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稲田公園野外パーティー ボランティア治療にご参加を！ 

日時 2018年 11月 23日（金）勤労感謝の日 時間 10時～15時 

 昨年は雨天にて中止になりましたが今回は 5 回目の参加となり

ます。川崎市多摩地域の商店・文化団体・グループの交流会とな

っています。 

この交流会でマッサージ治療を体験していただき、鍼灸マッ

サージが保険で気軽に受けられるよう、制度改善の署名をお願

いしご協力をいただいています。治療について、健康保険の改

善について、理解を広げる大切な交流会です。みなさまのご協

力をお願いいたします。 

 

 

模

模擬店にはやきそば・つきたてのおもち・

焼き鳥他、様々な飲食が並び、昼食もここ

から早めに交代で購入し食べていただき

ます。 

又、安くて日用の衣類・小物などのバザ

ーも合間を見て楽しめます。ご都合のつく

方は奮ってご参加ください。お馴染みにな

った方もいるかと思いますが、日当と交通

費・昼食は「会」から支給いたします。 

午前中は 9 時～12 時 午後は 1 時～３時となります。1 日参加できる方も大いに期待しています。 

参加できる方は事務局まで申し込みをお願いします。（ＴＥＬ 03-3299-5276） 

 ＪＲ南武線稲田堤下車 10 分 

京王線京王稲田堤下車 15 分  雨天中止の場合 11 月 24 日に順延！ 

186 号 
0 平成 30年 10 月 18日

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

 

ココが会場です

す！ 

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp
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 10/1付け 厚労省より 

「疑義解釈資料」出される 
６月 20 日に出された厚労省通知の「10 月施術分からの同意書取扱い変更事項」の詳細が Q＆A

形式で発表されました。これは、6/20付通知から読み取れなかった部分に関しての全国からの問い

合わせに対し、一定の方針を打ち出したものと思われます。当会からの質問に回答がない項目もあ

るため、引き続き厚労省への問い合わせを継続し、結果は次号に再掲する予定です。 

今回の「疑義解釈資料」のポイントを何点か下記に記載しますので、「第２回説明会報告」と併

せてお読みください。 

「疑義解釈資料」は実務に関する内容が多いため、必ずご一読いただきたいと思います。入手方

法は、厚労省 HP より“療養費について”で検索→“療養費の取扱い（Q＆A）について”→最下段

のタイトルを開く、という手順でとなります。紙ベースでご希望の会員は、事務局までご請求くだ

さい。 

〈10/1付け「疑義解釈資料」のポイント〉 

①同意書の様式／新様式の項目が記載されていれば、医療機関独自の項目を設けても可。 

②同意書の裏面／両面印刷でなくても、「見開き印刷」または「裏面別紙で２枚仕立て」であっ

ても可。 

③同意書が旧様式での申請／10/1以降発行の同意書が旧様式であった場合は、一旦返戻されるの

で、発行日はそのままで、新書式にて再交付してもらう必要がある。 

④施術報告書の様式／厚労省の様式を“変更せずに使用することが望ましい”。（様式が異なり医

師に提供される情報に差異が生じることは適当でないので）とされている。 

⑤施術報告書に記入する施術月／「１０月以降の施術における状況等を記入し、同月中に交付し

た場合に交付料が支給されるので、９月以前の施術について記入する場合や９月以前に交付した場

合は支給されない。」とある。つまり 10月初旬に同意を得る場合は９月施術分の報告となってしま

うので、この回の報告書交付料は請求できないことになる。 

また、８月前半の同意を得た場合、10 月で同意が切れるため、10 月施術分の報告書を交付して

同意書を得た場合の交付料は請求できることになる。 

＊施術報告書は、同意が切れる最終月の報告をし、同意書を得るという手順になる。 

⑥施術報告書交付料の請求タイミング／例えば 4カ月ごとに発行される場合、最初の新様式同意

書発行から数えて６カ月に満たない場合の施術報告書交付料は支給されない。＊この件についての

詳細規定が今回の「疑義解釈資料」に掲載されていますので参考にして下さい。 

 

第２回 受領委任に係る説明会報告 

9 月 22 日、19:00 から千駄ヶ谷社教館にて、受領委任に関わる変更事項等の説明会が行われました。

参加者は事務局職員を含め 52 名に上りました。北川事務局長司会のもと、通知の説明及び質問への返

答は事務局の齋藤が中心になって進めていきました。内容は以下のレジュメ・Q＆A を参考にしてくだ
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さい。 

参加者の多さと質問の姿勢により、受領委任払い制度への移行が、各施術者に不安感と焦燥感を与え

ていることが雰囲気から察することが出来ました。質問内容は前回より具体的、かつ多岐にわたりまし

たが、とりわけ多かったのは同意書の取得と施術報告書に関わるものでした。 

1. 受領委任申出について（7/2～10/31） 

①申出書作成・提出のポイント  

＊法人の場合、開設者が施術管理者であっても「施術管理者選任等証明」が必要 

＊出張専門者が他の治療院で勤務している場合、「勤務形態確認票」が必要／勤務先にこれを提出

し、勤務先での申出の際に添付する 

＊勤務施術者が多い施術所は、各人が上記に当たるかを確認する 

＊施術所を開設している場合、他の治療院で勤務していても「勤務形態確認票」は不要 

＊免許の「交付者」は「厚労大臣」・「東京都知事」などの肩書のみ記入／「年月日」は「交付日」

を記入 

②会からの提出状況 

＊会員の８割強が申出書提出済み。何か齟齬があると、厚生局から直接問い合わせがきますので、

対応してください。「登録記号番号」が附番されるのは、来年１月に入ってからとのことです。 

＊勤務時間・曜日は急に予定が変わることがありますので、突発的な勤務の可能性については説明

を追記すると良いと考えます。 

2. 10 月からの同意書取扱いの変更について 

●注意！！今までの情報から変更！！ 

＊「施術報告書」の様式は厚労省の示した“様式を変更せずに使用することが望ましい” 

＊「施術報告書交付料」は、10 月施術分の内容であれば 10 月施術分の申請書にてコピー

を添付し、300 円の計上をする。同意書発行時に添付するものではない。 

 

①新ルールに切り替えるタイミング 

＊10 月に入り、今までの同意が切れた時点から切り替える 

例：鍼灸・マッサージのみの申請で 9/25 に口頭同意（同意書発行）→12 月末まで有効 

＊変形徒手矯正術の場合は毎月同意書添付の条件は変わらず 

〈新ルールとは〉 

②同意書様式変更 

＊鍼灸・マッサージともに両面印刷／裏面は厚労省から医師への連絡事項 

New：10/1 付け「疑義解釈資料」参照の事 

＊記入項目、鍼灸は大きく変わらず 

＊マッサージは症状、施術の部位と往療理由などの詳記を求めている。 

＊両者に共通するのは患者の「診察日」 
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③「診察日」挿入の目的＝厚労省が指導する手順から推察すると 

＊施術者が「施術報告書」を作成、医師に提出 

    ↓ 

＊医師はこれを読んだ上で患者を診察 

    ↓ 

＊同意書を発行する 

＊上記手順に基づけば、同意書の中の「診察日」は同意書「発行日」は同日ないし「発行日」が後

になる。逆転した場合は“無診察同意”とみなされる可能性あり。 

 

Q1：同意書の両面印刷は必須か？ 

A1： 

Q2：同意書は医師の手書きでの発行が必要なのか？ 

A2： 

Q3：病院独自の書式も多いが、10 月に入ってから発行された同意書が、厚労省が求める内容がカバー

されていない場合はどうしたらよいのか？厚労省指定書式でないと保険者から認められないのか？ 

A3：  

Q4：同意書に基本情報をあらかじめ入力しておき、医師に渡すことは可能か？ 

A4：  

Q5：新規同意書に「不詳」を選択できるようになっていないが？ 

A5： 

Q6：旧来の様式でもって９月後半に発行された場合の有効期限は？ 

A6：  

Q7：９月中に新様式で発行されても大丈夫か？ 

A7： 

Q8：施設入居の患者さん。医療管理をしている医師の往診は１カ月に２回だが、体調の変化が特にない

方の診察は行っていないとのこと。この場合、往診日と診察日が相違することになってしまうが、新

規同意書の中の「患者の診察日」についてはどう書いてもらえば良いのか？ 

A8：  

Q9：施設入居の患者さん。変形徒手矯正術を行っているため、毎月の同意書発行が必要だが、そのため

には事前に診察してもらう必要がある。往診している医師から“面倒なので対応できない”と言われ

てしまった。 

A9： 

 

  

Q10：患者の「診察日」と「同意書の発行日」の差はどの程度まで認められるのか？ 

A10：  

Q11：病院によっては２カ月に 1 通、４カ月、５カ月に１通発行するという仕組みが固定している所が

あり、施術報告書は毎回そのタイミングで出している。例えば４カ月ごとに同意書が発行されても「施

術報告書交付料」は請求できないというのが厚労省の通知。でも６カ月ごとに出ない場合、どうした
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ら良いのか。 

A11： 

  

Q12：いわゆる「主治医」の無い患者がいる。 

A12： 

  

Q13：内科医が「腰痛症」で鍼灸の同意書を出しているが、認められるか？ 

A13：  

 

④「施術報告書」 

＊コピーを２部／１部は施術所保管／もう１部は当該月の申請書に添付し、保険者に提出するとと

もに「施術報告書交付料」300 円を計上する。 

＊例：10 月分の「施術報告書」は 10 月施術分の申請書にコピーを添付し 300 円計上する。 

＊300 円を計上しなければコピー添付は不要／ただし医師への提出は必須 

＊施術報告書は個人情報。保険者には提出しないという考え方もある。 

 

Q14：「施術報告書」の提出は必須か？医師が不要といってくることがある。 

A14：  

Q15：施術報告書は厚労省が定める様式でないと不適になるのか？ 

A15： 

 

  

Q16：施術報告書は担当医に紙媒体でなくメールで送信してもいいのか？ 

A16：  

Q17：施術報告書は医院や診療所での保管は義務付けられているのか？ 

A17： 

 

Q18：施術報告書を作成してドクターに郵送するが、施術報告書交付料を請求しない場合は申請書に施

術報告書のコピーを添付しなくてもいいのか？ 

A18：  

Q19：変形徒手矯正術を請求する場合は毎月施術報告書を作成し、ドクターに送付して申請書にもコピ

ーを添付しなければならないのか？その場合毎月施術報告書交付料は請求出来るのか？ 

A19：  

Q20：「診断書」で申請した場合「施術報告書交付料」は請求できるのか？ 

A20： 

 

⑤「診断書」 

＊「診断書」の発行は拒否できないため、同意書を断られた場合に「診断書」で保険請求するとい

う方法がある。 
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＊厚労省の通知通りに保険申請しているのに、なぜ同意書を発行してもらえないのか、医師に問い

合わせることも必要。 

＊鍼灸については、同意書との差異が少ないので運用は可能。 

＊ただし、マッサージの場合は「施術部位の指定」と「往療の可否」記入欄がないため、保険者か

ら問い合わせがくる予想。また、半年後の再発行についても問題が現れる。 

 

Q21：同意書を書いてもらえない医療機関の場合、代わりに診断書を書いてもらうと、患者が診療所に

支払う文書料が高くなると思うがどうしたらいいか？ 

A21： 

  

Q22：療養費用ではなく、普通の診断書での請求は可能か？ 

A22：  

 

⑥同意を得る医師の規定 

＊「患者の当該疾病を現に診察している主治の医師」であること。 

＊10 月から申請書の書式が１部変更となります。往療料の下に１行「施術報告書交付料」が挿入

されますので、ご注意ください。 

 

Q23：初めて掛かった医者の場合、主治医と言えるのか？ 

A23：  

Q24：同意書に診療科がなく病院名のみであった場合、主治の医師かどうかわからないことがある

が？ 

A24：  

 

⑦申請書の様式変更 

＊往療料の下に１行「施術報告書交付料」が挿入される。会のソフト、最新バージョンは 3.55（3.54）。

これで９月施術分も作成できるが、「施術報告書交付料」は計上しないように。 

3.H31 年 1 月からの受領委任開始について 

Q25：受領委任になると現在の代理受領委任払い制度はどうなるのか？ 

A25：  

 

①患者さんに対して 

＊毎月の保険証の確認、年齢や転職、転居等による月半ばの保険切り替えの確認を 

＊自己負担割合変更／70 歳誕生日翌月 1 日（1 日生まれの場合は当該月から）から「前期高齢者」

になり、負担割合が変更になることが多い。保険証以外に「高齢受給者証」が送付され、そこに

新たな自己負担割合が掲載されている。確定申告を受け、8 月は自己負担割合が変わりやすいの

で要注意 

＊患者からは自己負担金のみ支払いを受ける 



7 

 

＊その際には、領収書を無償で発行する。求めがあればその都度「一部負担金明細書」を発行する

（新書式 案 1-1〈1 日分〉 案 1-2〈1月分〉）。 

＊療養費申請書を患者・家族に確認してもらってから捺印してもらう（施術者が代理で押印するこ 

とは不可）。 

＊その上で申請書のコピー又は「一部負担金明細書」を交付する（案 1-2〈1月分〉） 

 

Q26：認知症の方、家族のいない方に上記手続きができない状態の方がいる。施設では印鑑を持たせて

もらえない方もいる。上記手続きが不可能な場合、どうしたらよいか？ 

A26： 

 

  

 

②申請書作成について 

＊全ての申請書は「施術管理者名」で一括作成する 

＊今までの「免許番号」項目は無くなり、「登録記号番号」にて申請する 

＊「登録記号番号」は H31 年 1月に入ってから厚生局から連絡が来る予定 

＊受領委任申出書が受理されているかどうか事前に確認しておいた方が良い 

＊添付用紙（添付必須） 

 ＊往療内訳表（様式第 7号） 

 ＊療養費支給申請総括表（Ⅰ）（様式第８号） 

 ＊   〃      （Ⅱ）（様式第９号） 

 

Q27：添付用紙は会のソフトから出せるようになるのか？ 

A27： 

Q28：神奈川国保連に提出する申請書は、神奈川独自の添付用紙があるが、これらは全国的に統一され

るのか？  

A28： 

  

 

＊１月施術分からは、全ての申請書を「施術管理者」名にて作成することになります。今まで免許

番号が記入されていた欄に、新たに「登録記号番号」を記入してください。会のソフトはバージ

ョン 3.55（3.54）に上げた時点で「登録記号番号」の入力項目が増えていますが、これは１月施

術分から使用する内容ですので、年内は使用しないでください。 

 

 最後に代表理事 清水一雄から“各々の会員が質問を厚労省に投げかけ実態を知ってもらうよう

働きかけましょう”という呼びかけがありました。 

以上、参加者からの質問が続き 2 時間の説明会の時間では足りないくらいでした。仕事で忙しい中、参

加者して下さった会員・職員の皆様お疲れ様でした。 
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関係省庁連絡先 

10月以降の同意書取扱いについて 

1月からの受領委任申請について 

→厚労省 保険局医療課       

 03-5253-1111（内線 3276） 

１０月末までの受領委任申出について  

→関東信越厚生局東京事務所  

03-6692-5119 審査課 

 

療養費の削減の動きを止めよう 業務執行理事 高橋養藏 

９月２２日（土）に行われた説明会で、施設の患者さんが同意書を貰うのがこれまでより困難に

なるかもしれないとの発言がありました。 

又、資格のある施術者が何故、療養費の受領委任の取扱いに係る申出（施術所の申出）をしなけ

ればならないのか、資格のある者全員が取扱いが出来るようにするべきでないのか等、厚労省の処

置に納得できないことがあります。 

厚生労働省通知で行なっていることは、患者さんは、利用しにくく、施術者にも手続きを煩雑に

し保険取り扱いに嫌気がさすように仕向けているように見えます。 

発足した新内閣は、さっそく社会保障「改革」の具体化に動き出しています。 

国民には歓迎されない内容なのか「改革工程表」などの策定は、来年の統一地方選挙、参議院選

挙が終わってからのようですが、「医療、介護、年金の負担増、給付減」が検討されているようで

す。 

療養費の削減を、これ以上させないよう「国民の会」「NPO 医療を考える会」他団体とも協力し、

業務執行理事として運動を行ってゆきたいと思います。 

 

 

 

  受領委任制度導入に関する私見 神奈川 中野郁雄    

 

平成３１年１月からの受領委任制度導入に

より、同意書の取得を始めとして申請に関して

も多くの変更点や煩雑な事務作業が加わる。こ

れを喜ぶべきか、悲しむべきか、という事より

もどう対応して行くかを検討すべきであろう。 

【本制度導入の狙い】 

そもそも鍼灸マッサージ業界は、ずっと保険 



9 

 

診療の外に有った。保険を使って治療するに

は償還払いが基本であったが、民法上の委任契

約という手法で、代理受領委任にて治療を行っ

てきた経緯がある。この度、受領委任制度の中

で治療が行えることになったのは、保険制度の

中で、又業界として、そして患者様にとっても 

一歩前進と見える気はする。 

しかし、その代償として要求されている内容

を考えると、保険診療という制度で一歩前進さ

せて、実質的診療において後退させるという、

姑息にして陰湿な手法が見えてくる。 

【同意書発行の流れに疑問あり】 

そもそも償還払いの定義は極めて曖昧であ

るから、保険者の判断によるところが大きく、

逆に言えば柔軟な対応も可能であったと思わ

れる。 

しかし今回改正された内容では、再同意の際

に「施術報告書」が必要となり、主治医が患者

を診察した上で、施術報告書の内容と照らし合

わせて、問題が無ければ同意書を発行するとい

う流れとなる。 

これでは我々は医師の下請けではないか。鍼

灸マッサージ師としての独立性や誇りも尊厳

もない。何より本当の東洋医療の治療が出来な

くなる。何故ならば、医師が施術内容をどれだ

け理解するかという点で疑問がある。更に同意

書裏面の「交付についての留意点」の文章は難

解で、読む医師が面倒な気持ちや不快な思いに

させたりするに十分である。それは同意書発行

を困難にする格好の材料である。 

【治療継続の危機】  

そもそも「保険医による適当な治療法がない」

という理由で、鍼灸の６疾患、また医療上必要

とするマッサージの筋の拘縮や麻痺等、慢性若

しくは長期治療が必要な疾患に対して施術を

認めている訳で、治療法を持たない保険医が施

術内容を判断するという事は不自然である。 

慢性疾患となれば長期の治療は当然である

が、６か月ごとの医師による診察や施術報告書

の精査により、再同意書の発行が難しくなる可

能性は否定出来ない。 

慢性疾患は３歩進んで２歩下がり、２歩進ん

で１歩後退すると言った経過を辿るものであ

る。だからじっくりと腰を据えて焦らず急がず、

少しずつの改善を積み重ねて行く事が重要で

ある。 

或いは現状維持が最大の改善とみなさなけ

ればならない場合だってある。しかし、医師は

長期に治療しても目立った改善が見られない

場合、効果なしと判断される危険性がある。 

【降伏か籠城か、打って出るか、 

策を弄するか？】 

この状況に我々はどう対応して行くべき

か？とりあえず厚労省の言う通り、決められた

内容に従って必要書類を提出する事が重要だ

が、その中でも工夫して色々な挑戦をしてみる

べきだろう。 

ただ保険者や担当者によって、解釈や判断に

大きな差異があることを想定しておかなけれ

ばならない。しかし、唯々諾々と御上のお達し

に従っていては何も進歩しない。徐々に真綿で

首を絞められるように、少しずつ動きを制限さ

れ、終まいには雁字搦めの民間療法師に成り下

がってしまう恐れだってある。何かを試しにや

ってみることも必要な事と思う。その反応を確

認して次の手を打ち、駄目ならまた次の手を打

って見る。これは闘いである。患者という人質

を救済するための正義の闘いである。 
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受領委任への移行とともに療養費支給の締め

付けが始まりました。いろいろな理由をつけて

同意書を出さない医師や提出を打ち切る医師

が増える心配があります。 

煩雑な事務作業が細部まで規定されてい

るため、その通り行うのは困難という問題も

いろいろ指摘されています。 

患者さんが必要とする療養費の支給をま

もるために、鍼灸マッサージ師も新たな努力

が必要とされており、われわれも、問題解決

の経験を十分交流して、問題解決の能力を高

めていくことが重要と思います。 

また、具体的な問題解決の努力とともに、

健康保険制度からの東洋医療の排除という、

政府の医療政策の誤りを明確に指摘し、制度

の改善について国民の理解を得る努力が必

要と思います。 

多くの方が指摘されているように、本来、

鍼灸師、あん摩マッサージ師の治療は、健康

保険法の療養の給付として、国民が必要な場

合は選ぶことができる医療でなければなら

ないのです。 

国民の要望により、あん摩マツサージ指圧

師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和

二十二年十二月二十日法律第二百十七号）が

成立し、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業とする新しい医

療資格者を認めました。 

法律が認めた医療資格者の治療は、健康保

険法により国民に提供するのが当然です。 

 

ところが政府はこれを認めず、厚生労働省

通知により鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師

を「医業類似行為」を行う者だとしています。

法律を無視する政府の見解により、健康保険

制度から排除しているのです。 

鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師を療養の

給付として認めないだけでなく、療養費の支

給としても基本的には認めていないのです。  

このため、厚生労働省通知による療養費の

支給は「医師による適当な治療手段のないも

のであり」しかも医師が同意をした場合とい

う、まったく不合理な支給の制限を続けてい

るのです。 

  明治政府以来、自国の伝統医療、東洋医療

を非科学的として医療制度から排斥した医 

療行政の基本が現代も変わっていないのです。

しかし、これは、憲法が保障する人権の軽 

視、患者の医療選択の権利の否定あり、法律に 

より医療資格を与えられた者への差別です。 

われわれがきちんと声を上げ、国民の理解を 

得る努力により、改善しなければならないし、

必ず改善できる問題です。 

 鍼灸マッサージ治療を患者が選べる療養の 

給付へ、鍼灸マッサージ治療を患者が選べる療 

養費の支給へ、われわれの要望を明らかにして 

制度改善の声を広げましょう。 

要望書により、われわれの見解をはっきり示 

して、患者そして議員や医療関係者などの理解

を広げ、世論の理解を広げるために是非必要と

考えます。 

 

 

患者が選べる療養費の支給へ声を上げよう 
                   受領委任導入後の対策  久下 勝通 
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厚生労働省の角を矯めて牛を殺す政策に対しての対策 

我々の当面の課題     2018、9、16 荒木 文雄 

 

１、 不正防止対策の美名の下に厚労省が強行する更なる、同意書制度の改悪 

再同意、経過報告書の義務化に如何に対応するか！事は我々の存亡に関わる 

事である。 

委任払いに移行したのはよいが、却ってやりづらくなったというのが我々の現状である。患

者はますます健康保険による、はり・きゅう治療、あん摩・マッサージ・指圧治療の利用が

困難となる。 

２、 最近、多くの企業の保険組合が、傘下の組合員の患者に今回の厚労省政策に悪乗りして、委

任払いから償還払いに移行している不当な現実が多発して、患者が治療を断念する人が続出

している。 

３、 業界の団結、連帯、連絡組織が必要である。上記のように危機的状況下にあっても残念なが

ら団結一丸として闘うことができないこの業界の現状を打破しなければならない。 

４、 国民、患者と共闘して不当、愚劣な同意書を廃止して診断書に 1 本化すべきである。 

５、 87 条を改正して、患者の権利を回復する必要性がある。（恣意的不支給防止） 

６、 上記目標達成のためにも組織強化が必要で今季の業務執行理事体制は活動強化のために必

要な事である。力の限りの協力を決意表明としたい。 

 

厚生労働省との交渉報告        報告者 清水一雄 

（全国中小業者団体連絡会として「あはき」療養費の支給問題の交渉） 

日時：平成 30 年 9 月 21 日（金）13 時 45 分～17 時 場所：衆議院第二議員会館 １F 多目的会議室 

備考：各地からの質問者代表 22 名で質問時間 1 人に 7 分程度、西宮民主商工会所属の藤岡理事長が「あ

はき」の交渉を行う。 

出席：協同組合兵庫県保険鍼灸師会 理事長 藤岡東洋雄 

   一般社団法人鍼灸マッサージ師会 代表理事 清水一雄 相談役 高橋養藏  

厚生労働省：保険局医療課  

１．厚労省「あはき」交渉 

【藤岡質問１】①法律に基づいて「あはき」をやってほしい。②東洋医療にも療養の給付をしていただ

きたい。③病院では法律通り 1 割とか 3 割とかやっているが、「あはき」は償還払いでやってきた。 

1 月からは受領委任払いの手続きが始まり、現在申し込み手続きを行っているが、医師の同意書を 

廃止すべきではないか。 

【厚労省見解１】 医師の同意書は必要でありその理由は 

① マッサージの場合 理学療法に基づいて医師に代わって自宅でマッサージを行うことが出来る 

のがあん摩マッサージ指圧師であり、医師に代わるので医師の同意書が必要です。 

② はり・きゅうの場合 医師の医療手段が無いものが対象で 6 疾患等に限り、医師との連携が 
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必要であるので同意書が必要です。 

【藤岡質問２】平成 30 年 10 月以降６カ月毎に同意書をとらなければならないがその根拠は？ 

【厚労省見解２】健康保険法では療養の給付が原則であり、医師の同意書必要の理由を繰り返すのみ。 

【藤岡質問３】健康保険法第 87 条にははり・きゅうについて医療手段が無いとは書いていない。 

法の執行の誤りではないか？また、医師の同意や併給を認めないとは何処にも書いていない。 

【厚労省見解３】 

医師の同意書必要の理由を繰り返し、はり・きゅうは病院、診療所で投薬治療の改善が求められない

もので、医科と同時にやらない為に医師の同意が必要です。 

【藤岡見解】法律に無いことを厚労省がやっている。そのようなことをやっているから患者が自由に 

受けられない。 

２．会場の外で厚労省と質疑応答 

（質疑１）「あはき」法第 1 条において医師以外のもので「あはき」の資格者が医業として出来るよう

になっており、医師の指示を得て行うものではありません。医学部での医療カリキュラムに「あはき」

が無く、「あはき」を知らなくても医師は「あはき」が出来る。理解していない医師が何を同意すると

いうのか。そこまでするのであれば、「あはき」を医学部の医療カリキュラムに入れるべきです。 

（厚労省） そうですが・・・・。 

（質疑２） 患者が一番困っているのは同意書取得であるのに、来年 1 月からの受領委任は素晴らしい

が、同意書及び事務処理が煩雑過ぎる。医師は同意書について解らないから同意できない。医師会等で

書くなと言われて書かない。院内にて同意書を発行しない張り紙をしているところがあり、経済界では 

独禁法に触れる問題です。 

（厚労省） 

①意書は患者にとって大変であることは理解しています。②同意書は医師との連携を図るためであり、

医師、患者、施術者が連携し合い信頼関係が出来るようにしたい。医師の指示のもとにとは考えていな

い。同意書は「あはき」師を守る為のものであり、柔整は同意書が無いために叩かれる対象になり大変

である。 ③医師会に対しては同意書の協力を通知するようにします。 

（質疑３）償還払いは法律用語ではない。鍼灸と医科とで併給出来ないのは、患者にとって健康上の不

利益が多大である。 

（厚労省） 

医師の医療手段が無いものが対象で 6 疾患等に限り、医師との連携が必要であるので同意書を必要と

している。薬も副作用について改善していきたい。「あはき」はエビデンスが明確でない。 

（質疑４） エビデンスは患者に聞けばいいです。 

（厚労省）  それはそうです。 

（質疑５） 

①マッサージの同意書は指示書形態になっておりフォーマットが問題 

 ②あん摩マッサージ指圧師は痛みなど症状があるところのみ治療するのではなく、身体全体を診て行

う医療で、いちいち医師が部位を指定するものではない。 

（厚労省） 

 ①医師に代わって自宅でマッサージを行うことが出来るのがあん摩マッサージ指圧師であり、医師に

代わるので医師の同意書が必要です。 
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②「あはき」は業団として一つにまとまり、業界としての見解を出していただきたいです。公益社団

４団体との連携はあるのですか。 

（応答と質疑６） 

①患者のための活動であれば一致できる。 

②東京都後期高齢者医療広域連合アンケート説明会が 8 月 20 日にあり、患者の実態に沿ったアンケ

ート内容ではなく、患者は何を求めているかの内容にして欲しい要望をしました。 

 ③受領委任での療養費支給申請書の施術証明欄で、施術したことを領収しましたでは償還払いの表現

であり、受領委任である限りは施術したことを証明したではありませんか。 

（厚労省） 

① 施術証明欄の文言は検討しま

す。 

② 今回の方式でやってみて修正 

すべきことは修正していきたい。 

 決してこれが最終決定ではない。  

③  今後とも改善していくため

にも話し合っていきたいです。 
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    業務執行理事就任にあたって   佐渡智哉 
この度、業務執行理事に任命されました佐渡（さわたり）智哉です。 

現在は主な活動として、清水代表理事の下、北川事務局長とともに事務局の業務円 

滑化に取り組んでいます。 

事務局の仕事は毎月の申請作業や保険者・厚生労働省への対応、事務局通信の作成 

の他、今回のような難解な制度変更の通知を読み解き、わかりやすく伝えるための説明 

会の開催や資料の作成、会員の受領契約手続きのサポートや、新制度に対応するための 

ソフトのバージョンアップなど、多岐に渡るミスの許されない業務です。 

限られた人員で業務を行う中で、特に今年は年明け早々から続いている新制度への 

対応に加え、定年による世代交代も重なり、非常に忙しく大変な状況となっています。 

 事務局の業務引継ぎや効率化に関わっていく中で、職員のみなさんが気持ちよく、 

健康的に、そして当会の理念である、治療を受ける側の立場に立った保険制度改善へ 

の活動を誇りに思って働ける環境を作っていくことが、ひいては会員のみなさんへの 

貢献となると考えています。 

また、より魅力ある会となるよう、会の活動の見直しも図っていきます。 

    私生活としては、8 月末に第１子を授かり、逆子の治療や、産まれてからの母子の 

   健康維持に鍼灸マッサージの効果を改めて実感しているところです。 

    今後も研修会などで会員のみなさまとはお顔を合わせる機会があると思いますが、 

   会への要望やご意見などありましたらお気軽にお聞かせください。どうぞよろしく 

お願いいたします。 

 

 

        

         

事務局通信への投稿のお願い 

 一気に秋の気配となり、朝夕には冷えを感じるようになりました。今までにない強風、豪雨の台風の

災害に、気候変動の激しさを痛感させられます。経済活動も自然との調和を真剣に考えるべきとき 

 時代だと思います。 

 会員の意見交換の場である、事務局通信への投稿をお願い致します。 

● 会の活動や事業についてのご意見や提案、医療や介護をはじめ皆さんが関心あるどのような 

内容でも結構です。会員皆さんや患者さんの声を御寄せください。 

● 投稿は毎月 10 日締め切りです。締め切り後に投稿された場合は翌月掲載となりますので 

ご注意ください。 

● 投稿字数の制限はありませんが、字数の多い場合は分割の掲載もありますので 

ご承知ください。 
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     季節の疾病対策 14 秋冬の痔病 
                     2018、9，15  学術部 荒木文雄 

 

 

秋は肺の季節、表裏の関係にある。大腸経の肛門の不調で痔疾患が多く出現します。特に乾燥と寒

冷で便秘気味の時に切れ痔や各種の痔病が発症するようです。また、長時間の座る姿勢も原因とな

ります。 

 現代、日本人の食生活は洋風化して、植物繊維の不足と消化のよすぎる物等が一層、便秘に拍車

をかけるようです。主食を玄米か三分搗き米にすると良いのですが、なかなか実行できない人が大

多数です。 それと朝、起床時に水かお茶を飲むのも便秘防止に良いようです。 

 

（症状）排便時に裂痔、痔核、脱肛、掻痒感、肛門部痛、歩行困難、痔瘻。 

（治療穴）三陰交、合谷、孔最、気海、中脘、天枢、百会、承山、長強、肛門周囲 5本。 

（治療法）最初、仰臥した状態で上記の配穴を触診して反応の出現した経穴に置鍼し、 

2回に分けて手足の井穴刺絡を行う。その後うずくまる姿勢で肛門周囲に5本～7本の鍼を深刺し、

合間に弾針する。その時に肛門周囲に涼感を感じる患者多い。これは患部の熱感が解消されるから

である。一日一回、12 回１行程。 

（注意事項）食生活では五味の辛味を過食しないようにした方がよい 

特に我々日本人は過度の辛味、キムチやこしょうの辛さに弱い民族のようである。辛味を過食す

ると肛門部に掻痒感や違和感を感じることが多いものである。 

また、排便困難時には手の親指の爪で百会を 30 回位こするとよい。古来より忍者の健康法とし

て伝聞されていたようです。他に逆立ちや器具使用の逆ぶらさがりも良いといわれています。 

 

薬用植物園の秋の植物見学 

 10月 14日 NPO法人医療を考える会の会員の

交流の集いは、幸い時々小雨がぱらつく程度

で、11名が参加しました。 

ボランティア説明者の案内で秋の花や果実

を楽しむことができました。花の盛り 3月に 

またおいで下さいとのお誘いでした。 
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会員専用サイトへの登録のお願い   清水鏡晴 

こんにちは。一般社団法人鍼灸マッサージ師会の会員サイトです。 

サークルスクエアというグループ運営サービスを利用して、{一般社団法人鍼灸マッサージ師会}

会員専用ページを作りました。 

 会員同士の横の連絡、各部会の打ち合わせ、個人の近況のつぶやき、掲示板、アルバム、登録名

簿、会議,勉強会などのスケジュール表などがあります。非常に便利なサービスです。 

 こちらのアドレスからメンバー登録を行ってください↓ 

https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1&dm={default_email}&iv={invite_code} 

よろしくお願いします。 

携帯電話から登録する方は、以下の QRコードを利用することで、登録ページに遷移することが

可能です。迷惑メール対策（ドメイン指定受信など）を設定している場合は、c-sqr.net を受信許可し

てください。詳しくはこちら http://ameblo.jp/c-sqr/entry-10793297307.html 

清水鏡晴 kyoseism1017@yahoo.co.jp  

   
 

専用サイトとは！一般社団法人鍼灸マッサージ師会の皆様が自由に投稿できる、会員だけの専門

のページです。このサイトを使用する事で会員同士の交流が円滑にできますよ！でも必要以上

の個人情報は公開しないので安心です。まずはこのサイトに登録をお願いします。 

こんな事ができますよ、一例！ 

●掲示板 ●スケジュール表 ●アルバム ●メール ●つぶやき 等々 

登録の仕方とは！ 

自分のメールアドレスを事務局まで連絡ください。事務局または担当の清水鏡晴から、招待メールを送

信します。登録の仕方は「アカウント」「パスワード」を自分で作成します。 

例：アカウントは自分の携帯番号     09056781234 

パスワードは自分の生年月日  昭和３０年３月１０日生まれは  19550310 

このような形なら簡単で忘れることは無いかと思います。ぜひ頑張って登録お願いします。 

スマホは 実際の「会員サイト」のページです。 

会員専用サイトを作りました。 

mailto:kyoseism1017@yahoo.co.jp
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ＮＰＯ医療を考える会 講演会のお知らせ 

 いのちをつなぐ食べ物があぶない 

講演 安田節子 食政策センタービジョン代表 

日時 2018年 11月 25日（日）14時 30分～16時 30分 

会場 千駄ヶ谷社会教育会館 学習室（中）２F 

 

 

安心の食料供給を支えてきた種子法が廃止です 

国民の食料供給の安定のため重要な役割を果たしていた「主要農産物種子法」が廃止さ 

れました。種子法は、米、麦、大豆という主要な農産物の種子を管理し、優秀な種子を安定 

して供給することを都道府県に義務づけた法律です。 

この法律に基づき、各地の公的な試験研究機関と農業関係者の努力により、その地域に適 

 した米などの品種改良がすすみ、南から北まで全国でつくられて、国民の食糧の供給が改善 

 されたのです。いったいなんのために「主要農産物種子法」を廃止するのでしょうか？ 

    主要農産物の公的種子で、安全な食料供給を守ろう 

    安田節子氏は「種子法廃止はアグロバイオ企業による農と食の支配に道を開く」と、 

その狙いを次のように明らかにしています。 

   多国籍種子企業は、企業買収や企業合併を繰り 

返し、世界的に大きな力を持ち、各国の農業で 

使われる種子の独占による、巨大な利益の獲得を 

狙っているのです。 

目下のターゲットは稲、小麦、大豆であり、特許 

 種子により、農家の種採りはできず、毎年、企業の 

種子を買わざるをえない状況を作り出すのです。 

   アメリカでは大豆のほとんどが遺伝子組み換え 

（ＧＭ）種の投入で、特許支配されているのです。 

「ドイツは 2013年の特許法改正で、生物特許を禁止 

した。公的種子制度を復活させなければならない、そして、地域の在来種の種採りをし、 

交換し、保存し、これをまた播き、種を採る営みをつないでいこう。」 
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H30 年 10月                H30 年 11月 

 

 

1 月   1 木  

2 火  2 金  

3 水 申請書〆切 3 土 申請書〆切   

4 木  4 日  

5 金  5 月  

6 土  6 火 申請業務 

7 日 申請業務 7 水  

8 月 体育の日 8 木  

9 火  9 金  

10 水 事務局通信投稿〆切 10 土  

11 木  11 日  

12 金  12 月 事務局会議（13：00～15：00） 

13 土  13 火 事務局通信投稿〆切 

14 日 薬用植物園研修（NPO 医療を考える会） 14 水  

15 月 事務局会議（13：00～15：00） 15 木  

16 火  16 金  

17 水 NPO体験治療（13:30～15:30） 

保険部会研修（19:00～21:00） 

17 土  

18 木  18 日  

19 金  19 月 通信編集会議（14：00～15：00） 

20 土  20 火  

21 日 ｹｱﾏﾈ研修（10:30～12:00）・在宅ｹｱ研修会

（13:30～16:30）・一般社団法人 社団鍼灸

ﾏｯｻｰｼﾞ師会理事会（18:00～21:00） 

21 水 NPO体験治療（13:30～15:30） 

22 月 通信編集会議（14：00～15：00） 22 木  

23 火  23 金 稲田堤野外パーティ（稲田公園） 

24 水  24 土  

25 木  25 日 NPO 定期総会（13:00～17:00） 

千駄ヶ谷社教館学習室（中） 

26 金  26 月  

27 土  27 火 支給明細などの発送 

28 日  28 水  

29 月 支給明細などの発送 29 木  

30 火  30 金 療養費の振り込み 

31 水 療養費の振り込み    


