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保医発 0930 第 4 号（平成 28 年 9 月 30 日）確認事項について 

事務局長 清水一雄 

平成 28 年 10 月 12 日 

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事

項等について（通知）の件 

通知内容の確認先：厚生労働省保険局医療課（℡ 03‐5253‐1111） 

Q：今迄同一家屋であったのがどうして同一建築物になったのか？ 

A：同一家屋だと判断基準が曖昧であるので、明確にするために建物単位にした。 

 

１．「同一の建築物」についての解釈 

①今までは「同一家屋」だったのが「同一の建築物」になったことにより、建屋全体が基準となりマンション、

公営住宅、介護老人福祉施設等一つの建築物の場合はその中での往療複数人に対して同一日の往療は一人し

か認められない。 

 ②建築物の棟が違えば往療が認められる。 

  Ａ棟で一人、Ｂ棟で一人、Ｃ棟で一人といった具合に。 

 ③長屋での解釈は？ Ａ宅Ｂ宅・・・Ｅ宅があり、Ａ宅の次にＥ宅へ往療に行ったときは、ＮＯといっていま

したが、その中でＢ宅が立て替えて、Ｄ宅が増改築した場合とかがあり、この場合はどうかと聞くと、建築

構造上どうなっているかが判断基準なる答え方をしていました。いちいち建築図面を確認しなければならな

いのですか。回答はそうですね・・・。 

 ④テラスハウスの解釈は？ 

 Ａ宅Ｂ宅がジョイントしたような建築になっている。 

この場合も②と同様の回答 

 ⑤地下街は？ビルの直轄地下であれば同一建築物とし、そこからの地下街となるとこの場合も②と同様の回答 

  

以上話しましたが判断に困るところがあります。それと詳細に触れれば巨大マンションで端から端まで移動

時間がかかる場合と一軒家での隣家で、すぐ移動できるところの大きな違いに矛盾を感じます。 

162 号 
2 平成 28 年 10 月 14

日 
一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

http://www.hoshinren.jp/


 

2 

２．やむを得ない理由？によって同一の建築物に複数回赴いて施術した場合についてはこの限りではない。 

やむを得ない理由があれば往療算定が認められる。その理由として帰宅後同日に再度施術対応しなければなら

ない状況が生じた場合はその回数分支給対象になる。 

保険者の判断によるとのことであり、理由を備考欄に附記しないと返戻されてしまう。 

 

【厚労省への要望事項として】 

１．建物単位より住所地で追ったほうが明確ではありませんかと提言。 

２．はり・きゅう・マッサージは技術料が低額のわりに往療迄厳しくされたのでは、生活に困窮している施術師

はさらに苦しくなります。 

３．療養費専門検討委員会について現状は 1 週間前に通知しているとのことであるが、通知が遅すぎる。1 か月

前に通知すべきです。 

４．通知を出す時に説明会開催をして欲しい。 

 

    （以下 省略） 
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対保険者～私の経験から 

土田 仁 

 東北の仙台市で鍼灸院を構える会員の土田仁です。 

今日は保険請求の時に“保険者に遭わされた一番嫌だった出来事”を書いてみたいと思

います。なぜ書こうと思ったかと言えば、皆さんに現状の酷さを知って頂きたいからなの

です。当然、同情されたいという理由からではありません。“なぜ、ここまでして、我々、

鍼灸師は医者や保険者に気を遣わないとならないのか”を考えさせられる経験だったから

なのです。私たち鍼灸・マッサージ師の立ち位置、それに伴う無意識の内に背負わされて

いるリスクを常日頃から敏感に感受し、訴えていく事が大切だと思っていますので、是非参考にしてください。 

 

 あれは忘れもしない 3年前、平成 25年の 3月、新潟県にある『全国健康保険協会 新潟支部』とのやりとりの

中での出来事です。そこで私は 2 つの嫌な事に遭わされました。 

当院には当時、東北大学医学部の大学院に通う女子大学院生（Ｍさん）が通院していました。このＭさんのご

実家が新潟県なのです。それでその保険証は、お母様の扶養となっておりました。 

一つ目の嫌な事ですが、再同意を取っているのも関わらずに認められなかった件でした。12月 1日からの再同

意の為に 11月 23日着で同意医師に報告書と再同意のお願いを文書にて郵送しておりました。保険者が認めない

理由は 12月からの再同意なのでレセプトの下の同意日は 11月 30日まで（前回同意の有効期間内）の日にちで

ないといけないと言われたのです。それが 12月 1日と書いているから認められないとのことでした。そしてそ

の事を口実に同意書を書いて頂いた医師の所にも色々問合せをしたようです。後でその医師から、いかにも私が

不正請求をしたかのような言い方だったとの電話を頂きました。そして、同意した医師もかなり強硬な姿勢で事

細かく調べ上げられ大変だったということでした。結局、医師に出した再同意の報告が見つかったために不正請

求とはみなされず、かなり時間が経ってからお金が振り込まれましたが、このため、折角同意書を書いてくれる

医師を見つけたと思っていたのにその医師からの信頼を失い、その後、当院経由の同意書は一切書いてもらえな

くなってしまいました。これらは明らかにこちらの営業を反する行為ではないでしょうか。確かに不正をする人

が多いから取り締まるのは良い事です。しかし、きちんと法を順守している治療院の信頼を失わせる権利は保険

者には無い筈です。その後、説明と謝罪を求めても一切返答はありません。今後、機会があれば謝罪はして頂き

たいと考えています。 

もう一つはそのＭさんが「整形外科に通っているので“混合診療”に当たるため鍼灸は認められない。」と言

われた事でした。事実を本人に確認しましたが、「覚えはない。」という事であり、私自身も社保の事務所がまさ

か間違う筈もないと思い、やや厳しい口調でＭさんを問いただしたりもしました。そうしたらＭさんはとても素

直な方だったので「私から確認してみます。」と言ってくれました。そうして、確認してもらった結果に驚きま

した。『全国健康保険協会 新潟支部』より「いくら本人が電話を掛けてきても個人情報だから教えることが出来

ません。」という返答だったといいます。どうする事も出来ないではないでしょうか。いったいどうしろという

のでしょうか。数時間して私の方に『全国健康保険協会 新潟支部』から電話がかかって来ました。「先程の件で

すけど、骨折で通っていたのはお母様の方で、娘さんは整形外科に通院していませんでした。」という事でした。

お母様が“骨折”で整形外科に通っていたのを、娘さんであるＭさんと取り違えていたのです。しかもＭさんは

“骨折”ではなく“頚肩腕症候群”で同意書が発行されているのです。どうして間違えるのでしょうか。こちら
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も慣れていなくて突っ込みが浅かったので、向こうの言いなりになった感は否めません。しかし、その後謝罪も

ありません。本当に許されないことではないでしょうか。こちらが一人の患者様を獲得するのにどれだけの労力

が掛かっているのでしょうか。あまりに腑に落ちなかったので、『全国健康保険協会 新潟支部』に連絡し担当者

に繋いでもらいました。こちらが「あのう、あの様な事になると、こちらも大変迷惑します。一人の患者様を獲

得するのにどれ位苦労するかおわかりですか？」と聞くと「いえ？そうなんですか？」とかえってきた。こちら

が「気を付けてください。」と言うと「はあ。」みたいな返事でなにも謝ってなどくれませんでした。こちらを完

全に馬鹿にしていると思います｡お陰でＭさんはこの時から当院には来ていません。しかし、こちらからＭさん

とお母様にこの事件の説明とお詫びの手紙、そして、菓子折りの袋を手渡しました。きっとこの親子は私の気持

ちは分かってくれたものと思っています。しかし、なぜこのような結果にならないといけないのでしょうか。私

が保険を扱わなくなった理由の一つとしては“患者様の為に良い事をした筈が、それに関わった者全てが、却っ

て心理的に不快な思いにさらされ、結果迷惑になるばかりか信頼すら失う”からです。もし、皆さんが保険につ

いて国会議員などと話す機会があるのなら、この出来事を大いにしゃべり、是非、利用して頂いて構わないと思

っております。 

 

治療院探訪第 11回 
佐渡智哉 

今回の治療院探訪は、今期から理事として活躍されています清水鏡
きょう

晴
せい

先生からお話を伺

いました。 

 

・ご年齢、ご家族構成を教えてください。 

現在 60 歳になります。妻と、子供が二人おります。趣味は釣りとキャンプで、子供と一緒

に故郷の佐渡島の桟橋へ釣りに行くこともあります。 

 

・出身校はどちらですか？ 

40 歳で長生学園で免許を取得し、以来 20 年程この道でつとめています。 

 

・今までの経歴を教えてください。 

中学の頃スポーツで身体を痛めて治療を受けてからこの道に興味をもっていました。様々な治療に関わる修業を

しながら、免許を取得後、登戸で開業しました。当時、明大前で活動していた保鍼連にも参加し、そこで高橋代

表理事や清水一雄事務局長他、当会の方々と知り合いました。その後、神奈川の組合を作り参加しておりました

が、数年前より当会にお世話になっています。 

 

・現在の仕事の様子を教えてください。 

数年前、駅前の再開発で治療院を移転せざるを得なくなり、現在は往療を中心に仕事をしています。 

 

・患者さんはどのようにして増えていますか？ 

治療院を開設していた頃の患者さんの紹介が多いです。治療院も 20 年ほどやっていましたので、その頃からの

患者さんが年を重ね、往療の対象になっている方もいます。地元の町会の役割として救護員をしていたときがあ
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り、そこで知り合った内科の先生に同意書などをお願いすることもあります。 

 

治療院を開いていたときは、昔は電話帳、最近ではインターネットの HP を見て来院される方がいました。HP

では「登戸」「マッサージ」など地域も含めた検索ワードと HP の中身の勝負だと思います。 

HP を開設した最初の頃は、HP の作成やメンテナンスを業者に頼んでいましたが、勉強して自分でワードプレ

スなどのソフトを使って作成するようになり、メンテナンス費用もだいぶ抑えられるようになりました。現在は

新たな HP の作成作業中です。 

 

・施術の特徴はなんですか？ 

「活法整体」という矯正の手法を使っています。患者さんの動きを活かして歪みを取るので事故がなく、ソフト

なやり方です。内科的な症状には三井式温熱治療器なども使っています。電源を使い、温度調節もできるので使

いやすいです。 

 

・施術に関するモットー、大切にしていることはなんですか？ 

いかに楽になって帰ってもらうかということと、患者さんが自分の変化に気づき、納得してもらうことを大切に

しています。治療をすると身体は楽になりますが、それだけでなく、施術前と施術後の写真を撮り、姿勢の変化

や、身体を押したときの足の踏ん張り具合を比較してもらい、本人に納得してもらうとインパクトがあります。 

 

患者さんは来院時、痛みや症状の場所を曖昧にしか語らないことも多いですが、治療後の変化により気づいても

らうために、痛みや症状が身体のどの部分にどのようにあるのか詳細に調べておくと、治療後それがどう変わっ

たかわかりやすくなります。 

 

うつぶせになっている姿勢と立ったときで症状が違うこともあります。治療後、寝ている状態ではよくなってい

ても、起きて立った時にどうかも確認し、症状がまだ出るようならば座位や立位で治療をすることもあります。 

 

・今後学んでみたいことはなんですか？ 

清水一雄先生の技術を改めて学んでみたいと思っています。 

 

・会に入ってよかったことはなんですか？ 

一つは保険申請用のソフトがあることです。それまでは手書きでやっていました。また、会の仲間がいることも

ありがたいと感じています。患者さんや友人、趣味の会では仕事の話ができるわけではないので、一人で仕事を

していると孤独な面があります。仕事の話や相談ができる仲間がいるのは心強いことです。 

 

・将来の展望を教えてください。 

現在の会の HP は、活動やニュースを外向けに周知する役割が大きいと感じています。そこに加え、会員同士の

コミュニケーションのためのページや、一生懸命会の活動を行っている理事の活躍、よくある質問など、会員向

けの機能も充実する様提案しているところです。 

集客で成功した先生の例なども会のみなさんの参考に掲載できればと考えています。 
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稲舛
いなます

先生の刺絡セミナーを終えて  
2016 年 9 月 22 日 学術部 荒木文雄 

2016 年 9 月 11 日の稲舛先生刺絡セミナーで、これまでに都合 4 回の刺絡セミナーを行ってきま

した。会員の皆様に是非この手技を習得していただき、臨床と自身の保健のためにお役立ていただ

ければ幸いと考えます。患者の治療に行き詰まったとき、故平尾先生は「まず、瘀血を取れ」と言

っていたのを思い出します。素問に刺絡が記載される遥か以前から、世界各地で行われていた療法

の一種であったのは間違いないようです。 

我々、治療家としては、先人より伝承されたこの刺絡療法を後世に伝える責務があると考えます。

それが多くの病に苦しむ人々を救う事となるでしょう。また、臨床に対して治療技術の拡大となり

ひいては、東洋医学復興の一助になればと願っています。 

 

 

刺絡療法セミナーを終えて 

 学術部  松尾 洋子  

刺絡療法の即効性 

稲舛先生をお迎えし、11 時からセミナーは開

始しました。今年 3 月に第 1 回の刺絡セミナー

から 2 回目と言う事で、実技中心に進行してい

きました。会員の方 18 名、患者さん 4 名（う

ち 2 名は会員の方）今回稲舛先生には、実際に

自分の治療スタイルで患者さんを診て頂きま

した。 

問診を丁寧に行い治療方針を決めていく方

法です。特に腹診によりどの経絡の刺絡をする

か決めていました。腹部の圧痛を患者さんにし

っかり覚えてもらいながら、刺絡治療後変化を

すぐに確認しています。 

患者さんに痛みの軽減を聞きながら、経絡を

刺激していく方法です。子宮筋腫がある患者さ

んは、左下腹部を押されて思わず「痛い！」と

言っていましたが同側の腎経刺絡で痛みは軽

減しています。患者さんにすれば「何がおきた

の？」と驚き「痛くない」とつぶやいていまし

た。 

 もう一人の患者さんは 2 週間前位から、左足

の運びが悪くなり歩けなくなってきたとの主

訴の方でした。この時も稲舛先生はやさしい口

調で、2 週間前に何か変わったことは無かった

ですか？と聞き色々な事が判ってきました。 

仕事に行く途中で転倒し左側頭部と顔面を

強打したが、時間に遅れてはいけないとそのま

ま仕事に行ったとの話でした。「ほうほうそう

ですか、どのあたりか教えて下さい」と本人に

患部を触らせ先生が、圧痛を探してみると「痛

い!!」。 
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ポイントが左側頭部に有りました。そのポイント

に刺絡して歩いてもらうと、本人が首をかしげて

「あれ？なんか歩ける」と言いながら歩いています。 

その真ん前に二人の患者さんが座っていました

が、眼を丸くしています。後で話を聞くと刺絡をし

た後の変化があまりに劇的だったので驚いたそう

です。 

 この様に治療効果はすぐに出ますが、稲舛先生は

患者さんに必ず継続治療の話をします。最初の 1 週

間は毎日、2 週目は隔日、3 週目は 3 日に 1 回の治

療、15 回を 1 クールとし、慣れ防止の為 2 週間ほ

ど休みます。1 回の治療で完治とはいかない事を、

しっかり患者さんに伝えています。 

刺絡とともに紐治療と円皮鍼 

私も患者さんを連れて行きましたが、彼女の手の

震えは変化が有りませんでした。 

9 月 13 日に稲舛先生からメールが来ましたが、

彼女の手の震えに対する治療法で「紐治療の方法」

を掲示板にアップしたので参考にして下さい、と書

いてあります。16日に彼女が治療に来ましたので、

太めの紐でたすき掛けにしてみました。 

彼女は背筋が伸びる様だと言っています。たすき

掛けをする前と後の比較で名前を書いてもらいま

した。少し楽な様だと言っていますが顕著に違いは

出ていません。午前、午後 30 分ずつ家でたすき掛

けをやってもらいました。 

あまり効果は感じないと言うので、頸椎の圧痛を

探し 2 か所円皮鍼を貼り、文字を書いてもらうとス

ムーズに書けます。午前午後のたすき掛けは継続し

ています。 

彼女は毎月 1 時間位、文字を書かなくてはならな

い状況が有ります。 

腰ひもでたすき掛け、首に円皮鍼を貼り文字書き

のスタートです。今迄は他の人が終わった後、1 時

間は残って文字を書いていたのに他の人のペース

とほとんど同じ位に終了しました。しかも１時間も

文字が書けたのです。5 年振りだと喜んでいました。 

稲舛先生からヒントを頂き、患者さんも大喜びで

した。たすき掛けにより姿勢が正され、頸椎の前傾

が減少するのではないかと思います。また、円皮鍼

も非常に効果が有ると実感しました。 

セミナーが終わり何となく納得できたけど、疑問

もたくさん出てくると思います。それぞれが追試し

ながら、より良い治療を作り上げていく事も大事だ

と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （中野郁夫さん作品） 
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年間闘病記 季節の闘病対策（４）風邪  

 

2016 年 9 月 18 日 学術部 荒木文雄 

風邪は秋、冬、春に多い病気です。特に秋は

肺の活動が活発になる季節で乾燥と寒冷が到

来し、体が季節に順応できない時に発病しやす

いようです。 

今年のように熱い夏は尚更、水分の取りすぎ

で体が水毒の状態で風邪になる人が多発しま

す。 

連日、テレビやラジオで熱中症になるから水

分を取れと言われ、一種の洗脳状態になった

人々は水分過剰になっています。結果として風

邪をひきやすい訳です。 

水分を取りすぎると①目やにが多くなる。②

痰が多くなる。③汗が多くなる。④夜中にトイ

レに行く事で、眠りが浅くなる。⑤風邪をひき

やすくなる。⑥鼻水が出やすい、喉の違和感、

発声異常。⑦水分取り過ぎによる食欲不振。⑧

指先に逆ムケができやすい。立ちくらみ等を感

じる。⑨水分過剰による腎機能の弱化でむくみ

がでる。 

以上のような症状が出現します。水分摂取は

体が欲している時に自然に取ればよいわけで、

意識して無理に取るのは良くないようです。 

 さて、風邪の治療法として、脈診すると肺経

の脈が実しています。治療法は肺実を瀉法しま

す。 

風邪の症状としては ①寒気がする。②くしゃ

みが出る。③鼻水が出て、咽喉の違和感や痛み、

腫れ。④発熱、咳、頭痛、声枯れ。⑤全身の関

節痛、発汗、痰。⑥体が重だるい、立っていら

れない。 

 以上の症状が見られますが、①②③の状態ま

での時に鍼灸治療をすると、症状回復が早いよ

うです。 

〔主穴〕風池、風市、風門、風府、気海、少商、

商陽、合谷、曲池、迎香、印堂（棒灸）関衝、 

上星、百会、大椎、至陰 

（風邪の症状） 

○イ鼻水が多い【少商、商陽（刺絡）、印堂（棒

灸 3分）大椎、宣穴】 

○ロ咽喉痛（声枯れ）【少商、商陽（刺絡）、然谷

（瀉法）通里】 

○ハ発熱 【商陽、関衝、少沢、至陰、百会、大

椎、宣穴】 

○ニ鼻熱 【商陽、迎香（鍼瀉法、置鍼 5分）大

椎（灸 5壮）】 

○ホ扁桃腺の腫れ【少商（刺絡）】 ㋬痰 【豊

隆、中脘（瀉法）】 ○ト咳 【尺沢、太淵】 

○チ頭痛 【百会、太陽、攅竹、頭維】 ○リ関節

痛【疼痛部の各関節部や阿是穴と走行する井穴】 

㋦体重倦怠【陽池、中脘、百会、関元、足三里

（各穴灸 3壮） 

《治療法》各井穴は刺絡、印堂は棒灸 3分、大

椎の灸は鼻熱を取る。 

風の付く穴名は風邪の治療穴と言われる。症

状が激しいと

きは毎日、通

常は週 4 回、

８回で１行程。 

上記の主穴

の中で反応が

出現した穴を

治療すればよ

い。 

特に解熱は

大腸経と三焦

経の井穴が効

果ありです。患者に夜 9:00 以後の水分摂取を

控えめにするよう伝える。
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超高齢社会における供給不足問題 
居宅介護支援専門員 松本泰司 

ケアマネは介護の現場を傍から眺め観察する部分が多い仕事です。そのため個別の利用者

に過度に関わり合う事が無いように、常に距離感を意識して業務を遂行する事がありますが、

たまにすぐれた通所や訪問事業者を見ていると、介助者と利用者の距離が無い一体感に感動

を覚えることがあります。 

良質な介助者の振る舞いを見ていると、言葉だけではなく、相手のちょっとした変化を見

つけながら、細かく波長を合わせて寄り添う優しさに出会います。 

介助者は利用者のありのままを受け入れます。自然に寄り添う姿勢を傍から見ていると、対等の意味がわかり

ます。どちらからも笑顔が湧いていて空気が柔らかいのです。 

心は見えないけれど心遣いは見えます。出来のいい介助者はどういう対応で相手の心を柔らかくリセットして

いくのか。これは本当に尊敬に値する専門的対応です。 

出来のいい人間というのは、困難な状況でも周りを爽やかに保てる人のことです。ただ、すべての事業所がそ

うではありません。訪問系に多いのですが、言うことは高尚なのですが品性が伴っていない人。 

例えば掃除の際、乱暴に掃除機を前後に動かしその度に掃除機の先端を家具に当てるヘルパー、その後に水分

を充分切っていない雑巾で、拭くのではなく濡らすような床拭きが続きます。 

また親切ではあるが独自のやさしさを押し付け、利用者すべてをチャン付けで呼んでくれるディサービス職員。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上記のようにどんな業界でも問題はありますが、今後介護業界で起こる最大の問題は、圧倒的な供給の不足で

す。現在でもヘルパーの人数が足りていません。2025 年に向かって団塊の世代が後期高齢者に移行します。そ

の際、保険料は年金から天引きされているのに、介護サービスを利用しようと思っても人材不足でサービスが受

けられないと云う問題が起こってきます。 

現在でも離島やへき地では介護保険料は取られていても、地域にサービス事業所がないため、ディサービスも

ヘルパー支援も利用出来ない人が出ています。今から 10 年後にはこの状態が普通になります。そうなった時、

介護保険と云う社会保障制度を国民が支持しなくなります。お金を支払うだけで利用出来ない制度など不要と云

う意見が大きくなります。 

今後政府がとらなければならない政策は、事業者に対して介護給付を抑制することではありません。介護職員

の質を高めながらヘルパーの絶対量を増やして行かなければなりません。インドネシアやフィリピンから外国人

を呼び、何年か掛けて日本語を習得させ介護職に就かせると云う、回りくどい発想は一体だれが考えたことなの

でしょうか。 

外国人ヘルパー導入制度が始められた時、私は政策立案者が正気ではないと思いました。もっと現実的に対処

して、離職している日本人ヘルパーの再教育と待遇の見直しを図れば、文化・宗教・風土の違う国から人を入れ

る必要があるのでしょうか。誰がこう云う特異な発想をし、それが何故国会で通過して行ったのか不思議です。 

以前インターネットの中でインドネシア人の研修生の言葉が載っていました。「初めから日本でヘルパーをす

る気は無かったが、研修期間中はお金をくれるし日本語を覚える事が出来たら国に帰り、ジャカルタで日本企業

に勤めたい」。これまでも外国人研修生が傷害や殺人を引き起こした事件がありました。背景には母国との生活

習慣や文化の違いが積み重なって鬱屈した状態が続いていたところに、小さなトラブルが引き金になって事件に

つながったのではないのでしょうか。政府の皆様には現実を見て真に役立つ政策立案をしていただきたいと思い

ます。 
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保険部会報告 

清水一雄 

日時：平成 28 年 9 月 16 日（金）19 時～21 時 

【はじめに】  

鍼灸マッサージ療養費について何処までが法律であり通達なのか。細かいことは通達により運用されています

が、過去からの流れを掴んでいくことにより理解を深めていくことは業を行う上でとても重要なことです。 

 今回の保険部会では療養費取り扱い上、いろいろ問題点を討議することにより理解を深め、不可解を無くする

にはどうすれば良いか。また業を繁栄するための討議をしました。保険取扱い等で問題ある方は部会参加をお勧

めします。 

【治療院繁栄には健康保険の理解を深めることが不可欠】 

 患者の支持を得ることが原則であり、はり・きゅう・マッサージ療養費は厚労省の通知によって確認がとれ運

用されているためにややこしく、理解することが大変ですが知らないことで大きな不利益を被ることになるの

で、療養費の実態をつかんでいくことはとても大切なことです。 

１．患者獲得 開業したばかりでどうすれば患者獲得が出来るのか。 

 ・チラシを作成しポストイン、居宅介護支援事業所、介護保険施設等へのＰＲ活動 

重要なことですが、現在では多くの施術業者が同じようなことをやっているので進展しないかもしれないが、

活動することに意味があり創意工夫する必要がある。 

 ・健康保険の取り扱いを出来るようにする。 

はり・きゅう・マッサージは健康保険の対象になっているので療養費について把握しておく必要がある。 

保険部会への参加及び会が主催する学習会に参加するのがよい。 

２．はり・きゅう・マッサージを如何にして健康保険を通り易くするか。 

保険部会としては重要課題であり、今回も意見として強く出される。 

・保険者の言った通りにする考え 

 健康保険を取扱い易くする運動は保険者の気分を損ねるのではないかと不安する声があり、かえって健康保

険取扱いに支障を与えてしまうので、運動による刺激を与えるよりも返戻にならない申請書を作成し療養費

を通り易くすることを考えたほうが良い。 

・保険者等を正していく考え（保険運動） 

  この件で話題にさせていただいたのは「あはき」師の置かれている立場です。保険者に逆らうことをせずに、

保険者サイドに従っていけば患者のことが考慮されず、保険者の都合のいいようにされてしまう。つまり、

医療行政では鍼灸、マッサージは排除しょうとしているわけであり、ますます保険申請が通りづらくなって

しまう。 

 平成 2 年頃マッサージ療養費は発病から 2 年までが支給対象とされ、初療が発病から 2 年越えていれば総て

不支給にされ、このことが支障となり在宅マッサージを取り扱う施術師がいなくなってしまった。 

このような場合どうするのか。発病から 2 年までのみを取り扱い保険者の云う通りにするのか。それとも異

議申し立て（上層機関への審査請求）をするのか。 

 はり・きゅうは岸イヨ鍼灸裁判を起こした頃、医療を先行させて十分医師の診療を受けてから療養費を支給

するか否かが判断され、療養費支給申請しても医師の診療が十分でない理由で返戻対象になりました。 

何れにしても保険者サイドに従ったのではなく、審査請求によりマッサージ2年問題解決のきっかけになる。

また鍼灸裁判を起こすことにより裁判の結末は不満の残るものでしたが、平成 9 年に 150 号通知が出され医
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療先行問題が解消し、医師の同意書が発行されれば療養費を支給するようにと殆ど返戻が無くなり現在に至

っている。 

３．はり・きゅう・マッサージ健康保険での混合診療は出来るのか。 

  病医院のように健康保険法による療養の給付としてではなく、厚労省の通知による療養費の支給であり、保

険者と契約による運用をしていないので、実費と健康保険を一緒にやっても差し支えない。あん摩マッサー

ジ指圧ではマッサージのみが健康保険で算定されるが、あん摩指圧は算定されていない。本来なら考慮すべ

きことであり、もっと国に主張してよい事柄である。 

【鍼灸マッサージ療養費申請マニュアルの要望】 

1．知りたい内容において他会では整備されているが当会では不 

十分であり、他会の情報を当てにせざるを得ないことがあるの 

で整備することを考える必要がある。 

2．都道府県による国保、後期高齢等パッと見て申請書が作成 

できるようにしたい。 

 分からない時事務局にヘルプするが話では理解が難しい。 

3．保険部会に事務職員の参加をして欲しい。→この件に関して保険部と事務局とで前向きに検討する必要が 

ある。 

次回保険部会：12 月 16 日（金）19 時～21 時 事務所にて 部会後忘年会予定 

初参加者歓迎します。皆でわからないことを無くしていきましょう。 

 

ボランティア治療へご協力を 

    日時 平成 28年 11月 23日 10時～15時 

    会場 稲田公園  （川崎市多摩区菅稲田堤 2－ 9－ 1）  

 

（ JR 南武線稲田堤駅下車徒歩 10 分  京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩 15 分） 

稲田公園で川崎地域市民の野外パーテイ交流会が毎年開催されています。この交流会に参加し、マッサージ治

療を体験してもらい、健康保険で鍼灸マッサージ治療を受診できるようにとの、国会要請の署名への協力をお願

いする活動を行ってきました。 

今回、4 回目の参加となります。ご都合のつく方は奮ってボランティア治療へご参加ください。 

ご都合により「半日なら参加できる」という方もご協力をお願いします。 

午前中は 10 時～12 時 午後は 1 時～3 時となります。 

参加会員にはボランティア日当、交通費、昼食を支給。野外パーティには「大バザー」や「人形劇団・ひとみ

座」の出演、「地震体験車」が多摩消防署から参加など、いろいろな企画が立てられていますので、そちらもお

楽しみいただけます。 

参加連絡は事務局山口まで申し込みをお願いします。詳細は参加者に連絡します。 



 

12 

飲むのに注意するべき「薬」サンスラット  

要注意 くすりの表示 
 山内惠美子 

注意するべき薬のことは、事務局通信で以前に

も教えて頂き、感謝しておりました。今回は私の

体験を皆様にお知らせしたいと思います。 

お知らせする薬は、「サンスラット」と言い、

サブタイトルが「皮下脂肪が気になる方へ」とつ

いています。私も御多分に漏れず楽してスマート

になりたいという一人でした。販売はサンドラッ

ググループ、製造は奈良県の大嶺堂薬品工業株式

会社の薬です。 

効能，効果 体力充実して、腹部に皮下脂肪が

多く便秘がちなもののつぎの諸症高血圧や肥満

に伴うどうき、肩凝り、のぼせ、皮膚炎、吹き出

物〈ニキビ〉、肥満症成分及び分量・漢方薬剤・

防風通聖散エキスを含むこのような効能を読ま

ずに、私は皮下脂肪が燃焼できるという効能の言

葉に気をひかれて飲んでしまいました。 

まさに、私は皮下脂肪がたっぷりある胴回りの

脂肪を燃焼させ、薬の名前のとうり、スラットで

きる錯覚に捉われ、飲んだ結果、大変な下痢をし

てしまいました。サンスラットという名前から漢

方薬とは想像せず、脂肪燃焼に効果のある成分の

西洋薬剤と思いこみ使いました。 

しかし、そんな都合のよい薬があるわけはなく、

なぜ効果があるのかその効能や効果（良いことも

悪いことも）を良く調べねばなりませんでした。

効能書きには、「体力充実して」と書いてあった

のですが、私は多少（自分では十分に）肥満と思

っているので、体力も普通にあると思っていまし

た。 

しかし、どちらかといえば、虚証タイプだった

のです。決して実証タイプではないのです。この

薬は、体力充実した実証タイプの人用の薬なので

す。ラベルにある「防風通聖散」の文字は、非常

に見にくく、かつ小さい字で紫のラベルに紫の字

で、見やすいタイトル文字の上下の間に小さく書

かれてありました。サンスラットの薬名からは漢

方薬とはわかりにくいです。 

この薬は体力充実していて肥満体の実証の人

の肩凝りや便秘を解消させ、脂肪を燃焼させるた

めの薬です。 

そのことを理解することができる重要な薬名

をこんなに、小さく読みにくくする意図が解りま

せん。まるで気がつかないでほしいと思っている

ように見えます。 

この薬に適応証の実証の人にも、できれば、そ

うでない虚証の人にもたくさんの人に買っても

らいたいという製薬会社の気持ちが見えるよう

な気がしました。虚証の人が飲んだ後どういう結

果になるかをきちんと考えているのかと問いた

くなりました。 

しかも、この薬には麻黄の成分が入っています。

麻黄には心臓や血管に負担を掛ける交感神経刺

激薬のエフェドリン類が含まれます。 

その為、高血圧や心臓病、脳卒中既往など、循

環器系に病気のある人は、慎重に用いる必要があ

ります。私たち消費者は、大切な自分の体と健康

をよりよくするために薬を使うのですから、害す

るようなことはもってのほかです。 

賢く薬を精査し、判断して用いなければならな

いのです。キャッチフレーズに気をひかれ、その

まま信じてしまう私のような愚かなことをされ

ませんように。いかに小さな字でも読みにくくて

も十分に検討することが必要だったのです。 

しかし、買うのは飲むのは、自己責任ですが、

正しい判断ができるように製薬会社には、その薬

の効果及び結果の重大さを自覚されて、提供の仕

方に誠意を持ってほしいと心から思いました。 

薬に専門知識のある人の方が、消費者には少な

いのですから、説明書に頼る前に商品のラベルを

解りやすく、見やすい表示

にするよう心掛けること

が製薬会社の任務だと思い

ます。皆様は如何お考えにな

りますか？ 
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  小出先生  鍼灸セミナー第１回（学術部主催） 

講師 小出 雅賀 先生（小出鍼灸治療院） 

患者の期待に応える鍼灸、たべられる鍼灸を 

日時 ２０１６年１１月２０日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 千駄ヶ谷社会教育会館 和室 

定員 20名（先着順） 会費（会員、NPO会員 1000円）（非会員 3000円） 

患者は無料 参加申し込みは事務局まで 03－3299－5276 FAX 03－3299－5275 

  JR千駄ヶ谷駅下車、徒歩 5分 

 

伝統鍼灸の力    小出鍼灸治療院 小出雅賀  

 鍼灸師としての道に、特別に便利な考え方や方法は無いと思います。伝統医学としての鍼灸の力

を信じて、その力を手にするためにいろいろな困難に折れることなく、曲がることなく、努力を積

み重ねていくことだと思います。 

 自分が学んだ鍼灸の考え方や生活の知恵や方法を、専門用語を使わずに患者に伝え、生活のなか

で活かしてもらうことが一番大切なことではなでしょうか。早く治す、症状を改善することだけが

一義とは思いません。患者や周囲の人たちはよく見ています。 

 わたくしは幸いなことに小野文恵師匠と出会うことができ、先生の治療に身近で接することがで

きました。また、自分自身が先生の治療を受ける機会があり、この中で伝統鍼灸の臨床と技のすば

らしさに感動し、確信をもち鍼灸のみちに踏み出すことができたのです。 

１）この伝統鍼灸の力、可能性について、わたくしが体験した症例をもとに、診断や治療の考え方

や経過をくわしくお話ししたいと思います。 

① 肘から手指までに強度の腫痛が発症し、原因不明でしたが、足と腹の二穴で大幅に変化した。 

② 肺炎で入院中の患者に、患者の家族が行った手技療法が病状改善に貢献した。 

③ 落馬による骨折で動けなくなった女性が、手足の二穴の「手ばり」だけで車を運転し帰宅で

きた。 

④ 網膜裂孔が治癒にいたる症例。 

２）伝統鍼灸の力を治療において活用できるように、疼痛の診断、治療についてお話します。 

動作痛改善の効果的な治療点を探す事例について。 

① 上肢の動作痛について、上肢疼痛の治療点を手指の使い方から特定する方法について。 

② 腰痛について、腰痛のおきる状態の動作から、治療点を特定する方法について。 

③ 治療についてご質問、あるいは困っている問題があれば是非お聞かせいただき検討したいと

思います。また疼痛の治療を希望する患者さんのご参加もお待ちしていますが、定員制のた

め必ず事前にお申込みください。 

 

 

東京都内 参加希望者には別途ご案内します 
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小出先生セミナーへのお誘い                学術部 久下勝通 

明治 8年に内務省令「医師学術試験規則」により、理科、化学、生理学、解剖学など西洋医学を学ばないもの

には、医師の資格を与えない制度へ転換したのです。西洋医学への大転換の強行が始まり、国による漢方医学の

迫害とともに、漢方医学の弱点もあり衰退を余儀なくされました。 

しかし、内科臨床医学として優れた内容を持つ漢方医学を、絶やしてはならいとする医師たちの思いが、大正

から昭和へ漢方医学復興運動として広がりました。 

また、非科学的だとされ禁止された鍼灸治療ですが、昭和に入ると鍼灸復興の運動が、鍼灸師を中心に起こり、 

「古典に帰れ」の旗印もと、伝統医療の研究と普及が全国的に広がりました。古典に新しい生命を吹き込んだ「経

絡治療」の普及により、伝統医療への国民の支持は広がりました。 

竹山晋一郎、柳谷素霊、岡部素道、井上恵理、小野文恵などなど、その他の多くの先輩の方々の鍼灸復興運動

の努力による、伝統医療への国民の支持の広がりが、戦後の新憲法のもとに「あはき法」を制定させる力になっ

たのです。「あはき法」の制定により鍼灸も手技療法も、法により医療として復活したのです。 

小出先生は、鍼灸学校 1 年のときに小野文恵先生という鍼灸の大家に出会い、「東洋医学講座」に参加し、学

校では学べない鍼灸治療を学ぶことができたそうです。また、自分の病気、腎結石を小野先生の治療で回復する

ことができたことで、鍼の力に強い確信をもったそうです。小野先生から学び治療を受けるという、貴重な体験

から学んだ治療の神髄を是非、学ぶことができればと思いセミナーの講師をお願いしました。 

小出先生は開業のころ、幼児や小学生など子供の治療を行う機会に恵まれたのですが、その時に、自分が行

う治療だけでなく、子どもたちのお母さんの子育てのなかに鍼灸を取り入れてもらおうと、お母さんたちに呼び

かけ勉強会を始めたのです。 

鍉鍼、円鍼を買ってもらい、お母さんが使い方を勉強して子供に毎日治療をするよう

になり、小出先生とお母さんたちの連携ができたということです。鍉鍼、円鍼を誰でも

使えるようにして子供の治療であわてることのないような勉強も必要だ、そんなことも

感じました。その他、事務局通信の小出先生「治療院探訪」を読んで感想を持ちました。

わたしたちの技術、知識は、受け継いだ先輩から学び伝えていくことが必要です。小出

先生セミナーにご参加をお願いいたします。                 千駄ヶ谷社会教育会館案内図 

 

 

 コーヒーブレイク 2016. 10.11         橋本利治 

山では紅葉が最盛期 

毎年 10月初め北アルプスなど 3000ｍ級の山々では

全山錦秋に染まります。 

広葉樹林の多い日本の山々では本当に美しい光景で

す。（日本人だからそのように思うのでしょうか） 

それを見ようと吾妻連峰へ行きました。今年は冷え

込みが少なかったせいか始まったばかり、これからが

本番です。 

さて場所は福島県西部に位置する吾妻連峰の一角に

ある一切経山です。行くまで知らなかったのですが、

現在噴火警戒レベル 2とのことで、磐梯吾妻スカイラ

インの入り口ゲートで通行規制されています。この日

は生憎雨だったため、登山者の間では有名な吾妻小屋

へ宿泊、この小屋は 70年の歴史をもち山小屋らしい

山小屋のひとつです。煤けた小屋の窓からは紅葉がま

ぶしいくらいに雰囲気を盛り上げていました。食事の

時だけ電燈は点きますが、あとは昔懐かしのランプの
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宿です。（写真上：吾妻小屋の全景） 

若い方に「ランプ」と言ってもあまりピンと来ない

かもしれませんが、戦後 10年ぐらいまでは灯油を使

ったランプがわたしの生まれた大阪でもありました。

ノスタルジーを感じます。 

そしてこのあたり一帯は温泉の豊富なところで、そ

の中のひとつ五色温泉を紹介します。この温泉は戦前

から皇族などもしばしば訪れた由緒ある温泉で、何と

言っても日本で最初に出来たスキー場があるので有

名です。しかし今はもうスキー場は閉鎖になっていて、

ここがスキー場だったのかと往時を思わせるロケー

ションに納得しました。そして私には印象深い事があ

ります。 

それは H6年 2月 11日この温泉のすぐ上の家形山と

いう処で 5人が遭難、当時新聞テレビで騒がれました。

中高年 7人パーティーがこの吾妻連峰にスキー登山に

きて山頂付近で猛烈な吹雪に遭い、7人のうちベテラ

ンリーダーを含む 5人が疲労凍死するという悲惨な事

故でした。このとき前出の「吾妻小屋」に泊まってい

れば遭難しなかったかも・・・。と NHKのドキュメン

ト検証番組で放映されていました。 

この時 2人が救援のために 2日間かけて麓の温泉に

辿り着き遭難を知らせたのですが時すでに遅く凍死

していました。しかし遭難者のうち 2人は生存してい

たので、その後遭難の原因を生存者の証言を基にたど

ることができて、私たちに教訓として多くの貴重な経

験を残してくれたことでした。 

当時血気盛んに冬山を登っていた私には一時を踏み

とどまらせる良いきっかけになったものでした。その

吾妻小屋に宿泊で来たのが今回の収穫でした。 

「今だけ、金だけ、自分だけ」 

これ何だかわかりますか。日本人の民族性を表して

いる表現なんだそうです、でもその結果、自分はそれ

で良いとしても、子どもたちはどうなるのでしょうか、

またこの社会の将来はどうなるのでしょうか、少し考

えてみませんか。・・とまあこんな書き出しをしまし

たが深い意味はありません。 

今我が国経済はどん底にあるように思います。まず

年金ですが、（もらえるはずの年金額が昨年より大幅

に減っている私ですが・・・、入金を調べていた奥さ

んから言われました、皆さんはどうですか？） 

年金積立金管理運用独立行政法人（通称 GPIF）が私

たちの年金を株式に投資した結果、株価の下落で 5兆

円の赤字を出したということです、先日国会で野党議

員が追及していたようですがご存知でしたか。 

ゆくゆくこの赤字が解消されないと年金支給額の

切り下げになると朝日新聞（9/19apitalにアウルさん）

が答えていました。 

混合診療で医療費 100 万円 

今回は「混合診療」について書いてみます。“ん混

合診療。なにか聞いたことがある”という方もおられ

ることと思います。わたしたちにもかかわりのある制

度なんです。 

今年 2016年 4月 1日この日から日本の医療制度が

変わりました。混合診療の中に「患者申出療養制度」

が実施されることになりました。ご存知でしたか？ 

実は昨年 2015年 4月に「国民健康保険法改正」案

が衆議院を通過しその 1年後の今年 4月から実施され

たものです。 

「患者申出療養制度」と言われてもあまりピンとこ

ないかもしれないので、私が調べた限りの範囲で言う

と小泉政権時代「規制緩和」が叫ばれて“みんなが自

由に競争できるようにしよう“と規制を徐々に緩和さ

れてきました。今回の”患者申出療養制度”もその流

れの延長にあると思います。現在は「国民健康保険法」

で医療品、医薬品には一定の規制がかけられています、

例えば新薬を発売する時はすぐにはできず、製薬メー

カーは長い時間をかけて治験症例を集めてそれを基
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に審議して販売許可がおろされます。 

もし国が認可した結果、薬害などが出た場合は裁判

などにより患者救済策がとられ製薬会社と国が保証

する、というように規制がかけられています。（私た

ちも広告の規制があったりしていますよね） 

それは決して悪いことばかりではないのです、国と

言うのは国民を守るためにあるので規制をかける代

わりに、国民が被害を受けないように責任をもってい

るということなんです。（1970年代のスモン訴訟が思

い出されます）その反面流通は少し遅れることになり

ますが、（私たちで言うと、施術料金、効果などは広

告できませんので、そのことにより患者さんは施術方

法などを選びにくくなり来院率は下がります）しかし

「命」の重さを考えた時には規制は当然あってしかる

べき、とこのように国は考えてきたのです。 

しかし製薬メーカーからすれば早く売りさばいて

開発費を取り戻さなければ会社が成り立たないとい

うこともあり規制緩和を訴えていました。わたしたち

の鍼灸、マッサージ施術も規制対象として国は考えて

いるのではないでしょうか、「科学的に証明されてい

ないものは“医業”ではなく“医業類似行為”として

はっきり区別して規制しています。 

このようにして“国民を守る”としています。（実

際はそうではないと思いますが・・・）それは「ほね

つぎ」も“医業”ではない“医業類似行為”なので私

たちと同じなのです。（骨折は明らかに証明できるの

で特例とみなされていますが・・・） 

制度が実施されると 

例えば新薬の抗がん剤があったとします、治験がな

いこと、責任は患者がとること（自己責任）など新薬

のリスクの説明を受け同意書にサインをすると、受け

取った医師、製薬会社は同意書を付けて国に申請をす

る。 

今までは審査に 6カ月はかかっていたものが 6週間

で認可、さらに 2回目は 2週間とさらに短縮され、何

と物によっては一度認可されれば自動的に認可され

ることになっています。患者側からすればがんの苦痛

から早く解放されたいので歓迎すべきことかもしれ

ませんが果たしてそうでしょうか。 

100％効果があれば良いのですが、もし副作用によ

り悪化するかもしれません、その時の責任はどうする

のでしょうか（勿論同意したのは患者なのですが・・）

でも考えてみてください、立場の弱い患者に自己責任

を押しつけるのは無謀だと思うのですがどうでしょ

うか？ 

例えていえば国立がん研究センターの試算では卵

巣がんの治療薬「オラパリブ」の費用試算では、今ま

でなら全額自己負担で 113万 4000円＋その他の医療

費 6万 3560円合計 119万 7560円になります。 

今回の制度を使うとその他の医療費が 3割負担とな

り 115万 3068円となります。そしてわれわれ庶民は

現行の公的医療保険の「高額療養費制度」を使うと 8

万 9405円となり、改正された制度を使っても毎月 100

万円かかることになります。そんな高額費用を払える

患者はそんなに多くいません、ここで考えなければな

らないのは毎月 100万円を払うことのできる富裕層の

患者の療養費が何と庶民から集めた保険料で賄われ

るというカラクリなのです。 

このようにして経済格差が命の格差になってしま

います、本来、国民皆保険制度とは平等な「命」の保

障だったのではないでしょうか、私たちの世界に誇る

「皆保険制度」が少しずつ切崩されていることにみん

なが早く気付かなければとんでもない国になってし

まうのではないのか、鍼灸マッサージ医療の目指すも

の、それがとんでもない国への修正方法の一つであっ

てほしいと願います。 

＊この患者申出療養制度は「政府はもう嘘を付けない」 

堤未果著を参考にしました。 

（奥只見平が岳から見た尾瀬燧が岳の双子峰） 
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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。 

 

申請書ソフト  バージョンアップのご案内(R3.33) 
 
10月 1日施術分より、料金が改定になりました。 
 

 

 

リリース方法   下記いずれかの方法でお願いします。 

(1) インターネットを利用する。 （選択メニューからＦ８押下でバージョンアップ） 

(2) ＵＳＢメモリなどを利用する。 

事務局に申請書データを USB メモリで送付いただいている場合は、返却する USB メモリに 

「アップデイトモジュール」を入れて送付しました。(10 月 11 日発送済)。 

(3) CD-ROM を購入する。 

CD-ROM の購入を希望する場合は、事務局に CD-ROM の購入手続きをしてください。 

（１枚 2160 円消費税込） 

この CD-ROM はアップデイトのほか、新ＰＣへのインストールも可能です。 

(4) 事務局にＰＣを持ち込む。 

事務局へＰＣを持ち込んでいただければ、インストールをいたします。（要予約） 

月初、月末の繁忙期の申し込みはご遠慮ください。 

その他、操作方法など疑問点などについてもできるだけ対応させていただきます。 

 

※ 注意事項 

  1. バージョンアップを適用すれば、施術月に応じ自動的に単金が適用されます。 

  2. 1 台に２ソフトを導入されている場合は、それぞれのソフト毎にバージョンアップが必要になります。 

  3. 今回は往療費の加算料金が改定されています。往療明細表を本ソフトの機能で計算している場合は、新料

金が適用されます。別に往療費を算出している場合は、施術期間に応じ正しい料金を入力してください。 

 

手書きで申請書を作成している場合 

 料金変更に伴い、単価欄に旧料金の入った用紙コピーして申請書を作成している場合、新料金のものを必ず新

たに用意してください。 

 9月施術分までのものと10月施術分以降のものを合わせて提出される場合は、施術月に応じた単金を正しく適

用して申請書の作成をお願いします。 

 

 

10月中に必ずバージョンアップをお願いします。 



 

18 

H28 年 10 月からの新料金 

 (1) ハリ      ※ 太字は変更部分 

区分 旧料金  新料金 増減 

初検料（1 術） 1,610 円 1,610 円 変更なし 

初検料（2 術） 1,660 円 1,660 円 変更なし 

施術料（1 術） 1,270 円 1,300 円 +30 円 

施術料（2 術） 1,510 円 1,520 円 +10 円 

電療料 +30 円 +30 円 変更なし 

往療料（2km まで） 1,800 円 1,800 円 変更なし 

往療距離加算(2km 毎) 800 円 770 円 -30 円 

 (2) マッサージ 

区分 旧料金  新料金 増減 

マッサージ（1 局所につき）  275 円 285 円 +10 円 

温罨法併施（1 回につき） +80 円 +80 円 変更なし 

温罨法+電気器具使用（1 回につき） +110 円 +110 円 変更なし 

変形徒手矯正術（1 肢につき） 565 円 575 円 +10 円 

往療料（2km まで） 1,800 円 1,800 円 変更なし 

往療距離加算(2km 毎) 800 円 770 円 -30 円 

 

ＮＰＯ法人医療を考える会 総会 

日時 2016年 11月 27日（日） 

       総会 13時 30分～15時 

講演と懇談 15時 10分～16時 30分 

                   会場 上原社会教育館 
 

正会員のみなさんは是非ともご出席をお願いいたします。賛助会員の方も交流のためご参加をお願いいたしま

す。また、講演会にはどなたでも出席できますから誘い合ってご参加ください。 

医療も介護もいろいろな問題山積の状況です。入院の制限が強められ、医療でやることがないと在宅へ、病院か

ら送り出される方が目立って増えてきました。独居の方や老々介護の家庭はどうなるでしょう。 

自分たちのまわりでも認知症の患者を抱える家族の嘆きを耳にするようになりました。認知症介護への対応は

遅れ、負担を抱える家族の疲弊は深刻です。 

在宅医療の重視とか、医療と介護の連携強化で在宅患者を支援など、改革らしき方針が叫ばれるのですが、実

態は弱者切り捨てが進みつつあるのを実感します。 

 わたくしたちは患者の立場に立った医療の充実を求め、はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療を

健康保険で受診できる健康保険の改善の署名運動に取り組んできました。医療や介護の実情をみると、健康保険

改善のわれわれの運動がいっそう重要になっています。会員みなさんの総会へのご出席をお願いいたします。 
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H28 年 10月                  H28年 11月 

※年末年始休暇はＨ28年 12月 29日～Ｈ29年 1月 3日迄です。 

1 土   1 火  

2 日  2 水  

3 月 申請書〆切 3 木 申請書〆切    文化の日 

4 火  4 金  

5 水 申請業務 5 土 申請業務 

6 木  6 日  

7 金  7 月  

8 土  8 火  

9 日  9 水  

10 月 理事会（14:00～17:00） 10 木 事務局通信投稿〆切 

11 火 事務局通信投稿〆切 11 金  

12 水 通信編集会議（10：30～11：30） 12 土  

13 木  13 日 健康保険改定実行委員会（13:30～15:30） 

14 金  14 月 事務局会議（13：00～14：00） 

15 土  15 火  

16 日 NPO 理事会（10:30～12:00） 

ケアマネ研修会（10:30～12:30） 

在宅ｹｱｾﾐﾅｰ（13:30～16:30） 

16 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

17 月 事務局会議（13：00～14：00） 17 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

18 火  18 金  

19 水  19 土  

20 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 20 日 学術部ｾﾐﾅｰ（13:30～16:30） 

千駄ヶ谷社教館 3F 

21 金  21 月  

22 土  22 火  

23 日  23 水 野外パーティー（稲田堤公園） 

（10:00～15:00） 勤労感謝の日  

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 NPO 総会（13:30～16:30）上原社教館 

28 金  28 月  

29 土  29 火 支給明細などの発送 

30 日 北川経営勉強会（13:30～15:30） 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 


