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患者、国民の要望を考慮しない審議は許されない 代表理事 高橋養藏 

「社会保険審査会医療保険部会、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」第 16

回会議が昨年 11 月 20 日に開催され、引き続 12 月 27 日にも行われました。12 月の提案文書は 11 月の

提案文書に委員から出された意見をまとめた文書が出されました。 

昨年 3 月 27 日に委員会から出された文書「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の見直しに

ついて」では、1950 年（昭和 25 年）に出された保発４号通知で、68 年近く頑なに拒否してきた受療

委任制度を 2018 年度（平成 30 年度）から認める方針を出しました。 

厚生労働省も重い腰を上げ、患者や国民の要望に応えて支給要件を緩和するのかと希望を抱きました。

しかし、2017 年（平成 29 年）1 月 18 日に開かれた第 10 回「検討委員会」から論議されてきた問題は、

不正対策の強化をどうするのかが中心です。 

はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療は国民が必要とする医療 

平成 26 年度の療養費実績あんまマッサージ指圧、670 億円、はり・きゅう 380 億円合わせて 1050

億円に伸びました。それでも、国民総医療費に占める比率は 0,25％です。１％にも満たない額です。 

「検討委員会」の審議を見ると療養費が伸びたのは不正請求のせいだと言わんばかりの議論です。不正

請求をなくす対策は行われなければなりませんが、高齢化社会を迎え、患者の受療の希望者が増えたこ

とが最大の理由です。 

厚生労働省が出した通知、通達で現在も適用されている同意書の添付（医師会には、同意書を書くな

と話している会もあると言われています）、医師の治療とのはり・きゅう治療療養費の併給禁止など患

者が利用しにくい仕組の中で伸びてきたものです。いかに患者、国民が求めているかという証明です。 

健康保険法の目的（第 1 条）には「疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もっ

て国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」ことが明らかにされており、国民の大

きな負担により運用されています。 

この保険給付をすすめるうえで重要な問題は、患者の医療選択の権利の尊重であり、医療を選ぶのは

患者です。この立場からはり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧治療の療養費支給問題の検討が進め

られ、患者が理解できる療養費の支給でなければなりません。 

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう治療を健康保険証の提示で受療できるよう、まず、厚生労働省

の通知、通達改善、さらに、根本的解決のための健康保険法第 87 条の改正など、法律の改正が必要で

す。国会議員の力も借りて実現させるために今年もがんばりましょう。 
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 生活保護福祉事務所とのやり取りから新年が始まりました 

平成 30 年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。 

今年 4 月から「あはき」が柔道整復と同じ受領

委任払いになるにあたって、数々の規制が加えら

れ国民から受療機会を奪いかねない状況があり、

会として対策をしなければなりません。まずは一

人一人が問題を感じることに声を上げていくこ

とが重要なことです。 

新年早々から堅苦しい新年の挨拶となります

が、昨年一年間は保険者とやり取りをすることが

よくあり、年越しになってしまった案件（生活保

護医療扶助）があり、質問状を町田市へ送付した

内容を紹介します。次は相模原福祉事務所に質問

状を送付します。   （清水 一雄） 

町田市役所 生活援護課 医療介護係様 

最近ですが、給付要否意見書等において、かつては無かったようないろいろな規制条件を付箋に

して、「変形徒手矯正術は毎月医師の同意書が必要である」とか、「療養上必要な範囲及び限度で行

い、みだりに患者の希望のままに行わないこと」とか「治療目標・効果・評価」をしなさいとか国

民が知らないところで虎視眈々と規制を強め、国民の健康権を剥奪しょうとされているのでしょう

か。あまりにも目に余る行為です。 

マッサージはあん摩マッサージ指圧師が診断をし、必要な施術を行うものです。傷病部位を医師

に指定させて行う医療では無く、身体のバランスの狂いを整え血液の循環を整えて疾病等を改善し

ていく全身を診る医療です。 

部位指定して医師の指示でさせている限り、海外から後れをとり日本国内でのマッサージの発展

は望めず、国民にとって不利益であり不幸をもたらすことでしょう。国民に機能させることに力点

を置いていただくことを願って問題点を質問させていただきます。ご回答の程よろしくお願いしま

す。 

【ご質問】下記項目についてのご回答をお願いします。 

１．あん摩・マッサージ・はり・きゅうの生活保護による医療扶助は健康保険の療養費の支給であ 

る現金給付と違って、現物給付ですよね。生活保護法なる法律で規定された現物給付である存在 

が、現金給付に基づく療養費の支給に従っていくのか意味不明です。 

つまり、あん摩・マッサージ・はり・きゅうはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法

においては医師と同等になっているのですが、どうしていちいち医師の指示を受けなければなら

ないのでしょうか。 

２．貴生活援護課からの書面に、生活保護制度における施術では、「療養上必要な範囲及び限度で 

行い、みだりに患者の希望のままに行わないこと」について 1．療養上必要な範囲及び限度で行 

いとはどのように解釈すればいいのでしょうか。 

① 意味不明の文面であり、医療扶助でマッサージ治療が受けられることを、国民ほとんどが 

ご存知なのでしょうか。 

 ②当室では保険医療機関で良くならなかった患者が治療に来ます。医師の同意書で指示を受け、

指示通りの治療で良くなるのでしょうか。 

３．施術に関しては「治療目標・効果・評価」について 

 ①上記２．②で述べましたように的外れに対して治療目標・効果・評価は作成するだけ手間、費
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用の無駄であり誤った考えは国民に迷惑をかけます。そのことに対してどのような考えをして

おられるのでしょうか。 

 

新年明けましておめでとうございます。 

おおもと鍼灸整骨院 院長 大本圭祐 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

旧年中は鍼灸マッサージ師会理事長高橋養蔵様を始め、お力添え賜り

ました諸先生方、運営事務局の皆様には大変お世話になり心より厚く

御礼申し上げます。 

この度は大変光栄なことに年始のご挨拶という大役を頂戴しまし

た、広島県尾道市おおもと鍼灸整骨院 院長の大本圭祐です。おかげ

さまで当院も平成 30年という大きな節目を迎えることが出来たこと 

そして自身が健康であり施療できる有難さに感謝し新たな気持ちで

初日の出を眺めることが出来ました。 

私の育った尾道は坂の町、映画や絵の町、寺の町、文化の町と風光明

媚な町として近年知られるようになりました。昨年 2017 年に行われた

「全国ふるさとグランプリ」においては「言ってみたい町」としてグラ

ンプリで NO.1に選ばれ観光地としても注目されています。 

このような尾道市内の中央商店街に当院は位置しており、町の風土を

支えるためにも地域の皆様と共に元気で活気ある町であり続けることを

目標に本年も微力ながら治療家として励んでいくことを志しています。 

さ ら

に 今 後

と も 会

員 の 皆

（（元旦のご来光）     さまと共

に鍼灸治療の普及に微力ながら取りく

んで行きたいと思っておりますので何

とぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。 

簡単ではございますが感謝と共にご

挨拶とさせて頂きます 

                        

                             

（尾道から見る瀬戸内海の風景） 
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国作りの基本は「教育と医療」       橋本利治 

 会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

昨年は何かと騒がしい一年であったように思います、本年は日本の未来を左右する年になるので

はないかとの予感をしています。 

さて私事ではありますが、この年末年始にかけて、ネパールヒマラヤ 6000ｍの山へ登山に出かけ

ていました。登山も去ることながらネパールという国家も大きく揺らいでいます。20年ほど前から

民主化の動きがあり、国王の暗殺事件などで王制廃止となりましたが、その後インド系政党の会議

派と左派の対立があり、一時会議派が政権を担っていたのですが、地震などの復興が遅れ、混乱し

民衆から見放されてしまいました。 

その後ネパール共産党が政権を取るもうまくいかず、最左派のマオイスト（毛沢東派）の政権も

不安定でした。そして昨年統一共産党とマオイストが連合政権を担って現在に至っています。シェ

ルパの話を聞くと教育と医療に力を入れているということです。 

どこの国でも同じなのですが、国作りの基本は「教育と医療」だということがわかります、そ

れでネパール国民の底力をつけて

いるのです。それに比べて日本では

教育費、医療費の予算が削減され、

その分が原発、防衛費、企業減税へ

とすり替えられています。日本の国

力は衰え世界ランキングではドン

ドン低下し世界からは相手にされ

なくなっています。 

その現実を知らないのは日本人

だけのようです。わたしたちは、日

本の底力を養う医療の一環を担っ

ているということを切に感じてい

ます。わたしたちの「健康保険一体

運動」は日本の未来を左右する運動

の一環であると思っています。日本の

未来に「幸」あれ！ 今年もよろしくお願いします。「写真の山 ダウラギリ（ネパール）」 

                             

 

新年あけましておめでとうございます   

北海道札幌市  じゅんらく整骨院 保坂憲作 

昨年は大変お世話になりました。じゅんらく整骨院の保坂と申します。鍼灸マッサージ師会には昨年

の 6 月からお世話になっております。今年はＡｃｕ-Ｚｏｎｅという治療法に出会い今まで治せなかっ

た患者様を治すことが出来た１年でした。また鍼灸の免許を取って 7年目ですが鍼のすごさ、面白さを
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感じられた一年でもありました。Ａｃｕ－Ｚｏｎｅとはまず督脈、任脈から圧痛点を探して行きます。

背部ですと膀胱 1 行線、2 行線と広げて行きます。その圧痛

点がある経絡の経穴を使います。 

すると根源となる痛みが取れます。腹診の圧痛が取れるこ

ともすごいです。ただ難しい点は取穴がずれると効果が出な

いことです。 

今年は取穴に重点を置いて治療にあたっておりました。 

来年もセミナーがありますので絶対参加します。他の先生

方もぜひ参加して頂きたいと思います。 

あと今年は一層柔道整復師の療養費が厳しくなり、慢性の後

期高齢者の患者様を鍼保険に移行が上手く出来ました。地域

柄同意を頂ける病院が多数あり本当に感謝しております。 

聞くところによると書いてくれない地域もあるみたいで、

患者様にも喜んで頂いています。来年の目標としてはもっと

もっと鍼を受けて頂きたいと思います。 

・ギックリ腰で歩くことがままならないのに帰りには歩ける 

・頭痛が酷くて脳神経外科に行って問題なしと言われて、薬を飲んでいて良くならないのが鍼治療で良

くなる・腰が痛くて腎の経穴を使って良くなるなど凄いことが出来ます。鍼の凄さをもっともっと知

ってほしいです。 

「来年は今年以上に患者様を治し、鍼をもっと認知もらう」また楽しい１年の始まりです！！！ 

末筆ながらますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

 

患者が選ぶ 

療養費支給要件を 
 

昨年の 11 月 20 日および引き続いて 12 月 27

日に、療養費の受領委任導入のための療養費検

討専門委員会が開催されました。 

この会議で公表された資料の「不正対策案」

は、問題の多い患者不在の療養費支給制限対策

です。会員の皆さんも、発表された資料にぜひ

目を通してください。 

とくに容認できない問題は、不正対策案の

「再同意の仕組みを見直す」の内容です。 

医師の再同意について「医師の再同意に当

たっては、医師が文書により、患者の状態や 

施術の内容、必要性等について確認し再同意

認することとする」とされています。 

施術の内容、必要性を確認するのは鍼灸師、

あん摩・マッサージ・指圧師であり、医師で

はありません。「あはき」法により，鍼灸治

療、あん摩・マッサージ・指圧治療を行う資

格を与えられている医療資格者です。 

「はり、きゅうの施術に係る療養費の取り扱

いに関する留意事項」の療養費支給対象には

「神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、

腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より

同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医

師による治療手段のないものとし療養費の支

給対象として差し支えないこと」との項目があ

ります。 

この内容は、厚生労働省通知、平成9年12月1

日保険発150号により明らかにされたものです。 

厚生労働省は通知を整理するとの理由によ
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り、通知平成16年10月1日保医発1001002により、

「はり、きゅうの施術に係る療養費の取り扱い

に関する留意事項」の療養費支給対象のなかに

同じ内容を移動し、厚生労働省通知保険発150

号を廃止としたものです。 

この通知の内容で明らかなように、はり、き

ゅう療養費は、神経痛など6疾患の病名により、

医師が同意書を提出すれば「医師の治療手段の

ないもの」として、療養費を支給する取り扱い

とし、患者に提出を求めています。 

6疾患の診断により「医師の治療手段のない

もの」として同意書を提出した医師に対し、再

同意にあたっては、医師の医療行為とは関係の

ない問題「施術の内容、必要性等について確

認し、再同意することとする。」というのは

おかしいでしょう。 

本来、施術の内容や必要性等については、

施術者が説明し、患者が判断するものです。 

このようなことが再同意の仕組みとされれ

ば「施術の内容についての疑問」とか「施術

の必要性についての疑問」などに対応する医

師の負担は大きくなり、再同意を避ける医師

が増えることは明らかです。 

施術の内容、必要性等の医師の判断という、

新しい問題を再同意に持ち込み、療養費支給

の制限につなげようとするものです。 

「医師の治療手段のないもの」という、国

民が理解困難な療養費支給要件が問題です。 

治療を選ぶのは、健康保険法により医療を受

ける権利を保障される国民です。 

療養費の支給について、どのような場合に、

どのような支給を請求できるのか、国民が理解、

納得のできる内容でなければならないのは当

然のことです。 

 疼痛緩和の治療としてはり・きゅう療

養費を支給するなど、国民が理解できる

支給要件へ厚生労働省通知の変更が求め

られます。 

健康保険において、患者が自らの意志で

必要な治療を選べるように健康保険第87条

の改正が求められます。（久下 勝通） 

 

            第 29 回千駄ヶ谷社教館まつり 

健康相談・マッサージ体験コーナー 

日時  2月 11日（日）９時～4時  

 

社教館まつりは、千駄ヶ谷社教館を利用する地域の文化的交流の場です。「ＮＰＯ医療を考える会」

として参加して 8回目になります。今年も参加者の皆様に、医療としてのマッサージの良さを知ってい

ただきたいと企画しましたので、施術者の方々にご協力をお願いたします。また、会員の皆様に健康相

談や署名活動を広める場としてご協力お願いします。 

昨年の 9月～月 1回和室をお借りして継続の要望に応えたいと今年の 1月まで「健康相談と体験マッ

サージ」を始めていますが参加者に利用していただくためには宣伝をする大事な場ともなります。 

時間は上記となっていますが午前中または午後など都合のつく時間で結構です。昼食はご用意いたしま

す。事前に参加可能な方は事務所までご連絡お願いします。 

（ＮＰＯ医療を考える会 事務局 山口充子） 
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講習会費：会員 1,000円  非会員 3,000円  

※別途テーピング費として 3,500 円         

      10:30～12:30 までは伝統手技療法部会を行います         

テーピング講習会元プロ野球球団スポーツトレーナーによる実技 

自分の経験から得た実践のテーピング（以下ＴＰと略）講習会を行います。ＴＰはアメリカンフ

ットボールで足関節捻挫を予防することから始まったと言われています。 

（日常生活やスポーツに於けるＴＰの目的）・けがの予防、保護のため・受傷時の応急処置・医

師・柔整師が施術する治療。 

ＴＰが有効か否かをチェックした上で的確に行えば、ＴＰは人々の日常生活をより快適にし、 

また、スポーツ時には不安を取り去り、パフォーマンスを十分に発揮させる事のできる奥深い技

術だと思います。講習会では、関節・筋肉（筋挫傷も含む）に触れてみたいと思います。 

共に学び患者さんに選ばれる施術家になりませんか。ご参加をお待ちしています。 

                              （小原洋一 講師） 

（※参加希望者は事務局まで、電話でお願い致します）（☎03-3299-5276） 

 

   開催日：H30年１月 28日（日）時間：13:30～16:30 

   場所：東京都内（参加者には別途ご案内します）  

 

  

 

 

核兵器禁止の願い  
              久下勝通 

昨年を振り返り、世界の人々の平和、核廃絶

への願いを感じたのが、7 月に国連において採

択された核兵器禁止条約です。 

被爆国日本国民の悲願ですが、核保有国が常

任理事国として、運営の絶大な権限を持つ現在

の国連では、何年の論議をしようとも核兵器禁

止条約ができることはないだろうと思ってい

ました。 

核兵器禁止条約を採択 

 ところが、2017年 7月 7日、ニューヨークの

国連本部で開かれている条約交渉会議におい

て、核兵器禁止条約が採択されたことを、東京

新聞の報道で目にして驚きました。 

核兵器は、国際人道法に違反する非人道的な

兵器として、核兵器の使用や開発、貯蔵や移転

などを幅広く禁止し、核兵器を廃棄する基本的

な道筋を定め、核被害者の権利を定めた条約で、

国連加盟国 193 カ国中、124 の国が出席し 122

カ国の賛成により採択されました。 

しかし、予想されたことですが、アメリカ、

ロシア、フランスなど核保有国や核保有国の同

盟国も交渉に参加しません。 

日本政府も条約制定交渉の開始を決めた国

連総会の決議で反対し、条約制定交渉に不参加

でした。 

核兵器禁止の実現には、核保有国の核兵器禁

止条約への参加がなければなりませんから、今

後の条約参加国の広がり、核兵器禁止の世界的

な世論の広がりにかかるわけです。 

ところが、この条約参加国の国連における署

http://www.asahi.com/topics/word/国連本部.html
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名手続きが 9 月 20 日より始まる中で、10 月 6

日ノルウェーノーベル賞委員会が、核兵器禁止

条約の採択に努力した国際非政府組織（ＮＧ

Ｏ）、核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）

にノーベル平和賞の授与を発表したのです。 

国際的な世論の広がり 

（ＮＧＯ）核兵器廃絶国際キャンペーンは平

和や軍縮、人権

などの問題に

取り組む、約

100 カ国の約

470団体で構成

されており、日

本からＮＧＯ

ピースボート

など 7 団体が

参加している

組織です。 

受賞の理由

について「核兵

器使用による

壊滅的な人道被害に警鐘を鳴らし、このような

兵器を禁じる条約成立に革新的努力をした」と

説明されています。 

さらに、11月 10日にはローマ法王庁の主催 

により、「核なき世界」への道筋を論議し展望

を示す国際シンポジュウムがバチカンで行わ

れました。 

このシンポジュウムにも、日本の被爆者団体

の代表が参加し発言しています。 

法王は謁見で「核兵器は見せかけの安全保障

を生み出すだけだ」と批判し、核保有国に廃絶

に向けた取り組みを促したことが報道されて

います。 

また、法王は、１９４５年の原爆投下後の長

崎で、死亡した弟を背負い、火葬場で順番を待

つ少年の写真のカードをつくり、カードの裏に

「これが戦争の生み出したもの」との言葉をそ

えて、配布し核廃絶を訴えていることが報道さ

れています。 

これから核保有国を巻き込んでいく、大きな 

国際的運動の取り組みが必要です。被爆国であ

りながら、核保有国と行動を共にする日本政府

の対応も変えていく世論が必要です。 

しかし、核兵器禁止条約ができて、核兵器禁

止への一歩を踏み出したのです。ヨーロッパの

核廃絶への世論の高まりは、核兵器禁止への可

能性を感じさせる状況です。 

 

「武道と医道」（2） 
神奈川 中野郁雄  

私は中学時代に柔道をやったが、自分には合

わないと、高校に入り空手に変えた。大学では

合氣道と鹿島神流の剣術を稽古した。 

師は、明治神宮武道場 至誠館初代館長で現

在は名誉館長 をされている田中茂穗先生で、

小生は不肖の弟子の為か、特別に可愛がって頂

いている。 

田中師は神道家の葦津珍彦先生に師事し、武

道においては鹿島神流第１８代宗家、国井善弥

先生や合気道の創始者、植芝盛平先生に指導を

受け２０代前半で師範となり、全国で初めての

大学合気道部を東京大学に創部した。 

師の武道観は「武士道の精神」であり、神聖

なものの為に一命を捧げる精神と、品格を重要

視している。現在「武道」と称するものは、か

つては「武芸」であり、平安時代から戦国期ま

では、戦闘者を「武者」と称していた。 

武者にとっては「名こそ惜しけれ」に表され

るように、命よりも名誉を重んじていた。それ

が「武士道精神」の根幹を成すものであり、ま

たそこには武士としての「品格」が問われてく

る。戦国時代を経て戦の無い平和な時代になり、

「武芸」は「武術」と、そして「武者」は「武



9 

 

士」へと呼称が変わり、その倫理・道徳規範と

して「武士道」が武士の生きる道の基盤として

定着するが、「武士は死を以って償う」という

間違った「死生観」が浸透してしまう。 

然しそれは戦国期の「命よりも名」が重きを

成していた事とは全く異質である。武士の本分

は「大事にあたっては一命を賭す覚悟を持つ」

という事である。 

戦が無ければ戦闘者としての武士は無用の

長物となってしまう為、武士が国家の中枢にい

る為には「常在死の日常」の印象や格式の意識

づけが必要であったとも考えられる。 

そもそも武道とは「武」の道であるから戦闘

の道である。戦闘には相手を倒すための技や術

が必要である。古代の闘争は相撲やレスリング

やボクシングのように、素手で相手と組み合っ

たり殴り合ったりしたが、戦闘における武器使

用は必然である。 

体術は武器を失った時の術であり、戦いに於

いて相手を倒すために様々な技を総合的に駆

使した。その後、柔道・空手・合気道など個別

に分化発展していった。先般ＷＢＣバンタム級

世界チャンピョンであった山中慎介選手が、１

３回連続防衛記録を前に初めての負けを喫し

た。後輩である彼の何回目かの防衛を祝う会の

挨拶で、私は彼のボクシングには「品格」があ

ると言う賛辞と共に、「憂きことのなおこの上

に積もれかし 限りある身の力試さん」という

熊沢蕃山の歌を贈った。 

ボクシングは極めて原始的かつシンプルな

格闘技である為、ともすればただの殴り合いに

なってしまう恐れがあり、それは野蛮な闘争で

ある。神聖なスポーツにする為には「品格」が

問われる。その品格ある試合は戦う選手から醸

し出されるものなのである。 

サッカーのロナウドやメッシにも品格を感

じるし、相撲では双葉山や大鵬に感じ、野球で

は王さんやイチロウ選手、松井選手にも感じる。

真言宗などにおいて命がけで千日回峰などの

荒行をして大阿闍梨になった僧が皆の前に現

れると、正しく後光が差して品格があり本当に

眩しく見えるそうである。 

しかしその大阿闍梨が野に下り堕落した生

活を送れば、瞬く間にその後光は消え品格のか

けらもない、ただの人になってしまうという話

を聞いたことがある。修行の厳しさと大切さと

継続の必要性を表している。 

武道では道場への出入りには必ず一礼をし、

試合に際しても始めと終わりに礼をする。日本

人のその精神が他のスポーツでも活かされ、サ

ッカーの試合で選手交代の時グランドに向か

って一礼をしている姿がある。これも試合場を

神聖なものとする武士道の精神であり、稽古や

修行を練習やトレーニングに置き換えたもの

である。 

プロジェリア（ハッチンソン・ギルフォー

ド・プロジェリア症候群）という病気がある。

遺伝子異常の早老症である。１年で普通の人の

１０倍も年をとってしまう。その病気の子が僅

か１２歳くらいなのに、同じ病気の子が重篤に

なった時、自分も動けない状態にも拘らず、親

を説得してその子の見舞いに行った。 

その時「人はどれだけ生きたかではなく、ど

のように生きたかが重要だ」と、荒い呼吸の中

で言ったのだ。思わず涙がこぼれ落ちたのを覚

えている。今もこれを書きながら目が潤む。自

分も苦しいのに、苦し

んでいる友達を元気

づけてやろうとした

その精神は、正に武士

道の精神に通じる。 

また、前述の鹿島神

流第１８代宗家、国井

善弥先生が、戦時中焼夷弾が雨と降る道を、達

人の気合いと剣の呼吸で焼夷弾をよけながら

進んで行ったとき、横を一目散に脱兎のごとく

駆け抜けていった婦人が居た。 

見れば背中に赤子を背負っている。ところが

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900123171.jpg


10 

 

全く不思議なことに、焼夷弾の方がその人をよ

けて落ちているようであったと述懐された。 

そして、「子供を守ろうとする母心には焼夷

弾も当らないのだと思ったよ」と。武士道の具

現者が語った「氣」についての逸話である。 

確かに私もかつて「氣」の存在を感じたこと

がある。私の友人の息子の奥さんが、スキルス

性の胃がんで余命いくばくもない状態で、体中

に痛みがあり藁をもつかむ思いで、人からいい

と聞くとすぐに治療に行ってみたが、ほとんど

効果なく逆に悪化させた。 

友人が相談してきたが、その当時私にはがん

の治療経験もなく、まして末期がんでは何もで

きないと断った。然し友人は気休めでもいいか

らと連れて来てしまった。 

友人とその息子の夫に支えられて来た姿は、

痩せ細っているのにお腹だけが妊婦のように

膨らんでいる状態で、やっとベッドに座ったが、

辛くて横になることさえ出来ない。 

暫く隣りに座りながら話をした後「横になれ

るかな」と身体を支えると案外楽に仰向けにな

れた。体中に痛みがある為治療の方法が見当た

らない私は、ただ時間をかけて腹部から下肢に

かけて両手をあてながら祈りを込めて氣を送

って行った。 

１時間も経っただろうか、友人と息子が「ど

う」と言って入ってきた。私ももうすることが

無いので「じゃあ立って見ようか」と言って抱

き起した時、奇跡が起きた。 

ひもで縛ってある緩め

のスウェットがストン

と落ちてしまった。腹

水がすっかり無くなっ

ており「何をしたの」

と聞かれたがただ擦っ

ただけだとしか言えなかった。 

その後すぐにトイレに行ったところ沢山の

小水が出たという。以後自宅に２回伺ったが、

何も喉を通らない状態なのに、治療後に味噌汁

が飲みたいと言った事に周囲は驚いたが、案の

定飲んだ後すぐに吐いてしまった。 

後日、みなとみらい「けいゆう病院」のナー

スステーション直結部屋に入院し、そこへも２

回治療に伺ったが、ナースが３人私の所へ来て、

「どのような治療をされてるのですか」と質問

された。 

治療後には普段余り出ない尿や便が良く出

るからだと言うのだが、はっきり言って私は何

も技術を駆使していない。ただ楽になって欲し

いとの一念で手を当てただけなのだが、それが

「氣」の効果だったのかは確信がない。 

結局彼女は間もなく３５年の短い人生を閉

じた。私は彼女に僅かな安らぎしか与えられな

かった。しかし誠心誠意、真心を込めて彼女の

快癒を念じて手当てをした心を、未熟ながら武

士道であり医道でもあると思っている。 

我々は日々医道に生きている。武道や仏道ほ

どの厳しい修行の必要はないかもしれないが

「命」や「死」と常に関わっている身として、

心がけなければならないことが、武士道や仏道

の修行の中にあるのではないか。 

先ずは患者の思いを共有しているだろうか。

その痛みを理解しているだろうか。疾患にばか

り気を取られていて、「患者自身を見つめてい

ない」という事は無いだろうか。毎日同じよう

な繰り返しでマンネリになってはいないだろ

うか。慢心はないだろうか。商売になってはい

ないだろうか。 

「才は沈才たるべし。勇は沈勇たるべし。 

孝は至孝たるべし。忠は至忠たるべし。」とい

う言葉がある。「才能があってもひけらかすこ

となく、勇気は内に秘め一朝有事の際に発揮し、

誠を以って孝行し、至高の精神で忠を尽くす」

という事である 

我々医道に生きる者も技術と精神を磨いて

修行を重ね、「品格ある医士」となるよう努め

たいものである。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0Ms5P7RWRAgAaiCU3uV7/SIG=11vogcg6q/EXP=1454739641/**https:/t.pimg.jp/002/156/489/1/2156489.jpg
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事務局通信投稿のお願い 
   事務局通信への投稿をお願い致します。 

事務局通信は、会の運動や事業をお知らせする場であるとともに、会員の交流、 

意見交換の場であり、活発な論議の場となる事を願っています。 

  医療や介護をはじめとし、暮らしをとりまく問題についてのみなさんのご意見を 

お寄せ下さい。投稿締切は毎月 10日です。 

投稿文字数の制限はありませんが、紙面構成の都合により、長い記事は分割しての 

掲載をお願いする場合がありますのでご承知おき下さい。 

                    事務局通信編集部 

 

 

 

 

 

 

会員各位 

         平成 30 年 1 月 18 日 

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 

         代表理事 高橋養藏  財政部長 松尾洋子 

       平成 30年度 年会費納入のお願い 
     厳しい寒さが続きますが、みなさまお元気にご活躍のことと思います。 

     今年度もあと二ヶ月余りとなり、平成 30年度分の会費納入のご案内を 

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

    会費 （平成 30年４月１日～平成 31年 3月 31 日分） 

      正会員  20,000円   団体会員  4,000円 

１． 口座振替の方（既にゆうちょ銀行にて自動払込利用の手続きをしている方） 

（口座振替日……3月 12日   通帳残高のご確認をお願いします） 

    ２ それ以外の方 

     同封のゆうちょ銀行の払込取扱票にて３月末日までにお振込み願いします。 

                                       財政事務担当  菅野 
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平成 30年 1月                平成 30年 2月 

1 月   

 

 

 

 

 1 木  

2 火 年始休暇 2 金  

3 水  3 土  

4 木  4 日 付属治療院開設委員会（13:30～15:30） 

5 金  5 月  

6 土  申請業務  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 火  申請業務 

7 日  7 水  

8 月 成人の日 8 木  

9 火  9 金  

10 水  10 土  

11 木 事務局通信投稿〆切 11 日 社教館祭り（9:00～16:00） 

12 金  12 月  

13 土  13 火 事務局通信投稿〆切 

14 日  14 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

15 月 事務局会議（13:00～14:00） 15 木  

16 火  16 金  

17 水 通信編集会議（10:30～11:30） 

社教館体験ﾏｯｻｰｼﾞ（13：00～15:00） 

17 土                

18 木 「国民の会」住之江鍼灸院 18 日  

19 金  19 月 事務局会議（13:00～14:00） 

20 土  20 火  

21 日 新年会（13:30～17:00） 

ﾎﾃﾙﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新宿 

21 水 「国民の会」住之江鍼灸院 

22 月  22 木  

23 火  23 金  

24 水  24 土  

25 木 実地指導（13:00～17:00） 25 日 医療を考える会理事会（10:30～12:30） 

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会（13:30～16:30） 

26 金  26 月  

27 土  27 火 支給明細などの発送 

28 日 伝統手技部会（10:30～12:30） 

伝統手技研修会（13:30～16:30） 

28 水 療養費の振り込み 

29 月 支給明細などの発送    

30 火     

31 水 療養費の振り込み    

 


