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はじめに、髙橋養藏代表理事のあいさつ

（要旨）。 

最近、鍼灸マッサージの療養費は増加してい

ますが、国側は削減をねらっているようです。

今年は、患者、国民、全国の協力団体と一緒に

「100 万署名行動」等、本腰を入れて行ってい

きたい。 

来賓・兵庫県保険鍼灸師会理事長・藤岡東

洋雄氏。遠くからわざわざお出で下さいました。 

今までの鍼灸健保改善活動で忘れてならな

いことは 

①「労災裁判」で、鍼灸について勝利したこと。 

②患者さんが原告になった「岸イヨ鍼灸裁判」

で、具体的改善点を引き出せたこと。 

③「期間・回数制限」について､当時の行政官 

 

 

だった上田たかゆき氏が私達の働きかけに応      

えてくれ、期間・回数制限が撤廃されたこと 

を挙げたい。 

この間出された「自民党のマニュフェスト

169」に、初めて鍼灸・マッサージについて取

り上げ、政策作りをする、としています。私達

は、今年も力を合わせ、前進していきましょう。 

 

「ＮＰＯ法人医療を考える会」副代表理事 

山西俊夫氏。 

東洋医療の鍼灸マッサージにかかりたい人

が気兼ねなくかかれるようにとの願い。昨年は

宮原弁護士のアドバイスもあり、「リーフレッ

ト」作りを始め、一年かかってできあがりまし

た。日本人はとかく遠慮して、声を出さないと

ころがあります。これからは、兵庫、静岡はじ

め日本列島の人々に広く事実を伝え、運動を大

きくしていきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 号 
平成 25 年 2 月 27 日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

 

今年の抱負を出し合った新年会 

印象記 田中榮子 

この「会」恒例の「新年会」は、1 月 20 日、

ホテルローズガーデン新宿で行われました。会場

確保にはいつも岩下氏の御尽力があります。個人

的印象記ですがお伝えします。 

「新年会実行委員」の皆さんが段取りよく準備

され、司会は、松尾洋子・丹下佐隆氏で、和気ア

イアイと進められました。 
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宮原弁護士さん  

主権者として、制度を当たり前に良くしてい

くのにも「敵を知り、己を知ること」が必要な

ことです。「原爆症裁判」を闘ってきた教訓か

ら 

①官僚のカベ 

②自民党、党内に理解してもらうのに時間がか

かった 

③財政のカベ 

が挙げられます。みんなでよく判断し、方針を

練って進めていかれるように。必要な時はお手

伝いします。  

岩下幸卯氏 

再審査請求について 

受け持っていた患者さんの療養費が不支給

になりました。理由は、西洋医から湿布を出し

ているので、併給は認められないとのことでし

た。昨年末「再審査請求」をしました。今まで

の日本人は理不尽なことをずーっと黙って耐

えてきました。健康保険制度のあり方を、これ

からも追求していきます。 

（本当に気付いたところから、勇気をもって

声を上げていくことは大事なことですね） 

 

 

 

 

 

 

参加者は、各テーブルにゆったりと座り、

おいしい飲み物、料理を味わいながら交流しま

す。各テーブルから、それぞれ貴重な発言が出

されました。 

会員・萩原駒代さんの息子さん（5 才）に

よる日本舞踊は、かわいく、キリリとして、一

同気持ちが癒された感じです。 

ビンゴゲームは、武井百代氏の采配よろし

く、皆さん童心に返った賑わいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途中、髙橋代表理事より、宇都宮・岸イヨ

裁判時「裁判を支援する会」を作り、その時の

財政の残金 25 万円を、これからの 100 万人署

名運動等の活動資金として渡した旨、報告があ

りました。私、田中も、石井さん・久下さんと

一緒にこの「支援する会」の裏方を 7 年間やっ

てきましたので、今後有効に使われることを嬉

しく思います。 

 

今日はかたい会議でなく、笑いの中にも参

加者に今年のやる気が伝わった会となりまし

た。事務局、縁の下役の皆さん、ありがとうご

ざいました。 
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協同組合兵庫県保険鍼灸師会 藤岡理事長 新年会挨拶要旨 

伝統医療を排除した行政の壁を乗り越えよう 
 

１ 超高齢化社会を支える医療として、自然治癒力を高める 

東洋医学が必要であることは国民に理解され、健康保険で 

受診を制限するやり方はだれでも疑問に思っています。各人 

の自然治癒力の向上を目指し健康維持を図る東洋医療は、 

病気の外的原因を取り除く西洋医療とともに、高齢化社会 

に必要とされる医療です。 

国民の立場から健康保険制度の改善をすすめるため、 

署名運動の要望項目について時間をかけて検討してきました。 

はじめは 5 項目あった要望項目は、検討の結果「あん摩・ 

マッサージ・指圧・はり・きゅう治療を、一般医療と同様に保険証の提示で受診できるようにし

て下さい」の一つの項目に集約することで一致をしました。 

  国民ひとり一人が持っている医療選択の権利がないがしろにされている基本問題の改善に取

り組む運動として、署名項目を一つにしぼりました。 

 

２ 今までの経過を振り返ると、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの労災保険や健康保険

の適用を広げる努力は、患者の裁判によるたたかいですすめられてきました。 

  労災保険によるはり・灸治療を 1 年で打ち切る労働省通知が 1982 年にだされ、保障の打ち切

りは違法との裁判が東京や大阪などで 10 年間にわたり争われました。この裁判で患者が大阪高

裁、東京高裁で勝利し、労災保険によるあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの 1 年打ち切

りは撤回されました。 

  1991 年に岸イヨさんは、医師の治療とはり・灸療養費の併給禁止の不支給処分は憲法や健康

保険法違反であるとの裁判により、厚生労働省通知保険発 150 号をひきだしました。この通知に

より医師の治療を受けたあとでなければ療養費を支給しない、医療先行の考え方が打ち破られ、

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの健康保険による普及の一歩を踏み出しました。 

  このように、これまでは患者がたちあがり司法に提訴し声を上げて行政を変えてきたのです。 

今度取り組む署名運動も主役は患者です。われわれは患者を支えて、患者と一体になり今度は

立法権を持つ議会へ働きかけたいと考えています。 

明治以来、伝統医療を排除してきた行政の壁を乗り越えるのは簡単なことではありませんが、

統合医療の考え方、伝統医療の活用に反対する政党はありません。運動のひろがりにより議会を

動かす事は十分可能であると思います。東京のみなさん、運動への積極的なご参加をお願いいた

します。 
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 昨年暮れ 12月 20日に署名運動すすめる検討会が京都において行われ参加しました。 

 京都、大阪、兵庫、東京から患者団体の方を含めて１０名をこえて集まりました。 

 協同組合兵庫県保険鍼灸師会の藤岡さんより報告がありましたが、兵庫県選出の全政党の国会議

員へ署名の協力をお願いしたところ、要請に反対の議員はなく積極的にすすめるとの声も聞かれた

そうです。 

 東京の取り組みについては、岩下理事を中心に行った不支給の審査請求 

および再審査請求について、神奈川県国保連合会との往療費不支給について 

の交渉について、社会保障審議会医療保険部会療養費検討専門委員会へ療養 

費改正についての意見書の提出などにつき報告しました。 

 大阪、京都、兵庫に治療院を核にした患者団体があり、患者団体として署 

名運動に参加します。これらの患者団体が使えるように、NPO医療を考える会 

で作成したリーフレット活用の要望が出されました。 

患者が中心ですが、施術者をはじめ医療関係者にも広く理解を得られるような運動にするため、

署名項目を一つにしぼる問題について議論が行われ、検討に参加した者のあいだでは一致がみられ

ました。（検討された「請願趣旨」「請願項目」は下記に添付します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あん摩・マッサージ・指圧・はり･きゅう治療の 

健康保険適用の拡大と改善を求める請願書（案） 

 請願趣旨 

 本請願は「あん摩・マッサージ・指圧・はり･きゅう（以下「あはき」と呼称）治療を健康保険で自由

に受けたい」という多く国民の声に基づき、「あはき」の保険適用の適正化を求めるものです。 

 わが国において「あはき」は西洋医学伝来以前から、命と健康を守ってきた歴史があります。西洋医学 

が主流となった現在においても、「あはき」を求める国民の声は根強く、日本国民にとってなくてはなら 

ない伝統医療であり、西洋医学と「あはき」との併用によって、相乗的な効果を発揮し、健康の保持、増 

進に重要な役割を果たすことは実証済みです。 

 しかしながら、現在の「あはき」の保険制度には制限が多く、保険証の提示で必要な治療を受診できる

ようになっていません。  

これは「国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利」すなわち「受療権」を侵害している状態だとい

わなければなりません。 

 日本国憲法第 25 条は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべ

ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされ

ていると共に、国際人権規約でも「到達可能な最高水準の健康を享受することは、すべての人間の基本的

人権の一つ」であるとして「健康権」を提唱しているのです。 

これら「生存権」「健康権」を保障することが、国の責務であることは明瞭です。 

つきましては、以下の事項を請願いたします。 

 １．あん摩・マッサージ・指圧・はり･きゅう治療を一般医療と同様に保険証の提示で受診できるよう

にしてください。 

 

100万署名運動 京都の会議に参加 
                                      高橋 養藏 
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在宅ケア部 研修会    

「口腔衛生は肺炎予防」  

會澤智也先生講演                                

 

報告 山内恵美子 

 ２０１３年２月３日に午後１時半から４時半まで中野勤労福祉会館に於いて在宅ケア部恒例の

研修会が催されました。今回は、歯科医師 會澤智也先生にお願いして「口腔衛生は肺炎予防」と

いう題で講演して頂きました。 

                      以前、ある歯科医師から「在宅の高齢者には体力

が落ち、病原菌に対して抵抗力や自己免疫力、治癒

力が低下している人が多い。そのため、歯周病菌の

感染症にかかる方も他の方々より多くなりがちで

す。」ということを、伺ったことがありました。 

口腔衛生は、在宅療養の高齢者には特に重要な事で

あるという事が、今回、先生のお話からよく解かり

ました。先生は「歯科の病気（虫歯と歯周病）――

病気の成り立ちと全身への影響、その治療」という

テキストを用いてスライドにより説明してくださ 

いました。以下、講演のなかから重要な項目をまとめてご紹介します。  

高齢者社会への移行が言われ始めて、高齢者の健康にたいする関心が高まってきたのか、２０１

１年では厚労省の統計によると中高年の中で「２０本以上、歯を有する者」は６５歳から６９歳の

人では、１９８７年の人の２倍半に増えています。これら２０本以上自分の歯を保っているかたは、

自分の歯で食べられるので食事の内容が豊富になり、栄養やカロリーの確保がしやすくなります。 

その分、う蝕や歯周病の罹患機会が増え口腔ケアの必要性が高まります。また、歯科医療も変化

してきており、外科的治療（う蝕処置、歯冠修復など）に加え、内科的治療（歯周病菌の管理的治

療）があり口腔の健康維持ということでは両者は密接に関連しています。 

 歯周病とは特殊な感染症を言い、口腔環境が悪いと歯周組織（支持組織）が破壊されます。それ

により、歯周病原生菌が発生し、プラーク（歯垢）を口内に形成します。また血管内にもプラーク

（粥状の脂肪性沈着物）をつくり動脈硬化を誘導します。 

また歯周病菌が誤嚥により気管から肺に侵入しますと誤嚥性肺炎を発症します。 

他にも関連する内科疾患には、心膜炎、糖尿病、妊娠トラブルなどがあります。 

 唾液の役割についても説明があり、良い唾液は粘膜の保護、食物の溶解、口腔内の潤滑、中和、

緩衝また歯面などの洗浄、消化酵素の分泌、抗菌物質、歯面の再石灰化など多くの役割を果たして

います。 

 高齢者が気をつけたほうが良いこととして、口腔乾燥症とその原因で、脱水、唾液分泌低下、乾

燥、があります。気をつけたい事としては、薬剤の３０パーセントに口渇の副作用があることです。

抗欝薬などの精神薬や血圧降下薬、鎮痛薬、気管支拡張薬、抗パーキンソン薬など。 
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在宅ケア研修にご希望、ご意見をお寄せ下さい。 

 高齢者は増加を続ける中で、療養病棟を削減し在宅療養へと切り替える医療行政が

すすみ、在宅治療への要望は広がり重要性を増しています。 

 医療や介護に関係するいろいろな業種の関係者が在宅医療への関心を強め事業へ

の参入を考えています。 

 あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の在宅医療での役割を高め、事業を広げるため、

技術・知識のスキルアップおよび、療養費制度の改善がどうしても必要です。 

 次年度の事業計画検討の時期となりましたので、研修、セミナーの内容についてみ

なさんのご希望、ご意見を、在宅ケア部員、または事務局へお寄せ下さい。 

                       在宅ケア部長 木下 典久 

 口腔ケアで、歯垢は歯ブラシでとるもので、歯磨き粉がなくても歯の表面はきれいになるそうで

す。どうしても除去出来ない所は歯間ブラシが有効だそうです。 

 慢性疾患としての歯周病にたいし定期管理の重要性と歯科医療の往診の必要性が肢体不自由者

や寝たきり高齢者や認知症害などの方々などに最近とみに高まっています。 

會澤先生の熱心なお話にスライドの説明も解りやすく、受講者からも好評でした。 

参加者は会員、非会員合わせて１３名程あり、質問も多く出され、先生からの回答も伺うことがで

きました。改めて口腔衛生の重要性を再認識することのできた講習会でした。 

アンケート結果から感想を少しご紹介しますと 

「高齢者に重要な話を伺えた。まず、自分の家 

族から口腔ケアを広げて行きたい」 

「唾液が歯の表面のカルシウムの補修をしている 

ことが解った」「歯槽膿漏で歯茎がが腫れてくると首肩が 

痛くなってくるが、その関連が解った。」 

「普段、歯科医師に聞けないことなど伺えてよか 

った」「テキストも字が大きく、スライドを使って 

くださってとてもわかり易かった」 

この講師をなさってくださった會澤智也先生に 

改めて感謝申し上げたいと思います。 

また、事務局の高橋様始め皆様に、研修会の申し込み受付やテキスト印刷、スライドの準備など

その他、ご協力頂き、大変お世話になりました。この報告の紙面をお借りしまして御礼申し上げま

す。 
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千駄ヶ谷社教館まつりの報告 

事務局 松本泰司 

2 月 17 日（日曜）、千駄ヶ谷社会教育館の社教館まつりにおいて、NPO 法人『医療を考える会』

が、医療相談とマッサージの無料体験コーナーのブースを設けました。 

当日は晴れていましたが、たいへん寒く、入場者の来所数が懸念されましたが、当会のブースに

は、昨年を上回る利用者が集まりました。 

当会の参加は、今年で 3 回目になるのですが、

マッサージを体験された利用者の方は、始めてマ

ッサージをする方や、マッサージをした事はある

が、こんな姿勢で受けたことはなかった等、たい

へん賑やかで好評を博しました。こんな姿勢で、

と言うのは今回はじめて、マッサージチェアを持

ち込んだ事に由来します。 

クイックマッサージを利用した方は、経験され

ていると思われますが、写真ようにイスに跨って両膝をつけての施術は、高齢者にとって新鮮な体

験だった様です。この専用のイスは会員の瀬川先生の御協力で、このイベントの為に用意して頂き

ました。 

マッサージを行っている施術者は、特に変わった手技を行

った訳では無いのですが、「こんなマッサージは始めてだ」「こ

こで本格的なマッサージが受けられるとは思わなかった」 

「来てよかった。気持ちがいい」など、施術をしている先生

方が嬉しくなるような反応が、多数返ってきました。 

マッサージの経験のない人が、この体験を通して近くの治

療院を訪れるきっかけになれば、今回の祭りへの参加は大成

功と言えます。利用者の中には「整骨院でマッサージを受け

ているが治らない」「どこの治療院に行ったらいいのか分から

ない」「知らない治療院に入って高い料金を取られるのでは、

と思うと怖くて行けない」「病院で治らないと言われたが、こ

れからどうしていいのか分からない」等の意見がありました。 

高齢者が抱える不安や悩みは、身体の衰えだけでなく、先

細る収入の中で、現金の治療には二の足を踏むなど、多くの

切実な相談を受けました。保険が使えて、なおかつ良質な治療を行うことには強いニーズがあり、

社会に対する大きな貢献であると共に、これから施術者が生計を成り立たせる道である事を、改め

て確信致しました。トータルで 20 名を上回る方がマッサージを受けられ、盛況のうちに閉会式を

迎えました。 

当日参加して下さった会員は、（敬称略・五十音順）岩下幸卯・上石晃一・木幡久美子・瀬川信

幸・高橋養藏・田中榮子・山西俊夫各氏及び事務局から久下勝通・齋藤ゆき子・山口充子・山西力

と松本泰司でした。 

参加して下さった会員の皆様は、忙しい中ご協力して戴き誠にありがとう御座いました。 
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昨年１１月、埼玉県関係の保険申請に対して、私の施術院に査察が入りました。不正請求がない

かどうかの確認作業と推察します。私が扱っている保険者の中では埼玉関係はそう多くないのです

が、長期に渡って施術している患者さんもいるため査察が入ったのか、または無作為抽出により査

察に当たったのかは定かでありません。      

 

ある日突然３人の査察官が来院し、身分証明書を提示した後に 

「今から査察に入る」旨の説明が３０分ほどあり、査察が始まり 

ました。身分証明書には『埼玉県国民健康保険団体連合会』の支払 

い担当と記載されていたと記憶しています。 

査察の内容は、パソコンデータと施術録の施術回数及び同意書の 

コピーの確認など約３時間に渡って綿密に調べあげるものでした。 

査察の結果はその場では告げられず、１ヶ月後に電話で報告がありました。「パソコンデータと施

術録に相違はなく、同意書のコピーも漏れなく揃っていたため、不正請求なしと判断しました。今

後も施術録と同意書の管理をしっかり行って下さい。」との内容でした。 

 

私は、以前病院に勤務していたので、厚労省・東京都・保険者の支払い担当より毎年査察が行わ

れることは承知していましたが、自分の治療院への査察は初めての経験でした。先輩諸氏に伺うと

「埼玉県は、施術師が開業した後 3 年から 5，6 年の間に一度は必ず査察をする。」と聞き、合点し

た次第ですが、保険者も財政が苦しい中、不正請求等に向ける目が一段と厳しくなっていることを

肌で感じた一日でした。そして日頃の施術録の管理・確実な事務処理の必要性を改めて確認するこ

とにもなりました。会員各位の注意喚起のため、以上報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の査察を受けて 

黒川邦日兒 
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患者主体の医療体制を 

                             萩原駒代 

 

昨年 10 月の「あはき医療費専門委員会」では治療回数の制限、出張費の見直し等の提言が 

あったとのことですが、高齢化や高度医療の普及する中、医療費抑制が急務である認識は共 

通するものです。このような経済情勢の中で医療の提供体制がどうあるとよいのか、改めて 

考える必要があります。 

国民皆保険制度により、医療環境は普及し、誰もがいつでも安心して治療を受けられるよ 

うになりましたが、安易に医療にかかれるあまり、少しの熱や傷でも処置や薬を処方され、 

また慢性疾患や重度な疾患につながる症状などは食事や休養、鍼灸、手技療法、民間療法な 

どで予防や改善が可能でも、そのような対処は一般的ではなく、薬や高額医療での治療が主 

流になっています。 

高齢化、高度医療より障害者、寝たきりの患者が増加する一方、家族や人とのつながりが 

希薄になり、児童虐待や未成年の自殺が大幅に増えており、より人とのつながりが重要にな 

っています。 

鍼灸は病気になる前に体を治す“未病治”に長けており、重度の疾患や寝たきり、障害を残し 

やすい疾患(脳血管障害やガン、心臓病等)に移行することを未然に防ぎ、また進行を抑えるこ 

とが可能です。普段から一通りの知識を持った者が、時間をかけて体調を調べ、整え、食事 

や運動、その他体に適った指導を行う事は病気を予防する上で非常に重要です。 

またそのように体を気遣い、精神的にも話を聞き、親身になれるあはき治療家は患者との 

信頼関係を構築し精神的な支えとなることが可能で、潜在的な資源として有効に活用される 

ことが望まれます。 

医療は本来患者のものであり、患者自身がどのように医療を受診するか、どの治療法をど 

こまで委ねるかを決め、また現在の経済状況の中で医療費は大きな割合を占めており、増加 

する国債、高齢化、高額医療が進む中で、この様な状況を理解し個々人の問題として一人ひ 

とりが医療との関わり方を考え、変えて行く必要があります。 

以上のような意味から、患者が自由に医療を選択できるよう健康の鍼灸マッサージの保険 

適用の制限を WHO の認める疾患にまで適用を広げ、また医師との連帯や経過を知る上でも、 

医師との併用禁止の解除が望まれており、国民一人ひとりに医療との関わり方を改めて考え 

るよう働きかけ、鍼灸あんまマッサージ指圧などの伝統医療や民間療法を積極的に活用出来 

るよう、ご検討をお願いいたします。 

以上のような提言を考えております。この様な提言は個人、個団体ででは無く、会員皆様 

の意見や考えを出し合いながら他の鍼灸マッサージ団体などとも連携しながら、より良い医 

療のあり方を進めていけたらと思います。 

 

 

私の提言 
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「神なるかな神！」（7） 
山井静男 

 

 

 

 

[和訓] 之を刺して気至らざるは、其の数を問ふことなかれ。之を刺して気至らば、乃ち

之を去れ。復た鍼することなかれ。 

 

[通釈]  之を刺して神気が至らず、邪気が去らない場合には、何回鍼を刺してもよい。し

かし鍼を刺して、正気が充足して神気の存在態となり、邪気が去ったならば、鍼

をただちに抜去すべきである。そして鍼を抜去してからは、再び鍼をしてはいけ

ない。 

 

 

 

 

[和訓] 鍼は各々宜しき所あり。各々形を同じうせず。各々其の為す所に任するなり。 

刺す要は、気至りて効あるなり。効の信（しるし）は風の雲を吹くがごとし。 

明らかなるかな。蒼天（そうてん）を見るがごとし。刺の道畢（おわ）んぬ。 

[註]・・畢は漢音ではヒツ・呉音ではヒチ。意読はあみ・あみする・つくす・おわる・おえる・おわんぬ・ 

ことごとくの意になります。矣とあわせて断定の語気をあらわしています。 

 

[通釈] 鍼には九種類あり。各々の病状によって使い分けをすべきである。その形状はそ

れぞれ異なっており、その目的も違っていて、それぞれ、その宜しい所に適合し

た使い方をすべきである。神気が至って邪気が去り、そこで鍼の効果が実現する。

効果のしるしは丁度いままで黒雲が覆っていたのが、パッと風が吹き出すとみる

みるうちに雲が散っていって、青空が現れるようなものである。即ちそれまで在

った苦痛が適確な鍼によって取れてしまう。そのくらい鍼の効果は顕著なのであ

る。これで刺鍼にあたっての肝腎な点は終わりである。 

 

（まとめ）私（山井）は、この雲と青空のたとえを読むと、日蓮上人の御書の中で、『雲の

走るは風の力なり。男の仕事は女の力なり』と、喝破された御言葉と似ているよ

うな気がします。 

 

（資料）丸山昌郎著「黄帝鍼経講」より抜粋 

 

 

刺之而気不至 無問其数 刺之而気至 乃去之 勿復鍼 

 

鍼各有所宜 各不同形 各任其所為 刺之要 気至而有効 効之信若風之吹雲 

明乎 若見蒼天 刺之道畢矣 
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事務局より 
 

「療養費ソフト」はＷｉｎｄｏｗｓ８でもご利用できます。 

 

  V2.81（H24 年 5 月以降にリリースされたもの）は、Windows8 でも利用できます。 

  ただし、インストーラが Windows8 に対応していませんので以下の処置が必要です。 

  ・CD-ROM 内の SETUP は使用せず、vista フォルダ内のセットアップを利用します。 

  ・Windows8 のスタートメニューには自動登録されません。検索メニューから、「申請書システム」

を呼び出して、「ピン止め」します。その後希望の位置に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注意) 

 あくまで暫定的な対応方法です、次回のバージョンアップで正式に対応します。 

 また、Windows8 でも申請書作成の機能に変更はありません。また、windows8 の基本操作はかなり

違っています、基本操作については windows8 のマニュアルを参照してください。   

 

 

 

     会員登録情報をまだ返送していない方は、先日同封しました返信用封筒にてすみやかに

ご提出下さい。 

 

 

      各部長各位   事務局長 清水一雄 

       2月 24日の理事会におきまして、各部の事業報告および次年度の事業計画などの提 

      出〆切が決まりました。〆切…3月 31日 事務局までご提出下さい。 

 

 

 

デスクトップから「ピン止め」します 
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再同意日の取り扱い要注意！ 
 

ある受療者さんの９月施術分について９月１日の再同意日に全国健康保険協会新潟支部より

指摘がありました。 

 担当者の指摘は「療養費の支給基準から同意日から３ヶ月を経過した時点で同意を得ていれ

ば同意書の添付を必要としないが、その３ヶ月をすぎての同意は同意書の添付が必要」という訳

です。 

厚生労働省の療養費担当にも問い合わせをしました。担当者はそういう解釈もできますかね。そ

こは保険者の判断によります。」との回答。「受療者に３ヶ月もさかのぼって医師に同意書をお願

いできるでしょうか？協会健保は被保険者のことを考え、善処してもらうようお願いしたところ担

当者は「後ほど文書でお知らせします」で終わりました。（2月 27日現在、返戻はありません） 

今までに無い解釈に唖然とさせられましたがここまできびしく支払の制限を強めているのでしょう

か？「協会健保は新潟支部に限らずに今後しっかりチェックをしていく」     

と担当者は言いましたがその他の保険者では今のところこの解釈はとっていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

        

       会から東京都に助成申請できる（受領委任払い） 

のは 障 と 被爆 のみです。 

         

         都 は主に難病の方が持っている医療証ですが、一部スモン病の方以外は鍼

灸マッサージ治療は認められていません。本人申請（償還払い）もできません。 

基本的に「西洋医でも直せない病気が鍼灸マッサージで治るとは考えられない」という解釈が背 

Ｑ： ○都  の医療証を持っている患者さんが

いますが、会から東京都の医療費助成申請 

はできますか？ 

 

 

 

質問コーナー 
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景にあると考えられます。ただし患者さんが 都 とともに 障 をお持ちの場合は申請が可能 

です。 障 は自己申告制です。窓口は各市区町村の障害福祉課となります。 

 

障 の種類 

負担者番号 名   称 

80136＊＊＊ 心身障害者医療費助成制度 

（本人負担あり） 

80137＊＊＊ 心身障害者医療費助成制度 

（本人負担なし） 

 

   ＊被爆の医療費助成は国の制度なので、全都道府県に申請できます。会にご提出下さい。ま

た、前老の方は、本申請は 8 割、助成申請は 2 割で作成して下さい。 

 

＊ 親 乳 子 などの医療費助成は基本的には本人申請となりますが、一部、受領委任払

いを認めている自治体もあります。別途ご相談下さい。各市区町村が窓口となります。 

 

 

〈東京都に助成申請できる施術者・患者の条件〉 

 

          ＋   ＋              ＋         ＋      

○                 × 

 

 

＊施術者は事前に都に登録が必要です。都から登録番号が振られてからの申請となり、原則遡っ

ての申請は受け付けてもらえませんので、早めにお申し出下さい。 

＊東京都以外の施術者の方 

東京都に医療助成申請はできません。患者さんが本人申請をして下さい。 

 

 

現在、会では東京都以外の自治体とは契約を結んでおりません。他の自治体に受領委任払いの

希望を通すためには、要請文の作成・名簿の提出などの手続きが必要です。受領委任払いを認め

させるように、一緒に運動していきましょう。 

 

都内に住所地がある 

患者 施術者 患者 

都内に施術所がある 都外の住所地 

東京都 

○横浜市・逗子市など

一部会から申請できる

自治体もありますので

別途ご相談下さい。 

会は生活保護・残留孤児・交通事故・労災の申請についてもお手伝いいたし

ます。別途お問い合わせ下さい 

 

住所地自治体に 

本人申請 
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須藤三郎先生より（渋谷区笹塚在住） 

この度施術所をたたむことになりました。使える物があれば、会員の皆様に使っていただき

たいと思います。詳細は電話にてお願いします。          電話 03-3370-6087 

 

           

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

3月 11日（月） ①事務局会議 13時～14時  

         ②健康保険学習会  新入会員等対象  14時～16時 

31日（日） ①介護保険事業部会  10時 30分～12時 30分  

      ②学術研修・セミナー問題検討会 14時～  

（場所はいずれも事務所です） 

                

 

             

4月 7日（日） 「小石川植物園の薬用植物観察会」NPO主催  

日本漢方薬協会  緒方勝行講師 

  21日（日） 臨時理事会 13時～ 

5月 19日（日） 一般社団法人第９回定期総会 

7月 14日（日） NPO主催講演会  金沢大学教授 井上英夫氏 
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平成 24 年度 療養費の改正についての意見書を提出 

 療養費改定を検討している療養費施術門委員会へ、療養費改正についての一般社団法人鍼灸マッ

サージ師会の見解を明らかにした文書を提出しました。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専門委員 14 名に送付しました。 

○座長・有識者(5 名) 遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授 江口 隆裕 筑波大学大学院ビジネス科

学研究科教授 笠木 映里 九州大学大学院法学研究院准教授 嘉数 研二 宮城県医師会会長 清水

恵一郎 東京内科医会副会長 

○保険者等の意見を反映する者(5 名) 高橋 直人 全国健康保険協会理事 池上 秀樹 健康保険組合

連合会理事 村岡 晃 高知市健康福祉部副部長 伊藤 弥志長 秋田県井川町町民課長 飯山 幸雄 

国民健康保険中央会常務理事 

○施術者の意見を反映する者(4 名) 仲野 彌和 公益社団法人日本鍼灸師会会長 杉田 久雄 公益社

団法人全日本鍼灸マッサージ師会会長 時任 基清 社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会会長 

竹下 義樹 社会福祉法人日本盲人会連合会会長 

 

  

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 御中 

平成２４年度あん摩マッサージ指圧、はり･きゅう療養費の改正についての意見書 

平成 25 年１月吉日  

一般社団法人 鍼灸マッサージ師会  

代表理事 高橋 養藏 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-39-7メゾン代々木 201  

TEL ０３－３２９９－５２７６ FAX ０３－３２９９－５２７５ 

 

明けましておめでとうございます。昨年１０月１９日第１回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の傍聴をさせていただき有難うございます。その件につきまして当会とし

ての意見を申し述べますので、ご検討のほどよろしくお願いします。 

 

１ はり・きゅう治療、あん摩マッサージ指圧（「あはき」という）治療に対する政府の行政指導

の改善を要望いたします。 

１）医療費に占める割合が異常に低いあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費 

平成２３年１２月６日社会保障審議会医療保険部会では、療養費の伸びが国民医療費の伸び

を上回っていることを問題視し適正化するといっています。 

   しかし、あん摩マッサージ指圧療養費、はり･きゅう療養費について、療養費の伸びだけを

問題にするのは、被保険者のための医療の充実という基本的な視点を失いかねません。 

   厚生労働省保険局医療課推計の医療費の推移を見ると、平成２２年度の国民医療費は３７兆

４千億円であり、この中ではり･きゅう療養費は 317 億円で国民医療費の 0.085％であり、あ

ん摩マッサージ指圧療養費は 517 億円で国民医療費の 0.138％に過ぎません。 

   このようにあん摩マッサージ指圧、はり･きゅう療養費の医療に占める割合が異常に少ない 
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のは、厚生労働省の行政指導により、あん摩マッサージ指圧治療、はり・灸治療は、患者が自 

ら選べない治療にされているためです。 

高齢化がすすみ高齢で障害を持つ国民は増加の一途です。厚生労働省統計情報白書によると

平成 24 年 8 月の要介護認定者数は約 400 万人、身体障害がひどくなる重度の要介護 3 以上が

約 200 万人です。あん摩マッサージ指圧、はり･きゅう療養費はこのような人々に必要とされ

ている治療です。医療費に占める割合が異常に低いということこそ、問題であり改善が急がれ

ると考えます。 

 ２） 柔道整復師との差別的取り扱い 

  療養費の取扱のなかで柔道整復師の治療は、①患者が保険証を示して受療できる行政指導、

②療養費の委任払いを認める行政指導、により医療機関の医療となんら変わらない取扱にし

ています。 

  しかし、同じ療養費の取り扱いであるにもかかわらず、あん摩マッサージ指圧治療および

はり･きゅう治療を受療するには、患者は保険医の診断を受け同意書の交付を受けなければ

ならないという行政指導です。しかも療養費の委任払いを認めていません。 

同意書を交付しない医師も多く、患者がどんなに自分の体調に適した医療と認識しても受

療できない場合が多々あるのです。 

捻挫や打撲という新鮮な外傷疾患を扱う柔道整復療養費は平成 22 年度 4,075 億円です。

高齢化のなかで慢性疾患対策が国民的な課題であり、その慢性疾患の克服の一端を担うは

り･きゅう、あん摩マッサージ指圧療養費は合計しても約 800 億円です。 

障害をもつ高齢者急増の中で慢性疾患を扱う療養費は、新鮮な外傷疾患を扱う療養費の五

分の一という実態は不公平な行政指導の結果と考えます。 

３）あん摩マッサージ指圧療養費、はり・きゅう療養費取り扱いの行政指導の改善を 

医療の基本は患者の医療選択の権利の確保です。療養費の取り扱いは、平等、公平に取り扱 

い、あん摩マッサージ指圧師の治療，はり・きゅう師の治療も柔道整復師の治療と同様に患者

が健康保険証を示して受診できる取り扱いにし、医療費の支払いは受領委任払とすべきです。   

 

２ あんま等・はり灸療養費に関する健康保険協会と保険組合からの意見について            

あん摩マッサージ指圧治療は、脳血管疾患後遺症などを抱えて自宅療養をする高齢者を支え

る治療です。寝たきり、歩行困難な方が多く、寝たきり防止のために継続した治療が必要です。 

独居や高齢者夫婦の家庭が増えつつあり、通院困難者は往療を頼りにしています。慢性的疾

患を支給対象としているから施術期間、施術回数の上限を定めて治療を打ち切れ、というのはあ

まりにも乱暴な見解です。このような対応がとられるとすれば、いったい何のための健康保険か

ということになります。 

保険協会の被保険者からの大切な保険料を大切にかつ効率的に用いたいとのご意見はわかり 

 ますが、最も大切なことは被保険者が必要とする医療が受けられるという、被保険者の立場にた

いする配慮です。 

  高齢化による被保険者は、身体の不具合を解消し健康で自立した生活を切望されており、あん

摩マッサージ指圧、はり･きゅう施術の果している役割を正しく理解していただきたいと思いま

す。 

 寝たきり、車いす生活を余儀なくされている被保険者が、訪問治療を要望している現状が多々 
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あります。 

保険者としての責任は、被保険者の置かれている実態を身体的、心理的、経済的に考慮される 

 ことであると考えます。 

以下保険協会からの理解に苦しむ療養費改訂の要請について意見を述べさせていただきます。 

保険協会が療養費を対象とした節減医療費は総医療費のゼロ点数％で、患者の必要性を排除し

実行されようとするのは、どのような意図があるのでしょうか。保険医療の意義を再考していた

だきたいと思います。 

保険料の支払い義務に徹している被保険者は、健康になる為の担保として必要とする医療を患

者の意志で選べるようにする、という医療の基本に立ちかえるべきことを強く要望します。 

あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師を集めていただき国民の前で公開討論を検討すべき

と考えます。 

以下、保険協会からの療養費の要請について意見を述べさせていただきます。 

 

１）「往療」について 

 「往療料」は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できるものであり、これによら

ず、『「定期的もしくは計画的」に患家に赴いて施術を行った場合は支給できない』との見解に

ついて意見を述べます。 

往療は、歩行困難など通院での施術を受けることが困難な場合に患者の求めに応じて行い、

往療を必要としない患者への往療は当然ながら認められません。 

しかし、加齢に伴い歳を追うごとに慢性疾患等により歩行困難を訴える患者は増加し続け、

往療を求める声は年々広がり反復した施術が必要となってきます。 

施術効果を高めるために病状に応じて「定期的、若しくは計画的」に行う場合があります。

「定期的もしくは計画的」に看家に赴いて施術を行った場合は支給できないという見解は、医  

療現場を知らないご意見と言わざるを得ません。 

 ２）「往療費の患者負担」について 

   往療費は原則廃止、やむを得ず往療を行う場合は、2 ㎞以上は患者負担とする要望が出され

ています。 

 このような要望は、富裕層の方々を対象にした考えであり、低所得者への配慮が欠落してい

ます。国民皆保険制度に反する考えで、被保険者の負担が過大になり、施術を受けられない患

者を増加させ病状悪化をもたらし逆に医療費負担増に繋がりかねません。 

政府の療養病床を縮小し在宅療養重視の方針により、長期療養の在宅患者増加のなか訪問施

術は困難になり、在宅療養の慢性疾患患者を切捨てるような意見は認められません。 

 ３）同意書の添付について 

  全国健康保険協会は、は再同意も同意書様式で詳細化を要求していますが、これは患者の受

療機会を遠ざけ患者の為とはとても思えません。 本来、「あはき」師が医療として行う自由

診療に医師の同意書は必要でしょうか？ 

①医師の同意を得るのが高いハードルになる。 

②繁忙な医師に不必要な負担を負わせることになる。 

③同意書に関して手間暇かけることが人件費の浪費を生み被保険者のための保険医療になる

のでしょうか。 
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４）施術期間及び施術回数の制限 

   「あん摩等・はりきゅうに係る療養費の請求は、慢性的な疾患を支給対象としていることか

ら施術期間及び施術回数の上限を制定されたい」との要望が出されていますが、上限を制定す

るということは、慢性疾患の実態を理解していないと言わざるを得ません。 

①重病者によっては施術の期間、回数については患者の状況を考慮しなければなりません。 

②患者自身の都合、具合によって実際医療に携わっている者が判断しなければなりません。 

保険者の方々はこのような問題を理解しておられるのでしょうか。 

５） 柔道整復師の施術と「あはき」師の施術の重複施術の制限 

「柔整を受けている期間中に、「はりきゅう」又は「あん摩等」を受けている場合は、療養

費支給の対象としない」取扱とするよう制限せよとあり、この制限は何を根拠とされているの

でしょうか？ また柔整が上で「はりきゅう」又は「あん摩等」が下という解釈になるのでし

ょうか。 

①柔整と「はりきゅう」又は「あん摩等」の治療は、治療目的も施術技術も異なっている。 

②養成校機関も国家試験も別々である。  

   以上の理由から基本的に患者の医療選択権を尊重すべきであり、医師の治療も含めて併給を

認めるべきです。 

６）はり・きゅう治療の保険適用となる疾患の明確化 

療養費の支給対象となる疾患を「神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻

挫後遺症」の６疾患に限定せよ、慢性的な疼痛を主症とする上記以外の類症疾患を廃止せよと

の意見がだされています。 

   要請は、被保険者の保険適用疾患を狭めることであり、権利の侵害です。「慢性的な疼痛」

を病んでいる被保険者の苦しみを汲み取らず、一方的に保険適用から排除するなどもっての外

です。  

病気で苦しむ被保険者の立場に立ち健康に導いていくのが保険協会の任務ではないでしょ

うか？療養費の支給対象を、慢性的な疼痛を主症すると疾患だけに制限する行政指導自体が改

善されるべきです。 

 

３ 療養費改定に当たっての意見  

国家資格である「あはき」師の差別の無い医療としての位置づけを構築し、患者に相応しい

施術項目の設定と厚労省通達で決めているマッサージの療養費は１回 260 円～1300 円、はり・

灸療養費は１回 1200 円～1,600 円程度と定められており、施術者が生活できる料金体系にす

ることを考慮すべきです。検討課題として 

① あん摩マッサージ指圧治療、はり・灸治療の療養費支給の対象疾患を広げる。 

②マッサージにも初検料を算定する。初診の無い医療は存在しません。 

③はりきゅうの医科との併給禁止を止める。通達で併給禁止にする理由が見当たりません。 

 併給による医療効果に目を向けるべきです。 

以上、患者の声を聞き適材適所の医療拡大により病人を減らし真の医療費低減を考えるべき 

です。 

 

 


