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NPO医療を考える会の活動に積極的に参加を 

患者の声が厚生労働省を動かす     業務執行理事 高橋養藏 

今年、2月 6日協同組合兵庫県保険鍼灸師会理事長藤岡氏の呼びかけで厚労省交渉に参加しました。

藤岡氏から、鍼、灸、マッサージ治療の保険給付、養成学校 4年、6 年制度の要求を提出し交渉しま

した。 

話し合いの中で、自分は、業者として鍼、灸、マッサージ治療の効果をいろいろと話していたら

厚労省の担当者が「あなた方の治療は自費診療なら自由にできるので大いにやってほしい、健康保

険制度は別の話ですと」言われてしまいました。そうだと自分も気が付き NPO 医療を考える会の山

口さんと交代して、同意書をなかなか貰えない状況を話して貰いました。傍で聞いていたら担当者

が真剣に耳を傾けていました。健康保険税を納めている患者、国民の声は無視できないことを改め

て強く感じました。 

受領委任制度の実現に貢献 

健康保険であん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを受ける国民の会が取り組んでいる署名、

全国の到達の三分の一を NPO医療を考える会が集めています。 

平成 27 年 2 月 19 日、村岡敏英議員（衆議院維新の会）の紹介で厚労省交渉、平成 28 年 4 月 27

日、大串正樹議員（衆議院自由民主党厚生労働委員）の立会いのもとでの厚労省交渉にも NPO 医療

を考える会が参加しました。業者の代表だけでなく患者の代表も参加したことが大きな力になりま

した。 

NPO医療を考える会 結成して 13年、会の事業として 

① 医療問題の専門家に意見を聞く勉強会。 

② 医療や治療について患者の体験を聞く勉強会。 

③ 医療保険での鍼灸マッサージ治療の普及。 

④ 病気の予防、寝たきりの予防、生活に取り入れる健康法の普及。 

⑤ 患者、国民の立場で医療保険を利用し、改善をすすめる。 

⑥ 医療保険の改善に取り組む団体との協力、など。 

現在、事業計画に基づきボランティア活動、体験治療会も定期的に行っています。また参加したみ

なさんから好評のレクレーションも行っています。会員の皆さんの積極的な参加をお願いします。
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「不必要な事務を省略」の意見を認める 令和元年 6月 30日 中野郁雄 

生活保護家庭における治療について、3 か月ごとに「給付要否意見書」（所要経費概算見

積書）を提出し、その内容が適正であれば「生活保護法による施術費給付承認書」が送られ

てきて、治療費を請求するという手順ですが、今までは「給付要否意見書」の下段にある医

師の同意欄の記載者として、医師か施術者いずれかに○をして提出が可能でした。 

然しこの度の制度の改正により、それは認められなくなり、医師が記入することが義務付

けられました。 

小生はその事を知らず今まで同様に、担当医師の病院名や住所氏名を記入して提出したと

ころ、医師の書体ではないと返戻されました。 

当院での該当者はたった一人ですが、「同意書を提出してあるにもかかわらず、更に医師

に記入してもらう必要性があるのか、それは重複に当るもので、医師の同意書の有効期限は

6 か月の為、その間は医師の署名は同意書を以ってそれに充てるべきである」と意見書を提

出しました。 

  結果が出るまでに 1 か月以上を要しましたが、この度それが認められました。 

【「給付要否意見書」の医師同意欄の必要事項の記載は、同意書有効期限内においては不要

とする】という事です。 

 

   

その患者様は脳内出血の手術により、左側頭部の頭蓋骨を切除したままの為、左前頭部から

側頭部にかけて陥没しており、その影響で左目の視力を失い、術後後遺症で下肢にも麻痺が

残る状態であるにも拘らず、歩けるからと医師は往療を認めてくれませんでした。 

当院はその状況下で 5 年近く往療を続けました。 

当然往療費は請求できませんが、根気よく実態を医師に説明し続けたのです。 

「歩けないわけではありませんが、隻眼ですし下肢に麻痺もあり、頭蓋骨の一部が外された

ままなので転倒することが極めて危険です」と訴えましたが、それはこちらで判断するとい

う事で結局無駄でした。 

病院を変えることも提案しましたが、患者様は手術をした病院なのでそれには抵抗があっ

たようです。そして案の定、通院の途中転倒して股関節頸部骨折をしてしまいました。 

その後患者様が退院してからようやく医師は往療を認めました。 

それからは何の問題もありません。 

 患者の最も近くにいて詳細に事情や身体的状況を把握しているのは、われわれであるのに、

患者の状態が良く解らない医師によって出される同意書と、途中経過を理解していない医師

による再同意は何とも納得がいきません。 

また医師による適当な治療手段がないと断定している鍼の 6 疾患や、マッサージの筋麻痺、

筋萎縮、関節拘縮などに限定されることなく、多くの疾患に鍼灸・マッサージにより治療が

出来るようにすることが最終目標でしょう。 

 その為にはまず同意書の撤廃が最重要課題かと思いますが、その道筋は険しい。 

その前に前述のように、役所の職員はただ決められた事をこなしているだけで、詳細を把握
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していない場合が多々ある。 

そこを突破口にして切り崩して行けば、少しは改善される事もあり得ると思う。 

 

次に医師の問題ですが、現状において最も良い方法は、医師と懇意になる事だと思います。 

大学病院や大病院の勤務医は転勤が多いため、なかなか人間関係が構築しづらいので、個人

の開業医が望ましいと思います。 

当院の患者で病院の院長と定期的にカラオケに行っている人がいます。お互いの趣味がカ

ラオケで診察中に意気投合したそうです。 

趣味から攻めるのもいい考えでしょう。 

因みに小生は同意書依頼や同意書発行の御礼は、絵手紙や筆文字で季節やタイムリーな話

題、若しくは芸術など生意気にならぬよう、されどさりげなく教養を感じさせるような文面

で手紙や礼状を出します。 

媚びへつらうのではなく馬鹿にされない、軽く見られないためです。ある病院で「書道の

先生ですか？」と医師に聞かれました。 

「いいえ私のは我流ですが、字は体を表すと言いますから、少しでもきれいに書こうと心

がけています」というと「そうですか、それでは私は醜い人間だなあ」といって二人で笑い

ました。 

その後その医師は私を「先生」と呼びます。 

面会してみると意外にいい関係が出来るようですが、中にはひねくれた嫌な医師もいます

ので、そう言う医師とはなるべく拘らないようにしたいものです。 

 

 厚労省と受領委任制度 2019/7/5  橋本利治  

 

いよいよ、参議院選挙 2019 が始まりました。焦点は「憲法改正」「消費税増税」「年金問題」など

多くの焦点をもちながら争われる。自民、公明、維新合わせて 85 議席以上になると改憲発議ができ

る。護憲野党が 40 議席以上で改憲阻止可能とのことである。 

国防の為に兵器を購入するのか、その予算で国民の生活を安定させるのかの選択選挙です。主権

者は総理大臣ではなく国民です、棄権すること無く７月 21日の投票日までには投票に行きましょう。 

 

 さて 5 月の鍼灸師会総会でも取り上げられた、受領委任制度について話題になりました。しかし

もう半年が過ぎようとしているのにこの制度の問題点がなかなか出てこないので何が問題の本質な

のか話し合わなければならないのではないかなと思っています。 

 ここに厚労省の HP から「後期高齢者医療広域連合における、あはき療養費の不正事例について」

の文書があります。 

【あ-２29.1.18】という番号で掲載されています。この内容を視ると「いかに鍼灸･あんまマッサー

ジ師が不正請求をしているか」という統計と実際にあった事例をこと細かく説明されています。 

これが受領委任制度へ踏み切る動機になったことは明らかに読みとれます。 
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最後のページに【報道資料】というタイトルで記者会見用の A４１枚のペーパーが添付されてい

ます。この中身は不正請求を行ったものの氏名、住所、施術所、不正受給額、不正内容、その対応

と広域連合長のコメントが掲載されています。「・・・今回のような不正請求事案に対しては、不正

請求の返還を求めるとともに、代理受領の取り扱いを中止するなど厳正に対処してまいります。」と

コメントしています。 

グレーゾーンを処罰は疑問 

ではそのような重大な不正の内容は何か、「無同意施術」だそうです。エッ、おかしいよ、無同意

施術なんかできるわけがない筈なんだがなー。 

よく読んでみると初回は文書で同意をとっているが、２回目以降「口頭同意」であった、この口

頭同意が「無同意」だったそうです。口頭同意と無同意の差って何だろうと考えた時、医師が同意

したかどうかで決まるんではないですか、口頭同意を取っていても医師が「知らない」と言えば「無

同意」という判断になることです。 

オイオイちょっと待ってよ、われわれは「蛇に睨まれた蛙なんか？」このようにすごくグレーゾ

ーンのところで１３６万円もの返還請求がされた、また５年間の代理受領取り扱い中止と刑事告訴

という厳しいものであったのです。 

 さて元に戻るとこの報告書では H20 年～H26 年の 6 年間に総計９億５千万円の不正があり返還さ

せたとのことです。不正の内容で１位の不正が「往療料の距離の水増し」１３９件２位が施術回数

の水増し５３件 ３位が同一家屋の複数患者の施術に対する往療料の重複算定、その他歩行可能者

に対する往療料の算定、申請書・同意書の偽造、架空請求、再同意の虚偽記載と続いています。 

このような不正請求を未然に防止するために受領委任制度の導入になったと解釈できますが、本

当にそうでしょうか。わたしは疑問に思いました。 

厚労省は過去に生活保護費を抑えるために何をしたか、そして勤労統計をどの様にしたかを考え

ればこの「不正請求統計」も待てよ、あまりにも作為的なのではないかと思ったのです。ではどの

様にすれば作為的かどうかを証明できるのかを考えた時、答えに詰まってしまいました。わたしな

りの模索が続いていますのでこの続きは次回に。 

 

 

 事務局通信への投稿のお願い 
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いたします。受療委任実施の中で患者 

さんが抱える問題など、是非、お聞かせ下さい。 

● 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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（提案）話し合い、聞き合う、懇談の場を    山内惠美子 

最近、通信には、中野先生、清水先生始め久下先生はもちろん、色々な先生方からの「受領委任

における厚労省のやり方や方針など」についてご意見が多く寄せられていますね。 

 この時期に一度、老？若男女の会員が、畳？の上で自由に思うところを話し、また聞きあう場を、

本部主催で持たれるのはどうでしょうか？ 

すぐ、簡単に将来の見通しが立ったり、解決策が出るとは思いません。 

今回は、相手の意見を批判することなく，ただ聞きあう会として、お腹に溜まった不満やアイデ

アなどを自由に話し、聞きあう場が合ったらよいのではないかと思います。その中からもし、鍼灸

マッサージ師会付属の治療院の話がでるなら、そのときにこそ、一般の会員にも理解されるように

なるのではないかと思います。 

 

 できれば、前に黒板、ひとつの方向に皆が向く机の配置という会場ではなく、畳のうえで自由に

座って小さな 5～6人くらいの輪を幾つか作って話し合うというような。 

輪の中から出て他の輪に自由にはいって、また話を聞くのも可能なような。 

 このような話し合いを、何回か重ねていくうちに、良いアイデアや治療家の進むべき、行うべき

方向もみえ、その為の方法も出て来るような気がします。 

 ただ、今のように通信にそれぞれが意見を掲載しても会員がどう思っているかわからず、勿体な

いと思うのです。 

今は、受領委任体制の始まりで多少混乱している時期なのかもしれません。 

せっかくの投稿された意見、また心に溜まっている会員皆様のお考えを、この時に活かせたらと

願う次第です。厚労省のやり方、考え方に大なり小なり、の感想を待たれていると思います。 

また、治療家としてこんな思いで仕事をしている。また、こんな風に仕事が将来やれたらまた、

やりたいんだ。というような将来像を語り合うのも意義のあることだと思います。 

懇親会も兼ねて日頃、楽しく、なかなか普段、聴けない会員の意見や、不満を聴きあう場を本部に

設定して頂けたらと思います。その時は、皆様、是非参加してくださって、語り合いましょう。そ

の時は、決して相手の意見を否定しないこと、まず、どんどん意見や感想をだして、聴き合うこと

が重要です。質問は OKです。 

「ブレインストーミング」という言葉をお聞きになったことがございますでしょうか？ 

ある会議などで、色々なアイデアを聴きたいときに使われる、方法と聴いています。批判される

心配がない所では、自由に意見やアイデアが出て来るのでしょう。 

５～６人の小グループに分かれて、意見交換をした後で、各グループの出た意見をにわか代表に

発表してもらいます。和気あいあいとできたらと願います。 

この意見交換会を、数回おこなったら、そこで出た問題点について考察し、（この段階ではかな

り問題点が搾られているのではないかと思います。）、そして解決の手段を考えていくことができ

ると思います。 

まず会員同士が、より知り合い語り合うことから始めていくことが、大切だと思います。この受

領委任制度の始まりの時期、色々な問題が出ている今、良いときではないでしょうか。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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関節、手技マスターの大切さを痛感 

「変形性関節症、膝、股関節の在宅リハビリテーション」研修会 

 6月 9 日在宅ケア部主催「変形性関節症、膝、股関節の在宅リハビリテーション研修会」が行われ

ました。講師はみなさんおなじみの井上美幸理学療法士さんです。当日の要旨をお知らせします。 

 

変形性膝関節症について 

１） はじめに基礎知識について映像を用いた説明あり（先生作成の資料参照） 

◎一次性膝関節症と二次性膝関節症の違いについて。 

◎症状について－常時痛むようになると歩行障害をき

たし、健康寿命にも影響がでる。 

◎臨床所見－進行すると関節水症、大腿 頭節萎縮、可

動域制限（屈曲拘縮、内外側変形）等が起きる 

◎症状表現、グレード１～５あり。グレード３未満なら

ば、概ね、私たちが、運動療法を行える。 

 ◎大腿脛骨を測ると、O 脚がどう変わるかわかる。体重がかかっているとき、膝はどうゆがむか、

内側型変形が多い。 

 ◎ミクリッツ線－大腿骨骨頭と足の内踝を結んだ線。歩き方でどのようにずれるかを見る。 

２）実技を行いながら説明。各自、組んでやり合う 

 ◎膝関節腫脹を徒手で評価する。膝関節水腫の程度を把握することは、疼痛管理の上で重要。 

 ◎膝蓋躍動法。患者の膝を伸展して、術者は膝の上下から、両手を密着させて保持すると、水が

溜まっている場合は、浮いてくるのでわかる。 

 ◎内側半月板亜脱臼障害について、疼痛誘発テスト。内側のクッション、半月板が外へ飛び出し

ている場合。半月板のところが、痛むかどうかを見る。

患者は仰臥位で、術者は膝を内側にまた、下腿を内側

に移動させたり等行って、痛みの有無を確かめる。 

 ◎テーピングを用いた疼痛の評価もあり。 

 ◎膝蓋下脂肪体による痛み。 

疼痛増幅装置として膝蓋下脂肪体がある。この脂肪体

は、上、前、下にでることもある。疼痛誘発テスト－

自分で膝の上、下を押して痛みが生じるかどうか試み

る。 

３）治療法（復習するときは、資料もよく見て行う） 

 ◎膝のモビライゼーション。膝のまわりの組織をもんで、ほぐしていく。横方向などへ。圧は強

くしないで、外側から内側へ押したりする。 
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 ◎大腿筋膜モビライゼーション。すべりをよくするように、横方向等へ、圧は強くしないで、外

側から内側へ押したりする。 

 ◎大腿四頭筋トレーニング。膝の屈曲位をとり、患者側の内

側へ力を入れてもらったり、伸展位でも上下する。下肢挙

上運動も行う。負荷をかける時もあり。（腰痛予防のため、

反対の膝は立てる）。 

 ◎中殿筋トレーニング。患者は横向きで、足はかかとから斜

めに上げる。 

 ◎足趾把持機能。タオルの上にビー玉をおいて、足趾でつか

んだり、また、タオルを手繰り寄せたりして、筋力を弱らせないようにする。 

変形性股関節症について 

１） はじめに 基礎知識の要点 

股関節を構成する骨盤の臼蓋側と大腿骨骨頭側の関節軟骨の破状を初期変化とする変性疾患。 

徐々に関節変形が進行する。臨床的には股関節

疼痛、跛行、可動域制限が見られ、ADL 上問題を

生じる。 

２） 股関節リハビリのポイント           

 ◎歩容の改善や進行予防、アライメントや重心 

動揺の補正が重要。 

 ◎股関節周囲筋の筋緊張を低下させ、股関節への 

 ストレスを軽減させる。 

 ◎閉鎖運動連鎖での筋力トレーニングも重要であるが、過重負荷による症状増悪、関節症進行に

も注意する。 

 ◎実技の時間は少なくなったが、先生のデモストレーションの後にお互いに行ってみた。 

 

以上、今日は基礎から、リハビリのポイント、

井上先生の熱意ある講義で参加者も真剣に学び

合いました。私たちは、治療、実技をマスター

することが、どんなに大切なことか痛感いたし

ました。 

井上先生、参加者のみなさま（17 名）ありが

とうございました。 

 アンケートご記入いただいた方は11名でした。

多くの方が基礎知識から丁寧な説明があり、また、実技はすぐに役立つもので、利用していき

たいとのことでした。  （6 月 22 日 田中榮子） 
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年間闘病記 17 扁桃炎     2019 年 6 月 24 日 学術部 荒木文雄 

 この時季、気温の寒暖の差が激しく、意外と多いのが扁桃炎です。感染等により、扁桃部に炎症

を発症し、発熱、関節痛等の全身症状を伴う症状が出現する。症状により以下の治療を行う。 

（治療法）患部の熱と炎症、腫脹を取り去り、気血の流注を正常にする。治療の要点は肺経、大腸

経、胃経、腎経を重視する。 

（主穴） 内庭、照海、足三里、合谷、尺沢、扶突、少

商、商陽（刺絡） 

（配穴） 症状により、主穴に追加する。 

① 咽喉部腫痛（嚥下困難）――頬車、十宣（刺絡） 

② 発熱、悪寒―― 風池、大椎（瀉法） 

③ 慢性扁桃炎―― 合谷、尺沢、大谿、照海 

④ 関節痛―― 患部は何是穴、走行経路の井穴刺絡 

（治療法）1 日に 1 回、8回を 1行程、置鍼 20 分間、合

間に鍼瀉法で刺激する。 

 特にこの梅雨時季は、夏風邪の症状と共に扁桃炎も多いようです。クーラーの影響も多い。 症

状好転も油断することなく、8 日間位の経過観察が必要です。 

健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 第 6 回定期総会報告 

報告者 清水一雄 

日時：令和元年 6 月 9 日（日）13 時 30 分～14 時 30 分 定期総会、あ・は・き討論会 

会場：尼崎中小企業センター研修室 502 号  総会出席者： 29 名  

代表理事 清水一雄（「国民の会副会長」）相談役業務執行理事 高橋養藏 （「国民の会副会長」） 

NPO 法人医療を考える会 理事長 山西俊夫（「国民の会副会長」） 

【山村博文会長挨拶】この会があったからこそ議員さんが動き受領委任になった。特定の団体が利

益を上げるのではなく、国民が主体にならなければならない。久し振りに「ぎっくり腰」で整形外

科に行ったが全く効果が無かった。 

【他団体】・住吉区鍼灸マッサージ師会 会長坂本康裕氏   

・堺市鍼灸師会 会長徳久江氏 

【議員来賓】・衆議院議員 中野洋昌氏   

衆議院議員 大串正樹氏秘書 大澤一功氏 

・衆議院議員 関芳弘氏秘書 来松しんすけ氏  〃   濱村 進秘書 矢鋪順一氏 

・ 参議院議員 室井邦彦氏秘書  ・兵庫県議会議員 黒川洽氏 ・兵庫県議会議員 谷井勲氏  

議員候補者 ・参議院議員候補者 高橋みつお氏秘書  

・参議院議員候補者 かだ裕之氏（鴻池参議院議員後任 紹介者元秘書吉川氏） 

【決定及び報告事項】 

①2018 年度第 6 回総会 2018 年度活動報告、会計報告 2019 年度活動方針、予算案、役員体制

案においては資料通り承認される。 

 ②全国での署名数は 39,998 筆（2019 年 6 月現在） ③入会者数 118 名、団体加盟数 17 団体 
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【会場から出された声】 

・議員からは伝統医療を西洋医療同様に安心して受けられるようになって欲しいのと、高齢者には

必要な医療であり安心して受けられるように尽力したい。 

・鍼灸がＮＨＫのゴールデンタイムで放映されたのは画期的である。 

・健康保険証 1枚で受けられるようになってほしい。 

・医師は「あはき師」が何をしているのかわからないのに、同意書は書きようがない。 

・大阪市生活保護においては実態把握をせず、「あはき」を遠ざけるために勝手に水を差すようなこ

とをしてくる。 

・署名を書いてもらうようにしているが集めきれていない。 

・関西も関東も体験治療は人気がある。 

・同意書発行にあたって医師には理解してもらっている。 

・同意書は今回限りと言われ先生に迷惑がかかるのであれば、書いてもらわなくて結構です。この

一言が同意書発行に繋がった。患者の一言によって道が開けた。患者や施術者の一言が道を開い

てくれる。黙っていては道が開けない。 

・受領委任はすごいことであるが、施術者も不合理と言える煩雑な書類が増えて混乱している。 

・大阪では同意書拒否問題で会として医師にお願いしようと考えている。 

・関西では同意書より診断書が増えている。診断書に同意するといった文言を入れさせようとする

保険者がある。 

・償還払いは被害を受けて償い返すということであり法律用語ではない。受領委任になった現在も

保険者の裁量権として残されている償還払いの不当性を無くなるようにしなければならない。 

【私の感想】 

医療の問題は患者が声を挙げることに尽きると思うが、どのように声を挙げたらいいのかよく分

からない。「同意書を拒否する医師」や保険者から不当な一言でも、最もと受け取ってしまうとそこ

で終わってしまう。この問題を解決していく為にもそこのところのスキルを施術者が高め、患者の

援護をしてあげなければ道が開けない問題がある。 

医療は患者の為にあり施術者も患者と同じように厚労省や「同意書を拒否する医師」及び保険者

の言いなりにならないようにしなければなりません。そのためにも「健康保険ではり・きゅう・マ

ッサージを受ける国民の会」や「ＮＰＯ法人医療を考える会」「よもぎの会」の存在はとても重要と

思います。 

パーキンソン病と共に     創健治療室 加藤 勝彦 

 

 事務局通信 192 号（４月号）に「パーキンソン病と共に」を掲載させていただいてから、いろい

ろな動きがありましたので、報告をさせていただきます。 

1 主治医の変更→横浜市立大学に 

主治医を変更いたしました。1 月 16 日にパーキンソン病と診断した医師には、紹介状を書いてい

ただき、他の病院に変更させていただくことにしました。これにはいくつかの理由があります。 
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一つは、ふらつきの症状についてです。1月末に、薬の副作用でふらつきが生じることを知り、医

師にふらつきがパーキンソン病の症状なのか、薬の副作用から来ているものか尋ねてみましたが、

明確な説明はありませんでした。 

また、友人の母親がパーキンソン病と診断され 1年治療を続けても変化が出ないのを不審に思い、

別の病院に診察してもらったところ、小脳変性症とわかり、医師を変えたという話を聞きました。

友人からは体制がきちんとしている病院に掛り、診てもらったほうがよいとの勧めがありました。 

4 月に入り、医師から、すり足にあまり変化が見られないので、薬を変えてみようとの提案があり

ました。その時飲んでいるドパコールを今後も使いたいので、別の薬を追加するというものでした。 

薬局で渡された薬は、少し大きめのカプセルに入ったものでした。薬が飲みにくいためゼリーと

一緒に飲み込みましたが、ふらつきが強くなった感じがしたため、医師に電話を入れたところ、薬

を中止することになりました。 

この件について診察の折、医師に再度聴いてみると、他の患者さんが待っているからといって話

を終了させてしまうのでした。そこで、紹介状の話をしたところ、いつでも書くので、次回きめよ

うとなりました。 

紹介状の宛先は、横浜市立大学附属市民総合医療センターにすることにしました。従来の病院で

は、神経内科の担当医は 2人、横浜市立大学では神経内科が 8人体制になっていました。 

５月１７日、紹介状、診察経過、検査結果等を持ち、横浜市立大学医療センターを受診しました。

事前に連絡をしておいたこともあったためか、検査結果など丁寧に診ていただき、パーキンソン病

と診断されました。 

薬のドパコールは、今は３０種類以上あるパーキンソン病薬の中で、早く開発されたもので効果

もあり、副作用も少なく良いものであることなど、詳しく説明していただきました。今後増やして

いく必要があるが、次回まで服薬して様子を診ることになりました。 

2 ふらつき、眠気 ６月１２日、横浜市大医療センター２度目の受診。症状としては、すり足、

ふらつき、昼間の眠気を訴えました。 

昼間の食事や出かけた後の眠気は、なるべく我慢し、夜は眠くなったら寝なさいと言われました。

その他気になることとして、無呼吸症候群の影響で寝返りがうてないと思っていましたので、寝て

いる間、臀部に痛みが出ることを伝えました。 

すると、それはパーキンソン病で筋肉が弱って動かしてないからだと言わ

れました。 

ふらつき、眠気が強い状態は、中途覚醒によるものか、パーキンソン病か

らくるものか、薬によるものかなどいろいろ考えられますが、ふらつき、眠

気が強い時は、起きているのが辛いです。 

無呼吸症候群の医師からは、昼間は寝るな、夜も１０時過ぎに寝なさいと

言われています。眠い時は、夕飯を食べているときに眠くなり、起きている

のが大変です。 

普段の水曜日の状態は次のようなものです。 

５時起き、白湯をコップ 1杯飲む。血圧測定。ベッドに入り、ラジオ聴取、

7 時起床、朝食。薬は、降圧剤と神経伝達物質ドーパミンを補充するドパコール服用。ふらつきがひ

どく 9時に横になる。10 時ヨガ。昼食後、ドパコール服用。ふらつき、眠気で横になる。 
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15 時起き、16時 30 分仕事。18 時 30 分夕食、ドパコール服用、眠い。食後テレビを見たりして眠

らないようにする。21 時 30 分風呂。22 時、便が出ない日は便秘薬を服用し就寝。1 時 30 分頃起き

て、トイレ、白湯飲む。3時頃起きて、トイレ、白湯飲む。 

このような状態で、起きているとふらつきと眠気に囲まれている感じです。パソコンに向かって

いても、ふらつきと眠気に囲まれている状態です。 

なお、６月に入り PT の訪問が開始され、昼間の血圧が 100 から 110 前後で

あることが分かりました。低血圧の自覚症状として、ふらつき、立ちくらみが

知られており、無呼吸症候群の医師と相談し６月１２日から降圧剤の服用を止

めました。その後、ふらつきは解消されてはおりません。６月の診察では、体

の動きなどを診たうえで、薬を朝と昼は従来の 100ｍｇから 150ｍに増えました。

（次号へつづく） 

ケアマネ番外編     松本泰司 

私がケアマネをしている渋谷区は経済的に余裕がある方が多いところ

です。私が担当する利用者の一人は 89 歳の女性ですが、以前いちご栽培

に出資すれば高い利回りが得られますと持ち掛けられ 1000 万円を出資

してしまいました。 

利用者は配当金の支払いが滞ってきたので、訪問のマッサージの先生

に相談したところ、マッサージ師がその会社に電話をかけました。 

が、掛けた電話番号は使われてないとのメッセージで詐欺だと判明し

ました。 

 その後包括支援センターも当該会社を追跡しましたが、会社は消滅

して行方知れずになってしまいました。 

本人は3階建てのビルに独りで住んでいて経済的には困っていませ

ん。「しかたないわー、すっごーく感じのいい人で、私と話しが合う

オニイサンだったのに。」と残念がっていました。自分のミスだと言って被害届けは出しませんでした。 

 ところが最近、消滅した会社から利用者の口座に再び配当金が振り込まれてきたのです。利用者にも電

話が掛かってきて、「いちごファームの○○と申します。今度担当が代わりましたのでご挨拶に伺います。

宜しくお願い致します。」 

 その時はちょうど他県から、事情を知らない姪が利用者宅に来ていたので電話を代わって取ってしまい、

「そういう契約は私が同席しているところで言ってください。」と言ったところ、電話がすぐに切られて

再び詐欺師と連絡が取れなくなりました。 

 詐欺業者は一度狙ったら何度も対応を変えてやってきます。この利用者には司法書士を後見につけよう

としましたが本人に拒否されました。 

 

 私はこの手の詐欺は高齢者に限ったことだと思っていましたが、今年の 4 月の土曜日、休日なので遅く

まで寝ていたところ、家の固定電話に若い男性から電話が掛かってきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私「はい、松本です。」 

好青年なのは見

かけだけだぜ 
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A「あ、松本さんですか。私は C 市の医療費を担当している A と申します。去年の 10 月に医療費の明細

といっしょに払いすぎた医療費の返還金の用紙を同封しましたが、お読みいただけましたか。」 

私「イイェー、覚えていません。」 

A「そうですヨネ。受け取りが出来なかったようで書留が返送されてきました。」 

ここで私が書留の受け取りが出来なかった時は不在者連絡票が入ってくるので、不在だからといって直に

返送はないということに気がつけばよかったのですが、寝起きで頭が働いていません。 

続いて 

A「書留が返送されてきたので、今年の 3月 16日に再度普通郵便で再送しました。お読みになりましたか？」 

松本「書留が返送されたら普通郵便で再送するのですか？」 

A「そうです。普通郵便は届いてますよネ。」 

松本「いいえ届いていません。」 

A「こちらで配達されたかどうかを追跡したので間違いなく届いていますよ。」 

私「普通郵便は追跡が出来ないと思いますが。」 

A「いえ追跡出来ます。」 

私「書留と特定記録郵便は追跡できますが、普通郵便は追跡出来ませんヨ。」 

というと何故か A が次第にキレかかってきました。私も寝起きからだんだん眼が覚めてきまして、これ

は変ではないかと思いながら話を続けていました。 

A「今年 5 月に令和に年号が代わるので、返還金を受け取らないとその権利が消失します。」 

私「年号が代わるとどうして返還されないのですか？」 

A「そういう決まりです。」 

この段階で A の言葉の波動が荒くなってきたので、私も不快になってきまして、 

私「それでいくら返還されるのですか？」 

A「3 万円です。」 

私「3 万の端た金なんかいらねーヨ。」 

ガッチャーンと電話を切ってしまいました。私はそのあと本当だったら 3 万円はもったいないと思いまし

たが、よくよく考えてみますとおかしな点がたくさんありました。 

 A が C 市の担当者と言うので、私が土曜の午後 1 時頃 C 市役所に手続きに行きますと言いましたら、

A が言うには、「私どもは現在 C 市役所にいません。千代田区麹町にいて全国へ医療費返還の休日対応を

行っています。」と言っていました。 

 C 市の担当者なのに全国対応の返還金業務を行っているのも変でした。最初は大変感じの良い話し方で

したが、いろいろ細かく聞いていましたらしだいにイラついて語気が荒くなってきたのもおかしい。年号

が代わると返還金の請求権がなくなるというのも違和感がありました。 

 会員の皆さま自分だけは騙されないと思ってはいけません。振り込み詐欺の手口は時節の話題を盛り込

んで、まことしやかなストーリーを作成してきますのでご用心下さい。 

私はその日しばらくは不快な時間を過ごしましたが、詐欺師の手口を実体験できまして、幾つかの点をオ

ニイサンが改善すれば私を騙すことが出来たのではないか、詰めが甘いナなどと回想していました。 
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R 元年 7月                R 元年 8 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 申請業務        6 火 申請業務      

7 日  7 水  

8 月  8 木  

9 火  9 金  

10 水  10 土 事務局通信投稿締め切り 

11 木 事務局通信投稿締め切り 11 日  

12 金  12 月  

13 土 懇親会一泊旅行（一碧湖） 13 火  

14 日  14 水 夏季休暇 

15 月  15 木  

16 火  16 金  

17 水 編集会議（10：30～11：30） 17 土  

18 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 18 日  

19 金  19 月 事務局会議（13：00～15：00） 

20 土  20 火  

21 日 伝統手技部会（10：30～12：30） 

伝統手技研修会（13：30～16：30） 

21 水  

22 月 事務局会議（13：00～15：00） 22 木  

23 火   23 金  

24 水  24 土  

25 木  25 日  

26 金  26 月  

27 土  27 火  

28 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00） 28 水 支給明細などの発送 

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 31 土  


