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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 
 

ボランティア治療へご協力を  
主催：NPO医療を考える会 

渋谷区千駄ヶ谷社会教育会館の第 28 回社教館祭りが、2 月 12 日に開催されます。千駄ヶ谷社教館まつり

は社会教育会館を利用する団体が、団体の活動をアピールする場です。 

 

 鍼灸師やあん摩・マッサージ・指圧師の治療についての理解を広げ、地域との交流を深めるために、あん

摩・マッサージ・指圧師による治療体験コーナー、はり・きゅう治療や健康保険による治療相談などの相談

コーナーを設けて参加してきました。 

 

 本年も引き続いて、治療を体験してもらうボランティア治療、署名への協力をお願いする取り組みを行い

ますので、会員みなさんの参加をお願い致します。広く国民の健康維持に鍼灸・マッサージを活用できるこ

とや、健康保険制度の改善の運動への理解を得るための大切な機会です。会員みなさまのご協力をお願い致

します。 

 

 

第 28 回社教館祭りボランティア治療 

日時 2017年 2月 12日（日） 

会場 渋谷区千駄ヶ谷社会教育会館 

開催時間 10 時～16 時 

参加ご連絡は事務局までお願いします。 

参加者には規定によりボランティア日当が 

支給されます。 
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「通知」でどうにでもなる扱いを変えよう 
               2017 年 1 月 5 日 代表理事  高橋養藏 

新年あけましておめでとうございます。昨年

は会員の皆さん、理事、事務局の皆さん事業推

進にご協力頂き有難うございました。今年もよ

ろしくお願いたします。 

昨年は 9 月 30 日の厚生労働省通知で、往療

料の削減が行われました。30 日にだされ、実施

は翌日の 10 月 1 日からという手続き上も乱暴

なやり方で行われました。「あん摩マッサージ

指圧、はり、きゅう療養費検討専門委員会」の

質疑では更に支給を制限する動きです。 

今回の通知で、施設で治療（施術）している

会員が大きな影響を受けましたが、ある会員か

ら伺った話では「施設長に相談したら患者一人

から往療料を頂き他の患者は、治療時間を短縮

して治療することを了解して貰った」という話

を聞きました。結局しわ寄せは施術者だけでな

く患者が充分な治療を受けられないことにな

ります。 

医療を企業収益の手段にす

る危険な医療政策 

何故このようなことが起こるのでしょうか、

政府は医療、介護保険などの社会保障費の自然

増を含めて削減する動きを強めています。療養

費削減もこの政策から起こっています。 

もう一つ医療を成長産業にすると言ってい

ます。アメリカの医療を握っている民間保険会

社の要望をうけて、日本の国民皆保険制度を崩

し民間の保険会社に「患者申し出療養費制度」

を作り参入をゆるしています。 

このような政府の医療政策のもとでは、一人

一人を大切にするオーダーメイドの東洋医療

は成長産業に適さない医療と考えられかねま

せん。 

私たちが取り組んでいるはり、きゅう、あん

摩マッサージ指圧治療を医療制度（東洋医療制

度）として確立せよと言う運動が簡単に認めら

れないのもこうした背景があると考えられま

す。 

 健康保険法 第 87 条 この条文で「～～診

療所、薬局その他の者～～」（はり師、きゅう

師、あん摩マッサージ指圧師の治療所もここに

入る）。そして「～～保険者がやむを得ないも

のと認めるときは～～」療養費を支給できるこ

とになっている。 

この法律の条文で明確に規定されていない

ことから保険者の裁量で支給が大きく左右さ

れる状況が続いています。この状態を根本的に

解決するためには、はり師、きゅう師、あん摩

マッサージ指圧師の治療所を健康保険取扱い

の指定にして貰う必要があります。私たちは、

３年前全国的な運動を展開するため「健康保険

ではり、きゅう、マッサージを受ける国民の会」

を結成し運動を続けています。 

同意書問題、併給禁止、受療委任払い協定な

ど通知で解決できるものは、解決してください

と運動し、法改正で根本的解決を目指し世論を

大きく盛り上げるため署名運動を引き続き行

います。街頭署名も行ってゆこうとのぼり旗も

準備しています。患者、国民、他団体の皆さん

と協力して粘り強く運動しましょう。東京では、

署名運動を推進する NPO 医療を考える会があ

ります、患者に訴えて一人でも多くの方に会員

になって頂きましょう。  
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平成 29 年私の過去と現在 

事務局長 清水一雄 

小笠原の海 日が昇る時 

明けましておめでとうございます。この場をお借り

して自己紹介と抱負に触れます。 

【想定外の人生を歩んできての現在】 

１．大学に入学しクラブの新入生歓迎コンパにて、日

本酒のコップ酒一気飲みをすることになり、初体

験で飲んだ後意外と飲めるなと自己発見する。 

２．コンパではもっぱら春歌と軍歌を教わる。 

３．4 年の時友人に勧められた企業を一緒に入社試験

を受け友人が落ちる。  

４．大学を卒業して 行きたい企業に就職出来そこで

骨を埋める予定だった。 

５．企業には技術系で就職したが、半年間の新人教育

を受け研修課の課長から営業を薦められ断った

が、向いていると何度か説得されそこまで勧める

のだったらとの思いで避けていた営業に進む。 

６．営業デビューで先輩に連れて行ってもらった時、

二日酔いで眠気をこらえきれずに、何度か私を起

こそうとして先輩にテーブルの下で足を蹴られ

た苦い思い出、飛び込み営業、レイアウト設計、

現場監督、トラック運転、トラブル処理諸々、商

品説明会と好むと好まざるを考える暇がなく走

り回っていた。 

７．甥の喘息治療で初めて鍼灸治療のすばらしさに触

れる。薬は効かない。鍼が効いた。 

８．カイロプラクティックと東洋医療に興味を持ち学

びたい衝動に駆られ、勤めながら夜間学校に通う。 

同時に休日は知人宅にて患者治療と治療臨床セ

ミナーの受講。 

９．骨を埋めようとした企業 12 年 8 カ月で見切りを

つけ、治療家としての道を選ぶ。 

10．昭和 63 年当時、患者から健康保険の依頼を受け

健康保険での「あはき」を知る。 

11．健康保険を取り扱って療養費不支給問題が立ちは

だかり不当な差別に気づき、日本は民主主義では

ないと実感、共感できる全国保険鍼灸師あん摩マ

ッサージ指圧師団体連合会（全国保鍼連）を知り

入会する。今の会の前身にあたる。 

12．理事、在宅ケア委員長、東京支部理事、事務局長

を依頼され、東京支部は平成 15 年 9 月法人組織

を取得し独立体として現在に至る。 

 

【抱負】 

今まで人から頼まれると断らない自分があり、人が

良いのか馬鹿なのかわからないけどやらないほうが

良かったと感じたことがない。むしろやってきた収穫

は計り知れないから。 

平成 29 年は「あはき」の世界を通じて次なる人の

出現を期待しています。自分のことのみを考えずに、

想定外のことをチャレンジしませんか。「あはき」は

法律では医療の一部（あん摩マッサージ指圧、はり、

きゅうの業務範囲において）を担うとなっており医業

であり医業類似ではない。国は分っているけど、そう

だとは言わない。巨大な力学が働いておりこれを変え

るのは一人一人の力です。国民に支持される医療を構

築していくことが良い流れを作っていき、平和な世の

中を築いていくのに役立つと確信します。 

 

新年あけましておめでとうございます 

陽だまり治療院 近藤知
ち

昭
あき
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今年は雪が多いと噂されていましたが、私の住んで

いる安曇野の平野部はまだ降っていません。ただ北ア

ルプスは本格的な冬化粧で、峻厳と聳えています。 

神奈川からここに移り住んで 5 年目になりました。

春夏秋冬をはっきり区別して味わう事の出来るこの

地を私は心から愛しています。 

看板一つ出して始めたわけですが、私の家の前を行

きかう人の数は 1年間でも恐らく神奈川の 1時間分の

交通量にしか当たらないと思えるほど少ないのです。

それでもボツボツ来院してくださる方もあって、定期

的に通ってくださるファンもできてきました。 

その一人に、長野市で漢方薬を扱っている薬局に努

めている若い方がいます。東洋医学に大変興味を持っ

ていて、「今日は委中から承山にかけて痛みがあるの

ですが、どの経絡が悪いのですか？」などと聞いてき

たりします。当然話は盛り上がります。私は、私の目

指す治療はあくまで「未病を治す」ということ、治す

主体は本人であることを力説します。つまりどのよう

にしたら本人が自分の病と向き合い、治そうとする力

を引き出せるかにあるのです。「治してください」で

はなく「治す力を貸してください」だと思うのです。 

何度か通ってきてくださるうちに、その人の人とな

りや、人生の足取りなどがわかるようになる。そして

単にその人の具合の悪いところだけを切り取ってみ

るのではなく、その人全体の中で、その痛みなりを人

生絵巻の一齣としてみてあげる様に心がけています。 

患者さんの現在を総体として受け入れ同調してあ

げるということです。 

その意味で私は、自分の「耳と口」を治療道具のよ

うに思って患者様と向き合って来たと話しています。 

最近その若い方が「鍼灸学校に行きたいと思うよう

になった」と嬉しいこと言ってくれました。 

一人一人の人生に向き合うこの仕事を私はこの地

でずっと続けていきたいと思っています。 

 

新規入会の挨拶 

藤生
ふにゅう

祐子 

昨年 12 月に入会させて頂きました藤生祐子と申し

ます。大阪で鍼灸師となり 4 年目になります。これま

で大学病院で鍼灸実習生として、また鍼灸整骨院や訪

問専門の鍼灸院などで勤務し、自分がどのような鍼灸

師を目指したいのか模索してまいりました。その様な

時、足が不自由で治療院にも通えず鎮痛剤や睡眠薬で

痛みに耐えておられる患者様を訪問で治療させて頂

き、今後少しでもこのような在宅の患者様のお役に立

ちたいと思うようになりました。とは言え開業となる

と色々不安もあり、貴会を紹介して頂き東洋医療の普

及や政府の医療制度の改善にも力を入れておられと

ても心強く感じました。 

今後ますます超高齢社会が進むなか鍼灸師として

少しでも地域の皆様に貢献できるよう努めて参りた

いと思います。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致し

ます。 

 

伊豆半島から 

田村茂雄 

 あけましておめでとう

ございます。伊豆半島の

伊東市宇佐美で出張専

門で細々と開業してお

ります。事情により 5 年

前に静岡県伊東市に住

むようになり、仕事とは別に紆余曲折あって、2 年前

に宇佐美に引越して昨年から漸く仕事に専念できる

状況となりました。 

 伊東では、訪問施術を知らない方も多く、訪問によ

る鍼灸マッサージの施術はあまり普及していないよ

うに感じます。また、温泉街の観光地であるためか、

マッサージを医療というよりは、単に慰安としての施

術と考えている人も少なくないので、症状の改善に鍼

灸マッサージを受けるのは贅沢だと思う人も多いと

いう話を地域包括センター方から聞いたこともあり

ます。 

 静岡県では国保の場合、

例外的に 2 団体以外の新

規の団体との代理受療は

行わないなど団体を差別

的に扱うなどの問題もあ
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ります。原則的には患者さんによる償還払いで、患者

には振込先銀行の通帳のコピーの提出や施術者の免

許証、開設届けのコピーの添付なども求められ、患者

を煩わせ不快な気分にさせるのが医療であるかのよ

うな制度を行っていることも、医療として鍼灸マッサ

ージが普及しない一因のようにも感じます。 

 このような不都合な制度に疑問や怒りを感じなが

らも、鍼灸マッサージを必要とする患者さんがいる限

りは頑張らなければならないなと思います。 

 昨年、12 月に飼い主が老人施設に入所したため、住

む所の無くなってしまったセキセイインコを私が引

き取って飼う事になり、漸く新しい環境に慣れてくれ

た様子です。小学１年生の娘のペットのニホントカゲ、

クワガタに加えて新しくインコも増えたことで今年

は少し賑やかになっています。これからも患者さんと

の心の交流と信頼を更に高められるように精進して

いければと願っています。 

 

新年の抱負 

増田浩司 

今年の抱負は、やはり患者さんを増やして売り上げ

を上げたいと思います。去年懇親会で広げたケアマネ

ージャー、介護事業者さんとの連絡を取っていきたい

と思っております。このことにより、当院と一般社団

法人鍼灸マッサージ師会が、今後益々繁栄していけれ

ばと思っています。 

 

2017 年  新年の抱負 

 

「 在宅高齢者の為の治療とリハビリ 」在宅ケア部

部長 山内惠美子 

新年明けましておめでとうございます。昨年は、皆

様におかれましては、どんな年でしたでしょうか？ 

私が往診で心に残っていることの一つに、高齢者の

方々の年々低下する筋力と血行不良による痛み、冷え、

拘縮症状の強化です。私の治療は殆どが、はり灸治療

を行うものですが、高齢者の場合はそれだけでは済ま

なくなって行くことを日々痛感した一年でした。 

体調不良は、はり灸治療で改善していきますが、筋

肉量の低下が血行不良を促進しますし、 

日々の生活にも障害を起こします。また、転倒による

新たな諸症状を誘発してしまいます。 

 現役世代の方々でしたら、日々の生活活動が筋肉増

強の運動にもなりますが、在宅の高齢者の方々には、

そうはいかず、別に筋力をつけるプログラムが必要に

なります。 

諸症状の為の治療と共に自動、他動による リハビリ、

マッサージが必要になってきます。 

 車の両輪のように、はり灸治療で代表する治療行為

と筋力や骨密度を高めるリハビリ、マッサージ、運動

が不可欠になっている事を厚生労働省に理解しても

らわないと、保険治療費は増える一方だと思います。 

 保険医療費の圧縮ばかりが念頭にある厚生労働省

には、両方の医療を認めることは、かなり困難な事で

すが、後手後手に治療を行う今のような保険医療行政

では、高齢者にとっても、国にとっても幸せな事には

ならないと考えますが如何でしょうか？ 

 現状では、一治療家としては、なるべく、はり灸治

療とマッサージの両方を申請するよう努力するしか

ないのかもしれません。骨折の後遺症のある方は承認

され易いようですので患者のため諦めずに行ってま

いりましょう。 

 数年前から運動の必要を感じた N さんを両方の治

療で往診しています。ご自分でなさるよう色々な運動

を提案してもやはり一人ではできず、筋力が低下する

一方でした。以前、両膝の手術をした方でしたので、

膝の痛みを訴えておられましたのでマッサージも申

請しましたら幸い承認されたのです。何年も転倒もせ

ずに生活されています。治療時間もその分長くなりま

すが、生活の質の維持、向上は高齢者にとっては非常

に重要なことです。 

団塊の世代が 70 歳近くになる昨今、健康で元気な

世代でいないと、社会の負担も少なくありません。 

「高齢者を 75 歳から」という提言が日本老年学会と

日本老年医学会からありました。「心身ともに元気な

人が多く 65 から 74 歳は准高齢者」と新たに位置づけ

られましても老いの勢いは強く、ケアは不可欠と言え

るでしょう。 
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 今年も患者の立場に立って、こつこつと諦めずに治

療を行う鍼灸マッサージ師会でありたいと願います。

また在宅ケア部研修会も向上を目指し、皆様のご参加

お待ちしております。今年もよろしくお願い致します。 

 

さちのさと鍼灸治療院 

樽井俊郎 

雪深く 信濃川が町を貫く小千谷にてはり・きゅう業

を営んでおります、樽井俊郎と申します。痛みの解消、

ストレスのマネージメント、スポーツによるケガの回

復・予防、末期緩和医療のサポートなど、さまざまな

症状・問題に対して共に取り組んで参ります。心身に

宿る自然・宇宙と同様の力、治癒力・調整力を信じ、

働きかけ、引き出し、方向づけることをめざしていま

す。在宅のお年寄り、会社・家庭で働く方々、学校・ 

新潟の冬景色 

クラブで活動する学生さん、など皆さまのお役に立て

る治療・ケアを一生懸命させて頂きます。どうぞよろ

しくお願い致します。 

よろしくお願い致します。 

 

 

伝統手技療法専門臨床塾 

（2 回コースの 2 回目） 

講師 伝統手技療法臨床部会 清水一雄 

【四肢関節可動域測定を通じて診断と調整のポイント】 

在宅医療ケアリハビリの手引き（Ｐ38～48、51～54） 

・四肢関節拘縮を細かく診ることによって、病状との兼ね合いを把握する。 

・関節に付随する筋肉の伸縮性が低下することにより、拘縮となって表れてくる。 

・関節拘縮は血液循環不良及び、神経機能の低下をもたらす。 

・血液循環及び、神経機能の向上で回復力を促進させ疾病の快復と予防に繋がる。 

・関節可動域測定によって関節の狂いを把握し調整する。 

・精度の高い測定は「一に基本」「二に基本」。 

・治療及びリハビリするためには精度の高い測定が不可欠。 

視診、触診、コミュニケーションの構築 

 

関節可動域測定のための測定でなく状態の把握 

 

感性の育成、一方的でなく相手の痛み等を把握 

○上肢下肢関節可動域測定を行いチェックリストの作成 

※参加者は在宅医療ケアテキストの持参を願います。 

 

日時：H29 年 1 月 29 日（日）13:30～16:30 

場所：千駄ヶ谷社教館 ＪＲ千駄ヶ谷徒歩 5 分 

渋谷区千駄ヶ谷1－6－5  ℡03－3497－0631 

受講料：会員 2,000 円 非会員 16,000 円 

定員 ：10 名まで 

申し込み  事務局 ℡：03-3299-5276 

Ｅメール：t-hoshinren@star.ocn.ne.jp 

 

mailto:t-hoshinren@star.ocn.ne.jp
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2016 年第 3 回在宅ケア部研修会―――気をめぐらして響かせる施術 

 

田中流あんま、整体、はり温灸 
   今回の講師、田中 勝先生は、長い治療経験の中から、経絡に基づく「経絡あんま」や 

「診断あんまに基づくはり灸治療」また腰痛患者のための「関節運動法」を提唱され、健康 

雑誌「安心」（マキノ出版 H28．12 月号）に田中先生の論文が掲載されました。現在も 

精力的に青山の地にて地域医療に御尽力されておられます。 

 今回は、それらの最重要な治療法を習得させて頂きたく研修会を企画いたしました。 

またとないこの機会に、治療技術のレベルアップに挑戦してみませんか。 

 

講師 田中 勝 先生（東洋鍼灸専門学校卒） 

日時 2017年 2月 19日（日）13：30～16：30 

会場 中野区産業振興センター3階和室 

参加費 会員 1000 円 非会員 3000 円 

 

 

申込は会事務局まで        （会場案内図）JR 中野駅下車徒歩 5 分） 

 

電話 03－3299－5276 

FAX03－3299－5275 

 

締切 2 月 6 日 

定員になり次第締め 

切ります。 

 

 
 

 

東京都内（参加者には別途ご案内します） 
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 新春を寿ぎ皆様のご多幸とご健康をお祈り申しあげます 

  年々正月の風情が薄くなり楽しさも余り感じられなくなりました。残念でもあり淋しい事とも思います。 

患者様は高齢者や疾患を持った人が大部分なので務めて明るく接するようにしてはおりますが気分

が沈むことも多々あります。然し乍ら同じ高齢者でもカラオケをやっている人は明るく元気で助かります。

現在指導中の方で九十歳以上の方が 4 名おられ一ヶ月に新曲を三曲も覚えます。楽しみがある事、

意欲があることが重要でしょう。                 （中野 郁夫様より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小出先生 鍼灸セミナー第２回 

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 2017 年 3 月 12 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 中野産業振興センター 和室 

 会員のみなさま新年おめでとうございます。 

 昨年 11 月に引き続き小出先生第 2 回セミナーを開催いたします。鍼灸治療は高齢化

社会を支える力がある重要な医療です。知識をひろめて技術をみがくために本年も手を

携え努力していきましょう。              （学術部長 荒木 文雄） 

 

 

東京都内（参加者には別途ご案内します） 
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コーヒーブレイク  2017/01/10  橋本利治 

 

年末年始山で遭難あいつぐ 

 年末年始わたしは唐松岳の山麓、八方尾根の

黒菱平で１週間をすごしていました。毎日スキ

ー場のパトロールが安全確認のために滑り降り

るより先に滑ってしまうというとんでもないこ

とをしていました。(それでけがをしても文句は

言えないのを覚悟で・・・) 

八方でも積雪は今年もまた少なく１月２日に

なり人工降雪機で雪を降らせてやっと全面オー

プンにこぎつけたという状況でした。そのよう

ななか長野県警察本部では長野県内で９件の遭

難事故が発生し３人が死亡したと１月５日発表

しました。そして全国では７人の死亡が確認さ

れています、そのうち富士山では遭難したのを

助けようとして死亡した方もおられます。 

最近の傾向として、遭難者の年齢層が若くな

っていること、安易な遭難が増えているのでは

ないかと思われます。今年の富士山は雪が少な

く氷になっていて一度バランスをなくすと氷の

滑り台を落ちていきます。 

そのような状況では通常は登りませんが、お

そらく登られたのでしょう。さて遭難と生還は

（えらそうに言っても）紙一重です。わたしが

八方に滞在中、雪崩による遭難ありました。実

は何を隠そう雪崩のあった前日その反対斜面で

滑っていたのです。 

たまたま山スキーは初めて経験する方と一緒

だったので無理せず、少しだけ滑って帰ってき

たのですが、わたしが一人だったら多分その斜

面に入っていました。雪崩にあった方も単独で

地元の方だということで他人事ではないなと恐

ろしくなりました。 

ではどうしようか、ということです。どのよう

な時に雪崩るのかを知ることなのではないかと

思い雪崩講習会に参加することにしました。そ

れでも絶対ということはないと思いますが、知

らないでただ恐ろしいと思うだけでは何も解決

できないように思いました。 

なぜ病気になるの？という疑問をもつのと同

じとなのではないでしょうか、基本は山も、医

療の世界も同じなのかと気づかされました。 

(見上げて右の斜面で雪崩、左の斜面を滑った。

危機一髪) 

 

「共謀罪」成立か？ 

１月６日東京新聞に「共謀罪」通常国会提出

へ、という記事が出ていました。 

昨日はソウルの「従軍慰安婦像」撤去問題で外

交関係がぎくしゃくし始めたようですが、この

国はどうなってしまうのでしょうか。 

「共謀罪」の題名は「組織犯罪処罰法」の改正

案とのこと菅内閣官房長官は「２０２０年オリ

ンピックでのテロ対策などに必要」と理由を説

明しています。過去何回かにわたって国会にて

審議されてきましたが毎回捜査機関の職権乱用、

人権侵害があるとして成立することなく廃案と

なっていたものでした。 
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「もしオリンピックなどでテロリストがテロ

を計画したらそれを未然に防ぐことは大事なこ

と」ですよね。そのように思いませんか。 

そうなんです。 

もし本当にテロリストがそのような計画をし

ていたら絶対に未然に防がなければなりません。

そのためには必要だと思います。しかしそこで

ちょっと考えてみてください。テロリストは「私

はテロリスト」と公然というのでしょうか、そ

して「今度オリンピック会場を爆破する」とい

うのでしょうか。 

問題は「共謀罪」 

 新設の根拠乏しい 

多分いわないと思います。そうしたらどのよう

にしてテロリストを探し出すのでしょうか、爆

破計画をどのようにして見つけるのでしょうか。

通常なら見つけることは不可能だと思います。

その不可能を可能にするのが「共謀罪」なんで

す。しかしもうすでに「盗聴法」や「組織犯罪

処罰法」が既に存在しており改めて「共謀罪」

を新設する根拠には乏しいといえるでしょう。 

また単独犯の場合は良いのですが組織犯罪と

なると「示し合わせて犯罪行為」をすることに

なります。そこで問題なのは「犯罪」の定義と

は何でしょうか。たとえばわたしがアベシンゾ

ウが憎いと思ってわら人形を作って毎晩釘を打

ち込んだとします。 

それは犯罪かどうかということです。日本では

罪刑法定主義を原則としています。「殺してやる」

と思っただけでは犯罪は成立しません。その行

為があったのかどうかで初めて犯罪行為が成立

します。さて今回の「共謀罪」は例えばオリン

ピックでテロをしようという目的で集まっただ

けで犯罪として成立させるというもののようで

す。 

さて犯罪を犯すために集まったという立証は

誰がどのようにしてするのでしょうか。という 

問題です。逆に警察が「あいつが怪しい」とお 

もっても現在の法律では逮捕ができません、そ

の根拠がなければならないのです。 

 

 

（あさイチの誰もいないゲレンデトップから 

見た白馬三山） 

 

人権軽視の法律 

（実際はおとり捜査とか自白強要などにより

冤罪もあるようですが・・・）しかし共謀罪で

はその根拠なく取り締まることができる可能性

が出てくるということです。取り締まり側の警

察にとっては「ありがたい」法的根拠になりま

す。 

しかしその分、冤罪も増えるし、私たち取り締

まられる側にとっては「人権」がいつ踏みにじ

られるかわからない、という恐怖が付きまとい

ます。ある日突然身に覚えのない言いがかりを

つけられて死刑になる可能性も出てきます。 

そのようなことが今月２０日に召集される通

常国会で審議されるというのです。 

国会では議案提出の与党が２／３を占めていま

す。そんなことが私たちの知らない間に法律と

して成立し知らない間にその法律によって人権

が犯されていきます。20 日から始まる国会審議

に注目していてください。
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訪問リハビリマッサージのご案内 

（作成 一般社団法人鍼灸マッサージ師会）1部 20円（必要枚数に応じて事務所にてカラー印刷） 

このパンフレットは、訪問マッサージの患者集客の為に作成したものです。当会の個人会員には、１人で出張専門の

仕事をしている先生も多くいます。そうした先生は自分のパンフレットを作りたいが、印刷所に頼むと 1000 部・2000

部といった単位の発注をしなければなりません。経費もかかる。そこまでの数はいらないが、20～50 部程あれば、知

り合いやご近所に配布出来、新患獲得の糸口につながるのでは・・・と、お考えになった事はありませんか。そこで

当会が、このパンフレットの屋号・住所・電話番号・キャッチコピーを、ご希望の内容に差しかえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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。 

 

 

 

 

 

＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一施設での連続治療で、10 月以前と同じく

往療料を各患者から戴く申請を出したら、実

際すべて返戻になってしまうのでしょうか？ 
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H29 年 1月                  H29年 2 月 

 

1 日   1 水  

2 月  年末年始休暇（29 日～3 日） 2 木  

3 火 申請書〆切 3 金 申請書〆切 

4 水  4 土  

5 木  5 日 健康保険法改定委員会（13:30～15:30） 

6 金  申請業務 6 月 申請業務 

7 土  7 火  

8 日  8 水  

9 月 成人の日 9 木  

10 火 事務局通信投稿〆切 10 金 事務局通信投稿〆切 

11 水  11 土 建国記念日 

12 木  12 日 千駄ヶ谷社教館祭り（10:00～16:00） 

13 金  13 月 事務局会議（13：00～14：00） 

14 土  14 火  

15 日 第 2回経営勉強会（中野区産業振興ｾﾝﾀｰ） 

13:00～15:30 

15 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

16 月 事務局会議（13：00～14：00） 16 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 

17 火  17 金  

18 水 通信編集会議（10：30～11：30） 18 土  

19 木 「国民の会」 大阪住之江鍼灸院 19 日 在宅ｹｱ部研修会（13:30～16:30） 

 

20 金  20 月  

21 土  21 火  

22 日 新年会（ﾎﾃﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿） 

13:00（受付）13:30～17:00 

22 水  

23 月  23 木  

24 火  24 金  

25 水  25 土  

26 木  26 日 NPO「医療を考える会」理事会 10:00～12:00 

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会（13:30～16:30） 

27 金 支給明細などの発送 27 月 支給明細などの発送 

28 土  28 火 療養費の振り込み 

29 日 伝統手技部会（10:00～12:00） 

伝統手技ｾﾐﾅｰ（13:00～16:30） 

   

30 月     

31 火 療養費の振り込み    


