
 1 

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 
 

 

だれもが健康保険で 

東洋医療でも西洋医療でも選べる韓国 
慶熙（キョンヒ）大学韓医学部付属韓方病院訪問       2015 年 9 月 10 日 高橋 養蔵 

阪神医療生協の誘いで、韓医学視察・韓国医療生協交流旅行に参加しました。韓国では、6 年制の韓医

大学が 11 校、国立の 8 年制韓医大学 1 校で、12 校の韓医大学があるそうです。 

8 月 28 日午後、6 年制の韓医大学、キョンヒ大学で鍼灸治療の講義をうけました。初めにイ・サンフン

教授から美容の鍼治療を紹介して貰いました。海外から大勢みえるそうです。独特な鍼を考案、鍼の先端

に手術で使う糸を付けて刺入、鍼を抜くと糸が筋肉中に残り糸は、吸収さ

れる、この間の作用効果を利用する。刺入時の痛みを和らげるのに蜂の毒

を 3000 倍に希釈して皮膚に塗るそうです。 

ナムドウワ教授は、腰痛治療の技術を紹介してくれ

た他に、鍼灸治療の各種の道具を使って脊椎、骨盤の

矯正をおこなっていた。もちろん徒手でも矯正するそ

うです。                      （イ・サンフン教授の講演） 

講義後、病院内の見学、韓方病院にふさわしく韓方内科には、肝系内科、心系内科， 

（キョンヒ韓方病院玄関）脾系内科、肺系内科、腎系内科と鍼灸科、韓婦人科、韓小児科、韓方神経精神科、

韓方眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科が設けられていた。 

西洋医療と協力して、患者の治療に当たっている、たとえば、脳梗塞

の患者は、はじめは西洋医療で治療して、症状が安定したら韓方病院で

治療するそうです。 

韓国料理の夕食の後、大勢の高校生が亡くなったセオル号の遭難事故、

9 人の遺体が見つからないと抗議運動を行っている場所に案内してもら

い献花しました。聞くと、所得の低い地域の高校生で、船で働いていた

人も派遣社員だったそうです。                   （韓薬調剤室、両側に並ぶ薬草箱） 

その後、慰安婦の像に案内してもらいました。物々しい警戒でした。 
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安山医療福祉社会的協同組合・ソウル医療福祉社会的協同組合訪問 

8 月 29 日の午前、2000 年創立、15 年で、4650 世帯の会員で運営している安山医療生協の韓方診療所

訪問、韓方薬と鍼灸治療、於血を取る、吸玉を良く使っているようです。温灸治療も盛んで、煙を排出す

る大きな装置が目に付きました。韓方薬を煎じるのに自動装置も活用していました。 

午後、ソウル医療生協を訪問、2002 年創立、2464 世帯の会員で、運営をしている。ウリネ韓方病院、

ウリネ歯科、ウリネ老人福祉センター、訪問介護、地域一人暮らし老人ケアを行い、多角的な経営を行っ

ていました。歯科治療では、周りの歯科医院より組合員に割引制度を導入、組合員獲得に役だっていると

話していました。 

生協の職員と韓医師との夕食交流会、席上、マッ

サージ治療の資格を聞くと日本のような国家資格

はないようです。自費でかかる治療を行っていて、

費用は、日本円で 4500 円から 5000 円だそうです。 

8 月 30 日、韓方医療の博物館見学。400 種以上の 

韓方薬の材料を組合わせて薬を調合するそうです。 

（京東薬令市場漢方薬材販売店）   

その後、韓方薬の材料を売っている市場を見学。ズラリと店がならんでいました。

すぐ近くに鍼灸の道具を売っている店があり、値段を比較すると日本で販売している （漢方薬材販売店） 

「せんねん灸」1000 個で、日本円で 800 円とだいぶ安いようです。 

 全日程終了帰路につきました。日本が明治初期に、漢方治療、鍼灸治療、あん摩などの手技療法を排除

しないで続けていたら韓国や中国をしのぐ東洋医療の発展があったことはまちがいないでしょう。140 年

の差別ざんねんです。必ず復興させましょう。 

 

 

伝統医学が活躍している大学病院に感動 
久下 勝通 

 8 月 28 日から 30 日、わずか 3 日間でしたが目いっぱいの日程で、韓国医療の一端に触れることができ

ました。大学病院でも地域の診療所でも、伝統医療が活躍しているのを目にして感動しました。 

8 月 28 日 慶熙（キョンヒ）大学附属韓方病院訪問、研修および病院施設見学。 

29 日 安山医療福祉社会的協同組合との交流および韓方診療所など見学。ソウル医療福祉社会的協同組

合との交流および韓方診療所など見学。海難事故により沈没した

セオル号被災者の慰霊碑に献花。 

30 日 韓医博物館見学、京東薬令市場見学など。 

 慶熙大学は、文科、法科、理工から医学や芸術、体育などあら

ゆる学科存在する総合大学です。1965 年に東洋医科大学を吸収し、

東洋医学を支える人材育成に力を注いでいるということです。 

（右の写真、薬剤を煎じる部屋、一度に 200 人分ぐらい煎じられる施設です） 
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韓国の医療制度は伝統医学を育成 

 医師および韓医師が養成され、伝統医学の分野は韓医師が担当します。医師だけでなく薬剤師も西洋医

薬を扱う資格と、漢方薬、韓国では韓薬ともいいますが、これを扱う資格は別だということを今回の訪問

で知りました。 

伝統医療を支える漢方薬専門の薬剤師も養成されているのです。慶熙大学韓方病院は入院 240 床の病院

だということですが、漢方薬はすべて煎じ薬を使用し、日本のような顆粒剤は使用されていません。漢方

薬の香りに溢れた病院です。調剤室は 4 人の薬剤師が調剤の作業をしていましたが、部屋の両側の壁に沿

って、薬草など薬材を保管する木製の引き出しを重ねた保管箱が並び、何百種類もの薬材を取り扱ってい

ます。 

 翌日に、安山医療協同組合の運営する安山漢医院、ソウル医療協同組合の運

営するウリネ漢方医院を見学しましたが、漢方薬を保管する木製の黄色い保管

箱は、まったく同じ物が使用されていました。地域の診療所も煎じて服用する

薬剤が使用されており、煎じられないような患者には煎じたものを渡すといっ

ていました。 

（左の写真、２Ｆ３Ｆが安山医院、安山漢医院、４Ｆが「療養施設」） 

ウリネ漢方医院では二人の韓医師がおり、女性 30 代の医師は鍼灸治療も行

い、またやはり 30 代の男性の医師は手技療法も行うということでした。男性

医師の手技療法の治療を見せてもらいましたが、整体、カイロプラクティクの

手技と見受けました。安山漢医院は 40 代女性の医師一人で鍼灸治療は行うの

ですが、手技療法はおこないませんので受けられません。 

 手技療法を行うのは韓医師だけなのかどうか、今回の訪問では解

りませんでした。また、健康保険制度については西洋医療も韓方医

療も差別なく、個人の負担は 15 パーセントで受診出来るというこ

とでした。 

しかし、安山医療協同組合の方々との懇談の中では「国は西洋医

療には力を入れるが、漢方には力を入れない」。 

「漢方の単価が安い」などの発言がありました。保険制度の内容や

国民の医療費負担については、伺う時間がありませんでした。 

                                 （高齢者支援の療養施設を運営） 

医療、介護に取り組くむ協同組合 

安山医療協同組合の運営する「療養施設」をみせてもらいました。一人暮らしが困難となった高齢者の

生活の場を確保する、特別養護老人ホームのような施設です。韓国でも日本と同様に高齢者対策が重要と

なっているようです。安山協同組合は、医院、漢方医院、歯科医院だけでなく、在宅長期療養者の支援な

ど高齢者介護にも取り組んでいます。 

ソウル協同組合はウリネ漢方病院、ウリネ歯科、ウリネ老人福祉センター（地域 1 人暮らしの高齢者支

援）の施設を運営しています。この協同組合は新しい市民運動です。協同組合の 7 原則 ①自発的で開放

的な組合員制度、②組合員による民主的運営、③組合員の経済的参与、④自立と独立、⑤教育、訓練情報

の提供、⑥協同組合員間の協同、⑦地域社会への寄与。このように新しい社会の協力、協同をめざして、

地域で多様な事業にとりくんでいます。 
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ヨガや太極拳の集まり、スポーツダンスやポップアート、子どもバ

レーからお惣菜つくり、さらにいろいろの語学まで、多様な集まり

で協力の輪を広げる努力をしている様子が報告されました。 

 安山医療協同組合もソウル医療協同組合も、日本各地の医療生活

協同組合との交流を大切にしているようです。毎年の様に交流 

や研修の行事で日本を訪問されているのをはじめて知りました。 

 安山協同組合理事長さんが民間交流の大切なことを力説してい

ましたがその通りです。                      （ソウル協同組合との交流会） 

 

 

 

 

「難病疾患団体協議会」を訪問して 

2015年 9月 10日 

田中 榮子 

8月 17日、健保改善署名のお願いに「難病疾患団体協議会」へ行ってきました。 

「協議会」側は、水谷幸司事務局長が対応してくださり、こちら側参加者は、高橋養藏氏、

木幡久美子氏、田中榮子でした。 

初めに、高橋氏より、健康保険制度の中に鍼灸マッサージ、東洋医療が正当に適用されて

いない実態、そして東洋医療の効果等について、資料を示しながら説明しました。 

木幡氏からは、仕事の過労で身体を壊し、東洋医療にかかり続け、健康を回復してきたので、健康維持

するには、この治療が欠かせなかったこと等を話されました。 

事務局長さんは、「今まで比較的健康で、東洋医療にかかった事もない。」とのことでしたが、当方の話

を誠実に聞いて下さいました。 

難病の人でも本疾患は治らなくとも、身体の様々な苦痛に対して東洋医療を受けて楽になり、日常生活

が穏やかに送れるようになった例などお話ししますと、事務局長さんは、よく理解して下さり、「実際この

会の会員は、難病で不自由な体をかかえ、周りの支援が無いと生活できない人が多い。病気の本体が治ら

なくても、痛みやいろいろな苦痛が楽になれば良いことです。保険が普通に使えたらいいですね」と快く、

〝署名集め〟に協力して下さることになりました。ただし、病気が重い人もいるので、すぐに沢山集める

ことは無理があり。と、これは当然のことです。 

この「協議会」にのっている難病団体は、85で、構成員は、28万人とのこと。頂いた「会報」を拝見す

ると、「国は、難病患者を尊重した施策をやっていない。医療介護等、社会保障全般の内容を悪くしてきて

いる。医療制度や障害福祉、そして就労支援等の諸制度との連携による総合的な対策づくりが必要になっ

ている・・・・・」とのことです。 

私達は、難病対策改善のために、出来るところから協力する気持をお伝えし訪問を終わりました。 
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セミナー報告   刺絡治療を積極的に活用しよう 
8 月 23 日学術部のセミナー「刺絡療法」が開催されました。講師は

荒木文雄、黒川邦日児、松尾洋子の 3 人で、はじめに荒木講師より刺絡

治療とはどのような治療か説明がなされました。 

①刺絡治療は、はり治療の基本です。手足の指にある各経絡の井穴への

治療により、十二経絡の流注の瘀血を除去する事によって、身体を活発

化します。 

②刺絡治療は速効性があり、われわれが治療技術を身に着け、積極的に

活用すべき治療方法です。 

③学校では教えない治療であり普及が不十分なのは、東洋医学を敵視し

排除した明治政府になり、刺絡を瀉血であるとして取り締まったことが

あるためです。現在、刺絡がはり灸治療の治療方法であることは認めら

れており、普及していくことが重要です。 

④配布された刺絡療法セミナー資料「井穴利用の刺絡療法」に基づき、

どのような症状改善にどの経絡の井穴の刺絡をおこなうのか説明があ 

りました。 

セミナーの目的は、刺絡治療を自分が受け、また、自ら刺絡治療を

行って、刺絡治療を理解することであり、二人一組になり交互に治療

を行いました。 

三人の講師がそれぞれ刺絡治療の見本を見せ、個別の指導を行った

ので、はじめて体験という人も安心して参加できたようです。 

○これからの治療方法の一つとして取り入れたいと思います。 

○専門学校では刺絡の名前だけで教わらなかったので、実技をみて分かった。 

○臨床に基づくお話で大変参考になりました。今後の刺絡治療の自信になりました。などなどの感想がよ

せられました。次回第２回刺絡セミナーは 10月 4日中野区産業振興センターです。  記 久下勝通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 年度：学術部第一回セミナーを振り返って 

学術部講師助手：松尾洋子 

 第一回目は刺絡の基礎を勉強しました。当日は非会員を含め、多数の参加者で社教館の和室

と茶室の両方を使った 40 畳ほどの部屋は、ほぼ満杯に近い状態でした。 

 参加者からは、往療では一度に多くの治療時間を割けないため、一連の井穴瀉血にかかる時

間はどのくらいか等、具体的な質問に講師が答える場面も見られました。 

次回、10 月 4 日は応用編として、吸い玉を使用し、臨床に役立つ治療法を提供して 

まいります。治療法の引き出しを増やすチャンスとして、是非御参加ください。 

第 2 回開催日時：10 月 4 日（日）13：30～16：30 
場所：東京都内（別途ご案内します） 
講師：荒木文雄 

講師助手：黒川邦日兒・松尾洋子 
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第 1 回刺絡療法研修会へ参加させていただきました 

丹下 佐隆 

暑さ寒さも彼岸までと申しますが、昼間に太陽が輝いていると暑く、朝晩は爽やかな気温

の日が多くなってまいりました。皆様方いかがお過ごしでしょうか。 

さて私が刺絡療法に興味を持ったきっかけは、いつもお世話になっている荒木文雄先生、

黒川邦日兒先生から、以前よりその即効性をご教示いただいたことからでした。 

それから浅見鉄男医師の文献もいくつか読んでおりました。そこで今年の初旬、私自身風邪を引いた

後、咳だけがなかなか止まらず困っておりました。そこに至って思い出し、自身への刺絡施術を試して

みました。少商穴、商陽穴へ刺絡施術しましたところ、直後から自覚症状の軽減を経験しました。 

そういった経緯があり、8 月下旬、当会学術部による上記研修会に参加させていただけることを楽し

みにしておりました。 

偶然ですが、研修会当日に起床してみると、珍しく急性的な腰痛症状を自覚いたしました。痛みが強

く、どの姿位で痛みが増強するのかも把握できませんでした。何とかシャワーを浴びて委中穴に円皮鍼

を刺し、着替えて外出いたしました。研修会会場では、痛みの少ない姿勢を探ってやり過ごしておりま

した。しかし実技の時間になって、講師の先生方の指導のもと、ペアになった先生に両下肢の井穴刺絡

を施術していただいたところ、気づけば痛みは無くなり帰宅しておりました。 

学術部研修会はまだ始まったばかりであり、これからも参加させていただき、ご担当の先生方にご指導

いただければと存じます。講師の先生方が受講者を万遍なく回って教えて下さるので、円滑に学べるこ

とができました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

伝統手技療法専門臨床塾に参加して 

萩原 駒代 

今回で 2 度目の参加になりました。指導される先生と参加者の向上心という熱い思い。現状より少し

でも技術を向上させ、多くの患者さんに役に立つ治療家になりたいという、参加者の気持ちに後押しさ

れて研修会が始まりました。 

前回よりもより効率的に、そして的確に手順よくスムーズにといった実用的な指導をして頂きました。 

実技の中では私も含め、先生方への質問も活発で、講師の指導により成長し、体得するところが深まっ

ているように感じました。 

『結果を出す。納得して帰って頂く。』という姿勢と、治療法則や古典に基づいた、細やかな指導方法

は私を魅了させました。 

私は研修に続けて出席させて頂いていますが、受講者の表情や姿勢が、回を重ねる毎にしっかりとし

深まっており、講習会の意義は大きいと感じました。より多くの治療者の方にも、この講習会に参加し

ていただき、東洋医療の意義と本質の理解を深め、よりよい技術を身につけてもらいたいと思います。 

 そのことが何よりも東洋医療の普及に繋がり、保険適応の道を開く事にも関連していくと強く思いまし

た。これからも研修を積み重ね、知り得たいところを適確に質問出来る力をつける必要性を感じました。 

またよろしくお願いします。 
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伝統手技療法専門臨床塾（平成 27 年度第 3 回研修） 

   

次回開催：H27 年 9 月 27 日（日） 

時間：10：00～17：00 

場所：東京都内（別途ご案内します） 

次回は上石講師の単独セミナーです 

 

 

～「治療院探訪」担当の佐渡先生ってどんな方？～ 

齋藤ゆき子 

今回は、このコラムを担当して下さっている佐渡智哉先生に、事務局の齋藤がお話を伺いました。 

佐渡先生は昨年度から会の理事に就任されました。事務所で毎月行われる「通信・編集会議」では、新

鮮なご意見を発信していただくなど事務局の信頼厚い先生です。 

 

齋藤（以下Ｓ）：まずは、ご結婚おめでとうございます。 

佐渡先生（以下敬称略）：実は入籍はおととしの春で、

式は暮れに行ったのですが、新婚旅行が今年の春

になってしまったため事務局の方に新婚と間違わ

れたのですね。生活はもうすっかり落ち着いてい

ます（笑）。 

Ｓ：それは失礼いたしました。治療院探訪に時間を取 

られて奥様に怒られているのではと、密かに心配しておりましたが、杞憂でしたね。ではこれからは

遠慮なく（笑）。奥さまとの出会いは？ 

佐渡：患者さんから紹介されまして…。 

Ｓ：それはなかなか珍しいことではないでしょうか。よほど患者さんとの信頼関係が強くないと。 

佐渡：現在、地元中心に往療専門で仕事をしています。患者さんはほぼ口コミで長いおつきあいの方が多

く、本当にありがたいことだと思っています。 

Ｓ：お一人で往療専門治療をしていらっしゃる場合は特に、技術はもちろん、お人柄などトータル性を求

められると思います。でないと患者は長続きしません。 

佐渡：患者さんが、知り合いや家族など大切な方を紹介したくなるような施術者でい続けたいと思って 

います。 

Ｓ：そもそも先生はなぜ治療家の道をお選びになったのですか？ 

佐渡：大学卒業後、公務員になりましたが、もっと直接人の役に立つ仕事をしたいと考え、この道も良い
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かと考えました。以前、交通事故で頚を傷めたとき整形外科に通ったのですがよくならず、紹介され

た鍼・カイロの施術師に掛かり、回復したのも動機の一つとなりました。 

Ｓ：で、改めて学校に通い始めたのですね。 

佐渡：はい。日本鍼灸理療専門学校（花田学園）昼本科に通いながら数か所の接骨院に勤務した後、卒業

後治療院で在宅マッサージを学びました。当時は脈診や経絡治療を勉強していました。その後、板橋

の南常盤接骨院でオステオパシーや NLP（心理療法）等の治療手技を学び、独立して今に至っていま

す。専門学校時代の先輩に在宅治療院を教えていただいたことと、オステオパシーと NLP の師であ

る村上剛先生に出会えたことは幸いだったと思っています。 

Ｓ：印象に残っていること、患者さんから学んだことなどはありますか？ 

佐渡：往療に伺ったら、患者さんがお風呂の中で亡くなっていたことがありました。私が第一発見者だっ

たので浴槽から引きあげ、警察等に連絡をしました。その後しばらく肩が異常に重くなり、原因もわ

からなかったのですが、NLP でトラウマのケアをしたところ回復しました。この経験で心と身体の関

係を改めて感じることができました。 

Ｓ：先生は色々な勉強をされているのですね。 

佐渡：『オステオパシー』では筋肉・骨格だけでなく頭蓋仙骨治療・内臓マニピュレーション・筋膜リリ

ース等の治療を行います。他に心理療法の『ＮＬＰ』や、『経絡』、『エソテリックヒーリング』などの

エネルギー治療、『アレクサンダーテクニック』などの姿勢や身体の使い方を学び、これらを取り入れ

た治療を行っています。会の研修も様々なテーマを取り上げていただき、さらに充実させてゆければ

良いなと考えています。 

Ｓ：現在興味を持っている分野はありますか？ 

佐渡：『免疫学』に興味があります。鍼灸が免疫に影響していることは知っていますが、具体的に鍼がど

のように免疫を活性化するか、免疫にどのような種類があり、それぞれどのように身体に作用してい

るか、私たち鍼灸師こそもっと知る必要があると、先日のインタビューで高橋先生から学びました。

毎回、治療院探訪で先生方からお話を伺うたびに刺激をいただいています。 

Ｓ：先生は内に“熱血”を秘めた方なのですね！施術に関するモットーや大事にしていることは？ 

佐渡：前回より一歩でも深く広く患者さんの身体を理解し前進すること。治癒力を引き出すこと。 

 心も身体も楽になって、生きている楽しさを十分味わってもらうこと、ですね。 

Ｓ：私の体験で恐縮ですが、以前マッサージの施術を受けた時、「齋藤さん自身の身体が自分を治せる力 

 を持っている。私はその手伝いをちょっとしているだけ。自信を持って。」と言われ、救われた、 

というか、それだけで半分治ったような気持ちになりありがたかったことがあります。また、長年お 

世話になっている鍼灸の先生からは、慰められるばかりでなく、時には厳しい言葉で激励されること 

もあり、自分を見直すきっかけをいただいています。 

佐渡：お互いの信頼関係が大切ですよね。 

Ｓ：本当にそうですね。ところで先生は往療専門とのことですが、いずれは治療院もお考えですか？往療

は夏も冬も厳しいですよね。 

佐渡：いずれは…と考えています。今は往療ならではの良さも感じています。患者さんの生活の場に入る

ということは、そこの明るさ・暗さ、温度、座っている椅子や食べ物飲み物など、その人を作ってい

る環境を直接見ることができます。そこには治療に役立つ多くの情報があり、往療ならではの意義が

あると思っています。 

Ｓ：なるほど。先生は患者さんに触れるとき、どんなことを意識していらっしゃいますか？ 
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佐渡：触れること自体が癒しになるように触れること。気の流れを邪魔する事など、余計なことはしな 

いことです。 

Ｓ：今後も会の活動へのご参加を始め、益々のご活躍を期待しております。 

佐渡：これからもご活躍されている先生方から伺った貴重な学びを、会員の皆様にお届けできるよう頑

張っていきます。 

Ｓ：よろしくお願いいたします。本日は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   千駄ヶ谷社会教育会館   

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。 
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コーヒーブレイク（2015/9/9）橋本利治 

 いよいよ国会は大詰め 
安全保障関連法案（結構長い名前なんで戦争法案と呼ぶほうがイメージとしてはぴったりの感じがしま

す）さてその戦争法案が参議院で強行採決されるかどうか。 

絶対多数の与党に対してなかなか国会論戦では理詰めの野党、国民世論も時間を掛ければかけるほど盛

り上がり、押され気味の安倍政権ですが、これ以上待っていると本当に廃案にされるかも・・との不安も

出てきそうな勢いです。なら党内粛清覚悟でごり押ししかないでしょう。（最近のニュースでは野田聖子立

候補とのうわさがあるも、断念とのこと） 

この原稿が読まれる頃には「参議院強行採決」の活字が躍っていることにならないことを願っています。

さて先月、皆さんに「戦争法案」反対の賛同者を呼びかけましたが 12 名の皆さんから賛同の意思表示と

メッセージが寄せられました。本当にありがとうございました、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

意思表示をすることが責任 

だから何なの？とツッコミは入れないでください。私が賛同人を呼びかけてやりたかったことは「本当

の民主主義」だったんです。エッ民主主義？今さら民主主義？とか言わないでください。いったい「民主

主義」ってなんなんでしょうか、ちょっと考えてみませんか。 

確か 60 年安保改定の時、今の首相のおじいちゃんが首相をしていました。（まだ私は生まれていなかっ

たので詳しくは知りませんが・・・？）国会前を 30 万人の反対の人で埋め尽くされました。そして国会

で強行するなら直接この「声」を届けようと国会になだれ込んで、一人の東大生樺美智子さんが亡くなり

ました。その時の首相が「国会前の 30 万人以外の人はみんな賛成している」と述べて強行採決してしま

いました。 

本当はこれほどの人々が改定反対の意思表示をしている、ではいったん解散して「信を国民に問う」の

が民主主義なのではないかと思うんですが、そうはせず強行採決という、民主主義の対極の手法で対処し

ました。それでは国の主権者の義務として「意思表示をすること」が責任なのではないかと考えてみまし

た。 

60 年の時の反省はその後「声なき声の会」という

のができて「声」を上げ始めたんです。わたしはこ

れが民主主義の始まりというか本質であるような気

がします。 

それで声を上げること（戦争法案賛成であっても

構わないと思います）そこから民主主義が始まるの

ではないかと思い、声を上げる「場」を提示しまし

た。「選挙で投票する」勿論これも大事なことではあ

りますが、それで終わったわけではありません。     （8 月 30 日の抗議活動・国会議事堂前） 

自分が選んだ代表者が自分の意見を代弁してくれているのかその後も見守り続けなければなりません。 

そのような民主主義の仕組みの中では「投票」にはいかないというのは民主主義制度を破壊することに

なってしまいます。大事な 1 票なんです。 
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わたしは今の国会で一番問題なのは戦争法案の是非も勿論問題ですが、それ以前の問題として民主主義 

が「ない」ことではないか、と思っているんです。前回の選挙の争点は「アベノミクス選挙」だったし、

閣議決定で戦争できるようになった。憲法違反かどうかさえも議論しようとしない。それに対して「おか

しい」と声を上げている国民に分かるように説明しようとしない、そして、アベノミクスを争点として票

を獲得した多数派で「集団的自衛権行使容認」の是非採決する。という流れなんですね。これっておかし

くないですか？ 

気が付いたときはもう戦争状態 

さて「戦争法案」で盛り上がっているうちに派遣法改正案が国会通過しました。これで一生奴隷的労働

をさせられる若者が（法的にも）ドンドン出てきます。（もう実際には存在しますが）今までは法律で守ら

れていたので法律を盾に裁判で争うことができたが、もうできない。 

そして「マイナンバー法」（これはもうとっくに出来ていた）日本に住む限り逃げ出すことができない、

国の管理下に置かれてしまうというこれもまた国家への隷属から逃げ出せない制度、１０月から施行。そ

して特定秘密保護法（これは反対の意見が盛り上がったがこれも強行採決で通過）そして TPP 協定の締結

などなど、知らないうちに（知らされないうちに）次々と外堀が埋められてしまっています。 

気が付いたときはもう戦争状態、「死にたくなければ、敵を倒せ」といわれれば戦争するしかない状態、

これって「なんか変」。 

本当の民主主義が問われている 

そうそう先日「沖縄の米軍基地」という本の紹介を久米宏がして

いました。著者は東大教授で哲学者高橋哲哉氏。この中で著者は「今

の日本の防衛は米軍が担っている、日本全体が米軍によって守られ

ているが、その米軍基地の 74％が沖縄に集中している、沖縄の国土

は全体の 6％に過ぎない面積、これはおかしい、もし米軍の安全保

障は必要だというなら本土も平等に基地負担を担うべきだ」と述べら    （辺野古座り込み） 

れていました。 

同じことを沖縄県知事も言っていたように思います。でも、本土の人は米軍基地は来て欲しくない。（わ

たしはそれはどう考えてもおかしいと思うのですが）そんなことを述べられていました。 

沖縄の辺野古基地建設が強行されようとしている中で、私たち本土の住民ははっきりと答えなければバ

ランス取れないですよね。このような矛盾だらけの中で今日本の将来を決める「本当の民主主義」が私た

ちに問いかけられているのかもしれませんね。 

はい、今回も気楽にあること無いこと書いてみました。気楽に読み流してください。また「怪しからん」

などの意見があればドンドン書いてください。 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0iMpc_ZV71EAFQ2U3uV7/SIG=1387q5v33/EXP=1442301097/**http:/img.okinawatimes.co.jp/article_images/20150406/IMAG2015040602947_imh_01_l.jpg
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★ 事務局からのお知らせ 

 

10 月の締め切りは 10 月３日（土）です。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：東京都医療助成の申請書が返戻されました。理由は「自己負担上限（12000 円）を超えているので、超過

分を患者さんに返金し、その後再提出を」とのことです。申請書はどう作成すれば良いのでしょうか？ 

Ａ：東京都医療助成では、自己負担の上限を設けています。条件は以下の通りです。 

 負担者番号 80136…の方（総額の１割が自己負担となる方） 

  ＊負担者番号 80137…の方は自己負担がありませんので、今回の事例には該当しません。 

  ＊80136…の方は、健康保険の負担割合が３割の方に限られます。（その１割は患者負担・２割が東京都か

ら助成される）。健康保険の自己負担割合が１割に変わった場合、自動的に 80136…の資格は喪失しますので

ご注意ください。 

 

 80136…の方の例①：誤  

総療養費 124,970 円 

個人負担額（３割） 37,491 円 

保険給付額 87,479 円 

受給者負担額（１割） 12,497 円 

申請額 24,994 円 

 

80136…の方の例②：正 

総療養費 124,970 円 

個人負担額（３割） 37,491 円 

保険給付額 87,479 円 

受給者負担額（上限額） 12,000 円 

申請額 25,491 円 

 

 

 

 

医療助成の再申請を、どう

すればいいのか教えて・・・ 

12,000 円を超えている 

上記表との差額 497 円は受領者に返金する 

37,491－12,000 の計算 
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健康保険法の改定検討へ参加の呼び掛け 

事務局長 清水一雄 

国民誰しもが必要な時に、「はり・きゅう・マッサージ治療を健康保険で受けられるようにする」

ことを目指し国会に請願する活動は、既に 2年という歳月が経過しています。 

現在の署名数は全国で約 33,000筆、当会が約 8,300筆を集め、当会としては当面の目標として、

10,000筆を早急に達成すべき活動をしきたいと考えています。 

会員の中には一人で 1,000 筆と云うたくさんの署名集めて下さった方がいらっしゃいます。現

在当会は、会員数が団体会員を入れて約 250 名います。会員１人が 100 筆集めていただきますと

25,000筆になります。このような活動を全国で展開することにより、第一の目標が達成されます。

まずはご家族親戚友人に対して、署名活動をとり組んでいただきたいと思います。 

そして、署名活動と同時にもう一つ重要な案件があります。制度や通知をどのように変えれば

いいのか、われわれが十分な見通しをもち運動を継続することです。 

根本的改善は、鍼灸マッサージ治療の取り扱いを、療養費の支給でなく、療養の給付へ法律を

変えるということです。 

現在の健康保険法 87条の改善や通知の変更では、患者が選べる医療へどのような改善が可能な

のか、われわれが研究、提案しなければ前に進みません。 

われわれが、確信を持って改善案をできるように検討を進めるため、理事会において「健康保

険法改定実行委員会」を立ち上げる事を決定しました。皆で英知を出し合い国民が求める法案作

りをしていきたいと考えています。 

第 1 回目は下記日程にて行いますので、会員皆様方の参加を呼びかけます。参加者は事務局ま

でご連絡をお願いします。 

 

日時：平成 27 年 9 月 20 日〔日〕 

13 時 30 分～15 時 30 分 

場所：会事務所 

第 1 回会議テーマ 

「療養費の支給になった歴史を振り返って」 

宮原弁護士も参加されます。皆様の積極的な 

ご参加をお願いします。             中野 郁夫氏書画 
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H27 年 9月                  H27年 10月 

 

1 火 申請業務  1 木 申請業務 

2 水  2 金  

3 木 申請書〆切 3 土 申請書〆切 

4 金  4 日 学術部(13：30～16：30）中野産業ｾﾝﾀｰ 

5 土  5 月  

6 日  6 火  

7 月  申請業務 7 水 申請業務 

8 火  8 木  

9 水  9 金  

10 木 事務局通信投稿〆切 10 土 事務局通信投稿〆切 

11 金  11 日 在宅ｹｱ部（千駄ヶ谷社教・和室） 

13：30～16：00 

12 土  12 月  

13 日  13 火  

14 月 通信編集会議（10：30～11：30） 

事務局会議（13:00～14:00） 

14 水 通信編集会議（10：00～11：00） 

15 火  15 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 

16 水  16 金  

17 木 100 万署名会議（川端鍼灸院） 17 土  

18 金 保険部会（19：00～21：00） 18 日 介護保険部会（10：30～12：30） 

理事会（13：30～16：30） 

19 土  19 月 事務局会議（13:00～14:00） 

20 日 NPO 理事会（10：30～12：00） 

健保法改正実行委員会（13：30～15：30） 

20 火  

21 月 敬老の日 21 水  

22 火 国民の休日 22 木  

23 水 秋分の日 23 金  

24 木  24 土  

25 金  25 日  

26 土  26 月  

27 日 第 3 回伝統手技療法研修会(千駄ヶ

谷社教館・和室) 10：00～17：00 

27 火 支給明細などの発送 

28 月  28 水  

29 火 支給明細などの発送 29 木  

30 水 療養費の振り込み 30 金 療養費の振り込み 

   31 土  

申請業務  休業日 


