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           療養費支給の基本問題     久下 勝通 

 受領委任の取り扱いの目的について、厚生労働省通知の疑義解釈資料により説明しています。 

①患者の療養費請求手続きの負担を軽減するため、地方厚生局長および都道府県知事と受領委 

任の契約を締結した施術者は、患者に代わって療養費の支給申請ができる。 

②不正請求防止のため、地方厚生局、都道府県が療養費請求手続きを明確にし、指導監督を行う。 

以上の 2 点が、受領委任取り扱いの目的とされています。 

しかし、高齢化がすすむなかで、あん摩マッサージ指圧治療、はり・きゅう治療の利用の要望が

大きくなり、患者の民法上の委任の権利により、療養費の請求、受け取りを、患者が施術者に委任

するという療養費支給申請が、圧倒的多数の保険者に認められ実施されていたのです。 

受領委任払い取り扱いの狙いは、すでに保険者が認めていた、患者の負担軽減のため、患者に代

わり施術者が行う療養費の申請を認めるとともに、不正対策を名目に厚生労働省の指導監督の強化

による療養費支給の締め付けです。 

昨年来、次々と厚生労働省通知がだされ、提出書類は増え、患者の病状や施術業務の実態を無視

するかのような療養費申請の事務が求められ、申請事務は煩雑さを極めています。治療を必要とす

る患者の立場から、また患者を支える施術者の立場から、申請事務の合理化について、積極的に意

見を提起していくべきだと考えます。 

 また、厚生労働省通知で行われる療養費支給の一番の問題は、不合理な療養費の支給対象の問題

です。「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」という、はり・きゅう治療

の療養費支給対象は、必要な医療を患者の意思で選ぶ、患者の医療選択の権利を無視する通知です。  

国民の大きな負担で維持されている健康保険制度であり、患者の医療選択の権利の尊重は、最も

重要な問題であり、改善を求めていくべきです。 

 また、療養費支給において、はり・きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師に対しては、医師か

ら同意書の交付を受ける必要があるとしています。しかし、はり・きゅう師、あん摩マッサージ指

圧師は、法により治療行為を認められており、医師の同意の必要はないものと考えます。 

 高齢社会、慢性疾患の予防、老化の防止が重要な問題です。 

「漢方薬」「はり灸」「あん摩マッサージ指圧」による治療や「養生」といわれる生活改善の知識に

より、自然治癒力を高める東洋医療の活用が図られるべきです。健康保険制度における、はり・き

ゅう治療、あん摩マッサージ指圧治療の療養費支給においても、不合理な支給制限につながる厚生

労働省通知の改善を求めていくべきであると考えます。 
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私からのトピックス   平成 31 年 3 月吉日   代表理事 清水一雄 

いろいろ話題がありますのでご報告します。 

今年 1 月からいよいよはり・きゅう・マッサージ療養費の支給が受領委任払いでスタートを切る

ことになりました。昭和 25 年から見て 69 年ぶりに国があはきを医療として認めるようになってき

たすごい出来事です。かつてより患者の意に反することに対して審査請求（不服申し立て）、訴訟

等の活動をしてきた賜物だと認識しています。 

 受領委任払いを施行するにあたって取り扱いが複雑になっています。現在 3 通りを意識しなけれ

ばならずややこしいです。①受領委任②受領委任に移行するまで代理受領③償還払いです。 

最終的には代理受領が無くなり、受領委任と償還払いになる構図です。受領委任に保険者の裁量

を入れるのではなく、国の裁量を発揮し受領委任に統一できないのか不思議でなりません。混乱を

助長するだけです。 

療養費支給申請するのに、受領委任でやらないといけないのを代理受領でやったり、代理受領で

やらないといけないのを受領委任でやったりすると返戻になってしまいます。償還払いは代理受領

もできません。  

厚労省通知、疑義解釈をしっかり読む事は重要です。そしておかしいことはおかしいと保険者な

り厚労省に声を挙げてください。事務局からも要点整理したものを事務局通信等にてお知らせして

いますので把握するようにされ、理解に苦しんでいる方は保険部会にお越しください。とても勉強

になると思います。 

１．保険部会（清水郁夫部長）に参加して 

  部会：平成 30 年 12 月 19 日（水）19 時～21 時 

 ・10 月からはり・きゅう・マッサージの同意書、診断書の形式と取扱いの変更、医師への施術

報告書提出等が示され、平成 16 年 10 月に出された厚労省通知以来大きな変革となった。 

・医師に受診して同意書を発行するとなったために口頭同意が無くなり、健康保険から締め出さ

れていく患者の存在がある。 

 ・今まで同意書を書いてくれていた医師から突如同意書発行拒否されるようになった。 

  なぜ急にそのような現象が起きているかの検証が必要です。 

 ・施術報告書の件 

医師へ施術報告書の提出義務化に関して異論がある。 

・診断書であれば提出する必要があるのか否か。 

・個人情報取り扱いの問題等で提出拒否の考えがある。 

・報告書の提出の仕方によって報告料 300 円算定されない問題が出ている。 

 疑義解釈の読み違いが発生し、厚労省の意図が分かりにくく意図を取り違えている施術者が

多い。厚労省及び保険者への確認によってその意図が見えてくる。 

・部会終了後は 1 年の締めくくりとして忘年会を行う。 

次回部会： 3 月 20 日（水）19 時～21 時。はり・きゅう・マッサージ健康保険について勉強

しませんか。受領委任と代理受領と償還払いの何が違うのか？ 
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２． ショートステイの往療は算定されない？ 

   特養等へのショートステイ先へ往療を認めないと耳にしたので、立川市国民健康保険へ問い

合わせしました（H31.1.21）。立川市の基本的な考えとして往療先が患家の住所地でない場合

は認めない。特殊な事情が無い限りは認められない。例えば住まいが改築等で一時的に住居が

変わる場合は考慮するとのこと。  

   それに対し介護保険福祉施設へのショートステイは好き好んで利用しているのではなく、介

護者のレスパイト等として利用している。介護保険のケアプランに基づいて生活の場とし、そ

こへ機能低下の防止と向上を目指して行う往療を認めないとは、往療に対する基本的解釈が間

違っていると抗議しました。 

   立川市はそのような決まりになっていたらお支払いしたいが、そのようなことは決められて

いない一点張りであったので、そこまでおっしゃるのであれば審査請求で諮るしかありません

ね。と締めくくりました。立川市でショートステイ先への往療の場合は問題があれば相談にの

りますからご連絡ください。 

３．はり・きゅう・マッサージを健康保険で受ける国民の会役員会（H31.2.24） 

   健康保険証の提示で、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう治療が受けられるように署名を

通じて活動している市民団体の役員会に出席しました。私が出席できない時は高橋養藏相談役

に出席していただいています。現在全国で集められた署名数ですが、もう少しで 40,000 筆で

す。こちらの団体へ当会と NPO 法人医療を考える会と合わせて 13,893 筆の署名（H31.2 月

現在）が集まっています。 

     【会議論題】 

 ・関西も関東同様に全国的に受領委任取り扱いで混乱している。 

 ・JR 尼崎駅にて４名参加で街頭署名活動行い 9 筆、千駄ヶ谷社教館でのボランチィア治療と署

名 25 筆集める。署名活動は活発に続けたい。 

 ・あはき業界として受領委任はどのようにとらえられているか。そして療養の給付にしていくの

にどう発展させていけばいいか。 

 ・昭和 25 年以来認めなかった受領委任払いをどうして認めたのか。歴史が変わってきた。我々

の運動がこのような結果をもたらしている。 

 ・マスコミが変わってきた。ＮＨＫでは東洋医療として鍼灸が取り上げられるようになってきた。

今迄では考えられない出来事である。とんでもない現象が起きている。 

 ・全国商工会連合会として厚労省との交渉（H31.2.6）各地より代表者 200 名参加 

  あはきの要望は厚労省と個別交渉として行う。協同組合兵庫県保険鍼灸師会藤岡理事長、当会

から高橋養藏、田中榮子両相談役、山口充子理事が参加する。 

厚労省保険局医療課を通じて根本匠厚生労働大臣に請願書を提出する。内容：あはきを健康保

険法及び国民健康保険法による給付にする等。 

 ・国民の会総会日時場所決定 

平成 31 年 6 月 9 日（日）午後 2 時 尼崎市中小企業センター 

 ・全国から年会費 500 円を徴収するのがスムースにいかない問題がある。 
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 ・組合健保が受領委任払いをせずに償還払いにする理由として、組合健保は自己決定 

ではなく、健保協会の影響が強く逆らえない理由の存在がある。一般社団法人保険者機能を推

進する会の強化が考えられている。 

 ・償還払いにする根拠を正すがまともな回答が得られない。 

 ・次回会議は 3 月 14 日（木）18 時 30 分 西宮市の与古道鍼灸院 

 

新卒セミナーを開催     佐渡 智哉 

 ３月３日日曜日１３時から、中野区産業振興センターで平成３０年度「学生・新卒者向け鍼灸師

あんまマッサージ指圧師保険治療開業セミナー」を開催いたしました。 

 セミナー勧誘のため２月２３日、２４日に行われた鍼灸あんまマッサージ指圧師国家試験の会場

で約 600 枚のチラシを配布し、また、会員みなさまにご協力いただきましたおかげで、当日は雨の

降る中にもかかわらず７名の参加者が来場されました。 

 セミナーは三部構成で行われました。第一部は体験談「私はこうして開業しました！」と題して、

北川事務局長から石原会員と奈須会員へのインタビュー形式で進められました。「どのような経緯

でこの仕事を始めたか」、「どのような失敗を経験し、それをどのように乗り越え成功を収めたか」、

「開業資金はどのくらい用意したか」「師匠からどんなことを学んだか」など、これから開業を目

指す新人に役立つ情報を北川事務局長の軽妙なリードにのってお二人がざっくばらんに話してく

ださいました。 

 第二部では「保健治療の歴史と今後の展望」ということで、久下監事が戦後鍼灸マッサージに関

わる法制度がどのように作られ、鍼灸あんまマッサージ指圧師が現在の法制度でどのように扱われ

ているかを語ってくださいました。 

 そして岸イヨさん鍼灸裁判を皮切りに１５０号通知以降、不支給の減少、施術回数や期間の制限

の解消、口頭同意の承認、支給要件の改善など、私たちの会が法制度の改善にどのように貢献して

いるかについて、これから鍼灸師、あんまマッサージ指圧師として活躍していく新人のみなさんも

聞き入っていました。 

 第三部では個別相談という形で、理事の有志が各テーブル

ごとにトピックを設け、参加者と１対１で話をする場を作り

ました。 

 「経営開業よろず相談」「医療保険制度の課題と展望」「治

療のリスクと賠償保険」「店舗型と訪問型の求められる技術

の違い」など、興味深いトピックごとに参加者が熱心にベテ

ラン先輩会員の話に耳を傾けていました。 

非常に盛り上がり当初閉会予定の時間を過ぎても参加者

からの質問が絶えないため、時間を延長して１６時過ぎまで

行いました。  このように活気あふれる会となったことをご報告するとともに、来年度の開催の 

際にはぜひまたみなさまのご協力をお願いしたいと考えております。 
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新規の入会案内のためのビラ配布の報告 事務局 松本泰司 

 

H31 年 2 月 23 日（土）と 24 日（日）に、当会会員

の皆様と『3 月 3 日の新卒保険セミナー』の案内を配布

してきました。 

私は 24 日の日曜に参加しましたので当日の状況をお

知らせ致します。場所は西巣鴨にある大正大学正門前で

す。あん摩・マッサージ・指圧（23 日）鍼灸（24 日）

の国家試験会場が大正大学でした。 

正門前には私たちだけでなく、大手の治療院や施術で

使用する治療用品会社の従業員が大勢パンフレットを 

（大正大学正門）      抱え、国試終了後の学生にそれを受け取ってもらおうと待

ち構えていました。 

そこに大学の警備員が迷惑そうな？態度で、「ビラ配りの人は大学の敷地内には立ち入らないで

下さい。下がってください、下がって！」と 2・3 回注意してきます。その時だけは皆さん歩道ま

で引き下がりますが、今度は集団が歩道の通行の妨げになるので歩道に長くは居られません。 

 

しばらくすると試験終了後の学生が正門から出てきました。チラシを受け取らない学生も多いの

ですが、ここで気付いたのは午前中の国試の解答結果を渡す人のチラシは受け取る確率が高いのです。 

これは見逃せません。私はすぐにその人の横について学生がチラシを受け取った瞬間に上乗せします。

ここでのポイントは、学生が手のひらを上にしてチラシを親指で挟もうと、拇指を浮かしたところに当

会のリーフレットを滑り込ませる、これは効果的でした。 

嫌でも受け取らざるを得ません。 

チラシ配りは正門から離れたところで待っていても受け取る人は殆どいません。それは当然で正門前

でドサッと書類やらパンフをもらって手が塞がっているときに、追加でチラシは受け取れません。 

正門から出てきた学生に他の事業者と一緒になってドォーと走り寄って渡していたら、「キャー怖い」

とか若い女子学生が引いていましたが、そんなことは気にもせず「お疲れ様でしたー、無料保険セミナ

ーのご案内ですー、お役に立ちますヨー・・・・。」とか何とか、営業笑顔で言葉を投げかけてノリで

配っていましたら、自分の持っていた 50 部のリーフレットはすぐに配り終えました。 

すぐに他の当会員の持ち分を分けてもらって、それもすぐに配り切ってしまいました。何事もコツを

つかむと面白味がないことも楽しい時間となるものです。以上ビラ配布のリアル報告でした。（配布枚

数は 23 日 216 枚・24 日 429 枚でした） 

土・日の休日にビラ配りにご協力して下さった皆様には心から感謝申し上げます。 
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    体験治療ボランティアに参加して 清水 昭 

 千駄ヶ谷社教館祭りの体験治療のボランティアへ参加いたしました。 

寒い時期ではありましたが。お祭りを見て回る暇も無いほど多くのマッサージ希望者がいらっし

ゃいました。受付や施術をされた方々お疲れ様です。 

  さて、今回の参加で、印象に残った事ですが。治療ベッドです。 

というか、今更ですが、施術のポジショニングです。 

 昇降ベッドは治療院で経験してるのですが。高さ調整の出来ない治療ベッドでは受ける人の体格

によって、ベッドに乗っからないと上手く押圧できないのですが。 

 まぁ、臨機応変にポジショニングに気を付けたいと改めて思いました。 

 訪問治療の環境でもスペースが狭い、ベッドがふわふわで体が安定しない、中腰についなってし

まうなどと患者さんの治療もままならず、施術者の身体も壊す羽目になるので気を付けたいところ

です。まぁ、自分より経験豊富な方々ばかりだと思うので無意識に素晴らしいポジショニングをさ

れているのではないかと思います。 

 さて、千駄ヶ谷社教館祭りでの趣旨ですが。はり灸あん摩療法を世間一般に見直してもらう、医

療保険で鍼灸あん摩が受けられる事を周知する活動であったと思うのですが。 

 現状では、鍼灸院やマッサージ院内で健康保険適応の掲示板を掲げるということで治療院に通う

人だけ知っているという程度ではないでしょうか。 

 それだけ、現状での保険はメリットが無いと治療する側も患者さんも思っているからだと思うの

ですが。メリットがあれば自然に広まりますからね。 

 個人的には、鍼灸院勤務していた頃も、鍼灸通院患者さんにも保険で治療してきましたが。 

保険の施術料金で営業が成り立つ適正なものにならない限り一般には広まらないのではと感じま

す。                    以上、読んでいただきありがとうございます。 

 

 新宿御苑は春盛ん さくらの花の種類が多く 2 月半ばを過ぎ 

ると、桜が咲き始めます。染井吉野の開花は、今年は早めのようで 

3 月 20 日過ぎで

しょう。 

八重桜もたく

さんあり 4 月い

っぱい桜を見る

ことができます。 

 

 

 

 

 

新宿門すぐ近くに咲く「白もくれん」と右は、「中の池」にしだれて咲く「修善寺寒桜」（3 月 14 日） 
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[改正水道事業法 10月から]  

             橋本 利治 

 昨年 12 月 6 日衆議員本会議で「水道事業法

改正案」が可決された。 

このことはメディアでもそんなに取り上げて

いなかったので、あまり国民には知られていな

い。一部危機を感じている人々の間では各種勉

強会が開かれて日本が「危機的状況」であるこ

とは共有されているようである。 

そして先月 2/27 日朝日新聞朝刊だったと思

うが(切抜きをしたがその切抜きが見当たらな

いので・・・）小さく「改正水道事業法 10月 1

日から施行」という記事が掲載された。 

「水」をビジネスとしていいのか 

 われわれ医療職にあるものなら、生命と水の

関係はいまさら説明するまでもなく密接な関

係であることは説明するまでもないことと思

う。 

「2010 年国連でも水を得る権利を人権のひ

とつとして採択した」しかし日本では「水」を

ビジネスとすることになってしまった。 

この法案が可決され、今年 10 月から民間企

業がコンセッション方式による事業参入がで

きることになり、企業の「儲け」のための「水」

となる。 

統計によると 2000年～2015年に世界 37カ国

235件の水道事業が再公営化された。 

  さてご存知でない方に少し説明すると、現

在どこの家庭でも事業所でも水道が引いてあ

る。（私のよく行く山小屋では自分で水源を探

し、ホースで引いてくる。） 

水源が見つからない場合は毎日水を運ぶ、ま

たは天水をつかう）上下水道施設がない地域で

は水の確保が死活問題になる。 

そこで各自治体では公社などにより上下水

道を確保し各家庭に供給している。これは自治

体が地域住民のためのライフラインとして整

備しているものである。 

「昭和 32年に水道法が水道の布設・管理の適

合合理化と水道事業の保護育成を行い，清浄で

豊富低廉な水の供給による公衆衛生向上を目

的として、水質や水道施設の基準を定め，水道

事業と水道用水供給事業を認可制として定め

られた。」 

この法律のおかげで衛生的な飲料水をほぼ

無制限に享受している。 

命に直結する水道事業の 

民間委託は問題 

 話はそれるが冬山では毎日テントの中で雪

を溶かして水作りから始まる。夕方テント場に

着いたらまずみんなで雪踏みをして本日の寝

床を作る、そしてその上にテントを張る。 

そしてみんなでテントに入ったら、外の雪を

鍋に入れて雪を溶かし水作りから夕食の支度

が始まる。コンロの性能にもよるが大よそ 1時

間から 2 時間はただ水作りの時間となる。 

このひと時は皆で今日の失敗を話したり、歌

を唄ったりしてホッとする瞬間でもある。 

 話を元に戻すと、この命に直結する水道事業

を今回の改正で民間に委託することができる

ようになる。 

改正の趣旨は「人口減少による収益の減少、

人材不足、水道の基盤強化などで自治体の負担

を軽減する。」ために改正されたということで

ある。 

そして民間にすべて売り払うわけではなく、

施設などは自治体が保有し施設管理、料金徴収

業務などを民間委託する（コンセッション方式

というのだそうだが・・・）から心配ないとの

説明である。 

 しかし諸外国での(フランス、ドイツ、南米

アルゼンチンなど）潮流は民間に水道事業を委
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託した自治体が水道料金の値上げ、水質の悪化

などのトラブルにより事業権を買い戻す流れ

になっている。しかし買い戻すにも莫大な違約

金を請求されているが、それでも公営の道を選

んでいる「違約金の支払い」は税金である。 

邦題「最後の一滴まで」（ヨーロッパの隠さ

れた水戦争）というドキュメンタリー映画が

DVDとして発売されている。 

これはＰＡＲＣ(アジア太平洋資料センター）

がクラウドファンディングで資金を集め日本

語吹き替えで編集されたもの。(興味のある方

は貸し出し可能である） 

民営から公営へもどすヨーロッパ 

そこで上記のドキュメンタリー映像による

とパリ、ベルリン、リスボン、ローマなど多く

の都市で民営から公営に移行されている。 

またアイルランド・ダブリン市ではもともと

水道料金は無料で、すべて税金で賄われている

が、税金が高くなるとの触れ込みで民営化をし

ようとしたが、住民の抵抗にあっている。 

いずれもヨーロッパで公営化にいたった理

由は民営化により料金が 2.5倍から 4倍に値上

がりしている。  

また一旦民営化すると公営化に戻すために

は訴訟になり苦労する、ポルトガルの都市では

返済期間が 580年になるような莫大な違約金が

税金で支払われることになる。 

 民営化では、市民の「人権」よりも「株主の

利益」が最優先され、そのように料金が設定さ

れていることがヨーロッパの再公営化の過程

で明らかになった。 

財政危機で国家破綻したギリシャではアテ

ネ市、テッサロニキ市の水道の民営化を条件に

ＥＵが援助するとのこと、フランスのグローバ

ル企業「ヴェオリア社、スエズ社」が援助とい

う名目でギリシャなどの国の水道事業の独占

をしようとしている。 

民営化では赤字になれば保証金として税金

で赤字を補填する仕組みになっており民間企

業はリスク保障され 100％儲けのある事業とし

て虎視眈々と狙っている。 

ヨーロッパでは住民の反対に合い、あまり利

益が見込めなくなった。そこで標的になったの

が「わが日本」というわけである。 

論議せず数の力で押し通す 

 国会でもこのことは議論されたが、与党はこ

のようなことに正面から答えず数の力で押し

賛成多数で通過してしまった。 

今後日本は民間企業の参入により「命」より

も「株主の利益」が優先するようになっていく

ものと思われる。パリ、ベルリンは民営廃止の

道を選んだ。しかし日本は遅れてこれから始ま

る苦難の道を選んでしまった。 

 ＊私の記憶では四国の高松市だったと思う

が民営化が始まっていて上水道と下水道に一

旦分離して下水道は公営のまま上水道を香川

県広域水道企業団に民間委託しているようで

ある。 

HPを視ると上水道の情報は上記企業団に問

い合わせることとなっている。 

2019/3/2撮影上州武尊山系剣が峰、 

奥に上州武尊山を望む 
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ウーベル損害賠償保険のご案内】  事務局 松本 泰司 

鍼灸マッサージ師にとってのリスク管理は、施術者の置かれている状況によって異なります。 

一人で業務を行っている人と、自分以外の施術者を雇用している経営者ではリスクの範囲や種類が

異なってくるためです。個人でも技術の練度、経験年数、個人資産の多寡でもリスクに対する考え

方が違ってきます。ここでは施術者個人の業務上の事故に対するリスク移転を述べます。 

リスクは大きいリスク・小さいリスクといった捉え方ができ、事故の発生頻度×損害強度で量的

にあらわされますが、一般には経験年数の少ない施術者は事故を起こす確率が高くなります。技術

の練度向上や経験の積み重ねはリスクの事前管理です。 

賠償保険は事故を起こした後の事後管理になります。鍼灸マッサージの事故発生頻度は当会では

年に 1～2 件という程度で、その内容も死亡事故や重度障害に至るような重大なアクシデントは起

こっていません。これまでに起こっている鍼灸マッサージ師の業務上の事故を以下に述べます。 

 

折鍼・・・腰に寸 3 の 2 番を打ったところ元から折れ取り出せなくなった。響かそうと捻鍼を繰り

返していたら鍼体先端が折れて体内に残り取り出せなくなった。 

火傷・・・置き型温灸を長くしていたら火傷になった。灸頭鍼をしているとき下げていたズボンが

上がってきて艾が落ちて火傷した。ホットパックを当て過ぎたのか低温火傷になった。

膝の内側に温灸をやりすぎたらしく水ぶくれが出来た。 

気胸・・・鎖骨上窩や肩井の刺鍼で発生件数が多数。置鍼をしてバスタオルを上に掛けていたら、

鍼が深く入って気胸になった。肩甲間部に刺鍼していたら患者が息苦しいと言ってきた。 

内出血・・顔面・眼窩に刺鍼したら青あざになった。膝窩が硬かったので強く指圧したらその夜か

ら内出血が広がって数日後には下肢全体が真っ黒になり、完全に消える迄一か月以上か

かった。肩が痛くて動かせない 80 後半の女性の肩関節を伸展させた状態で指圧したら、

治療中は何でも無かったが数日後に上肢全体が真っ黒になってしまった。 

骨折・・・足関節を柔らかくしようと回旋させたら剥離骨折になった。伏臥位の指圧で肋骨を骨折

させた。高齢女性が腰椎の真上を痛がるので拇指で押して探っていたら背骨が凹んだ。 

捻挫・・・90 歳の女性の頸椎に捻れがあったので、ゴリッと矯正したら一時的に眼が見えなくな

った。 

その他には自転車で訪問途中に子供と衝突した。背の低い高齢女性がベッドに上がる際、勢いを 

つけたらベッドの反対側に落ちた。患者が待合室で着替えをしていて固定していな

いパーテーションにもたれたらパーテーションごと倒れてしまった。院内の滑り止

めの無いスリッパに履き替えて歩いたら滑って転倒した。院内の床の電気のコード

がテープで固定されていなかったので躓いて転倒した。 

 

以上の事故は賠償保険ですべてカバー出来ます。 

事前に注意をしていてもリスクはゼロに出来ません。現代は訴訟社会です。施術

者はリスクに向かい合う姿勢が欠かせません。ウーベル賠償保険に加入して万が一の損害負担を賠

償保険に移転する自己防衛は必須です。詳しくは事務局までご連絡ください。TEL：03-3299-5276 

 

こんな事になってどうしよう 
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H31 年 3月                H31 年 4 月 

 

1 金   1 月  

2 土  2 火  

3 日 申請書〆切・保険治療開業ｾﾐﾅｰ（中野） 3 水 申請書〆切 

4 月  4 木  

5 火  5 金  

6 水 申請業務 6 土 申請業務 

7 木  7 日  

8 金  8 月  

9 土  9 火  

10 日 学術部会（17:00～19:00） 事務所 10 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 

11 月  11 木 事務局通信投稿締め切り 

12 火 事務局通信投稿〆切 12 金  

13 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 13 土  

14 木 国民の会（19:00～21:00）西宮 14 日  

15 金  15 月 事務局会議（13：00～15：00） 

16 土  16 火  

17 日 NPO 理事会（10:30～12:30）事務所 

部長会議・事業報告（13:30～15:30） 

17 水  

18 月 事務局会議（13：00～15：00） 18 木 編集会議（10:30～11:30） 

体験マッサージ（13:00～17:00） 

19 火 事務局通信発送 19 金 事務局通信発送 

20 水 編集会議（10:30～11:30）体験ﾏｯｻｰｼﾞ

（13:00～17:00）保険部会（19:00～21:00） 

20 土  

21 木 春分の日 21 日  

22 金  22 月  

23 土   23 火  

24 日 弁護士活用ｾﾐﾅｰ（上原社教館）13:00～15:00 24 水 HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 

25 月  25 木  

26 火  26 金 支給明細などの発送 

27 水 支給明細などの発送 

HP ﾘﾆｭｰｱﾙ委員会（18:30～20:30） 

27 土  

28 木  28 日  

29 金 療養費の振り込み 29 月  

30 土  30 火 療養費の振り込み 

31 
日 ケアマネ研修会（10:00～12:00） 

理事会（13:30～16:30）事務所 
 

  


