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7 月 14 日午後 1 時半から、新宿の全国高等学校家庭クラブ会館で金沢大学教授・井上英夫先生

の講演会『患者のための健康保険へ改善を』が開かれました。会場は満席、臨時のイスを用意する

盛況で、約 50 名の方々が参加しました。 

まず、ＮＰＯ医療を考える会 副代表理事の山西俊夫氏から、鍼灸マッサージの健康保険適用の

拡大を推進する運動は、兵庫・大阪・奈良・京都が意欲的であるが、この運動を全国的に広めない

と、厚労省への圧力にならない。患者の意思で現代医療か伝統医療を選択出来ることが、国民の権

利である事を、井上先生に健康権の立場から理論的に説明してもらい、運動の理論武装としたい、

と開会の挨拶が行われました。 

井上英夫先生は最初に 3.11 の被災地の現状に触れ、被災地の住民が最も 

怖れているのは“忘れ去られる事”です。一度は被災地に足を運んで下さい。

日本の国の問題点が被災地にいけば良くわかる、とお話され、本題に入られ

ました。 

以下に講演の概要を記します。 

         

今日は皆さんの運動のお役に立てばと思い、講演を引き受けました。ただ誰のための運動なのか、 

鍼灸マッサージ師のためではなく、患者さん本位の運動である事を再確認して頂きたい。その意味

で岸イヨ裁判は決着がつかなかったのが残念です。 

負けるにしても勝つにしても何らかの結論が必要だった。鍼灸マッサージの保険給付額は増えて

いるが、私の視点からは、鍼灸マッサージ界の現状はその後

の進展が感じられない。 

100 万人署名運動を大きな流れにしていくには、基礎となる

理論が必要です。岸イヨ裁判の頃と社会が大きく変わって、

社会保障が作り変えられています。それを表しているのが、

安倍内閣の『自助・共助・公助』の考え方です。 

まず自助努力が先決ですよ、次に家族や近所の助けを得ま
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しょう、最後に来るのが社会制度です、と言うのは時代を逆行するものです。先進国においては歴

史的な経過から、自助・共助では限界があったからこそ社会保障という概念が現れ実践されてきま

した。 

社会保障の基礎は基本的人権であり、日本国憲法では第 25 条の第一項「すべて国民は、健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。ところが国は最低限度という

終戦直後のぎりぎりの生活の保障という呪縛に囚われています。 

その結果、生活保護の老齢加算の廃止を決め、8 月から保障基準額の引き下げを決めました。こ

の次にくるのが生活保護法の改悪です。これが現在争われている生存権裁判です。 

国は公的な医療保険を縮小しようとしています。公的医療保険から任意加入の民間医療保険にシ

フトして来ている現状です。鍼灸マッサージを医療保険適用で、という運動だけではダメです。 

【公的医療保険を人権保障の保険に変えて行く】という立場からの取り組みが必要です。人権の

立場からでないと法律を変える事は出来ません。人権は法の論理から発生していません。法の生ま

れる前から人は人として尊い存在です。別の考えから出ています。 

権利は勝ち取ったら終わりではありません。人権の確立へ不断の努力により権利は維持できるの

です。正当な権利の確立を目指す努力により、憲法にもとづく人権を大切にする国へと発展させる

ことができるのです。 

今回の講演は期待に違わず素晴らしい内容でした。その場にいた会員は、気持ちを新たに 100 万

人署名運動のスタートが切れたと思いました。暑い中のご参加お疲れ様でした。 

                          

事務局  松本 泰司 

 

 

東京の集いによせて  ＮＰＯ法人医療を考える会 副代表理事 山西俊夫 

 

 

皆さんこんにちは。山西です。NPO 医療を考える会患者代表としての立場からご挨拶申し上げ

ます。 

われわれの活動の経緯を振り返りますと、昨年は、国民運動を展開する上でのツールである、東

洋医療に健康保険を適用するための問題点を解りやすく解説したパンフレットを作成しました。今

年は 6/9 大阪で国民の会結成に到りました。京都、大阪、奈良、兵庫の仲間はみなさん意欲的でし

た。 

患者、鍼灸マッサージ師がこれまで地域内での限られた活動から、関西と関東が手をつないで国

民運動を展開してゆく契機になったことに意義があると感じています。患者の健康権と医療を自由

に選択する権利を主張する声を全国規模に広げていきませんと行政は痛くもかゆくもありません。 

今日、7/14 は我々『医療を考える会』の運動の歴史において大変意義深い記念すべき日であると

考えます。百万人署名運動をスタートする東京の集いを金沢大学の井上先生をお招きして開催する

ことができた事です。先生の講演を聴講することで我々自身が理論武装をし、レベルアップを計る

格好の機会と捉えております。 

共にがんばりましょう。 
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議会に働きかける新しい運動を全国へ 

                       （7月14日藤岡東洋雄氏発言要旨） 

国民の立場から健康保険制度の改善をすすめるため、関西で3年間にわたり準備をしてきました。

特に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。 

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は違法との裁判が争われ、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、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という「医

療先行」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。 

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。 

しかし、現在行われている療養費の支給は、患者の権利をないがしろにする違法な厚労省の通知

によるものであり、患者が自分の意志で自分の治療を選べません。 

はり・きゅうやマッサージ治療を活用するうえでこの

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、現在、東洋医療、

はり・きゅうやマッサージ治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。 

保険証の提示で受診できるようにとの署名運動が大阪

ではじまり、本日、東京の運動がはじまりました。これ

を各地に広げながら国会にはたらきかけていきましょう。みなさんの積極的な運動を期待いたしま

す。 

 

はり・灸、マッサージ治療を患者が選べる医療に 

 マッサージ治療、はり・灸治療について保険者から患者や同意書を書いた医師への問い合わせが

（主に文書）が増えています。 

 治療回数や治療部位の問い合わせの文書を受け取った患者から、なぜこんなことを聞かれるのか

と苦情の声も出されるような状況です。また、医師へはどのような理由でマッサージ治療、はり・

灸治療に同意したのか、同意理由を問い合わせる文書が増えています。 
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 療養費支給の適正化の名目で、いやがらせとも思えるような保険者の調査が今後ますます増えて

くることが予想されますので、患者、医師との連携が必要です。越権行為と思えるような調査、不

必要な調査もあります。会員が経験・情報を共有し、保険者に対しては患者の立場を大切に対応し

ていきましょう。 

 しかし、なぜ、こんな調査がおこなわれるのでしょうか？ 

 それは、政府がはり・灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を健康保険で提供する医療（療養の

給付）として認めず、保険者が、病院や診療所以外の診療だが「やむを得ない」と認めた場合に療

養費として国が決めた金額を支給する取扱いにしているためです。 

健康保険では、はり・灸治療、あん摩マッサージ指圧治療は、患者が必要と判断しても、健康保

険から費用を出すかどうかは保険者が判断する取扱いにされているのです。保険者が「やむを得な

いと認める場合」という、あいまいな規定に基づいて療養費が支給される、これは実際には厚生労働

省の通知により実施されています。しかし、厚生労働省行政は患者の医療選択の権利に曖昧であり、ま

た、戦前からの東洋医療排除の古い考え方が根強く残されているため、はり・灸治療、マッサージ治療

の療養費関係通知には問題が多く、国民の要望がありながらその活用を阻んでいます。 

健康保険法第 63 条の改正で、はり・灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を療養の給付と明記

する改正が最善ですが、当面、患者が必要とする場合に、はり・灸師、あん摩マッサージ指圧師の

治療について療養費を支給する、このことを明記する厚生労働省通知が必要です。 

高齢化社会に適応した医療への発展をめざし、患者の医療選択の権利を認め、東洋医療の活用へ

声を上げていくことが重要なときと考えます。 

 

 療養費の支給について健康保険法 87条 

「第八十七条  保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険

外併用療養費の支給（以下この項において「療養の給付等」という。）を行うことが困難であると認め

るとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若

しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、

療養費を支給することができる」 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

〈井上先生の著書〉 

『住み続ける権利 貧困、震災を超えて』 1500 円 

『患者の言い分と健康権』1600 円（いづれも新日本出版社） 

ＮＰＯ事務局で販売しています。送料は別途 160 円。 

ご希望の方は事務局０３－３３７５－６１５１までご連絡下さい。 
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 同意書 

最近、同意書に関する施術者や医師の理解不足による記入条項の不備が原因で、保険者から返戻

されるケースが見受けられます。また、医師が同意書を書いてくれないという声、同意書のフォー

ムについてのご意見など、同意書については様々な角度から会員の声が寄せられています。患者さ

んとしては同意書の撤廃が希望であるとは思いますが、現状、保険請求には同意書が必要であり、

その不備などにより患者さんが不利益を被らないように努める必要があると考えます。 

今月から、同意書に関する問題点をシリーズでお伝えします。医師や保険者への対応など、今後

の対策に活かしていただきたいと思います。 

 

１．保険者から見た同意書の不備とは 

 

マッサージの保険適用条件 

同意書の不備については多岐にわたりますが、医療マッサージの適応症は、一律に診断名による

ことなく、症状として筋麻痺・関節拘縮等がある場合に支給対象となります。同意書の筋麻痺・関

節拘縮のどちらかにチェックが付いていないと、保険者によっては申請書が返戻される可能性が高

くなります。例えば、筋麻痺・関節拘縮にチェックがなくて、その他のところに担当医師が浮腫と

記入してある同意書があります。これは返戻対象になる可能性が大きいのです。 

実例を挙げます。乳がん手術で、腋窩のリンパ郭清を行った患者さんですが、医師が上肢の浮腫

だけにチェックを入れていたため返戻されました。事務局で審査をしていて不思議に思うのは、腋

窩のリンパ郭清を行えば、高頻度で上肢に浮腫が発生し、浮腫があれば肘関節には可動域制限はあ

ると考えられます。又、郭清後は患部が引き攣れますので、肩関節の挙上制限が発生し、どちらに

しても関節拘縮になります。 

施術者は患者さんに簡単な可動域検査をして、角度を計測した文書を持って行き、患者さんの状

態をよく説明し、医師に『医療マッサージの支給においては、筋麻痺・関節拘縮のどちらかにチェ

ックが付いていないと保険者に申請書が受理されない』ことも理解してもらい協力をお願いするこ

とが大切です。これらを患者さんが説明することは難しい場合もあるため、施術者が同行するなり、

文章にて報告・依頼すると良いと思います。医師の理解を得て、連携して患者さんの治療に当たる、

というスタンスに立って頂ければと思います。 

 

マッサージの病名と施術箇所の関係 

では病名は全く関係ないのかと言うと、そういう訳ではありません。実際の当会の申請書におい

て、『肩こり』で体幹と両下肢の申請とか、『頚腕症候群』『五十肩』の傷病名で、両下肢を含め 5

部位請求を行っている等は、保険者から下肢における施術の必要性を指摘されています。このよう

な場合は、施術に至る十分な理由を施術者の見解として付記すれば、申請が認められるケースも

多々あります。 

 

同意期間 

月半ばで同意書をもらい、日付を逆のぼって、その月の月初からの施術に同意する、という医師

が書き足した同意書が見られますが、これは通用しません。あくまで同意書の日付から有効期間が
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発生します。また、月の前半に同意書をもらい、初療が後半になった場合は初療日から同意される

ため、同意書の有効期間が 1 ヶ月先延ばしとなりますので参考になさって下さい。 

 

その他 

・患者の住所・生年月日・性別が申請書と違う 

 例えば旧住所で同意書が発行されていても、申請書が正しければ返戻されることはありません。

この場合は適用欄に「同意書は旧住所で発行されている」旨、一筆添えると良いと考えます。生年

月日、性別に関しても同意書の不備で返戻されるケースはほとんどありません。ただし、同意書に

記入がないということで戻されることはありますので、事前に内容の確認は必要です。 

 

まとめ 

保険者の財政がひっ迫している状況で、申請書を受け取ってもらうには、保険者から見て整合性

のある書き方を考慮していかなければなりません。自分は間違った事はしていないのに返戻になる

のはおかしい、と主張される会員もいますが、申請が受理されなければ患者さんの不利益となり、

施術者の収入にもつながりません。第三者が見ても納得できる同意書の作成を意識していただきた

いと思います。同意書について、皆さんの体験・情報をお寄せ下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の記事が、ラジオ放送でニュースされました。決して一般のゴミと、使用した鍼灸針・血

液の付着した脱脂綿は一緒に廃棄しないでください。 

＜廃棄物処理法違反＞ 鍼など不法投棄 容疑で院長逮捕 東京・新橋のしんきゅう院 

毎日新聞 7 月 2 日(火)17 時 53 分配信  

 治療に使った針などを不法投棄したとして、警視庁生活環境課は１日、東京都港区新橋 ２の「北京中

医康（ちゅういこう）針灸（しんきゅう）院」院長、康少洪（こうしょうこう）（本名・中村康雄）容疑者（４９）＝中

央区 佃２＝を廃棄物処理法違反容疑で逮捕したと発表した。逮捕容疑は６月２４日、同院そばの歩道

に、使用済みのしんきゅう針と、血液の付着した脱脂綿が入ったポリ袋計３袋（計１３１９グラ ム）を捨て

たとしている。生活環境課によると「私は捨てていない。針は食器用洗剤で洗い、滅菌してから使い回し

ている」と否認している。港区からの通報で発 覚した。【黒田阿紗子】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130702-00000014-maiall-soci 

ラジオでは 歩道とは「一般のゴミを出す集積所」と言っており、逮捕の決めては 防犯カメ

ラに当時者が写っており捕まったとのこと。通報は区から委託されたゴミ収集業者からとの事で

す。今後は港区以外にも厳しく保健所からチェックの電話来ることも予想されます。私は新規開

院の際に町田保健所から使用した鍼の処理法を聞かれ「会にお願いしている。」と言ったら、会

の名前も聞いてきました。なりより鍼灸師の姿勢が問われます。 

 会では、会員の皆様への福利事業の一環として廃鍼処理を請け負っております。使用した鍼灸

針、血液の付着した脱脂綿等医療廃棄物を一括で集めて、医療産業 廃棄物処理の業者へ依頼して

処理しております。事務局まで来訪していただくか、配送してください。  

事務局 草薙和春 

 

 

緊 急 ! 

http://headlines.yahoo.co.jp/list/?m=maiall
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130702-00000014-maiall-soci
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付属治療院・松本泰司 

 

患者へのリハビリ手順 

1・患者への対応 

(1)身体機能評価・・・事前に関節可動域・安静時痛・動作時痛を確認。 

(2)状況把握・・・・・現在何が出来て、何が出来ないのかの確認。 

(3)治療継続による今後の見通しの説明と指導。 

(ア)  患者のニーズを聞き、どの程度まで改善できるかを大まかに説明する。 

(イ)  日常生活動作はベッドから離れて行うように。 

(ウ)  安静を過度に保つことは、骨や筋肉を弱くしてしまう事を説明します。 

(4)基本動作訓練 

(ア) 立ち上がり・車イスへの移乗・立位保持等のどれか一つを繰り返し行います。 

(イ) 立ち上がれない時は、寝返り・ヒップアップなどベッド上での訓練を行います。 

(ウ) 起居動作・座位保持を反復練習します。 

(5)基本動作の自主トレーニング表を A4 一枚にまとめ、モチベーションを高めます。 

 

2・家族への対応 

(ア) 本人の障害からくる注意点（片麻痺における麻痺側への転倒リスク）。 

(イ) 介助する場合の立ち位置、立ち上がり前の姿勢（患者の踵を後方に引き、前傾位に）。 

(ウ) 社会資源の紹介（ディサービス・ディケア・地域ボランティア・ピアサポート等）。 

 

（まとめ） 

患者個々の罹患年齢、障害度、性格、価値観、経済状況、家族との関係の他に、患者のニーズ家族の

要望等さまざまな違いがあります。比較的若くして脳卒中を発症された患者の場合、熱心に機能回復に

励む方が多いのですが、80 半ばで障害を負った方はリハビリよりも、安寧な生活の維持を考える場合

もあると思われます。医療と介護の境を行き来出来る施術者は『与える医療』から『支える医療』に対

応を変えて行く事も必要になります。 

 

私達鍼灸マッサージ師は関節拘縮の改善、ストレッチなどの理学的手技だけでなく鍼灸による患部の

疼痛の除去、あん摩、指圧によるリラクゼーションも、患者の QOL の向上に大きく寄与するものです。

座って食事が摂れる。トイレに自分で行ける。自分が努力して少しずつ動ける様になり、出来る事が増

え、家族の介助負担が楽になった時の達成感。 

幸せは日々の生活の中にあります。共に喜び、同じ目線で笑顔で向かい合う謙虚な姿勢は欠かせませ

ん。患者と患者家族が安心して日々を送ることが出来るよう、治療家の立場から支援していきましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

脳卒中について（３） 



 8 

                       事務局よりお知らせ 
 

       労災について 追記 

       先月号の質問コーナーでお伝えした労災についての追加情報です。 

  ・労働局への「指名機関登録」は、申請してから一定の期間がないと受理されません。患

者さんが来てからでは遅くなってしまうため、あらかじめ登録されておくことをお勧めしま

す。会は神奈川・千葉・埼玉各県及び東京都と協定を結んでいますので、該当する方はお問

い合わせ下さい。 

・患者さんも労災について知らない場合が多いので、鍼灸マッサージ治療が労災で受けられる

ことを施術師から積極的にアドバイスすることが肝要です。 

・今年 7月施術分から料金算定基準が変わりました。別紙をご覧下さい。鍼灸：1術で 2550円、

マッサージ：1回 2550円など、健康保険とは違う料金体系となっています。 

 

 

   最近の返戻の傾向 

Ａ．保険者から患者さんに直接問い合わせるケース 

    「患者さんに問い合わせた結果、○○の施術はしていないとの回答を得た。施術箇所

の訂正を」との理由で返戻。 

Ｂ．保険者から医師に直接問い合わせるケース 

「医師からの保険申請上に○○という傷病での記載はない。○○という傷病名でのマ

ッサージ治療の申請は認められない」との理由で返戻。 

Ａ．は患者さんにとってプレッシャーで、保険者に遠慮する形で収まる場合が多い。また、

書面で回答を求める際「わからないことは記入しないで構わない」とある場合もあり、専

門用語（例えば「体幹」）などが理解しづらく、無回答で提出することもある。 

Ｂ．は、医師のカルテに載っていない傷病名で同意書が発行された場合。例えば医師には

「めまい症」で掛かっていても、同意書が「関節拘縮」で出されていた場合。保険者として 

 は、病名と症状の関係が不鮮明なため、客観的な説明を、と求めてくる。保険者によって

は医師に書面での回答を求める事もある。かなりな量の質問項目があり、医師の労力が求

められる内容である。 

個別の状況に応じて対策を立て申請できているケースも多いので、返戻に納得できない

会員はお問い合わせ下さい。 

 

 

         NPO 医療を考える会のホームページができました。ご一読の上、ご意見・ご感想をお寄せ

下さい。       http://npo-iryo.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://npo-iryo.org/
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         交通事故で傷害を負った場合、健康保険証は使えません。代わりに損害保険 

       を使って、治療にかかった費用や、通院の為の交通費を金銭で賠償してもらいま

す。 

損害保険には強制的加入の自賠責保険と、自賠責保険に上乗せする保険会社の任意保険がありま

す。鍼灸マッサージ院に来る交通事故患者の場合、患者は病院で傷害の診断を受けたあと、急性期

を過ぎて症状の完治を希望して治療院に来ます。その時、治療代を支払ってくれるのは損保会社な

ので、患者が損保会社に鍼灸マッサージ院で治療を受けていいという承諾を得ていることが必要で

す。 

交通事故の書式は損保会社が郵送してきますが、独自の書式で料金を記入しても受理されること

も多いです。当会で用意している書式もあります。 

当会は治療費・治療日数等をお知らせ下されば、代理で書類を作成し交通事故に関わる治療代の

請求を損保会社に提出する事も出来ます。一般には治療院側が自分の方で請求を起こすのが原則で

す。もし不明の事がありましたら事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問コーナー 

Ｑ： 交通事故の患者さんがいらっしゃいまし

た。鍼灸マッサージ治療費の請求はできるの

でしょうか？また、手続きについても教えて

下さい。 
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毎月提出される申請書作成を少しでも簡単にできるよう、入力方法を改善しました。 

 

 申請書作成簡単機能  施術開始日、終了日、施術回数などの入力を簡易化します。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開発中の画面のため一部変更の可能性があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施術開始日～終了日 

施術回数、領収日、 

申請日、委任日を自動入力 

日毎に施術状況を 

入力する 

 

申請書ソフト 簡単申請書作成機能搭載！ 
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摘要欄入力画面  摘要欄の入力をしやすくするよう別画面で行います。 

     もっと多くの情報を摘要欄に表示したい 

       ⇒ 文字サイズを大/中/小の 3 段階設定できるようします。（小さな文字も使えます） 

     よくある情報を簡単に入力したい 

    ⇒ ハリの往療理由、マッサージの症状、往療の施術場所の入力ガイドを提供します。 

 

 その他変更内容 

１．申請書作成時のチェック機能を強化し、ミス防止を進めます。 

    (1) 請求区分の指定の必須化（新規/継続） 

    (2) 同意欄に記載された同意日が有効かのチェック 

    (3) 往療明細作成時、患家からの距離が施術所からの距離を超える場合エラー 

    (4) 未登録で終了又は×（バツ）をした場合、確認画面が表示され登録のクリックを促す 

  ２．請求書印刷機能強化 

    (1) 請求書に施術日を追加 

    (2) 社印の印刷 （社印の印影を JPEG ファイルとします） 

    (3) 往療明細の添付（指定時のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに管理機能ＵＰ 

売掛金情報/施術者管理情報機能を搭載します。 

毎月の売掛金情報や施術者毎の施術情報などを管理する機能を新たに提供します。 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

リリースは Ｈ２５年 8 月予定 

USB メモリ/CD-ROM でのみリリースします（希望者のみ） 

 

USB メモリ：８月申請を USB で提出された場合は、送付します 

CD-ROM ：¥2000 で送付します。 

※今後のバージョンアップはインターネットでも行います。 

療養費申請書 

 作成システム 

（申請書作成） データ 
売掛金情報/ 

 施術者管理システム 
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   提供機能 

    ・月毎の受療者数、施術日数、施術料、往療料が一覧で表示 

    ・施術者毎の施術内容（受療者、施術日、施術料、往療料）を一覧で表示 

    ・画面での表示内容を印刷及びファイル(CSV 形式)で出力 

 

 

 

 

 

 

今回のバージョンアップで、入力手順などが大幅に変わります。 

アドバイスが必要な場合 

・ＰＣ持参で事務局に来て頂ければダウンロード・詳細な説明をいたします（無料）。 

・担当者が治療院などに訪問し、個別に対応いたします（有料。訪問費用＋交通費実費）。 

 

いずれも事前予約が必要です。どうぞご利用下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リリースは Ｈ２５年 9 月予定 

USB メモリ/CD-ROM でのみリリースします（希望者のみ） 

※ 詳細は別途案内します。 
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コラム 人権の話  

7 月 14 日の井上教授の講演、はり・灸治療と医療保険のなかで特に印象に残ったのが、政府の社会保障

の考え方に大きな変化がでているという問題です。 

 国民の生存をささえる社会保障は国の責任であることを、社会進歩の中で国際的に確認してきたが、

これと逆流するのが日本政府のうごきである。 

生活保護切り下げのなかで、社会保障制度改革の基本を「自助、共助、公助」としている。社会保障

の国の責任を無視し、個人や地域の責任にすり替えており、憲法 25 条（生存権等）の実質的な改悪であ

る。憲法第 12 条には、国民の責務とし「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力

によって、これを保持しなければならない。」ことを明らかにしている。自由と権利のために行動する時

だと井上教授は訴えていました。 

人権の問題で驚かされたのがブラック企業の問題です。 

 「日本が世界一貧しい国である件について」（谷本由美著）という本に出会い、その中でブラック企業

大賞企画委員会の存在を知りました。委員会は、パワハラ、セクハラ、長時間のサービス残業などなど、

労働環境悪化の一途をたどる事態を憂慮し、特に悪質な企業を告発してその実態を知らせる活動を行っ

ています。 

ブラック企業大賞企画委員会は、古川琢也（ルポライター）白石 草（OurPlanet-TV 代表） 

河添 誠（首都圏青年ユニオン青年非正規労働センター事務局長）川村遼平（ＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥ事

務局長）など 10 人の方々で構成しています。 

 委員会は 2013 年のブラック企業候補として８つの企業をあげています。①ワタミフードサービス株

式会社 ②株式会社クロスカンパニー③株式会社ベネッセコーポレーション ④株式会社サン・チャレ

ンジ ⑤株式会社王将フード ⑥西濃運輸株式会社 ⑦株式会社東急ハンズ⑧国立大学法人東北大学  

この中の７つの法人では長時間労働の中で過労死や自殺が発生しているのです。ワタミフードサービ

ス株式会社に入社して、わずか 2 か月で過労自殺に追い込まれた森美菜さんの残業時間は 141 時間だっ

たことが明らかにされています。 

ノルマに追い立てられ、残業、残業の中で突然死や自殺に追い込まれるのです。明らかにされ労災認

定されるのはほんの一部でしょう。月 80 時間以上の残業は、厚生労働省通達で過労死との因果関係が強

いとされ、過労死ラインといわれています。 

ところが、昨年 7 月 25 日に明らかにされた東京新聞の調査では、東証一部上場の売り上げ上位 100

社の 7 割の企業が月 80 時間以上の残業を認めているというのです。過労死はけっして一部の企業だけの

問題ではないのです。 

総務省の調査では、非正規労働者は年々増加し、2012 年に非正規労働者総数は 2042 万人となり全雇

用者の 38.2%を占めています。労働者の約 4 割が非正規雇用という雇用の不安定化の進むなかで、さら

に、経済団体は解雇の規制緩和求めているのです。 

 「日本が世界一貧しい国である件について」の著者、谷本由美氏は「こんな酷い働かせかたをしたら、

欧州であれば、労働法違反だけでなく、欧州人権条約違反として訴えられてしまいます。そんなことに

なれば、大企業ならば欧州全体を巻き込んだ大事件になるでしょう」といっています。谷本氏は現在ロ

ンドンの金融機関で仕事をしており、ヨーロッパとの違いに驚くのです。 

 日本は、世界を代表する経済大国、そこで働く人々の人権の保障こそ豊かな日本への第一歩と思いま

す。しかし、憲法 12 条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これ

を保持しなければならない。」自民党の憲法改正案はこの規定も削除しているのです。 

働く者の人権の危うさを感じます。                  久下 勝通 
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 木 編集会議 

２ 金  

３ 土 申請書受付締切                                   

４ 日                                                         

５ 月   申請業務                           

６ 火                      

７ 水  

８ 木  

９ 金  

１０ 土  

１１ 日  

１２ 月 事務局会議 13：00～／保険学習会 14：00～ 

１３ 火  

１４ 水  

１５ 木  夏期休暇 

１６ 金  

１７ 土  

１８ 日   

１９ 月   

２０ 火  

２１ 水  

２２ 木  事務局通信投稿〆切 

２３ 金  

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月  

２７ 火   

２８ 水  

２９ 木 事務局通信・支給明細などの発送 

３０ 金 療養費の振込 

３１ 土  

 

 

 

 

         

       …休業日 

 

８月の予定 


