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健康保険法の改正をめざし総会を成功させ、更に運動を広めよう 

                 2018 年 4 月 10 日 代表理事 高橋 養藏 

社会保障審議会医療保険部会 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で、審議

されている内容は、政府が出している予算の自然増削減という目標に沿った方針で検討されているよう

です。平成 29 年 3 月 27 日に、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

会で出された文書において、受領委任制度導入を平成 30 年度中に実施するという方向は良かったので

すが、それと抱き合わせに出された不正対策の内容は、同意書の提出の条件を厳しくして「・・・当該

疾病について現に診察を受けている主治の医師とする」となっています。通知で指定された病名は整形

外科医の診察を受ける機会が多くなります。しかし整形外科学会や医師会は同意書を書かない方針のよ

うで患者が困っています。 

又、はり・きゅう療養費の支給対象を示す通知保発 32 号の内容も変更し、支給対象をあいまいにし

て、さらに療養費支給制限を強めることがもりこまれています。患者が増々受療しにくい内容の通知は

認めることは出来ません。 

 はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧を必要とし選ぶのは患者です。医師や、保険者が選ぶので

はありません。患者は、はじめ西洋医療の医師に受療し、なかなか思うように改善しないとき、周囲の

方やインターネットなどを利用し情報を集めて、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧治療などを選択

しています。患者が必要と考え受療しているのです。この時点で健康保険適用の権利が発生します。 

 33 年前に出された科学技術研究報告「東洋医学の科学的解明に関する調査成果報告書」の中で「社会

経済に対する貢献の状況及び可能性」の項目で「高齢化に伴う種々の愁訴、また、単調反復作業が多い

ため、身体より精神を使う仕事などに多発する機能的疾患に応用可能で、また、スポーツ医学、リハビ

リテーション等に本法を組み込むことをすれば、医療効果をさらに上昇させひいては医療費の節約につ

ながると考えられる」と答申しています。 

 厚生労働省はこの答申を真剣に検討し、患者が必要と考え、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指

圧を必要と希望する場合は、通知で利用を制限するのでなく利用しやすくすべきです。一般医療と同様

に保険証の提示で受診できるよう、健康保険法を改正すべきです。 

「同意書の添付はり・きゅう治療で医科との併給禁止」などの通知の廃止を求める運動、根本的な解

決のため健康保険法の改正を求める運動を患者、国民の力、「NPO 医療考える会」「健康保険ではり、

きゅう、マッサージを受ける国民の会」、施術者団体との連携、国会議員の協力を得て粘り強く展開し

ましょう。総会へ会員皆さんの積極的な参加をお願いします。 
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 療養費検討専門委員会において検討されている「あはき療養費不正対策案」について、2 月 19 日お

よび 2 月 25 日に行った検討会で出された意見に基づき、療養費検討専門委員会委員の方々および委員

会の厚生労働省事務局へ下記要望書を提出いたしました。   （事務局） 

 

社会保障審議会医療保険部会・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 

              様  

療養費支給改善についての要望書 
  平成 30年 3月 20日    一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 代表理事 高橋 養藏 

 この度、社会保険審議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

会にて、昨年より検討が行われております「療養費不正対策」につきまして、改善のためご尽力い

ただきたくお願いを申し上げます。 

平成 30年 3月 2日に行われました、第 19回あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費検討専

門委員会に「療養費不正対策」として療養費支給に関する重要な変更が厚生労働省より提起されま

した。この提案のなかに新たな療養費支給制限につながる問題があり、治療を選ぶ患者の権利にも

十分配慮が必要と考えて改善のお願いを申し上げる次第です。 

１ 同意書を求める医師は保険医とされている取り扱いの変更は行わないでください 

療養費不正対策案のなかの、２．医師の同意・再同意の（２）同意を行う医師について「同意、

再同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診察を受けて

いる主治の医師とする。」という変更が提起されています。 

 この変更は、保険医ならばどの医師の同意でもよかった同意を、不正対策では、同意を求める医

師は「当該疾病について現に診察を受けている主治の医師とする」という新しい制限が持ちこまれ

ています。 

問題は、あん摩マッサージ指圧療養費の支給対象が筋麻痺・関節拘縮等であるため、整形外科の

診察を受ける患者が多いのですが、多くの患者の方が整形外科の医師に同意書提出を拒否されてい

ます。整形外科学会あるいは各医師会として、‟同意書はださない方針″と言われて、あん摩マッ

サージ指圧療養費の支給を受けられない方が増えています。 

同意書の提出拒否の問題を放置したまま、同意は「主治の医師の同意」へという変更は、療養費

の支給を受けられない患者を作り出すことになります。患者自身が必要とする治療を受けられなく

なる重要な問題です。 

あん摩・マッサージ・指圧療養費の支給対象は筋麻痺・関節拘縮等であり、保険医ならばどの医

師でも診断できる病状であり「主治の医師の同意」への変更は必要がありません。 

また、国民は、居住地で「かかりつけ医」をきめて、総合病院などの診断はかかりつけ医の紹介

で受診する制度へ誘導されています。かかりつけ医師が内科であった場合に、同意書を提出しても

らえないようなやり方は疑問です。 

同意書の発行を求める医師は保険医ならばよい、という現在の手続きは変更しないようお願いい

たします。また、医師は同意書発行を求める患者の意思を尊重し、同意書発行に協力すべきことを

明らかにしていただくようお願いいたします。 
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２ 煩雑な手続きで、医師の同意を得られない患者を作り出すやり方はやめてください 

２．医師の同意・再同意のなかで、はり・きゅう療養費の支給対象について、「はり、きゅうの施

術に係る療養費は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の６疾病、及び６疾病以外

の疾病であって慢性的な疼痛を主症とし医師による適当な治療手段のないものが支給対象とされている。」として

います。 

そして「支給対象に当たるかどうかを保険者が判断するため、医師の同意、再同意は重要である」との理由か

ら、①医師の口頭同意を取りやめる、②再同意の場合も診察を義務付ける、③施術者に新たに提出させる施術報

告書により、施術の内容や患者の状態を医師に確認させる、などの手続きが提案されています。 

このようなやり方は、同意、再同意の手続きを煩雑にして、医師の負担は計り知れません。しかも、施術者が

提出することになる施術報告書は、西洋医学にもとづく医師の診断とは関係のない報告書です。 

 現在の取り扱いでは、医師により6疾患等と診断され、同意書が提出されていれば療養費の支給対象であり、 

提出がなければ支給対象でない取扱であり、保険者が判断に困るような問題はないと思います。同意、再同意の

手続きを煩雑にして、医師の同意を得られない患者を作り出すやり方はやめるようお願い致します。 

３ 神経痛、リウマチなど６疾病の場合は、はり・きゅう療養費の支給対象です 

 はり・きゅう療養費の支給対象を示す通知保発 32 号では、対象疾病について「慢性病であって、

医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾病に

ついては、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。なお、類症

疾病とは、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的疼痛を主

症とする疾患をいう。」とされています。 

 この通知保発 32 号では、医師による治療手段のないものは、神経痛、リウマチなどおよび類症

疾患の 6 疾病などの慢性的疼痛を主症とする疾病であって、療養費支給対象であることを明確にし

ています。「6 疾病および 6疾病以外の疾病であって慢性的な疼痛を主症とし医師による適当な治療手段のない

ものが支給対象とされている」というのは、保発 32 の示す支給対象をあいまいにして、さらに療養費支

給制限を強めるものです。 

神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性

的疼痛を主症とする疾患は療養費支給対象あることをはっきりさせて、医師が同意書提出に協力す

べきことを明らかにしていただきたくようお願いいたします。 

４ 患者が自分の意思で選べる療養費の支給へ改善を 

病院ではなかなか改善しにくいからだの不調の改善のため、はり・きゅう治療やマッサージ治療

を利用する患者の声は、療養費検討専門委員会ではまったく触れられていません。 

 高齢化の中で慢性疾患の改善や予防、老化にともなう多様な病状に対応するため、東洋医療の活

用へ国民の期待が強まりました。漢方薬、はり治療をはじめ東洋医療への関心がひろがり、あん摩

マッサージ指圧療養費、はり・きゅう療養費の支給は増加を続けてきたのです。 

医療を選ぶのは患者です。患者の人権を尊重し、はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ・指

圧療養費はどのような場合に支給されるのか明らかにして、医療を受ける患者が、患者の意思で選

べる療養費支給へ改善をお願いいたします。
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患者が選べる療養費支給へ改革を  久下 勝通  

患者を無視する療養費の削減 

受領委任制度を取り入れるための、療養費検討

専門委員会の論議は、新たな療養費の支給制限の

強化です。 

療養費の指導、管理の強化を目的に『受領委任』

制度を取り入れることを認めましが、受領委任を

取り入れるか、償還払いを取り入れるかは、保険

者の判断で決めるという保険者の判断優先の対

応です。 

このため、組合健保など患者の委任払いを認め

ない保険者は、償還払いを続けるとともに、償還

払いを拡大することに力をそそぐでしょう。 

療養費専門委員会の論議に患者の声は皆無

です。 

患者の権利を軽視し委任払いを拒否する保険

者が、受領委任に反対の意見を声高に繰り返すな

かで、はり・きゅう治療やマッサージ治療を利用

する患者の声はまったく触れられていません。療

養費の支給対象は、患者、国民には理解困難な「医

師の治療手段のないもの」また「医療上マッサー

ジを必要とする症例」という、厚生労働省通知

による制限が繰り返され、手続きを煩雑にして、

さらに療養費支給の規制を強める論議です。 

療養費の支給を希望する国民の声は何一つ

ふれられません。国が医療保障を進めるうえで大

切な患者の権利が忘れられています。 

患者の立場から、患者が理解できる療養費の支

給へ、患者が選べる療養費の支給へ、療養費支給

の改善について対案を示し、患者とともに行動す

る努力が求められていると思います。 

予防を重視 東洋医学の活用を 

高齢化がすすみ高齢者の健康はますます重要

な問題であり、高齢者の医療の充実を考えれば、

はり・きゅう治療やマッサージ治療の活用が不可

欠です。 

日本生活習慣病予防協会の発表によると、 

平成 26 年度の高血圧患者数は、1,010 万 800

人、平成 25 年度年間の医療費は、1 兆 8,890 億

円であり、糖尿病患者数は、950 万人、年間医療

費は、1 兆 2,076 億円、 さらに、心筋梗塞など

脳血管疾患患者数は、172 万 9,000 人、年間の医

療費は、1 兆 7,730 億円など、慢性疾患患者の増

加と医療費の増加が明らかにされています。 

このような高齢化社会の医療を考え、病気の予

防の重要性が指摘されています。 

東洋医学の西洋医学的な解明はこれからであり、

医師には理解でない医療です。しかし、漢方薬、

はり・きゅう治療、手技療法をもって対応する日

本の伝統医療は、千年、千五百年という歴史のな

かで試されてきた医療です。東洋医療は本来、身

体に備わった健康回復力、自然治癒力の強化によ

り病状の改善を図る医療です。 

政府の研究でも活用を示唆  

高橋代表理事が指摘をしていますが、政府がす 

でに 30年以上前に行った東洋医学研究の調査

において、東洋医学の活用が「高齢化に伴う

種々の愁訴」の改善などに効果があり、医療費

の節約につながる可能性を指摘しているので

す。 

生活習慣病といわれている慢性

疾患や高齢となり現れる多様な障

害などの改善のために、東洋医学の

積極的な活用が望まれます。 

法律によりはり・きゅう治療、あ

ん摩マッサージ指圧治療を行う医

療資格者を養成しながら、その医療

資格者を健康保険より排斥する医療行政が変わ

らないため、国民は健康保険により治療を受ける

ことができません。東洋医学の活用へ、まず、改

善がのぞまれるのが、はり・きゅう、あん摩マッ

サージ指圧の活用です。 
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療養費の支給は、健康保険 87条により行われ

ているのですが、「療養費」はどのような場合に、

どのような費用が支給されるのか、条文を読んで

もわかりません。 

87条は、療養費の支給は保険者が「療養の給付

等を行うことが困難であると認めるとき」または

「療養費の支給がやむを得ないものと認めると

き」とされています。 

はり・きゅう治療もあん摩・マッサージ・指圧

治療も、この意味不明の第 87条「療養費」に基

づき支給するというのが政府のやり方です。この

条文を根拠とした厚生労働省通知により療養費

が支給されているのです。 

健康保険法 87条の改正を  

87条は改正される前は健康保険法43条であり、

保険医のいない離島やへき地など、ごく特殊な事

情の下で療養の給付を受けることができないと

いう、例外的な場合に、療養の給付以外の対応に

療養費を給付する事を定めた条文です。 

 療養費でも健康保険法第 86条の「保険外併用

療養費」、第 88条の「訪問看護療養費」は、ど

のような場合に、どのような費用が支給されるの

か、条文で明らかにされており条文を読むと理解

できます。 

ごく特別な例外的な事情の場合

に適用する、療養費の支給の条文

を根拠にしたのは、はり・きゅう

治療、あん摩・マッサージ・指圧

治療の療養費の支給は、あくまで

も制度からの排除にこだわるやり

方です。もう改善しなければなら

ないと思います。 

医療を選ぶのは患者  

健康保険法は「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」として

おり、国民の大きな負担により運用されています。 

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。このもっとも重要な事が無視されてい

るのが療養費の支給です。 

患者には理解できる条文により、必要な場合患

者が選べる療養費の支給へ改善が求められます。

この改善は「健康保険証で鍼灸、マッサージ治療

を受けられる」という署名が求める健康保険制度

の改善につながり、国民の理解も得られると思い

ます。 

東洋医学の科学的解明に関する調査 

（昭和 60年度）成果報告書 

科学技術研究開発局 

２、「社会経済に対する貢献の状況及び可能性」

の項目では次のように述べています。 

 「鍼灸の一つの特性として、機能的疾患に対

するシステム的なアプローチがある。 

特にこれは本治療（ars boni et aequi 善に

して平衡をもたらす全体療法）と標治法にわか

れるが、前者のための独特の見方が存在し、そ

のため ①病因や疾患名のまだ判明しない愁

訴・疾患に対して試みても有効性が期待できる、

②半病状体・病気と健康の間にある人々にこれ

を操作し、正常化に向けることができる。 

③刺激量を節約し、取穴を簡素化できる。 

 このような点から考えると高齢化に伴う

種々の愁訴、また単調反復作業が多いため、身

体より精神を使う仕事などに多発する機能的

疾患に応用が可能で、またスポーツ医学、リハ

ビリテーション等に本法を組込むことをすれ

ば、医療効果をさらに上昇させ、ひいては医療

費の節約にもつながると考えられる。」  

（この研究に参加されていた方々は、厚生省国立

病院医療センター、東海大学医学部、山下九三夫

氏、北里研究所付属東洋医学総合研究所 間中喜

雄氏、東京大学医学部 大沢仲昭氏、財団法人東

京都老人総合研究所 佐藤照夫氏など多数の医

師が参加されています。） 
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健康保険法 87条を改正の要旨 

患者が理解でき、しかも医師にも理解が得や

すい内容とし、87 条改善の要旨を提案します。 

１）はり・きゅう治療療養費 

①疼痛を発症する疾患の治療としてはり・きゅう

治療を受けた場合は、はり・きゅう療養費を支給

する。 

②はり・きゅう療養費の支給をを受ける場合には、

疼痛を発症する疾患であるとの医師の診断書を

提出する。 

③医師は診断書の発行に協力する。 

④療養費の支給は受領委任払いを認める。 

２）あん摩マッサージ指圧治療療養費 

①麻痺や関節拘縮など身体機能改善のためあん

摩マッサージ指圧治療を受けた場合は、あん摩マ

ッサージ指圧療養費を支給する。 

②あん摩マッサージ指圧師の療養費の支給を受

ける場合には、身体機能の障害を示す医師の診断

書を提出する。 

③医師は診断書の発行に協力する。 

④療養費の支給は受療委任払いを認める。 

 

受領委任移行とあはき不正対策へ国民の対応策 
2018.4.8 学術部 荒木文雄  

社会保険審議会医療保険部会・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

において「療養費不正対策」なるものが検討さ

れているが、その概要は、受領委任移行と同時

に国民患者、施術師、医師など関係者にとって

大幅に後退、改悪された内容が検討されており、

愕然とした次第である。また、同時に不安と不

満を強く感じるものである。 

〔1〕不正対策に名を借りた制度改悪 

これは、正に受領委任移行

を餌にした改悪であり、国

民患者、関係者誰もが療養

費の取り扱いに嫌気を起こ

す改悪であり、拒否感をも

たらすものである。これが

厚生労働省の狙いではない

のかと思う。これでは、国民にとり何のため

の医療保険か、何のための厚生労働省か、改

めて考えさせられる事態である。 

 ⑵厚労省は裸の王様   

そもそも、世界に恥ずべき同意書制度と云う

愚劣な制度を国民に強要する厚労省は現代の

“裸の王様”であると云える。 

国際常識的に見ても異常なことであるし、又、

医療費の削減と同時に封建時代の臭気を感じ

させるものである。日本国民は王様は裸だと気

付いて主張する必要性がある。 

⑶同意書は廃止して診断書に一本化 

 愚劣な同意書制度と云う、国民の受療権、 

健康権、生存権を侵害、妨害、迫害している 

憲法違反の同意書制度は廃止して診断書に一

本化すべきである。 

それが毎月、健康保険料や介護保険料を支払

って義務を果たしている国民の権利である。義

務を果たした国民に権利（受療権）を保障する

のは国家の当然の義務である。 

それと同時に保険の不支給に悪用されてい

る 87 条を改善する必要がある。 

⑷権利は本来、勝ち取るもの  

権利と義務は表裏の関係であるが権利は 

闘って獲得しないと保持しにくいものである

と日本国民は現状認識をする必要があるだろ

う。権利は油断すれば後退する危険が常にある
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ものだ。与えられた権利は無くしやすい。 

⑸同意書制度の不当性について  

我々の先人の評したごとく“お寺参りをするの

に教会の牧師の同意を必要とする”との行為で

あり、正に理不尽で不公正な道理に反した制度

である。同意書制度は昭和 25 年に厚生省の局

長通達で開始された憲法違反で越権行為の制

度であり、長期間、日本国民を苦しめて来たが

これ迄日本国民が抗議の声を強く主張しなか

った為に存続してきたものである。 

今こそ日本国民は患者の受療権を主張すべ

きである。 

⑹東洋医学の活用を 

東洋医学の活用はWHOの認定通り世界の大

勢である。世界各国（独、仏、米、中、韓）は

東洋医学の鍼灸療法を有効活用しているのに

日本政府（厚労省）のみが悪名高き同意書制度

で六疾患のみと制限して国民患者に不利益と

損失を与え続けている。 

 これは医療費増加の抑制策として世界各国

が東洋医療を取り入れている現状に逆行する

ものである。 

⑺統合医療を目指せ 

国民患者の為に東西医療の枠を超えた統合

医療を目指すべき時である。 

 本来、全く別の医療体系である東西医療はそ

れぞれ長所、短所があり、相互補完する医療で

あるし病気、症状によって適、不適がある。そ

れを西洋医に対して東洋医を劣位として、同意

書で差別化することは不公正で理不尽なこと

である。 

国家権力の医療に対する不当な介入であり、

奈良時代から明治時代初頭迄100年位の日本の

医学史で初めての事であり世界史的に見ても

異常な事ではある。また、これによって現在迄

70 年以上、日本国民が受けた不利益、損失は計

り知れぬものがある。 

⑻ 国民患者が現在の療養費検討専門委員

会に望む事 

 古来、中国では匪賊の横行する所で山賊、 

馬賊、海賊、湖賊、他に役人であるが武官 

（軍人）が中央政府の目の届きにくい地方で略

奪、暴行の悪行を為したので官賊（官匪）と称

した、一方、文官（行政役人）で指示、通達、

制度、酷税、悪税、悪法で民を苦しめた文官を

法匪と称したと云う。今回の同意書制度をさら

に悪化させる振舞は正に現代日本に再来した

法匪と云えるだろう。 

⑼ 同意書制度に対しての患者側の本音と 

対応  

5年前当院、来院のH患者の話、当人は米国、

シカゴ在住 8年で現地では中国人の鍼灸師に当

時の価格で 1 万円の治療費を支払っていた。 

その年の夏、日本に一時帰国したが腰痛なの

で保険治療でやることにしたが、日本では同意

書がないと保険治療が出来ない現状を説明し

て、近くの西洋医の先生に同意書をもらって治

療した。 

翌年、又、来院したので同様に同意書を勧め

ると、きっぱりと「私はあの紙をもらうのはも

う嫌です。」と断言した。仕方なく、当院では

本人の支払い能力に応じた価格で対応したが、

改めて同意書制度の不公正、愚劣、理不尽、そ

れに耐える患者の屈辱感に対する拒否反応を

H 患者は素直に表現したのだ！ 

同時におとなしい日本人でも海外で生きて

行くにははっきり、おかしい事はおかしいと権

利主張しないと生きて行けないものだと感心

した次第である。 

⑽ 現在、日本では気功、整体、カイロ等

が野放しになっているのは何故かについて

ある患者の感想 

 当院、来院 M 患者の発言  

①政府（厚労省）は出来る丈、政府の金を使い

たくないのが本音。 
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②だから国家資格では 

ない上記の気功、整体、 

カイロ等に自費負担で 

やってもらえば医療費 

の節約になる。  

③万一、事故が発生しても当人の自己責任とな 

る。④職業選択の自由を理由にして取り締ま

りをしない。⑤結果として国家資格の東洋医

側（鍼、灸、按摩師）の力を弱める事が出来

る。（夷を以て、夷を制する政策）との本質を

ついた感想は頂門の一針であった。賢明な人

はやはり物事の本質、真理に気付いているも

のだ。 

  

こうした現状を打破するのは国民の権利の 

主張と実力行使しかない！ 

 国民は健康保険料、介護保険料等の支払いで 

義務を果たしているのだから当然の権利とし 

て受療権を確保する為に同意書制度の廃止と 

診断書への一本化、87 条の改善を強く主張する 

しかないのである。 

それが受容されない時は諸外国の様にデモ 

や健康保険料の不払い運動等の実力行使も検

討せざるを得ないだろう。そうすれば日本の

医療行政も改善して、真に国民患者の為の統

合医療への道が開けるであろう。  

日本国民は決断を迫られている。 

 

平成 29 年度 第 15回定期総会のご案内 

一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 

日時：平成 30 年 5 月 27 日（日） 

13：00～17：00 

会場：ホテルローズガーデン新宿（本館） 

（新宿区西新宿 8-1-3）TEL：03-3360-1533 

 

 

「療養費不正対策」により、療養費からはり・きゅう、

あん摩マッサージ指圧治療の排除がつよまります。 

必要な医療を患者が選べない健康保険について、療

養費の支給について改めて、しっかりと見直すべき時

です。 

会員のみなさまの総会へのご出席をお願いします。 

 

《結論》 
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歩き方を考える～歩き方を変えれば

人生が変わる～     加藤 勝彦 

前回、事務局通信第 176 号（12 月）「睡眠時無

呼吸症候群（SAS）と共に暮らす」を書かせてい

ただきました。そしてむすびに、「最悪の 10月を

脱した現在、改めて寝る、食べる、出す、動く、

精神の安定等の大事さを身にしみて感じます。70

歳代を生き抜く試練とも感じております」と記し

ました。 

その後、高齢の方々に元気の秘訣を伺うことが

できました。「そうだね、億劫がらずによく動く

ことだね」「寝込んだら駄目だよ、筋肉がなえて

起き上がれなくなってしまうよ。私は田舎に住ん

でいたから、良く歩いていた」とは、90代の先輩

の言葉でした。動くこととは、先ず歩くことだな

と思い、歩くよう心掛けるようになりました。 

 

１ どのくらい歩いているのか 

 では、歩くといっても日本人はどれくらい歩い

ているのでしょうか。歩数の基礎データがありま

した。厚生労働省が行っている国民健康・栄養調

査です。この中に歩数が入っています。最新の平

成 28（2016）年調査で、20～64 歳の平均値は、

１日当たり男性 7,779 歩、女性 6,776 歩でした。

意外と多いと思われるかもしれませんが、朝起き

てから寝るまでの総量です。 

歩数の計り方は次のように説明されています。

「歩数計を用いた 1日の身体活動量（歩数）の測

定は、歩数計を対象者に事前に配布して歩数測定

方法を説明し、これに従って測定後、被測定者に

1 日の身体活動量（歩数）と歩数計の装着状況を

記録させた」とありますので、かなり正確と思わ

れます。年代別にみると、20 代 8,583 歩、30 代

8,127 歩、40 代 7,800 歩、50 代 7,478 歩、60 代

6,721歩と徐々に減少し、70代以上では 5,338歩

となっています。10 年前と比較すると、40 代・

50 代が 500 歩弱、60 代が 700 歩減少し、70 代以

上が 200歩ほど増えています。都道府県別でみる

と、20～64歳の平均値で、男性は大阪府が１位で

8,762 歩、東京都が 4 位で 8,611 歩、神奈川県が

9 位で 8,056 歩、高知県が最下位で 5,647 歩とな

っています。女性では、1位神奈川県 7,795歩、5

位東京都 7,250歩、最下位高知県 5,840歩となっ

ています。 

 この歩数は平均寿命との関係も指摘されてい

ます。男性 1位が長野県から滋賀県に変わりまし

たが、長野県の担当者が内容を調べた結果、滋賀

県が 7,760歩、長野県が 7,148歩であり歩数の違

いも順位に影響しているとの結論に達したそう

です。 

 

2 1 日 8,000歩・20分の中強度の歩行 

 青栁幸利博士（東京都健康長寿医療センター研

究所運動科学研究室長）が故郷の群馬県中之条町

で、65歳以上の住民 5000人を対象に 10年以上に

わたり、24時間 365日の生活行動データを調査・

分析した研究成果をベースにしたウォーキング

理論が発表されています（注）。それによります

と、1日約 8000歩、うち速歩きなどの中強度の活

動時間が約 20 分の人は、それ以下の人と比べ、

高血圧や糖尿病の発症率が低いと報告されてい

ます。同様に、認知症やうつ病など様々な病気の

予防ラインが明らかになってきました。1 日約

8000 歩、速歩きなど中強度の運動 20 分程度が理

想というデータが導き出されました。１日１万歩

と決める必要はありません。「歩けば歩くほど

健康になる」と思って歩きすぎれば、免疫力

が低下し、病気になりやすくなるといいます。

「やりすぎは体に毒」なのです。犬の散歩や

スポーツクラブでの運動で疲れてしまい、そ

れ以外の時間にぐったりしていては、健康を

害してしまいます。だからといって、「足り
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なさすぎても体に毒」。あまりにも遅い歩き

や、足をずって歩くのも効果を期待できませ

ん。 

実際の測定は、参加者に身体活動計を携帯

してもらい、1 日 24 時間、365 日の身体活動

状況を計測しました。その結果として 1日約

8000 歩、うち速歩きなど中強度の運動時間を約

20 分程度行うことが理想的というデータが導き

出されたのでした。中強度の運動とは、なんとか

会話できる程度の早歩きと考えてよいようです。

また、歩数や運動の質以外にも、歩行の時間帯も

関係があるようです。体温の低い朝ではなく、最

も体温が上がる夕方に早歩きをすれば、血液のめ

ぐりもよくなります。このような歩行も、毎日必

ず 8,000歩、20分を行うのではなく、1か月なり、

1 年を通して実行できればよく、無理をしないこ

とが重要です。元気の秘訣を聞いた先輩も、決し

て無理をしてはいけないと言っていました。 

この歩数に関して、予防を期待できる病気が導

かれています（表 1）。この歩数と予防を期待で

きる病気の関係は、あくまでも目安であり、この

通り実行すれば病気にならないというものでは

ありません。 

 

表 1 歩数と予防を期待できる病気・病態 

予防を期待できる

病気 

歩数 うち中強度

の活動時間

（分） 

寝たきり 2,000  0 

うつ病 4,000  5 

心疾患、認知症、脳

卒中、 

要支援・要介護 

5,000  7.5 

動脈硬化、骨粗鬆

症。骨折、がん 

7,000 15  

筋減少症、体力の低

下 

7,500 17.5 

メタボリック症候

群（75 歳以上）、高

8,000 20 

血圧、糖尿病、脂質

異常症 

高血圧（正常高値血

圧）、高血糖 

9,000 25 

メタボリック症候

群（75歳未満） 

10,000 30 

肥満 12,000 40 

あくまでも目安であり、結果を保証するものでは

ありません 

皆さんに共通していることは、１日の内中強度

の活動ができている人は、病気になりにくく、や

り過ぎもよくなかったということでした。健康の

秘訣は、自分にとって適度な運動が、年間を通し

て行われていること。その基準は、1日 8,000歩・

中強度の運動 20 分が目安ということでした。な

お、この歩数には日常生活の歩数も含まれていま

す。1 日の家事一般による歩数は、2,000 歩前後

あります。中之条調査でも、身体活動計を装着す

ると、約 2,000 歩増えることが分かっています。 

なお、中之条町では、身体活動計を装着した人

と装着しない人では、国民健康保険の医療費が、

月額 1万円程度の差が生じたとのことでした。 

3. 私の場合は 

個人で記録を取るのは大変ですが、今では万歩

計をプレゼントする自治体が出てきました（例 

横浜市では送料 630 円負担）。私の場合は、携帯

電話の歩数計に過去 2年分のデータが記録されて

います。全国調査に比べれば、常にきちんと歩数

計を装着しているとはいえませんが、記録は取れ

ています。これによりますと、月平均で 5,000歩

を超したのは 4回だけでした。4,000台が 10回で

す。最も高いのは、意識して歩き始めた今年の 2

月、1 日当たり 6,575 歩になりました。それでも

8000歩には及びません。 

家での仕事、様々な生活上の用事をしているだ

けでは、2,000 歩程度です。積極的に外に出ない

と歩数は伸びません。なるべく出かけるようにし

ますし、散歩もするようになりました。外に出る

と人にも会いますし、気候の変化や地域の変化に
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も気づくようになりました。青柳氏の調査・研究

を評して、「歩き方を変えれば人生が変わる」と

メーカーの紹介記事を読み納得しました。確かに

生き方が変わる気がします。 

中強度の運動計測については、携帯電話に付随

しいている「いきいき歩行」を計算に入れました。

いきいき歩行とは、1分間に 60歩以上歩く、連続

3 分以上歩行した場合にカウントされます。ここ

3か月間の歩行実績は次の通りです（表 2）。 

表 2 直近 3か月の歩行実績 

 １ 日 当

た り 歩

数 

１日当たり

のいきいき

歩行時間 

１ 日 5000

歩以上・7.5

分以上のい

きいき歩行

日数 

17年 12月 3,822 10.3分 14 

18年 1月 5,233 18.1分 21 

18年 2月 6,575 20.1分 21 

確かに歩行実績は伸びていますが、8,000 歩、

20分以上にはとても及びません。しかし、現在の

私の生活状況等を考慮し、5,000 歩、7.5 分の中

強度の運動が適していると思います。心疾患、認

知症、脳卒中、要支援・要介護の予防にも効果が

期待されます。 

この歩行・よく動くことは、よく食べる、よく

寝ることとつながりがあると思います。先ずは無

理せず、続けていけたらと思っています。 

4. むすび 

青柳氏の統計・解析は、歩行と病気の関係が示唆

されました。このデータも参考に、東洋医学 

も駆使し病気になりにくい体質を目指したいと

思います。 

さて健康寿命は、日常生活に制限のない期間と

されています。この健康寿命、現在男性 71.19歳、

女性 74.21歳です。その後日常生活に制限が出て

きてからの生活は男性 9 年、女性 12 年になって

いますが、健康寿命を延伸し、制限のない日常生

活を送りたいものです。東洋医学もその一端を

日々担っています。 

何かのご参考になれば幸いです。 

 

（注）群馬県中之条町で 2000 年から実施した調

査。日頃の運動頻度や時間、生活自立度、睡眠時

間、食生活などに関するアンケート調査を実施。

この内 2,000人に対しては、詳細な血液検査や遺

伝子解析を行った。更にその内 500 人に対して、

身体活動計（歩数と速歩き時間を計測）を携帯し

てもらい、１日 24 時間、１年 365 日の身体活動

状況をモニターしてもらった。その 500人は統計

上も 5,000人の生活習慣パターンの縮図と考えら

れています。

格差社会が日本人の倫理観を低下させる 

松本 泰司 

『アリとキリギリス』と云う物語がある。アリは夏の暑い日、せっ

せと仕事をして寒い冬に食べ物に困らないよう蓄えに励みました。 

キリギリスは夏の間遊びほうけて冬になり、尾羽打ち枯らしてアリ

に食べ物を乞いました。アリはキリギリスに「自己責任です」と言っ

て玄関払いにしました。 

今の日本のアリは、夏の暑い中、汗水を垂らして働き老後の蓄えをしようと思ったが、低賃金であっ

たため貯えは殆ど出来ず、生活水準は冬のキリギリスと大差ありませんでした。 

大家にわずかに積み立てた年金も、もっともらしい理由をつけられ減らされました。そのうえで大家
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はアリに言いました。「一億総活躍社会になりました。身体が動くうちは楽をしようと思ってはいけま

せん。身体に鞭打って働くのが美しき日本人の姿です」。 

自助論という本が今も読まれています。これは旧いイギリスの書物です。内容を一言で言えば「天は

自ら助くるものを助く」と云う事をいろんな成功者を通して語っていくという成功物語です。自分が貧

しいのは自分の努力が足りなかったと云う、自己責任論をこれでもかと出してくれる本です。 

世の中を動かす主流は、財産を相続した 2 代目、3 代目で彼らは社会で確固たる地位を築いています。

高台から人生をスタートした人間がある程度努力するのと、低地からスタートする庶民の格差は自助だ

けでは決して埋まらない大きさになっています。自助努力が結果に結びつかなければ無力感が浸透し、

夢に向かって意欲的に働く人が減少することにつながります。 

自国の豊かさの誇りと云うのは、社会に広く行き渡ってこそ国民に実感されます。国は格差社会の不

満が充満していることを聞き及んではいても我が事に感じていません。政治家の殆どが高台から出発し

ているのですから。 

日本人の倫理道徳感の高さは世界に冠たるものです。それは東北大震災の時にも一切暴動が起きなか

った事からもわかります。国はその基盤に甘えています。但しその中にほころびが出てきたことも事実

です。原発事故で避難されて空家になった家に、盗みに入る人が多くいました。また金属の値段が高騰

したときは排水溝の蓋を盗んで売り飛ばしたり、引かれている電線が盗まれた事もあります。 

貧困と倫理意識の低下は相関しています。庶民は衣食足りて礼節を知ります。国が大事にしなければ

ならないのは声を上げずに勤勉に働く労働者です。国民の倫理の上に国が成り立っています。 

庶民の暮らしを第一に考えず、法人税は下げるが消費税を上げようという財務省主導の議論は国を弱

くしませんか。金持ちを優遇してもタックスヘイブンに金を持ち出されたら、したたり落ちるのは庶民

の汗と悔しさだけです。 

国は日本人の倫理意識を低下させない為に、企業を潤すのではなく、民を潤す政策を実施すべきです。

消費税を 10％にすれば経済のデフレ化をいっそう進め、国内消費を減らし、その結果企業の売上が減り

労働者の賃金が下がり続けていくことを真剣に考えなければなりません。 

森加計問題における国民の思いを集約すれば、現政権が民主主義の根幹を無視していることです。国

民の思いを選挙で選ばれた代表が反映するのではなく、首相が懇意にしている議員でもない一部の富裕

民間人の意向で政策が行われている事なのです。

特区構想・友達優遇・その上充分な議論をせずに

政策を通してしまう態度に怒っているのです。民

主主義の本質は意見を出し合う過程にあります。

進み方は遅くても少数意見も辛抱強く聞き、充分

な論議をすると云う、民主主義の基本を今一度考

えられては如何でしょうか。 

経済格差の拡大は国民の倫理意識を低下させ、

国のために動こうとする意欲を低下させます。 

国力とは国民各人の意識の総意です。現政権が

国を株式会社化していることを憂慮します。 
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          2018 年 第 1回  

在宅ケア部研修会のお知らせ 

フレイル、サルコペニアの 

リハビリＡＤＬの指標  

ＦＩＭの概要 

    講師 井上 美幸 先生 

     日時 2018 年 6月 17 日（日） 

13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 中野産業振興センター 3 階和室 

毎年好評をいただいております理学療法士の井上美幸先生の研修を今年も 

行います。今回は近年介護の分野でクローズアップされているフレイル、 

サルコペニアに対するリハビリと、リハビリの報告などに用いられる指標 

「FIM」について講義・実演いただきます。人気の講座のためお早めにお申し 

込みください。 

申し込み 一般社団法人 鍼灸マッサージ師会事務局 03-3299-5276  

締め切り 6月 4日（月）  参加費 会員 1000円  非会員 3000円 

  

 

 

 

東京都内 （参加者には別途ご連絡） 
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申請書ソフト  バージョンアップのご案内(R3.51)    
  現在御使用中のソフトは、Ｈ30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 

 

 

 

                                                          

リリース方法   いずれかの方法を選択してください。 

(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」を入れて送付しています。Ｈ26 年度版地図データも同梱します。 

(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。 

希望する場合は、事務局へご連絡ください。 

 

(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 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。 

 

 

 

◎ 使用期限をＨ31 年 5 月まで延長します。 

◎ 神奈川申請書 ハリの傷病名表示方法の改善 

◎ 往療明細表 出発地の緯度・経度がない場合の 

        施術所/前患家の距離判定 

◎ 管理表 神奈川国保連分の強調表示 

新バージョンは H30 年度会費納入済の会員が対象になります。 
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最近の返戻傾向というか、指摘される点を教え

て下さい。 

事務局からのお知らせ 

 

 

 

申請書締め切りは毎月３日です 

 

 

 

 

 

 

＊最近の返戻傾向 

    省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＊5月連休中の注意事項 

 4月 28 日（土）～30 日（日）、5月 3日～6 日（日）はゴールデンウィークとなり、お出

かけの方もいらっしゃると思います。会の申請業務体制は 1日から 10日まで通常通り行い

ますので、会からの問い合わせ連絡には対応していただきますよう、よろしくお願いいた

します。連絡が付かずに判断できかねるケースは、次月に回させていただくことがありま

すので、あらかじめご承知おきください。長期で海外に出かける等、すでに予定が決まっ

ている方はあらかじめお知らせいただけると助かります。 
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H30 年 4月                H30年 5 月 

 

1 日   1 火  

2 月  2 水  

3 火 申請書〆切 3 木 申請書〆切   憲法記念日 

4 水  4 金 みどりの日 

5 木  5 土 こどもの日 

6 金 申請業務 6 日 申請業務    振替休日 

7 土  7 月  

8 日  8 火  

9 月  9 水  

10 火 事務局通信投稿〆切 10 木  

11 水 通信編集会議（10：30～11：30） 11 金 事務局通信投稿〆切 

12 木  12 土  

13 金  13 日  

14 土  14 月 事務局会議（13：00～14：00） 

15 日 NPO 医療を考える会（10:30～12:30） 

理事会（13:30～16:30） 

15 火  

16 月 事務局会議（13：00～14：00） 16 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO 体験治療（13:30～15:30） 

17 火  17 木 NPO 体験治療（13:30～15:30）国民の会 

18 水 NPO体験治療（13:30～15:30） 18 金  

19 木 NPO 体験治療（13:30～15:30）国民の会 19 土  

20 金  20 日  

21 土  21 月  

22 日  22 火  

23 月  23 水  

24 火  24 木  

25 水  25 金  

26 木 支給明細などの発送 26 土  

27 金 療養費の振り込み 27 日 理事会（11:00～12:30）定期総会（13:00～

17:00）兵庫鍼灸師会総会（13:30～16:00） 

28 土  28 月  

29 日 会計監査（10:30～12:30）・付属治療

院開設委員会（13:30～15:30） 

昭和の日 

29 火 支給明細などの発送 

30 月 振替休日 30 水  

   31 木 療養費の振り込み 


