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はり・灸、マッサージ治療も選べる健康保険に 
 中央社会保障推進協議会は、「いつでも・どこでも・だれでも安全・安心の医療・介護を」の目標をかか

げ、国の責任で社会保障の充実をとの運動を続けている団体です。 

 3 月 12 日に東京鶯谷にある事務所を訪問し、事務局の池田武士氏と懇談し「はり・きゅう・あん摩・マ

ッサージ・指圧治療の健康保険適用の拡大と改善を求める請願書」の署名運動への協力をお願いしました。 

 はじめに、代表理事の高橋養藏から、健康保険制度から西洋医学の伝来以前から国民の命と健康を守っ

てきた、はり・灸治療、あん摩・マッサージ・指圧治療が、健康保険制度では受診できない取扱いにされ

ており、必要な医療は患者が選べるような健康保険への改善が、患者のためのよりよい医療に欠かせない

と、署名の趣旨について説明しました。 

 また、病気の外的な要因を解明し取り除くことを中心に考える西洋医学とともに、病気に対する体の抵

抗力、自然治癒力を高める方法を探求し、歴史的に大きな役割を果たしてきた東洋医療の活用が求められ

る時代であることをお話ししました。 

 「NPO 法人医療を考える会」理事の木幡氏が、子供のころより母親が灸治療で体調を改善し、自分も頚

腕症を改善し、マッサージやはり治療で健康維持を進めている。同意書により受診が妨げられている健康

保険の取り扱いを改善し、だれでも治療を受けられるようにしたいと述べました。 

 「NPO 法人医療を考える会」副代表理事の山口氏は、息子がスポーツ事故で負傷し、先生から勧められ

たはり治療で改善しました。自分も原因不明の体調不良を、マッサージやはり治療で改善している体験を

述べるとともに、西洋医療も東洋医療もどちらも患者が利用でき

るような改善が必要と痛感しているとの見解をのべました。 

 池田氏より、安全・安心の医療・介護をという目的はいっしょ

です。はじめての専門的問題なので勉強したいと思います。役員

会へ報告し検討したいとのお話がありました。なお、事務所の

方々の署名はいただいてきました。 

 訪問後の話し合いでは、2 度，3 度と訪問し、鍼灸マッサージ

治療や健康保険での取り扱いについて理解してもらうことが重

要、患者会など増えており訪問が重要との感想で一致しました。 
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健康保険適用問題で議員と懇談 

2 月 19 日、あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸

師の健康保険適用を広げる問題で懇談のため、村

岡俊英衆議院議員（維新の党）を議員会館に訪問

しました。 

村岡議員は「健康保険ではり・きゅう・マッ

サージを受ける国民の会」の署名運動を行ってい

る、秋田県横手市の善徳靖博氏と親交のある議員

です。 

 この度、村岡議員より善徳氏の要望を受けて、

「鍼灸マッサージの健康保険適用に関する質問主

意書案」のご提案をいただきました。国会開会中

であり、残念ながら議員とはお話できませんでし

たが、質問主意書作成にご努力いただいた佐藤孝

議員秘書と懇談し、このたびのご提案にお礼を申

し上げるとともに、われわれの見解も述べさせて

いただきました。 

質問主意書案は、すでに事務局通信に掲載しま

したが、「鍼灸マッサージは、独立した治療体系に

基づく治療法である。本来、この治療に対しても、

健康保険の適用がなされるべきであると考える。」

との立場から、同意書の廃止、適応症の制限緩和、

医療との併給確立、委任払い制度導入について、

厚生労働省の見解を質問しています。 

 この質問主意書については、鍼灸マッサージ治

療を積極的に活用する立場からの質問主意書であ

り、われわれの立場をご理解いただき感謝を申し

上げました。 

しかし、非常に残念なのですが、現内閣の社会

保障費削減の意向を反映し、厚生労働省も療養費

には極めて冷淡な現状であり、質問主意書に良い

回答は期待できない状況ではないか、と考えてい

ることをお伝えし、ご理解をいただきました。 

そして、質問主意書で述べていただいた、同意

書問題や委任払いについて、厚生労働省担当者を

呼んで見解をきき、要望書を提出する機会を設け

ていただくようお願いしました。 

 この懇談のあと、藤岡氏の案内で兵庫県選出の

山田賢司衆議院議員（自民党）、中野洋昌衆議院議

員（公明党）、関芳弘衆議院議員（自民党）、大串

正樹衆議院議員（自民党）、松本剛明衆議院議員（民

主党）室井邦彦参議院議員（維新の会）を訪問し、

鍼灸、あん摩・マッサージ・指圧治療健康保険適

用改善を求める運動への協力をお願いしました。

室井邦彦参議院議員が在室され請願運動への賛同、

激励をいただきました。 

 

（写真上・議員会館にて） 

 

村岡俊英議員秘書佐藤孝氏（写真の中央）と懇談。 

写真（右）『一般社団法人鍼灸マッサージ師会』 

清水一雄事務局長（奥） 

松尾洋子副理事長（手前） 

『NPO 法人医療を考える会』 

山口充子副会長（右側中央） 

 

 

（写真左・議員会館にて） 

室井邦彦参議院議員（中央）と懇談 

『健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける

国民の会』藤岡東洋雄副会長（左）高橋養藏副会

長(右) 
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『外部委託点検業者の行き過ぎた問い合わせ』 

事務局 松本泰司 

私たち施術者は月始めに保険者に対し、前月までの療養費支給申請書の給付分の請求を行っていま

す。保険者の多くはその申請書の点検事務を、民間の外部委託業者に任せています。 

 

外部委託会社にはガリバー・インターナショナルや日本サポートサービス等がありますが、各社と

も直接患者宅に『受診内容回答書』を送付して受診内容を確認しています。その内容が詳細に亘り、

高齢者にはとても正確に回答出来ない内容であると共に、厚労省からの通知・通達に関係が無い事ま

で聞いてきています。 

以下に、厚労省の通知・通達を逸脱したガリバーのマッサージの問い合わせ項目を掲載します。 

 

〇同じ傷病で同月に他の医療機関に通院または往診はありますか。 

『療養費の支給基準』にあん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧師の施術の支給対象が掲載されています。抜粋します。 

「このマッサージの適応症は、一律に診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上 

マッサージを必要とする症例について支給対象とされている」（H25 年度版 191 ﾍﾟｰｼﾞ） 

 

※鍼灸は同一傷病名で療養の給付（医科の診療）との併給は出来ませんが、マッサージは筋麻痺か関節拘

縮の症状があれば医科との併給は可能です。例えば、脳梗塞後遺症で主治医の治療を受けていて、同意書

の傷病欄が同一傷病名でも、関節拘縮か筋麻痺の症状があれば併給は可能です。 

 

〇窓口支払額は御本人の支払った金額と同じですか。（送付文書の上段に窓口支払い額の数字が入っています） 

鍼灸マッサージの施術料金は保険者が被保険者に償還する金額を規定したもので、各施術者の施術料を

定めたものではありません。患者が一部負担割合で受療が出来ることを約束した公定価格ではないのです。

例えば、施術者の判断によりマッサージの他にテーピング・テルミー・骨盤の矯正等もしました。 

それらの金額がプラスされれば、各施術者が請求する金額は異なって当然です。厚労省の通達では患者

負担の値引きは違法ですが、公序良俗に反しない程度であれば料金設定に規定はありません。鍼灸マッサ

ージは原則償還払いです。償還払いに於いては、基本的に施術者と保険者間に関係性は発生しません。 

償還払いの一部負担額と患者が支払った額が異なれば違法であるような表現方法を、一民間業者が文書

で患者宅に郵送し、その為に患者が施術者に対する不信感を抱いたとしたら、明らかな営業妨害行為です。 

ガリバーの事務員は、『療養の給付』と『療養費の現金払い』の委任を混同しているのかも知れません。

もし認識の誤りがあるならば当会がガリバーの担当者に説明し、間違いを訂正したいと考えています。 

 

〇医師からの同意および再同意の取得方法について〇をしてください。 

1．病院で診察を受け書面でもらう。     2．病院で診察を受け口頭でもらう。 

3．診察は受けず口頭でもらう。       4．医師の同意は受けていない。 

 上記の問い合わせをみると、外部委託業者は通知、通達を全く知らないのが判明します。『再同意は電話

や口頭による確認で差し支えない』（療養費支給基準 H25 年度版 210 ﾍﾟｰｼﾞ）詳細も知らず誤った解釈を、

正当であるかの如く押し通されると施術者の信用に関わります。外部委託業者の行き過ぎた問い合わせは

放置出来ない段階にきています。事務局は会員の要請があれば保険者交渉を進める用意があります。 
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『駒場苑 7 つのゼロ』への取り組みについて 

（介護とは生活を支えること・福祉とは生きづらい人をお手伝いすること） 

介護支援専門員 松本泰司 

今回は井の頭線駒場東大前にある愛隣会『駒場苑』を紹介します。この施設は

隣人愛を理念に【日本一の施設ケア】を目指しています。 

私は職業柄いろんな研修会や施設にお伺いしますが、この施設の介護に携わる

姿勢には感銘をうけました。 

この施設のスローガンである 7 つのゼロとは・・・。 

① 寝たきりゼロ・・食後はトイレで座らせる等、ベッドから離れるように誘導する。 

② おむつゼロ・・おむつにすると便秘になる。又、おむつをして仰臥位で排便する行為は、腹圧を掛ける

事が難しいので必然的に便秘になる。 

③ 機械浴ゼロ・・職員の腰痛予防にも配慮し、スライドボードと浴槽の上端の

高さを合わせた特注白木の風呂です。（機械浴では利用者の笑顔が見られない） 

④ 誤嚥性肺炎ゼロ・・ベッドでの食事摂取ではなく必ず座位で食べさせる。 

大、中のスプーンは廃止し、小スプーンのみ使用する。 

介護士は効率への意識が高いが、介護士が立ってスプーンで食事介助はしない。スプーンを下から出し

て声掛けが上から行くと誤嚥が多くなる。食後は必ず口腔衛生をする。 

⑤ 脱水ゼロ・・糖尿病だから、お茶か水と定型的に決めずに、利用者さんが飲みたいものを飲んで戴く。

介護施設は生活の場。医療的処置の必要な方は病院対応にせざるを得ない。水分摂取は本人が水分摂取

を拒んでも、無理に飲ますことが本当に必要なのか？ 

入所者の身長・体重・活動量で水分量を計算すると 800 ㏄が 1 日の必須摂取量だった。800 ㏄を取って

いれば脱水はゼロ。 

⑥ 身体拘束ゼロ・・職員は安全の為よかれと思い拘束をするが、駒場苑はリスクよりも尊厳を取る。転倒

を予測して大腿骨頚部保護パットを使う等、拘束の前にやるべきことがある。 

⑦ 下剤・精神安定剤ゼロ・・安定剤は副作用として便秘を誘発する。便秘は不穏につながるため安定剤は

使用しない。便秘を解消すると認知症も改善される。 

特養から退所する事は基本的に死ぬ事です。特養は終の住家。それゆえすべてのサービスは、人生最後

の尊厳に充たされたサービスであるべきです。（施設長） 

駒場苑では看取りの段階になっても、利用者を個室に入れたりはしない。同室の人が、看取られる人の手

を握ったり、話しかけたりしながら最後にはお見送り会を行う。看取られる人が息を引き取るまで同室に誰

かがいることが、入所している利用者さんの安心につながる。 

『本人が望んでなったものではない。なってしまった。』『自分が利用者側になった時、されたくない事はし

ない。』『人生最後の場所がこれでいいのか。』『理念がいかに高くても、やっている事が違う。』 

『理念が抽象的で実際に何をするのか現場が分からない。』理念を行動に間隔なくつなげるため、すべての

サービスを細分化し、ル－チンワークに落とし込む。理念の枠はトップダウン。現場は枠の中を改善する。 

利用者の方にもう一度あたりまえの生活に戻って戴くための、駒場苑の取り組みの評価基準は、利用者さ

んの笑顔。『利用者さんが笑顔になっていれば正しい介護。』と云う実にシンプルで納得できる基準でした。 

施設長はじめ施設の皆様、尊厳ある介護の実際を見せて下さいまして、本当にありがとうございました。 
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千駄ヶ谷社教館まつり（毎年待たれるマッサージ） 

NPO事務局  山口充子 

2月 15日 10時～恒例の「社教館まつり」も今年で 6年目を迎えました。 

開始の 10 時前から待っていて下さる高齢のご夫婦をはじめ、赤ん坊を抱

っこした若夫婦２組・まつり実行委員の方々など約 60名の方が体験され、

一様に良かった。楽になった。通院できるといいわね・・・・など。 

施術師の先生方が優しく丁寧に、体の状態を見て日常の暮らしの中で、

意識的に自然治癒力を高められるような運動を取り入れるように、と云う

アドバイスにも感謝のことばが寄せられていました。 

参加者は 30 歳代から 90 歳以上の幅広い方々でしたが、保険証一枚で、

はり・灸・マッサージが受けられることを願っています、と積極的に 100万署名に応じてくださる姿に感

動しました。この日は署名を 61筆集める事が出来ました。 

今年はマッサージチェアと治療用ベッドを持ち込みました。施術師の先生方 14名と NPOの事務方 3名の

総勢 17名が参加し、昼頃には一度に 5名から 6名がマッサージを受け活気に満ちた状態でした。 

 

社教館の職員の方から館内放送で、「地元の施術者によるボランティアの体験マッサージを行っています」

と宣伝を流していただいたことも良かったと思いましたが、「NPO医療を考える会」の存在が、千駄ヶ谷に

定着して認められて来ている実感と、合わせて東洋医療の良さ・署名に託された参加者の願いが、継続さ

れ積み重ねられることの意義を確認しました。これからも「社教館まつり」を足掛かりの場として、大事

にして行きたいと思いました。 

マッサージボランティアに参加して 

萩原駒代 

今回、千駄ヶ谷社教館まつりのマッサージボランティアに初

めて参加させていただきました。 

会場に着きましたら皆様花に囲まれて、(生け花展示の真ん

中)お弁当を広げており、その奥で地味にマッサージをしている

姿・・・。 

渋谷区の手作り作品や、短歌などを展示するイベント会場で

のマッサージでしたが、私の住んでいる東村山との文化の質の

違いを感じました。 

華やかではなくても物を大切に、きれいに

整えて暮らしている様子が作品から伝わってきて、地域性に感銘を受けました。 

お受けになられた方から「今後、この近くの治療院で施術を受けたいのですが・・」

と聞かれ、ぜひ事務局に、もう一度治療院を開設して戴きたいと思いました。 

マッサージのブースは少し奥まった場所で分かりづらかったのですが、案内の無料

マッサージの小さな張り紙の表示は、気配りが感じられとてもよかったです。 

久しぶりに不特定の方をマッサージさせて頂き大変勉強になりました。 

ありがとうございました。次回も都合をつけて参加したいと思っています。 
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大山登山マラソン参加者へのマッサージと 100 万署名 

ボランティア活動（第 30回神奈川県伊勢原市主催） 

事務局 山口充子 

一般社団法人・鍼灸マッサージ師会は平成 27年 3月 8日（日）、伊勢原市

で開催された大山登山マラソンで、参加者にマッサージのボランティアを行

いました。 

当日ボランティアは二手に分かれ、山頂の阿夫利神社に行く施術者は午前

8時に伊勢原駅に集合。 

もう一方はスタート場所である伊勢原小学校の校庭に午前 10：30 分に集

合しました。                             （山頂でのマッサージ） 

当会のこの活動は今年で 4回目です。主体の神奈川県鍼灸マッサージ協同組合と共同で参加致しました。 

神奈川施術者 7名、東京施術者 8名、NPO医療を考える会の役員等 4名の合計 19名の参加です。 

 

私(山口)は伊勢原小学校の校庭の方に参加しました。当日は前夜からの雨

がレース直前まで降り続きました。校庭も水溜りがいくつも出来ていました

が、レースが始まる前に雨は殆ど止みました。 

すると今度は風が強まり、その力でテントが吹き飛ばされそうな状況にな

りました。施術師の方々は 5～6 台の長机を利用して簡易のベッドをつくり、

その上でマッサージを行いました。（署名依頼をする筆者） 

マラソンを終えた走者が切れ目なくマッサージを希望さ

れ、施術の先生方はフル回転で疲労した走者のケアにあたり

ました。 

また、施術を受けられる人には署名のお願いをしました。

この署名は鍼灸マッサージ治療が保険証一枚で受けられる

ようにする為に、是非とも必要である事を話し、チラシを手

渡しながら署名への協力を訴えました。 

施術を終えた各ランナーは、さわやかな表情で感謝の言葉

（伊勢原小学校校庭でのマッサージ）   を述べて帰られました。署名数は山頂分と校庭分を合わせて

145筆でした。(昨年は 112筆)ボランティアに参加して下さいました皆様お疲れ様でした。 

天人合一論について 

萩原駒代 

「人は天と合い応ずる」東洋医学の基盤となる基本的な考え方で、星の運行、季節の

移り変わり、海の潮の満ち引きなど、天地（自然界）のバイオリズム、働き（力）に人

は生かされております。 

そのバイオリズム、働きと一致した生き方が東洋医学では健康と考えられております。
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ですから、例え末期の病いで息を引き取ろうとしていても、東洋医学の観点から見れば健康と捉えること

ができます。 

 芽吹きの春、盛夏、実りの秋、蓄えの冬など、このような季節の移り変わりは体内でも生じており、春に

体が開き、夏に勢いを増し、秋に成果が実り、冬に静まるといった変化が起きております。 

このように四季、四時(昼夜の移り変わり)に即した生き方をすることで、心身を健康に保つことができ

ると伝えられております。 

体内時計、メトロノームを自然に合わせる（放って置くと合うようになっております）だけでなく、そ

の精神においても、理にかなった考え方、捉え方、解釈の仕方をすることで健やかに生きることが可能で

す。 

よこしまな、とか、道にそれた、すなお、真心、理にかなった、誠心誠意などと言われますが、どのよ

うな心の在り方が天と一致しているかが分かるということです。 

海や山、土に触れたり自然の中に身を置くととても元気になりますが、体のバイオリズムが調律されて

自然の健やかな想いが心に響くからかもしれません。 

 

世界は資本主義を中心に、強いものが権力を持ち、弱い者をしいたげる風潮になっていますが、東洋医

学のこの基本理念を一般に普及させることで、より住みよい、持続性のある社会を形成できると思います。 

体の病いは体のバランスさえ整えれば良いのではなく、地域社会、国や近隣国も含めて世界全体がより

よい方向へ舵を取るように仕向けていくことが、本当の治癒へと繋がるのだと思います。 

※天（自然界）のバイオリズム、働き（力）は、あまねく有形無形のものを生じさせ、またそのものであ

るので、本来すべてのものが天と合一していると伝えられております。 

人だけが自由意志を持っており、自然の意思と異なる考えを持つことができます。これも天の神秘なの

かも知れません。 

 

枇杷の葉温灸の話し 

枇杷の葉温灸は古来仏教から伝えられ、仏教経典の大涅槃経（仏典）には枇杷の木を「大薬王樹」、枇杷

の葉は「無憂扇」と記され、「枝、葉、根、茎、共に大薬あり、病者は香を嗅ぎ、手に触れ、舌に嘗めて、

ことごとく諸病を治す。」と伝えられています。 

漢方薬でも多くの物に配合され「肺の熱をしずめ、痰を切り、咳を止め、胃の不快な症状や吐き気」に

効があるとされています。 

またお茶にして昔から夏負けや暑気あたり、食中毒や大腸カタルの予防、利尿作用の保健薬として愛飲

され、濃く煮出した煎じ汁は、切り傷、虫刺され、アトピー性皮膚炎、かぶれ、やけど、日焼けに良いと

されています。 

私は数十年鍼灸指圧の業に携わり、根治を本に、より効果のある方法を模索しておりますが、物理療法

においては、自然の力とツボ(経絡)、温灸療法の効果を兼ねそなえたこの療法は、何よりも効果があると

実感しております。 

火の扱いにさえ気を付ければ、どなたでも扱うことができ、家庭でも、自分自身の体にも行うことが可

能です。 

関節の痛みや変形、内臓疾患など、投薬や湿布ではなかなか効果を出すことが難しい疾患にも、すぐに

手ごたえを感じることができます。 
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特に自然の気を体に摂り入れることが困難なこの時代、腎の経絡に温灸することで体の根元に気を補う

ことが可能ですので、あらゆる疾患の本治法として、ぜひ皆様の治療法に取り入れるようお試しいただき

たいと思います。 

 

 枇杷の木は公園や庭先、川辺など日本中どこにでも生えています。 

 葉をお風呂に入れて体をこするだけでもとても気持ちが良いです。 

 患部に枇杷の葉を当てサランラップで巻くだけでも効があるそうです。 

なお、葉などに多く含まれるアミグダリンは胃腸で分解されると猛毒である青酸を発生するため、アミグ

ダリンが多く含まれる部位を食べ過ぎると、最悪の場合は命を落とす危険性もありますのでご注意を！ 

施術師の皆様と患者さんのますますの健康をお祈りいたします。それでは、失礼いたします。 

 

事務局からのおしらせ 
 

 〇当会ＨＰに、『会員 MAP』システムをオープンしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員ＭＡＰをクリックします 
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  ※ 表示の承諾をいただいている会員のみ掲載しています。 

     掲載内容： 治療院名、治療院住所、電話番号 

           休診日、診療時間、往療地域、会員ＨＰへのリンク 

           その他アピールポイント などが掲載できます。 

現在未掲載で、希望される場合は事務局までご連絡ください 

（すでに配布している、治療院検索システムのアンケートの回答を送付してください。その際、休診日・

施術時間を明記してください。FAX/メールアドレスを記載しますと、様々なところから情報が送られてく

る場合があります。その点を御了解の上、希望の方のみ掲載をする予定です） 

 

〇当会ＨＰ（会員専用ページ）のパスワードが変更になります。（再掲） 

   Ｈ27 年 3 月 16 日(月)からの新パスワード   goldentime 

 

 

H27 年度ウーベル賠償保険のご案内 

事務局 松本泰司 

会員の皆様の中には高齢になり、患者さんの数や施術頻度が少なくなってくると共に、『自分はこれまで

医療事故を全く起こした事がないので、これからも医療事故を起こさないだろう』『それなら経費節約の為、

あ・は・き賠償保険を止めようか』と、考えている先生も少なからずいると思われます。これを『心の隙』

と云います。 

医療事故・過誤はこの心の隙間に巧みに入り込んで来ます。将来発生するかも知れないリスクを、前も

って少額の金銭でカバーしておく事は、現代の訴訟社会では必要不可欠です。 

人生は将来の予測できる部分が多ければ多い程、安心感が増します。事前に気付いたリスクは、コスト

と事故発生時の損害を考慮して、すみやかに安心が得られる選択をしなければなりません。 

☆まず、事故発生の大まかな流れを見て行きましょう。 

事故発生 

①被害申立・・・責任が施術者側に明らかな場合、施術者は患者さんの訴えを冷静

に聞きます。施術者は事故が起こった経緯を説明し謝罪します。(謝罪をすることが

賠償金を支払うことにはつながりません。賠償額を算定するのは損保会社です。) 

                                     （過失割合が考慮されます） 

②患者さんに医療機関への受診を勧め、極力同行して医師に経緯を説明し、事故と施術の因果関係につい

て医師の見解を確認しましょう。(この時、施術師は医師の言葉をメモに取り、最後にその内容を患者さん

と共有しましょう) 医療機関への送迎は患者さんの身体への負担を考慮し、タクシーをお使いになる事を

お勧めします。この際の領収書は緊急措置費用で後日損保に請求できます。 

③患者さんとの話の最後は、相手の身体と心情を思いやる言葉で締め括って下さい。 

④患者さんと別れた後、すぐに当会担当者に連絡するか、ウーベル代理店に連絡し指示を仰ぎます。初期

の対応で信頼関係が崩れると過大請求につながりかねません。くれぐれもご注意して下さい。 

事故の責任や症状の増悪の因果関係が明らかでない場合も、医療機関への受診を勧め、治療院側の人間を
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同行さすのは同じです。施術者が賠償について独自の判断で見解を述べることは、混乱につながります。

因果関係が確認出来ない間や、治癒していない間は患者さんと示談交渉を行わないのが原則です。 

 

鍼灸マッサージ師会総合賠償保険には、施術所開設者タイプと勤務鍼灸師タイプがあります。 

 

1、施術所開設者タイプ・・・施術所開設者タイプには対人賠償だけでなく、施術中の患者の財物損壊

に対して、1 事故 1000 万円までの対物賠償がついています。これは施術所内において設備の不備や、床

に置かれた電気コードでのつまづき、従業員との衝突等の過失が原因で、患者・見舞客を傷つけたり、持

ち物を壊した場合にも対人及び対物賠償がされます。また、施術者、従業員の過失がなく、患者みずから

が施術所内で転倒等でケガを負った場合も、被害者に対し見舞金が支払われます。この付帯特約の詳細は

パンフレットでご確認ください。 

2、勤務鍼灸マッサージ師タイプ・・・勤務鍼灸マッサージ師タイプは対物賠償はなく、『業務に起因

する事故』の対人賠償のみになります。 

 

加入申し込み締切日  平成２７年５月２０日 

保険期間  平成 27 年６月１日から１年間 

 

賠償保険の払込みについて 

 

※保険料の払い込み票は 3 月末に H27 年度のパンフレットと同封し、療養費の支給明細

と共に送付いたします。振込用紙で郵便局からお振込みください。療養費からの引き落と

しをご希望の会員は、別途、事務局まで電話連絡をお願いいたします。 

 

尚、この賠償保険は『一般社団法人・鍼灸マッサージ師会』と三井住友海上火災保険の代理店である、

『ウーベル保険事務所』との団体契約です。賠償保険に加入されました会員各位に領収書の発行はありま

せん。6月第 3週までに会員に送付される、加入者証が領収書の代わりになります。 
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パソコンの入力の事ですが、いつも 

気になる点があります。 

 

 

４月の締め切りは４月３日（金）です。 

 

 

 

 

 

Q 保険証上の患者さんの氏名の文字が旧字体のため、パソコン入力ができませ 

 ん。申請書の表記はどうしたらよいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「会員登録情報」シートのご回答がまだお済みでない方は、４月の申請

書提出と同時にご送付ください。 

 

＊会員登録情報とは…２年に一度行う、当会への登録内容の確認。住所・

電話番号など違っている箇所は赤字で訂正してお出しください。 

 

 

再度お願い致しますが、年会費納入は 3月末日迄にお振込み下さい 
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H27 年 3月                   H27 年 4月 

 

1 日   1 水  

2 月  2 木  

3 火 申請書〆切 3 金 申請書〆切 

4 水  4 土  

5 木  5 日 神奈川事前会議 

6 金 申請業務 6 月 申請業務 

7 土  7 火  

8 日 大山マラソン（9：00～15：00） 

治療ボランティア 

8 水  

9 月 申請業務 9 木 申請業務 

10 火 事務局通信投稿〆切 10 金 事務局通信投稿〆切 

11 水  11 土  

12 木 中央社保協（署名要請）14：00 12 日 NPO 理事会(10：30～12：00) 

13 金  13 月 事務局会議（13：00～14：00） 

14 土  14 火  

15 日 在宅リハ部（9：00～17：00） 15 水  

16 月 日本年金者組合（10：30～12：00） 

事務局会議（13：00～14：00） 

16 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

17 火  17 金  

18 水  18 土  

19 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 19 日  

20 金 保険部会（19：00～21：00） 20 月  

21 土 春分の日 21 火  

22 日  22 水  

23 月  23 木  

24 火  24 金 東京・神奈川合同会議（19：00

～21：00） 

25 水  25 土  

26 木  26 日 会計監査委員会(10：00～12：00) 

理事会(13：00～16：00) 

27 金 支給明細などの発送 27 月  

28 土  28 火 支給明細などの発送 

29 日 ケアマネ研修会（10：30～12：30） 

理事会（14：00～17：00） 

29 水 昭和の日 

30 月  30 木 療養費の振り込み 

31 火 療養費の振り込み    

申請業務  休業日 


