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平成 26 年度 第 12 回定期総会 
 

 総会開催にあたり高橋代表理事より、参加への感謝の言葉が

述べられました。また 10 周年記念誌の発行により会の歴史を

会員各位に知って戴き、これからの活動の方向性を共有できる

基盤が出来たことに感慨を深められたと話されました。 

 活動の大きな柱である 100 万人署名活動では、東京で 8507

筆、全国では 31687 筆を達成した事が報告され、「100 万人が

目標なのでまだまだ足りないのですが、署名を集められた経験

のある団体の方と話した時、5000 筆を集めるのも大変         

だった。」と伺ったそうです。       

 代表理事が署名活動で各団体を回って実感したのは、当会の活動は殆ど知られていない事でした。そし

て「この 3 万と云う数字は本当にやり尽くして出た数字ではない。これからも各団体に出向き、鍼灸マッ

サージ業界の現状を訴えていきたい。」「政府は財政赤字から社会保障費を減らそうとしている。医療保険

を民間生命保険の医療特約に移行しようとしている。このままではお金のない人は充分な医療を受けられ

なくなる。」と、現政権への社会保障政策に疑問を投げかけました。 

社会保障費では H24 年度の医療費の伸びを取り上げ、はり・灸 1.8％up・マッサージ 9％up・柔整 2.9％

down した事を報告されました。この中ではり・灸の伸びが少なくなっている原因の一つに、保険者が委

任拒否をおこなった事を上げられました。 

 次に『ワクチンの罠』と云う本を紹介されました。この本は子宮頸がんワクチンの接種で、健康だった

女性が寝たきりや車イス生活になった事が書かれています。理事長は「これは薬害です。スモン・エイズ

の問題と同じです。」「私たちの伝統医療はこんな重大な事故を起こしたでしょうか。国民に害を与えない

のが伝統医療です。」「安心な医療としての鍼灸マッサージを医療制度の中に組み入れる運動を続けていき

ましょう。それには署名運動をして法律を変えるしかありません。」と述べられました。 
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 神奈川県鍼灸マッサージ協同組合の前場代表理事からは、医療機

関から退院された患者さんの受け皿として鍼灸マッサージ師の活躍

の場があるので、ケアマネとのつながりを重視して、居宅介護計画

の中に鍼灸マッサージを落とし込んでもらう提案がなされました。

又、今年で神奈川鍼灸マッサージ協同組合は解散するので、神奈川

の会員が東京の会に加入したときは温かく迎えて欲しいと云う事を

話されました。 

 協同組合兵庫県保険鍼灸師会の藤岡理事長は、総会開催の祝辞を

述べられたあと、今国会では戦争法案が議論されている事にふれら

れました。「福祉と軍事は両立しない。軍事費が上がると福祉関連費

は下がるシ－ソーになっている。両方上がる事はない。」「私たちの立場は人の健康と幸せを願うものです。

戦争法案には賛成できない。それは皆保険制度が崩れる道につながります。」と現政権へ危惧を示されまし

た。そしてアフラックがアメリカ本国で上げる利益より、日本での利益が多い事。C 型肝炎のⅡ型の特効

薬が出来ていて一錠 6 万円するが、これが保険から外されれば民間保険会社が扱うことになり、患者にと

っては医療費の自費扱いが増える事になる。その結果混合診療につながりお金のない人は高度な医療が受

けられなくなると話されました。そして「医療と云うのは皆保険制度が無ければなり立たない。医師はこ

のことを熟知している。」「保険者は療養費支給から委任を外し償還払いにしようとしている。」委任払いは

一旦勝ち取った権利なのに、保険者の都合でなし崩しにされようとしていることへの憤りを訴えました。 

鍼灸の受療率は下がってきて今後も伸びる状況ではないこと。それは鍼灸は保険がきいても一回 2500

円～3500 円の自己負担があるのが現状で、この値段では気軽に受療できない。私たちの目指しているのは

少ない自己負担で患者さんの手助けができ、施術師の生活も良くなっていく方向です。その為にも法律を

変える署名運動に力を入れていきたい。今、兵庫県医師会と話し合いをしていますが、医師の中には鍼灸

マッサージは、医療に入り込みすぎていると言う意見もあります。これからも各団体と話し合って合意形

成につなげていきたいと話されました。 

板橋三療師連合会の佐々木先生からは無資格者との区別を図

るため、携帯型の免許証を 4000 円で発行されていると云う取り

組みが紹介されました。 

宮原弁護士は今年の 4 月末から 5 月にかけて、ニューヨークで

行われた核兵器禁止を訴える会議に参加されました。現地で金沢

大学名誉教授である井上英夫先生とも合流し、核保有国と非核国

の立場の相違から核兵器廃絶のプロセスにおいて調整が難しい

事を実感されたそうです。宮原先生は今後、超党派の議員で非核

化の方向性を探っていきたいと話されました。そして「戦争の裏返

しにあるのが福祉です。これは人命軽視の視点もありますが、予算

の問題でもあります。戦争法案により軍事費が増大すると社会保障

の締め付けは確実に広がっていきます。」「私たちは国民の健康と命

を扱っています。鍼灸マッサージを保険証一枚で受けられることは

健康と命の問題なのです。」と締め括りました。 

 

（板橋三療師連合会 佐々木先生） 

（顧問弁護士 宮原先生） 

 

（神奈川県鍼灸マッサージ協同組合

前場代表理事） 
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素晴らしい臨床家の育成を目指す。 

２．役員の補充について規約改正の提案 

規約の第 10条 役員選挙管理規定の改正 

５ 役員の補充 

      理事の任期は、定款 24条により 2年と定められているが、任期前に辞任などの理由から欠 

 

任した役員の残りの期間とする。 

第７号議案 補選理事選出→補選理事として上石晃一氏が新理事に選出されました。 

      ---各議案の報告・提案に対し、全員の賛成で承認されました--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪上石氏 就任の挨拶≫ 

       

            この度、当師会の理事に選任され、就任いたしましたので  

ここに謹んで御報告申し上げます 

 甚だ微力ではございますが、師会の発展のため一層精励してまいる所存でござ

いますので宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事報告 

 第１号議案 平成２６年度事業報告            

 第２号議案 平成２６年度決算報告            

 第３号議案 会計監査報告                

 第４号議案 平成２７年度事業計画案          

 第５号議案 平成２７年度収支予算案          

第６号議案 一部規約改正の提案→ 

１．第６条 部会の設置、運営の 10を改正 

在宅リハビリマッサージ事業部会→伝統手技療法専門臨床部会に改正する。 

伝統手技療法専門臨床部会 

    あん摩マッサージ指圧師として鍼灸師にも役立つ伝統手技医療の追及をし、国

民医療に役立つ素晴らしい臨床家の育成を目指す。 

２．役員の補充について規約改正の提案 

規約の第 10条 役員選挙管理規定の改正 

５ 役員の補充 

      理事の任期は、定款 24 条により 2 年と定められているが、任期前に辞任

などの理由から欠員が生じた場合は、新たに役員を選出することができる。

新たに選出された役員の任期は、辞任した役員の残りの期間とする。 

第７号議案 補選理事選出→補選理事として上石晃一氏が新理事に選出されました。 

      ---各議案の報告・提案に対し、全員の賛成で承認されました--- 
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10周年記念誌発行祝賀会 
記念誌祝賀会にあたり、高橋養藏先生が挨拶をされました。「明治 7 年に国の制度がドイツの医学を基

礎とした西洋医学になり明治 8 年に施行されましたが、国の医療制度の変更理由は、伝統医学が軍隊に合

わなかった事が原因です。東洋医学に効果がなかったからではなく感染症や急性傷病に関しては西洋医学

が優位であったに過ぎません。だからといって、伝統医学を明治

からこれまでに至るまで、ないがしろにする理由にはならないの

です。」と話されました。 

 藤岡東洋雄先生は記念誌を、これ読めば会の歴史が分かり、会

員各自が鍼灸マッサージ師会に誇りを持てるものになっていると

評価し、以前鍼灸治療は六ヶ月の加療期間で終了させられていま

した。期間回数撤廃の経緯の背景には当会を中心に 1998 年から厚

労省と交渉してきた戦いがあります。当時の厚生省に所属してい

た上田孝之さんと 2002 年の話し合いで、上田さんから『誠実に対

応します』との言質を得ました。 

上田さんは約束通り鍼灸の期間回数撤廃をした為に厚生省から

左遷させられ、その後解雇されました。上田さんはこれまでの安定

した役人生活を捨ててまで、私たちとの約束を守られた事に、私は感謝と尊敬の思いを持っています。こ

の時私は「権利を得るには戦うしかない。戦わない者には権利は与えられない。」と確信しました。権利は

勝ち取るものです。 

 以前、厚労省の療養担当者に『みだりに』と云う言葉の意味を聞いたことがあります。担当者が言うに

は「医師が患者を見ないで同意書を発行する。」と云う意味で、「内科の医師が同意書を書いてはいけない。」

と云う意味ではないと答えました。もう一つ療養費の支給で気になる表現に『医師の適当な手段のない場

合』というのがあります。医師がさじを投げたものを鍼灸マッサージにゆだねる。医師からすれば『こん

な屈辱的扱いでは同意書を書ける訳がありません。厚労省は『同意書の代わりに診断書を書いて貰ってく

ださい』と言います。診断書には『さじを投げた』という意図は入らないからです。これからは同意書の

代わりに診断書を書いてもらう事態も考えられると話されました。 

 宮原弁護士は、岸裁判で私が考えたのは『土俵を広くする』方法でした。裁判とは弱い立場にある人の

訴えを裁判官に説得する場なのです。その為には土俵を広くしてゆく必要があります。具体的には鍼灸の

歴史は古く、それがどう云うふうに歪められたか。鍼灸と西洋医

学の併用がどれだけ患者さんの健康回復に有効か。柔整と鍼灸マ

ッサージに対する制度の違いで、柔整に比べどのように差別され

ているかを訴えました。 

今回の 10 週年記念誌をつくるのは大変な苦労があったと思い

ます。どんなコンセプトで進めるかだけでなく、締切近くなって

も原稿が集まらない。集まった原稿も趣旨がバラバラで整理し並

べ直すのが、実は大変な作業なのです。大きなエネルギーと時間

を費やされた記念誌の 1/3～半分は現在につながっています。記

誌は過去と現在の事を整理しつなげるものです。その内容が将来を見通したものになっていると 

 

 

（協同組合兵庫県保険鍼灸師会 

 藤岡理事長） 

思います、と編集者の苦労をねぎらいました。 
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 特別記念講演を終えて 
渉外部長：橋本利治 

 会員の皆さまそして当日参加された皆さま、ご清聴ありがとうございました。 

今回の講演開催に当たり事務局、そして理事の先生方など多くの方々のご尽力により開

催できたことをこの場をお借りして感謝するとともにお礼申し上げます。 

今回の講演は私にとっては大変インパクトのある講演だったと思っております。 

そもそも今回の企画は 10 周年誌発刊記念パーティーの一環としての記念講演でありま

した。高橋先生が偶然ラジオ深夜便で「堤未果」著の『沈みゆく大国アメリカ』の紹介があり、その内容

には恐ろしいことが書いてあった。とおっしゃられて、記念講演に呼べないものだろうか、という発言か

ら始まりました。 

★堤未果氏とは何もの？ 

堤氏はジャーナリストの父を持ち、父に反発して疎遠になり、アメリカに留学し一生をアメリカで終わ

るはずだったようです。 

しかし米国の大学(ニューヨーク市立大学、修士号取得)を終了後、野村総研ニューヨーク支店勤務となり、

9・11 のテロが隣のビルでありそのショックで父と同じ「ジャーリストの道」を選んだそうです。そして

書くことはアメリカの真実を日本に伝えることでした。それは今のアメリカの現状は数年後の日本の姿に

なると考えたからでした。その様な堤氏の講演をわたしも期待していたのですが堤氏が多忙なため不可能

になり急きょ誰かいないかと探し始めました。 

★岩上安身氏がＴＰＰについて堤未果氏へインタビュー 

ＩＷＪ（インデペンデント・ウェブ・ジャーナル略）というネット上でのメディアがあります。ご本人

は元々はソ連崩壊の記事を書いたり、オウム真理教のスクープを取ったりしていたジャーナリストでフジ

テレビ「特ダネ」のゲストコメンテーターなども務めていた方で 2010年にテレビではもう限界にきている

という事で、ウェブを使ったネットメディアを説立したそうです。堤未果氏へのインタビューも何度かさ

れていて、堤氏とも近いかなと思い、だめもとでメールを送った処、ＯＫが来ました。あわててどうしよ

う、とあたふたしたのですがこれも何かの縁とおもい依頼しました。 

 

★テーマは「ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)により

日本の医療はどうなるか」 

そもそもＴＰＰそのものが判らないということで、ひも解

くとＴＰＰのテーマは非常に範囲が広く一つ一つを説明する

には時間が足りないので、その中の医療の分野にテーマを絞

ったつもりでしたが、そもそも論から理解する必要があり、

講演時間の 2/3 をその説明に終わったように思います。わた

しもハラハラしながら聞いておりました。最後に医療の事が

出てきてホッとしたのですが、消化不良は否めません。 

 

★わたしの進行予定では 

ＴＰＰは日米の経済協定であるが医療分野にも影響を与えており日本の医療はＴＰＰにより近いうちに

アメリカ的になってゆくだろう、（これは堤未果氏も＜逃げ切れるか日本の医療＞の中で述べられています）

 

（講師 岩上安身氏） 
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その時に鍼灸マッサージ業界はどのように変化するのでしょうか、そしてどのように生き延びればよいの

でしょうか、それを探るための講演と考えていました。 

そしてどうだったか、その１歩も２歩も手前で終わってしまいました。あまりにも知らない事が多すぎ

ると思いました。しかしＴＰＰは何の目的で進められているのか、その結果誰が得をして誰が損をするの

か、という大枠のところでは理解できたように思います。（国民の健康を守るべきわたしたちは得をするの

か？） 

★介護保険もそうですが、 

福祉切り捨ての国策（軍事優先政策）により「福祉に回す予算がない」というロジックを打開しなけれ

ば本質的な問題の解決にはならないのではないかと思います。日本医師会副会長・今村聡氏が堤氏の本の

推薦文で「医療への市場原理導入を防げ」と書いておられます。介護保険は初めから市場原理を導入して、

赤字でも保険料を値上げしてやりくりできる制度として始まっています。そこに国の責任は縮小されてい

ます。（本来福祉は国の責任であるにもかかわらず、です） 

★さて今回の講演後わたしなりに考えました 

これから日本の医療制度は大きく変わるはずです。医療法人ではなく営利法人が病院の理事長になり、

患者がいても利益の上がらない専門医科はどんどん廃止になり、農村医療は廃頽し、民間保険参入により

高度医療ばかりがもてはやされる、皆保険制度は財政赤字を理由に「保険適用範囲が確実に縮小される」

そして「保険料を払いたくない」という国民世論を背景に実質廃止に、そのような時代がやがて来るでし

ょう。わたしたちはそのような時代に備えて準備しなければなりません。 

決定的な打開策を示すことができないのですが、「医療の崩壊」をキーワードに医師会、柔整師会などに

呼び掛けてはどうでしょうか、どんどん削られる医療保険を護るために。皆保険制度がなくなれば同意書

は必要なくなるからです。そしてもっと大きな足枷が付くのではないかと予想しています。 

是非みなさんのご意見をお聞かせください。 

 

法人設立１０周年記念講演会「TPPにより日本の医療はどうなるか」 

（講師：フリージャーナリスト岩上安身氏） 

講演内容は次号にてレポートいたします。お楽しみに！ 

 

               

             （懇親会点描） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

協同組合兵庫県保険鍼灸師会 第 16回定期総会に出席して 

事務局長 清水一雄 

 

当会第 12 回の定期総会（5 月 31 日）に協同組合兵庫県保険鍼灸師会 藤岡東洋雄理事長も出席してい

ただき、無事終えることが出来ました。 

その１週間前に協同組合兵庫県保険鍼灸師会定期総会には高橋養藏代表理事に代わって私が出席し、高

橋代表理事と久下勝通監事は第 12 回神奈川県鍼灸マッサージ協同組合第 12 回定期総会に出席しました。  

  

 第 16 回協同組合兵庫県保険鍼灸師会総会の報告を

します。 

日時：平成 27 年 5 月 24 日（日） 

午後 1 時 30 分～4 時 

場所：神戸市総合福祉センター 第 2 会議室 

会員数：170 名、総会出席者数：約 35 名（委任状

94 名）、議長：藤岡東洋雄理事長 

衆議院議員、参議院議員、兵庫県議会議員、兵庫県

下市議会議員の方々及び議員代行秘書、兵庫県中央会

事務局長、神戸市福祉専門学校校長、住之江鍼灸セン

ター則定事務局長が来賓として出席され、また欠席者より地元議員、兵庫県保険医協会、ＮＰＯ全国鍼灸

マッサージ協会山本理事長、上田孝之全国柔整鍼灸協同組合専務理事より祝電が届いていました。 

総会には 3 年前にも出席しました。今回も感心しましたのは議員さんとのパイプを太く持っておられる

ことと、地元保険医協会との交流、全国民主医療連合会会長との懇談、地元医師会への働きかけをされて

いることです。 

大きな運動の成果は兵庫県西宮市と芦屋市において、長年鍼灸マッサージの医療助成はダメと言われて

きたのが今年 7 月から認可されることになったことで、運動のたまものです。 

 兵庫県医師会ニュース（別紙）にありますように、保険医療養担当規則 17 条の「保険医は・・・みだ

りに施術業者に施術を受けさせることに同意を与えてはならない」なる記事が出され、同意書を拒否する

医療機関が兵庫県下で増えている。 

【私の祝辞】 

藤岡理事長が当会総会、10 周年記念式典に出席いただいていることと、10 周年記念誌執筆にもご協力

していただいたことにお礼を申し上げる。 

法人 10 周年記念誌作成の思い、活用について記念誌を紹介し、特に 100 万署名活動にふさわしい内容

になっており、署名活動をスタートした時の勢いが薄れてきていることもあり、東京では記念誌を大いに

活用し現在 8,500 名の署名を集めているが、早急に 10,000 名にしたい。皆で力を合わせ全国でまずは

100,000 名を突破できるように頑張りましょう。 

【役員改選】 

この度の総会は役員改選が行われ、藤岡東洋雄氏が理事長に選任されました。 

総会中理事会が新理事長の招集により開かれ、新役員人事が発表される。 

名誉理事長は木戸氏が選任される。 
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    「多摩市」における鍼灸、あんまマッサージ師の施術内容の照会について 

        ～ガリバーインターナショナル株式会社への委託による～ 

                       鍼灸治療院エステル 山内惠美子（在宅ケア部部長） 

 

『多摩市の言う専門知識と技術をもつ会社 ガリバーインターナショナル（株）保健管理センターが患

者さんに出した照会文書は患者には非常に解りにくく治療家への疑問と不信感を与えるものだった』 

鍼灸マッサージ師会員の連携を！ 

今年の１月２１日付けで多摩市より、多摩市在住の当治療院の患者さんに「鍼灸、あんまマッサージ師

の施術内容の照会について」という文書が、ガリバーインターナショナル（株）保健管理センターから来

ました。 

当患者さん N氏は、当治療院にその文書をお持ち下さり、当院治療家の私も初めてこういう照会文書を知

った次第です。 

この文書は A4判２枚になっており、一枚目は「施術内容の照会について」という説明のようなもので、２

枚目に「内容回答書」（鍼灸）１から９までの質問に対しア、イ、ウから正しい回答を選ぶようになってい

ます。その質問が１、から始まってひとつひとつ療養費支給申請を疑い、患者に確かめている内容なので

す。以下その内容を記述します。 

 

東京都多摩市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

     N ＊＊＊様                       多摩市長  阿部 裕行              

 

鍼灸あんまマッサージ師の施術内容の照会について 

御理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、N＊＊＊＊様が平成２６年１０月に鍼灸あんまマッサージなどの施術受けられたので、その施術内

容について照会させていただきます。施術内容の確認のため、別紙「内容回答書」へ、御本人様がご記入

の上２月３日までに御返送下さい。  （略） 

 

 各項目について○で囲んでください。また記入してください。  

 

氏名                   施術場所、施術者 

１．＊＊年＊＊月分について施術を受けましたか。ア、受けていない イ、受けた 

２. 施術場所を受けた場所に○をしてください。ア自宅（往療）イ、鍼灸院（通院）ウ、その他 

３．施術を受けた方は療養費の申請を施術者に委任（署名、押印）しましたか。 

  ア、委任（署名）した  イ、全額自己負担した  ウ、覚えていない 

４. 施術日数は、＊＊日ですか  ア、同じです イ覚えていない ウ違う（  日）、 

５. 支払った額は＊＊＊円ですか。ア、同じです イ、覚えていない う、違う（      円） 

６．傷病名に○をしてください。 ア、神経痛 イ、リウマチ ウ、頚腕症候群 エ、五十肩 

オ、腰痛症 カ、経椎挫後遺症 キ、その他（           ） 

７．施術内容について○をしてください。ア、鍼のみ イ、灸のみ ウ、鍼、灸併用 

８．同じ傷病で同月に他の医療機関で治療を受けましたか。ア、ない イ、ある医療機関名〈      〉 
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９．医師からの同意又は再同意について○をしてください。 

 ア、病院で診察を受けて書面でもらう。 イ、病院で診察を受け口頭でもらう 

 ウ、病院で診察を受けず口頭でもらう。 エ、医師の同意を受けていない。 

 

これだけの複雑な内容にどれだけ答えられる患者さんがいるでしょうか？ 

特に問題なのは、支払った額です。総療養費の中の自己負担分をのみ支払うべき額として本人にその額を

支払ったかを聞いています。本当の保険にせず正当な治療費を治療家に支払ってもいないのに、余りにも

低い療養費で治療が行えるかのような誤解を患者さんに与えていることです。低い療養費を補うべく治療

費の不足分を患者さんに頂いている治療家が多いと思います。 

当然、患者さんは、「私はもっと多く支払っている。この治療家は不正をしているのではないのか？」 

と感じるのではないでしょうか？このような不信感を与える事は、毎日真面目に治療を行っている私たち

に対し、非常に失礼なことだと思います。また、治療効果の面からも良くありません。 

療養費の不支給を進めるだけでなく治療にたいしても医療妨害をするこのようなやり方に憤慨せざるを

えません。 

「多摩市では、療養費の点検、照会について、鍼灸、あんまマッサージ師の施術内容等の専門知識、技

術をもつ会社ガリバーインターナショナル（株）に委託しております。国民健康保険の適正な運営のため、

何卒ご協力をお願いいたします。」としておりますが、少しも患者さんに説明しておらず、これで、専門知

識をもつ会社と言えるのか疑問です。  

今回は、保険治療ですらない、療養費払いの東洋医学の置かれている状態と保険者である多摩市が極力、

保険を締め付けて最小化しようとしている事を患者さんに説明して、御本人に納得して頂けました。支払

った額については、照会内容にあったとおりの自己負担額を回答し今も続けて来てくださっています。し

かし、少ない治療費のほうが良いに決まっているわけで、釈然としないままでも治療を希望するので来て

くださっているのだと思います。 

 もし患者さんがご自分で回答書にそれぞれ回答した場合、保険者から色々なクレームが来ることが考え

られます。そんな時は、どうしたら良いのでしょうか？鍼灸マッサージ師会員として統一して理解してお

く必要があるように思いますが如何でしょうか？少ない療養費の不足分を患者さんに補ってもらわなくて

もよいように療養費払いでなく、本当の保険治療が求められています。 

先日、初老の男性の患者さんから腰痛症の為に治療依頼の電話がありました。「保険でやってもらえるの

でしょう。病院で診察をうけていたけど治らないんだよ。お願いしますよ。」といわれるのです。しかたな

く、私たち鍼灸師の治療は、療養費払いで、保険ではない治療なので不足分を患者さんに頂いている旨を

説明しました。すると「じゃあー、いいや」と言われて電話を終えられました。本当にお気の毒で、低い

料金で治療してあげたいと思いましたが、それでは今見えてくださっている他の患者さんに申し訳ないの

で、やっと思い止まりました。 

今年、私の治療院のある杉並区でも区の広報に「保険で鍼灸マッサージが受けられる時はどういうとき

か」という記事が掲載されました。そして、多摩市のように施術内容の照会をするようなことが書いてあ

りました。以前に増して、療養費払いの締め付けは厳しくなるでしょう。 

 

これから益々襟を正して患者さんの治療にあたり治療院を運営していかねばいけないとの思いを強く致し

ました。 会員どうし、情報を提供しあって連携して乗り切って参りましょう。         以上 
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平成 27年度 伝統手技療法専門臨床講座 5回コースのご案内 

伝統手技療法専門臨床部会 部長 上石晃一 

 

第 1 回 伝統手技療法塾     講師 清水一雄、上石晃一 

日時：7 月 26 日（日）10 時～17 時 

場所：別途ご案内します 

     

 

日本伝統手技療法 「脊椎矯正医術・各形成関節矯正医術」 

１．自然の摂理に背くこと無く、病で衰弱している肉体に攻撃を加えず、無理に負担をかけたりすることの無

い、安心で安全な臨床医術です。 

２．身体の回復力を高め、疾患者自身が病から解放されてゆくことに実感され、生きてゆく勇気と希望の持て

る臨床治療です。 

３．生まれ乍らに備わった生命機能能力に、勝るものはこの世に何も存在しません。 

ならばその機能能力を 100％発揮できる肉体環境に戻すことの可能な医学です。 

４．主に骨格の形状、配置、配列、各関節形成、その他 

 

【講座の主眼】 

１．伝統を受け継いで後世に反映させていく。  

２．病に悩み、苦しむ人を健康体へと導く。 

３．皆様と出会い伴に学べる機会を与えられ、この時間を共に過ごせることに感謝します。 

４．臨床の原点、医術の基礎、診立てを学習し、疾患者を対象とした治療の伝授。 

  

【今後の予定】 

2 回  8 月 23 日（日）10 時～17 時 骨格と呼吸器、尿生殖器、その他 

※8 月 30 日を変更します。     

3 回  9 月 27 日（日）10 時～17 時 骨格と内分泌腺、消化器系、その他 

4 回  12 月 20 日（日）10 時～17 時 骨格と末梢神経系、自律神経系、その他 

5 回  H28 年 2 月 21 日（日）10 時～17 時  

総まとめ臨床医術、来年度への臨床課題、その他 

＊臨床実践を主に指導し、各疾患改善への要点を確り伝えます。 

＊関節可動域検査治療からの疾病改善への要点を確り伝えます。 

 

【参加費】 

 別途お問い合わせください。 

【参加申し込み】 

事務局までお申込みください。 ☎03-3299-5276 ７月１７日（金）〆切 
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保険請求などについて日々雑感 

萩原駒代 

 

人は易きに流れるものと言われますが、保険の割増し請求や不正に手に入れたお金などは、一見暮らし

が豊かになるように思えますが、心には善良に従うという方位磁石のような力が備わっており、その働き

に背いている状況に対して常に修正するよう働き続けるため、結果的にストレスと違和感を感じ続けなけ

ればなりません。 

体は心地よさを求める働きがありますので、その違和感を解消しようと自分を常に正当に位置付けるよ

うに正論を言い聞かせ続けなければなりませんし、気を紛らわせるために感覚を麻痺させることや何かに

没頭するような事に多くの時間とエネルギーを費やさなければなりません。 

つまり、心に違和感の生じる行為は結局何も残らず役に立たず、心の摩擦が永遠に続き、現実的には体が

もたない永続性のない行為と思います。 

以前人に「嘘をつき続けると常に片手を後ろに回しているのと同じでとても不自由。手放してしまえば

どれだけ自由になるかわかる。」と言われたことがあります。 

東洋医学では争いや不正が行われるのは五行陰陽のバランスが崩れているためと捉え、問題に対処するの

ではなく体の虚実のバランスを整えることで問題を解消します。 

取っ組み合いの喧嘩も好きだけど、裁判など異議申立てについて 

世の中人の未熟さゆえに多くの理不尽な事象が溢れており、そのため多くの争いや貧困、そのしわ寄せ

により幼児虐待や気象変動など、多くの問題が生態環境の危機的な状況にまで押し寄せています。 

問題意識を持ち、より皆様が豊かに暮らせる社会を構築するように働きかけていくことはとても重要です

が、その過程においても健全に相手へも配慮したよりエレガントな手段でありたいと思います。 

今までの裁判が価値のないものだということではなく、私たちはその経歴に恩恵を受けているということ

も忘れてはなりませんが、よりよい手段を取れないだろうかと思います。 

告訴や異議申立てなどは最終手段としてあり得ると思いますが、たとえどれほど理不尽な扱いを受けた

としても、将来的に見て自分がより暮らしやすく豊かな社会になるための礎となり、同じ問題意識を持つ

ものとして、よりよい社会にするにはどのようにすればよいか、それに対しどのように向かっていったら

よいのか、私たちはどのような働きかけができるかを考慮する契機になればよいと捉えられないでしょう

か、こちらが引き下がることで多くの損失や犠牲が伴うこともあるかもしれませんが、結果的に見てより

暮らしやすい社会に向けて力になれるのでしたらそれは大きな報酬とも言えないでしょうか、何より不条

理な状況にとらわれ、多くのエネルギーと時間を費やしてしまうことに私は損失の拡大を感じます。 

(以前息子が生まれて間もなく、全くいわれなく「母親のせいで子どもが虚弱した」と他の病院に移されそ

の後隔離されていたことがありましたが、そのことにとらわれて正そうと時間を費やすよりも一瞬でも長

く子どもの顔をみていたいと思ったことがありました。) 

現代医療の在り方の早期転換を 〜患者の利益を第一とした医療体制を 

現代の患者と医療を取り巻く大部分の環境は、乱立した先進医療設備の維持などのために患者の体が利

用され、不必要な検査、処置、投薬により人々の健康や自由さえもおびやかされております。 

この様な状況に現代医療に携わる方々や有識者、他多くの方々が危惧しております。 
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人の体は極端に偏った食事や投薬、過剰な無理やストレスを重ねない限り病気にならないように造られて

おり、風邪などの症状は体の恒常性が活性化した大切な反応で、東洋医療や食事、温熱療法、養生を適宜

取り入れ体内環境を整えることでよりスムーズに病態を経過させることが可能で、それにより病気の前よ

りも健やかな感度のよい身体を作ることが可能です。 

 

鍼灸、指圧、マッサージ師の役割は単なる慰安や痛みの緩和、障害を残した方々のケアだけではなく、

日頃から未然に病気にならないように心身、気のバランスを整え、ライフスタイルや病気の元となる物事

の捉え方を見つけ、随時助言を与えながら生涯に渡って健康を管理する大切な役割を担っております。 

季節に則した自然な食物を体調に合わせて摂るように伝え、農薬を使わない土づくりから育成、配送まで、

その仕事に携わる方々の健康や適正な利益分配も配慮したものであるか、ルート全体を見渡すことができ

るものを頂くようにし、それは全ての方々がより健康に過ごせる地域社会を維持することができ、ひいて

は自分の健康に繋がることを啓蒙していくことも大切なことです。 

 

 

  新入会員紹介 

インタビュー項目／①卒業年度 ②卒業校 ③活動地域 ④当会を知ったきっかけは？ ⑤一言 

 

＊清水 昭（シミズ アキラ）さん Ｈ27/2 入会 

①２０１１年（平成２３年） 

②東京衛生学園 

③渋谷・杉並・中野・新宿各区 

④会のホームページを拝見して 

⑤昨年１１月に独立したばかりです。楽しく仕事をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＊落合 充圭（オチアイ ミツヨシ）さん Ｈ27/5 入会 

①平成２２年 

②学校法人呉竹学園 東京医療専門学校 

③練馬区 

④同業の父から紹介され、かつインターネット検索もした上でこちらに入会するこ

とを決めました。 

⑤現在、整形外科のリハビリスタッフとして仕事をしています。病院に通えない患者さんが多くいらっし

ゃることを知り、訪問治療で自宅でも楽になれる環境作りができれば、と考えました。今でも仕事が休み

の日にデイサービス施設などで治療を行っていますが、来年からは往療専門の鍼灸・マッサージ師として

本格的に活動を始める所存です。ケアマネの試験にも挑戦中です。 

 

事務局よりお知らせ 

＊7 月の締め切りは 7 月３日（金）です。 
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 ｅ-メール利用のご案内！  
   

事務局では会員サービスの向上及び事務局業務効率化を図るため、会員向けのサービスの

e メール利用をお勧めしています。 

なお、今回の療養費ソフトのバージョンアップにより、申請書作成と eメールの利用がより

便利になりました。ＰＣを利用できる方は、できるだけｅメール利用をお願いします。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 今まで支給明細をＵＳＢメモリで送付していた会員に対しては、メールからの取り込みが容易にな

りましたので、今後はｅメールでのご提供に変更させていただきます。メールでの提供について不都

合がある場合は、ご連絡をお願いします。 

     

   療養費ソフト バージョンアップのお知らせ（再掲） 

     バージョンアップがまだの方、7 月度の申請書が作れませんので至急バージョンアップが必要です。 

     USB メモリを事務局に提供いただいている場合は、返送時の USB メモリ内にバージョンアップモ

ジュールが入っています。バージョンアップモジュールがない場合は、事務局に USB メモリを送付い

ただければバージョンアップモジュールを入れて返送します。 

     （6 月 16 日以降は、インターネットでのバージョンアップはできません。） 

 

 

 

当会の e-メールサービス 

◎ 会員から事務局へ 

申請書と同時に提出する USB メモリを e メールにする。 

 （USB メモリの送付は不要になりました） 

◎ 事務局から会員へ 

  ・事務局通信を PDF 形式で送付します 

  ・支給通知書を PDF 形式で送付します。 

 

ｅメール利用するメリット 

  ・送付用の USB メモリが不要になります。 

    （USB メモリはデータのバックアップ用にご利用ください） 

  ・事務局通信や支給明細書が早く届きます。 

    （紙ベースのものよりは 2 日ほど早く届きます） 

  ・電子媒体として、PC 内や外部媒体で情報の保管ができます。 など 
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H27年 6月                 H27年 7月 

 

1 月   1 水  

2 火  2 木  

3 水 申請書〆切    3 金 申請書〆切 

4 木  4 土  

5 金 申請業務 5 日  

6 土  6 月  申請業務 

7 日  7 火  

8 月  8 水  

9 火  9 木 NPO 新婦人  

八王子支部へ説明会 

10 水  10 金 事務局通信投稿〆切 

11 木 事務局通信投稿〆切 11 土  

12 金  12 日  

13 土  13 月 事務局会議（13：00～14：00） 

14 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：30~12：30） 

在宅ｹｱ部学習会（13：30~16：00） 

NPO 理事会(10：30~12：30) 

14 火  

15 月 事務局会議（13：00～14：00） 15 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

16 火  16 木  

17 水 通信編集会議（10：00～11：00） 17 金  

18 木  18 土  

19 金 保険部会(19：00～21：00) 19 日  

20 土  20 月 海の日 

21 日 「国民の会」第２回総会 21 火  

22 月  22 水  

23 火  23 木  

24 水  24 金  

25 木 衆議院会館にて  

村岡議員勉強会 

25 土  

26 金 支給明細などの発送 26 日 NPO 理事会（10：30～12：00） 

第１回 臨床講座 中野産業 

振興センター（10：00～17：00） 

27 土  27 月  

28 日 NPO 江戸東京博物館見学 28 火 支給明細などの発送 

29 月  29 水  

30 火 療養費の振り込み 30 木  

 31 金 療養費の振り込み 


