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高すぎる健康保険料で医療を受けられない国保の問題 

 本年 2月に「国民健康保険料（税）の引き下げと制度改善を」という提言が全国商工団体連合より

出されています。この提言の内容は、低所得者の深刻な問題を訴えています。 

「高すぎて納めきれない国民健康保険料（税）の改善と、滞納者から正規保険証を取り上げ、売

掛金まで差し押さえる『制裁行政』の是正は急務であり、さらに、傷病・出産の手当がないなど、

協会けんぽや組合健保と比べて劣悪な保険給付の改善もまたれている」というのです。 

無収入者から保険料をとるのはやめるべきだ 

提言を見ると、国保加入者は 1874万世帯、3013 万人です、2016年の加入世帯の平均年所得が 138

万 8千円、一人あたりの年平均所得 85 万 6千円です。驚くべき低収入です。 

居住地によりちがいがありますが、この収入の 15％から 20％が国保保険料です。提言のなかで「国

保が加入者にとり過酷な制度」といっていますが、その通りだと思います。 

滞納のため 18万世帯が無保険状態に追い込まれ、82 万世帯が正規の保険証を失うという異常な事

態となっているのです。滞納者から正規保険証を取り上げ、売掛金まで差し押さえる非人間的な『制

裁行政』は許されないやり方です。 

国保料は無収入者にも均等割りの負担を求めるため、低収入の国民には高すぎる国保料なのです。 

提言は、高すぎる国保料（税）算出方の法を「能力に応じた負担」に改めることを強く要望して

いますが、当然の要望です。 

     社会保障の充実、国民保健の向上は国の責任 

国民健康保険法の第一条は「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及

び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とされています。 

社会保障の充実、国民保健の向上は、本来、国の責任であり、公費ですすめるべきものです。 

低所得者に支払い困難な保険料を課し、滞納差し押さえは年 33万件、保険証を取上げられ実質無

保険で医療を奪われる者は 18万人という、乱暴な医療行政は改善が求められます 

自助や共助が声高に叫ばれ、弱者切り捨てをすすめる政治の転換が必要なことを痛感する国保の 

問題です。 （『「国民健康保険料（税）の引き下げと制度改善を」中小業者の受療権確立へ７つの

提言』を必要な方はご連絡ください）               （ 久下 勝通 ） 

197 号 

0 令和 元年 9 月 20 日

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

 

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp


2 

 

 

厚労省と受領委任制度（その３）  20190901 橋本利治 

 受領委任制度が始まって、そろそろその功罪が現れるので、その問題を検証するために書いてみ

ました。今回でこのシリーズは終わりです。そして今後の私たちの課題を提示できればと思います

が、皆さんの感想もお聞かせいただければ幸いです。 

質問趣意書 

 質問趣意書という言葉をご存じだろうか。わたしも最近まで知らなかったので大きな声では言えな

いのですが・・・。これは国会議員にしか許されていない制度なのですが、国会で議員が質問する

のに代えて議員が文書で国の考え方を問いただすという制度です。提出された趣意書に対して行政

は国会答弁と同じように回答を公開させるという制度であり意味があります。 

私たち国民は選挙でしか意見を述べることしかできないこと（パブコメなどもありますが）にな

っていますが、我々の意見は代議員を選ぶことにより意見表明ができます。 

 先日、鍼灸柔整新聞を資料としていただきました、それによると 5 月 23 日付に宮城県選出、国民

民主党の桜井充参議院議員が「医業類似行為」についてなど 8 項目の質問趣意書を提出したとのこ

と、その回答が同 31 日に厚労省から出されました。 

その公式見解は「あ・マ・指・はり・灸・柔整が行う医療行為は、無免許者が行う行為と同じ医

業類似行為である」との見解がしめされました。 

他にも無資格者が行うリラクゼーション業は、経済産業省があはき法等を遵守し許可しているの

で、憲法 22 条でいう「公共の福祉に反する」職業ではないとの見解も示されました。 

さてこのようなことが公式見解として示された事に対して、みなさんはどう思われますか。 

国民みんなが納得する答えを国にさし示さなければなりません。 

厚労省の思惑は 

 わたしは無免許者がどのように位置づけられているのか、また医療行為なのか類似行為なのかは、

国の施策はどのようにしようとしているのかを知る必要があるのではないかと考えています。 

今年度の国家予算を見ても、社会保障費を削減したいとの意向が伺えます。そのために厚労省は

2012 年から社会保障審議会などで検討し、削減方法のひとつとして受領委任払いを推し進めました。 

もし仮にこの業界の力が強くなって「鍼灸あんまマッサージ指圧業は医業である」と認めさせた

としても、結果は受領委任制度導入で制約が厳しく単価も低く抑えられ、状況が変化するとは考え

られません。むしろもっとひどい制約を受け入れるならば「医業」と認めるかもしれません。（根拠

はないのですが） 

いま日本の経済はもうすでに破壊が進んでいてどうにもならない状態です。10 月からの消費税増

税もその一環だとするならばこれから鍼灸業界のみならず、多方面に不況の嵐が吹き荒れるでしょ

う。そのような時こそ国の行政施策を注視していろいろな方面から国のあり方を問いただしていく

べき時なのだと思います。 

鍼灸行政を正常に戻すには絶好の機会なのではないかと思います。だからこそ業界の（鍼灸マッ

サージ師会）纏まりを作り、力を強くしなければならないと思います。 
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情報公開請求してみました 

 まあそんな大胆な構想を言ってしまいましたが、難しいことは考えずに日々の積み重ねを大事に

したいです。今回、私なりに厚労省に情報公開請求してみました。意外と簡単にできました。やり

方など希望がありましたら事務局にお問い合わせください。今後「おかしいな」「これって少し変な

のでは」と思ったら、情報公開請求してみましょう。（１件について 300 円必要ですが） 

 申請してから約 3 週間後に厚労省から電話があり「情報公開請求を受け取りました。ご請求の 8

項目に関して、1 項目に付 300 円かかります、そのうち 7 項目は厚労省の HP で公開されていますの

で其れをご覧になってください、残り 1項目（⑥）のみ公開しますがよろしいでしょうか。」という

ものでした。うーん、そうか公開されているとは知らず自らの「無知」をさらけ出してしまいまし

た。 

 今回の情報公開請求の内容を列挙します。 

① 厚労省「鍼灸あんまマッサージ施術に関する療養費支給基準、変形徒手矯正術に関する通達文書

の根拠法が判る文書」一式。 

回答：健康保険法 87条、国民健康保険法 54条 高齢者医療の確保に関する法律 77条 

② 変形徒手矯正術を行う場合は、関節の状態を把握するための関節可動域検査等を行わなければな

りません。マッサージも同様で問診、視診、触診が必要であるにもかかわらず、初検料が算定さ

れないのはどうしてなのかその根拠のわかる文書。 

回答：あはき法は 2 年に 1回、審議会により審議されて直近では 30/6 月(5/24 通知として出され

ている) 

③ 医師の同意書、同意日から 1ヶ月とあり、保険医がその効果を短期的に確認するためと厚労省か

ら説明を受けているが、なぜ 1 ヶ月単位で確認しなければならないのかその根拠となる文書。 

回答：H16年・H30 年 6 月通達文書 4章１項・30/10 月 Q&A集問 19にて回答 

④ 保険医は効果をどのように判定されるのか。判定基準を説明した文書。 

回答：上記のとおり 

⑤ マッサージと変形徒手矯正術は同部位算定が認められていないがその根拠文書。 

回答：上記のとおり 

⑥ 変形徒手矯正術にはマッサージが含まれているがその根拠となる文書。 

回答：HPには掲載されていないので開示します 

⑦ 変形徒手矯正術施術料金とマッサージ施術料金の設定根拠文書。   

回答：審議会で設定されている通達文書 

⑧ 変形徒手矯正術は 6 大関節が対象とされているが、脊椎関節が対象にならない。その根拠となる

文書。 

回答：通達文書第 4章 5 項による。Q&A問７による。 

以上のような内容でした。 

そして更に 3 週間後⑥に対する開示文書が送られてきました。手書き文書で「保発 22 号 昭和 47

年 2月 28日」厚生省保険局医療課長の名前で「はり・きゅう及びあんまマッサージに係る療養費の

支給について」とのタイトルで出された A4・2 枚表裏の文書で送られてきました。 



4 

 

 

それを視てみると上位下脱のように、「この様に決めたので通達する」という内容でした。わたしは

「そのように決めた根拠を聞いたのだがそれには答えがなかった」。 

これが情報開示請求の実態でした。ではこれは無駄だったのか、わたしはそうではないと思って

います。このような繰り返しをきっちりやっていく作業が必要だと思っています。質問趣意書にし

ても同じで何回も問いただして納得することが必要ではないかと考えています。 

議員の尻を叩け 

 私たちは、議員とのパイプを模索していますがどの様に議員を使うのかをはっきりさせておいた

方が良いと思います。議員がやってくれるのではなく、議員の尻を叩く、つまりしっかりしたロビ

ー活動（政策提言）を展開することが求められているのだと思います。 

そのためにこそ情報公開、質問趣意書、などを使い国の考え方を知り、それに対する政策を作り

あげることが必要なのではないかとおもいます。皆さんの疑問、質問を寄せあい作り上げていく事

が出来るのがこの団体（鍼灸マッサージ師会）の強みであり、それが施術者としてのスタンダード

になれば加速的に浸透すると思いますが如何なものでしょうか。 

社会保障審議会（医療保険部会・＊＊療養費検討専門委員会） 

 わたしは、今回受領委任制度になる過程の検証を厚労省の HP から議事録の読み返しをしています、興

味深い議論がなされています。このことはおいおい当通信にて書きますのでお待ちください。 

また感想をお聞かせいただければ次の情報公開につなげることができます。ではひとまずこのシリーズ

は終わりにします。最後までお読みいただき感謝いたします。 

参考  情報公開された文書を別紙添付（読んでがっかりしないように・・・） 

 

～会からのお願い～  

ソフトの不正使用絶対ダメ！  
受領委任制度が始まって何かとお忙しいと存じます。 

それが原因かどうかわかりませんが、当会の申請ソフトを不正に使用している様子がうかがえます。不

正使用とは、ソフトで作成した申請書を改編すること、などです。 

このソフトは療養費手数料等を原資にしており、会独自に開発されたもので、著作権は会にあります。 

バージョンアップ、保守料等においては数百万円（平成 30 年度は 220 万円）と高額を要しております。 

また、このソフトは販売しているものではなく、一定の条件の元に会員に貸与しているものです。

CD-ROM をコピーすることは勿論、他人に売却したり貸し出すこともしてはならないのです。 

もし不正使用が発覚したならば、会としてはその事実に対して相応の支払いを請求することになります。

会も、不正使用した会員も、大変な損害を被ることになります。そのようなことにならないよう、この度

異例の呼びかけをすることになりました。 

一般社団法人 鍼灸マッサージ師会は、会員皆で支えることによって成り立っております。風通しの良

い、信頼の元に成り立っている鍼灸マッサージ師の集団であることを忘れないでください。皆様にお願い

いたします。 

 



5 

 

 

生活保護によるあん摩・マッサージ医療扶助 

2年目での不可解な打ち切りを通じて 

令和元年 9 月 10 日  治療室らくらく 清水一雄 

生活保護でのあん摩・マッサージ・はり・きゅう医療扶助を現物給付（生活保護法）として定め

られているが、受領委任になった療養費の支給（厚労省通知）よりこの度の 2 年目に入って打ち切

りを通じて困難な状態が見え隠れしている。 

生活保護は支給ではなく給付であるのに、患者として遠い存在に医療行政が組織ぐるみでやろう

としている。  

１．第一関門 

  生活保護受給者（患者）があん摩・マッサージ医療扶助を受けるために市区町村生活支援課（福

祉事務所という）より了解を得なければならない。 

 この段階で却下されてしまう可能性がある。マッサージ・はり・きゅうを受けなければならない

強い理由が必要になってくる。医師から同意を得ているといっても跳ね返される可能性がある。

患者は分らないようにされているので施術者のサポートが重要になってくる。 

２．第二関門 

  福祉事務所から了解を得たら給付要否意見書が送られてくるので、給付要否意見書は施術者記

入欄（施術者所見）に記入して医師には医師記入欄（日付と住所、氏名のみ）に記入してもらう。

平成 30 年 10 月までは施術者が記入しても良かったが、療養費の支給が受領委任になってからは

医師が記入することになった。つまり給付要否意見書が作成されれば問題ありません。しかし諸

手続きが遅れ遅れになってしまう。 

３．第三関門 

 今回の問題です。 

  頸肩腕症候群（酷い肩凝りで辛さが出るとパニック症状）、腰痛症の患者Ａさんで 1 年間は医療

給付がなされたが、医師の同意は心療内科で、2 年目に入ってから整形外科の診察を受けるように

（同意ではない）福祉事務所からＡさんに依頼があり、受診するが整形外科医からは問題が無い

ので治療の必要が無いと診断が下され、受付けで何処の整形外科でも同じ見解が出されると思い

ますので、行かれても同じだと思います。ご期待に添えなくて申し訳ありませんと A さんは言わ

れた。 

つまり問題が無いのであん摩・マッサージ治療を打ち切るというものです。かつてＡさんは整

形外科に通ったが良くならなかった経緯があったが、あきらめざるを得ない結果になりました。

Ａさんには福祉事務所との交渉を話ししましたが、福祉事務所からもさんざん言われてきたのか

して精神的にも疲れておられ現在はそのまま状態です。 

４．改善策への行動 

  生活保護者は健康保険に代わるものとして生活保護医療扶助が定められており、都道府県知事

と協定をしたあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の指定施術者のもとで条件を満たせば

治療を受けることが出来ます。手続きをやろうとしても目に見えない理不尽な条件を突き付けて

きて組織ぐるみで阻止してくるようです。これに声を上げる必要があり、このたび私なりに福祉
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事務所、東京都、厚労省とやり取りをしています。特に施術の給付基準について質問しています。 

マッサージの場合 

①筋麻痺・関節拘縮で投薬その他の治療とはどのような治療があるのか？ 

②単なる肩凝り又は慰安のための施術とは何なのか？ 

未だに納得いく明確な回答はいただいておりません。 

  【施術の給付基準として対象疾病等】  

①あん摩マッサージ 

【医療上マッサージが必要な場合で筋麻痺・関節拘縮などがある場合】 

 ・患者の症状が投薬その他の治療によっても効果が無く、あん摩・マッサージの施術が絶対的

不可欠の場合に限り認められる。 

※単なる肩凝り又は慰安のための施術は認められない。 

②はり・きゅう 

【主として神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩。腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等を主症とする

疾患等】 

 ・慢性病であって、医師による適当な治療手段がないもの 

 ※指定医療機関の医療の給付が行われている期間は、その疾病にかかる施術は給 

付対象外 

※生活保護で問題を抱えていることがあれば会員同士情報を共有し連絡し合いません 

か。事務局にお便りください。 

 

「お支払いしますので、返戻した申請書全部送ってください」 

橋本利治 

☎リーーーン！「ガリバーの○○です。」 

8 月の終わりのとある日、電話が鳴りました。「先日の A さんの件ですが、健保組合から連絡が来

て、全て支払うことになりました。」これはとある健保組合と私との見解の行き違いにより今年の４

月から交渉が始まり、この日に一件落着したときの瞬間でした。 

いきさつを説明します。4 月から受領委任拒否を宣言している健保組合が、患者 A さんの昨年 10

月からの申請書の一部を支払えないと返戻してきたことから始まりました。 

A さんは、Ｈ26 年 12 月下旬突然首が回らなくなり当院を受療、初めは鍼施術のみでしたが、その

後マッサージ施術を加えており、少しづつ快方に向かい元気になっていきました。しかし疲労がた

まると再発し定期的な受療をされるようになってきました。 

保険請求では鍼灸とマッサージとは別々に請求できるので、昨年 10 月から鍼灸・マッサージ治療

併用の形で請求してみたのです。ご存じの通り昨年 10 月から受領委任払い制度が始まり、受領委任

制度導入の先触れとして同意書の取り扱い条件が変更になり、それと期を一にして鍼灸とマッサー

ジ両方の治療を保険請求することにしたのです。 

すると今年 7 月になってから、「昨年の 10 月分から支払いができない」と返戻されてしまいまし

た。その理由は「鍼灸・マッサージ施術が同日に同部位に行われることは認められない」というも
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のでした。 

事務局と打ち合わせの末、その理由詳細を聞かなければ納得できない旨の文書を作成して提出し

ましたが、その回答が厚労省 Q&A 集のコピーにマーキングしたものでした。 

そのマーキングされたところは「同部位で無ければ支払って差し支えない」というものでした、

私の質問は同意書から同部位だという根拠を求めたにもかかわらず質問の回答にはなっていなかっ

たのです。 

それに対して、事務局からも援護射撃していただいて、「支払わないということは判りました、そ

れなら不支給にしてください。」と審査請求宣言。（これは筋が通っている、お見事） 

またその後わたしからも健保組合の下請けの審査機関（ガリバーインターナショナル）に電話し

て、責任者と一問一答。 

「鍼灸で遠隔治療をしたんですよね、それは判ります、でも肩周辺の治療は同部位とみなしまし

た。」「だから同部位とみなした根拠は何ですか。」このような問答が続き「おたくの鍼灸師会からも

電話が来ました。一切支払わないのでご理解ください、健保組合にも報告しておきます。」「理解す

るかどうかは鍼灸師会と相談します。とりあえずこちらで検討してまたご連絡します。」このような

やり取りで終わりました。 

その後患者さんと主治医の先生にご相談をして、「私としては健保組合の支払い基準の合理的な判

断を伺っています。もしかしたら先生にご迷惑がかかるかもしれませんが、迷惑ならやめても構い

ません。」ということで、了解を得ておきました。事務局に相談して今後の選択肢をイメージしてみ

ました。（あとで詳しく書きますが） 

① 不支給通告。 ② 合理的な説明がなされた時に取り下げ。 

③ 取り下げ後同意書を訂正して再提出。 ④ このまま取り下げ 

の 4 択。④は却下。①になったら面白いが 1 年入金がなく膨大な資料作成などで面倒になる、それ

でもやるか？不安。 

一番現実的なのは③であるがそれだとこの本質の問題が見えなくなり物取りに終わってしまう。

そうはしたくないという思いとそれの方が楽という思い、その時の判断では②を選択、もう一度合

理的な説明を求める文書を作成して提出準備 OK。「支払いする」という連絡が来たのはまさにこの

タイミングでした。 

 

さて今回のことはいったん終了しましたが、本当にこれで終わらせて良いのだろうかとの疑問、

本題は鍼灸マッサージの本質を抜きにした料金制度であります。 

患者の痛み、苦痛を何とかして除去し、安心した生活を営めるようにする、それが医療に課せら

れた役割であり、その方法として、本質をミクロに診る（西洋医学）のか、マクロとして診る（東

洋医療）のかの方法論が今回の返戻に通底していると考えます。 

全体として身体を見てその苦痛を除去しようとする方法も医療として認め、支払われるべき診療

報酬があってしかるべきではなかろうか、この本質を社会に訴えたかった筈。 

しかし健保組合のほうが上手というか現実的というか「実」を取った、その意味では「シテヤラ

レタ」のかもしれません。これを機会に様々な本質を失した施策に一つひとつ「え？なんで？」と

言い続けなければならないのでしょう。 
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もう一つ対保険者の手段として見逃せない事があります。それはこの健保組合が４月から受領委

任拒否をし、被保険者が直接支払い申請する償還払いを選択しているということなので、被保険者

が「4 月から申請しているにもかかわらず、何で振り込んでこないのだ。」と保険組合にクレームを

入れたとのこと。これが一番のヒットだったかもしれません。 

健保組合の弱点は、償還払いの場合被保険者としか交渉しない（交渉権がない）故に被保険者か

らのクレームが一番の弱点なのではないでしょうか。今回の場合 4 月以前は代理受領委任であり、

そこで保険者がゴネたため前に進まなかったのです。 

これが解決しなければ償還払いはできない、しかし被保険者から「早く支払え」と催促が来たの

で、代理受領委任期間の申請について早急に解決しなければならなかったのでしょう。 

今回の教訓「一番の味方は患者さんとともに保険者に申し入れる」。そして鍼灸師会からの不支給

通知後の審査請求宣言も功を奏したのかもしれません。健保組合としてはたかだかマッサージ１部

位のために、審査請求されたのではたまらないという思いも有ったのではないでしょうか。 

最後に、支払ってもらえる申請書を再提出した際に一緒に以下の手紙を付けて出しました。 

 

暮夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 過日、患者 A 様の療養費支給に関しましてご理解いただき感謝いたしております。 

当方にとりましても大変の肩こりがほぐれる思いをしております。貴健保組合の取り扱いにつきま

して改めて敬服いたしました。 

 

 さて今回の受領委任制度につきまして 4 月から貴健保組合は拒否されたとのこと、誠に残念でな

りません、それぞれ事情があろうとは存じますが、厚労省社会保障審議会でも受領委任制度を検討

したところ、償還払いの手続きを簡略化し患者の便宜を図ろうとの議論もなされました。（勿論厚労

省としては保険者の裁量を尊重しているのは存じています） 

貴健保組合は当然組合員の健康を援助する大義にたっておられると思っておりますが、そのよう

な健保組合が不正の防止も目的として施行された受領委任払いの制度を拒否することは残念でなり

ません。 

もともと施術者と健保組合は良好な関係であり、共に手を携えて国民の健康に寄与するべきもの

であると思っています。 

 私たちも勿論不正の防止は会員に指導しているところであります。 

是非貴組合におかれましては受領委任制度への移行をご検討いただきたく、お礼かたがたお願い

のお手紙を書かせていただきました。 

何卒ご検討頂ききますようよろしくお願い申し上げます。 

追伸 

＊厚労省社会保障審議会（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）第１９回審議での厚労省提出資料を参考までに添付します。 
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あまりにも高額な薬価 審議は闇の中  久下 勝通 

2014 年に皮膚がん治療薬として承認されたオプチーボは、1年間の薬価が 3500万円であり、 

5 月 15日に健康保険適用と決定され白血病治療の新薬「キムリア」は薬価が 3349 万円です。 

あまりにも高額な薬価が、保険財政に危機をもたらすとの指摘とともに、事実上、薬価を決め 

ている「薬価算定組織」の情報開示がなされないことに疑問の声があがっています。 

キムリアの保険適用を審議した中央社会保険医療協議会のなかで、キムリアの原価が不明 

「まるでブラックボックスだ、製造原価の情報が開示されていない」との疑問が相次いだこと 

が報道されています。 

重要な問題は、薬価の審議が闇のなかということです。8 月 9日の東京新聞がこの問題を取 

り上げています。  

  薬の価格は、厚生労働省の諮問機関である中央社会保険医療協議会で承認されて決まるので 

すが、中央社会保険医療協議会へ新薬の価格案を提出するのが「薬価算定組織」です。この 

「薬価算定組織」が提出する価格案が承認されるケースが多く、「事実上企業の利益に直結す 

る権限を持つ」組織です。   

 薬価算定組織の規定では「本委員は過去三年度のうち、審議の対象となる薬を製造した会社や 

競合会社からの受領額が 50 万円を超える年度であれば、その会社や競合会社の議決に加わることは

できない。500万円を超えれば審議にも参加できないことになっている。 

 受領額には寄付金や研究費、保有する製薬会社の株も含まれる。本委員は審議前に受領額を申告、

厚労省が会社に申告内容が正しいかを確認する。 

東京新聞の調査によれば、「薬価算定組織」2016 年度委員 11 人うち、8 人が製薬会社から講師料

やコンサルタント料、原稿料を受領。最多は 15社から受領していた委員長の 1210 万円で、3 人が 

1 千万円を超えていた。残り 5 人は 410 万円～115万円だった」というのです。 

 しかしながら、東京新聞が行った情報開示の請求に対す対応は実質非開示です。 

「本誌が情報公開請求したところ、委員の氏名や議事概要が公開されたものの、申告額は非開示

だつた。議事概要には、各委員の発言内容はまったく記載されず、どんな議論がされたかはわから

ない。14 年に保険適用された際、百ミリグラム当たり 73 万円の価格が付いたがん免疫治療薬『オプ

チーボ』は算定価格がいくらになったか、二行で記載されているだけだ。」 

事実上薬価をきめる役割を果たしている「薬価算定組織」の審議の情報が開示されず、極めて不

透明「会議は非公開、議事録は作らず、委員の名前や製薬会社から受け取った謝金も公表されてい

ない。外部からからうかがい知ることは非常に難しい状況で、薬の価格が事実上きまっている。」と

指摘しています。 

 医師の処方により提供される薬は年 10兆円になり、患者負担をのぞく 9割は医療保険、税金から

支払われるのです。健康保険財政悪化を理由に、健康保険料は年々引き上げられる一方で、入院の

制限、リハビリの制限、療養費支給も削減の圧力です。 

 「薬価算定組織」の審議の情報については、情報開示の請求がだされなくても明らかにすべきで

はないでしょうか。会議は公開し、議事録を作成し、委員の製薬会社からの金銭受領を明らかにし

て、国民の理解を得るべきです。 
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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（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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ホームページの文言の模倣と真似、引用と私の見解   

土田 仁 

当院は完全予約制の隠れ家的鍼灸院ですが、最大の広告塔となるのはホームページなので、そこ

には力を入れて居ります。半年ほど前にリニューアルしたのですが、「なるべく私の書いた言葉で伝

えよう」と思いました。 

その理由は、私一人で営業して居りますので、患者さんがイメージしたものと違和感を覚えない

様に、なるべく私の感じて居る事を表に出して「こんな先生がやって居るんですよ」という事がす

ぐにわかる様に、それに対して抵抗が無い患者さんに来て貰うためです。 

それなので大げさに伝える事も無くありのままで良いと思って居ります。そして治療に関しても

『経絡治療』に力を入れて居るのでそれを前面に出す様な伝え方をして居ります。 

ところで当院はお陰様で開業 10 年目を迎えるのですが、6 年位前から時々、当院のホームページ

の中の文言をそのまま使って居る近隣や市内の同業者のホームページを見るようになりました。し

かし、他院のホームページの作りを参考にすることはよくある事なので、良い気はしませんでした

が、肝心の治療内容や営業形態などを丸々模倣する事とは違うと思い、大して気にすることはあり

ませんでした。 

例えばブログで私が『昔は足三里のお灸の所に跡が無い者とは旅をするなと言われていたそうで

す』などと書いた後に、すぐに近くの鍼灸院がそれを掲載したのですが、これは有名なお話なので

別に鍼灸師ならば書いて悪い事とは思いませんでした。 

さらに別の治療院でも当院の『よくる質問』というページと似ている文言のページを作られまし

たが、施術とは関係が無いのであまり気にはしないようにしていました。しかし、自分の文章のく

せや間合いなど、思い当たるものをそのまま使われると、自分ではわかるものなので正直良い気は

しませんでした。 

3 年位前から仙台も鍼灸院が雨後の筍の如く増えて整骨院だけれど当院の様な「個室型」のような

ところが出てきました。そうすると当院の『隠れ家』とか『落ち着いた院内』とか『居心地の良い

空間』など、私が書けば書くほど文章をそのまま抜かれるという事が起き始めたのです。しかし、

施術内容が違うしその程度ならと放っておきました。 

そうしたら昨年、いよいよ当院の隣に営業形態から営業時間メニュー内容などがそっくりそのまま

の鍼灸院が出来たのです。さすがに嫌な気分でした。しかし、目をつぶるよりほかありませんでし

た。そこはかなり若い人が始めたそうですが数か月で姿を消しました。それでも真向いのビルに引

っ越し、当院の看板やその置き方、ドアに付けている看板のつくりもよく似て居り、

当院を潰しに来たのかと思いました。 

そうしているうちに同じ区内で結構離れた場所で開設して居る別の鍼灸院が、い

よいよ当院の施術内容と同じ内容をそのまま引用掲載しているのを発見しました。

今流行りの美容鍼の施術の流れの部分で、です。余りにも私の美容鍼と施術の流れ

とこだわる部分が合致し過ぎていると思いました。 

そしてキャンセル料金の表記も私の言葉の癖がそのまま残って居り、明らかに模倣と判断し専門

家の弁理士にこの事を相談しました。このまま放置しておくとエスカレートすると思ったからです。 

それを確認して貰ったところ、作成した時点で著作権は私に既にあるという事でした。著作権に関

する文言等は無くても直ぐに『著作権の侵害に当たるからやめてくれ』伝える権利があるという事

でした。これを受け、現在は著作権の侵害に対する文言を、当院のホームページに掲載して居りま

す。 

ホームページを作るまでは良いのですが、その後の事は初めて取り組みました。そしてこれで 
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様子を見てエスカレートする様ならばアクションを起こすつもりです。 

同業者間で非常に残念ですが、みんな私より年下の若い鍼灸師です。 

殆どが男性の先生ですが、この様な事を毅然と律するのも先輩鍼灸師としての役割だと感じて居

ります。それだけパクられ引用され経営形態も真似されるという事は良く解釈すれば羨ましがられ

て居るという事です。それだけ経営的にもうまく行って居ると見られて居たのでしょうね。 

しかし、自分の個性を、やりたいこと伝えたいことをダイレクトに表現して居るだけです。 

自分の力で。それに今の治療院の場所も縁あってこの場所だったから、知人にたまたま譲っても

らったから創意工夫をして作って行っただけです。私は当初、別の治療院のイメージを持って居り

ました。それがこの様に変わって行っただけなのです。それなのでどんな場所だって自分の意識次

第でいくらでも集客だって出来ちゃうんだ、羨ましがられ真似されるくらいにまでなれるんだと逆

にお勉強させて頂きましたので、全ての生きる上での人にアドバイスするうえでの今後の参考材料

となりました！ 

これからの時代、インターネット集客が益々増えて来ると思います。文章でもデザインでも画像

でもそうですが、模倣と誤解されるような丸ごとのパクリはするべきではないです。自分で文章を

書いた方にはわかるものです。もし引用する場合、どの部分からどの部分と具体的な場所を伝え相

手の許可を貰ってから行う事です。しかも近隣で大胆な模倣を行うなんて余程軽く見られていたの

だと思います。 

この事と関連付けてある YouTube を見て感じた事 

私は最近、YouTube で「波動チャンネル」という番組を楽しみに見て居ります。そこでは自分の

内面を見直す必要性を伝えている番組で、とても為になると思い熱心に見て居る訳ですが、丁度こ

の事件のさ中、考えさせられる事を言って居りました。 

それはある質問者が会社の中であるものを開発・発見した人が居るのですが、実際に脚光を浴び

ているのはそれをアピールした人で、開発した人には何の脚光も浴びず不公平ではないのか？だっ

たら開発などせずに人の作ったものをいち早く模倣し早く大きく伝える方が得ではないかという質

問でした。ちょうど私のこの事件と何となく被る内容です。 

それで答えは「開発する人とアピールする人は役割が違い、どちらも必要。アピールして広める

人がいるからこそその価値が人々に伝わり必要とされていく。開発した人にそれが出来るかと言え

ばまた別問題」という事を言って居りました。 

そして直ぐに「但し、人のものを模倣したり盗んだり取ったりする方が得という質問ですが、そ

れはまた別の問題で考えなくてはいけなくて、必ず人のものを取った人は取られる事になっていま

す。まわりまわって自分に返ってくる。それに広めた人だけ楽しくて開発した人が悲しい気持ちな

のでは必ずそれが広めた人にも返って来る筈なので、その辺りをどう考えるかで全てが変わってく

る。」とこう言って居られました。私は納得と同時にこの番組に感謝しました。 

そして、広める役割とはホームページであったり患者さんの口コミだったりと言う事で納得しまし

た。こうなった事も私も色々訴訟問題などで疲れ果て、“パワーバランス”が弱っていた時にぐいぐ

いと入り込んで来たのだと感じて居ります。一人で経営していると順調な時は良

いのですが怖いものです。しかし、これも試練でまた一つ乗り越え私は強くなれ

ました。自分で開業しなきゃ味わえない経験です！今後絶対に生きると思って居

ります！ 

いかがでしょうか？やはり表面だけ整えても必ず剥がれる時が来ます。その時

に一皮脱げて煌めくのか人目を避けた風に成るのか。これを私も常に言い聞かせ

仕事に日常生活に大いに取り組んでいこうと思いました。 
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修験道の行者が教える身体の歪みとその矯正術について 

副代表理事 清水鏡晴 

 

私は以前から長谷川智（ハセガワ サトシ）先生の講習会に参加しています。

研修ではその修行から体得した直観力で身体の病気の原因を見抜き、病や体調

不良の原因である滞りを祓い、その人が膨大な宇宙の生命力とつながることに

より一気に光が開通して数十年来の病がたちどころに消えていく現象を見せ

つけられました。 

 もちろん修行とは縁のない私たちは、先生の技を同じようには使えません。

家族や仕事を抱えていては山にこもる事は出来ません。 

 

 今回のお知らせは毎日患者さんを見ている施術者自身が健康でなければいい治療は出来ない。そ

のためには施術者自身がセルフで行える、身体の歪みを自己矯正する仕方を学ぼうと云う、超能力

とは離れた趣旨で研修会を開きたいと思います。 

 長谷川先生は多忙であり、その忙しい日々を過ごしたあとは数ヶ月山籠もりをして心の曇りを洗

い流すという生活を送っています。 

 研修会等の日程は未定です。但し 5，6 名の参加者で先生をお呼びするのは如何なものかと躊躇し

ているのが現在の心境です。 

日本古来の山岳信仰は医師のいなかった時代、修験者は医者であり拝み屋であり、異界との仲立

ちを行う特殊な人々でした。 

 役小角（エンノ オヅヌ）は人々の為に晴天に雨雲を呼び慈雨を降らす等

のアヤカシを多々起こしたため、朝廷から恐れられ離島に流されました。と

ころが流された伊豆大島から夜な夜な空を飛んで、国内各地に現れたと云い

伝えられています。 

この機会に修験道の一部を体感してみては如何でしょうか。私、清水鏡晴も自分の体調管理と施術

に修験道の技を取り入れています。施術をすればするほど天の気が我が身を通して患者に流れ、自分

も患者も共に健康になるという現象が現れています。 

 

 今回は当会会員を中心に 25 名以上の参加希望者がいれば、長谷川修験者と日程調整をしたいと思

います。参加希望者は事務局まで電話で参加希望を告げて下さい。 

鍼灸マッサージ師会 事務局 TEL：03-3299-5276 FAX：03-3299-5275 
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R 元年 9月                R 元年 10 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 日   1 火  

2 月   2 水  

3 火 申請書〆切     3 木 申請書〆切     

4 水  4 金  

5 木  5 土  

6 金 申請業務        6 日 NPO 会計監査（10：30～12：30） 

7 土  7 月 申請業務 

8 日  8 火  

9 月 事務局会議（13：00～15：00） 9 水  

10 火 事務局通信投稿締め切り 10 木 事務局通信投稿締め切り 

11 水  11 金  

12 木  12 土  

13 金  13 日 在宅ケア研修（13：30～16：30） 

理事会（17：00～21：00）中野 

14 土  14 月 体育の日 

15 日 NPO 理事会（10：30～12：30） 15 火  

16 月 敬老の日 16 水  

17 火  17 木  

18 水 編集会議（10：30～11：30） 

保険部会（19:00～21:00） 

18 金  

19 木 体験マッサージ（13:00～17:00） 19 土  

20 金  20 日  

21 土  21 月 事務局会議（13：00～15：00） 

22 日  22 火 即位礼正殿の儀 

23 月  秋分の日 23 水  

24 火  24 木  

25 水  25 金  

26 木  26 土  

27 金 支給明細などの発送 27 日  

28 土  28 月  

29 日 ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00） 29 火 支給明細などの発送 

30 月 療養費の振り込み 30 水  

   31 木 療養費の振り込み 

mailto:zaitakubu-hoshinren@ion.ocn.ne.jp

