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患者が選べる療養費支給要件へ改善の声を  2019・8．11久下 勝通 

受領委任の狙いはなにか、療養費の支給はどうなっていくのか、われわれはどのような改善をめ

ざすのか、しっかりと今後の対応について検討すべきときではないでしょうか。 

橋本副代表理事が今月号の投稿で、受領委任払いに変わった療養費支給について、どう変わった

か、感想をまとめていますが、この点、私も同感です。 

①申請業務が複雑になり申請しにくくなっている。②保険者の判断まかせ（受領委任拒否、不支給など） 

③同意書撤廃どころか同意書が複雑になり記入しづらくなった。④口頭同意の撤廃など 

厚労省は、受領委任は患者の負担軽減のためと説明しながら、受領委任払か償還払いかは、患者、

被保険者が選ぶのでなく、保険者が選ぶのです。しかも、患者の権限による、施術者への申請委任

は認めません。 

また、「保険医による適当な治療手段のない疾病」という、不合理な療養費支給対象を明確にして、

医師の口頭同意を認めず、同意する場合は診断を義務づけたのです。明らかに医師の同意を制限し、

療養費支給の削減を考えたやり方です。この療養費の支給対象は、とても国民が理解できる内容で

はありませんし、また、医師のみなさまの納得を得られる内容とは思えません。 

患者のみなさんが、どのような場合に、はり・きゅう療養費の支給を受けることができるのか、 

また、マッサージ療養費の支給を受けることができるのか、理解できる内容でなければならないと

思います。患者の立場からの療養費の支給の改善について、まず、われわれの考え方を明確にして、

患者をはじめ広くよびかけるべきだと思います。 

 以下、療養費改善について私の意見です。 

はり・きゅう療養費は「神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛、および頸椎捻挫後遺症

等の慢性的疼痛を主症とする疾患の場合は、慢性的疼痛を主症とする疾患であるとの保険医診断が

あれば療養費の支給対象とする」。 

また、あん摩マッサージ指圧の療養費は「筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等の身体症状があり、 

当該症状があるとの保険医の診断がなされていれば療養費の支給対象とする」。 

「医師による適当な治療手段のない疾病」という不合理な支給要件がなければ、併給の禁止もな

くなり、患者さんが必要とする治療選ぶことができるのです。 

医師の診断、治療を受け、患者が必要とする場合は、鍼灸、マッサージ師の治療も受け、患者を

中心に医師との協力もできるのです。患者の立場を尊重する療養費の支給に声を上げましょう。 
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保険者に提出した意見書への回答   令和元年７月１８日  中野郁雄 

     併給を理由とした不支給を取り消す 
令和元年５月１日に、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」宛てに出しました意見書に対して、令

和元年７月１８日（木）、電話にて回答がありました。 

意見書は「腰痛症治療の患者が整形外科も受診しており、湿布が出ているため併給と判断し不支給

とする」と言うものに対し、以下の内容により不支給は不当であるとして、不支給の理由と根拠を

書面にて回答するよう求めたものであります。 

 

【意見書の内容】 

1. 当該整形外科に確認したところ、湿布は特に腰痛に限定しているものではないとの認識を得た。 

2. 当該患者に関しては、多くの疾患名の中に腰部に該当する疾患名はあるものの、厚生労働省の併

給に関する項目には「同一疾病にかかる療養の給付との併用は認められない」とある。 

3. 本件の湿布は、同一疾病により出されたものでもなく、また本疾患の腰痛症がどの疾病に起因し

ているかが判然とせず、病院での治療効果が出ないことにより、鍼灸の対象となっている。 

4. 以上の事により、本件は併給による不支給の根拠に乏しく、また仮に患者が勝手に湿布を腰部に

使用したとしても、湿布が腰痛に対してのものでない限り、併給の条件を充たしてはいないと考

える。 

5. 従って、今後も整形外科での診療を受けながら、当院での治療も併せて出来るようご理解をお願

いする。 

6. なお、本件が併給に該当するとの判断に変更がない場合、書面にてその理由、及び根拠をお示し

頂きご教示頂ければ、当院及び組合又は各業界団体への敷衍並びに類似案件に関しての参考とも

なるので、宜しくお願い致します。 

 

【回答】 

神奈川県後期高齢者医療広域連合の審査担当の竹迫氏より電話があり、 

「意見書に関し、厚生労働省およびその他関係部署とも縷々協議検討した結果、 

また厚生局ホームページにある鍼灸マッサージの療養費支給に関する Q＆Aの中の類似案件等によ

り、本件は不支給には当らず支給が相当と考える」 

ただし条件として申請書の摘要欄に、「病院で出されている湿布は、本疾患に対してではない事を、

当該病院に確認済みである旨の記述を必要とする」 

との事である。 

 この条件は当局の面子やプライドと共に、意見書の内容を無条件で認めたくないという意地と、

ジャッジをするのは我々であるとのメッセージでもある。 

ただ、本件担当者の竹迫氏はたまたま間が悪く、５回も留守電が入っており、６回目でやっと出ら

れたにもかかわらず、大変穏やかに丁寧且つ親切に説明をされ、決して高圧的でも事務的でもなく、

また５月１日に意見書を受領しながら回答が遅くなったことを深謝するなど誠に好印象であった。 

また当院に対し深く敬意を払って対応していたことを強く感じた。 
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 ただ要求した文書での回答ではなく電話であったのが残念であるが、後々問題となる材料は残さ

ないのが彼らの常套手段であるからやむを得ないだろう。 

われわれの見解はしっかり伝えよう 

以上を総括して本件を検証し今後の参考とするならば・・・ 

1. 申請の審査に関しては完璧なマニュアルは無く、厚生労働省の通達を基本として、過去の判例や

事例又は質問に対する回答等を参考に支給・不支給を判断していると思われるので、少しでも疑

問があったら躊躇せず問い合わせるべきと考える。 

2. 久下先生からもご指摘を受けましたが、小生は生意気なので「意見書」として出しましたが「お

問い合わせ」とか「ご質問」とかのソフトな表現が適当かも知れない。 

3. ただ今回の事例での回答は、抗議に近い内容ともいえるので、それが奏功した可能性もあると考

えれば、やはりケースバイケースで表現や内容を工夫・検討する必要がありそうである。 

4. 小生は過去において、厚労省又は県や市の関係部署及び保険者に対し、常に対峙し闘いモードで

文章のやり取りや電話の対応をしてきたため、目をつけられて返戻をされたと思われる事案など

があった。 

5. そのため最近は当該保険者からの問い合わせに対して、当方の意見をしっかり伝える手段として、

真摯に冷静かつ謙虚を基本として、尊大ならずされど卑屈にならぬよう対応している事が、今回

の回答に反映されている可能性があるかもしれない。 

6. 人間である以上感情は重要な要素であるから、必要な事は言うべきであり、疑問は問い合わせる

べきであるが、感情を逆なでしたり激昂させることは、プラスにはならないと学習した。 

7. しかし闘うべき時は覚悟を持ってぶれずに闘わなければならない。 

        以上ご報告と共に今後なにがしかの参考になれば幸いであります。 

厚労省と受領委任制度（その 2） 2019/8/10  橋本利治 

おかしなことに声を挙げなければ 

参議院選挙が終わりました。なんとか「憲法改正」の国会発議に必要な 2/3 議員数を割り込ませること

ができてホッとしました。「N 国」党首が憲法改正を主張し始めるやら、「国民民主党の静岡選挙区の議員」

を官邸が応援し始めるなど、野党への切崩し（未確認情報）で気が抜けません。（あと 4 議席切り崩され

るとヤバイ）  

さて今回の憲法改正の何が問題か、自民党改正草案（98 条 99 条）を見ると「国家緊急権」条項が含ま

れているのがあまり知られていないことです。政権の説明としては震災などの緊急事態には内閣に全権を

委任して早急に事態の収拾を図れるように対処する、という理由なのですが、「緊急事態」の中身が震災

時ではなく、「戦争」だったりすることが問題です。 

これはドイツで戦前ナチが政権奪取する時の手法と似ていることが挙げられるとのことです。（「ヒトラ

ーとナチ・ドイツ」石田勇治著）そういえばつい最近愛知トリエンナーレ「表現の不自由展」が 3 日間で

中止に追い込まれた事などをみると、とうとう検閲も正々堂々とまかり通る世の中になってしまったのか

と感じてしまいます。 

どんどんみんながおかしなことに声を挙げなければならない。（声を挙げてもしょうがないという意見
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もあるが、・・・・） 

前置きが長くなりましたが本筋に戻します。 

さて前回は鍼灸あんまマッサージ師の不正請求について厚労省発表 HP から考えてみました。厚労省によ

ると、「もしこの不正が無かったら、９億５千万円以上のお金をほんとうに必要な患者に回せます。その

ためにあなた方がやっている不正に対して国に協力して我慢して仕事をしてください」と言っています。

さてこの答えはそれぞれあると思います。 

しかしわたしはそうは思いません、そもそも国と言うのは国民から税を集めて、それを国民の生活の為に

分配する役目があります。どのように分配するのか、それの分配方法で意見が分かれていきます、お金持

ちにより多く分配するのか、貧乏人にも平等に分配するのか。 

そこで厚労省の HP に不正請求を堂々と掲載する、というところに私は違和感を感じます。 

つまり見せしめ的なものなのかなという感じがします。実際の話なのだから・・・と言われればしょうが

ないとも思いますが。 

わざわざ政府の公式 HP に載せるようなことなのだろうか、不正統計、文書改ざんなども公開するべきな

のにそれはしない。ということは「公表することにより」その結果を誘導している、恣意的なのではない

かと思わせられます。生活保護受給の時も有る議員が恣意的に不正受給をリークして申請を抑制したこと

があったのに似てはしないか。 

厚労省のホームページ「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)」を視てみると、 

 2012 年 10 月 19 日に第 1 回が開催されています。その後毎年 1 回専門委員会が開催されていますが、

2016 年は 7 回開催されています。2017 年は 1 月から 3 月に６回と 11 月 12 月に 2 回と合計 8 回と審議

会が開催されました。 

そして 11 月に初めて不正対策という文言がでてきます。3 月までは「療養費の見直し」が検討課題だっ

たものが、幾ら検討しても削減できない、その結果「不正」をキーワードに対策が考えられたのではない

か、その方法として受領委任制度を使えば・・・となってくる。（これはあくまで推測にすぎません） 

事実受領委任制度に切り替わってからどの様になっているかを見たら、 

① 申請業務が複雑になり申請しにくくなっている。 

② 保険者の判断まかせ（受領委任拒否、不支給など） 

③ 同意書撤廃どころか同意書が複雑になり記入しづらくなった。 

④ 口頭同意の撤廃など。 

以前より後退したのではないかと思わされ

る事ばかりがあります。もちろん全てが後退

したとは思っていません。 

結果からみて本当によかったのか？と振り

返る作業も必要なのではないでしょうか。 

＊先月山内先生から提案のあったもの賛成

です。 

夏の暑い 1 日涼を求めて西沢渓谷へ 

1 枚岩の川床をサラサラ流れる水の音、ヒタ

ヒタ歩く 涼しきかな 
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保険部会活動報告       R01/6/27 事務 山西 

6 月 12 日保険部会が事務所にて行われました。議題は以下の３点です。 

① 新しい様式になった同意書について。②変形徒手矯正術について。③今後の会活動の展開につい

て。 参加人数は 6 名。活発な議論が交わされました。 

1 新しい様式になった同意書について（平成 30 年 10 月から） 

 同意書の新項目である診察日に関連した返戻が多いことが最初に議題にあがりました。現在、 

変形徒手矯正術を含む施術に対する療養費支給の申請には同意書が一月毎に必要になっています。 

ところが一部の医療機関では、同意書をもらいに毎月来る必要はないと患者に対して指導してい 

るところがあります。そのため同意書は毎月出ているが、同意書の診察日が前に出た同意書と重複

するので返戻になるというケースが出てきて問題になっているということです。 

 上記の件について、「国は医師による無診察診療や無診察同意を問題にしている 1)」とか「患者 

やその家族にも都合があり一月毎にきっちりと診察に行けない」「医療機関や我々施術者、保険者 

も事務仕事が増えて大迷惑だろう」といった意見が出されました。 

 そこで、変形徒手矯正術は何故１カ月毎に同意書が必要になるのかという問題が次に話されまし 

たが、「いやがらせなのでは」「関節拘縮に○をしてくれない」「医師も患者も我々に対する評価や、 

施術の内容に対する理解がない」「理解のない保険医が同意書を作る」｢もちろん中には素晴らしい 

医師もいるのは分かっているが．．．」という意見が出ましたが、一月毎に同意書が必要な理由や 

根拠は不明確なままです。 

－同じく同意書の新項目である介護度も話題に上りました。 

この件について返戻はまだありませんが「デイサービスでは医療

保険と介護保険を一緒に出来ないといわれており、ショートステイも

居住地の違いを指摘され保険者によって返戻される問題があり、保険

部としてこの問題のヘルプがあれば協力する」といった意見が出まし

た。 

２ 変形徒手矯正術について 

 続いて、変形徒手矯正術とは何かという問題提起が出されました。 

現在、厚生労働省の通達や同意書に記載されている変形徒手矯正術という医学用語ですが、日本語 

で書かれた医学論文や文献を検索するためのシステムである医学中央雑誌やメディカルオンライン

で検索したところ、論文でキーワードに挙げられているものは一編もありませんでした。 

そこで疑問に思うことは、誰がどのように定義したのかということです。 

 この件について、「いい加減な定義なのだろう」「医療行政担当者が作った造語なのでは」「大昔に 

使っていたのではないか」｢現在の、学問領域では使っていない運動法の一つ｣などといった推論が 

でたほか、「変形徒手矯正術と言えば全てが変形徒手矯正術になる」といった定義が不明確なことを 

肯定的に解釈した意見や皮膚なのか、筋膜なのか、靭帯なのか筋肉なのか、標的組織の定義が全く 

ない。あはきはただもむだけではない」といった施術者目線の意見が出されました。 
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3 今後の会活動の展開について 

前述の 1・2 の議論を経て出された結論は、変形徒手矯正術などの問題を通じて厚労省に対し 

て、情報公開法 2)に基づき、情報公開を求めていくということです。変形徒手矯正術の定義や変形

徒手矯正術を行なった場合の保険医同意の一月毎の必要性の根拠の提示を求める目的で、我々が厚

生労働省に対して質問することを今後保険部で検討していくことになりました。 

また、上記の議論に伴い、「会員はあはき法のことをもっと勉強してほしい」という意見が代表 

理事から出されました。 

この件について「あはき師があはき法について理解していないと保険者や厚労省と議論できない。

あはき法上、あはき師の資格を持つものはあはきに関しては医師と同列であるとされているにも 

かかわらず、患者が健康保険を使うとなると同意書が必要になってくる。厚労省はあはきの事をか

つては理学療法の一環と言っていたが、最近は医師に代わってと表現している。 

だから同意書がいると。もっと会員に知ってほしいし、こういうことに突っ込んでいってほしい。

最近思うことだが、保険者や厚労省に一本電話するのが大事だと思う。制度運用に問題があり 

疑問を感じたら電話して聞いてほしい。私は、厚労省や保険者に対して、あはき法では、同意書は

違反しており医師の指示を得てやる医療ではないから同意書は必要ないと言うようにしている。 

今回はいろいろ話し合いましたが、根拠の提示などの情報公開を求めることはやっていいと思う」 

以上を最後に｢疑問視したことに一言声を挙げるようにしていきませんか｣という代表理事からの

言葉を結びとし会議を終わりました。 

次回の保険部会は9月18日を予定しています。会員の皆様の参加をお待ちしております。 

参考文献 １）保険診療の理解のために【医科】（平成３０年度）厚生労働省保険局医療課医療指導監査

室。２）行政機関の保有する情報の公開に関する法律 平成 11年法律第 42号 

年間闘病記 18 日本脳炎 学術部 荒木 文雄 

 日本脳炎は最近は減少したが、第二次大戦前と戦後 20 年位は毎年、夏になると多発した病気で日本列

島や台湾、中国南部で発生し、戦後日本に進駐した米軍も警戒した病気だと言われている。 

 原因としては、コガタアカイエ蚊による日本脳炎ウイルスの伝染病で私たちの子供の頃は毎夏のニュー

ス等で警戒の呼びかけを聞いていた。 

 最近はあまり聞かなくなったが、マラリアと共に蚊の媒介する病気である。特にマラリアはハマダラ蚊

に刺される事で発病し、現在でも熱帯地方の国々では毎年患者が発生している。 

 余談ではあるが第二次大戦で東南アジア諸国に侵攻した日本軍はマラリアに感染し、相当の犠牲者を出

したといわれている。特にその中でも、地獄の戦場といわれたインパール作戦の敗北で敗走する日本軍兵

士の手記に、マラリアを現地のビルマ人医師に治療してもらい助かった感想が述べられている。キニーネ

などの充分な治療薬もなく衛生状態も悪化した戦場で、手足の井穴、宣穴より刺絡治療を受けたようであ

る。（手足の指先より血を採ってもらったと記録） 

 刺絡治療を受けると、その後のマラリアの悪寒、戦慄と高熱に耐えることができて助かったと記録して

いる。マラリアの治療法として、当時より東南アジア諸国、中国南部等では実施されていたようだ。 

 私が刺絡治療法に取り組む切っ掛けとなった工藤訓正先生も軍医としてラオスでマラリアにかかり、刺
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絡治療を受けて助かった経験が、西洋医から刺絡療法の大家へと転身する結果になったようだ。 

 工藤訓正先生の体験談では、マラリアはまず激しい悪寒戦慄の後、手の爪と唇がチアノーゼになり、震

えが来て、それが止まると 40 度くらいの高熱で苦しむが、その悪寒戦慄の状態のときに井穴刺絡を行う

と爪の色がピンク色に改善し、10 本の指を刺絡して血液を絞り終わると悪寒戦慄は治まり、次の発作の

とき楽になり、心臓の苦痛も減すると発表されています。 

 手足の指先の井穴や宣穴は、各内臓に関係があるが人体の体温調節や血圧調整作用もあるといわれてい

ます。それが古来より、日本脳炎やマラリアの治療法として、鍼灸（刺絡療法）が重視されてきた理由で

しょう。会員の中には、これからの海外で活躍される方もあるでしょう、私は実際の治療経験はありませ

んが皆様にとって何らかの参考になれば幸いです。 

日本脳炎の治療法 
 日本脳炎は最近は減少したが、マラリアと共に蚊による伝染病でいまだ油断できない病気である。 

漢方では温病の暑温の一部としている。 

１ 急性症状期 

［配穴］（１）高熱期＝鍼瀉法、強刺激 3 分間、外関、曲池、百会、風池、大椎、手足全宣穴刺絡。 

（２） 混迷期＝鍼瀉法、強刺激 2 分間、一日 2 回、労宮、人中、素髎、百会。 

（３）手足強直＝鍼 15 分、太衝、陽陵泉、合谷、手の三里、人中、百会、手足全井穴刺絡、風池 

［治療法］一日 1 回、12 回１行程を実施する。後遺症がのこったときは、後遺症の治療に移行する。 

２ 後遺症の治療 

  日本脳炎感染後、中枢神経系の病変で精神興奮、痴呆、言語障害、嚥下困難、振戦、筋強直、 

顔面部、四肢麻痺等の後遺症が残った状態。           

［配穴］（1)言語障害＝合谷、通里、上兼泉、舌尖刺絡、瘂門。 

（２）痴呆＝神門、百会より四神聡へ透刺、風府。 

（３）精神的興奮＝神門、百会、内関。 

（４）嚥下困難＝天突、兼泉、合谷、頬車、商陽、厲兌刺絡。 

（５）振戦（ふるえ）＝手の三里、曲沢、合谷、間使、陽陵泉、 

 大椎。 

（６）顔面部麻痺＝○イ中枢性（頬部弛緩、閉眼、眉のしわ）患部阿是穴に置鍼後棒灸 3分、手足全

井穴刺絡。 

   ○ロ末梢性（突然発病、口顔喎斜、閉眼不能、流涙、流涎、口笛不可。 

   太衝、地倉、合谷、曲池、迎香、承泣、四白、下関、百会、他に反応出現の阿是穴へ 

置鍼後棒灸 3分、初回に手足の全井穴刺絡、その後手足三陽経刺絡、週 3回治療で４ヶ月 

位の治療期間を要する 

 （７）四肢麻痺＝実証（筋拘縮）と虚証（筋無力）に分類される。 

  ①実証＝鍼強刺激、手足全井穴刺絡後、曲池、外関、湧泉、労宮、合谷、内関、陽陵泉、百会、 

  ②虚証＝鍼弱刺激、１２井穴刺絡後灸、足の三里、関元、気海、三陰交、命門、百会、中脘、  

      陽池、麻痺の指先に指端灸１壮。 

［治療法］ 後遺症の治療は症状により様々だが、週３回～２回のペースで長期間の治療を必要と

するようである。 （参考文献紹介）工藤流刺絡指南、現代針灸配穴辞典針灸配穴。） 
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2019 年第 2 回 在宅ケア部研修会   主催 在宅ケア部 

「腰痛と筋力増強」 

  元プロ野球選手トレナーによる実技指導 

今回の講師、小原洋一先生は、テーピングでも経験豊富であられ、平成 30 年 1 月、 

伝統手技療法部会主催のテーピング講習会をご記憶の方も多く居られると思います。 

腰痛改善の為には、体幹の筋力増強が効果大です。 

その為に、固まった筋肉のほぐし、関節、骨格の矯正など今回は、腰痛と筋力の観

点から 実技を中心にご指導いただきます。 

 故障した選手を的確な診断により、復活に導かれた「小原マジック」を是非、習得してスキル

アップを計りませんか？ 

 

「講師」  小原 洋一 先生   元プロ野球選手トレーナー 

「日時  2019年 10月 13日 第二日曜日  １３：３０～１６：３０ 

「会場」 東京都内 (参加希望者には別途ご連絡)  

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

「締め切り」   9月 30日  20人になり次第、締め切らせていただきます。 

「研修費」 1000 円 （会員）   3000 円  （非会員） 
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変形徒手矯正術講座・研修会に参加して    清水 鏡晴 

7 月 21 日、幡ケ谷社教館において清水一雄講師による講座・研修会が開催されました。 

今回は変形徒手矯正術に焦点をあてて、午後１：３０から４；３０まで行われました。 

前半は変形徒手の講座、後半は実技を行いました。 

講座内容は 

１、あんまマッサージ指圧師が行う健康保険について 

療養の給付と療養費の支給に分けられている。病院、医師の場合は療

養の給付になり、我々あはき師は療養費の支給となり、現金給付とな

る。医師の場合は現物給付である。償還払いと委任払い、そして今年

から受領委任払いになりました。 

２、変形徒手は毎月同意書 

マッサージの同意書は口頭同意が廃止になり、6 か月ごとの同意に変更になりましたが、変形徒手の

毎月同意は変更なかったです。なぜ変形徒手が 1 カ月の同意が必要なのか？国は明確な根拠を示して

おりません。 

１、 変形徒手の効果は 

手足の関節拘縮を変形徒手治療で改善することで、患者の身体に

大きな改善がみられます。清水講師曰く「どうしてこの変形徒手

をマッサージ師はやらないのか、」と残念がっております。 

実技の内容について 

Ａ，肩関節  屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋、 

 屈曲の良肢位は１８０度、前方挙上です。伸展はその逆で後方に挙

上します。良肢位は５０度。 

外転は側方挙上で良肢位は１８０度、外旋、内旋は９０度。 

Ｂ，股関節 

屈曲の良肢位は１５０度、伸展 40 度、内旋８０度、外旋 80 度。 

主な内容は以上でありますが、この治療の特徴は診断と治療が同時に行

えます。 

介護度３，４クラスになると、関節拘縮もかなり酷い状態になりますが、

基本は同じです。 

肩関節、肘（膝）、手首（足首）と拘縮個所が何カ所もありますが、基本にそって内旋、外旋、屈曲、伸

展の拘縮具合を判断する、同時に治療する。この繰り返しであります。 

今回の講座・研修内容は 

会員サイトで動画を拝見できます。登録まだの方は 

スマホはこちらのＱＲコードから 

パソコンは 

https://www.c-sqr.net/?iwpass=lV5SD-vRaMFJFglqW0&c=1 
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～仙台の隠れ家鍼灸院長の独り言～最近増えているジャスラック問題      

                                                      土 田  仁 

皆さん、ジャスラックをご存知ですか？パソコンの wikipediaで検索してみると「日本音楽著作権協会」という団体 

らしい。最近よく耳にするのですが、戦前の昭和 14 年より存在する、つまり今年で 80 年という事ですからかなり 

前からあったという事ですね。 

この団体は音楽の著作権に関する取り締まりや著作権料の徴収をする組織なのだそうです。最近は特に

「JASRAC 問題」としてその著作権料の徴収のやり方などが物議を呼んで居るようです。著作権料の必要な音楽を

無断で演奏等で使用した場合などに料金の請求を求めるためなのでしょう、銀座のヤマハ音楽教室に主婦を装

い 2 年間生徒として潜入し、証拠を入手したことなどがその一例です。 

アーティストの中にも色々な意見があるらしい。確かに権利を守る事は大事な事。コピーして使ったり模倣や真

似により財産や権利が奪われることは阻止しなければならない。 

しかし、あまりにも度が過ぎるとその演奏でその曲に興味を持ってもらったり好感を持って貰う機会が損なわれ、

折角の音楽の境界線の無い心の楽しみに一線を引くことになる。そうなると楽しめなくなる。音楽がみんなのものと

いう意識が低くなると自由な雰囲気ではなくなる。そうなると音楽もつまらなくなるという意見も多く、難しい問題だ

なと感じます。 

何故、今回ジャスラックを記事にしたかというと、実は当院にもきっかけがあって BGM を変更した経緯があるの

でご紹介したい。今から 6 年前の事である。当院の BGM は当時 CD を流して居りました。お客様と一緒に CD を

選ぶのも楽しみやコミュニケーションの一つでした。これが３年間くらい続いて居りました。 

しかし、当時 BGM の営業に来た方が「今ジャスラックがうるさいから CD 流して居ると捕まりますよ。早めに BGM

に変えた方が良いですよ」と。この文章だけを読むと、営業目的で不安を煽って居る様にも感じるかも知れないが、

そんな事は無い方で、実際、ネットで検索してみたり法律家に聞いてみたりすると、やはりジャスラックを通したもの

じゃないと不利と言う事だったのだ。 

これをきっかけに現在も当院は iPad のアプリをダウンロードして使う「モンスターチャンネル」という店舗用の

BGM を使用して居る。当然ジャスラックを通して居る BGM だ。証明書の黄色い楕円形のステッカーも契約と同時

に届く。費用は月 2030 円なのでコストパフォーマンスもかなり良い。そして曲数もかなり多いので BGM 選びには

事欠かない。もし、BGM を探して居る人が居りましたら「モンスターチャンネル」はおススメです！ 

グーグルマップで検索すると当院の目と鼻の先にジャスラックの支社があったから驚きだ。もしかするとジャスラ

ックの方が患者さんで来て居たかも知れない。 

潜入までは無いにしても、たまたま行った鍼灸院がそうだったという事になると「よし、今度は鍼灸院に患者にな

って調査に行こう」となるかも知れません。ジャスラックの取り立て方はともかく、もし心配な場合は皆さんも BGM を

切り替える事をお勧めします。 

BGM は何社かあり、USEN やミュージックバードなど探すと沢山ありますがこれらの会社はどれも高いです。 

また、USEN には「スマホで USEN」というものがありこれは一般視聴者向けの USEN で、BGM として使用する事

は不可というものもあります。まあ、ジャスラックの事は頭の片隅にでも入れて置いておくと良いかも知れません

ね！  
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「私達の周りのより美しいものや、もの事に 

目を向けつつ、求める形を創生しよう」 山内 惠美子 
 また！そう、また悲惨な無差別殺人がアメリカでおきてしまいました。 

犯人は、19 歳の普通の、近所の人が言うには挨拶も返してくれる礼儀正しい若者だった。そんな彼の心

のなかには、怒りが、誰彼なく殺したいほどの怒りがあったのです。また、もしかしたら、耐えきれない

程の絶望感があったのかもしれない。 

その、彼の怒りや絶望感の解決策は、無差別殺人しか無かったのか？犯人がもうひとり逃げているとの

ことですから、共感者がいたのです。 

アメリカのその地域の特定的な問題もあったのかもしれないし、世界中の若者達が解決策を持てないで

いるのかもしれない。 

 どこに問題があるのかは、とても難しいことだと思います。 

しかし、犯罪を犯し、無差別に殺人を犯して自分がその後、普通に生きられるはずはない事は、彼らも

わかっていたでしょう。他者を殺し、自分も死ぬイメージがあったでしょう。 

 結局、彼らの心のなかには、希望が見えなかったのではないか？ 

礼儀正しく暮らす生活と彼らが本当に求めているものとの間がどんどん乖離していってしまう。 

しかし、私達は、一人で生まれてきたのではなく、両親が生んでくれて、社会の中で今まで育くまれて、

ここにいる。社会が、自然が、人間関係が、私達を育て活かし、今生きている。 

 そのことの複雑さ。今が、自分の求めていない環境だったり、納得の行かない処遇を受けていたり、 

不満が貯まる、また切なる要求もあるでしょう。 

そのいらいらを他者へ憂さ晴らしするのは、最も幼く、愚かで、卑劣な行為だとおもいます。 

 まず、自分たちの、周りを見直すこと。美しく雄大な自然や、人の叡智、本来の人間らしさを見直して

見たいと思います。今の現状が、ひどいと思うなら、否定するのではなく、他の形を構築することを考え

てみたい。 

今、自分のいる場所が嫌なら、居心地の良い場所にしたいです。他者に憂さ晴らしをしている時間がも

ったいないです。それに、自分が不満だからといって他者に害を与えてよい訳がありません 

どういう形が、内容が自分の求めているものなのか追求し、構築していくこと。 

今の世界は、悪いところが非常に多い、経済機構も、人間に対するお互いの考え方も間違っているもの

も多いとおもいます。ヘイトスピーチに見るような。 

しかし、先のない否定からは、何も生まれないと思います。現在、私達人間が持っているもの、周りに

あるものを見直して、素晴らしいものには感謝したい。求めていて、そして無いものは作り出していくし

かないのではないでしょうか？ 

それが、物であれ、人間関係であれ、経済機構であれ、思想であれ。 

そのためには、自分の思いを語ること。自分の話を聞いてもらえるような普通の人間の品性を自分のう

ちに作り備えておくこと、かつ耳を傾けてくれる人間関係を作っておくことがとても大事だと思います。

誰も狂ったように自分の話ばかりする人には、近寄りたくないですよね。お互いから学び合う気持ちが、

まず必要だと思います。話を聴きあいましょう。 
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人物紹介・・修験道山伏・長谷川 智先生   副代表理事 清水 鏡晴 

会員の皆様へ、修験道の長谷川 智先生を紹介したいと思います。実は長谷川先生の講習会を企画してい

ますが、多忙なために土曜、日曜はすべて予定が入っており、先生の都合に合わせて開催する必要があり

ます。そこで長谷川先生の略歴・講習内容などを紹介して 

事前に参加希望者を（予定）を募りたいと思います。 

修験道とは 

修験道は、森羅万象に命や神霊が宿るとした古神道に、

それらを包括する山岳信仰と仏教が習合し、さらには密

教などの要素も加味されて確立した日本独特の宗教で

あります。 

日本各地の霊山を修行の場とし、深山幽谷に分け入り厳

しい修行を行うことによって功徳のしるしである「験力」

を得て、衆生の救済を目指す実践的な宗教でもある。（明

治新政府によって一時禁止されました） 

長谷川 智(ハセガワ サトシ)先生の簡単経歴 

山伏であり、ヨガ・瞑想行法・滝行指導者。一橋大学講師。湧気行代表。ソマ

ティック心理学協会運営委員。筑波大学大学院修了後、約 30 年にわたり、ヨ

ガ、古武道、さまざまなボディワークによる健康、運動機能向上を研究。羽黒

派古修験道先達（二十度位）で、現役の山伏として山岳修行（滝行など）を著

名人、一般人に指南している。 

パワーハウス所属・「骨ナビ」シニアディレクター。著書に『腰、肩、ひざ 骨

ナビ体操でもう痛くない』（メディアファクトリー）、『関節が 10 歳若返る「骨

ナビ」健康法』（ワニブックス P）、『キレイな姿勢がず～っと続く！ねこ背が治

る本』（だいわ文庫）など多数。DVD『修験道入門（基礎編）』『修験道入門（実

践編）』（BAB ジャパン）。 

 

朝日カルチャーセンターでの長谷川 智先生 

山伏だから山にこもって修行しているのかと思いきや先生は、一般人に山で

培った各種健康法を教えていました。 

朝日カルチャーセンターの紹介文 

普段の街歩きや階段の昇り下りなど、中高年の方にとって歩くことは何より

効果的で安全な運動です。長時間歩いても疲れず、しかも体を整えながら、

無理なく歩く方法を体験しましょう。 

また、誰もが陥りやすい、やってはいけない危険な歩き方とは。軽快に歩くためのポイントを知るだけで、

飛躍的に距離が伸びます。山伏として数々の山を登拝した講師と、日本人の自然観に根ざした身心一如の

世界への理解を深めましょう。※激しい運動はありません。年齢問わず、受講が可能です。 

長谷川先生の著書「関節が 10 歳若返る「骨ナビ」健康法』 

「ホネナビ」をその中のメインメソッドである「ホネラブ ZEX 体操」を通して紹介します。 
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記者：「ホネラブ」？ 修験者長谷川先生と「ラブ」ですか…?！ 

長谷川先生 “難しくなく、痛いことをしない、誰でもできる”というのがモットーです。対象を 3 歳か

ら 100 歳までと年齢性別に関係なくでき「幸せになる」ことを目指しています。 

記者：「幸せになる」とは大きな目標ですね… 

長谷川先生：はい。これは全ての日常動作、スポーツ、趣味等を怪我や故障をせずに効果を上げるために

欠かせないエクササイズになっています。一般には別々に考えられがちな「健康」と「パフォーマンスの

向上」を両立するのがホネナビなのです。 

記者：実際にはどんなことをするのですか？ 

長谷川先生：鍵は「骨と関節」で、ここを刺激し意識して動かしていきます。パイプの詰まりを取り、呼

吸でエネルギーを全身に流していく感じです。 

そして途中からはストーリー仕立てになっていて、このために創った音楽に合わせ、ストーリーのイメー

ジ－宇宙創世や日本神話（スサノオの物語）を取り入れ、より円滑に調和的に全身の骨と関節をシンクロ

させて動かしていきます。 

実はこのシンクロ－体の部分を同期・同調させることが肝心で、これにより私たちの体は、より高度なチ

ームワークを作っていくことができます。まさに賢い体の使い方を身につけていけるといえます。 

清水鏡晴より 実は私はこの長谷川先生のカルチャーセンターに参加したことがあります。その時は長谷

川先生のこと何も知らなくて、ただ紹介されるままに参加しました。会場には多数の参加者がいました。

３０、４０人位でしょうか。（講習費 3000 円） 

先生は終始にこやかな雰囲気で優しくリードしてくれました。実際は隣同士で組になり 

先生の言われるままに、簡単な動作を行うことで体が瞬間に変化しました。 

このやり方は誰でも出来て効果がその場で確認できるので、参加者も驚きの声をあげていました。 

受講希望者は事務局、松本まで冒頭で記載した通り、長谷川先生は多忙のため平日にお呼びするしかあり

ませんが、何時になるか現在は未定です。ただし当会のことは話をしてあり、ホームページも拝見して内

諾は頂いています。 

この企画は治療家の先生ばかりでなく、家族、事務方など関係者全員が対象であります。ぜひとも全く視

点の違った日本古来の作法から編み出した健康法を体験してみませんか！ 

参加希望者は一般社団法人鍼灸マッサージ師会、事務局、松本 ０３－３２９９－５２７３まで 

または清水 鏡晴まで、070-1358-8181 メール kyousei1017@ymobile.ne.jp 

 
   事務所職員紹介 

ご 挨 拶 

７月よりお世話になっております平嶋津久美（ひらしまつぐみ） 

と申します。 ３月まで大学で社会学を学んでいました。 

なにかと、不手際があり、ご迷惑をおかけするかもしれませんが 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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 R01 年 8月                R01 年 9月 

 

 会議や部会、セミナーなどの日程は、メールにて編集委員会までご連絡ください。必ずメールに

てのご連絡をお願いいたします。E-mail zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp 

1 木   1 日  

2 金  2 月  

3 土 申請書〆切 3 火 申請書〆切 

介護支援センターおおぞら 

東京都実地調査 10：30～ 

4 日  4 水  

5 月  5 木  

6 火 申請業務 6 金 申請業務 

7 水  7 土  

8 木  8 日  

9 金  9 月  

10 土  10 火 事務局通信投稿締め切り 

11 日 山の日 11 水  

12 月 事務局通信投稿〆切 12 木  

13 火  13 金  

14 水 夏季休暇（13～15 日） 14 土  

15 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 15 日 NPO 法人医療を考える会理事会 

16 金  16 月 敬老の日 

17 土  17 火  

18 日  18 水 編集会議（10:30～11:30） 
保険部会（19：00～21：00） 

19 月 事務局会議（13：00～15：00） 19 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 

20 火  20 金  

21 水 編集会議（10:30～11:30） 21 土  

22 木 理事会（19:00～21:00） 22 日  

23 金   23 月 秋分の日 

24 土  24 火  

25 日  25 水  

26 月  26 木  

27 火  27 金 支給明細などの発送 

28 水 支給明細などの発送 28 土  

29 木  29 日 ケアマネ研修会（10:00～12:00） 

30 金 療養費の振り込み 30 月 療養費の振り込み 

31 
土  
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