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事務局通信 
〒151－0053 

東京都渋谷区代々木 2－39－7 メゾン代々木 201 号 

TEL03-3299-5276    FAX03-3299-5275 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.hoshinren.jp 

e-mail koho-hoshinren@tulip.ocn.ne.jp 

- 

-hoshinren@star.ocn.ne 

当面の日程 

 1 月 21 日（月） 健康保険学習会（新入会員など対象）14 時～16 時 

 1 月 27 日（日） 介護保険事業部会 10 時 30 分 会事務所 

 2 月 3 日 （日） 在宅ケア学習会 13 時～16 時 30 分 中野勤労福祉会館 

 2 月 17 日 (日)  千駄ヶ谷社協館まつり NPO 医療を考える会参加） 

                  10 時～16 時  千駄ヶ谷社協館 

    平成 25 年 新年会 
日時 1月 20（日）  

会場   1４ 時 

ホテルローズガーデン   

新宿 
東京都新宿区西新宿 8-1-3 Tel 03-3360-1533 

 

新年の活動の出発点です。 医療充実のため

に東洋医療の活用を、おおいに語りあいましょう。

兵庫県保険鍼灸師会藤岡理事長がおいでになり

100万署名運動につき報告されます。皆さん是非

ご参加下さい。 

参加ご連絡事務局まで 参加費 4000 円 

TEL 03－3299－5276 FAX 03－3299－5275  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 号 
平成 25 年 1 月 15 日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 
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患者さんと共に、行動すれ

ば必ず道は開ける 
代表理事 高橋養藏 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は、理事を先頭に、会員、事務局の

皆さんのご協力で、100 万署名に活用する

リーフ、パンフレットを完成させることが

できました。既に事務局ニュースで報告し

ましたが、神奈川県国民健康保険団体連合

会の往療費の不支給を、交渉によって、撤

回させることが出来ました。また、昨年 11

月に、社会保険で、併給禁止の通知にふれ

るということで不支給になった件、不服審

査請求をしたところ再度、不支給になり、

患者さんも納得ゆかないと再審査請求。は

り、きゅう治療の療養費関係では、20 年ぶ

りに社会保険審査会が厚生労働省で開かれ

ました。 

20 年前の審査会では、審査委員や、参考

意見を述べる参与の方々の発言は、併給を

認める人は、一人ぐらいでした。20 年ぶり

の審査会、委員、参与の方の意見は、まっ

たく逆で、「今回は、仕方ないが次回から検

討すべきだ」と発言した人は一人で、他の

人は、「患者の治療効果を考え、併給を認め

るべきだ」と発言しました。隔世の感があ

ります。 

私たちが、日常の診療はもちろんですが、

患者さんと共に裁判や署名運動、国会議員

への要請行動など、いろんな形で運動して

きたことが、世論を動かしていることを実

感しました。 

それと、昨年 10 月 19 日に、社会保障審

議会、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅ

う療養費専門委員会が開催されました。従

来は、柔道整復師と同じ部会でしたが、独

立して開かれることになったことは、はり、

きゅう、マッサージ治療の療養費扱い額が

800 億を超したことで、実質認めざるを得

なくなって来ていることは良いのですが、

この部会に、社会保険の保険者から出され

た資料の中に、「往療料を２kｍまでとし、

それ以上は、患者負担にして下さい。」とい

う意見が出されています。 

こんな不当なことは、認められません。

皆さんの積極的な意見を寄せてください。

療養費専門委員会に提出しましょう。こう

したことが起こるのは、はり師、きゅう師、

マッサージ師の行う治療が療養費扱いで、

厚生労働省の通知で、どうにでもなるとい

う扱いだからです。 

こうした状態を解決するために１００万

署名に取り組む準備が進んでいます。 

要求項目の内容で各方面の意見を聞き、

検討を行ってきました。昨年暮れ１２月２

０日（木）に京都で会議があり、私も参加

してきました。署名運動と合わせて、国会

議員への要請行動も精力的に行い、議員立

法で国会に提案してもらい実現しようとい

う話合いが行われました。当会は、１２月

の理事会で、NPO 医療を考える会を中心

に、患者さんと共に１００万署名を取り組

むことを決定しました。理事会の翌日開か

れた NPO 医療を考える会の理事会に提案

して検討して頂き、確認してもらいました。

会員皆さんの、知恵をおおいに発揮して頂

き１００万署名を成功させましょう
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国民の為になる 

健康保険制度を 
事務局長 清水一雄 

平成２５年明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い申し上げます。 

昨年は念願の在宅医療テキストとして「在宅

医療ケアリハビリの手引き」を完成させること

が出来ました。あはき師が在宅医療に携わるう

えで知っておかなければならない健康保険知

識にも触れ、幅広く臨床において役立つような

内容になっています。 

平成２５年度の事業計画にテキストを教材

にした学習会及びセミナーを企画する予定で

すので、ぜひ役立てていただきたいと思います。 

あはき師は療養費において対象疾患のみに

効力があり、対象外疾患には効力が無いと思っ

ていただきたくありません。夢と希望に水を差

します。 

「あはき医療」を見つめることによっていろ

いろな事が見えてくるように思います。その思

いで疾病に向き合った時どのように感じるか

で、西洋医学のように疾病に対して体系化し定

義付けしていくことが病気改善に役立たなけ

れば何の意味もないかもしれません。 

意味の有無は医療に携わる人の捉えどころ

によってずいぶん違いが出てくるでしょうし、

この点は東洋も西洋も無いと実感してます。 

在宅テキストのある分野を執筆しましたが、

これは今まで変形徒手矯正術学習会でやって

きた実技の内容をまとめたもので、実技におい

ては捉えどころと考えどころに重点を置いて

おりますので、以心伝心出来たら、また疑心暗

鬼等何でも結構です。ご意見お寄せください。

どしどしディスカッションしお互い発展させ

ていきませんか。 

今年も引き続き長い年月を経て築き上げて

きた伝統医療の素晴らしさを更に発展してい

けたらという思いと、力で拘束された医療体系

を民意が反映される医療体系に少しでも近づ

くことが出来るようにしたいなと思っていま

す。 

その為にも「あはき」療養費の中途半端なわ

けの解らない締め付けられた規制に題意識を

持っていただき、おかしい事はおかしいと誰か

に任すのではなく、誰かがしてくれるのでもな

く、自らが行動を起こすようにしていきません

か。 

去年問題になりました神奈川県国保連の有

料老人ホームへの往療について、複数人の往療

は認めない見解が出され、問題当事者会員達と

話し合いに行ってきました。  

既に事務局通信でお伝えしてますように、結

果我々の主張が通りました。これも当事者達が

足を運んだからです。 

実際携わっている人が行くから言葉に重み

が加わり、相手の心を動かすのです。 

これが「あはき」療養費の現状であり、会が

総てやってくれるという考えでは「あはき医

療」の発展に水を差します。 

問題が有れば会員自らが行動を起こす。それ

を会はサポートします。そのやり取りが明るい

展望をもたらしてくれることでしょう。 

それを前提として今年も保険者、医療行政に 

携わる人達と話し合っていくつもりです。会員

の皆さんも現在置かれている「あはき」療養費

の保険給付に対し、見える所だけ 

を見るのでは

なく、縦、横、

斜めから見る

ようにしてい

ただくと、医療

行政のドラマ

ティックなと

ころが見えて

くるのではな

いでしょうか。 

 最後に昨年

描きました私

の油彩画をお届けします。これは具象画です。   
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一人ひとり責任を自覚し 

無法状況を変える努力を 

                         

副代表理事 相葉 計佳 

新年おめでとうございます。 

新年を迎えて会員のみなさまのいっそうのご活

躍を、こころよりお祈り申し上げます。 

 私たちは、はり･灸治療、あん摩マッサージ指

圧治療を、高齢化社会を支える国民医療として活

用するべく、健康保険における取扱い改善を求め

る活動を、患者のみなさんとともに進めていきた

いと願って努力しております。 

 新年にあたり会員のみなさまにご理解、ご協力

いただきたいと思い申し上げる次第です。 

 まず、常々申し上げている問題ですが、療養費

の取扱いについての行政指導は、無法状態という

実態であり、この事をしっかり認識してもらいた

いということです。 

 私の治療院へくる近所の患者からよくいわれ

るのですが、はり･灸治療を受けるのに同意書が

どうして必要なのか、どこの整骨院でも保険証を

だせばはり･灸治療をやってもらえるのだから、

先生のところも同じようにやってもらいたいと

いうのです。 

 はり･灸治療療養費の取扱いの厚生労働省の通

知を説明しても、整骨院でやっていることをなぜ

できないのかといわれ、なかなか理解してもらえ

ません。 

 雨後の竹の子の状態で生まれる接骨院が、健康

保険治療のごとくはり･灸治療、あん摩マッサー

ジ指圧治療を取り扱っているのですから、それを

体験している患者が理解できないのは当然かも

しれません。 

 患者も理解できない不正や混乱は、本当に治療

資格がある鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が健

康保険による治療をできない異常な行政のやり

方を止めさせないかぎり解決しません。 

このような事態では東洋医療の発展もありえ

ません。 

 一人ひとりが不合理な事態の改善へ声上げ、と

もに行動しましょう。 

 はり･灸治療、あん摩マッサージ指圧治療が健

康保険証を出せば施術を受けられるよう 100万署

名の運動を立ち上げましょう。 

                               

正当な権利を守る声を 
    副代表理事 真船 洋二 

 新年おめでとうございます。 

 昨年末、安倍内閣は、自助にシフトした社会

保障費の削減を打ち出しました。 

日本経済復興の掛け声の下、膨大な公共事業

予算が赤字国債で再開する一方、社会保障は削

減の政治に戻りそうです。 

 すでに昨年 11 月の厚生労働省社会保険部会

では、あん摩マッサージ指圧、はり・灸療養費

の伸びを抑えるための審理が始まっています。 

 国民医療費全体からみるとごくわずかな療

養費ですが、それを削るため、往療費は２キロ

までで支給打ち切り、同意書発行の医師は整形

外科医のみにする等など制約を課そうとして

います。 

 これでは被保険者が必要とする治療は安心

して受けられなくなる恐れがでてきます。 

保険治療を受ける正当な権利を守るために立

ち上がらなくてはなりません。声をあげていき

ましょう 
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自然エネルギーを高める 

東洋医療にとって良い年に 

        玉川学園鍼療所 草薙和春 

会員の皆様新年明けましておめでとうございま

す。昨年には業界の動きは急を告げましたが後半

は光影の部分を残しての年明けとなりました。 

選挙結果は望外でした。原発反対６割の声はど

こに行ったのでしょう。安倍政権は新規開発も再稼

働にも積極的です。 

鍼灸マッサージ治療 賛成の声は 国民の６割

以上はあるでしょう。その声を署名に代えて権力側

（行政立法司法の３権）第４の権マスメディア・ネッ

ト・ソーシャルメディアに訴え掛けて健康保険の中

に療養の給付となる事を求めて誰でも気軽に受診

できる医療に成ることです。 

国民の憲法２５条の健康に生きる権利（金沢大 

井上教授が提唱される【健康権】）は医療を選択 

する権利でもあります。 

 

人工的な原発でない１人１人の中にある自然エ

ネルギーを高める東洋医療を選択して頂けるよう

啓蒙普及活動していきましょう。 

以下は昨年の私が気に留めた業界当会のトピッ

クスです。まず今年にも影を落とす問題から。 

10 月 19 日に社会保障審議会で鍼灸・あん摩

マッサージ指圧療養費検討会として初めて独立専

門部会設けられました。 

療養費について 

【審議会官僚側意見】 

あん摩マッサージ指圧について往療料の占める

割合が大きくなっている状況にあることから、 

それぞれの施術の特性を踏まえた見直しを行う。 

【協会けんぽ側からの意見】 

平成 24 年度におけるあんま等・はり灸に係る療養

費改定率は、引き下げる方向で検討していただき

たい。参考資料は下記 URL で公開されています。

検索してください。 

第 1回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッ

サージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会配

付資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002

mku7.html 

今年の課題 

この急先鋒な意見には何か圧力が働いていると

の意見を知人の関係者に聞きました。 

例えば 

①訪問あはきを少なくして、介護保険による訪門リ

ハでマッサージ。理学療法士は医師の指示書要

だが。 

②徒手矯正術なので柔道整復師も訪問で。亜急

性理論で同意書必要なしどちらも団体は強力で

す。 

次に光が見えてきた運動活動の成果２つ 

１ 岩下理事が再審査請求の場での厚労省 OB審

査委員と医師 OB の参与が東洋医学への理解

の意 見を示してくれたこと。 

２ 坂井前理事の提起した 神奈川県 老人ホー

ムへ往療料算定 【同一家屋内】から【往療料

別々に算定】へ 

今年の課題 

１ 併給緩和の通達が出されるか  

２ 解釈の文言の疑義 

神奈川県国民健康保険団体連合会 H24.12.26

の 解釈資料では「日常生活の場となる共有スペ

ースがなく、居住スペースが個々に独立し、プライ
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バシーも守られ、住所もその居住する部屋番号で

登録する施設」となっています。 

殆どの老人ホームは 共有スペースが有り、居

住する部屋番号は有りませんし、住所も２０１号室

とは登録しておりませんので連合会の解釈では高

齢者専用賃貸住宅となってしまいます。 

皆様のご意見をお待ちしております。本年も宜し

くお願いいたします。 

 

在宅ケアの手引きを 

書きおえて 
 平成 25年 1月 4日 顧問 田中 栄子 

 

 一年かかって「鍼灸師・マッサージ師による

在宅ケアの手引き」がやっと仕上がりました。 

 この完成は「手引き編集委員会」を中心に多

くの人々の協力がありできあがりました。あり

がとうございました。 

 私は、鍼灸マッサージの仕事を 34 年間行っ

てきましたが、はじめの 23 年間は在宅患者さ

んのところを、嵐の日も、雪の日も休まずに訪

問ケアにまわっていました。そこには一日千秋

の思いで待っている患者さんがおられたので

す。 

 「老いになほ、もゆるものあれ灸の火に、温

められて、生かされおりぬ」と短歌にしたため

てくれた Y さん。「どこへ行っても、こうゆう

東洋療法を気兼ねなく受けられたらいいです

ね」と癖のように言っておられました。 

 出来上がった手引きでは、国の主人公である

国民、患者が、年をとってもあるいは病気にな

っても、人生をその人らしく生き全うできるよ

うな応援はどうしたらよいか、実践の積み重ね

を文にしました。 

 このなかを貫いているのは相手の人権も尊

重していくということです。内容は決して完全

なものではありませんが、後輩の皆さんに自信

を持って仕事に向かってもらえるように一生

懸命まとめました。 

 皆様それぞれの考えや手法をプラスしてい

って、より良いものを作り上げて行ってくださ

い。 

 「制度」改善については、言うまでもなく黙

っていたら前に進みません。繰り返し語られて

いるように、国の主人公として、かかりたい医

療、東洋医療にも希望すれば安心してかかれる

制度づくりは当然です。国際的にも人権尊重の

立場から医療選択の権利尊重の声が大きくな

ってきました。 

 現在の日本は一般の国民、弱者の立場からみ

ると民主主義は根付いてない実態があります。 

 私たち、鍼灸、マッサージ師は、患者、国民

とともに、正確な情報を求め、学び合い、妥当

な方針を持って進めていくことが必要になっ

ています。 

 私たちの先達が言っていた「正しいことは確

信を持って実現を目指すなかで認められてい

く」。 

 明るい展望を切り開くため、本年を実りある

年にして参りましょう。 
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平成２５年はどのような氣が

動くのでしょうか 
                               

松尾 洋子 

 

 ２０１３年は癸巳（みずのとみ）の年で癸は

十干の最後になります。干は潜在している氣の

発展段階における、内外対応の状況を分類した

ものと言われています。五行思想と結びつき癸

は、「木火土金水」の水の部分にあたり昨年の

壬（みずのえ）は水の兄（え）で陽、今年癸（み

ずのと）は水の弟（と）で陰にあたります。癸

は陰の一番強い性質のところです。 

 巳は十二支の６番目になり動物の象形文字

で、今まで冬眠していた蛇が春になり地表に這

い出す形を表しています。ですから冬眠から目

覚め新しく地上生活をするという事ですので、

従来の生活に終わりを告げ新生活を始めると

解釈できます。 

干支（えと）は生命の発生、成長、収蔵の過程、

あるいは氣の変化の過程を時代に当てはめて

解釈したものと云われます。本来は時の気運を

主としたもので、時勢の変化に適用するのが一

番正しいと云います。具体的に歴史上の事実を

調べて参考にするのも一案と思います。（歴史

は繰り返すと云いますので） 

 では癸とは何を意味しているのか。「癸」は

見渡す限りさえぎる物の無い冬枯れ景色の中

に、其れまで隠れていて見えなかった四方の水

路がはっきり現れてきたその形をかたどった

文字です。見えてきた物を測るには基準がいる

ので、基準、法則、すじ道という意味も有りま

す。又、測るにはどうしても手が加わるので、

後に癸に手篇をつけて「揆」と云う文字が生ま

れたそうです。「癸」と「揆」は同一に用いら

れ、揆度（全体を推し量る） 揆策（計画） 百

揆（もろもろの計画） 一揆（団結、反抗）な

どの言葉が有ります。これらから測る 

道 法則 計画などの意味を持ってきます。 

 ６０年前の１９５３年（昭和２８年）の癸巳

の年ではどのような事が有ったのでしょうか。 

・２月に NHK 初のテレビ放送 

・吉田内閣バカヤロー解散 

・ソ連スターリンの死亡により株価暴落 

・ワトソン DNA 構造の発見 

・石川県内灘村で米軍試射場無期限使用に反対

し、農民座り込み（内灘闘争） 

・韓国船、竹島上陸を図った会場保安庁の巡視

船を銃撃（政府は日本領主張 ） 

・エリザベス二世戴冠式 

・朝鮮戦争休戦 

・ソ連が水爆保有発表 

・８月民放初日本テレビ放送開始 

・奄美群島日本に返還 

・ニュージーランドで火山泥流によりタンギワ

イ鉄橋が破壊され１５１名死亡 

等々が有りましたが、一つの事が終結し新し

い事が始まると言う事が感じ取れます。 

健康面で特に注意する事は癸水は、腎臓 生

殖器 免疫などを表し、巳は火で心臓 血液循

環 炎症などを表しますので、免疫力を高め血

行を良くする食べ物に気をつける良いと思い

ます。私達の鍼・灸・マッサージはこの様な状

況に適した養生法の一つですから、まず自分の

身体を健康にして他人に施術したいものです。

経済面では巳の火の年は、人々の喜びと云う意

味もあり景気回復の兆しに期待できる年と云

います。とにかく前向きで明るくいきたいと思

っています。 
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地産、地消の再生可能エネルギー活

用（ドイツの取り組み）    久下 

勝通 

原発エネルギー依存に未来はない 

震災被災者の生活が気にかかる新年です。 

原発事故よりすでに 2年を過ぎようとしていま 

すが、被災者は故郷を追われていまだ生活の目

途は立たず、損害賠償すら解決しない現状です。 

福島原発事故から、生命の生存と相いれない放 

射能物質を、処理する能力を持たないまま進め 

られている原発の実態が明らかにされました。事

故による放射能汚染は、抜本的な対策はなく実質

的に放置される事態を目にしています。 

また、政府や大企業の情報の独占、情報操作の

恐ろしさも改めて認識しました。世界でも有数の

地震多発地域の日本に 50 を超す原発が作られな

がら、福島原発事故までは安全なものとの認識で

した。 

安全神話で目をふさがれで、チェルノブイリ原

発事故も、他人事としてながめていた自分自身に

情けないおもいがしました。事故以後、何度も行

われたマスコミなどの調査などに、7 割、6 割の

人々が原発廃止の意思表示をしていますから、国

民多数の思いも同様と思います。 

しかし、事故を恐れる様子もなく原発の運転再

開を求めたのが経団連です。福島第一原発事故に

ついて「千年に 1 度の津波に耐えているのは素晴

らしいこと。原子力行政はもっと胸を張るべき

だ」（3 月 16 日の発言）との米倉経団連会長の発

言は忘れられません。 

日本のグローバル企業の経営者からは、原発の

問題点をどうするのか発言はなく、国際的な競争

に勝つために原発は必要、経済発展のため安定し

た電力が必要、と原発依存、運転再開の要請が繰

り返さています。 

原発を推進してきた自民党が政権に戻り、経済

対策の掛け声のもとに、運転中止の原発の運転再

開だけでなく原発新設も検討する姿勢も見せた

安倍総理です。福島原発事故を体験してもなお、

日本政府のエネルギーの基本政策はまったく変

化はないようです。 

経済、経済というのですが誰のための経済なの

かが問題です。原発は膨大な負担と深刻なリスク

です。 

日本を地域ごとに分割し、電力を独占する特別

待遇の電力会社の経営強化は、家庭料金の半分と

いわれる安い電気料金で、電気を安心して大量に

使える企業は恩恵を受けるのですが、日本の国民

の生活改善にはつながらないことが明らかにな

りました。 

地震国日本で原発事故防止は可能なのか？あ

ふれ出す核廃棄物の安全な処理はどうするの

か？原発廃炉の莫大な財政負担をどうするの

か？これらの問題解決の見通しがなく、これから

の何十年何百年の間、後世の人々にはかりしれな

い経済負担と環境破壊の不安を残す問題です。原

発エネルギーを頼りにする経済成長に未来はみ

えません。 

ドイツの新しい選択   

地産地消の再生可能エネルギー活用 

福島原発事故に敏感に対応したのがヨーロッ

パです。ドイツやイタリアが原発廃止、原子力エ

ネルギー依存脱却の政策転換を表明しましまし

た。 

ドイツは、福島原発事故の直後に旧式原発 7 基

を即時停止し、原発についての国民的合意を目指

す論議を行い、2011 年 6 月にメルケル首相は「エ

ネルギー転換に関する閣議決定」を発表し、世界

の再生可能エネルギー利用技術のリダーを目指

すとの決意を明らかにしました。 

この中で、保有する１７基の原発を 2022 年ま

でに廃炉にする。基幹エネ

ルギーとして風力、バイオ

マス、太陽光など再生可能

エネルギーを急速に普及

し、エネルギーの効率的利

用、低消費電力化に取り組

む。という脱原発を明確にしました。 

ドイツの緑の党関係者の来日もあり、ドイツの

国をあげての脱原発に関心が高まりました。しか
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し、エネルギー転換の実際がどうなっているのか

知る情報は少ないのです。 

 「アメリカ、中国、フランスなど経済大国は原

発を維持するなかで、ドイツの脱原発は非現実的

である」とか、「ドイツは脱原発といっても電力

不足の時は、原発を維持するフランスから電気を

買うのだから」とか「自然エネルギーは値段があ

がり国民が負担できない」などなど否定的な報道

がくりかえされドイツの脱原発の実情はなかな

か伝えられません。 

ところが最近ドイツのエネルギー事情を詳し 

く伝える二つの研究レポートがパソコンで見つ

かりました。一つは「再生可能エネルギー拡大

の課題」梶山恵司氏レポート、もう一つは「ド

イツから学ぶ、3・11 後の日本の電力政策」高橋 

洋氏のレポートです。富士通総研経済研究所研

究レポートとして公表されています。 

 この二つの論文からドイツの自然エネルギー

利用の実態がはっきりしましたし、日本での脱

原発への可能性もイメージできるようになりま

した。マスコミの意図的なニュースに目をふさ

がれないように、是非みなさんにも読んでいた

だきたいと思います。この報告から特にお知ら

せしたい点につき以下報告します。 

１）ドイツの再生可能エネルギ－の利用は、全

量買い取り制がはじめられた 2000 年から年々順

調に拡大し、2012 年上半期には全発電量の 24％

を占め、原発の発電量をおおはばに追い越してい

るのです。再生可能エネルギー総発電量を 2011

年の 1220 億ｋｗｈから 2020 年には 2300 億ｋｗ

ｈ総発電の 44％とする計画へ着実にすすんでい

ます。 

２）ドイツは 2003年から電力を輸出してき 

ましたが、2011年に旧原発を停止してからも自

国の使用する電力を確保し、そのうえ 37 億ｋ

ｗｈの電力を輸出しています。再生可能エネル

ギ ー への計画的な転換をめざして

おり、フランスの電力をあ

てにしているかの宣伝

は悪口のたぐいです。 

 

３）ドイツの家庭電力料金はｋｗｈ当たり約 

30円で、過去 10年間で 15円上昇しており関 

心がたかまっているのは事実です。 

電力料金は税金が含まれており、付加価値 

 税や環境税の税率引き上げや再生可能エネ

ルギー発電コスト以外の値上がりが電気料

金に影響しており、再生可能エネルギーだけ

が値上げの原因ではないが、家庭に負担が偏

ったことなど制度改革が検討されています。 

ドイツ家庭の電気料金は税金を除外する

とｋｗｈ20．8 円であり、日本の東京電力の

家庭料金はｋｗｈ25・１円であり、電気料金

値上がりが問題になっているとはいえ日本

より割安な料金であることも注目です。 

４）ドイツは、再生可能エネルギーの利用と 

ともに、小規模、分散型エネルギーシステ 

ムによる効率的エネルギー利用を一貫して 

追求しています。 

エネルギーの効率利用で重要なのは熱利 

用の無駄を省くことであり、産業、家庭とも

に優れた断熱材使用によるエネルギーの熱

利用を削減することや、太陽熱や地中熱さら

に下水熱までいろいろの熱利用がすすめら

れています。 

この熱利用のために熱変換効率の高い機 

 器の開発すすみ普及しているというのです

から、原発に依存する日本では考えられない

変革がすすんでいるのです。 

 再生可能エネルギー利用は地域資源の活 

用です。バイオマスの発電は、家畜の糞尿や 

残滓、トウモロコシやエネルギー作物など生 

物由来のものは利用でき、農村に都合の良い 

資源利用です。 

このバイオ発電により地域の作物を利用し 

て発電を行い、発電によって得られる電気と熱

でその 集落の電気と熱を賄い、余った電力を

販売することができます。 

 7千を超えるバイオガスの発電プラントが建

設され発電量は 2011 年で 2000ｋｗｈに達し 6

年間で 5倍になったそうです。担い手はそれぞ
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れ地元の農家で、地域の特性により木質のバイ

オマスや風力、太陽光を地元の資本で建設、運

用し地域の再生はかるのは、ドイツ農村どこで

も見られる光景だと報告されています。また、

このような再生可能エネルギー拡大により、バ

イオマス関連施設、機器や風力発電など新しい

成長産業となり、物を作るだけでなく施工管理、

メンテナンス、それらができる人材育成まで取

り組む企業が次々にうまれているのです。 

５）私の感想 

ドイツがすすめるエネルギー効率向上、再 

 生可能エネルギーの利用は新しい取り組み

であり、世界に先駆けた取り組みです。いろ

いろな問題が現れることは当然でしょう。し 

かし、着実にすすんでおり期待を持って注目し 

ていきたいと思います。 

ドイツはエネルギーの地産地消だけでなく、 

木材資源も地産、地消を徹底し、自国の森林の

保護、活用により雇用を生み出し、地域の発展

を作り上げています。 

安い木材をどんどん買入れ、自国の森林、木 

材を放置する日本とは違うようです。大きな都

市だけの発展でなく地方の経済発展が問題で

す。ドイツの取り組みから大いに学ぶべきもの

があると思います。 

「神なるかな神！」（6） 
山井静男 

 

 

[和訓] 故に曰く、皮肉筋脈は各々処する所あり、病は各々宜しき所ありと。各々形を同じうせず。

各々以て其の宜しき所に任すなり。 

[通釈]  皮肉筋脈は、それぞれあるべき所にあるのである。病気はその原因、状態によって邪気が

傷る場所がある。邪気の存在する場所や状態に応じて、九種類の鍼のどれが適合し、どん

な使用法が適しているかが決まる。最も適った鍼を使うことが、肝腎なところである。 

 

 

[和訓] 実することなかれ。虚する事なかれ。不足を損じて、有余を益す。是れを甚病と謂う。病

ひ益々甚（はなはだ）し。 

[通釈] 実邪があるのに更に補の鍼をしてはならない。正気が虚しているのに更に瀉の鍼をしては

ならない。それなのに正気が不足している場合に瀉したり、実邪があるのに補の鍼を打っ

た場合は逆治となり、これを甚病と謂い病はいよいよ憎悪する。 

 

 

[和訓] 五脈を取るものは死し、三脈を取るものは恇（あやふ）し。奪陰の者は死し、奪陽の者は

狂す。鍼の害畢（おわ）んぬ。 

[摘註]①五脈を取る・・・五臓の経脈の正気を奪うこと。 

   ②三脈を取る・・・三陽（太陽・陽明・少陽）経の陽気を奪うこと。 

[通釈] 五臓の経脈を大いに瀉して、その正気を奪ってしまうと病人は死んでしまう。又、太陽・

陽明・少陽の三陽経をことごとく瀉して陽の気を取ってしまうと、病人はおじけづいた状

態になってしまう。陰気を奪われてしまうと死し、陽気を奪われてしまうと、精神に異常

を来たす状態になる。以上で鍼の害については全て語り終わったのである。 

（まとめ）ここまでひどい状態でなくても、施術後患者がグッタリした状態になることはありませ

故曰 皮肉筋脈 各有所処 病各有所宜 各不同形 各以任其所宜 

 

無実無虚 損不足 而益有余 是謂甚病 病益甚 

 

取五脈者死 取三脈者恇 奪陰者死 奪陽者狂 鍼害畢矣 
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んか。早く良くしてあげようとして、ドーゼ過多にならないよう、常に初心に立ち返って

反省したいものです。かって岡部素道先生は『鍼は懸命にやらないと効かないものだ』と

言い、我が師、豊田白詩先生は『自分三分、鍼七分。鍼にお任せする』気持ちで良い、と

いわれました。 いずれも一世の名人・達人の言葉として聞いておきたいものです。 

 

（資料）丸山昌郎著「黄帝鍼経講」より抜粋 

 

 

介護予防運動プログラム（２） 

有酸素運動の効用 

１、有酸素運動は、全身の血流を促進するため、脳の血流が良くなり、認知症の予防に有効である事が

医学的に証明されています。 

①特にウォーキングはジョギングに比べて、膝や足首に掛かる負担が 1/3 程度である為、運動により

関節を痛めることが少なく、翌日疲れが残りにくく、毎日続けることが可能です。 

 

②継続的にウォーキングを行うことにより、生活習慣病の改善や予防につながります。 

まずは 10 分程度から始め、楽に出来るところからスタートしましょう。慣れて来たなら、少し歩

幅を広げて行きます。無理せず息が少し弾む程度にしましょう。 

 

２、ウォーキングをする場合は、まず身体を解すためストレッチをします。 

①机や壁に手を付き、アキレス腱を伸ばします。この時、反動をつけないように

気を付けて下さい。 

②次に大腿四頭筋のストレッチをします。片方の手で手すりに摑まりながら、膝

を曲げ、もう一方の手で、自分の膝を曲げた方の足首を持ち引き上げます。 

③呼吸を楽にする為に、上半身のコワバリをほぐします。 

ァ・まず肩幅より少し大きく足を開いて立ち、両手を広げ胸の筋肉を伸ばしま

しょう。 

ィ・次に身体の側面を伸ばす為、側屈します。このとき曲げる方の腰に手を当て、反対側の側腹部

や側胸部がしなるように伸ばします。（側屈の際、身体が前傾しないように気を付けましょう） 

ゥ・両手を後ろに回し手を組み、肩甲骨を引き寄せる動作をして胸を広げます。 

３、ウォーキングの際は肩の力を抜き、上肢は前に振るよりも、後ろに引くことに気を配ります。 

４、夜歩くと足元を確認するため、頚を下に向けがちになり姿勢が悪くなります。なるべく明るいうち

に運動しましょう。 

 

健康寿命を延ばすには「食べる」「動く」「休む」のバランスが取れていることが大切

です。『継続は力なり』です。一緒に頑張りましょう。 

                        介護予防主任運動指導員 松本泰司 

 


