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       受領委任について       久下 勝通 

療養費の取り扱いについての厚生労働省通知が次々と出されています。通知の 1 つは療養費の受領委

任導入にあたっての厚生労働省の方針を明らかにした通知です。 

① 保発 0612 第 2 号、平成 30 年 6 月 12 日 「はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の 

施術に関する受領委任の取り扱いについて」。②保発 0612 第 3 号、平成 30 年 6 月 12 日「はり師、き

ゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係わる療養費審査委員会の設置基準について」。③保発 

0612 第 4 号、平成 30 年 6 月 12 日 「はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係わ

る療養費に関する指導および監査について」 

以上の 3 つの通達により、導入される受領委任について述べていますが、次のように言っています。 

「受領委任は、施術者と地方厚生（支）局長及び都道府県知事が受領委任の契約を締結すること

により、患者の施術料支払や療養費請求手続に係る負担が軽減され、保険者等への療養費請求手続

が明確化され、必要に応じて地方厚生（支）局及び都道府県から施術者や開設者に対して指導監督

が行われ、療養費の不正又は不当な請求への対応が行われることを目的とするものである。」 

療養費の支給は、健康保険においては例外的な場合であり、患者の請求により保険者が判断して

支払うものだという立場をとっていたのです。しかし、厚生労働省の予想を超える、療養費支給の

毎年の増加をみて、療養費支給を厳格に管理して抑え込もう、という対応に変わったのです。 

健康保険による治療を行おうとすれば、受領委任の契約の締結が必要です。契約では厚生労働省

通知にもとづく厳格な申請を求められ、提出書類は増えて驚くような煩雑な事務を求められます。 

そして、監査もあり、罰則もあります。 

しかも、療養費支給対象は「慢性病であって医師による適当な治療手段のないもの」という、不

合理な支給制限は変わらず、患者さんが自分の意思で必要とする治療を選べません。今後、患者さ

んとともに引き続き改善を求めていかなければなりません。 

しかし、受領委任についての通知は「受領委任の契約の締結は、施術者や開設者に対して、一定

のルールに基づく施術や療養費の請求等を行うことを求め、施術者等がこれを約束したことを認め

る行為であり、形式的には契約という形態をとっているが、受領委任の取扱いが認められた施術所

の施術者であることを行政として公に認める行為である。」とも述べています。 

行政が健康保険におけるはり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療を行う施術者として

認める受領委任の契約は、患者や医師など関係者の理解を得て、われわれの治療を普及するうえで

重要なことです。受領委任契約を締結し治療普及のために協力していきましょう。 
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受領委任等、療養費取り扱い変更事項の説明会報告 佐渡 智哉 

 
去る 6 月 23 日 18 時から千駄ヶ谷社教館において「不正対策・受領委任説明会」を開催いたしま

した。これは 5 月 24 日の厚労省からの施術料・往療料金の改定通知、6 月 12 日の受領委任制度の

導入の通知、6 月 20 日の不正対策関連通知と、続けざまに出された通知により今後大幅な変更と

なる制度について、説明と質問への回答を行うために開いたものです。 

 雨の降る中でしたが、39 名という会場いっぱいの参加となり、会員のみなさんの熱気と関心の

高さがうかがわれました。 

 説明はレジュメに従い、 

①6 月からすでに変更されている施術料・往療料金の改定 

②今年の 10 月から施行される不正対策関連の変更  

③7 月 2 日から 10 月 31 日までに行う必要がある受領委任契約の手続き 

④Ｈ31 年 1 月 1 日から受領委任制度が導入された後必要となること、という流れで行われました。 

そしてその後、疑問点についての質疑応答を行い、その場でお答えできないものについては厚労

省に確認をして、改めてお知らせするということになりました。また、会へも様々な要望が出さ

れました。当日の質疑応答の内容、厚労省への問い合わせの結果と会への要望は後ろに記載して

あります。 

①施術料、往療料金の変更について 

 6 月施術分から施術料の金額が変わったことと、往療料が２枠のみになったこと、申請ソフトは

すでにバージョンアップで対応されていることが説明されました。 

②不正対策関連 

 10 月施術分から同意書・診断書の書式が大きく変わること、施術報告書の作成、添付（同意書

添付の際はコピーを添付すること）が求められること、これに伴い申請書の様式も変わる事が説明

されました。 

 特に同意書については、両面記載の書式となることや、症状や往療理由の記載が詳細になること、

医師の診察日が加えられたこと、口頭同意はなくなり６か月毎（変形徒手矯正は１か月毎）に書式

での同意と施術報告が必要となることが説明されました。 

③受領委任契約の手続き 

 受領委任制度の導入に先立ち、各施術者は 7 月 2 日から 10 月 31 日までの間に地方厚生局と受

領委任契約を結ぶ必要があります。 

 そこで必要となる各書類や手続きと、会からの手続き支援について説明がありました。 

④受領委任制度導入後の対応 

 平成 31 年 1 月 1 日の受領委任制度導入後に必要となる対応について説明がありました。まず患

者さんについては無償での領収書の交付、申請書の写しの交付（希望があれば一部負担金明細書の

交付）、療養費についての患者さんへの説明等を行う必要があります。また、申請に関しては、申

請書の書式変更、往療内訳表・療養費支給申請総括票の添付が必要となります。 

 これらの変更に関わる厚労省通知については、会員のみなさまにお送りします。また、厚労省・

地方厚生局の HP にも詳細が記載されていますので、ぜひご一読下さい。 
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10月施術分から施行される同意関連Ｑ＆Ａ 

Q1：鍼灸やマッサージのみ施術において 9 月 30 日に現行の同意書を取得（または口頭同意をもら

った）した場合の取扱いはどうなるのか？ 

A1： 

  

Q2：同意を得る医師の条件として“当該疾病を現に診察している主治の医師とする”とあるが、

傷病名が整形の範疇であった場合、整形外科医に改めて掛かる必要に迫られるのか？内科医から

“腰痛症”で出された同意書は認められなくなるのか？ 

A2： 

 

 

 

Q3：同意書には新たに「診察日」の項目があるが、発行日と診察日が相違した場合の取扱いは？ 

A3： 

 

 

 

  

Q4：マッサージ診断書の書式には施術の種類や内容についての指示項目が無い。この診断書を使

用して申請した場合の取扱いはどうなるのか？ 

A4：  

 

Q5：同意書の新書式は両面印刷の形式だが、毎回両面印刷をする必要があるのか？また、会のソ

フト対応はどうなるのか？ 

A5： 

  

Q6：不要な同意書を医師が毎月発行してくるところがある。「施術報告書」は毎月出しているが、

この分の交付料請求は請求できるのか？ 

A6： 
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Q7：変形徒手矯正術においての同意書の条件は？ 

A7： 

  

Q8：同意書が病院独自の書式で発行されることがあるが、新書式の内容が反映されていないもの

が発行された場合、厚労省は指導するのか？ 

A8：  

 

 

Q9：「施術報告書」を自発的に毎月提出しているが、この分も「施術報告書交付料」として計上で

きるのか？ 

A9： 

  

Q10：施術者から医師に「施術報告書」を提出することになるが、医師はその保管義務・保管期間

が設定されているのか？破棄されてしまった場合、確認が困難になることがある。 

A10：  

 

Q11：6 月 21 日に出された「9 月までの申請書式」と「10 月以降の申請書式」には、保険者番号

の記入欄・自己負担額・申請額などの記載欄が無いが？ 

A11： 

 

 

 

 

 

 

 

  

31年 1月施術分から施行される受領委任に関して 

Q12：受領委任契約書はどの厚生局に提出するのか？ 

A12： 
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Q13：患者の居住地別に契約を結ぶ必要があるのか？ 

A13：  

Q14：契約は個人と厚生局・都道府県知事との間で行われるので、保険申請は全て個人で行わなく

てはいけなくなるのか？ 

A14： 

  

 

Q15：償還払いは無くなるのか？ 

A15： 

 

 

  

Q16：契約をしない場合はどうなるのか？ 

A16： 

  

 

Q17：「施術管理者」とは何か？ 

A17： 

  

Q18：鍼灸・マッサージ資格者を「鍼灸の施術管理者」とし、マッサージ資格者が「マッサージの

施術管理者」とすることは可能か？ 

A18： 

  

 

Q19：出張専門の施術者が他の治療院に勤務しており、そこで“施術管理者”になった場合、「勤

務形態確認票」は自分の契約時と勤務員の契約時、両方出す必要があるのか。 

A19： 

  

Q20：上記の条件の施術者。自分の仕事と勤務先での仕事は一日の中で時間帯が変更することがあ

る。この場合の「勤務形態確認票」の記載は？ 

A20： 
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Q21：自分は往療専門で、他の治療院にも勤務しているが“施術管理者”ではない。この場合も「勤

務形態確認票」を提出する必要があるのか？ 

A21： 

  

Q22：「勤務形態確認票」の記載だが、病院に勤務しており、かつ施術者として自分で仕事をして

いる場合は、病院も一つの勤務先として記入する必要があるのか？ 

A22：  

 

Q23：現在、神奈川県は他の自治体と扱いが異なる部分があるが、受領委任に移行した後はどうな

るのか？ 

A23： 

  

Q24：施術所の「標榜（診療）時間・曜日」を変更した時も変更届を出す必要があるのか？ 

A24： 

 

Q25：新たな添付用紙、「療養費支給申請総括表（Ⅰ）」は、保険者名を羅列するようになっている。

本来は「東京都後期高齢者医療広域連合」のように、一つの保険者に当てて申請書を提出するの

で、この記載はどう考えたらよいのか？ 

A25： 
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〈まとめ〉 

契約が締結されるということは、受領委任取扱い施術者（所）として公に認められるという意

味があります。今までは契約・協定を結ぶことができたのは柔整のみであり、「あはき」は認め

られてきませんでした。医療費ではなく療養費という扱いではありますが、医療として認められ

た、一歩前進と捉えることができるのです。医師が同意書を出さないという事態に当たったとし

ても、厚労省通知に従って契約を結んだ立場を打ち出し、正当な取り扱いを求めて医師・保険者

に申し入れていくことが肝心と考えます。返戻されないように前もって準備することも大事です

が、返戻されたら申し入れていく事が肝心です。 

 

あはき受領委任払いは国民に支持される制度にすべき 

平成 30 年 7 月 10 日 代表理事 清水一雄 

平成 31 年 1 月からの「あはき」受領委任払いに向けての厚労省通知が頻繁に出されていますの

で、しっかりと目を通す必要があります。代理受領から受領委任払いになるのですが、表向きは同

じように見えるので、何がどう変わるのか実感しづらい声が聞こえてきます。理解が届かないと思

わぬ不利益に繋がったりします。  

今迄は「あはき」の健康保険を取り扱うのに、患者請求の償還払いが原則であったために患者か

ら民法上の委任を受けて、保険者と契約もなしに代理受領を行ってきました。   

それ自体が不自然であり、民法を介しているので契約もなしで代理受領を一部の保険者を除いて

受け入れてくれたわけです。来年 1 月からそれが変わります。 

受領委任にするということは法律ではないが、国が「あはき」医療を健康保険で認めるというこ

とです。認めるということは、この度出されてきた申請書の施術証明欄に「上記のとおり施術を行

いその費用を領収しました。」とありますが、おかしいと思いませんか。 

「上記のとおり施術したことを証明する。」にすべきことで、なぜそうならないのか。 

出来るのにしない。しないからそれでいいのではなく不自然なことに疑問を感じることです。会

としては厚労省、療養費検討専門委員会に診断書を要望しています。同意書に代わる診断書ではな

く、鍼灸、マッサージの適応疾患が記された診断書が出されれば、療養費の支給対象にする要望で

す。    

この度の受領委任に対して厚労省から出されたものは国がすることだから問題は無いと思うの

ではなく、国民の為になっているのかの問題意識を持っていただきたいです。 

受領委任になるのは長年要望してきたことが実現するのですが、国民にとって身近で活用されな

ければ何の意味も為さないということです。健康保険制度に入って自由に選べないわけです。医師

の縛りを強めることにより医師の顔色を伺い、患者はこの上なく医師に気を使わなければならない。

誰のための医療なのか。 

医師に同意書を書いてもらえない理由として患者が医師からよく言われることは 

１．「あはき」を知らないので同意のやりようがない。 

２．医師会から同意をしないように言われている。 
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３．同意書を出して責任問題になると困る。 

４．整形外科疾患は整形外科で診て欲しい。 

５．整形外科では拒否が多い。 

何れも誤解と偏見と差別が先行し、それとも商売敵（しょうばいがたき）なのか、患者としては

憲法で保障されている生存権と健康権が尊重されないで行き場が無くならないようにならなけれ

ばならない。疑問を感じたら疑問の声を上げるべきです。一人の声は単に一人の声ではありません。 

 

 ほんとうに腹立たしい内容です 

厚労省通知を読みました。こんなふざけた内容はありません。 

患者の苦痛を改善するためにする医療に対して、こんな煩雑な事務作業や治療および往療に関す

る極めて陰湿な縛りを押し付けてくるとは、正しく受領委任と言う小さな餌を与えて、鍼灸マッサ

ージ業界の首を絞める目的と思われます。 

 今迄何もしないで今更こんなことを言える立場ではありませんが、ここに至るまでに様々な働き

かけや活動をされてこられたことと思いますが、それは結局蟷螂の斧で大きな力に押し切られてし

まうと言う結果ですね。 

 小生は気が短いので、個人的に様々な戦いをしてきた結果、らちが明かないので諦めて一旦閉院

した訳です。今細々とやっていますのは、見捨てられなかった重度の方やどうしてもと言って強引

に治療を依頼してこられた方のみです。 つまり保険診療に見切りをつけてしまったと言う訳です。 

 しかしこの通知を見て、これではいけないと思いました。 

小生は現在様々な役職についており、現状では実質的に活動は困難な状況ですが、国家資格を持

つ医業の中で、最もマイナーな扱いをされている事に、強い怒りを覚えますので、出来ることは 

協力させて頂きます。                      神奈川  中野 

 

サボテンの花 
今年はサボテンの

活動が活発です。 

温暖化の影響でし

ょうか。５～６年ぶりに

盛んに花を咲かせま

す。 

 ㋄に２りん、 

６月に３りん、 

７月に入りさらに

ふたつの花芽が育

っています。 
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生物生存の環境破壊が 

止まらない     久下勝通 

クジラを殺すプラスチックのゴミ  

6月 8日の東京新聞の記事に驚きました。 

5 月の末、タイ南部の海岸にコビレゴンドウ

という鯨の仲間が打ち上げられたのですが、鯨

のおなかには、袋など 8キロのプラスチックゴ

ミが見つかり衰弱死の原因となっていたので

す。 

また、2 月の末には、スペイン南部に流れ着

いたマッコウクジラの体からもプラスチック

ゴミ 30キロが検出されたというのです。 

「世界の海はプラスチックゴミに満ち、生態

系の乱れを加速させている。事態は深刻なので

ある。」と東京新聞は指摘していました。 

自分の家庭のごみをみていても、使い捨ての

袋や容器のプラスチック製品がすごい勢いで

増えていきます。 

東京新聞の指摘に驚き、国連環境計画(UNEP)

の最新情報見てさらに驚きました。プラスチッ

クが海洋の最深部まで汚染しているというの

です。「人間の活動の影響は海洋の最深部であ

る、陸上から深さ 1,000キロメートル以上にま

で及んでいる」 

「プラスチックによる汚染は、海の生態系に

とって最も深刻な脅威の 1 つとなりました。」

「いったん深海に入ると、プラスチックは何千

年もの間、存在し続けます。これを解決するた

めには、使い捨てプラスチックの生産を減らし、

プラスチック廃棄物を削減する以外にありま

せん。」 

サンゴ礁は海の生物の生息地 

さらに、海水の温暖化により減少を続けるサ

ンゴ礁に、壊滅的被害をあたえていると指摘し

て、プラスチック廃棄物を削減を訴えています。

「単に美しいというだけではなく、サンゴ礁は

呼吸をする生命体で、生態系として命に満ち溢

れています。」 

「サンゴ礁が占める面積は、世界の海洋表面

の 0.1%未満にすぎませんが、海の全ての生物の

25%に、それらが不可欠な生息地を提供してい

ます。」 

「そして、サイクロンや海面上昇から沿岸地

域のコミュニティを守る重要な役割も果たし

ており、2 億 7 千 5 百万の人々が食料や生活を

サンゴ礁に直接依存して生きています。」 

サンゴ礁の危機 

「しかし、今サンゴ礁は多くの地域で、脅威

にさらされています。私たちは、過去 30 年の

間に気候変動、過剰漁獲、そして陸上でのさま

ざまな活動に起因した海洋温暖化により、世界

のサンゴの 50％を失ってしまいました。」 

「今年のサイエンス誌に掲載されたアジア

太平洋地域の 159のサンゴ礁調査では、驚くべ

きことにサンゴに絡み合った 11 億 1,000 もの

プラスチック製品があるとの推定がなされま

した。この数字は、今後 7年間でさらに 40％増

加すると予測されています。」 

6月にカナダで開かれた主要７カ国首脳会議 

（Ｇ７サミット）でプラスチックゴミ削減が問

題になりました。 

海のプラごみを減らすため、産業界と協力し、 

２０３０年までにすべてのプラスチックを再

利用や回収可能なものにすることなどを目指

すとした「Ｇ７海洋プラスチック憲章」が承認

されたのです。 

無責任な日本政府 

しかし、プラスチックゴミの国民一人あたり

の排出量が、一番多いアメリカと 2 番目に多い

日本が、この「Ｇ７海洋プラスチック憲章」に
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署名をしなかったのです。 

レジ袋など海洋汚染の原因となる、使い捨て 

プラスチック製品の生産禁止や使用時に課金

するなど、すでに 67 ヶ国が規制を導入してい

るという状況です。 

人間の経済活動が巨大となり、環境との調和

を無視して生態系に障害を持ち込むという深

刻な問題です。経済活動の規制が必要であるの

は明らかです。 

経済大国のアメリカや日本の責任は重大で

す。「Ｇ７海洋プラスチック憲章」への署名を

拒否するというのは、理解できない異常な対応

です。

 

老いを楽しむ 中野郁雄 

人は誰でも年をとる。いや人だけではなく、

老化と寿命は生命体の宿命である。ただ、寿命

があるのは雌雄があるものに限られており、ウ

イルスや細菌には寿命は無い。 

つまり動物や植物の命は永遠ではなく何時

かは終焉を迎え、そこに至る過程が老化なのだ。

生命体の始めから終わりまでのプロセスを図

表で示すと放物線となる。 

図の左下のゼロが出生で、成長と共に右肩上

がりに伸びて行き、成人前後で頂点に達し、そ

の後右肩下がりに落ちて行き最後はゼロとな

り死を迎える。 

縦軸では出生と死は同じゼロであるが、横軸

の時間経過が加齢であり老化なので、老人と赤

ちゃんには大きな違いがある。男女差はあるが

放物線の頂点は 18 歳から 20 歳ごろであろう。 

横軸の長さは年齢を指すが、問題は放物線の

頂点からの下り曲線の角度である。つまり角度

が鋭角であるほど急激な老化だから、なるべく

緩やかな曲線であることが望ましい。 

その為にどうするかが健康と若さに関わっ

てくる。現在は栄養面や衛生面、また生活環境

の整備や精神的に過酷な環境が改善された国

や地域を中心として人間の寿命が延びており、

数十年前より 20 歳は若い

と言われている。 

我が国のみならず西欧

諸国などの先進国におい

ても同様にとらえられて 

 

おり、先般アメリカでは実年齢より 20 歳若

く見るようにすべきとの公式見解が出され、流

石に自由で柔軟な国であると感じたものであ

る。 

実際に私が幼いころの 60 歳はかなりの老人

であったが、現在最も元気な年代は 70 歳代で

あり、80 歳代がこれに次ぐとある新聞に出てい

た。何を基準にしているかは不明だが、確かに

我が国は長寿国となり、多くの人が病院に通い

ながらも元気で余生を謳歌している。 

昨年ご不幸があった方から年末に年賀状辞

退のハガキが 15 枚届いたが、亡くなられた人

の年齢が 90 歳以下の人はゼロであった。 

然も 100 歳を超えた人が 2 人いたのだ。 

昔お年寄りからよく聞いた「年は取りたくな

いね」と言う言葉は、現在でもよく聞かれるが、 

そう言いながらよく食べよくしゃべり、よくど

こかへ出かける。だがそれは女性に顕著で男性

の場合は少し様子が異なる。 

そもそも男女差はＸＹの性染色体によって

決まるとされているが、それだけではなく受精

卵が細胞分裂して行く過程の 7～8 週目くらい

に、テストステロンとミュラー管抑制物質が分

泌されて男になるのだ。 

単純に言うと女性は自然に女性になるが、男

性は自分が作る男性ホルモンで無理やり男に

なると言う訳だ。 

つまり原型はすべて女でホルモンの力を借

りて男になって行くのだ。 

だから「男はつらいよ」じゃないが、生まれ

る前から頑張っている為に、男は本質的な身体
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の強さは女性に劣る。 

筋力では圧倒的に強い男性だが、痛みや忍耐

力、持久力、そして生きることへの執念やした

たかさにおいて、女性には遥かに及ばない。 

それは子供を産み育てるために神が与えた

自然の力なのだろう。 

男はポキリと折れる木で、女はしなる竹であ

る。考えてみれば種の継承は自然界の哲理であ

るが、動物においては優秀なオスが少数いれば、

メスが沢山いれば優秀な遺伝子を継承できる

のだから、本当は無能なオスは不要なのだ。 

従って動物界においてはメスが中心である

ことを認識しなければならない。 

それにオスがどんなに一生懸命に求愛しても、

メスがその気にならなければ成立しないのが

動物界の摂理なのだから、やはり女が主導権を

持っているのだ。「男はつらいし女はつよい」

ってことか 

男女の性差はいろいろあるが、日常的な行

動でも大きな差がある。女は群れるし無駄話が

出来るし良く笑うが、男は基本的に群れないし

また話の内容にこだわり、つまらぬプライドな

ども持っているから余り笑わない。 

これが男女の平均寿命の差となって表れて

いるのだ。このことから

導き出される長寿のキ

ーワードは「自然体」で

ある。無理をしない、我

慢しない、背伸びも肩ひ

じも張らない。嫌なこと

はやらず、嫌いな人とは付き合わず、好きな事

をやって楽しく暮らす。 

だがここに最低のルールがある。人を傷つけ

たり不快にしないこと。そして何かのあるいは

誰かのお役に立つという意識を持っている事。

人の事を考えずに、ただ自分勝手に思い通り生

きるのではないのだ。 

人としての理性や良識の範疇で自由を謳歌

することが重要だし、自分の存在意義もまた生

きる糧となるはずである。 

幸せな人生は充実した老後にある事を銘肝

すべきである。さあ明日から鳥のように自由に

羽ばたこうではないか。

三陸鉄道うたごえの旅       西川 ミヨ 

3年ぶりの「三陸鉄道うたごえ列車の旅」に参加のため盛岡駅前ホテルに前泊した。「三陸鉄道

うたごえ列車の旅」は、午前 7時 30分集合、盛岡実行委員の受付を得て 75名がバスに乗車久慈駅

に向かいました。久慈駅から「三陸鉄道うたごえ列車の旅」出発進行、車中でうたごえを楽しく歌

い 12時過ぎ宮古駅到着。駅前で参加者全員で記念を撮影し、山田（田の浜コミュニティセンター）

に移動して、「被災地支援うたごえ喫茶」が午後 2

時からはじまりました。 

ここは 3度目の訪問で、地元の人々の酸化が増え

た事「うたごえの出前」を楽しみに待ち望んでいる

様子が手に取るように伝わってきました。 

小川さん、吉田さんの司会で進行、中西さんのア

コーデオン、田中さんのピアノで、地元の方々のリ

クエストで歌い、踊りました。やがて６つのグルー

プを作り、それぞれ円陣を組み交流が進むなかで時
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間はアッという間に過ぎていきました。 

 都ホテルの沢田屋に到着、夕食後の懇談会は楽しい交流となりました。盛岡実行委員会のフラダ

ンス、岸壁の母と水戸黄門の掛け合い、そして、黒田節の舞から南京たますだれと芸達者のだしも

のに感心感動しました。 

 翌日の 7 時 20 分にホテルを出発、遊覧船にのって宮古浄土ヶ浜を観賞、観光船に集まるカモメ

の餌付けを体験しました。未だ海の中から遺体があがらない犠牲者も残されており、「アメージン

ググレイス」「千の風になって」を献歌しました。 

 浄土ヶ浜から宮古マリンコープＤＯＲＡに移動し、イベントホールで被災地支援「うたごえ喫茶」

を開催、130名参加者で盛り上がりました。参加者か

ら「こんな年齢で参加しましたが楽しかったです。是

非、また参加したい」との感想も出されました。 

 岩泉鍾乳洞の見学では、平成 28年 8月 30日の台風

10 号による被災状況の説明を受け、復興後の工場を

見学し、町の復興に努力する現地の姿に触れることが

できました。 

 6時盛岡駅へ到着。ハードなスケジュールで疲れま

したが、道路整備はすすみ海岸には防潮堤建設が進ん

でいました。はじめて参加したとき目にした瓦礫の山や津波でえぐられた海岸を思うと、いろいろ

問題はあると思いますが、復興を感じた旅でした。 

 

 

《季節の疾病対策その 11》夏の口内炎 荒木文雄 

 暑い夏、高温で体力が弱り食欲も減退しているときに、よりによって口内炎になると、尚更、 

口中の痛みで食べられなくなります。口内炎は年中見られる疾患ですが、患者当人にとっては 

以外と辛い症状です。 

（症状）口腔粘膜の発赤、腫脹、黄白色で豆状の瘡を生じて、食物を食べると染みて痛む。 

（原因）過食による脾胃の積熱や虚弱体質で虚火上炎して発症する。その他には胃腸の 

不調や高カロリーの食物や薬の副作用等もある。 

（治療法）1 日 1 回、5 回治療 

  顔面部の患部外側疼痛部阿是穴に針瀉法して置鍼 20 分、その間に走行経路の井穴刺絡の 

2 点治療 

（主穴）合谷、労宮、地蒼、承槳、人中、太衝 

 ○イ 口内上部口内炎― 商陽（刺絡）顔面阿是穴に針瀉法 

    ○ロ  口内下部口内炎― 厲兌（刺絡）顔面阿是穴に針瀉法 

    ○ハ  舌部口内炎―少沢（刺絡）金津、玉液 

＊口内炎は食事を腹六分位にして一時的に低カロリー食にすると早く治る。また、治療後、 

蜂蜜やアロエの服用もよい。 
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在宅ケア研修会報告 

 「フレイル・サルコペニア」＆「ADL の評価-ＦＩＭ」 

鈴木淑惠 

 在宅部主催の研修会 18 年度第 1 回目が 6 月 17 日（日曜日）の午後

1:30～4:30 まで中野産業振興センターにて講師、恒例の井上美幸氏（理

学療法士）による「フレイル・サルコペニアのリハビリテーション」を

テーマに行われました。  

1) フレイルとは 

日本老年医学会が提唱している高齢者が筋力や活動が低下してい

る状態（虚弱）のことです。高齢者は、意図しない衰弱、筋力の低

下、活動性の低下、認知機能の低下、精神活動の低下など脆弱な状

態（中段階的な段階）を経る事が多い 

ことから、この概念が提唱されました。高齢者は加齢に伴って不可

逆的に老い衰えた状態になると理解されがちですが、フレイルの概

念によれば、適切な介入によって再び健常な状態に戻る可逆性がふくまれています。サル

コペニアもフレイルも、加齢に伴う機能低下を意味していますが、サルコペニアは、筋肉

減少を主体として、筋力、身体機能の低下を主要因としているのに対してフレイルは、移

動能力、筋力、バランス、運動処理能力、認知機能、栄養状態、持久力、日常生活の活動

性、疲労感など、非常に広い要素が含まれています。 

 ・フレイルの３要素 身体的な面・精神的な面・社会的な面・ 

2) フレイルの判定方法 1.体重が減少・2.歩行速度が低下・3.握力低下・4.疲れやすい・5.

身体の活動レベルが低下・これら 5 つのうち、3 つが当てはまるとフレイルとみなされる。 

3) 加齢に伴う運動機能低下 

フレイルの中でも比率の高いのは、筋力や歩行速度が衰える身体面のフレイル。「指輪っか

テスト」をすると、ふくらはぎを▽（指で）囲めない▽ちょうど囲める▽隙間ができる三

パターンに分かれますが、隙間ができてしまう人が危ない。筋肉が衰えている可能性がた

かいです。 

４）フレイルに対する運動介入  

  「ややキツイと感じるペースでの速歩き」とゆっくり歩き、を三分間ずつ交互に繰り返す

のです。ややキツイというのは、三分間歩いて息がはずむ程度速歩きは大股で、ゆっくり

歩きはいつもの歩幅で行うのがポイント。キツイ速歩の時は、体を大きく動かすため、筋

肉が激しく伸縮し、筋肉を構成するのです。信州大学院医学系研究科の能勢教授は、「イ

ンターバルウォーキング」を勧めています。   

１） サルコペニア 

・サルコペニアのメカニズム 

サルコペニアの原因は運動の低下や加齢だけではなく、何らかの病気を発症したり、栄養

不足に陥ることがありますので、筋肉量の維持、増進することが、サルコペニアの予防に
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つながります。そのためには、適度な運動と、適切なアミノ酸補給がポイントです。さら

に、ビタミンＤなどを補充すること で、筋力の維持につながります。 

2)  サアルコペニアの判定法 

1.筋肉量の低下 2.筋力の低下 3.身体力の低下 

3)  サルペニアと骨粗鬆・認知機能低下 

ロコモティブシンドローム・移動機能の低下（歩行障害）・生活動制限・社会参加活動制限

＝要介護の状態。 

4) サルコペニアと慢性病 

高齢者の場合は加齢や元々の体質、生活環境、生活習慣、慢性疾患など、復数の原因が絡

み合ってサルコペニアが起こっていることがほとんどで、老年症群のひとつとして捉えら

れています。   

5) サルコペニアに対する運動介入 

骨量を増加させる運動、ジャンプ、縄跳び瞬発力を高める運動が有効であるといわれてい

ます。高齢者の場合、安全性を考慮し全身の骨や筋肉を程よくうごかす「有酸素運動」が

効果てきです。具体的には、ウォーキングやジョギング水泳などがあります。 

６）サルコペニアに対する栄養介入 

  大豆製品、セロリ、ぶどう、野菜、チョコレート、魚中心、カカオ、ウコン 

  に含まれている、クルクミンがアルツハイマー病予防。                  

ADL の評価 ・FIM 評価表 

1) 日常生活活動度（Activities of daily living；ADL）とは、人が生活を送るために行う

活動の能力である。 

2) FIM (機能的自立度評価表)は、日常生活動作 (ADL)介助量を評価するための方法で、

運動項目と認知項目の計 18 項目を 7 段階で評価・採点する。 

今回も、貴重な体験や症例をご指導頂きありがとうございました。 

※アンケート  臨床に役立てたい、栄養面でのアプローチも大切、その他、好評でした。 

※講師の方や、ご協力して下さいました皆様方に感謝いたします。 

 有り難うございました。                  以上 

 

 

次回 在宅ケア部研修会 

講師:田中 勝先生 

日時：10 月 21 日（日）   13:30～16:30 

場所：中野区産業振興センター 
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生活保護の患者さんへの締め付けが厳しくなったことに一言 

相模原市 T 

町田市の特養 A にご入居されている O さん（95 歳女性）の施術を継続していた 3 月初めに施設の担

当者さんからお電話があり、実は 1 月 2X 日に O 様が生活保護になられたのをお伝えするのを忘れてい

たとのこと。後期高齢者保険から生活保護法による施術に変わるので市に継続可能か確認が必要な旨お

話すると、明日生活援護課に施術を継続できるか訊いてみるのでまたご連絡しますとのこと。（２月に

施術した分の後期高齢者の申請書は丁度師会に郵送したばかりだったので、すぐ事務局に電話して取り

止めてもらいました。（1 月分は近々返戻されるだろうとの通り、後に返戻される）） 

早速翌日に施設担当者さんから電話があり、市の担当者が本日不在のため明日の施術は見合わせて下

さいとのこと。でも代わりの市職員が調べて、以前も受けられていたので大丈夫だろうと言っていたと

のこと。（実は O さん 2 度目の生保認定で、依然都営団地に住んでいた時（独居）に生保になり、一旦

後期高齢者医療に戻られ入所されるも再び今回生保になられる） 

患者を無視した不当な要望 

一週間後、施設担当者さんから電話があり、市の担当者から往療料が高いので近くの業者に替えても

らうか、もしくは出来たら他の患者さんと併せて行ってもらい往療料を抑えてもらいたい。整形外科の

Dr.の同意をもらってほしい。近くの〇〇病院とかで、と言われたのこと。 

思いもよらぬ内容に戸惑うと同時に怒りがこみ上げてきました。施設の担当者さんにその内容の理不

尽さをお話しし、市の意向と施術者の立場の齟齬を分かってもらう。また市から何か連絡があったらご

連絡しますとのこと。 

待てども 4 月になっても何の連絡もなく要否意見書も送られてこず、施設の担当者さんに市の担当職

員の名前をお聞きするもはっきりわからないとのことで、直接交渉することに理解を頂き、単独訪庁す

る。 

地区担当の○○職員さんに状況説明し意見する。当施術所が遠い為、近くの施術者にしてほしいとい

う件について→患者さん本人の意向無視は酷い。人権尊重の軽視ではないか。患者さんの病状や精神状

態のことより、金額をいかに減らすかしか考えていないことが明白。 

整形外科医の同意がほしいという件について→同意して戴いている施設診療所の医師に失礼。その○

○病院は同意書を書かなくなった病院（以前、他の患者さんが途中で書いてもらえなくなって他の病院

の Dr.にお願いして何とか継続できた経緯もあり）で、整形外科医が同意書拒否の傾向があることを知

っての発言なら悪意があり、整形外科医に限定するのは、施術を始めさせない意図が窺えるし違法であ

る。 
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前回の生活保護下での施術より回数も少なくなっていることを挙げ、認めて頂くようお願いしました。

それでも認めて頂けないようであれば不本意ながらこちらも問題提起する意思があることを伝えまし

た。地区担当者は「本担当（医療担当）の者がいないので、私の一存では決められない」とのことでし

たが、前向きな検討をお願いしました。 

すると翌日、本担当者から電話があり、O さんのことかと思いきや、現在進行形で施術を行っている

別の特別養護老人ホームの M さん（84 歳女性）のことで、こちらも往療料が高いので都から是正する

内容が来るとのことで、近くの他の事業者に代えるよう施設の担当者に伝えるので、私にも予め言って

おきますとのこと。 

正に開いた口が塞がらない状態でしたが、O さんの件を訊くとやはり往療料が高いので、同じ施設内

で他の患者さんと併せて施術する等検討してほしいとのこと。また整形外科は O さんが以前に転倒があ

ったと聞いたので受診してマッサージの適応が可か聞いてほしいという意味で、整形外科医を限定して

の同意は違法であるとは知っているとのこと。2 月からの要否意見書を送るとのこと。 

翌々日に要否意見書書が送られてきたので、状態説明と施術の必要性を記し、翌日特養 A 診療所の

Dr.に同意を依頼。1 週間後に同意記入して頂いた要否意見書を受け取り、翌日市役所に提出。 

その後 1 週間以上連絡がなく、M さんが入所している特養 B の担当者さんから話があり、市の担当

者（地区担当）さんが医療班より加算分の 1 万数千円を自己負担するなら認可すると言ったそうです。 

障害をもった娘さんは、さすがにそれは厳しいと仰り諦めてしまわれたそうです。施設の担当者さん

は、きっと M さんは T 先生に続けてほしいと思っていると思うので、何か私に出来ることがあったら

言ってくださいとまで仰ってくださいました。涙が出る位嬉しかったです。 

一般の人でさえ保険で自己負担割に応じた分だけの支払いなのに、医療費の加算分を全部患者さんに

負わせようとするのは横暴じゃないでしょうか。患者 M さんは言葉を発することが出来ません、でも

感情を表情で表すことは出来ます。私たちは心の声を聴きながら、手を当てているのです。 

生活援護課責任者との話し合い実現 

あまりにも理不尽な状況になっていき、こちらの声も消されてしまうようではこの先が思いやられま

す。要否意見書に対する返答もなく進展がなかったので、同市在住で以前に同担当者と折衝を重ねてい

た清水先生に相談しました。やはり市の担当者たちと一度話し合いの場を設けた方がいいとのことで候

補の時間を幾つか決めて別れました。 

帰宅すると、遂に O さんの請求明細書が送られてきていました！ 

翌朝、早速記入した書類を持参して、生活援護課を訪れ本担当者とお会いし、施術の打ち切りや施術

者の変更などないよう要望し、意見を述べる場を設けて頂けるよう時間調整をお願いしました。（清水

先生のアドバイス通り、責任者の同席もお願いしました） 
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担当者は、どうなるか分からないが検討して連絡しますとのことでしたが、即日電話連絡を下さり時

間が決まり、係長が同席するとのことでした。 

５/２２の当日は、事務局の齋藤さんも駆けつけて下さり３人で訪庁し、生活援護課の担当者及び係長

と面談致しました。担当者からはマッサージだけでなく、遠方に通院している方の交通費も高いので近

くの医療機関に変えてもらっているとの話がありました。同じ検査や投薬は出来ても、あはきは直接体

に施術を行うものなので信頼に基づいたものでありその点の理解を求めました。 

また患者さんのことよりもそろばん勘定が優先の指針と思われるが、いったいどれだけの効果がある

のか医療費全体に係るあはきの割合など質問しました。往療料の加算分が多いというならいくらまでの

往療なら認めるのか明言されませんでしたが、それならそもそも登録許可を出しておいて遠いからダメ

というのはおかしな話です。 

しかし６月から療養費の改定があるとのことで、その改定案に基づき往療料が逓減されれば今まで市

側が言ってきたことも現実となるのでそのまま継続できるので今後の改定次第とのことでした（実際後

日厚労省から通達のあった改訂に則り、O さんＭさん共に往療料が減ったことにより従来よりも療養費

が少なくなったため現在のところ継続して施術に当たれています）。係長からはケースバイケースなの

で個々に事情を聴くが、制度に則って公平にやっていくとのこと。担当者からは時間がかかったことの

謝罪のお言葉もありました。 

清水先生のあはき業界の裏話に先方も聞き入ってしまわれていましたし、齋藤さんの患者さんの立場

からの意見も効果的で、担当者の方も自ら患者さんとしての感想も述べられ、あはきの有効性を引き出

してくださいました。 

お二人のおかげでこちらの要望もより理解して頂けたと思います。今後も理不尽な通達には声を上げ

ていきたいと思います。 

 

 

理事名簿の訂正について 

第 182号の事務局通信に掲載した理事名簿に以下の 2名が欠落していま 

した。お詫びをし訂正いたします。 

理事：村田 雅至  理事：清水 鏡晴 
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H30 年 7月                H30年 8 月 

 

※8月 13日～15日の間、事務局は夏季休暇になります。ご了承ください。 

1 日   1 水  

2 月  2 木  

3 火 申請書〆切   3 金 申請書〆切   

4 水  4 土  

5 木  5 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会（13:30～16:30） 

6 金 申請業務     6 月 申請業務 

7 土  7 火  

8 日  8 水  

9 月  9 木  

10 火  10 金  

11 水 事務局通信投稿〆切 11 土 山の日 

12 木  12 日  

13 金  13 月  

14 土  14 火 夏季休暇 

15 日 伝統手技研修会（13:30～16:30） 15 水  

16 月 海の日 16 木 事務局通信投稿〆切 

17 火  17 金  

18 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

NPO体験治療（13:30～15:30） 

18 土  

19 木  19 日  

20 金  20 月 事務局会議（13：00～14：00） 

21 土  21 火  

22 日  22 水 通信編集会議（10：30～11：30） 

23 月 事務局会議（13：00～14：00） 23 木  

24 火  24 金  

25 水  25 土  

26 木  26 日  

27 金 支給明細などの発送 27 月  

28 土  28 火 支給明細などの発送 

29 日  29 水  

30 月  30 木  

31 火 療養費の振り込み 31 金 療養費の振り込み 


