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伝統医療は、平和な社会でこそ発展する 

代表理事 高橋養藏 

明治初期に、「医師学術試験規則」が発令、伝統医療が排除されてゆきました。その

理由は、天然痘などの伝染病の治療に西洋医学が優れていたこと、もう一つは軍備体

制強化に西洋医学が必要だったことがあげられています。 

最近、紹介された医師、渡辺賢治氏の著書「漢方医学」の中でオランダのライデン

で開かれた学会で、日本の歴史を知る欧米の医師たちに、「解剖学、牛痘法の遅れから

漢方の衰退が始まった」と話したら「日本人は、なんて馬鹿なんだ。当時の日本の医療は、世界でも最高

水準にあったのではないか」と言われて驚いたことがある。江戸時代から日本の漢方医学はヨーロッパで

も知られていて、当時の日本の治療技術は、世界一だと言われるくらいに高い評価をうけていたのである」

ということが書かれていました。この内容から推察すると明治政府が伝統医療を排除したのは、治療技術

が劣っていたからではなく軍備体制強化に合わなかったことが大きな理由だったと考えられます。 

日本の歴史を見ると伝統医療を排除した時期に、明治新政府として侵略戦争を開始しています。さて、

現在国会で論議されている「安保法案」は、何のため誰のために作られるのでしょう。昨年の 7 月に閣議

決定されてから国民のあいだでは、不安の声が大きくなっています。この間、誰が一番喜んだのかを見る

と、この法案が誰のためになるのか判断できそうです。皆さんもご存じでしょう、5 月の連休に安倍首相

がアメリカの議会上院、下院の合同議会で、演説し大歓迎されました。もっとも喜んだのは間違いなくア

メリカです。 

この議論が行われている中、社会保障改革と称して医療の本人負担を増やすことや介護保険のサービス

を減らすなど、社会保障を後退させています。歯止めなく増やしているのが防衛費です。始めにふれた、

明治初期の軍備体制強化の時期と似てきている気がします。そう、伝統医療が排除

された時期です。 

私たちは、国民の健康と命に係わる仕事をしています。伝統医療が国民の医療と

して医療制度のなかに明確に位置づけられるよう運動していきます。 

命と健康をないがしろにされる「戦争」に巻き込まれることのないよう真剣に考え

ましょう。 
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治療院探訪 5 
佐渡智哉 

今回は清水正敏先生のしみず治療室にお伺いしてきました。 

町田市の鶴川の駅からバスで 10分ほどの、緑豊かで閑静な住宅

街に、今年 4月に三軒茶屋より治療室を移転されました。 

オープンしたばかりで、治療室も待合室もとてもきれいな印象

を受けます。 

◎人の集まる環境作り 

周囲は閑静な住宅街ですが、そばにはスーパーや郵便局、バス停などがあり、人の

集まる場所になっています。その中のビルの、人が入りやすい 1階を治療室に使われ

ています。 

ビルの入口には広いスペースがあり、貸しスペースとして服飾の販売などに提供す

ることもあるそうです。そこにやってきたお客さんが、自由に一休みできるように、

スマーティ（遠赤外線発汗ドーム）薬石ベッドなどを待合室に置いて、治療にも興味

を持たれるように工夫されています。             (上・清水夫妻) 

◎年齢を重ねても持ち続けるチャレンジ精神 

清水先生が治療のお仕事始められたのは 61 歳のとき。その後 16 年ほど開業され

（上・スマーティ）   ていた治療室を移転し、今年新たに自宅近くに治療室を開かれました。 

ケアマネージャーの資格も 67歳で取得され、現在もエナジーバン療法など新たな分野を開拓し、年齢を

重ねても治療のための勉強を続けていらっしゃいます。 

・今までの経歴を教えてください。 

東洋医学や身体のことに興味があったので、早期退職制度を利用して会社を 58歳で辞め、東洋鍼灸専門

学校に入学。学生時代は青山の田中鍼灸指圧治療院で修業をし、卒業後すぐに南新宿のビルの一室で開業。 

その後世田谷で開業し 16年。町田の自宅から通勤に 1時間半かかるので、今年の春、自宅の近くの町田

市に治療室を移転した。 

・仕事を始めた当時の状況をお聞かせください。 

苦労したという感じはあまりなく感謝することが多かった。患者さんのまだ少ない

時に、退職した会社が社内のマッサージ室を提供して応援してくれたこともありがた

かった。まだ未熟なときに元会社の同僚や学生時代の運動部の先輩、後輩等多くの人（上・ソーマダイン） 

に助けられた思い出があります。 

・施術の特徴や工夫・得意とする分野など。 

 O-リングテストとエナジーバンによる治療。痛みの部位とその原因点（治療点）も特定できる。ウィルス

や細菌にも対応できる。 

・診察するとき、どのようなところを特に見ますか？ 

エナジーバン療法の各種の検査棒を使用し、O-リングテストにより患部を特定する。 

・ご自分の治療院で気に入っているところは？ 

患者さんにくつろいでいただける雰囲気。患者さん同士が仲良くなれるような待合室。コミュニティに

も利用されるような、皆様に喜んでもらえる場所作りを目指している。  

・影響を受けた人物・書籍など 
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エナジーバン療法、小柳整骨院の小柳裕昭先生 AKA 田中

鍼灸指圧治療院（青山）の田中勝先生 

・施術に関するモットー、大切にしていること 

田中先生がおっしゃっていた「心をこめて治療します」と

いうこと。  

・続けている勉強、今興味持っている分野は？            (上・エナジーバン) 

エナジーバン療法 12年間今でも月 1回所沢まで講習に通っている。刺絡は今後の施術に取り入れてい

きたい。瞑想を 30年間続けている。落ち着き、自然体になれる。  

・会に入ってよかったこと 

スタッフのみなさんが親切で、色々な情報が得られる事務局通信が充実していること。 

・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。 

その場でよくなったと言ってもらえるような施術。すぐに効果が確認できる施術。 

もちろん最も大切なことは地域のみなさんに愛される信頼されることだと考えています。 

 

HP：mkshimizu.com/ 

 

 

 

伝統手技療法専門臨床塾（平成 27 年度第 1 回研修） 

講師：清水一雄 上石晃一 
H27 年 7 月 26 日【日】に伝統手技療法の研修会が中野産業振興センターで開催されました。まず清水

講師から「患者さんの主訴を正確に捉え、患者自身も『そこだ』と体感できる治療をしなければ、生き残

っていくことは難しくなります。この業界に対する保険行政の対応は、今後ますま

す厳しくなります。確かな技術を培い患者さんの信頼を得た上で、施術料金を保険

適用にして負担を軽減していく。この視点を持って戴きたい。保険扱いで自己負担

料金は安いのだから、このくらいの治療です」では如何かと思います、と話されま

した。 

そして「間違えてもらいたくない点は、鍼灸マッサージ師は診断権を持った医療

人であると云う自覚です。皆様は厚労省のトリックの暗示をかけられています。 

厚労省は鍼灸マッサージ師は、国家資格のある医療類似行為者であり、カイロ・

整体などは無資格の医療類似行為者と云う見解を押し付けてきます。これに対しては機会をとらえて断固

抗議をしていきます」と話され実技に入りました。 

清水講師は自ら全員に実技を行い、関節可動域の測定の誤差を少なくする要点として、基本肢位の徹底、

どの関節部位に焦点を当てているのかを意識する事。患者さんの身体の声に集中して耳を傾ける事。治療

とはボディトークであり、治療と慰安の違いは正確さにある事を教えられました。 

上石講師からは脊椎の矯正を中心に実技指導があり、全員に個別指導が行われました。施術をする際の

施術者の足の位置、視線の位置、アジャストの時は押圧している部位を限界まで詰めていき遊びを無くし
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ていくなど、アジャストをする施術者の姿勢に細かい指摘がなされました。 

参加者は長年の施術方法に独特の個性があり、反動をつけての押圧、手指先に無

意識に力が入り、その結果矯正動作にワンクッションの遅れが生じて、タイミングが

合わず正確な矯正につながらない等、参加者全員汗だくの研修になりました。 

二人の講師が言われたのは、「講師の施術法をすべて踏襲しようとするのではなく、

各施術者の施術体系の中にプラス・アルファとしての技術を習得し、手技の引き出し

を増やして多様な患者に対応できる施術者になって欲しい」と話されました。 

 

清水・上石講師は暑い中、殆ど休憩も取らずに熱心に指導を 

続けて下さったことに深く感謝いたします。 

参加者の皆様もお忙しい中、お集まりいただきありがとう 

ございました。次回も是非御参加ください。 

 

 

次回開催：H27 年 8 月 3０日（日） 

時間：10：00～17：00 

場所：東京都内 

 

伝統手技療法の研修会に参加して 

萩原駒代 

高い技術を持つ素晴らしい先生のもと、長時間指導を受けられる機会にとても有難く思いました。 

清水先生の関節可動域の検査兼、ストレッチングのご指導は、どこを狙い、何を意識して、どのような状

態にすればいいのかは的確な指示のもと何とか掴めましたが、上石先生の指導方法は、見て受けて聞いて

掴めという感じで、手際も良くて教わる側の度量を問われ、効果も高い分

習得に苦労する手技でした。「体は左右対象に出来ていない。回転方向もあ

るし内臓だって、とお話ししましたが、『そんなことは気にしなくていい。』」

と仰っていたり、テキストには『患者さんの希望を大切に』というような

ことが書かれておりましたが、いくら痛いと伝えてもこれでいいんだと、

手を緩めない。 

別に痛くしなくても効くし、痛いのが好きな人もいれば嫌な人もいる。不満も感じましたが、様々な考

え方があり、よりよい結果を出すためには柔軟な対応も必要なのだなと勉強になりました。 

やはりお二方ともこれでずっと業をしているプロで「とにかく一回一回結果を出す。患者さんが納得で

きるように」することなど、対話の中でポイントを捉えて、どこが要点かを分かりやすくご指導下さって

とても勉強になりました。 
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全体の流れが見えづらかったので、タイムスケジュールをもう少し分かりやすくしていただきたかった

です。 

この業界の先生方は、皆さん人間性の厚みのような温かさや配慮、客観性を重視した正確さ、人を良く

したいという正義感のような想いがある為か、先生が集まると不思議な力に包まれます。 

目に見えない、言葉にならない事が多くの割合を占めると言われますが、その空間に居られるだけでも

儲け物と、とても有意義な時間を過ごさせてもらいました。ありがとうございました。 

 

 

２０１５年度第２回 

在宅ケア研修会のご案内 
主催 一般社団法人鍼灸マッサージ師会 在宅ケア部 

自然治癒力を促す「積聚による腰痛症の治療」 

＝＝人体の瘀血などの滞りを解消し 

体内の循環を改善する治療法 

 

はり・きゅう・はもちろん、指圧マッサージの治療にも効果あり！ 

ベテラン治療家の知識と技術を習得するチャンス 

 

講師   高橋敦子先生  （高橋 はり・きゅう・指圧治療院） 

日時   2015年 10月 11日 （日） 午后 1：30～4：00 

費用   会員 無料     非会員  3000円 

会場   東京都内にて   

定員   20 名  定員になり次第締め切ります 

申し込み 事務局  03－3299－5276 

 

 

 

講師紹介 

高橋敦子先生は、長年、伝統的な、はり・きゅう・指圧療法の研鑽を積まれ、 

東京都あきる野市で「高橋はり・きゅう・指圧治療院」にて臨床経験も豊富です。 

当会代表理事 高橋養藏氏の奥様でもあられます。 
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 諸先生方に訴える 

鍼灸マッサージ師 橋本利治 

 『「医」は「人」を生かす学問である』とわたしは教わりました。 

わたしたちは病を訴える患者さんと向き合いながら、「生きていてよかった」と思えるように施術

を工夫しています。 

今、国はわたしたちの思いとは裏腹に戦争という道に歩を進めようとしています。 

戦争は生きる権利を奪います。 

戦争は幸せになることを拒否します。 

戦争は自由を奪います。 

戦争は「命」を弄びます。 

ある人は「我が国が攻められる」と言います。またある人は「平和のために戦争をする」とも

言います。しかし「戦争」ではなにも解決しません。 

戦争により平和がもたらされるのでしょうか。見せかけの平和ではなくわたしたちは真の平和

を求めて、つまり差別の無い社会、争いの無い社会、貧富の差の無い社会、そのような社会を目

指して叡智を出し合わなければならないと考えます。 

わたしたちには叡智があります。 

夢を持って生きるという希望があります。 

今こそ「戦争への道」ではなく「希望への道」を、そして「希望への道」を進むためにみんなが

知恵を出し合う時ではないでしょうか。 

わたしたちは、自由と平和のために意思表示をしようではありませんか。 

わたしたちは今国会に提出されている「安全保障関連法案」（戦争法案）に反対いたします。 

 

「安全保障関連法案に反対する鍼灸マッサージ師有志の会」 

橋本利治・清水一雄・松尾洋子・武井百代・久下勝道・高橋養藏・荒木晶子・ 

荒木文雄・松本泰司・山内恵美子・山口充子（8月 10日現在） 

 患者様など一般の方からの賛同も受け付けします。 

 

賛同いただける方は橋本までご連絡下さい。(メッセージ等含む) 

03-3752-4717  mail:medicalyui@gmail.com 

通信原稿 

峰岳史 

（前書）広報某氏より「８月は原稿がないので何か書いてくれませんか」との依頼。まあ世の中このよう

な混乱した状況なので何かを題材に書いてみようということで、肩の凝らない原稿を書いてみました。 

時々依頼されたら書いても良いのかなとも考える今日この頃です。（みなさんも広報が原稿を募集してい

るみたいですので書いてみたらいかがでしょうか） 

 

＊岳さんのブレークタイム 

「負け組にならないために」。ウサギとライオンのお話しです。 
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自然界の話として「弱肉強食」それが当たり前で、人間社会もそうですよね。という話をよく聞きますが、

皆さんはどうですか。 

この例えは勝ち組＝ライオン・負け組＝ウサギとよく言われます。「弱肉強食」の例えですよね。本当に

そうでしょうかウサギはいつもライオンの餌食になって食べられてしまいます。あなたは

ウサギになりたいですか？それともライオンになりたいですか？ 

この設定に疑問を持つのは私だけでしょうか。（わたしはウサギ年だからではないので

すが・・） 

自然界の法則でこれは当然、そして人間社会も富を持つ者＝勝ち組、持たざる者＝負け組

「弱肉強食」の構図を見せられて、貧乏人は搾取されて当然です。生活保護者は怠け者保

護打ち切り「だから勝ち組になるために、もっと働きましょう」という結論になってしま

います。本当にそうでしょうか。 

もっと長い単位時間で考えてみてください。確かにウサギはライオンの獲物になっています。しかし、

ウサギは種族の保存のために一度に多くの子どもを産み、いくら獲物になっても絶滅しないように体を変

えていきました。そして子孫は反映し今では世界中に分布しています。百獣の王ライオンは獲物を得るに

も環境変化と共に絶滅危惧種に指定されているぐらいです。さてこのように見ていくと本当の勝ち組はど

ちらなのでしょうか。 

わたしたちは物事を見るとき単純に勝ち組、負け組をいうもののみかたをして右往左往する必要はない

と思いますが、皆さんはどう思われますか？いろいろな意見があると思いますが。 

 

コルサコフ（ロシア）、北海道周遊の船旅 

事務局長 清水一雄 

平成 27 年 7 月 8 日（水）、英国船（ダイヤモンドプリンセス乗客 2000

人中、日本人 400 名）で、北海道周遊の船旅に出発しました。 

外国船籍のため横浜からの乗船にも出国手続きが必要になり、乗船と

同時に出国になります。また乗船後は釧路等日本の寄港地に上陸する時

は入国になり、船内で手続きが必要です。新たな発見でした。 

また、パスポートを持参していなければ、自動キャンセルとなり旅費

は戻ってきません。 

延べ 10 日間の旅で、3 日目は釧路、4 日目知床半島、択捉島、国後島  （夕食指定レストランにて） 

（クルージング）、5 日目コルサコフ（ロシア）、6 日目小樽、7 日目函館、8 日目青森を最後に横浜港着の

船旅でした。 

 今回は旅行を楽しむはずだったのが、2 日目から体調を崩し、体が重いなと思いつつも少し無理をして

釧路市動物公園と丹頂鶴自然公園の観光をしました。終了間際、家内が階段を下る時に右足関節を捻挫し

てしまい、船に戻ると足が黒褐色に腫れあがり、歩行困難な状態でした。 

テーピング等治療具を持参していたので、捻挫の治療とテーピング処置を済ませて寝床に入りました。
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この時点で自分も高熱で絶不調でした。次の周遊地観光に備えるため眠りについたのですが、今までの疲

れが一挙に噴き出したのか、丸 2 日間高熱でひたすら寝ていました。 

船の中では風邪等の感染症にはとても敏感で、知られると隔離されかねないので客室に閉じこもり自分

の身体を治療しひたすら休養する。その間残念だったのが、体調不良で北方領土である択捉島、国後島が

天候不順で霞み客室の窓から見るのがやっとで、とても甲板に出られる状態ではなかったことです。 

コルサコフ到着時には熱は下がり体調は大分回復していました。下痢状態は続いていましたが、そこか

らユジノサハリンスクへバスにて移動。聖ニコライ教会、サハリン郷土史博物館（大日本帝国建造物）等

でサハリンの現状を観光しました。気温が 15℃と聞いていたので、防寒服を用意していたが、快晴に恵ま

れ 30℃程気温が上昇し半袖で十分でした。 

栄光の広場公園では、旧ソ連時代の共産国を思わせる巨大なレーニン銅像があり、戦車が展示されてい

ましたが、公園内芝生の上では女性が水着姿で日光浴を楽しんでいる、のどかな一面がうかがえました。 

お店が見当たらず、観光客のために会館を開放したワンフロアーの片隅で、行商の方が簡易的に土産物

店を開いていたのでそこでショッピングしました。 

 

（栄光の広場）           （聖ニコライ教会）       （サハリン郷土史博物館） 

観光から戻ると、家内は足が腫れあがった状態でしたが、テーピングのお蔭で何とか歩くことができ、

治療して翌日に備えました。小樽に到着し、ニッカウヰスキーの工場見学を済ませた後、市内観光の時に

はテーピングテープを購入したいので、昼食後ドラッグストアまでタクシーを飛ばし購入してきました。 

観光する時間が無くなってきたので、観光バスに乗り込んで小樽港へ行き、出港まで時間が有ったので

石原裕次郎記念館へ行きました。地元では記念館は廃館になるのではと噂されていましたが、新しい人が

訪れるというより、リピートで何度も来られる人があり根強いファンに支えられているとのこと。 

その後函館、青森港を寄航し横浜を目指してという行程で、各観光地では 1 時間から 2 時間程度で広く

浅くという感じでしたが、それぞれ素晴らしかったので、次回はじっくり時間をかけて小樽、函館、奥入

瀬渓流、八甲田山へ観光したい思いにさせてくれました。 

 今回の船旅は忘れることが出来ないとても印象に残るものでした。旅行会社に勤める姪からの紹介で姉

夫婦と一緒に旅をしましたが、姉も「ぎっくり腰」を起こし腰が痛いというので治療し、旅行中も治療と

縁が切れませんでした。というよりずっと治療していました。体調不良であったので食事と船内イベント

を控え目にしたのは残念でしたが、すべての観光をクリアーすることができ良かったです。客船での生活

はたまには気持ちをリフレッシュしてくれ、異次元の生活体験も悪くありません。もう一度行ってみたく

なる船旅には違いありません。もう一つ忘れることが出来ないハプニングがありましたが、文字にするの

は控えておきます。 

 
思わせぶりだなー。気になるニャン。 
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6 月 25 日、村岡敏英衆議院議員を通じて行っ

た、厚生労働省との療養費問題についての懇談

を通じて、われわれの見解を整理し、繰り返し

問題提起し議論していくことの重要性を改め

て感じました。 

 鍼灸治療、あん摩マッサージ指圧治療の療養

費についての厚生労働省担当者の見解は、患者

不在の国民が理解できない説明でした。 

① 健康保険の基本は療養の給付だから、ま

ず、療養の給付をうけてもらいたい。療

養費を支給するのは健康保険法 87 条で

保険者が「保険医療機関で診療を受ける

ことが困難と認める場合」である。 

② 健康保険法 87 条により、鍼灸治療療養費

は「医師による適当な治療手段のないも

のとされており」これを証明するために

医師の同意書の添付を求めている。 

③ 健康保険法 87 条により、あん摩・マッサ

ージ・指圧師の療養費は「筋麻痺・関節

拘縮等であって、医療上マッサージを必

要とする症例につき支給される。 

国民が理解できない療養費支給制限 

  国民が必要とする医療として東洋医療が

存在し、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師，

柔道整復師という医療資格者を認めたので

す。 

  高齢化が進み現代医療の問題点が明らか

になるなかで、病気と闘うという医療から、

病人に寄り添い病人をさえる医療へ、病気を

探し出し排除する医療から、病気にかかりに

くい体質改善を重視する東洋医療の活用へ

国民の要望が広がっています。 

  基本的人権の尊重を基本原則とする憲法

のもと、もっとも重要な問題は患者の医療を

受ける権利、国民の医療を選ぶ権利の尊重で

す。必要な治療は患者自らが選べなければな

りません。 

87 条の運用でも、療養の給付が基本だとし

て、患者が選べない療養費支給制限を行うの

は許されません。療養の給付すなわち医療機

関の受診、西洋医学が基本であるとして、鍼

灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療を健康

保険制度から切り捨てる対応は改善すべき

です。 

 鍼灸治療療養費支給制限 

鍼灸治療の療養費の支給制限は厚生労働省

通知保発 32 号です。 

  「療養費の支給対象となる疾病、慢性病で

あって医師による適当な治療手段のないも

のとされており」という制限です。どのよう

な理由から療養費の支給対象を、慢性病であ

って医師による適当な治療手段のないもの

に限定するのでしょうか？また、「医師によ

る適当な治療手段のないものと」とはなんで

しょうか？国民はこの通知が理解できるで

しょうか？ 

 この支給制限は、制限というより健康保険

からの鍼灸治療の排除です。このように国民

には意味不明の行政指導で、患者の選べない

医療とされているのです。患者不在の行政指

導であり一日もはやい改善が望まれます。 

  あん摩マッサージ指圧治療の 

支給制限 

厚生労働省との話し合いの当日は、時間が

なくあん摩マッサージ指圧治療の療養費支

給制限の問題は触れることができませんで

した。 

厚生労働省通知では、あん摩・マッサー

ジ・指圧師の療養費は「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

患者不在の不合理な療養費支給制限 
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刺絡療法研修会 
一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

学術部主催 

日時 第 1 回 2015 年 8 月 23 日（日）

13時 30分～16時 30分 

会場 千駄ヶ谷社会教育会館和室 

第 2回 2015年 10 月 4 日（日）

13時 30分～16時 30分 

会場 中野産業振興センター 和室

（旧施設名、中野勤労福祉会館） 

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 黒川邦日兒 松尾洋子 

定員 20 名 申し込み 事務所  

 

例につき支給される。」とされています。 

なぜ、筋麻痺・関節拘縮等に限定されるの

でしょうか？あん摩マッサージ指圧師の治

療は疼痛緩和を始め、多種多様の体調不良を

改善し、国民に親しまれている医療です。 

また、あん摩マッサージ指圧師も鍼灸師も

患者の診断、治療をおこなうことができる医

療資格者です。しかし、この資格を認めず、

療養費の支給には医師の同意書の添付を求

めて、患者が選べない取扱として支給制限を

行っているのです。 

差別的行政指導の改善を 

しかも、健康保険 87 条、療養費の支給の

同じ法律の適用でありながら、柔道整復師に

は求めない医師の同意書の添付を、鍼灸師、

あん摩マッサージ指圧師には求めるという、

医療資格による差別的な行政指導です。 

はり、きゅう及びマッサージ施術の療養費

の支給要件が「医師による適当な治療手段の

ないもの」という通知は、明治政府が東洋医

療を排斥した当時と変わりません。 

東洋医療の敵視から患者のための医療、患

者の権利の尊重という、もっとも大切な視点

が失われた通知です。 

慢性疾患の治療や予防は、今後いっそう重

要な問題になる事は明らかであり、鍼灸師、

あん摩マッサージ指圧師の人材の活用は国

民の要望に沿うものです。 

保発 32 号の通知は廃止し、疼痛緩和など

患者が必要とする体調変動が現れた時、患者

が選べる療養費支給の要件を明記すべきで

す。 

高齢化社会を支える医療の充実させるた

め、東洋医療を国民の医療として本格的に活

用する必要があります。 

そのために当面まず、今の制度の療養費の

支給運用で患者が希望する場合には、はり・

灸治療、あん摩・マッサージ・指圧治療も、

患者が選べるようにすることが、東洋医療の

普及のために大切です。 

通知は厚生労働省の権限で出されてお

り、厚生労働省の権限で変更できるもので

すから、国民世論の意識を高め、議会議員

の関心を高め、東洋

医療の排除に偏る

厚生労働省の行政

指導を改めさせる

ことは可能です。粘

り強く取り組みま

しょう。 

（久下 勝通） 

 

会場：東京都内にて 

会場：東京都内にて 
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★ 事務局からのお知らせ 

 

9 月の締め切りは 9 月３日（木）です。 

 

 

 

 

入会のお問い合わせの際など、当会会員種別に混乱が見受けられますので、改めて会員の種類

についてお知らせいたします。 

特に『団体会員』と『登録施術者』は混乱しやすいためご注意ください。いずれも『正会員』の下で働く資格

者で、療養費申請書の提出はできますが、会の特典と会費（登録料）に違いがあります。年度の区切りに於い

てでしたら、いつでも会員種の変更は可能です。 

会員の種類 

・正会員…①単独入会の資格者 

②従業員のいる施術所代表者（資格者／無資格者） 

  年会費 20,000 円／入会金 5,000 円 

・団体会員…正会員の下で働く資格者 

  年会費 4,000 円／入会金無し 

・準会員…東洋医学を学ぶ学生など 

  年会費 6,000 円／入会金無し 

以上の会員は 

①会主催のセミナー参加費無料ないし低額 

②会窓口の賠償保険に加入できる（資格者のみ） 

などの特典多数あり。 

・登録施術者…正会員の下で働く資格者 

  登録時のみ登録手数料 3,000 円 

特典無し 

 

「療養費ソフト」 Ｗｉｎｄｏｗｓ10の件 

   Microsoft 社から Windows10 がリリースされ、無料のダウンロードの案内がされていますが、 

「療養費ソフト」については、Windows10 の対応は完了していません。 

  Windows10 の安定状況をみて、実行環境を整備する予定です。 

稼働確認が完了するまでは、Windows10 のへアップグレイドはお控えください。 

 稼働確認が完了しましたらご案内します。 

もう一度詳しくお伝えいた

します。 

＊確定申告を受け、８月から「自己負担割合」

が変わる方がいます。患者さんの手元に新たな

保険証が１カ月前には届いていると思われま

すので、必ず確認しましょう。 

＊東京都の医療助成をお持ちの方は、９月が

更新月となります。こちらも必ずご確認くださ

い。 
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H27 年 8月                  H27年 9 月 

 

1 土 申請業務  1 火 申請業務 

2 日 ケアマネ研修会（10：30～12：30） 

理事会（13:00～16:00） 

2 水  

3 月 申請書〆切 3 木 申請書〆切 

4 火  4 金  

5 水  5 土  

6 木 申請業務 6 日  

7 金  7 月 申請業務 

8 土  8 火  

9 日  9 水  

10 月 事務局通信投稿〆切 10 木 事務局通信投稿〆切 

11 火  11 金  

12 水   12 土  

13 木 事務局夏季休暇 13 日  

14 金  14 月 事務局会議（13:00～14:00） 

15 土  15 火  

16 日  16 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

17 月 事務局会議（13:00～14:00） 17 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

18 火  18 金 保険部会（19：00～21：00） 

19 水 通信編集会議（10：00～11：00） 19 土  

20 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 20 日 NPO 理事会（10：30～12：00） 

健保法改正実行委員会（13：30～15：30） 

21 金  21 月 敬老の日 

22 土  22 火 国民の休日 

23 日 第 1 回学術部会刺絡療法 

13：30～16：30 

23 水 秋分の日 

24 月  24 木  

25 火  25 金  

26 水  26 土  

27 木 支給明細などの発送 27 日 第 3 回伝統手技療法研修会 

 10：00～17：00 

28 金  28 月  

29 土  29 火 支給明細などの発送 

30 日 第 2 回伝統手技療法研修会 

 10：00～17：00 

30 水 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 


