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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 メール zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

e-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

-hoshinren@star.ocn.ne 鍼灸マッサージ治療の活用を 
6月 25日に維新の会の村岡敏英衆議院議員のお力添えにより、

鍼灸、マッサージ療養費における問題で厚生労働省との話し合い

が行われました。 

急な呼びかけであったにもかかわらず、一般社団法人鍼灸マッ

サージ師会からは高橋代表理事・清水事務局長。および NPO法人

医療を考える会からは山口副代表理事をはじめ 14 名が参加し、

署名活動を共に進めている協同組合兵庫県保険鍼灸師会理事長

の藤岡東洋雄氏、秋田県横手市の鍼灸マッサージ院・善徳堂院長

の善徳泰博氏も参加しました。              （鍼灸マッサージ治療活用を要望する高橋代表） 

はじめに高橋代表理事が、鍼灸マッサージ治療の積極的活用について要望しました。 

すでに昭和 60年に、科学技術庁研究報告「東洋医学の科学的解明に関する調査、成果報告書」のなかで、

以下のように述べています。 

「高齢化に伴う種々の愁訴、また単調反復作業が多い為、身体より精神を使う仕事などに多発する疾患

に応用が可能で、また、スポーツ医学、リハビリテーション等に本法を組み込むことをすれば、医療効果

をさらに上昇させ、ひいては医療費の節約にもつながる。」 

そして自らが取り組んだ「慢性腎炎患者の人工透析開始を 4 年間遅らせた」臨床例を発表し、治療効果

の増進と医療費の節減のため、鍼灸マッサージ治療の積極的活用を要望しました。さらに、藤岡氏をはじ

めとし、参加者より療養費支給に医師の同意書添付を求める法的な根拠や、療養費委任払い拒否に対する

見解などの質問が出されました。 

しかし、1 時間という時間の制約があり、厚生労働省の見解をきちんと聞くということは出来ませんで

した。さらに、われわれの疑問について各自が十分に発言する時間もありませんでした。 

懇談後の参加者の話し合いのなかで出されましたが、療養費支給制限の根拠をきちんと正すことが重要

ではないか。本日は第一歩として、話し合いの場を重ねていくことが大切なことを確認しました。 

議員との懇談によって、議員に鍼灸マッサージ治療の効果や、療養費取扱いの不条理な状況について、

まず、理解してもらうことが制度改善への道筋です。               （記 久下勝通） 

147 号 
2 平成 27 年 7 月 17 日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

http://www.hoshinren.jp/
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厚労省との話し合い 
事務局長 清水一雄 

日時：平成 27年 6 月 25日 14時～15時 

場所：衆議院第一議員会館 1018号室（10階日本維新の会会議室） 

 

日本維新の会 村岡敏英衆議院議員

のお取り計らいにより、厚労省と直接話

し合う、「鍼灸マッサージに関する勉強

会」を開くことが出来ました。1時間と

云う短い対話時間の中で、強調してきた

論点について報告致します。 

 対話の前10時30分から事務局におい

て、限られた時間内で効率の良い話の   (出席者敬称略・左から、田中・荒木・松尾・善徳・藤岡各氏) 

展開をするために打ち合わせを行いました。 

【出席者】 

日本維新の会 村岡敏英衆議院議員 佐藤孝秘書 

厚生労働省 医政局医事課 医事専門官 相馬大輔氏 

厚生労働省 保険局医療課 療養指導専門官 松田芳和氏、細谷氏 

 

一般社団鍼灸マッサージ師会：高橋養藏、高橋敦子、松尾洋子、荒木文雄、橋本利治、山口充子 

田中榮子、久下勝通、黒川邦日兒、山口富靖、石原則子、上石晃一、清水旭、清水一雄 

協同組合兵庫県保険鍼灸師会 理事長 藤岡東洋雄氏 

秋田県横手市 善徳堂院長 善徳泰博氏 

 

【前置き】 

 本日を迎えるにあたって、高橋代表理事名で要望書を作成し、事務局での事前に会議を行い、久下監事

作成の要望書と 10周年記念誌、在宅医療テキストを村岡敏英衆議院議員と厚労省の相馬大輔氏、松田芳和

氏に提出する。資料準備をした割に資料の中身についてあまり触れることが出来なかったのは残念であっ

たけれども、この度の対話は藤岡理事長をメインに、サブメインを善徳堂の善徳院長で進めることにして

いたので、話の流れに沿って発言しようという気持ちで臨むことにしました。 

 佐藤秘書から議題と次第について紹介していただき、高橋代表理事の進行に基づいて話し合う。 

 高橋代表理事から米国では鍼灸治療が国民医療として認められている。日本では人工透析患者は 28万人

（年間医療費 1兆円）と言われ、慢性腎炎で透析を進められた患者が鍼灸治療を行うことにより 4年間透

析を引き延ばすことが出来た。医療費の節約にもなった話が紹介され、藤岡理事長から本題に入った。 

【本題】 

１．厚労省に質問 

①鍼灸治療は 7疾患で縛っている。 

②鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は治療が出来るということは、診断権があるということであり療養費

の請求をするときに何故医師の同意を求めなければならないのか。医師の同意書、診断書を廃止すべきで
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ある。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は医業を行う資格者であり、医業類似行為ではないという前置き

をする。 

③アメリカの鍼灸治療は 1回 1万円と聞いている。 

④鍼灸治療を併給することで治療効果が得られており、労災保険では併給が認められているのに、保険を

使う鍼灸治療では医療併給禁止は納得できない。駄目という根拠を示していただきたい。 

⑤平成 9年の 150号通知で医療先行が無くなったので、鍼灸治療はストレートに受けることが出来る。鍼

灸の場合医師の同意を取るということは、医療手段がないということであり医師が医療放棄をするという

ことでもあり、殆どの医師はその意味を知らないで患者に求められて同意に及んでいる。しかしその意味

を解したら同意する医師はほとんどいなくなると思う。もし自分が医師であれば同意する気になれない。 

⑤秋田の医師会では同意書は面倒くさいのと、よく解らないからやめて欲しいと言っている。 

⑥鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を健康保険に組み込めば、病人を減らすことになり医療費低減

に役立つ。 

⑦鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の健康保険問題で代議士に動いてもらったら、代議士の役職がなぜか

剥奪されてしまう。 

 

２．厚労省の回答について 

①健康保険法第 87条と療養費の支給基準について文章を読み上げるのみで、見解らしい見解を聞くことは

出来なかった。特に鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の診断権についてもはっきりと否定しなかった。 

②医師の同意が必要な理由は、給付が困難な場合要件を確認する為に必要としている。これもマニュアル

に沿った回答。 

【最後に】 

鍼灸マッサージを普及させれば医療費を下げることが出来る。このような勉強会を今後も継続させていく

ことを希望します。 

【私の感想】 

厚労省はあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の法律の第 12条を掲げここに

「あはき」は医業類似行為ですよ。と堂々と説得力のある間違った見解を押し通して、

世の中を洗脳しています。 

 法律の文面であん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の等が正式に回答され

ています。騙されないようにしなければなりません。等は、昭和 22年に無資格で業を営んでいた療術師が

国に届出をすれば、医業類似行為として業を行ってよろしいですよ、というのが本来の意味です。 

十二条（医業類似行為の制限） 

何人も、第一条にあげるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業と

する場合については、柔道整復師法の定めるところによる。 

→第一条にあげるものとはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のことであり、それらの資格者を

除いて、医業類似行為の届けをしないで医業類似行為を業としてはならない。という意味です。 

我々資格者は国のトリックにうまくはめられているので、皆がそのことを理解しなければなりません。

理解が不足していると、国及び保険者に簡単に押し切られてしまいます。時間があればこのようなやり取

りをしたいと考えていましたが、1時間の枠内では限界があり、この問題は焦らずに一つずつ、今後の話

の中で説明していかなければと思いました。 
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私は厚労省との話し合いで、提出する文章として下記のように考えました。 

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師にも公平な健康保険取扱いを要望します。 

・医師の同意書、診断書の添付を廃止し、健康保険証の提示で受療出来るようにする。 

・適応症の制限を緩和する。 

・鍼灸治療において一般（西洋）医療との併給を確立する。 

・保険者と委任払いの契約導入を図る。 

・定期的に厚生労働省との意見交換会を開催する。 

【鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の現状】 

１．2011年度総医療費 38兆 5850億円として医療費に占める割合 

鍼灸師        ： 352 億円（総医療費の 0.091％） 

あん摩マッサージ指圧師： 560 億円（総医療費の 0.145％） 

柔道整復師      ：4085 億円（総医療費の 1.059％） 

※鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の合計で占める割合は 0.236％ 

 

２．鍼灸、あん摩マッサージ指圧治療院へどのような方が見えるか。 

 殆どの方は基本的には健康保険が使えるところで治療したが完治せず、慢性化・重症化した方が来院さ

れるケースが多い。 

①頚部の疾患の中で頚椎症、寝違い、ムチウチ症状（頚部捻挫）等、激痛と痺れ、凝り 

②肩腕の疾患でいわゆる五十肩や上肢等の神経痛 

③骨折後療、捻挫打撲疾患 

④慢性頭痛で薬が手放せない方 

⑤腰にまつわる疾患―ぎっくり腰、脊柱管狭窄症、脊椎椎間板ヘルニアなど坐骨神経痛 

⑥膝、股関節にまつわる疾患―変形性膝関節症、変形性股関節症等 

⑦脳血管障害後遺症、ＡＬＳ等難病疾患 

⑧癌疾患 

 

３．医師の同意についての不可解 

 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師はあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律に基づ

いているのであり、もともと医師の同意を得て行う医療ではない。 

①療養費で行う場合、どうして医師の同意を得なければならないのか。 

②鍼灸、あん摩マッサージ指圧医療に関して何故医師が同意しなければならないのか。 

 

４．医療の特性が発揮されるべき医療制度を構築するべきである。 

①西洋医療と東洋医療で共通しているのは病人を減らし、健康人を増やしていくこと。 

②国は東洋医療に力を入れていただきたい。 

③西洋医療と東洋医療は考え方が 180度異なることがあるが、長所は尊重すべきである。 

 

５．患者からの声 

①あちこち医療機関にかかったが良くならない。よく声を聴くのは痒いところに手が届かない。 

 治りそうなポイントに手を触れてくれないので、ここもダメかと失望してしまう。 

もっと気軽に

受けたいね 
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②良くなるのであれば、患者にとっては西洋も東洋もない。 

③国民皆保険である限りは健康保険でかかりたい。 

 

６．同意書を書いてもらうための患者の苦労 

①今までかかっていた医療機関で良くならないから同意書を書いて欲しいと頼みにくい。 

②同意書を貰うために保険医療機関へ意思に反して行くことは苦痛である。 

③保険医療機関で同意書を依頼したら自分のところの理学療法を進められた。 

④保険医療機関に通った後同意書を書いてもらうことをお願いする。何故そこまでしないといけないのか。 

⑤保険医療機関で受診されていない方の同意書のハードルは高い。 

 

７．鍼灸、あん摩マッサージ指圧治療院に対する国民の認識 

①療養費の支給で医師の同意書添付が必要であるために、医療として身近な存在にならない。 

②体験されていない方は、何に効くのか全く分からない為に選択のしようが無い。 

③国民は鍼灸、あん摩マッサージ指圧治療院も無資格のところも同じと解釈しており、医療である限り、

国の資格を得ていると思っている。 

 

８．無責任な医療行政 

①無資格者に医業類似行為者とするのは国民に対して無責任である。暗黙で診療行為を認めている矛盾が

ある。昭和 35年の最高裁の判決解釈を間違えている。無資格者の電気治療で、人の身体に危害を及ぼさな

ければという判決であり、人の身体に触れて診療行為を認めたわけではない。それを間違えて拡大解釈に

及び無資格診療を認めている。 

②昭和 22年に無資格療術師で、国に届け出をされた方に医業類似行為をしてよろしいですよ、と認められ

たものであり、届出のない無資格者を医業類似行為者とは言わない。 

③現在は無資格者総てにおいて、無資格医業類似行為とし、またあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅ

う師・柔道整復師を有資格者医業類似行為に仕立てようとしている。 

 

９．東洋医療の発展に国が力を入れていただきたい。 

①伝統医療を継承している経験豊富な鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を積極的に受け、学術勉強

会にも積極的に参加され医療の本質を理解していただきたい。そのために当会は協力します。 

②新しい鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は、就業や臨床経験をする場が乏しいので、国家が予算を組み

卒後教育機関の充実化を図る。 

③よく科学的根拠が乏しいと言われてきたが、どのようなデータの提出をすればエビデンスとして認定す

るのか。国も一緒に取り組んでいただきたい。 

④東洋医療は体の抵抗力向上を目指す予防医学なので、疾病患者を減らすのに役立ち医療費削減にも威力

を発揮します。但し、経験医療なので、新米資格者の臨床技術の養成が望まれる。 

⑤東洋医療を国民医療にしていくために、保険鍼灸師、保険あん摩マッサージ指圧師の制度を再考し健康

保険の療養の給付化にしていく。但し、資格者は誰でもではなく認定制度にする。 
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治療院探訪 ４ 
佐渡智哉 

今回の治療院訪問では女性専門の治療院として 30 年以上続いている「表参道ビオ東洋

医学センター」の高橋亨先生、幸子先生ご夫妻に、お話を伺ってきました。院長である

高橋亨先生と数名のスタッフと共に、幸子先生はケアマネージャー、訪問治療、治療院

での施術と日々活躍されています。 治療院、そしてお二人の魅力をお伝えします。 

◎人を惹きつける情報発信 

場所は明治神宮前駅から徒歩 30 秒という好立地でありながら、ホームページ（以下 HP）には各駅から

の経路がとても詳細に記載されています。 また、HP には鍼灸治療のことだけでなく、スタッフの人柄や、

院長のこれまでの歩みなどが詳細に記され、初めての方には安心感をもたらし、通われている方には継続

意欲を引き出す構成になっています。さらに 3 ページにもわたる問診項目も掲載されていて、あらかじめ

記入して持ってきた方には、割引システムが適用されるにようになっています。 

◎患者さんに合った施術所作り 

室内には日の光が上手く取り入れられ、クリーム色の壁紙とあいまって落ち着いた明るさです。 女性

が安心して入れるだけでなく、顔色など患者さんの状態もよく観察できそうです。 清掃も行き届いていて、

耳つぼ施術を行うスペースは cafe をイメージさせるような窓際のカウンター席になっています。 

◎研究心 

お話を伺う中で感じたことは、お二人とも非常に研究熱心でいらっしゃると

いうことです。古典や長野式の治療だけなく、免疫学やメンタル面など新たな

分野も柔軟に学び続けていて、従来の枠にとらわれることなく、人や治療を様々

な視点から見ようとされている姿勢を感じました。 

現在までの経歴を教えてください。 

鍼灸学校 3 年生のときにこの治療院に見学にきて 4 年ほど勤めた後、他の治療院で往療など学びながら

3 年ほど勤めました。その後独立し、アルバイトをしながら往診をしていましたが、再び現在の治療院に

復帰して 8 年ほどになります（幸子先生） 

なぜ施術師の道を選びましたか？ 

父が治療家（松原幸靖氏）で物心ついた頃から東洋医学が当たり前にあったため必然でしょうか。高校

卒業を機に東洋鍼灸専門学校に入学しました（幸子先生） 

施術に関するモットー、大切にしていることは？  

問診をはじめ、患者さんの状態をよく知ること。早く良くなり、患者さんが自立していく治療（亨先生） 

父から言われたことですが、どんな治療方法でもお腹を動かすこと。患者さんの生活環境や置かれている

状況、過去の経験など、その患者さんのバックグラウンドまで見ていくこと。 患者さんが笑顔で治療院を

出ていく姿をイメージしています（幸子先生） 

施術の形態は？ 

鍼灸治療、マッサージ、美顔鍼、頭皮鍼、耳ツボ訪問鍼灸マッサージ 

施術の特徴は？ 

鍼灸治療は長野式。よく温めること（亨先生）自然と多く診ているのは内分泌系の症状（幸子先生） 
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治療院で気に入っているところは？  

色々なタイプの先生がいること（亨先生） 

明るく風通しのよい治療院の雰囲気（幸子先生） 

診察するとき、どのようなところを見ますか？ 

脈、腹、背、傷（どのような理由でどのように傷がつき、どんな症状につ

ながっているか。心の傷になっていないか） 

感情  ・証を立てる際、重視している事はありますか？  固定概念、観念

にとらわれない事。 前にした治療がうまくいっていても、その経験にとら

われずその人自身を見ること（幸子先生） 

影響を受けた人物・書籍など 

コツコツ努力家の父。自由な発想をする夫。長野先生、松本先生（幸子先生） 

続けている勉強、今興味持っている分野、今後勉強してみたいこと 

長野式、免疫学 今後はメンタルの分野でしょうか…    

会に入ってよかったこと・改善してもらいたい点 

保険申請の際はお世話になっています。相談もでき心強いです。 さらに、若い方に魅力ある会へ（笑） 

今後目指したいところや将来の展望をお聞かせください 

 出来る事をコツコツと（幸子先生） 

 

 

変形性膝関節症及び関連部傷（腰痛） 

在宅でできるリハビリテーション 

在宅ケア研修会 

在宅ケア部 鈴木淑惠 

 在宅ケア部主催の研修会 2015 年度第１回目が、6 月 14 日（日曜日）

の午後 1：30 から 4：30 まで中野産業振興センター、和室にて行われま

した。講師は井上美幸先生です。現在は千葉医療福祉専門学校理学療法

学科の講師を務めています。今回は井上先生の貴重な経験と、資料を基

に丁寧に教えて頂きました。前日の雨も上がり曇り空，参加者は 25 名

でした。講師の実演の後、すぐにペアをつくって戴き実技の練習が行わ

れました。会場内は、みなさんの真剣な熱気が段々と高まってくるのが 

（写真上・井上美幸先生）   伝わってきました。 

 

１． 変形性膝関節症 

加齢と炎症によって膝の軟骨や骨の破壊が進んだ状態といわれております、日本人の場合内側に多い。

骨の変形、痛む筋肉の緊張を取り除き、関節を正しく可動させ、セラピーすること。動かすことにより、

患部に栄養と酸素の取り込みを促進させ、骨の破壊を少しでもすくなくする。 
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２ 関節可動域 

膝蓋骨を動かす周囲の筋肉に対してアプローチする。内転筋起始部、 

大腿骨内側面を引き離すように動かすとよい。 

３ 周囲筋 

内側広筋、外側広筋をアシストする。 

４ 筋肉の使い方 

OKC（オープンキネティックチェーン）非荷重位での単関節運動のこと 

筋肉を動かす事を忘れた、寝たきりの状態の人をベッド上で動かすときに用いる。 

CKC（クローズドキネティックチェーン）荷重位での多関節運動のこと 

大腿四頭筋筋力低下防止等のため、全体の筋肉を確認しながら用いる。 

５ 正しい歩行のために 

椅子に浅く座り骨盤を前に出さないで垂直に腰掛ける。この姿勢が正しい歩行につながる軽い筋トレ。 

 

今回も井上先生の熱意ある指導を受け、関節可動域訓練を学びました。プロの見事な技術に感歎させられ、

これからは患者さんに、臨床の場で使える手技を学んだ事に対し、私達は大変恵まれていると思いました。 

質疑応答：質問も多数あり講師も熱心に対応なさっておられました。 

アンケート：研修会の感想はとても参考になりました、明日から役立てたい、など多くありました。 

 

井上講師、事務局の方々、お世話になった皆様本当に有りがとうございました。 

次回在宅ケア部研修会は、10 月 11 日を予定しております。多くの方の参加をお待ちしています。 

井上理学療法士による在宅研修会感想 

（リハビリの基本を見直す） 

萩原駒代 

 リハビリの基本を見直すいい勉強になりました。今回の学習内容は、不特定多数の方

を対象としているため、標準的な模型の体とその動きを学びましたが、留意点としてひ

とりひとり体型や運動量や、体の動かし方が違うため、標準モデルのまま動かそうとす

ると関節や筋を痛めてしまうので、体つきやくせ、損傷部位、損傷の状態、筋力の弱い

箇所、意識されづらい箇所をよく診察し、損傷部位に負荷がかからないよう、感覚の鈍

っている部位も意識するように、体全体の連動や反応も見ながらリハビリを行う重要

（写真上・萩原氏） 性を感じました。 

 もう一つ大切な点は、本当に体をよくしていくのは筋力や関節可動域ではなく、気や神経に付随する働

きですので、不意に動きが起こるような瞬間が得られる、意識がニュートラルになる開放的な和やかな場

所作りが必要で、基本的な施術者の姿勢として、受け手の患者さんが「自分は一人の人間として大切にさ

れている、認められている「自律性を信頼されている」という空気作りが必要で、自分の気持ちや感覚に

率直になれる、何でも言い合える空間であることで付随な働きが優位になり、将来的に生の意義に気づき

繋がっていくと思いました。ありがとうございました。 

 

 

 

ニュートラルな空気感は人間性から

出るものかな・・・不思議な感想・・ 
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立憲政治が危ない 
             久下 勝通 

安倍総理は昨年の 7月に、海外での自衛隊の

軍事行動に道を開く、集団的自衛権容認の閣議

決定を行い、戦後の日本の安全保障政策「平和

主義」の変質であると、大きな批判の声が上が

っていました。 

 現国会で論議されている「安保関連法案」は、

自衛隊法や国際平和協力法など10の法律

の改正案をひとまとめにし「平和安全法

整備法案」との名称で提案し、さらに、

自衛隊の海外派遣を随時可能とする新し

い法律「国際平和支援法」を提案してい

ます。 

法案の名称は平和、平和と平和を連呼

しているのですが、内容は名称とは全く

ことなり、他国の戦闘を支援するため、自衛

隊の海外派遣を随時行えるようにする法律で

す。 

日本は、自らが引き起こした第二次世界大戦

の反省の上に立ち、平和憲法を制定し「国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の

行使は、国際紛争を解決する手段として永久に

これを放棄」（憲法第九条）しているのです。 

「専守防衛」、他国からの急迫不正の侵害が

あり、これに対処する他の手段がない場合にだ

け、最小限度の実力を行使する、自衛のための

手段として自衛隊があるのです。 

この問題は、自衛隊の設立以来、自衛隊は憲

法違反との見解もあり、長年の国会論議の積み

重ねを通して確立している憲法解釈です。また、

他の国を武力でまもる集団自衛権の行使は、現

憲法では認められないことも歴代の内閣が確

認してきた憲法解釈です。 

参考人全員が安保法案は違憲  

6 月 4 日に衆議院憲法審査会が行われ、憲法

を専門とする有識者 3人の方が参考人として見

解を明らかにしました。ところが、3人全員が、

安保関連法案について憲法違反であると表明

したのです。 

見解を表明したのは、長谷部恭男早稲田大学

教授、小林節慶応大学名誉教授、笹田栄司早稲

田大学教授の三氏です。長谷部氏は自民、公明、

維新が推薦した参考人です。 

長谷部氏は「集団自衛権の行使容認は憲法違

反だと考えている。従来の政府見解の論理の枠

内で説明がつかないし、法的な安定性を大きく

揺るがすものだ」と述べているのです。 

小林氏は「違憲だ。憲法九条は、海外で軍事

活動する資格を与えてない。集団的自衛権は、

仲間の国を助けるために海外へ戦争に行くこ

とだ。国会が多数で法案を承認したら、国会が

憲法を軽視し、立憲主義に反することになる。」 

笹田氏も「内閣法制局は歴代の自民党政権と

共に安保法制をずっとつくってきて「ガラス細

工」とは言わないが、ぎりぎりのところで合憲

性を保っていると考えていた。今回は踏み越え

てしまっており、違憲だ」と指摘しました。 

（参考人の発言は東京新聞記事による） 

長谷部恭男氏は、特定秘密保護法の作成に協

力し、衆議院の特別委員会で自民党推薦の参考

人として特定秘密保護法に賛成の意見を述べ

た方です。このように安倍内閣に協力してきた

方から見ても、集団自衛権容認の安保関連法案

は見過ごせない憲法違反なのです。 

 慶応大学名誉教授の小林節氏は、民主党推薦

の参考人です。改憲論を唱える憲法学者で、自

民党の方々とも長年にわたり憲法の検討を行

っている方ですが、安倍政権の解釈改憲に対し

ては、鋭い批判を展開されています。 

6月15日に長谷部恭男早稲田大大学院教授と

小林節慶応大名誉教授がそろって日本記者ク

ラブで記者会見した記事をみました。  

小林氏は、「私も結論は撤回すべき。違憲と

いうのはもちろんですが、恐ろしいのは、憲法

違反がまかり通ると、要するに憲法に従って政

治を行うというルールが無くなって、独裁政治

になっていく。本当に心配だ。」憲法は、総理
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大臣の行為を拘束、規制するものです。 

憲法の解釈も国会における論議を繰り返し確定

した解釈を、総理大臣が勝手に変更することはでき

ないのです。しかし、安倍総理にこの認識はないよ

うです。 

著名な憲法学者がそろって国会の場で、政府提出

法案について違憲と判断を述べたのですから、本来

ならば、法案撤回し再検討するのが法律の権威を維

持するうえでも当然ではないでしょうか。しかし、

安倍内閣は、この有識者の見解も無視しています。 

 原発問題、沖縄辺野古基地建設問題、安保法制な

ど、どの問題をみても、これほど民意を無視し、国

民から遠い内閣はかってなかったと思います。立憲

政治の危機を見過ごすことはできません。声を上げ、

行動しましょう。 

樋口陽一東京大学名誉教授・憲法学、山口二郎法政大学・政治学を共同代表に、民主政治をまもろうとの趣旨で

活動しています。安保法制関連諸法案の撤回を求める声明がＨＰに掲載されていますので見てください。

http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/ 

立憲デモクラシーの会 設立趣旨 

  決められる政治を希求する世論の中で、安倍政権は国会の「ねじれ」状態を解消したのち、憲法と民主政治の基

本原理を改変することに着手した。特定秘密保護法の制定はその序曲であった。我々は、戦後民主主義の中で育ち、

自由を享受してきた者として、安倍政権の企てを明確に否定し、これを阻止するために声を上げ、運動をしなければ

ならないと確信する。それこそが、後の世代に対する我々の責務である。 

 実際、安倍政権は今までにない手法で政治の基本原理を覆そうとしている。確かに、代議制民主主義とは議会多数

派が国民全体を拘束するルールを決める仕組みである。しかし、多数を全体の意思とみなすのはあくまで擬制である。

一時の民意に支持された為政者が暴走し、個人の尊厳や自由をないがしろにすることのないよう、様々な歯止めを組

み込んでいるのが立憲デモクラシーである。それは、民主主義の進展の中で、民衆の支持の名の下で独裁や圧政が行

われたという失敗の経験を経て人間が獲得した政治の基本原理である。しかし、安倍政権は、2 つの国政選挙で勝利

して、万能感に浸り、多数意思に対するチェックや抑制を担ってきた専門的機関――日本銀行、内閣法制局、公共放

送や一般報道機関、研究・教育の場――を党派色で染めることを政治主導と正当化している。その結果現れるのはす

べて「私」が決める専制である。この点こそ、我々が安倍政権を特に危険だとみなす理由である。 

 安倍首相の誤った全能感は、対外関係の危機も招いている。2013 年末に靖国神社に参拝し、中国、韓国のみなら

ず、アメリカやヨーロッパ諸国からも批判、懸念を招いた。日本は満州事変以後の国際連盟脱退のように、国際社会

からの孤立の道を歩もうとしている。 

 万能の為政者を気取る安倍首相の最後の標的は、憲法の解体である。安倍首相は、96 条の改正手続きの緩和につ

いては、国民の強い反対を受けていったん引っ込めたが、9 条を実質的に無意味化する集団的自衛権の是認に向けて、

内閣による憲法解釈を変更しようとしている。政権の好き勝手を許せば、96 条改正が再び提起され、憲法は政治を

縛る規範ではなくなることもあり得る。 

 今必要なことは、個別の政策に関する賛否以前に、憲法に基づく政治を取り戻すことである。たまさか国会で多数

を占める勢力が、手を付けてはならないルール、侵入してはならない領域を明確にすること、その意味での立憲政治

の回復である。そして、議会を単なる多数決の場にするのではなく、そこでの実質的な議論と行政監督の機能を回復

することである。 

安倍政権の招いた状況は危機的ではあるが、日本国民の平和と民主主義に対する愛着について決して悲観する必要

はない。脱原発を訴えて首相官邸周辺や各地の街頭に出た人々、特定秘密保護法に反対して街頭に出た人々など、日

本にはまだ市民として能動的に動く人々がいる。この動きをさらに広げて、憲法に従った政治を回復するために、

あらゆる行動をとることを宣言する。 

 

樋口陽一東京大学名誉教授・憲法学、山口二郎法政大学・政治学を共同代表に、民主政治をまもろうとの趣旨

で活動しています。安保法制関連諸法案の撤回を求める声明がＨＰに掲載されていますので見てください。

http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/ 

立憲デモクラシーの会 設立趣旨 

  決められる政治を希求する世論の中で、安倍政権は国会の「ねじれ」状態を解消したのち、憲法と民主政治の

基本原理を改変することに着手した。特定秘密保護法の制定はその序曲であった。我々は、戦後民主主義の中で育

ち、自由を享受してきた者として、安倍政権の企てを明確に否定し、これを阻止するために声を上げ、運動をしな

ければならないと確信する。それこそが、後の世代に対する我々の責務である。 

 実際、安倍政権は今までにない手法で政治の基本原理を覆そうとしている。確かに、代議制民主主義とは議会多

数派が国民全体を拘束するルールを決める仕組みである。しかし、多数を全体の意思とみなすのはあくまで擬制で

ある。一時の民意に支持された為政者が暴走し、個人の尊厳や自由をないがしろにすることのないよう、様々な歯

止めを組み込んでいるのが立憲デモクラシーである。それは、民主主義の進展の中で、民衆の支持の名の下で独裁

や圧政が行われたという失敗の経験を経て人間が獲得した政治の基本原理である。しかし、安倍政権は、2 つの国

政選挙で勝利して、万能感に浸り、多数意思に対するチェックや抑制を担ってきた専門的機関――日本銀行、内閣

法制局、公共放送や一般報道機関、研究・教育の場――を党派色で染めることを政治主導と正当化している。その

結果現れるのはすべて「私」が決める専制である。この点こそ、我々が安倍政権を特に危険だとみなす理由である。 

 安倍首相の誤った全能感は、対外関係の危機も招いている。2013 年末に靖国神社に参拝し、中国、韓国のみな

らず、アメリカやヨーロッパ諸国からも批判、懸念を招いた。日本は満州事変以後の国際連盟脱退のように、国際

社会からの孤立の道を歩もうとしている。 

 万能の為政者を気取る安倍首相の最後の標的は、憲法の解体である。安倍首相は、96 条の改正手続きの緩和に

ついては、国民の強い反対を受けていったん引っ込めたが、9 条を実質的に無意味化する集団的自衛権の是認に向

けて、内閣による憲法解釈を変更しようとしている。政権の好き勝手を許せば、96 条改正が再び提起され、憲法

は政治を縛る規範ではなくなることもあり得る。 

 今必要なことは、個別の政策に関する賛否以前に、憲法に基づく政治を取り戻すことである。たまさか国会で多

数を占める勢力が、手を付けてはならないルール、侵入してはならない領域を明確にすること、その意味での立憲

政治の回復である。そして、議会を単なる多数決の場にするのではなく、そこでの実質的な議論と行政監督の機能

を回復することである。 

安倍政権の招いた状況は危機的ではあるが、日本国民の平和と民主主義に対する愛着について決して悲観する

必要はない。脱原発を訴えて首相官邸周辺や各地の街頭に出た人々、特定秘密保護法に反対して街頭に出た人々な

ど、日本にはまだ市民として能動的に動く人々がいる。この動きをさらに広げて、憲法に従った政治を回復す

るために、あらゆる行動をとることを宣言する。 
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H26 年度第 12 回総会・特別講演 
H27年 5月 31日 ホテルローズガーデン 

【橋本利治副理事長からの講師紹介】 

岩上氏はフリーのジャーナリストとして、フジテレビの『特ダネ・コメンテーター』をなさっていただ

けでなく、『日本国憲法』『前夜』などの著書があり、それを読めば今の自民党の改憲草案のひどさが分か

ると共に、来年の参議院選終了後に、安倍政権が憲法改正につなげていく方向性が見えてきます。 

岩上氏はジャーナリストの本来の役割として、「国の言うことがすべて正しいのか否か」ジャーナリスト

の視点から意見発信しています。先般ニュース・ステーションにおいて、『I am not ABE』事件で元経産省

古賀茂明氏がコメンテーターから外されました。これは戦前の日本に戻っているのではないでしょうか。 

【岩上安身氏 講演 TPP 第三の開国】 

 私はこれまでフリーのジャーナリストとして仕事をしてきました。雑誌に原稿を

書いたり、テレビコメンテーターとしての役割を果たしてきて思うのですが、出版、

メディア、新聞等人々に情報を届ける機関の中でテレビが一番管理されています。

「タダほど高いものはない」と云うことです。テレビは免許制です。国が免許を与

えているので、報道姿勢は体制側にあります。ＮＨＫは国家にコントロールされ、

ゆがめられた情報を流しているメディアです。 

写真上【岩上安身氏】 新聞社も広告料によって経営が支えられているので、経団連に属している大企業

には頭が上がりません。テレビと新聞は記者クラブをつくっています。今まで日本の記者クラブにカメラ

が入ったことはありません。国はメディアに特権を与えているのです。テレビと新聞は官報と言ってもい

い位です。 

 出版業界も今は本が売れないので、良質な情報媒体ではなくなっています。最近では、インターネット

配信が圧倒的な存在感をもってきました。ネット配信は玉石混交ではありますが、大手メディアで流され

ない情報を、間に媒介者なく提供できる利点があります。但し無料で提供するため経営的には楽ではあり

ません。ある時、カンパしたいから口座を教えてくれと云う連絡がありました。正確な情報を発信するこ

とは人の為になります。私はネット配信を営利でやっていいとは思っていません。この点は皆様の職業と

重なる部分があります。『医療は営利ではない』と云うことです。この社会の中では、売買行為だけで成立

する以外のものがあります。自分の活動も営利とは違う活動です。本題に入ります。 

【グローバル企業本位の規制撤廃の協定】 

 ＴＰＰは国の形を変えます。国家の主権が無くなってしまう

怖れがあります。ＴＰＰとは、環太平洋戦略的経済連携協定と

いいますが、第三の開国とも言えます。この協定の要は日本と

アメリカの関係です。日米二国間でＴＰＰ全体の 8割を占める

規模なので、実際は二国間協定に近いのです。 

 ＴＰＰの本質とは相手国の制度、中身、規制、法律を変えて

いくものです。その国の人権、環境を守る為にさまざまな規制

があります。この規制は国家を超えて活動するグローバル企業にとっては事業を拡大する障害でしかあり

ません。撤廃した方が活躍し易くなります。 

 グローバル企業を活動し易くし、国民主権に代わりグローバル企業主権に、支配の仕組みが変わってし



 

 12 

まうのです。その上ＴＰＰ交渉は徹底した秘密主義のため全容が国民に全く知らされていません。ＴＰＰ

は農業だけの問題ではありません。その内容は国民に開示されていないだけでなく、国会議員にも知らさ

れていません。これでは議論のしようがないのです。 

【グローバル企業だけが知る協定内容】 

 グローバル企業だけが其の内容を知っています。医師は知らないが大手製薬メーカーは内容を知ってい

ます。ＴＰＰ交渉においては、国会議員にも骨子を教えないで議論をさせているのです。これは民主主義

の国で行われることではありません。国は野党の要望にもＴＰＰ文書を公開していません。主権が変わる

と云うことは、グローバル企業が其の国の規制により不利益を被った場合、その企業が国家を提訴し賠償

請求する事が可能になります。グローバル企業の利益追求の邪魔をするものは法的手段で国家が賠償責任

を負うとされています。これがＩＳＤ条項です。グローバル企業が訴訟を起こし、その審査結果に法解釈

の誤りがあっても日本の裁判所は是正出来ません。司法権と云う日本の主権が及ばず司法が空洞化します。 

【国民の安全より企業利益の追求】 

 米国の日本に対する主な要求は「非関税障壁」を取り除き、自国企業が有利になるように見直しを求め

るものです。「全ての関税の撤廃」「日本独自の食品表示や添加物の記載廃止・残留農薬基準の撤廃」「米国

企業の特許期間の延長」「軽自動車税の優遇措置の撤廃」「かんぽ生命のがん保険参入の凍結」「米国製自動

車の定量台数の輸入義務づけ」遺伝子組み換え大豆・とうもろこしを日本が輸入しないと云う、「非科学的

な根拠に基づく規制基準の撤廃」など。 

 その上に逆進防止措置（ラチェット条項）があります。これは一度規制を緩和すると、どんな事態にな

っても条約で決めた内容を元に戻すことは出来ないと云うものです。仮に米国でＢＳＥが発生しても契約

締結国は米国産牛肉の輸入を中止出来ません。関税が無くなるだけでなく牛肉の検疫もなくなります。米

国内で安全として流通しているものは、日本でも安全なので検疫は不必要と云う考えです。 

 ＴＰＰの弊害は経済・司法だけでなく日本の文化にも影響を及ぼします。米国は何年も前から「公式な

場で日本語を使用するのは非関税障壁だ」と言っています。フィリピンの日常言語はタガログ語ですが、

公用語は英語です。米国は日本にも日常生活での日本語使用は構わないが、企業間や公的文書等において

は英語使用にしなければ、日本語自体が非関税障壁だと主張しています。 

【営利を目的の医療へ】 

 ＴＰＰ交渉の裏側で、米国政治家に最大のロビー活動費を投入しているのは、米製薬会社と医療・保険

関連業界です。そのロビー費は 5300億円といわれています。日本の医療は医療法第 7条で『営利を目的と

してはいけない』と定めていますが、ＴＰＰが締結されるとこの項目はなくなります。何故なら、米国の

医療・保険業界は営利目的の企業運営だからです。 

 営利目的の故に被保険者が給付対象になった時には、給付金支払いに難くせをつけてきます。アメリカ

における個人の自己破産の 6 割は医療費負担によるものです。アメリカは皆保険制度ではないので一旦大

きな病気になると、高額な医療費を支払えなくなり自己破産に至ってしまいます。 

 今後は日本でも、保険診療は一気に無くなりはしませんが抑制されてきます。その理由は財政の赤字も

ありますが、国民が窮乏化して医療費を捻出することが難しくなってくることにもあります。緊急を要す

る医療サービス以外は削減されますが、製薬関連のグローバル企業は膨れ上がります。ＴＰＰで薬価が自

由化されると単価は高くなってきます。簡単に言えば日本がアメリカ化すると云うことです。但し日本は

アメリカより高齢化率が高いので、薬価高騰の影響は日本の方が大きくなります。ＴＰＰ交渉の恐ろしさ

は徹底した秘密主義と交渉文書がＴＰＰ発効後 4年間伏せられたままになることです。日本国民は何も知

らされないまま交渉結果を丸呑みさせられようとしています。           （記 松本泰司） 
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平成 27 年度 第 1回伝統手技療法臨床講座の御案内 

講師：上石晃一・清水一雄（写真左から） 

日時：平成 27 年 7 月 26 日【日】 

10：00～17：00 

場所：東京都内（事務局にお問合わせください） 

治療家が患者さんから信頼されるには、自らの治療技術に対して不動の自信がなければなりま

せん。それは長年の臨床経験からもたらされる強固な確信です。 

 

この講座は私が 30年以上の、日々の真剣勝負の場で培った技術・見立てを皆様に開示するもの

です。すぐには私と同じような治験が得られるとは言いませんが、研修の中で感性を磨くとはど

う云う事なのかを、感じてもらいたいのです。 

私の表面上の技だけにとらわれず、私の姿勢（肘の角度・足の開き・身体の向き・呼吸等）。 

患者と施術者が一体となったスキ間のないアジャスト。以前にも言いましたが基本の習得を省い

ての技術の積み重ねでは、多様な臨床現場では応用が効かないだけでなく事故を引き起こします。

（写真上：どの指でどこにタッチしているのか） 

 

 

 

参加費：事務局にお問い合わせください 

【申し込み及び問い合わせ】 

事務局：TEL 03-3299-5276 FAX 03-3299-5275 

 

※ 次回開催は 8 月 30 日【日】です。146 号で 8 月 30 日→8 月 23 日に変更とあ

りましたが、8 月 30 日が正しいのでお間違えのないようにして下さい。 
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主催 一般社団法人鍼灸マッサージ師会 学術部 

日時 第 1回 平成 27年 8月 23 日（日）13 時 30分～16 時 30分 

   会場 東京都内（別途ご案内します） 和室 

第 2回 平成 27年 10 月 4日（日）13時 30分～16 時 30分 

   会場 東京都内（別途ご案内します） 和室 

研修内容  すぐ臨床に役立つ実用的刺絡療法を 2 回に分けて研修します。 

      第 1 回 手、足の井穴の刺絡について。手足の末端にある井穴の刺絡治療に

より驚くような効果をもたらす症状がたくさんあります。 

      第 2 回 肩、腰、足の体幹部の刺絡。 

講師 荒木文雄  講師助手 黒川邦日児  講師助手 松尾洋子 

定員 20名 申し込み 事務局 （セミナー参加申込者に会場地図、テキストを送付） 

セミナー費用  事務局にお問い合わせください  

       参加者にはセミナーテキスト「病気症状別治療解説」を提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 荒木文雄 

刺絡療法は鍼医術の基本であり、速効性、持続性、再現性の効果があります。 

今回の研修で,この刺絡療法を習得、活用して頂けるようにいたしますので、必ずやお役に

立つことを確信しております。みなさまのご参加をお待ちいたします。 

講師助手 黒川邦日児 

  刺絡治療と共に活用できる、 

経絡を考えた本来のあん摩治

療についても研修に取り入れ

たいと思います。マッサージの

治療がお仕事の方もご参加下

さい。これからの治療に必ずプ

ラスになります。 

講師助手 松尾洋子 

 鍼灸師としての刺絡のとらえ方を、西洋医学の 

医師が自律神経的にとらえ『21 世紀の医学』とい 

う本を出版しました。 

東洋医学的、西洋医学的アプローチを比較しな 

がら、古くて新しい治療法を身につけてみませんか。 

 自分の知識にもう一つ新しい考え方を取り入れ

て、スキルアップを目指しましょう 

刺絡療法研修会のお知らせ 
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8 月の締め切りは 8 月３日（月）です。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＆Ａ 再同意日の条件 

Ｑ：鍼灸治療をしています。先日、同意切れとの理由で申請書が不支給になりました。前回同意は 1/13（3/31

まで有効）、今回同意は 4/2、これは患者さんが医師から口頭同意をもらった日にちです。施術は 4/2から

行っているため、同意切れとの認識は全くありませんでした。返戻ではなくいきなりの不支給にも驚き、

保険者に問い合わせると「前回の同意が切れる前に次回の同意を取らないといけない。返戻した申請書は

4/1 が同意切れ。4/2 とするなら新規となり、同意書が必要。」との返答。根拠となる文章を送ってもらう

よう頼みましたが「申請書の適否を判断する機関なので、そのようなことは所属する会に依頼を。」と断ら

れました。保険者は全国健康保険協会 福岡支部です。 

 

Ａ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※事務局は 8月 12日(水)から 8月 16日（日）まで、休業となってます 

8月1日から自己負担割合が変更に

なる方がいます。保険証の確認を！ 
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H27 年 7月                  H27年 8 月 

 

1 水   1 土 申請業務 

2 木  2 日 ケアマネ研修会（10：30～12：30） 

理事会（13:00～16:00） 

3 金 申請書〆切 3 月 申請書〆切 

4 土  4 火  

5 日  5 水  

6 月 申請業務 6 木 申請業務 

7 火  7 金  

8 水  8 土  

9 木 新婦人の会八王子支部への署名活動 9 日  

10 金 事務局通信投稿〆切 10 月 事務局通信投稿〆切 

11 土  11 火  

12 日  12 水   

13 月 事務局会議（13:00～14:00） 13 木 事務局夏季休暇 

14 火  14 金  

15 水 通信編集会議（10：00～11：00） 15 土  

16 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 16 日  

17 金  17 月 事務局会議（13:00～14:00） 

18 土  18 火  

19 日  19 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

20 月 海の日 20 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

21 火  21 金  

22 水  22 土  

23 木  23 日 第 1 回学術部会刺絡療法（千駄ヶ谷

社教会館）13：30～16：30 

24 金  24 月  

25 土  25 火  

26 日 NPO 理事会（10:30～12:00） 

第 1 回伝統手技療法研修会(中野区

産業振興ｾﾝﾀｰ) 10：00～17：00 

26 水  

27 月  27 木 支給明細などの発送 

28 火 支給明細などの発送 28 金  

29 水  29 土  

30 木  30 日 第 2 回伝統手技療法研修会(中野区

産業振興ｾﾝﾀｰ) 10：00～17：00 

31 金 療養費の振り込み 31 月 療養費の振り込み 

申請業務  休業日 


