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平成 28 年 2 月 28 日 理事会報告 

2月 28日に当会事務所にて理事会を開催しました。要約してご報告いたします。 

・事務局からは 2 月申請時に事務所内でインフルエンザが流行し事務員 4 名が出勤できなくなり、職員の知人

に補助業務を依頼しました。事務作業の優先順位を何とかやり繰りして対処できました。職員が一斉に勤務で

きなくなる事態は、事務局始まって以来の出来事であり想定外でした。このような場合のリスク管理の必要性

を、今後考慮していかなければならないとの報告が出されました。 

・高橋事務長からは、当会との関係者が施術者紹介サービス会社を立ち上げ（プレア株式会社）、施術者から人

材紹介の問い合わせがあった場合には、仲介したいとの申し出がありました。以前にも複数の会員から、施術

者紹介サイトを作って欲しいとの意見があったことを踏まえ、会員の利便性の観点から、このサービスの利用

を会員に紹介する方向で決定致しました。以下に要点を述べます。 

(ア)当会は会員を紹介するが、契約は会員とプレア株式会社がおこなう。従って、本件について当会は利益を

得ないし責任は負わない。 

(イ)紹介サイトはインターネットでアクセスする。スマホにも対応する。 

(ウ)3月度の事務局通信で紹介記事を載せる。（チラシはプレアが用意する） 

(エ)当会の HPにプレアのリンク先を貼る。 

（結論）施術者紹介サービスの件は承認されました。トラブル発生時に当会に責任が降りかからないよう対応

に注意が必要との意見がありました。 

                  ・NHKクローズアップ現代 2/10（水）の件 

清水事務局長から放映内容について、マッサージで事故が多発し

ている現状が放送されました。ご覧になった会員もいると思います

が、無資格施術者と国家資格を持った有資格者を同列に扱う内容で

した。柔道整復師の事故に関しては養成校が急増したことにより、

新卒者の卒後研修が追い付いていない事も挙げられていましたが、

患者は整体・カイロプラクティクが無資格で、鍼灸・あん摩・指圧・

マッサージ・柔道整復が国家資格者であることは知りません。 
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NHKが一緒くたに放送した事は、あん摩・指圧・マッサージで生業（なりわい）を立てている施術者の社会的

信用を毀損する事につながりかねません。NHKに対して話し合いの申し入れを行いたい、との意見が出されまし

た。これについて、無資格者を取り締まる法律は無いに等しいのが現状である事。昭和 22年の医業類似行為を

誤って解釈し、無資格者の医業類似行為を野放しにした事が事故多発の元凶であり、厚労省の無資格者に対す

る曖昧な姿勢が根本的な問題として考えられます。 

 

・高橋代表理事から 100万署名活動について、現在の署名数は 35280筆との報告がありました。 

（協）兵庫県保険鍼灸師会・藤岡理事長が料金改定の申し入れの為に、自民党の大内議員（厚生労働委員）と

接触中なので当会の協力をお願いしたい旨の連絡がありました。但し大内議員からは今年は難しいとの事です。 

次回理事会 4月 17日（日） 13：30～16：30  場所：当会事務所 

 

治療院探訪 
佐渡智哉 

前回に引き続き、千葉県八千代市「小出鍼灸治療院」の小出雅賀先生のお話をお伝

えします。 

・現在の仕事の様子を教えてください。 

鍼灸だけです。予約制で一人 30分で治療しています。特徴を言えば、患者さんの平

均通院歴が約 30年で、予約のキャンセル率は 1％以下。「朝起きて顔を洗って、ごはん

を食べて…」という、生活の一部に治療が含まれていると患者さんは言っています。 

・治療の特徴や工夫・得意とする分野など。 

小野文恵先生は毛鍼から 100 番の大鍼まで苦も無く刺していました。それを見せられたので、かすみ鍼（眼

窩鍼などで使用）から１0番～20番くらいの太さの鍼、3寸～4寸くらいの長さの鍼は使っています。細い鍼か

ら、太め、長めの鍼、刺絡や運動鍼、透熱灸まで身体の状態に合わせて使うというのが強いて言えば工夫でし

ょうか。 

・全科的な治療を目指しているので特に得意とする分野はありません。 

眼科医に「網膜裂孔」と診断され、「網膜剥離になる可能性があるので翌日すぐにレーザー治療するように」

と言われた患者さんがいました。この場合、何か理由があって身体が網膜に穴が開けたわけだから、その背景

を消すことがまずは第一。それができれば「身体には傷を自然に治す力があるので、自ら穴を小さくすること

ができるのではないか」と鍼灸の見解を説明して、患者さんの希望により鍼灸で治療することになりました。

最初の頃は毎日治療する形で何週間か続け、１ヶ月後、目尻からカサブタが出たので眼科へ行ってもらったと

ころ、裂孔は完全に塞がっていました。こういう関わりができるところに改めて鍼灸の魅力を感じました。 

 

・診察するとき、どのようなところを特に見ますか？ 

最初は望診です。望診では顏の色つやを見て神氣を診ると言われていますが、それだけでなく、待合室から

ベッドに行くまでの動作や声かけ等のニュアンスから判断しています。動作や意思表示が緩慢な時は「作強の

官」の「腎気の不足」として考えます。加えて、腹と腰を診ます。お腹は臓腑がある場所として、かなり時間

をかけて必ず診ます。 
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その裏側が腰。腰は「一身の大関なり（『鍼灸重宝記』より）」と言われます。腰は体全体の大きな関節つま

り体の大きな曲がり角だから、頭から足までの様々な疲労というゴミが溜まりやすい場所。そういう意味で、

腹と腰はしっかりと診ます。 

お腹を治療する時は臓腑と同時に腰も意識しています。お腹が関係して腰の方に問題のある人は、お腹をし

っかりと治療しなければ腰も良くならない。腰痛も単なる運動器疾患とは見ていません。スポーツ選手ならと

もかく、普通の人の腰痛は臓腑が関係していることが多いようです。 

 

・証をたてる際、何を重視されていますか？ 

病因と病証そして脈証で、特にその人の生き方を含めた生活全体を重視します。治療後に検脈して脈があま

り変わっていない場合は、患者の自覚症状が良くなっていても、良い状態があまり長続きしないのではないか

と考えます。また逆に、自覚症状があまり変わっていなくても、「脈が変わっているから今日の治療はこれでい

いと思いますよ」というように伝えることもあります。最終的な判断はこちらの見解を尊重します。 

脈は脈状診と六部定位診です。根拠は、『難経』一難に出ています。 

治療の手段としては『難経』六十八難、六十九難、七十五難などを利用しています。 

 

・治療の組み立てはどのようにされていますか？どのような順番で治療を行いますか？ 

①本治法で使う五行穴 

②腹と腰 

③患部と関わる遠隔部 

④患部です。 

・鍼をうっているとき、どんなことを意識していますか？ 

ツボを触って、例えば硬結とか虚しているなどの状態から異常かどうかを

判断しますが、それ以上に、ツボの状態は「体の叫び」「体の訴え」だと思っています。ツボが治療点になるの

は間違いありませんが、単なる治療点ではなく、治療点として選んだツボの状態から「この人の体は何を訴え

たいか」を探ろうとしながら今はやっています。だから刺鍼においては、鍼が皮膚に当たるかどうかという時

点から、「この鍼でどうですか？」「ここで届きましたがどうですか？」というツボと鍼とのやり取りを通して、

体と対話したいと思っています。 

「心の叫び」は言葉にして出せます。しかし「体の訴え、叫び」については、痛みなどの感覚以外は当の本

人にもわかりにくいものです。だからこそ私が体の代弁者のような形になります。治療時「今日はツボが凹ん

でいるが、何が原因なのか？」を患者によく聞き、「この人はこういうことをするとツボが凹んでしまうのだ」

と知ることの繰り返しの中で、だんだんと客観的に探っていくものだと思います。 

 

ここで少し話題を変えますが、これから鍼灸が社会的に広く認知される為には鍼灸の効果が科学的に解明さ

れることが重要ではないかと考えます。その一つに「ツボに刺鍼するとなぜ効くのか」というテーマがありま

す。私はツボに刺鍼する時に、押手に冷気（時に痺れ痛む）を感じたり、抜鍼した鍼体にブツブツとした異物

を触れたり時には金属のバリのようなものが付着する体験を数多くしています。そしてそれは患者の体の悪さ

と比例しているようです。鍼灸師が「刺鍼時の短い時間の中でしか得られないこの現象」の解明が先のテーマ

と関わるのではないかと考えています。 
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以下は私の体験を基にした仮説です。病気の原因として、活性酸素による

体の酸化が指摘されています（まだよくわかっていないようです）が、この

活性酸素と鍼との「せめぎ合い」の中で生じた「体の一部（蛋白質？）の変

化したもの」が、刺鍼時に鍼体に付着した物質ではないかと考えています。

つまり言い方を変えると「ツボはそれと関連のある臓腑や諸器官等の活性酸

素が集約される場」であり、ツボに刺鍼することで活性酸素を減らし病態の

改善に役立つのではないかと考え、この状況を示すものが先の刺鍼時の現象ではないかと推測します。昔の人

はこの押手に感じる冷気などを「邪気」と認識したのかもしれません。これらを検証する為の科学的な方法や

考え方、またそれを可能にする道具の開発が望まれます。そしてこの現象を実感する為には、異物である鍼を

体が許してくれやすい「柔らかく細い、金・銀鍼」が適切で、硬く切れやすいステンレス鍼ではわかり難いか

と思います。 

 

私は鍼灸の本道は「伝統医学としての鍼灸」だと考えています。鍼灸を発生史的に考えると、当時の敏感な

人が指先に得た感覚等の体験の蓄積を陰陽五行説などの思想と結び付けて理論化していったものが鍼灸なのだ

と思います。素朴に皮膚に鍼を刺すこと、それを通して得た情報が今の鍼灸に繋がっているわけだから、鍼灸

師はやはり鍼をきちんと刺せなければ駄目だと思います。素朴に鍼を刺すことを根底に置かないと、だんだん

と本道が消滅していってしまうのではないかと心配しています。 

私は今ここで鍼灸を目一杯やっているつもりなので、「鍼灸とはあんな程度か。」と言われたら甘んじて受け

ます。でもその時は、「鍼灸師の私はそういうふうに見られてもいいですが、『伝統医学としての鍼灸』はそう

ではありません。もっと素晴らしい先生がいるはずなので、探して下さい」と言います。つまり、鍼灸師は逃

げられるが、「伝統医学としての鍼灸」は逃げられない。だから私は極力逃げないようにしています。 

もちろん難しい患者を安請け合いに受ければいいと言うのではありません。自分の限界を知り、力量に応じ

て判断することは必要です。しかし、鍼灸で取り組めるものを安易に他の治療手段へ譲ってしまうのでは、決

して自分の技量は高くならないし、知識も増えないと思います。 

 

それともう一つ。鍼灸師は「常住坐臥鍼灸師」であるべきではないかと思っています。武士が昔使った言葉

に「常住坐臥戦場」というのがあり、「いつ、どこにいても戦場にいる心持ちでいろよ」という意味です。私は

それを鍼灸に置き換えて、「常住坐臥鍼灸師」です。だから私はどこにいっても簡単に手が出ます。犬が、猫が、

馬が具合悪いと聞くと、その時に鍼をしてしまう。道具が無くても、結構、手バリで何とかなります。 

手バリというのは手指頭を鍼の代用として用いることです。 

乗馬クラブで馬に乗っている時に、20 代の女の子が落馬したことがありました。落馬した後、横座りの状態

のまま動けない。仕方がないので、私が彼女の足と腕のツボ二穴を鍼の代わりに手バリで乗馬靴の上から押し

ました。そのうち歩けるようになったのでレストハウスに移動し、続けて手バリで治療しました。 

その後、女の子は佐倉から渋谷まで車を自分で運転して帰りました。後でレントゲンを撮ったところ、腰椎

の棘突起を 3 ヶ所亀裂骨折していたそうです。立ち上がることもできなかった女の子がたった 2 ヶ所のツボを

手バリで治療しただけで、亀裂骨折は治っていなくとも、佐倉から渋谷まで車を運転して帰れたということで

す。こんな体験をすれば、鍼灸に確信を持つようになります。こういうことの積み重ねが、患者さんとの信頼

に繋がっていくのではと思います。 
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・今興味を持っている分野、今後勉強してみたいことはなんですか？ 

① 定年退職後の健康を軸にした「生き方と関われる」鍼灸 

② 介護の中での鍼灸。101歳で亡くなった私の母への介護と治療の中で、鍼灸が全科的に対応できる素晴ら

しさを実感しました。これを伝えたいです。 

③ 「ナンバ的身体の使い方」（矢野龍彦氏提唱）による、骨を動かすダイナミックな身体への関わり。 

 

・会に期待すること 

鍼灸の健康保険適用が社会制度としてしっかりと医療保険の中に組み込まれなければいけないと思いますし、

そこをしっかりと主張している団体として鍼灸マッサージ師会は貴重な団体だと思っています。 

よりそういう方向を目指すためには、鍼灸の健康保険適用に焦点を当てるだけではなく、鍼灸を知らない人

たちに対して、「鍼灸はすごくいいのですよ」とアピールしていく必要もあると思います。鍼灸では自然との共

生・共存を言っています。現在社会的な問題になっている環境破壊から日常の衣食住全般に亘り、鍼灸の視点

で光を当てた提言がどんどん世の中に飛び出してくるようになると、鍼灸の考え方に納得する民意を得て、世

論を形成していくことにつながるのではないでしょうか。大きな世論が起きなければ、保険運動も進まない。

社会に役立つための提言も必要ではないかと思っています。 

 

最後に個人的なことですが、二十歳前後の時の箸にも棒にも掛からなかった自分にとって、鍼灸が今日まで

の人生を導いてくれた存在だと思っています。その意味で鍼灸と、鍼灸に関わりのある方達に感謝の気持ちを

伝えたいと思っています。有難うございます。 

また、これらの私の意見にご質問その他が戴ければ幸いに思います。作成協力：宇留賀友美さん（鍼灸師） 

 

H28 年 2月 14 日の千駄ヶ谷社教館祭り 
 

2 月 14 日（日）に千駄ヶ谷社会教育館において恒例の社教館祭り

が開催されました。当日は低気圧が近づき春一番の強い風と、雨が

時折り横なぐりに吹き付けた関係で例年より、来館者自体が少ない

状況でした。 

そんな中でも、毎年このマッサージの体験コーナーを目当てに来

て下さる、馴染みの来館者も来られて和やかな時間を過ごすことが

出来ました。 

 

このイベントは『NPO 医療を考える会』が中心となり、『一般社団法人・鍼灸マッサージ師会』に所属する

マッサージ師が、ボランティアマッサージに協力すると云う形で毎年行っています。 

NPO の役員は来館者に対して熱心に、「鍼灸マッサージを保険証一枚で受けられるようにする」署名活動に

尽力をして下さいました。 

 『NPO 医療を考える会』と、『一般社団法人・鍼灸マッサージ師会』の参加者の皆様、お忙しい中お手伝い

下さいまして誠にありがとうございました。 
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H27年：第 5回伝統手技療法専門臨床講座の報告 
 

 

 H28年 2月 21日、千駄ヶ谷社会教育会館和室の間で、H27年度 5回目の伝統

手技療法の研修会が行われました。 

 この手技療法は関節の可動域を測定すると共に、可動制限に関与する筋肉に

微妙なストレッチを加えていくものです。 

 講義の中で清水講師が話されたのは、「経験を積めば計測数値を見るだけで

患者の身体の景色が見えてくる」。 

「相手の身体の景色を施術者の手を通して見ることにより、相手と一体になり、

愁訴を他人が分かってくれた事への共感から信頼が生まれる」。 

「具合の悪い方を一度に良くしようとするのではなく、薄皮を剥がすように治療していくこと」。 

「ほんの少しの改善でも患者さんには大きな希望を与える」。 

「力で押すと技に深さが出ない」など。 

 

清水講師は長年の臨床経験から得た施術の極意を参加者に話されました。清水講師が話された内容はさりげ

なく語られたものですが、その言葉の裏には地道な研鑽を積み重ねて来た自信を感じさせました。 

 最後に参加者に対して、「施術師が生活を安定させていくには自分の技術を日夜磨き、患者さんの健康に貢献

していく他に道はありません」。 

「来られた一人を確実に良くしていく事で、その患者の知り合いを紹介される。施術に近道なし」。 

皆様も次回はぜひご参加下さい。 
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第 3 回刺絡講習会を終えて    2016、3，9  荒木文雄 

  今回 3 月 6 日（日）外部講師として、稲舛先生の刺絡講習会を中野産業振興センターにて実施 

しました。現在、刺絡療法は大別、二つの流れで発展しています。一つは、伝統的東洋医学の経 

絡史観に基づいた我々のやり方、もう一つは西洋医学的な観点と思考方法（交感神経と副交感神 

経の強弱）に立脚した、浅見先生、稲舛先生等のやり方です。 

 いづれの方法でも、広く長い目で見て、人類、国民のために役立ち、病気や不調からの救済、 

快方に有効な医療であればいいわけです。そうした観点で東洋医学の普及拡大を、国民の家庭医療 

に根付かせる方法として、今回の講習会は参考になると考え企画しました。 

 会員の皆様におかれましては、是非ともこの東洋医学の鍼医術の基本であり原点でもある刺絡療 

法を自分だけでなく、家族や身内の人にも教え、習得してもらって、身体不調のときに治療して 

もらうというのがよいでしょう。 

 治療家は常に患者様を治療する前に自己の健康を保持する必要があるからです。そのための家 

庭医学として、灸と刺絡療法は古来より、東洋医学の根幹として現在日本に復活する要素を持っ 

ています。 

  “ 大薬は衣食にして、中薬は鍼灸なり、小薬は薬である” （漢書） 

    （治療希望者の施術をする稲舛先生。当日は患者さんも参加しました） 
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在宅ケア研修会報告 

「誤嚥性肺炎を防ぐ知識とリハビリ」について 

田中榮子 

 2月 14 日在宅ケア部主催の研修会が行われました。 

テーマは「誤嚥性肺炎を防ぐ知識とリハビリ」として、講師は言語聴覚士、大沢良輔先生により、映像を使

い,順次進められました。 

 嚥下障害は脳梗塞後の人等に多く、又、頚部周辺の筋の緊張が強い時も、飲み込みにくくなります。私達

は、普段意識することなくものを飲み込んでいますが、実際は、とても多くの筋肉が、複雑に動き、様々な

部分が上手に連携を取ることで、嚥下が出来ています。 

嚥下障害を疑うポイントとして……むせ込み、痰、咽頭異和感、食事中の疲労、口腔内の汚れ、ガラガラ声

等があります。 

嚥下の働き 

①準備期……舌の動き、これが鈍いと、飲み込みにくくなります。脳梗塞後遺症の人は、舌も同側麻痺があ

り、食べたものは、同側へたまり易くなります。 

②咽頭期……咽頭蓋の弁の働きがよくないと、スムーズにいきません。 

③食道期……食物が食道入口へいった時、ここが開き、食物が下がります。 

唾液の出方も、スムーズな嚥下には大事です。唾液が適量出ないと、口腔内が乾燥し、潤滑的働きが低下し

ます。口腔内、雑菌多い人は唾液少ない人に多い。内服薬のうち、700種類位が唾液を出しにくくさせます。 

嚥下障害で、一番多い病気は脳血管疾患の人です。また、呼吸

器疾患の人や、タバコの吸い過ぎ、呼吸機能低下のある人は誤嚥

性肺炎を起こす場合があります。 

摂食嚥下障害は、色々な職種がチームワークよく、取り組むこ

とが必要です。家族への説明の大切さは、言うまでもありません。 

講義終了後、質問が多く出ました。 

誤嚥が起きた時注意することとして、気管がつまり、窒息に用心。

チノアーゼはないか、よく見る。 

嚥下機能が低下し、声が枯れて仕方ない人へは、腹式呼吸から

始める。のどからは、大きい声をわざと出さないようにする。呼吸を通して、声帯に振動させる。そのあと、

呼気を出来るだけ長くする等。 

今回の「誤嚥性肺炎予防」は大そう広く、深い内容で時間がとても足りなく感じました。参加者は 19名。

皆さん真剣で、熱気のある研修会でした。アンケート記入者は 8人でした。 

・講義について…わかり易く、役に立つ内容でとても参考になった、という人が殆どでした。 

・実技…実際に役に立つことでよかった。もっと時間がほしかった。 

・その他…大事な資料を、もっといただきたかった、という人が多くいました。 

◎先生、そして、参加者の皆様、ありがとうございました。 

（追記）参加者には後日、要約した研修内容を送付することにしました。 
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「保育園落ちた、日本死ねー」追い詰められた母親の叫び 

                      コーヒーブレイク ２０１６/０３   橋本 利治 

雪崩事故続出 

 “冬山“というと必ずといってよいほど「雪崩」が

話題になって「怖いよね」という結論になる。勿論怖

いのですが、山岳事故のうち雪崩が占める割合は５％

だそうです。 

交通事故で亡くなる確率のほうが多いのですが、社

会的に珍しいのでニュースになると思います。 

1 月 23 日都内に住む 60 歳代の男性が、奥多摩の御

前山に行くといって、山に行ったままもどらないと警

察に捜索依頼がありました。警察で探すも発見できず。

我々の救助隊に出動依頼がありました。 

もう時間も経過しているので生きている望みはな

い。それでも探してほしいとのこと、2 月連休の最終

日、北海道から帰ってすぐ捜索に出かけた。今年は雪

が少ないといわれているが、奥多摩でも沢筋は雪崩の

跡があった。多分このあたりの雪の下に埋まっている

のだろうと、見つからないのを口惜しく思った。 

しかし流石に東京の山、雪溶けも早く 1 週間後、雪

の下から体の一部が出ているのを通りがかった登山

者に発見された。 

さてこの遭難があって 1 週間後 1 月 31 日わたしは

上州武尊山に登るために片品村にいた。ＢＣスキーは

初心者だという若者を連れてスキーで登っていた。少

しの斜面でも初心者にとっては難しく、1 歩登っては

ズルズルと滑り落ちるという状態だった。 

このような時は雪崩が起きやすい、たまたま初心者

が一緒だったので前武尊山頂で引き返すことにした

が、我々の前を歩いていた 15 人ほどの人たちはそこ

から上州武尊山へ向けて滑っていった。その集団の一

人が雪崩を引きおこして埋まってしまった。 

最近は雪崩対策で「雪崩ビーコン」という電波発信

機を一人一人が装着している、もし雪崩に埋まっても、

その発信器からの電波を頼りに捜索者は、その発信源

をたどれば発見できるというものである。 

このときは１ｍの雪の下から発見したものの生き

返ることはなかった。雪崩対策では緊急時に膨らむエ

アバッグを装着して、雪崩に合うとエアバックが膨ら

んで雪の上に浮き上がるので助かるというものもあ

る。 

雪崩発生機「ガゼックス」 

先日 2 月の最終週、白馬コルチナスキー場にいった。

多分ここには日本唯一だろうと思われる雪崩発生機

「ガゼックス」という装置が設置されていた。 

話には聞いて知っていたが見るのは初めてである。

スキー場の雪崩の起きやすい上部に直径 50 センチほ

どの鉄パイプを地中に埋め込んで、雪崩が起きそうな

ときに、遠隔操作でそのパイプの中に酸素とプロパン

ガスを送り込んで爆発させるというもの、その衝撃波

で雪崩を引き起こしスキー場の安全を確保するとい

うもの、設備費がかかると思うが、人命には代えられ

ないというスキー場の思いもあるのだろう。 

 

日本の社会も経済優先ではなく人命優先の政治に

してもらいたいと思うのはわたしだけなのだろうか。 

図下（雪崩発生機「ガゼックス」） 
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「保育園落ちた、日本死ねー」 

 2 月 25 日「はてな匿名ダイアリー」という人気 

サイトに書き込みがあり、この投稿が話題になって拡

散されている、という記事が東京新聞 3 月 2 日の朝刊

「こちら特報部」で取りあげられていた。 

わたしのこのコラムは特定ものばかりではなく、新

聞、ネット、テレビ、ラジオなどのニュースソースか

ら今の話題を取り上げてこんな考えもあるというこ

とを書いています。 

もちろんわたしは万能ではないし、間違いも多々あ

るので読んでいただいた読者の方が「それは違うよ」

という意見があれば指摘していただきたい。 

どちらかというと政治的色彩が強いのですが、私の

老後の問題とか、鍼灸業界の未来の問題とかを含んで

います。皆さんで考えるきっかけになればと思ってい

ます。 

このままだと鍼灸業界、いや日本の未来は見通せな

いところまで行っているのではないかとさえ思って

しまいます。 

例えば先日（2/15）NHK の「クローズアップ現代」

という番組で「マッサージ整体カイロの健康被害」と

いうテーマで放映されました。過誤治療で青あざにな

った患者とかが映像で映し出されて、安易にマッサー

ジにかかるのは考え物という、キャンペーンでもあり

ました。 

早々わが鍼灸師会はこの動きに対して何らかの行

動を起こそうと話し合われているようですが、私たち

業界の未来のために皆さんで知恵を出し合わなけれ

ば本当にこの国はだめになってしまいそうな雰囲気

です。 

（https://www.youtube.com/watch?v=RjsQ_IWz9_0） 

上記のアドレスで視聴できますので是非！ 

さて話を元に戻しますが、東京新聞によるとこの投

稿をしたのは、30 代前半の正社員の女性、現在は育

児休暇を取っているが、保育園が決まらないと会社を

辞めなければならないとのこと。安倍首相がいう「１

億総活躍社会の実現」といいながら実際はかけ離れて

いる、とこの女性は主張しています。そしてこの投稿

に共感を呼んだのは同じ境遇の多くの人たちがいる

のではないかという背景があるといいます。 

投稿の叫びを聞こう 

そして 2 月 29 日衆議院予算委員会で、民主党の山

尾しおり議員が質問に立ち、このことを尋ねたら「承

知していないが、匿名である以上実際のことは本当か

どうかも含めて確かめようがない」と答弁しました。

今の政権は威勢の良いスローガンは挙げるが中身が

伴っていないとの現場の声がある。

（http://anond.hatelabo.jp/20160215171759） 

 これがその投稿の中身である。 

幾分文章が荒っぽいが、追い詰められた気持ちを感

じます。介護離職ゼロ、安全保障問題、原発問題、そ

して沖縄辺野古新基地の問題など多くの国民市民が

ノーと言っているが、大手メディアの世論調査では現

政権の支持率は 40～50％となっている。 

わたしたちに直接かかわる年金にしても、年金の貯

金を株の投資につぎ込んで数兆円の赤字を出してい

る。株をやっている私の友人に聞いたところ、「株だ

からまた儲ければいいよ」とのこと。 

しかし、2013 年から年金の受給率が減額になると

いうことで、私たちの老後の生活に直接かかわってく

る。そのようなことが全く知らされないまま、今の政

権は参議院選挙を迎えようとしていることに恐怖を

感じるのは私だけだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivbv9ot9WzG4AYAOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=1233n18mp/EXP=1457583229/**https:/pbs.twimg.com/media/CcwmGDdUYAE0TLa.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RjsQ_IWz9_0
http://anond.hatelabo.jp/20160215171759
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第13回定期総会開催のお知らせ 
 

 第 13 回定期総会は 5 月 29 日開催とする事が、2 月 28 日理事会において確認されま

したのでお知らせいたします。 

開催日 平成 28年 5月 29 日（日） 

時間  13：00～16：00  

会場  ホテルローズガーデン新宿 
社会保障費削減が強まる中で、療養費切り捨ての医療行政がすすみ、鍼灸マッサージ

師の健康保険からの排除が強まっています。 

しかし高齢化がすすむなかで国民の医療充実のために、東洋医療の活用が求められて

おり、はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療は国民の必要とする医療です。 

国民の要望に応えられるよう、知識を広げ技術を高めて厳しい状況を切り開いていき

ましょう。会の活動強化が重要なときです。総会へのご出席をお願いいたします。 

 

ホテルローズガーデン新宿（東京都新宿区西新宿8－1－3））（TEL -3360-1533） 

地下鉄丸の内線西新宿駅 1番出口→徒歩約 1分 JR各線新宿駅西口出口→徒歩約 10分  

私鉄各線新宿駅西口出口→徒歩約 10分  
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理事、監事立候補者の受付           

           平成 28 年 3 月 10 日 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

選挙管理委員 清水郁夫 渡辺俊子 

 

第 13 回定期総会を平成 28 年 5 月 29 日に開催する事が、2 月 28 日理事会において確認されま

した。 

役員改選の年度であり、役員改選にあたり定款 24 条および規約第 10 条に基づき、理事および

監事の立候補者の公募を致します。役員の任期は理事、監事とも 2 年間です。 

 

国民の医療、介護の充実のために、鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧師の活用が求められて

いるのですが、療養費切り捨ての医療行政が強まる状況です。会員の協力で知識を広げ技術を高

めて、厳しい状況を切り開いていきましょう。 

鍼灸マッサージ治療の普及、鍼灸マッサージ師の社会的地位の向上をめざす、当会の成長、強

化が重要です。会員のみなさんの理事、監事への立候補をお待ちしています 

 

立候補期間 立候補受付開始 4 月 14 日 立候補締め切り 4 月 23 日です。 

 理事へ立候補あるいは監事へ立候補を明記したうえで住所、氏名を明記して FAX あるいは 

郵送をお願いいたします。 

連絡先   事務局 FAX 03－3299－5275 

      住所 渋谷区代々木 2－39－7 メゾン代々木 201 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙管理委員殿 

 理事に立候補いたします。 監事に立候補いたします。 

平成 28 年  月  日 

     氏名                 

    住所                 

規約 第 10条 役員選挙管理規定 

１ この規定は一般社団法人鍼灸マッサージ師会の役員を選出する基準である。 

  ２ 選挙管理委員会は役員立候補者の受付を、定期総会開催の 30日以上前に公示しな

ければならない。公示の期間は 10日間とする。 

  ３ 役員候補者は、入会後３年以上正会員として在籍し、会が主催する活動に参加し

ていること。但し在籍期間は、任意団体東京都保険鍼灸マッサージ師会に在籍し

た年数も含めるものとする。 

  ４ 候補者が多数の場合は総会出席者の投票により決定する。 



 

13 

 

 

誰も知らない社会への突入 

居宅介護支援専門員 松本泰司 

ケアマネをしていて感じることは、介護保険を含めて社会保障制度に行き着いていない高齢者が多いという

事です。地域の社会資源があるのに使わない高齢者。また面談して説明し同意後サービスにつなげても、すぐ

に明確な理由なく、自らサービスを止めてしまう高齢者。使うサービスから受ける感覚と、日常生活との不適

合感が中止の理由としてあります。また高齢者がこれまでに培ってきた考え方との価値観の相違もあります。

一言で言うと『合わない』のです。 

介護保険のサービスは契約であり本人が拒否をすればサービスは履行されません。結局は放置される高齢者

の増加につながります。最後の措置権を持っているのは自治体です。その点からケアマネは人の命のギリギリ

に関わっていくには限界があります。困難な状況に落ち入ると思われる高齢者の場合、必ず自治体に情報を伝

える事が重要です。 

行政サイドに言いたい事の一つに、コミュニティケアの視点があります。その第一は「あの人を使ってやれ」

です。ボランティアでの生活援助に「健康な高齢者を使ってやれ」「失業者を使ってやれ」。そうではなく、『ま

ずご近所の力を借りなければ支えられない』と云う意識を忘れないで頂きたい。近所の住民が関わらなければ

在宅限界は上げられない。その為には「ご近所の方の善意には責任を負わせない」ことを明確に打ち出し好意

の思いを尊重して、感謝の気持ちで「力を貸して頂けませんか」と言ってもらいたい。 

現実にはボランティアが出来る身分の人が少なくなってきています。皆が自らの生活に追われて、他人に目

が行かなくなってきています。この現象は急速に広まり、社会が経済的にも精神的にも貧しくなっています。 

本来、家族が担ってきた介護負担を社会が支援しようとして介護保険がつくられました。しかし『社会保障

と税の一体改革』の流れの中で、介護保険の給付削減が推し進められています。 

自助努力の言葉を言い換えると、利用者の自己負担の増加と云うことです。金の払えない高齢者は難民と化

します。利用者負担を 1 割→2 割へ、又、施設利用時の補足給付削減には資産要件を加えてきています。 

財務省の方針では、介護保険は要介護 3 以上の重度者のみに限定しようと進めています。それに対し、反対

し闘う組織や団体が皆無なのです。これでは国の思うままです。権利を守り、勝ち取るためには闘うしかない

のですが、高齢者も高齢者を持つ家族も問題意識すら持っていません。その理由の一つは介護保険制度が難し

く、一般の人（ケアマネも正確に把握出来ない）には、『何が問題点か』すら見つける事が出来ないのです。 

困難者には知識がなく、その困難を行政につなぐ遂行力もない。孤立してどうしたらいいのか全く分からな

い行き止まりの人生、挙句の果ては「気づいたらこんな所に流されていた」。 

最期に行き着く先が吹きだまりでは堪ったものではない。一生懸命働いたが、わずかな年金しか残せなかっ

た高齢者は、自助優先の社会の中では誰も知らない淀みへと押しやられて一生を終えていきます。 

行政に言いたいのは、「好きで年を取ったのではない」「もともと認知症の人はいない」という事です。国は

支出が増える単価を積み上げるサービスには厳しく、支給限度額の定まった小規模多機能などの、『定額のサー

ビス』には、思ったようになさって下さいと寛容です。こう云う見え透いた政策は如何なものか。お互い様と

いう『互助のこころ』は国にも必要ではないのでしょうか。物申す人のいない介護業界の連帯の欠如は、国に

なされるがままと云う、誰も知らない社会に突入していきます。 
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★事務局からのお知らせ  申請書の締め切りは、毎月３日です。 

 

 

 

 

 

 

Q：保険者からの返戻理由に納得できません。 

①“保険者が患者に照会したところ「○月の治療は鍼のみ」との回答だったため”という理由で返戻されま

した。実際は毎回鍼灸２術の治療を行っていますが、患者さんも過去の治療については忘れていたり、灸頭鍼

の場合など、２術とは思わないこともあるため、このように回答してしまいました。 

②“保険者が患者に照会。△月の治療に対する傷病名は「腰痛症」との回答だったため”という理由で返戻。

申請時の同意書では「神経痛」の傷病名で発行されており、患者さんの回答と矛盾してしまいました。この患

者さんは体のあちこちが悪くて、ご本人の回答通り「腰痛症」もお持ちです。治療は全身に対して行う性質の

ものですので、患者さんも保険請求の場合の傷病名は何だったかなど、はっきりしていないのです。 

以上のようなケースに、どう対応したらよいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）同意書と患者印に関しては、当会では修正を加える事が出来ません。 

返送対応になります。どうかご了承下さい。  

保険者が患者さんに問い合わせをして、その返答

が申請内容と相違していると言って返戻になり

ました。どうしたらいいですか？ 
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施術者人材紹介サービスのご案内 

 鍼灸マッサージ業界のノウハウを活かした、施術者人材紹介サイトをご紹介します。 

 当会との関係のある会社が立ち上げたサイトになります。 

施術者が足りなくて適任者をお探しの方は、是非ご検討ください。（別紙 紹介資料参照） 

 この人材紹介サービスのポイント 

 ・鍼灸マッサージ業界に徹した人材紹介サービスです。 

 ・インターネットを利用した紹介サービス（スマホも対応）なので地域は限定しません。 

 ・申し込み時 2 万円のほかは、紹介の成果があった場合に支払方式です（成果主義）。 

 （連絡先） プレア株式会社（本社福岡市）Tel  0120-226-255   Fax 092-402-8252 

  URL : www.plea-jobs.com （当会のＨＰからもリンク予定）長友 眞司 nagatomo@plea-jobs.com 

 

利用にあたっては下記点にご留意ください。 

 ・このサイトの利用は会員が行います。契約条件については、プレア社とご確認ください。 

  契約にあたっては、会員とプレア社の間で行います。 

 ・施術者との契約後のトラブル発生に関しては、当会では責任を負いかねます。プレア社で対応します。 

 

申請書ソフト  バージョンアップのご案内(R3.31)（再） 
 現在御使用中のソフトは、Ｈ28年 6月初めを持って使用できなくなります。 

  ソフトを継続使用される方は、必ずバージョンアップをお願いします 

 

 

 

 

 

 ＵＳＢメモリを３月申請時に事務局に送付いただいた場合 

  ３月にバージョンアップを入れて、ＵＳＢメモリを返送します。（Ｈ２８年度会費納入済の場合） 

 インターネットでバージョンアップする場合 

  インターネットでのバージョンアップは、４月から利用可能とします。 

しばらくお待ちください。 

 ３月以降にＣＤ－ＲＯＭ媒体を購入された場合 

  新バージョンを送付しています。インストールすることで、新バージョンが利用できます。 

  その他 

    ・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送付します。 

    ・事務局に、ＰＣを持ち込んでいただければ、バージョンアップします。 

 

◎ 使用期限をＨ29 年 5 月まで延長します。 

◎ Windows10 でも利用可能になりました。 

◎ 地図データＨ26 年版を用意しました。 

 あらたに、大阪府と茨城県の地図データを追加しました。 

http://www.plea-jobs.com/
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H28 年 3月                  H28年 4 月 

 

1 火   1 金  

2 水  2 土  

3 木 申請業務    申請書〆切 3 日 申請書〆切 

4 金  4 月  

5 土  5 火  

6 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00） 

学術部研修会（13：00～17：00） 

※上記の研修会場は中野産業振興ｾﾝﾀｰ 

6 水 申請業務 

7 月  7 木  

8 火 申請業務 8 金  

9 水  9 土  

10 木 事務局通信投稿〆切 10 日 健康保険改正委員会（13：30～15：30） 

11 金  11 月 事務局通信投稿〆切 

12 土  12 火  

13 日  13 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

14 月 事務局会議（13：00～14：00） 14 木  

15 火  15 金  

16 水 通信編集会議（10：30～11：30） 16 土  

17 木 「国民の会」会議（川端鍼灸院） 17 日 NPO理事会（10：30～12：30） 

理事会（13：30～16：30） 

18 金 保険部会（19：00～21：00） 18 月 事務局会議（13：00～14：00） 

19 土  19 火  

20 日 春分の日 20 水  

21 月 振替休日 21 木  

22 火  22 金  

23 水  23 土  

24 木  24 日  

25 金  25 月  

26 土  26 火  

27 日 NPO花見（高尾山散策） 27 水 支給明細などの発送 

28 月  28 木 療養費の振り込み 

29 火 支給明細などの発送 29 金 会計監査       昭和の日 

30 水  30 土  

31 木 療養費の振り込み    

申請業務  休業日 


