】 

テレワーク中は転送で対応しておりますので業務時間内でお願いします。 

 毎週月曜～金曜（9 時～18 時）※土日祭日は除く 

 

【会の治療院について】 

第１6 回総会（昨年度）の時に一般社団法人鍼灸マッサージ師会付属治療院の議案がありました。現

在は休止状態ですが、我々鍼灸マッサージ師の将来を占う意味でもう一度議論を再開する必要があるの

ではないかと考えています。 

 幸いにも新理事に承認されました佐藤 信次先生は鍼灸マッサージと介護認定者のリハビリを組み合

わせた治療院を経営しております。 

佐藤先生のご意見、経験などを参考にしながら、もう一度治療院の将来的な在り方を議論して行きた

いと思います。 

 

https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1
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第１７回定期総会報告 

日時：令和 2 年６月 21日（日）13：30～16：30 

場所：渋谷区 上原社会教育館 

出席者 2６名 委任者 126 名（会員総数 180 名） 

 上記日程で、一般社団法人 鍼灸マッサージ師会の第 17回定期総会が開催されました。梅雨の晴れ間

の一日、暑さは収まりまさに総会日和。26 名の参加者の中には宮城県、鹿児島県からＷｅｂで参加して

くださった会員もいて、コロナ禍の中推進されているテレワークの一つのコンテンツが有効に活用され

た形となりました。                  記録 事務局 斉藤ゆき子・清水明見 

 

清水一雄 代表理事挨拶 

イバラの道だが、コツコツ積み上げ 徹底的に攻めていく （１ページに掲載いたしました。） 

 

.兵庫県保険鍼灸師会理事長 藤岡東洋雄氏挨拶 

国は我々の息の根を止める闘いを挑んできた 

今は『あはき』の歴史的激動期。 

償還払いから受領委任払いになったものの、受領委任の認識の整理ができ

ず理解が浸透していない。『あはき師』より医師や市町村の行政の方が強く正し

い理解をしていると感じる。 

全鍼師会（公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会）などの支部は全然理解しておらず、説明会を

開催しても“聞くな、言うな”と、話をさせないようにしている。施術管理者の届、あれはアリ地獄の

ようなもの。今現在届けている者は良いが、来年以降免許を取る人は生きていけない仕組み。新たに施

術管理者なるために必要な講習会は参加者枠が狭く申し込みをしてもすぐに打ち切りとなり受講でき

ない。 

また、１年間の実務経験というが、従業員を雇用できる施術所がどれだけあるのか。結局施術管理者

にはなれず独立して保険を扱う仕事はできない。公益４団体がこれを国と共に作ってしまったことは許

せない。こんなことを認めてはいけない。千葉裁判では償還払いを判例化させてしまった。この判例

を握り、健康保険組合は償還払いを広げてきている。 

一度判例を作ってしまうとこれを覆すのはほとんど不可能。三権分立というが、今は立法が上位にあ

り、行政と司法は下位の構図がある。 

厚労省・大臣・党といくら交渉しても１度も成功していなかった。それで様々な党の厚生労働委員の

議員に働きかけ、超党派で攻めてもらった結果、厚労省が白旗を上げて受領委任を認めた経緯がある。 

健康保険法には“西洋医学・東洋医療”といった記載は無く“必要な医療に”とあるのだが、どうも

健康保険は西洋医学にのみ使わせるものと思っている。医師会の顧問などは『あはき』には使わせるべ

きではないと言う人もいる。“償・還”の意味は“つぐなう・かえす”ということでペナルティ払い、
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侮辱的な取り扱い。ツムラの漢方薬は健康保険で認められているが、『あはき』のみはじき出されてい

る。 

今回の受領委任取扱いで国は我々に息の根を止める闘いを挑んできた。今の施術管理者である我々が

いなくなれば施術管理者は消滅し、『あはき』の業も消滅する。 

そんな中で良いこともあった。民主商工会の一員として厚労省と交渉した中で関係ができ、全国の商

工団体が『あはき』の健康保険を認めるようにと宣伝してくれた。また、鍼医協（新日本医師協会）が

頑張ってくれ、西洋医学の団体が自分たちと共に『あはき』の補填もしてくれと要求してくれた。よく

やってくれた。我々の運動がじわじわと効果を上げている。「国民の会」というのは最強。警察も軍も

国民全体に銃を向けることはできない。これを軸にいろいろな業界に働きかけ、立法府から行政府を変

えていくような動きをつけていきたいと考えている。 

 

.ＮＰＯ法人 医療を考える会理事長 山西俊夫氏挨拶 

コロナ感染のなかで痛感、 

自己治癒力・免疫力を高めることが必要 

新型コロナ蔓延が我々の社会・経済に与える影響の大きさを痛

感している。私の業界も鍼灸マッサージ師会の先生方同様で、5

月の受注が 3 割以上減となった。 

工場の稼働をカバーできず、Ｖ字回復は望めない見込みの中、上期は休業日を設け、国に対して

雇用調整助成金を申請している。 

企業を支える個々人がいかに免疫力を高め武装するかが大切。東洋医療に掛かり、自己治癒力・

免疫力を高めることが必要だと痛感。 

患者としては西洋医学・東洋医療の手を携えていただけるよう願っている。 

 

顧問弁護士 宮原哲朗氏挨拶 

 コロナのなかで、世界中で欠陥商品が露呈 

世界的にも大変なこのコロナ禍では、法律の世界でも大きな変化があ

る。最近少しずつ動き始めてはいるが、当初は裁判が全てストップした。

これで仕事が無くなる。打合せも対面ではなく電話で行っていた。 

皆さんの仕事にも多大な影響があるのではと心配している。 

病院も大変で、病院に行きづらいとか、コロナ患者を受け入れると他

の患者が診られない、敬遠されるなどで１カ月に１億円も減収したとい

う例もある。医療全体が縮小傾向にある。 

世界中で欠陥商品が露呈している。例えば中国。１党独裁で民主主義が無い。自由が無い。告発した

ら懲戒処分を受ける。自由なマスコミが無い。このような強権、人権無視の下で都市をロックダウンし

てコロナは終息傾向にあるが、果たして正しいやり方だったのだろうか。 
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かたやアメリカ。自由な民主主義国という思想は世界の人々の共感を集めていたが、しかし、いま、

トランプ大統領という、マスコミや国民の批判に耳を傾けない特異な人の下では、本当に自由と民主主

義があるのだろうか。国民皆保険制度が無い。保険に入れない人が大勢いる。コロナで入院し、無事回

復したが１億円の請求がきたという例がある。 

また、今黒人差別問題、Ｂｌａｃｋ・Ｌｉｖｅｓ・Ｍａｔｔｅｒという運動が起きているが、差別・

貧困・格差の問題が大きくクローズアップされている。医療体制の貧困が一部の人に大きな被害を与え

ている。これがアメリカなのか。民主主義は本当に機能しているのか。 

そして日本。安倍人気は上がらない。コロナ患者は少ないが支持率は下落の傾向にある。ドイツのメ

ルケル首相・ニュージーランドのアーダーン首相とは対照的。これは指導者の言葉が信頼できるかどう

かということ。 

安倍首相、小池都知事にこれが問われている。森友・加計・桜・検察官の定年延長問題などで国民の

信頼が損なわれている。いろいろな問題がコロナ禍ではっきりした。 

患者・施術者にとりよかったのか、受領委任取り扱いの総括が必要 

さて、受領委任取り扱いが良かったのかどうか。皆さんの収入・患者さんの数・医師の同意の問題な

ど、そろそろ中間的に総括すべき時期ではないか。 

また、『あはき』は医業類似行為ではなく、医師の持つ医業の一部を開示されているのであり、医療

行為である。しかし、厚労省は『あはき』が西洋医学の下にあるもの、第 2 医療・選択的な医療として

いる。 

西洋医学は診察・診断・治療の権利があるが、東洋医療はどうなのか。今は、日本の中でどういう位

置にあるのか。西洋医学との関係をどう考えたら良いのか。国民の意識はどうなっているのか。これら

をもう一度振り返り、客観的に把握する必要がある。 

 

以上の代表理事挨拶、来賓の挨拶に続づき、議案の検討にはいりました。 

まず事務長・齋藤より、総会の出席状況につき以下の通り報告がありました。 

Ｈ31・Ｒ１年度会員数 180 名中、総会参加者 26名、委任者 126 名、合計 152 名で過半数に至り、 

総会が成立していることを報告します。 

続いて、議長に石原則子・奈須守洋の両氏が選出された、議案に沿って報告、審議、承認が行われま

した。以下、ポイントをお伝えします。 

第１号議案 令和元年度年間事業報告  副代表理事 橋本利治 

・ＨＰリニューアル委員会／（北川事務局長）只今新ＨＰ作成中。総会を以て事務局長職は退任するが、

ＨＰ完成までは携わる。今は試して見ることができるので、ご意

をいただきたい。 

・ＮＰＯ体験治療／（山口充子理事）『あはき』の良さを体験して

もらう目的で千駄ヶ谷社教館でほぼ毎月行っており、希望者が増

えてきた。 

同じ人ばかりでなく新たな人にも体験してもらいたいので、施

術者のボランティアを募っている。同時にＮＰＯの会員増にも貢
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献している。この仕組みは千駄ヶ谷だけでなく各地に広げていきたいので、声をかけてください。 

第２号議案 令和元年度決算報告 副代表理事・財政部長 松尾洋子 

第３号議案 監査報告 会計監査役 清水正敏 

第１号議案から第 3 号議案までは異論なく承認されました。    （以上記録 齋藤） 

第 4 号議案 令和 2 年度事業計画案 副代表理事 清水鏡晴 

 全員参加の会、民主的な運営を理念に会活動を行っていく。100 万署名活動はじめ、医療制度改善の

ための運動を引き続き進めていく。各部会の活動予定が発表されました。 

第 5 号議案 令和 2 年度収支予算案 財政部次長 武井百代 

 療養費申請の減少傾向が続くことが考えられるので、人件費など変動が予想されるとした上で 

 今年度の予算が発表されました。 

第 6 号議案 令和 2 年度 理事及び幹事の選出 

 17 名の理事、2 名の幹事、選挙管理委員、会計監査委員の候補が紹介され、第 4 号議案から第 6 号議

案が提案通り承認されました。新しく理事、監事、選挙管理委員、会計監査委員の紹介がありました。 

理事 朝戸慎治、荒木文雄、石原則子、岩下幸卯、北川楓樹、佐藤信次、清水一雄、清水鏡晴  

髙橋養藏、武井百代、土田 仁、奈須守洋、橋本利治、松本泰司、村田雅至、山口充子 

監事 久下勝通、山口富靖 

選挙管理委員 渡辺俊子、小川栄吉。  会計監査委員 清水正敏、鳥海健二。 

 

第一回理事会報告 

総会は休憩に入り、休憩の間に第一回理事会が開催されました。

総会が再開され第一回理事会において、互選によって代表理事に清

水一雄理事、事務局長には清水鏡晴理事が選任されたことが報告さ

れました。 

代表理事の挨拶 

・清水一雄／代表理事としてもう一期頑張っていきます。万歳の心境ではないが会を発展させていき

たいという思いでいます。特定の人が動くのではなく、皆でスクラムを組んで共に会運営

に臨んでいきたい。皆で協力してやっていきましょう。  

事務局長の挨拶  ・清水鏡晴／大変なことは理解しているが、頑張ってやっていきたい。 

新理事の挨拶 

・石原則子／資料の中で伊勢原市とありましたが、横浜市鶴見区で鍼灸治療院をしています。 

コロナ禍で大変ですが、しっかり生き残っていくべく頑張っていきます。 

・佐藤信次／多摩市でデイサービスと鍼灸治療院をしています。きっかけは、元は理学療法士として病

院で仕事をしていた時に訪問リハに興味を持ち始めました。コロナ禍で厳しい状況であるが、

どういう形で皆に提供していけるかを考えながらやっています。 

・奈須守洋／38 歳 3 人の子供がいます。大学ではりきゅうの研究をしています。 

あはき法を再認していきたいと思います。 

・朝戸慎次／WEB により参加。ご承認ありがとうございます。沖永良部島（沖縄本島の少し北）の朝
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戸慎治です。地方にいると同業の方との繋がりが薄く、毎月送られてくる事務局通信が貴重

な情報源になっていました。今回のコロナ禍がオンラインで繋がるきっかけになりました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

・土田 仁／WEB により参加。土田と申します。ご承認頂き誠に有難うございます。東北の仙台から

の参加ですが、コロナ禍をきっかけに皆様方とより一層縁を深められる事が出来て大変光栄

に思います。不慣れの身でご迷惑をお掛けする事もございますが、どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 その他 質問、ご意見  

・コロナの影響で退会された方がいたか？ →いません。受領委任の制度が難しいと諦め退会した人は

いました。  

・事務局通信は会員にとっては大切なものだと実感している。 など 

橋本副代表理事の報告 

新型コロナウイルスに関しての会員実態調査(アンケート)の結果について、また、厚生労働省に 

対する療養費不正問題での情報公開の取り組みの報告が行われました。 

① 会員へのアンケートを集計した結果 

会員数 180 人のうち、36 名の回答があった。記名という事もあり、個人情報であるので参加しない

という方もおられましたが、20％の方が回答くださり、かつてない関心度の高さがうかがえました。ま

た、このアンケートにより、事務局通信が信頼され広報手段として生きている事実感ができました。 

② 情報公開請求についての報告 

 厚労省が不正請求であると言ってることが、情報開示を求めたことでこの不正の情報は厚生労働省の

一方的な見解であったり、非常にあいまいであることが確認できた。 

荒木業務執行理事の閉会挨拶 

高橋前代表が紹介してくれた東京新聞の記事にもあるように、鍼灸マッサージ治療は新型コロナウイ

ルスにも肺経など呼吸器系のツボを治療することにより効果があります。鍼灸の活躍の場がありますの 

で、皆さん頑張りましょう。 （閉会の挨拶があり、総会は滞りなく終了しました。） （記録 清水） 

 

                投稿のお願い 

    １６日東京のコロナ感染は 286 名これまでの最高の感染者です。秋を待たず感染の 

   第二波でしょうか。まだ解らない事が多く感染の不安はおおきくなりそうです。 

    セミナーも会議も開催が困難な状況が続きそうです。情報交換、意見交換の場として 

   事務局通信を活用してください。 

    鍼灸や手技療法、伝統医療について、医療や介護について、その他、会員のみなさま 

の関心ある問題での投稿を歓迎します。 

投稿の締め切りは毎月 10 日です。投稿字数の制限は行っていませんが、2500 字以上 

   の投稿の場合は分割の掲載となる場合もありますのでご承知おき下さい。 

     投稿は zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp  

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594104075/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDI3NC5odG1s/RS=%5eADBugD0gv4DXxDhc32cYxnimTFe4js-;_ylt=A2RCK_yLxwJfoCYAkQOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp
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R02 年 7月                R02 年 8 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 水   1 土  

2 木   2 日  

3 金 申請書〆切     3 月 申請書〆切       

4 土  4 火  

5 日  5 水  

6 月        6 木  

7 火 申請業務  7 金 申請業務 

8 水  8 土  

9 木  9 日  

10 金 事務局通信投稿締め切り 10 月 事務局通信投稿締め切り 

11 土  11 火  

12 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

社団理事会（14:00～16:30） 

12 水 夏季休暇 

13 月 事務局会議（13:00～15:00） 13 木  

14 火  14 金  

15 水  15 土  

16 木 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（千駄ヶ谷社教館） 16 日  

17 金  17 月  

18 土  18 火  

19 日  19 水  

20 月  20 木  

21 火 通信発送 21 金  

22 水  22 土  

23 木 海の日 23 日  

24 金 スポーツの日 24 月  

25 土  25 火  

26 日  26 水  

27 月 事務所大規模修繕調査（バルコニ－） 27 木 支給明細などの発送 

28 火 支給明細などの発送 28 金  

29 水  29 土  

30 木  30 日  

31 金 療養費の振り込み 31 月 療養費の振り込み 

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

