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一般社団法人・鍼灸マッサージ師会 H28 年度総会の挨拶と報告 

H29年 5月 28日（日）にホテルローズガーデン新宿にて、H28年度の総

会が行われました。まず高橋養藏代表理事が、受領委任払いの方向に向け

て厚労省が動き出したことを話され、柔整師の取り扱いに一歩近づいてき

たと述べられました。この背景には鍼灸マッサージの保険取り扱いが

1000億を超えてきた事と、昨年 4月 22日に大串議員の仲介で厚労省と交

渉の場を設ける事が出来た事など、継続した行動を起こしてきたことが、

今回の受領委任払いの方向につながった。次の目標は厚労省の通知を無くし、法律を改正して療養費の

支給を現物給付にもって行きたいと話されました。最後は共謀罪について触れられ、共謀罪が出来ると

「国民の会」主催の署名活動も監視されるのではないか。政府の意向に反する団体は目を付けられる社

会になる可能性を指摘されました。 

 

『NPO医療を考える会』の山西俊夫理事長からは、毎月送られる事務局

通信は大変勉強になっていて、その内容で 67年ぶりにあん摩マッサージ

の保険行政が柔整に近づいてきた事が、今後の大きな転換点につながる

ことを示唆されました。また山西氏は池波正太郎の江戸物を読まれて、

「鍼灸は文化である」との見解を述べられ、参加者に鮮度ある視点を感

じさせました。続いて 169 号の事務局通信から、清水事務局長が生活保

護の医療扶助の却下に対し、福祉事務所と交渉をして患者の受療権を回

復させたことを高く評価されました。 

 

宮原哲朗顧問弁護士は、「あん摩マッサージ・鍼灸の受領委任払いが

柔整のそれとどう違うのか、詳細は不明だが窓口で一部負担金の対応が

出来るのであれば良いことではないでしょうか。いずれにしても鍼灸業

界は今重要な転機に立っています。岸イヨ裁判当時あん摩マッサージ・

鍼灸の保険請求は 50 億、それが現在は 1000 億を超え、保険で鍼灸を受

ける人が圧倒的に多くなっています。これは国民が保険で鍼灸を受けた 
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いという気持ちの表れです。」と話された後、今問題になって

いる共謀罪についてふれました。「共謀罪の要件は 3 つありま

す。つまり 

1、組織的犯罪集団の活動であること。 

2、2 人以上で計画すること。 

3、計画に基づいて準備行為（下見等）が行われること。 

ある団体が急に組織犯罪集団とみなされることがあるのでは

ないか。また計画等は内心の問題なので外部からは分かりませ

ん。内心の問題を警察が把握しようと思えば、パソコン・携帯等の盗聴を合法化しなければなりません。

いろんな通信を傍受する権限を警察に与えることに、大きな危惧を感じます。」と話されました。 

総会挨拶の最後に、兵庫の総会と重なり参加出来なかった兵庫県鍼灸マッサージ協同組合の藤岡東洋

雄代表から総会開催の祝辞を、当会事務長高橋博が代読しました。引き続き高橋事務長が総会成立要件

である会員数、参加者、委任状の数を伝えました。 

3 月 31 日現在、会員 184 名、総会参加者 25 名、委任状 95 名。以上、総会成立を宣言し、各部活動報

告・決算報告・会計監査報告・H29 年度事業計画案・H29 年度収支予算案が発表され、すべての議案が

承認されました。その後、宮原哲朗弁護士の特別講演が開催されました。 

 

特別講演 『原爆症認定集団訴訟からﾉｰﾓｱ･ﾋﾊﾞｸｼｬ訴訟』 

副題『核兵器の非人道性から核兵器禁止条約の流れ』 

講師（顧問弁護士）：宮原哲朗 

いま国連では核兵器禁止条約のことが話されていますが、私は弁

護士になった直後の 40年以上前から被爆者と一緒に運動をしていま

す。また今から 13～14 年くらい前からは『原爆症認定集団訴訟』の

全国弁護団の事務局長として被爆者とともに国とたたかっていま

す。 

昨年はオバマ米大統領が広島を訪れ『核なき世界』を提案されま

したが、大統領のスピーチは「71 年前の明るく晴れ渡った朝、空か 

（被爆者の焼けただれた背中）  ら死神が舞い降り世界は一変しました・・」という言葉から始まり

ます。そして「空に立ち上がったキノコ雲の映像を見た時、私たちは人間の中核に矛盾があることを非

常にくっきりとした形で思い起こすのです。私たちは声なき声に耳を傾けなければなりません。1945 年

8 月 6 日の記憶を薄れさせてはなりません。」と語っています。 

宮原先生は集団訴訟の事を理解するには、あの運命の日の被害者の状況とその後も苦しみ続けている

被爆者の実情を知ってもらいたいと話を続けました。広島では 13～14 万人、長崎でも 7～8 万人が亡く

なりました。半径 2 ㎞以内で市内は全壊状態。爆発と同時に熱線が襲い多くの人が亡くなりました。原

爆投下は逃げようがない無差別で瞬間的な殺戮でした。その後も放射線のため 10 万人が亡くなりまし

た。そして原爆は被爆後 72 年経った今でも被爆者の健康をむしばみ続けています。そのうえで「焼き

場に立つ少年」の写真を紹介しました。 
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報道写真家 ジョー・オダネル氏 撮影と文 「焼き場に立つ少年」 （1945 年長崎の爆心地にて） 

佐世保から長崎に入った私は、小高い丘の上から下を眺めていました。すると、

白いマスクをかけた男達が目に入りました。男達は、60 センチ程の深さにえ

ぐった穴のそばで、作業をしていました。荷車に山積みにした死体を、石灰の

燃える穴の中に、次々と入れていたのです。10 歳ぐらいの少年が、歩いてく

るのが目に留まりました。おんぶひもをたすきにかけて、幼子を背中に背負っ

ています。弟や妹をおんぶしたまま、広っぱで遊んでいる子供の姿は、当時の

日本でよく目にする光景でした。しかし、この少年の様子は、はっきりと違っ

ています。重大な目的を持ってこの焼き場にやってきたという、強い意志が感

じられました。しかも裸足です。少年は、焼き場のふちまで来ると、硬い表情

で、目を凝らして立ち尽くしています。背中の赤ん坊は、ぐっすり眠っている

のか、首を後ろにのけぞらせたままです。少年は焼き場のふちに、5 分か 10

分、立っていたでしょうか。白いマスクの男達がおもむろに近づき、ゆっくり

とおんぶひもを解き始めました。この時私は、背中の幼子が既に死んでいる事に、初めて気付いたのです。

男達は、幼子の手と足を持つと、ゆっくりと葬るように、焼き場の熱い灰の上に横たえました。まず幼い肉

体が火に溶ける、ジューという音がしました。それから、まばゆい程の炎が、さっと舞い立ちました。真っ

赤な夕日のような炎は、直立不動の少年のまだあどけない頬を、赤く照らしました。その時です。炎を食い

入るように見つめる少年の唇に、血がにじんでいるのに気が付いたのは。少年が、あまりきつく噛み締めて

いる為、唇の血は流れる事もなく、ただ少年の下唇に、赤くにじんでいました。夕日のような炎が静まると、

少年はくるりときびすを返し、沈黙のまま、焼き場を去っていきました。（インタビュー・上田勢子） 

[朝日新聞創刊 120 周年記念写真展より抜粋] 

 

第一次集団訴訟の裁判では 306 名の原告の全員が実質的に勝訴しました。判決は残留放射線の外部被

爆と内部被爆の影響を広く認めたものでした。 

宮原先生は原爆症認定集団訴訟の勝訴の要因として、以下の要件をあげられました。 

1．国民に信頼される大義を掲げました。 

2．継続的な抗議行動を行い、私たちは厚労省の前にテントを張って活動しました。 

3．数限りない院内集会を開いて政治的な働きかけを行いました。 

 

戦後被爆者たちは 1000 万署名、全国行脚、集会を開いて被爆者援護法の成立のために運動を繰り返

しました。そして被爆者は海外でも、例えば国連で被爆者代表が演説をする等の活動を続けましたが、

このような被爆者の大きな運動が今回の裁判の勝訴の背景にありましたと話されました。 

2016 年 12 月 23 日の国連総会決議では核兵器禁止条約のことが話し合われましたが、この条約につい

て日本は最終的には反対の意思を表明しました。唯一の戦争被爆国であるにも関わらずです。核兵器の

非人道性を世界に広く認識させるためには被爆者の証言が必要です。私たちはこのような核兵器の非人

道性から非合法化への方向性を探り、核兵器禁止条約への道につなげていきたいと考えています。 

アメリカ大統領がトランプさんに変わりましたが、全世界の世論がある限り、核兵器は廃絶の方向に

向かっていきます。（記 松本） 
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総会参加者の感想 

＊もっと多くの会員に参加してもらいたい。特に理事は参加してほしい。様々な情報が得られ、会員ど

うしの交流ができ、大変楽しく有意義なのでもったいないと思う。（荒木・黒川・清水郁夫他数名） 

 

＊人数は少なくて残念だったが、和やかな時間を過ごせて良かった。（西川他） 

 

＊活動報告の中で各部部長からのコメントが多数あり、ご自分の仕事だけでも大変なのに、会のために

多彩な活動を継続されていることに敬意を表します。（事務局） 

 

＊通信 169 号に掲載されていた清水一雄先生の福祉事務所との交渉について、総会の中で清水先生から

話があった。これはなかなかできることではないと思ったが、「何かあったら一緒に行きますよ。いつ

でも声をかけて下さい。」とのこと。大変心強く感じている。（佐藤信次） 

 

＊宮原先生の原爆被害者訴訟の講演に感銘を受けた。知らないことが沢山あり、もっと勉強しなければ

と思った。「ヒバクシャ」という単語が世界中で通用するということは、これは世界的な流れであると

いうこと。事前にアーサー・ビナード著『僕たちの知らない戦争』を読んできた。広島と長崎の原爆の

違いなど、裏話が満載されているので、ご一読をお勧めする。（橋本） 

 

＊宮原先生から原爆被害者の訴訟を闘ってこられた経緯を聞き、会の活動に必要なアイデアをいただい

たと思っている。本当に良い講演だった。（佐渡） 

 

 

総会に参加して 

佐藤信次 

現在、多摩市でリハ

ビリデイサービスと

治療院を兼ねて開業

しています。入会以来、

会の会合などに参加

することは無かった

のですが、今年の新年

会に初めて参加しと

ても楽しかったので、5 月の総会にも参加させて

いただきました。いろんな会員と交流でき、実に

有意義な時間を過ごすことができました。 

 最近、私の治療院の若手の従業員が退職するこ

とになりました。本人は海外青年協力隊で力を発

揮したいという夢があり、私も将来を頼みにして

いた方ですが、気持ちよく送り出すことにしまし

た。そのため治療院では新たな施術者を募集する

ことになり、一人の方を採用し、現在に至ってい

ます。 

 この間の体験からいくつか感じることがあり

ました。 

どこの組織でも“若手の育成”“次世代への継

承”が課題と聞いています。 

私も採用にあたってそのような考えがありま

した。しかし、応募してくる方の中には 60～70

歳代の方も多く、今まで治療家として培ってきた

経験に裏打ちされた、しっかりした技術と考えを

お持ちの方ばかりでした。 

社会的には「高齢者」とされる年代の方々です

が、治療家という仕事柄もあるのでしょうが、昨
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今は現役世代並みにお元気な方が多いと思いま

す。また、金銭よりも、社会の中で自分を役立た

せたいという気持ちが強く、治療に対する熱意が

すごい！圧倒される思いでした。結局、その年代

の方の中から採用することに決め仕事に就いて

もらいましたが、毎日一生懸命治療に当たってく

れています。 

その姿勢から、私も沢山の事を学ぶことができ

ました。治療家や社会人としての阿吽の呼吸と言

いますか、語らずともわかる、チームワークを組

みやすい方と仕事ができ、本当に良かったと感じ

ています。 

 私も還暦を迎え、今後の人生を考えた時に、共

に刺激しあえる人生の先輩方と仕事をするのも

良いなと思うようになりました。共に働いていた

だける方がいらしたら、いつでもウェルカムで

す！ 

 政府は人材の有効活用政策として女性・外国

人・高齢者を対象にＰＲを繰り広げています。そ

の政策に乗るのは本意ではありませんが、今回の

求人活動を通じて、年齢によって働く人を制限す

るのは本当にもったいないと感じました。 

個々人の力量をしっかりととらえて仕事の場を

提供し、社会で活躍していただくことが大切です。

働く人の人生が充実すれば社会全体が豊かにな

っていくのではないでしょうか。 

 

広報活動の必要性 

奈須守洋 

 現在、私は「Health 

Cure Support－はり・

きゅう治療所」という

屋号で自費治療や往診

治療、研究活動を主軸

としつつ、地域の方達にはりきゅう・マッサージ

治療を知っていただく広報活動もおこなっており

ます。 

ではなぜ今、広報活動が必要なのでしょうか。

患者様が私たちの業界に対して求めていることは、

臨床の技術・科学的根拠や安全性を追求する研

究・高い水準で行われる医療教育・個人の様々な

状況により適切な受療を促進する広報の、4つ全て

が大事なことは言うまでもありません。 

しかしながら、これら 4項目を見比べ、業界を

俯瞰した時に、明らかな広報の発信力不足を感じ

ているからです。 

 そこで今回、横浜市常盤台地域ケアプラザの「介

護者のつどい」の一部にて、健康事業の一環とし

て、鍼灸・マッサージ治療の受療喚起を目的に、

鍼灸・マッサージ PR活動を行ってきました。 

参加された方は主に、ご家族を介護されている

方達でした。雨がぱらつく中でしたが、多くの参

加者に恵まれました。 

発表にさかれた時間は１時間で、その後、30分

の質疑応答の時間が設けられました。内容として

は、鍼灸医療を中心にマッサージも含めた総論と

5W1Hにまとめた各論の二部構成で、保険及び自費

治療における医療制度について、医療国家資格の

制度について、安全性とリスクについて、鍼灸医

療の経済性、科学的根拠に基づく有効性などにつ

いて、随時質問をしていただきつつ、網羅的に発

表させていただきました。 

 反応も上々で、受講後のアンケートによると、
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多くの参加者が鍼灸・マッサージ治療を受けてみ

たいと回答されました。 

また、健康保険が使えることを知らなかった方

も多く、必要な方に必要な情報が行き届いていな

いことが浮き彫りになりました。さらに残念なこ

とに、参加者のほとんどが鍼灸治療を受けたこと

もなく、周りで受けている人も知らないと答えて

いました。 

一部のサンプルではありますが、このことは近

年の鍼灸の受療率の低下を反映していると考えら 

れました。この深刻な受療率の低下に終止符を打

つためにも、個人や業界団体が多角的な広報活動

を展開する必要性を改めて感じました。またそれ

らの活動により、必要な方に必要な情報をお届け

する事が可能となり、鍼灸・マッサージ業界の更

なる発展が期待出来るのではないでしょうか。 

 

 

 

 

新入会員自己紹介 
 

村越
むらこし

大洋
たいよう

 

昨年の 8 月から、独立して、訪問マッサージ専

門で開業し、現在に至っています。これまでの経

緯としては、10 年前、祖母の介護を目の当たりに

して、僕にもできることがあるのではないかと、

この業界を目指したという、シンプルな動機です。 

思い切って開業したものの、保険のことなど、

思った以上にわからないことばかり。ネットで何

件か協会の資料請求はしましたが、こちらの協会

は立地も良く、保険業界に対しても、鍼灸マッサ

ージの地位向上のためにも、熱心な活動をしてい

ることにも、感銘を受けました。 

ほんと開業したてのころは、何度助けて頂いたこ

とか・・・。本当にお世話になっております。 

今後の抱負としましては、今の気持ちを維持し

続けることではないでしょうか。僕は、心も身体

も癒せる治療を心掛けています。そして、患者様

本人が、長生きできることを喜び、そのご家族様

が幸せに思うこと。それが、自分のモチベーショ

ンに繋がり、この業界の向上に繋がると信じてお

ります。 

どうか宜しくお願い致します。 

 

山下
やました

仁
ひとし

 

日本指圧専門学校を 47

期で卒業した按摩・指圧・

マッサージ師の山下仁と

いいます。よろしくお願い

いたします。神奈川県川崎

市で出張訪問専門のマッ

サージをしています。 

昨年 2016年 12月までは委託業者として瀬川先

生の仕事をさせていただいていました。今年、2017

年 1月より、川崎市を拠点に独立させていただき

ました。 

独立後は独自に顧客の新規開拓を行っています

が、その難しさたるや、ほとほと苦しんでいます。 

独立時に瀬川先生の患者様の一部を引き継がせて

いただいたので、本当に助かりました。感謝して

います。 

こちらの鍼灸マッサージ師会には、瀬川先生の

委託業務時代に、瀬川先生の下で入会しています。 

今回は独立したということで、瀬川先生の委託

業者としてではなく、独立した個人として再入会

させていただきました。改めてよろしくお願いし

ます。 

以前、委託業者としてこちらの会にお世話にな

って間もない頃に、東日本大震災がありました。 

東日本大震災の日のことはよく覚えています。

当日は川崎の某老人ホームに出張訪問をして、機

能訓練をしているときに起きました。機能訓練に

使っていた場所のすぐ横にある金魚の大型水槽か
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経営勉強会のお知らせ（北川楓樹主催） 

日時：7月 23日（日） 13;30～16:30  

場所：中野産業振興センター会議室 2 

ら水がばしゃばしゃと跳ね、水が生き物のように

まわりに飛び跳ねたのを覚えています。 

自分では動けない車椅子の入居者さんや、逆に

勝手に動く認知症老人向けの地震の初期行動マニ

ュアルが自分の頭に入ってないことを自覚しまし

た。 

そして揺れがおさまり、人手の足りない施設で、

入居者さんたちを一階に下ろさなければならない

のですが、エレベーターが緊急停止したため、2

階、3階の車椅子入居者さんを非常階段で移動させ

なくてはならなくなり、スタッフを手伝って入居

者さんを背負って階段を降りた記憶が鮮明です。 

翌日あたりから、東日本沿岸の被害がテレビで

報告されて、目を覆うばかりの惨劇が展開し、「何

かしたい」「何かしなければ人間失格でしょう」と

思い始めました。 

でも実際には何も出来ずに傍観者として見てい

るだけの日々が続き、ある日「鍼灸マッサージ師

の有志で被災地にマッサージのボランティアに行

く」という話が持ち上がりました。 

ゴールデンウィークを利用した二泊三日のボラ

ンティアでした。迷うことなく参加させてもらい

ました。被災者の生活を見せていただいたこと。 

被災者の身体を施術させていただいたこと。被災

者から感謝のことばをかけていただいたこと。こ

のボランティアは、どれひとつとっても自分にと

っては得がたい経験の連続でした。 

さらに各地から参集した鍼灸マッサージ師の方

たちとの交流も、「へぇー施術でそんなことが実際

に出来るのか」と嬉しい驚きがいくつもありまし

た。 

この東日本大震災被災地へのボランティア施術

の参加はぼくにとって貴重な経験になりました。 

 昨年、熊本地震があった後、久しぶりにボランテ

ィアに参加しようとネットを検索しました。 

現地の市町村の求める瓦礫撤去などのボランテ

ィアは、参加しようと思えば誰でも参加すること

ができます。 

しかし、東日本震災でのボランティアの記憶が

あったので、マッサージで被災者の方々を元気に

したい、ボランティアで手技を提供…と思っても、

そのようなボランティアの口はありません。 

こちらから売り込まないといけないのですが、

被災地の社会福祉協議会との打ち合わせ、宿泊施

設の手配、交通の手配、被災地での事前の通知、

広報活動など、いくつもの関門を飛び越えてはじ

めて実現します。 

ぼくにはボランティアに参加する気持ちはある

のですが、仲間を集めて現地の社会福祉協議会と

交渉するほどの意欲はありませんでした。 

思えば、東日本大震災の時には、ボランティア

のリーダーがそれらの面倒な交渉ごとをすべて引

き受けていただき、ぼくは話に乗っかるだけで非

常に貴重な経験をすることができたのでした。こ

のことだけでもこちらの会には本当に感謝してい

るのです。 

あと、災害時ボランティアの話があれば教えて

ください。できる限り参加したいと思っています。 
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鍼灸マッサージ師会付属治療室（研修ｾﾝﾀｰ）開設準備検討委員会感想と報告 

実行委員 奈須守洋 

日時 ：平成 29年 5月 14日（日）13時 30分～15時 30分 

場所 ：事務局 

出席者：高橋養藏、松尾洋子、山内惠美子、久下勝通、清水昭、清水一雄、奈須守洋 

【はじめに】  

 事の発端は、筆者が鍼灸マッサージ師会付属治療室の構想を耳にし、それならば研修施設として

の機能を持たせてみてはどうかと提案したことから始まりました。実は、研修施設の構想は著者の

ビジネスパートナーと著者との間で温めていたアイデアでもあります。このことを提案させていた

だいた理由は多岐にわたります。 

例えば、鍼灸師や按摩マッサージ指圧師の質の担保が叫ばれる中での時勢に合っているというこ

と。新卒者が食べていけない現状がある中で、会のコンテンツの充実を図ることで、会としての魅

力が増え、新規会員獲得につながるということ。会付属の施設ということで、安心感があり、地域

コミュニティーの中心になりやすく、会の発信力強化につながるということなど、数え上げたらき

りがありません。実際にこのことについて、筆者は理事会で発表させていただいたこともあります。 

 そこで今回、集まった会員の中で活発な意見交換がありましたのでここで共有させていただきた

いと思います。 

【出された意見】 

 保険が利かないと一般の医療からは遠くなるので使いたい 

 治療家どうしのネットワークの構築 

 医療行政を動かすようなエビデンスの発信 

 事務局の機能を維持しながら研修治療院を作る（事務局ごと引っ越す） 

 若手治療者に治療を見せてあげたい 

 向上心を持って高めていく場としたい 

 収支計算も成り立っていかないといけない 

 研修施設で学んで、独立して開業するような若い人材を育成したい 

 培ってきた経験と技術を若い世代に残していかないといけない 

 東洋医学の素晴らしさを発信する場としたい 

 専門学校教育ではできない臨床経験を積む施設 

 会員が安価で治療を受けられる場 

 施術所を持たない会員に対してのベットの時間貸しなど 

 今後の方向性としては、以下の三つが確認されました。 

① 研修施設で働ける会員を一人でも多く確保する 

② 付属治療室（研修センター）の趣旨を煮詰める 

③ 次回の検討委員会には会員としてのこの構想に対する意見を持参する 

 

第２回開設準備検討委員会 

日時：7月９日（日）13:30〜15:30  場所：事務所 

※前回欠席の会員様も奮ってご参加頂けたら幸いです。 
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鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療は 

制限された医業です    2017 年 6 月 1 日 久下 勝通 

放置できない医業類似行為通知 

健康保険改正実行委員会では医業類似行為の

問題を検討してきました。 

療養費取り扱いの改善を要望する厚生労働省

などとの交渉において、はり、きゅう療養費の支

給、あん摩・マッサージ・指圧療養費の支給に、

なぜ医師の同意書が必要なのか、その法的な根拠

を聞くと、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・

指圧は「医業類似行為だから」とか「健康保険で

給付するのは医師の医療に限られる」いう見解が

述べられます。 

厚生労働省は通知「医業類似行為に対する取扱

いについて 」（平成 3 年 6 月 28 日 医事 58）

などにより、鍼灸師、あん摩・マッサージ・指圧

師、柔道整復師の治療を、医業類似行為であると

の見解を示していますが、見解の理由や根拠は通

知ではなにも明らかにされていません。 

行政の通知は法律のごとく取り扱われるため

に、厚生労働省見解にもとづく教科書や解説書で

医療関係者は教育されており、われわれ鍼灸師、

あん摩・マッサージ・指圧師自身でもあいまいで

はないでしょうか。 

政府の見解は、医師法により、医業は医師が行

うものである、従って、医師以外のもの行為は医

業類似行為であるとの見解あり、医業類似行為で

あるはり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧は、

健康保険の給付の対象でないとの見解です。 

しかし、この医師以外のもの行為は医業類似行

為であるとの見解に問題があるのです。 

東洋医学は医業類似行為と排斥 

明治政府により制定された医療制度は、日本に

根付いた東洋医学を一切否定し、西洋医学を学ぶ

ものだけを医師として認める制度です。 

はり・きゅう、あん摩・マッサージを医業類似

行為という政府見解は、明治政府以来の伝統医学

の蔑視、排斥の思想がいまだに引き継がれている

のです。昭和 22年に新しい憲法（現憲法）の制

定となり、それ以前の鍼灸マッサージ治療を医業

類似行為として取り締まってきた内務省令など

古い行政の命令は廃止となりました。 

憲法の施行とともに、議会が制定した法律に基

づく医療行政が求められたのです。 

国民の要望にもとづき「あん摩、はり、きゅう、

柔道整復等営業法」が制定され、昭和 23 年 1 月

より施行されました。 

国民の医療の向上の一環として「あん摩、はり、

きゅう、柔道整復等営業法」が制定され、医師の

医業以外に、これらの施術を法的に公認し、それ

ぞれの免許を受けたものは、免許で許される治療

を業とすることができるようになったのです。 

この法律の成立以後、鍼灸師、あん摩・マッサ

ージ・指圧師、柔道整復師は、それぞれ免許で示

された内容により医業を行うことが法律で認め

られたのです。鍼灸、マッサージ治療を医業類似

行為というのは、法的根拠のない偏見です。 

法案審議国会での政府見解 

法案を審議した国会では、政府もあん摩、はり、

きゅうなどを制限された医業と認めていました。 

第１回国会、昭和 22 年 12 月 5 日の衆議院厚生

委員会における「あん摩、はり、きゅう、柔道整

復等営業法案」の質疑において、政府を代表する

東龍太郎厚生技官の医業について述べた国会答

弁を引用します。 

「いやしくも人体の疾病、あるいは疾病とまで

いかなくても、体の調子の悪いのに対して、何ら

かの方法をもってその状態を緩和し、もしくは病

を軽くするというふうな手段は、これを行う人の
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如何にかかわらず、その方法のいかなる種類にか

かわらず、これを一つの医行為、つまり医する行

為というふうに解釈できると思うのであります。 

そういたしますと、はりとかきゅうとかあんま

とかいうものが、そういうふうな人体的な、今申

しました状態に応用せられて、そしてそれが軽く

なる場合には、これは誰が行いましても一つの医

行為であるという見方はできると思います。 

家庭において子供が親の肩を揉みますことも、

これも医行為であると考えられるのであります。 

しかしながらこれは医師が当然行うべき、また

医師によってのみ行われるべきところのいわゆ

る医療行為であるところの医業とはもちろん異

なっているのでありまして、医業というものに行

為が二つあると申しますよりも、医行為というも

のは非常に広汎なものであるが、その中で特に医

業と称せられるべき医行為の範囲がある。すなわ

ち医学というそのためにする教育を受け、修練を

経たものによっておこなわれるべきものである。

そしてその者のみが行い得るところに健康保持、

疾病の治療、それに向けられたところの働きが医

業というものである。 

従って医業という定義が、すでに医者によって

のみ行われる、また、医者の行うべきというので

ありますから、医業は医師がおこなうべきもので

あり、医師が医業を行う、そういう循環した言い

表しかたになってくるのだろうと思います。 

そういうふうな医業以外に今のような医業行

為としてみとめられるようなもの、そのもののみ

を行うというような業、技を法律に規定してある

ようなものとして認めよう、そうした議論の結果

を示したわけであります。」 

非常に長い引用ですが、医業についての丁寧な

説明がなされており、医師が行う医業以外に、は

り、きゅう、あん摩というような、そのもののみ

をおこなう医業行為を規定したのが「あはき法」

であることが明らかにされている答弁です。また、

「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法案」

の制定時に、厚生省の事務官および技官であった

鈴村信吾氏と芦田定藏氏は、その著書『あん摩・

はりきゆう・柔道整復等営業法の解説』のなかで

次のようにのべています。 

法案解説書作成者の見解 

 「わが国では、一般人に医業を禁止し、一定の

専門的学識技能を有する医師、歯科医師のみが、

この禁止の解除を受けて医業を行えるという建

前となっている。（国民医療法第八条第一項） 

つまり、医師または歯科医師でなければ、医業

を行えないというのが、我が国の現行医事法制上

の原則である。しかし、同じく疾病の治療を目的

にする業務であり、医業の一部と認められるべき

あん摩、はり、きゅうおよび鍼灸柔道整復業は、

それらが古くから東洋において広く実施されて

きた特殊療法であること、また、日本においても

相当に長い歴史があるだけでなく、これまでも中

央法令により法的に公認してきたことや、学理的

にはまだ十分究明されてはないが、一定範囲の疾

病に対しては相当の治療効果があることが経験

上認められていることなどの理由で、営業法にお

いても、上記国民医療法の原則に対する例外とし

て、これら施術を法的に公認することとし、それ

ぞれの身分免許を受けたものは、これを業とする

ことができるとしているのである。（法一条） 

すなわち、ここでいう免許は、医業禁止の一部

解除を内容とする国家行為であり、免許を受けた

者は、それぞれの業務の範囲内で医業の一部をお

こなうことが許されることになるのである。」 

 法案制定にかかわられた鈴木氏、芦田氏の法案

一条の解説の正しいことを、上記の法案を審議の

国会答弁における東龍太郎厚生技官の発言が裏

付けています。「鍼灸師、あん摩・マッサージ・

指圧師の治療は医業類似行為だから、健康保険に

おいての給付は例外的な場合に限られる」などと

いう厚生労働省の見解は法を無視する見解です。 

 行政は法律に基づいて行われるべきであり、医

業類似行為の厚生労働省通知の廃止を繰り返し

問題にしていかねばならないと考えます。 
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食べられる鍼灸、 

患者の期待に応える鍼灸 

小出雅賀講師セミナー報告 

 （３）膝痛治療 

打ち抜きの灸 

膝痛がはじめにでるところは概ねきまってい

ます。深谷伊三郎さんという人がいましたが、膝

痛の治療で陰陵泉と陽陵泉の打ち抜き灸という

治療を示しています。 

これは、はじめは婦人科疾患の治療で脾経の三

陰交と胆経の懸鐘（絶骨）、内側からそして外側

からの灸で治療をしていたのです。 

 陰陵泉、陽陵泉をどうして膝痛の治療点にする

かというと、はじめての膝痛を起こす場合は、ま

ず、ここに出てくるという事です。 

この状態を見れば治しやすいか、治しにくいか、

ある程度判断できます。さすがは深谷さんだと思

いました。 

腰痛のために腰をかばい膝に負担をかける、そ

のために膝が悪くなる。腰痛の場合もまず腰を見

て、そして膝の周りを見る、その状態により、腰

がおさまっても膝にでてくることを予測できる

ときは指摘し、膝の治療をしておくことができま

す。腰から膝へ運動疾患の負の連鎖です。内臓疾

患でも同じことがいえると思います。 

 膝痛がなかなか治せない時期がありました。 

膝痛の治療にきて治療後、帰りに歩けないとい

う状態の患者がいました。その患者は、はじめ腰

痛で治療にきていたのですが、腰をかばうために

膝にきて、膝が腫れている状態でした。 

この治療で、腫れているから瀉法を行っている

つもりが、瀉法にならない治療でした。腫れてい

る、実している状態に補法を行っているのですか

ら、大変で帰りに歩けなくなる。 

はり・きゅう治療を信頼しくれ、1 年以上治療

にきてくれたが治せなかった、自分の責任であり、

忘れられない方です。 

患者に怒られ踏ん切りを 

これ以後、膝の治療はできない、膝の治療はし

ない、という状態が 10 年ぐらい続きました。膝

の治療で行きたいとの電話があっても、膝の治療

はできないと断りました。 

自分が治療をしてきた患者でも、「膝の治療は

かんべんしてくれ、膝の治療ができない鍼灸師で

いやならば替えてくれ」といって断りました。 

しかし 10 年もたつと、それまで 20 年以上治療

をしてきた患者が続いて、膝痛を起こす状態が出

てきたのです。自分が 60 代に入ったころでしょ

うか。 

このときも膝痛は治せないというと、「そんな

ことをいっていいのか」と激怒されました。20

年以上はり灸治療を続けて、特に主訴もなく、打

撲など古傷もない方です。はり灸で元気に過ごし

てきたという人の膝痛です。 

これは逃げるわけにはいかない、なんとかした

いといろいろ考える転機となりました。いろいろ

と工夫を重ね、未だにしっくりした治療法を見つ

けたとはいえないが、それなりの治療を会得して

きました。それをみなさんに伝えておきたいと思

います。 

 

 

 

 

最近、私の師匠、小野文恵にであったころの年

代となり、名人と言われる人の器の大きさ力量の

深さを感じます。当時、戦争で医師も少ない時代

で、いろいろな病状の治療を行っていたようです。 
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「結核はおもしろいように治るんだよ」という

言葉が会話のなかででてくるのです。また、横綱

の二代目玉の海が盲腸炎で虎の門病院へ入院し

たが亡くなった、という事がありあましたが、こ

の時も「玉の海がうちにきていれば死なないで治

ったのになあ」と、こともなげにいうのです。 

今、結核を治せるかといわれてもとても自信は

ありません。また、ガス中毒で死にそうな患者に

対して、大丈夫だと太淵を補う治療をおこなった

りするのです。 

右膝痛の治療の実際 

まず膝蓋骨の状態をみる 

実際の治療にはいりますが、右膝の悪い患者に

モデルをお願いしました。雪道で犬を追いかけて

すべったための右膝痛です。 

どんな時に痛むのかの質問にご本人から、「し

ゃがむ、立つというような動作では痛みが無くな

ってきたが、振り返って踏ん張るような動作で痛

みがでます」とのことです。 

左右の膝の温かさが違います。右ひざの方があ

たたかい。おそらく歩き過ぎたため多少炎症があ

るのです。炎症は気を付けて下さい。瀉法は本当

に難しいです。 

仰臥位の姿勢で、膝のお皿、膝蓋骨を軽く動か

したときに、上の辺り、下の辺りまで動けば、ま

だ、病状は初期の段階であり、悪くしたばかりの

状態です。だんだんに下の辺りから硬くなってく

るのです。 

上は動くが、下は動かない状態だとかなり慢性

化した状態です。その状態により治療穴が違って

くるのです。膝の治療穴として、とく鼻、内膝眼、

外膝眼というような穴は、膝蓋骨の下辺に問題が

起きた時に使う方がよいと思う、そうでないとき

には使わない。 

つぼ療法的に羅列的に治療穴をとり、どこか効

くだろうという治療は絶対よくないです。まず、

しっかり膝蓋骨の状態、膝のレベルを診ることが

大切です。 

治療としては、陰陵泉、陽陵泉の打ち抜き灸を

用いる。膝の後ろの真ん中が合陽穴、合陽穴の内

側に内合陽、外側に外合陽、穴名がない場所なの

で穴名をつけました。これらを膝の周りの穴とし

て考える。そしてこの延長としてふくらはぎの承

山、飛揚も使います。 

膝蓋骨をゆするように動かし動きをみる。上の

辺りが動くように、下の辺りも動くかどうかをみ

る。痛みのある足の膝だけでなく、痛みのないほ

うの膝も見る。痛くない足へも負担をかけるため、

異常の起こることが多々ありますから、必ず両足

を見たほうがいいです。 

膝の水の問題 

腫れると膝に水がたまる状態をどうみるかと

いう質問がありましたが、膝の水の状態は鍼治療

に関係しない情報です。外科、整形外科では水を

抜くことを考えるが、はり治療では水を抜くこと

は考えていません。 

わたくしは経験ありませんが、太鍼の５０番、

１００番というような鍼を使い、水を抜くやり方

はあります。太鍼の目的は関節の水を出す鍼です。

身体が水を出さざるを得ない状況の状態では、そ
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れを助けて自ら水をだす。 

これは効果があると思います。その他の症状で

も同じことだと思います。 

気持ちが悪く吐くというような行為も、身体が

必要としないものを吐き出すことも有る。 

必要な場合は治療により吐き出すことを助け

ます。下痢も同じことです。 

点灸の治療で効果のあった症例です。10 キロも

歩き、体操をやったために膝が腫れた患者の治療

で、膝の打ち抜き灸は効果があり、かなり腫れが

ひいたのです。 

身体の反応が面白いのは、そのときの点灸治療

は、患者が熱くないというのです。20 壮～30 壮

の灸が熱くないのです。それから 2 週間後の治療

のときは腫れがひいており、その時は灸が熱いと

いうのです。 

側臥位での治療。打ち抜き灸が効果あるのは、

外方へ重心をかけて歩いており、踏ん張る時に経

脈でいえば少陽胆経を使います。 

足の第 5 指でなく、第 4 指で踏ん張るのです。

足の外側ズボンの縫い目にそって突っ張る。陰陽

の関係で反対側にも問題が出てくる。打ち抜き灸

は理屈に合っています。 

肝経の陰包

あたり、太も

ものところで

治療穴は少し

広く考えて選

ぶ必要があると思います。 

比較脈診は肝腎の虚です。この方の身体のベー

スの部分での弱いところが肝、腎です。反応が太

衝にでています。 

いま、太衝を軽くおさえると動作のレベルがよ

くなる。この患者本体のレベルをあげるための治

療が本治法です。あとは局所的に弱いところを治

療するのが標治法です。 

打ち抜きの灸とともに、陽陵泉だけでなく胆経

を探ってほしい、懸鐘もあるし、陽陵泉と懸鐘の

間あたりをよく見ておくことが必要です。さらに、

膝がしらを腹部に付けてみる膝の運動能力をみ

ながら、居髎、環跳あたりまで触って硬結をさ

ぐり治療点とする。運動を繰り返し重くなって

きたら限界です。さらに側臥位での治療だけで

取れない場合は立位での治療。 

立位から膝が十分におれないような状態のと

きには、胞肓、秩辺の内方にでる治療点を尻点と

呼んでいます。 

 

 

  膝の治療の報告は、右膝痛の患者さんの実際の治療、患者への問診や治療点の探り方や鍼の刺

入などなどを、すすめるなかでの講師の説明、講義であり文字で伝えるのはむずかしいのです。 

セミナー様子をお伝えするには非常に不十分な内容であるとは思いますが、少しでもお伝えで

きればと思い、文字にできる内容を拾って文章にしました。膝痛、腰痛に効果があるとする薬や

サプリメントの宣伝が、毎日大量に流されている状況です。治療について、予防について、わた

くしたち自身が理解を深めるうえで、いろいろと示唆をいただいたセミナーでした。 久下勝通 
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            橋本利治 

 

立山で飛行機が遭難 
6月 4日朝日新聞で掲載されました記事、「富山

空港から松本空港へ向かうセスナ機が立山上空

で墜落し乗っていた乗務員 4人のうちの 1人から

電話で遭難の一報があり 2 名は生存している、」

とのこと。 

しかし救助ヘリを飛ばすも天候不良により現

場は確認できず、地上から救助隊が出動するも、

吹雪に阻まれて現場に到達できず翌日再開とな

った。3 日の天気は東京では良好で風が強かった

程度でしたが、立山の剣御前小屋では積雪があり、

吹雪とのことでした、私は 5 月 20 日にこの墜落

したであろう所にいたのでとりわけ気になり調

べてみました。 

現場付近は立山連峰の一角で標高 3000ｍの立

山山頂に神社があり夏なら誰でも室堂から 3時間

で山頂に立てる処です。しかし天気の急変による

遭難が多発しているところでもあります。もう

6・7 年前になりますが 5 月にこの立山に登ろうと

して 1時間ぐらい登った処で雷に打たれ遭難しか

かったところであり、わたしにとっては思い出深

いところでもあります。 

さて現場付近は現在も積雪が 2ｍはあると思い

ます。当日の天候は曇りで視界はあまり良くなか 

（立山から白馬岳、五龍岳、鹿島槍が岳の峰々） 

ったとのことです、6 月初めに国土交通省は事故

調査の結果を公表しました、それによると飛行機 

は日本海から吹きつける強風により、尾根の裏側

では強い下降気流が発生し、これにより飛行を続

けられなくなり墜落したとのことでした。 

報告によると斜面に激突したのではなく、不時

着失敗であったように思われます。残念だったの

は事故直後に救助できていれば助かった可能性

があるということです。 

しかし自然の脅威は誰しも動かすことできず

人間の命なんて弱いものだという現実を知るこ

とかもしれません。 

さてわたしは 5 月 20 日現場付近の斜面を黒部

湖に向かって滑走するという計画に参加してい

ました。それは室堂を出発して立山山頂から黒部

湖に向かってスキー滑降するという計画です。 

この時 7：00 室堂出発 9：30 山頂着、天気快晴、

風穏やか山頂の気温３℃でした。10：00 山頂か

ら黒部湖に向かって滑走開始、下降しすぎると断

崖絶壁になり進退きわまる、みんなで少しずつ高

度を下げながら、ロープーウェイの駅を目指しま

した。 

１時間後標高差 1200ｍを下降して黒部アルペ

ンルートの黒部平駅に到着、観光客でにぎわう駅

舎を後にケーブルカーで黒部湖へ下山したので

した。久々のアルペンムードの登山を満喫しまし

た。 

国際社会に訴える？ 
 このフレーズ最近特に耳にします、日本政府は

北朝鮮のミサイル発射などを国際社会に訴えて

圧力をかけようとしています。武力で解決するよ

り国連など国際社会に訴えて解決していかなけ

ればならないと私も思います。 

それに対して北朝鮮は「ＴＨAＡＤ（高高度ミ

サイル防衛システム）韓国内配備などの武力配備」

が問題だと反論しています。しかし実態として国

際社会は北朝鮮の言い分を認めていません。 

さて中国、北朝鮮に対してはＧ７、国連などで

国際社会に働きかけている日本政府ですが、昨年

から国連という国際社会が日本政府に対して「メ

ディアに対する政府の圧力を懸念する」（＊１）

「共謀罪は人権侵害の恐れがある」（＊２）とい

う懸念を発しています。 

このような国際社会の懸念に対して日本政府
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は公式見解として「国連に抗議する」と反論して

おります。一方では政府に都合の良い時は「国際

社会」と言うのですが、政府に都合が悪くなると

国際社会（国連）に抗議するという行為をしてい

ます。（フランスのル・モンド紙は皮肉混じりの

記事を掲載しています） 

（＊１）昨年 4 月国連人権委員会特別報告者デイ

ビット・ケイ教授が政府の公式訪問者として日本

を訪れ「表現の自由」について調査しました。そ

して 1 年後今年 5 月正式な報告書を作成して 6 月

中旬に国連に報告書を提出するということで再

訪日していました。 

http://www.unic.or.jp/news_press/info/18693/

（国連広報センターHP） 

https://www.facebook.com/OurPlanetTV/videos/

1377777402258958/ 

（OurPlanetTV でのケイ氏の講演動画） 

（＊２）共謀罪について国連人権委員会 

http://hrn.or.jp/news/11053/（ジョセフ・ケナタ

ッチ氏の手紙日本語訳全文、ヒューマンライツナ

ウより） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201

705/CK2017052302000119.html 

（日本政府の抗議に対するケナタッチ氏反論東

京新聞より） 

5 月 27 日イタリアでＧ７サミットが開催され

ました。 

翌日の 5/28 日の朝日新聞に小さく掲載された記

事、国連事務総長「総意ではない」特別報告者の

書簡という見出しで掲載されました。 

「Ｇ７サミットで安倍総理は国連事務総長と

国連人権特別報告者ケナタッチ氏について会談

し、ケナタッチ氏は個人の資格で活動しておりそ

の主張は必ずしも国連の総意ではない」ことを政

府見解として発表しました。 

「ムム？」なんか変だなあ。翌日、国連事務総

長報道官発表で、ケナタッチ氏については「どこ

の国からも影響を受けない独立した報告者」であ

るとのコメントを発表しました。（やっぱりそう

だよねー。）日本政府は恣意的に「国際社会は日

本政府を支持している」ということを言ったと思

われても仕方がないような形となりました。 

（うーん、戦前の大本営発表と同じではないか） 

事の真相をご存じない方に概要を説明します。

日本でテロ対策などに必要という理由で通称「共 

（立山山頂の神社） 

謀罪の要素を含むテロ等準備罪」が国会で審議さ

れ、衆議院では可決され、参議院で 6 月中旬に可

決、成立するであろう事に関して国連人権理事会

特別報告者ケナタッチ氏が日本政府「安倍晋三総

理」に対して 4 項目の質問の手紙を書きました。 

現在審議されている共謀罪法案について、人権

を守る規定があるか、などです、もしないならじ

っくり検討する必要があるのではないかという

内容のものでありました。 

これに対して政府は「政府に意見も聞かずに一

方的な判断で出されたものであり抗議する」とい

う反論を出しました。 

そしてそのコメントに対してケナタッチ氏は、

反論の手紙は受け取ったが私の質問にまったく

答えておらず、反論になっていないとコメントを

しました。そして 6 月に入って「日本政府のコメ

ントは変わらない」という閣議決定をケナタッチ

氏のコメントを無視した形で発表しました。 

このような経緯で現在に至っています。（6 月

10 日現在ケナタッチ氏はすべて英文で反論する

ようにとコメントしましたが、その英文も届いて

いない、と弁護士の海渡雄一氏は記者会見で述べ

ています） 

英国タイムズ紙「国連が日本の共謀罪を非難」

と題した記事で国連の専門家と安倍政権は論争

になっていると報道して、今の日本の状況を世界

は注目しています。 

満州事変のとき 
1932 年満州国建設について国際連盟はリット

ン調査団を派遣して満州国の建国を認めなかっ

た。 

それがきっかけで、日本は国際連盟を脱退、そ

http://www.unic.or.jp/news_press/info/18693/
http://www.unic.or.jp/news_press/info/18693/
https://www.facebook.com/OurPlanetTV/videos/1377777402258958/
https://www.facebook.com/OurPlanetTV/videos/1377777402258958/
http://hrn.or.jp/news/11053/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html
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して中国戦線を拡大し不幸な戦争への道を突き

進むことになりました。 

この時国民は一方的な政府の発表を信じ国連

脱退を支持しました。今回の事に重ね合わせると

背筋が寒くなる思いがするのは私だけでしょう

か。 

日本の表現の自由の危機 
最後に前述のディビット・ケイ教授は日本での

報告会で、「わたしは日本で表現の自由が危機に

なっていると報告するが、わたしのできることは

それで終わりです、あとは皆さんがこの報告書を

どのように解釈し、どのようにするかは皆さんの

自由です。」と締めくくって帰国の途につかれま

した。 

https://www.facebook.com/OurPlanetTV/vide

os/1377777402258958/ 

さてわたしたちは今後どのような道を選ぶの

でしょうか。

 

＊後記 

 今回「国際社会」というテーマで書き始めましたが、内容が複雑で資料を集めるのに苦労しました。

TOC 条約の作成者ニコス・バッサス教授（ノースイースタン大学教授）へのインタビユーで日本政府

の法的根拠である「国際条約へ加盟するために共謀罪の制定が必要」との見解に対して、「わたしが想

定した国際条約の根幹はマフィアなどの組織犯罪を対象にしたものであって、イデオロギー犯罪は想定

していない」と答えています。 

しかし今回の法案はイデオロギーも対象にしたものになっており、政府の法案提出の根拠は全く無く

なりました、にもかかわらず今週 13 日にも国会で成立するかもしれない状況となっています。 

さて成立すると国際社会から日本は相手にされなくなるのは必定、成立しなくなると政権は崩壊とど

ちらになっても厳しい選択を迫られている現状です。 

わたしたちの未来がかかっている１週間となりそうです。注目していきましょう。 

今回の原稿で調査不足も多々あろうかと思います。また誤解をしている部分もあるかもしれません。

わたしとしては今後も継続的に見守っていこうと思っています。読者の方々で誤解などあれば、ご指摘 

を賜りたいと思っています。 

 

事務局新入職員の紹介 

那根 唯（なね ゆい） 

最近パートに就きました。申請書についておいおい皆様と電話で

話す機会が増えると思います。珍しい名字なので、電話ではお分か

りになりにくいかも知れません。どうぞよろしくお願い致します。 

渡邊 恵万（わたなべ えま） 

勉強させていただきながら、早く仕事を覚えて会のお役に立てる

よう頑張ります。趣味はアロマオイルで、毎日の生活によい香りを

（前段左・那根/渡辺 後段左・外山/溝口）取り入れて楽しんでいます。どうぞ宜しくお願い致します。 

溝口 美千代（みぞぐち みちよ） 

本年より審査をお手伝いさせて頂いています。人と接する仕事は好きですが、何しろお電話でのご連

絡となりますので、早くて聞き取れないなど、何かありましたら、ご指導のほど宜しくお願い致します。 

外山 多香子（とやま たかこ） 

申請業務に携わるようになって、今年 8月で丸 2年となります。まだまだ至らぬ点もあろうかと思い

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

https://www.facebook.com/OurPlanetTV/videos/1377777402258958/
https://www.facebook.com/OurPlanetTV/videos/1377777402258958/
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 1 土  

2 金  2 日  

3 土  3 月  

4 日 ケアマネ部会（10:30～12:30） 4 火  

5 月  5 水  

6 火  申請業務 6 木  申請業務 

7 水  7 金  

8 木  8 土  

9 金  9 日 開設検討準備委員会（13:30～15:30） 

10 土  10 月 事務局会議（13:00～14:00） 

11 日 国民の会総会（森ノ宮医療学園） 

在宅ｹｱ部研修会（13:30～16:30） 

井上美幸講師（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 

11 火 事務局通信投稿〆切 

12 月  12 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

13 火 事務局通信投稿〆切 13 木  

14 水 通信編集会議（10:30～11:30） 14 金  

15 木 「国民の会」住之江鍼灸院 15 土  

16 金 保険部会（19:00～21:00） 16 日  

17 土  17 月 海の日 

18 日 NPO 医療を考える会（神代植物園） 18 火  

19 月 事務局会議（13:00～14:00） 19 水  

20 火  20 木 「国民の会」住之江鍼灸院 

21 水  21 金  

22 木  22 土  

23 金  23 日 経営勉強会（13:30～16:30） 

中野産業振興ｾﾝﾀｰ 3F 会議室 

24 土  24 月  

25 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

理事会（13:30～16:30） 

25 火  

26 月  26 水  

27 火 支給明細などの発送 27 木 支給明細などの発送 

28 水  28 金  

29 木  29 土  

30 金 療養費の振り込み 30 日 伝統手技部会/研修会（千駄ヶ谷社教館） 

   31 月 療養費の振り込み 

 


