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第 31回千駄ヶ谷社教館まつり 
  

ボランティア治療へご協力下さい           理事 山口 充子 

 NPO 法人医療を考える会の事務所が渋谷区に所在していることから地域の社教館まつりに参加するよ

うになり、今年は 10回目となります。 

この中で体験マッサージを中心に東洋医療の良さを伝え相談を受ける場として活動しています。天気

に左右されることもありますが、開始時間を待ちかねて列をなす時も有り、おなじみの方も増えてきま

した。 

月 1 回社教館の和室で体験マッサージを継続して行ってきたので地域

の皆さんと顔見知りにもなっています。今年も施術者の皆さんのご協力と

NPO法人医療を考える会の会員のご協力をお願いしたいと思います。 

時間は午前中または午後だけでも結構です。いつものように昼食とボラ

ンティア活動としての謝礼を用意いたします。よろしくお願いいたします。 

 尚、渋谷区に限らず会員のみなさまと協力して、各地でマッサージの要

望があり施術ボランティア活動を各地で取り組むことになれば、患者さん

との繋がりを広げられるのではないでしょうか？ ご検討ください。 

      

           

  開催日時 2020年 2月 9日（日） 

  会場   千駄ヶ谷社会教育会館 

    会場準備 9時 10 分～10時 

    体験治療 10時～15時 

     当日一日中の参加が困難の方は、 

前半 10時～13時 後半 12時～15時 

のどちらかにご参加下さい。ご協力を 

よろしくお願いいたします. 

NPO法人医療を考える会事務局 山口 
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新年のご挨拶          代表理事 清水一雄 

 

令和二年明けましておめでとうございます。 

昨年は令和と共にあはき受領委任の取り扱いが始まり、償還払いと代理受領と受領委任払いが共

存する中でいろいろと混乱を招いているようです。今年 1 月から「あはき」療養費の施術管理者向

け研修の集団指導が始まります。案内のあった方は強制ではありませんが参加してください。 

 

新年早々ではありますが、混乱に対して背を向けるけることなく、あえて真摯に向き合っていき

たいと思います。このように「あはき」医療政策において国民が支持するのであれば従っていくべ

きですが、国民には何も知らされることなく疑問すら持てないようにされ、国民が必要としても身

近な存在として受けられないようにされていることに憤りを感じています。この問題を解決するた

めにも会員一人一人が立ち上がらなければなりません。 

 

 そのためにもあはき医療政策の傀儡(かいらい)から、「あはき師」は目覚める必要があります。 

そして真実をとらえ虚像と実像を見極める必要があります。虚像を実像に実像を虚像と思わされ

ていることです。虚像には胸を張って虚像であり実像には胸を張って実像というところから始める

ことが重要だと思います。 

 あはきは「あはき」法において医業であることを自覚し、あはき法において医業類似行為ではな

いということです。この度非医業類似行為なることがささやかれているようで、無資格者を非医業

類似行為者とし、あはき師を医業類似行為者に定着したい表れでしょう。 

 

「あはき」法を厚労省通知等によって取り囲み、国家権力により国

会議員の目に触れることなく虎視眈々と進めているようです。あはき

の不正取り締まり対策として、受領委任を複雑化するのであれば国会

を通して健康保険法の中にあはき療養の給付を検討するべきであり、

療養の給付において不正対策を法で定めればいいと思います。 

 厚労省の意向であはき受領委任をいかようにでもできること自体が

国民医療の実像からかけ離れていくような気がしてなりません。国民

に支持される小さなことから声を上げ大きなうねりを作っていこうで

はありませんか。                           (ブランデンブルク門) 

 
 

令和二年を迎えて   副代表理事 松尾 洋子 

 あけましておめでとうございます 

 寒さもそれほど厳しくない日が続いている東京です。巷では東京 

オリンピックと騒いでいる人たちもおります。２０２０年問題として

雇用問題、BCP 問題、介護問題、教育問題、不動産問題、IT セキュリ

ティ問題などが取り上げられています。 

 

 鍼灸マッサージ業界においてはどうでしょうか? 

 昨年１２月１３日付けで、関東信越厚生局東京事務所から「集団指導の実施について」として通

知が来ました。 

内容は受領委任の取り扱い規定、第８章３９の規定により集団指導を実施する旨、出席すること

とされています。一方的に書面で日時、場所を指定しています。有無を言わさず話はどんどん進ん

でいます。内容を吟味する時間など無く今後も進むのでしょうか？ 

今、私たちは何を考え実行するときでしょうか。 

鍼灸マッサージ師会が発信する情報に目を通して、現状を把握していくことが大事な時と思いま

す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579091752/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmFtYW5haW1hZ2VzLmNvbS9pdGVtcy9GWUkwMDg4NTE2Ng--/RS=%5eADBtqixh9xmZNU295OmUfwmgv7AoZo-;_ylt=A2RCKwGntR1epSMAYxOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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厚労省は、患者、国民のための施策を  

業務執行理事  高橋養藏 

WHO（世界保健機構）で、東洋医学の活用を決めて施策を進めています。  

国内でも昨年 NHK が鍼灸の効果について何度か放映しました。又、大学病院

でも研究や臨床に活用しているところが増えています。 

さて、昨年、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

門委員会による「あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組みの検討（案）」では、国

民健康保険税を納めている患者、国民の受療機会を増々少なくする内容です。 

患者、国民が求めているのは、技術レベルが高く、不正請求などしない施術者です。講習時間 16

時間（2 日以上）の内容では技術レベルアップには繋がりません。又、健康保険の取り扱いが出来

る施術管理者になるためには、実務経験 1年以上、但し出張専門のマッサージ治療師の往療経験は、

実務経験に入らないという権利無視の案で、結果的に健康保険を取り扱える施術者が増々少なくな

り、患者が健康保険で受療できる機会を失うことになります。出されている（案）は中止すべきで

す。 

国は、消費税を上げるのは社会保障を充実させるためだと言ってきました。健康保険であん摩マ

ッサージ指圧、はり・きゅう治療の受療機会を縮小するのではなく、増やす制度を作るよう厚労省

に要請しましょう。急いでやらなければならない事は、技術レベルを上げる教育制度の充実です。

現在行われている学校制度 3年生を早期に 4年制にし、さらに６年制にして患者、国民から信頼さ

れる施術者を育ててもらいましょう。         

 
 

２０２０年のはじめに 
2020/1/13 副代表理事 橋本利治 

あけましておめでとうございます。2020年の幕開けとなりました。 

昨年は鍼灸・あんま・マッサージ・指圧師の業界では一大変革の年であったのではないでしょう

か。わたしたちの念願であった「受領委任」への切り替えがありました。同業種の柔整師の世界で

は一足先に受領委任が認められて先行していました。 

それにならって、この業界でも認められて喜んでいたのもつかの間、蓋を開けたら異なるものが

現れました。 

「国が不正防止施策を実施する代わりに保険者

の皆さん施術者を信頼してくださいね」という制度

であったにもかかわらず、国は保険者も守るとの論

理で受領委任を拒否する保険者が続々出てきて、わ

たしたちに残ったのは不正防止のための厳しい手

続きだけが残るというみじめなものになりました。

今後保険者はこの勢いに乗ってぞくぞく返戻をだ

してくるでしょう。 

例えばわたしなどは昨年２件の返戻がありその 

うちの１件は受領委任を拒否した保険者でした。 

重箱の隅をつつくような理由でした。 

この保険者に対しては鍼灸師会の応援を頂いて返戻が不当である旨の文書を提出し保険者は受領

しました。あと１件は継続中の案件です。皆さんにもいずれこのような「重箱の隅」案件がでてく

ることが予想できます。今年こそはそのようなことが無いような年にしたいものです。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579092396/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZXd5ZWFyLW5lbmdhLmNvbS9jb250ZW50cy8xMTY-/RS=%5eADBAcNbj6ytmUK4x0MCYFrtt2YZrVw-;_ylt=A2RCKwssuB1e1RMAygCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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今年の抱負                  土田 仁 

今年は 2020年オリンピックの年です。干支は庚子（かのえねずみ)年です。庚とは東洋思想では金の

性質を表し攻撃や目標に向かって物事を進めるとか、改革や変化を表します。 

さて、私達、「あはき業界」には問題に向かって取り組むべき課題が沢山ありま

す。例えば保険請求の問題は少しずつ理解はされて居るものの、利用者・ 

「あはき師」が満足出来る成果は出ておりません。 

国民の医療費が問題になっている昨今です。 

予防医学である鍼灸マッサージを取り入れた結果、医療費が減るとの狙いから鍼

灸マッサージの療養費支給が手厚くなるのではと考えるのも、これまた違った発想であると思います。

やはり、東洋医学、鍼灸、マッサージは素晴らしい伝統医療に基づいた上での安全な治療であり免疫力

を高める貴重な位置付けな訳です。 

そして医療費軽減の道具ではありません。独立した素晴らしいものであり、その上での医療費なり療

養費の取り組みが、私達あはき師の社会的地位向上にも社会的信頼にも繋がり、結果社会的貢献の機会

も増えるのだと考えます。そしてそれが利用者様に対する一番の恩返しだと思うのです。 

これら「あはき師」の立場や主張が改善される事が最優先で、その次に医療費の軽減を提案できるのだ

と思います。今年の干支の様に、あはき師にとって素晴らしい前進の年になる事を希望します。 

また、私の今年抱負は「初心に返る」事を心掛ける一年にしたいと思います。 

それは私が「あはき師」を目指した頃、どんな気持ちでやっていたのか、また、施術に対する姿勢、

技術的な基本に返る事、肩の力を抜く事、心を無にして施術に取り組んでいるのかどうか、この辺りを

振り返る時が来た様に感じております。 

これによって治療成績や患者様の印象が 180度変わる事、それによって来院数がじりじりと変わって

行く事。その怖さを最近良く感じるようになったからです。ただ怯えるのではなく「よしっ！これを機

にきちんと襟を正すチャンスが来たんだ！」と前向きに捉え、1年後には「成果のあった 1年間だった」

と言えるようになりたいです。 

私は今まで周りやライバル院などばかりを気にしてお居りました。確かにそれも必要でしょう。いや、

必要だからその様な機会もあったのだと思います。 

しかし、本当の厳しさは自分自身の中にあり、その事に気が付くと周りの事などどうでもよくなりま

す。ビジネス的、商売的な発想に偏り過ぎるとその様な事に陥るという事を初めて知りました。 

私は鍼灸師です。確かに経営の要素は必要です。しかし、先程も申した様にそれではビジネスマンか

鍼灸師か分からなくなります。 

勿論やっていく中で考えが変わるものもあります。しかし、変わっていけない信念のようなものもあ

ります。これをはき違えてはいけないと思いました。私が鍼灸師になった時の事、そして患者様だった

ら「どんな先生に診て貰いたいのか」その事を原点に立ち返って取り組む一年にしたいと思います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578375040/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvYW5pbWFsL21vdXNlLw--/RS=%5eADBoeV3nGYGUrPvah_gTpzCZclegVs-;_ylt=A2RinFUAxhJe21AAeyOU3uV7
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未来を信じ、未来に生きましょう 

春風民主鍼灸センター 大阪鍼灸よもぎの会 

                                    坂田 哲也 

あけましておめでとうございます。 

今年も鍼灸マッサージが国民・患者の心身の健やかさを守る一翼として貢献し、これを担

う有資格者の生活水準がより一層発展することを強く祈念し、その実現のため「自ら動く」

決意を新たにしています。 

 

さて、昨今保険取扱において「不正対策」という文言を見ない日はありません。 

あたかも「あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう(以降「あはき」と略称)」が不正の

たまり場であるが如くです。 

しかしながら、「不正」とは何を指し、実態として「如何程の不正が存在」しているか、

明確に承知されている方がどれほどいらっしゃるものでしょうか。 

 

昨年 10月 23日、近畿厚生局の集団指導における資料「受領委任の取り扱いの理解のため

に」によると、「不正」とは詐欺等を指し、付増(つけまし：治療しているが、その時にして

いない治療まで治療したことにする行為)、架空(かくう：治療していないのに治療したとす

る行為)請求等を不正請求としています。 

全国民的に受診患者の八割は七十歳以上の高齢

者であり、その大多数を占める後期高齢者におい

て、あはきの不正請求の概算は約 0.3％(H20年 4月～

H28 年 11 月までの間で不正請求額 9 憶 5 千万円)であることは、

厚労省が明示しています(H29年 1月 18日)。 

  

鍼灸マッサージの場合、免許取りたての鍼灸師らによる慣れない保険請求での「事務的誤

り」は「返戻」等で指導されており、実際の不正発生が約 0.3％ということで約 99.7％は厚

労省も認める真っ当な保険請求を行っており、「あはきは不正の温床」というイメージは事実無根

ということになります。 

 

それにも関わらず、昨年 9月 6日に社会保障審

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は受領委任払

の導入に伴う指導監督の強化による不正対策と称

し、「あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を

課す仕組みの検討(案)」の中で、施術管理者(保険

取扱可)の要件は、「研修受講」及び「実務経験」と

する、としました。 
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「研修受講」の設定以上に問題なのが「実務経験」で、鍼灸マッサージの資格取得後、1 年間

の義務付けを検討しています 

実務経験といっても、実技等の向上目的の修練ではなく、「施術管理者」の要件として、

自らの院所以外での勤務で、「保険取扱の実務」を指します（柔整では明文化・鍼灸マッサー

ジは検討中）。 

既に柔道整復においては 2018 年より「施術管理者」の要件として、1～3 年の保険取り扱

いの実務経験が課せられています。  

つまり、資格取得後一定の期間(1～3 年)、保険取扱いを禁じるものですが、これらの検討

には実施における法的根拠は全くありません。 

法的根拠もなく、あはき法の円滑な実施を妨げる検討事項そのものが違法行為です。 

そもそも何年も「保険取扱の実務経験」を積んだとして、不正請求を抑制・消失させる保

証はあるのでしょうか。 

「不正」について、日本医師会の向本時夫医師（福島医科大学医学部医療制度研究センタ

ー特命教授）は以下の様に述べています。 

『私は、厚生労働省においてこの指導監査を長年担当してきたが、継続

的に不当・不正行為が存在し、その額も毎年数十億円に上るという(中略)。

単なるミスでは無く不正又は不当と言われる行為を認識しながら故意に行

っていた医師がいた(中略)。根本的な考え方が法律等を逸脱したものであ

り、全てを尽くし頑張っておられる医療機関や医師の為にも、残念ではある

が保険医療、いや医療という世界から排除するのが何よりもの防止策であ

ると考える。』 

 

このことを踏まえ、あはき療養費検討専門委員会の提案は全くの的外れであり、そもそも

約 0.3％の不正解消のために、新規の資格者に年単位で保険を使わせない期間を設定するこ

と自体、新たな保険抑制と指摘せざるを得ません（鍼灸における新規の保険登録はこの 5 年間で平均約 8,217 名、

累計では 545,822名、あんま・マッサージにおいては同条件で平均約 1,412名、累計では 194,166名）。 

 

あはき療養費検討専門委員会の論議の経過を辿ると、「指導監督の仕

組みとしては、まず、法律上に柔道整復療養費やあはき療養費を位置付

け、現物給付の制度とすることが考えられる。(あん摩・マツサージ・指圧、はり、きゆう療養費の見直しに

ついて H29年 3月 27日)」として、「受領委任払」の導入を提起しています。 

同時に「しかしながら、この仕組みは、現在の保険者の判断で支給

する療養費制度とは位置付けが大きく異なり、根本的な議論が必要と

なり、その導入は直ちには困難である。」として、以降彼らなりの努力を尽くし、昨年「受

領委任払」の導入に成功します(広域連合などは受領委任払の仕組みに参加するのですが、健康保険組合においては参加率 20％以下）。 

つまり、監督強化・保険運用抑制のために「受領委任払」を導入し、今回のような検討案

を構築することが既に H29年の「見直しについて(前述引用)」で論議されていたわけです。 

その一方で、確かにそうした厚労省の意図ではありますが、結果として保険取扱において受

領委任払で「有資格者による保険請求権」の承認であることは間違いなく、このことが代理受
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領委任払で「有資格者による請求権」の否認からの前進であり、賛否の有無は兎も角も有資格

者の社会的地位を向上させました。 

これが意味するところは、二つ考えられます。 

一つは今後もより一層の保険運用抑制の仕組み構築に、厚労省は奔走し続けるということ(保険適

用を根絶するまで？)。 

今一つはその動きを強める上で、厚労省は鍼灸マッサージを最終的には法改正してまでも現物給

付の制度の枠に入れることを意図・計画しているということ。 

故に現在の「受領委任払」は、一過性なのかもしれません。 

 

 ところで「あはき法」第 1条における「医師以外の…」の意味は、「あん摩・マッサージ・

指圧、はり、きゆう」を行う限りにおいて、それぞれの資格を得るなら、その分野では医師

と同様に診断・治療するものであることを指しています。 

 この認識は今日では社会的に十分認知されていませんが、鍼灸マッサージが現物給付の制

度の枠に入ると、この認識が一般常識として社会的に拡散する可能性があり、今日現物給付

は保険証提示による保険適用が一般常識になっています。 

 もちろん厚労省がそこまで気前よく制度化することは考えられませんが、もしその時が来

たならば彼らが保険抑制するために一定の合理性を以て法改正も辞さないでしょう（もっとも受領委任

払の段階で厚労省が満足する保険抑制が実現するなら、これ以上の法や仕組みの構築は必要としないでしょう）。 

 このように矛盾を孕むため、以降一層の波乱･混乱が予想されますが、これは大きな転換

期であり、医療としての鍼灸マッサージにおける受療権の社会的認知・承認が飛躍的に拡大する可

能性があります。 

 

当然厚労省に対し保険抑制への国民的抵抗が不可欠ですが、保険抑制を目論む厚労省にと

っても現状では法的にも整合性に乏しく、保険抑制の仕組み構築は内部に矛盾を孕んでもい

るため、折角できた仕組み自身が不正対策として機能しないことも想定されます(厚労省自身これ

を危惧する内容が個々の報告書に散見される)。 

 

そのため厚労省が不正対策を強める程、あはき法はもちろん基本的人権にも抵触するよう

な違法行為に至らざるを得なくなる、そしてそれに対して国民は憲法を以て十分対抗できる

と考えられます。 

こうした流れを俯瞰する時、厚労省の執念に閉口しますが、結果として彼ら自身が国民的

医療としての鍼灸マッサージの突破口につながる仕組みを構築しているため、決して悲観す

ることはないと考えます。 

最後に、厚労省、その中のあはき療養費検討専門委員会、政権が変わればそれらの指針も

これまで通りとはいかないことは明白で、国民主体の政治を実現する中で、医療政策、鍼灸

マッサージの政策も国民が利用しやすい形に再編することが望まれますし、その可能性は私

たちの努力次第で十分可能であろうと考えます。 

未来を信じ、未来に生きましょう。 
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保険部会報告 

２０２０年１月２日 

 報告執筆者： 奈須守洋 清水郁夫 清水鏡晴 土屋幸弘 丹下佐隆 御木淳 清水一雄  

はじめに 

2019年 12月 18日に事務所にて保険部会が行われた。出席者は７名で議題は本文中の下線①〜③の３つ

であった。以下に議論をまとめたものを報告する。  

①  鍼灸・マッサージの広告規制ガイドライン案について 

 令和元年１１月１４日（木曜日）に第８回あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師及び柔道整復師等の広

告に関する検討会が四谷にある主婦会館プラザエフのスズラン

にて厚生労働省医政局主催のもと行われた。 

検討会の構成メンバーは医師会、保険者、患者団体、法学者、

医事専門官、公益社団法人のあはき業団代表者ら（全日本鍼

灸マッサージ師会、日本鍼灸師会、日本盲人会連合、東洋療法

学校協会）であった。ここでの目的は、あはき及び柔整に関する

広告ガイドライン作成だった。 

このガイドライン案の主なポイントを図１に示す。この中で特に

注目して頂きたいのは、「治療」という言葉が使えなくなる可能

性があることと、「非医療類似行為」という新たな造語を定義し

たことだ。 

  「治療」を使った広告が不可となってしまうと少なくとも二つの

問題が生じる。一つ目は、すでに「治療」を使った広告を行なっ

ている業者や「治療」の入った屋号により営業している業者はど

うすればよいかという問題である。 

これについては保険部会のメンバーから、「すでに看板や自院の外装に「治療」を使っているものを撤去し、

使っていないものに変える費用を誰が出すのかという問題があるから、実施不可能ではないか」や「治療院

と言えなくなるのはとても不便だ」などの意見が出た。 

二つ目は、我々の提供しているサービスは治療ではないのかという問題である。厚労省としての解釈は、医

療と紛らわしいため２）としているが、あはき法の意味するところは医業の一部解放であることから我々の提供

するサービスは紛れもなく医療である。つまり、行政独自の法解釈により議論が展開されているということで

ある。 

我々の業を逆説的に医業類似行為に定義しようとする意図が丸見えの、「非医業類似行為」の定義につ

いても行政独自の法解釈により議論が展開されていることは同様である。以下に議事録中の松田医事専門

官の発言を紹介する。「まず、医業類似行為という定義の前に、まず医業というところから始めますと、医師の

医学的判断において技術をもってする。そうでなければ人体に危害を及ぼすのが、医行為というところで定義

をさせていただいています。 

医行為まではいかないのですけれども、柔整、あはきといった資格を持って行わなければ人体に危害を及

ぼすものが医業類似行為としております。医業類似行為は、業として行ってはいけないというふうにあはき師

図１: ガイドラインの主な要件 1) 
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法 12条のほうで禁止処罰になっておりますので、もし、これが人体に危害を及ぼすことであれば禁止処罰の

対象になる。今、リラクゼーションとか緊張緩和とか、そういった範囲に対して、医業類似行為という紛らわしい

広告が出ていることがあるので、それを非医業類似行為を行う者というふうに、今回初めて定義をさせていた

だいたところでございます。」３）一般人にこの太文字の意味が理解できるだろうか。 

少なくとも保険部会メンバーの半数は理解できなかった。さらに驚くことに、上記の発言に対してあはき業

界団体代表者らからは意見が出なかった。これらの発言を聞いて何も意見が出てこないような業界団体代

表者らを我々の業界代表にしていいかどうかは検討の余地がありそうだ。 

広告に関する検討会は２０１８年５月１０日に第一回目が行われてからここ１年半の間に８回という高頻度

で実施されていることや、厚労省担当者が今年度内に策定・公表したい４）と言っていることなどから、「広告

ガイドライン」が近々会員の皆の目に届くことになると思われる。 

②  あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組みによる 

管理者登録への障壁について 

  事務局通信１１９号 6)にも取り上げられた案件なので周知されていると思うが、保険部会メンバーの中でも

情報が錯綜しているので、ここでも取り上げることとする。なお、実務経験の要件の詳細 

    図２:実務経験の要件 5 

については図

２を参照して

もらいたい。     

あはき療養

費の研修受

講や実務経

験の要件を課

す仕組みとは、

受領委任制

度による監視

を強化する目

的で行われも

ので、柔道整

復療養費で

は平成３０年４月からすでに導入されている仕組みである５）。 

しかしながら、あはき療養費では状況が異なるために下記に示す新規の施術管理者登録への障壁とそれ

に付随して起こりうる弊害が生じることが想定され、これらが社会的に顕在化しにくい性質を持っていると考

えられることから、保険部会としては危機感を持って捉えている。新規の施術管理者登録への障壁とは、勤務

施術者として一年間の実務経験を積むことが困難であることである。 

これは事務局通信１１９号 6)で指摘している通り、大半のあはき業者は個人経営であり、一年間も研修者を

受け入れられる業者は少ないこと、大半のあはき業者は保険を取り扱わないこと、実務経験の定義が「施術

所の勤務施術者として実務に従事した期間」であり出張専門施術者に帯同するなどして従事した期間は、当
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該期間に含まれないことなどが理由として挙げられる。 

つまり、柔整療養費と比べて研修者の受け皿が極めて少ないこととなることは明白であり、新規の施術管

理者登録への障壁は柔整療養費の仕組みをあはき療養費に盲目的に、もしくは故意に適応したことにより厚

生労働省が作ったということである。 

施術管理者登録への障壁に付随して起こりうる弊害としては、あはき療養費事業への新規業者参入が困

難となり、既に厚生局に登録されている管理者であるあはき師の行う保険請求業が既得権益化することが

挙げられる。また、既存業者の観点では参入障壁が高いことは喜ばしいため、声が出にくい仕組みとなってい

る。しかし、参入障壁が高いことはあはき療養費市場における健全な競争を妨げ、医療消費者の新規獲得が

頭打ちとなり市場が衰退していくため、中長期的には喜ばしいこととは言えない。 

さらに、新規参入希望業者の観点では参入障壁が高いことで受領委任制度を活用する権利を侵害されて

いることも重大な問題である。 

既存業者である当会員も注意が必要な場合がある。それは、出張届のみで営業している出張届施術管理

者（以下、出張届管理者）ならびに店舗はあるが店舗内での療養費による施術実体のない出張専門施術管

理者と雇用または業務委託関係にある施術者（以下、出張専門雇用者）である。 

出張届管理者が自宅の引越しにより拠点を変える時や新しく開設届で店舗開業しようとするとき、もしくは

出張専門雇用者が出張届けのみでの開業や店舗開業するときは、両者とも現在までの経歴は実務経験とは

みなされないので、施術管理者のいる施術所にて一年間の実務経験を新たに積んだ後に厚生局への施術

管理者登録を行う必要がある。実際に、保険部会メンバーの一人にも出張届管理者がいたため、保健所に

開設届を提出した後に厚生局への受領委任登録手続きを行うようである。 

今年の 4 月からこの仕組みが導入されようとしているので、当会員の皆にもこの場を借りて注意を喚起し

たい。 

 あんまマッサージ指圧師養成校開設訴訟について   

視覚障害者の生計を守るた 

め、健常者向けのあん摩マッサー

ジ指圧師養成学校の新設を制限

している法律の規定が、憲法が保

障する、「職業選択の自由」に違反

するかどうかが争われている。 

この訴訟の判決で、東京地裁（古

田孝夫裁判長）は１６日、「視覚障

害者は今もマッサージ師業に依存

しており、規定の必要性は認められ

る」と合憲判断を示し、新設を認め

なかった国の処分の取り消しを求

めた学校法人の請求を棄却した
７）。 

 

 

図３：はり師きゅう師の学校養成施設数と定員の年度別推移１０） 
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 上記の規定とはあはき法第 19 条を指し、視覚障害者の生計を保護するため、１９６４年に「国は当分の間、

健常者向けの養成学校の新設を制限できる」との規定が設けられたことを指す８）。 

  保険部会メンバーからは、「視覚障害者の生計保護は必要だと思うが、東京都大田区では視覚障害者が

区民センターなどで区からの手当てにより敬老マッサージを福祉として提供しているようなケースもあること

から９）、視覚障害者の生計保護は別の方法で補って、教育の規制緩和をしてもいいのではないか」という意

見がある。 

一方、「鍼灸や柔整では規制緩和後に需要と供給のバランスが崩れて過当競争が激化した１０,１１）」や「教育

や学生の質が低下し未熟な治療者を大量に排出した結果、市場活性化の妨げとなっている１０,１１）」などの司

法判断を支持する意見も出た。 

  学校法人は同種の訴訟を大阪、仙台の両地裁でも起こしており、東京地裁判決を不服として控訴する方

針である７）。我々は今後も裁判の行方に注視するとともに、あはき業が視覚障害者にとって限られた職業の

選択肢の一つということを忘れてはならない。 

終わりに 

当会が「あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組み」の件で厚生労働省に意見書を出し

たことはあはき師の職域を守る上で必要な処置であり、業界団体としての責任を果たしていると言える。 

しかしながら、社会への発信力という意味では他業種の業団と比べ十分であるとは言えない。業界を取り

巻く環境は目まぐるしく変化していることから、当会員一人一人が司法や行政の動きに注視し、当事者意識

を持って行動することが業団としての発信力強化となり、ひいては業界の発展につながると考える。 
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集団指導の報告               佐渡 智哉 

去る 1 月 15 日水曜日、日本教育会館で行われた、関東信越厚生局及び東京都による集団指導に参加し

てきました。当日は小雨まじりの寒い陽気でしたが、800人収容のホールの 7割ほどが埋まっていました。

今回の集団指導の目的として、今まで出された受領委任の取り扱いに関する通知の理解と、療養費の請求

事務の適正化を図るとされています。スライドを使った講習会形式で、会場で渡された資料をもとに説明

が進められ、質疑応答はありませんでした。資料には今まで出された通知の内容がまとめられた 67 ペー

ジのスライドと、参考資料として受領委任と療養費に関する通知が添付されています。 

 内容としては、基本的には今まで出された通知を解説し、取り扱い規定の遵守を厳しく求めるといった

ものでしたが、中には私にとっては初めて聞いたと思われるものもありました。 

  下記は説明の一部です。 

・健康保険制度と療養費制度の概要についての簡単な説明。療養の給付と療養費の支給の違い及びあはき

が療養費の支給の対象であること。 

・患者が施術者から経済上の利益の提供を受けて施術者を選択した場合は、療養費の支給対象外となる。 

・施術への同意とは別に往療に関する同意が必要であることを強調。 

・往療距離は原則直線距離で算定するが、離島へ船で行く場合や、山間地で大きく迂回しなければならな

い等は保険者判断により実行距離が認められる場合がある。 

・往療距離が 16kmを超える場合、往療料だけでなく施術料も認められない。 

・往療に要した公共交通機関の交通費については患家の負担とする。 

・施術管理者は受領委任の取り扱い規定の遵守の確約が義務となっており、受領委任契約は施術管理者本

人が締結するため、不正、不当な請求があった場合は、施術管理者と開設者が責任を負うこと。 

・契約を締結する以上、知らなかった、勉強不足であったでは通らないことを強調。 

・申請書に患者の署名捺印を求める際、一部負担金明細書又は支給申請書の写しを交付し、内容を確認す

ることが必要。内容を説明せずに捺印を求めることは規定違反となる。 

・患者毎に施術録に所見等必要な事項を記載し、施術が完結した日、つまり、治癒し、患者への施術がな

くなってから同意書とともに 5年間保存する義務がある。開設者にも義務があり、施術所を廃止しても

保存義務がある。 

・今回のような講習会形式の集団指導とは別に個別指導があり、審査会、保険者、患者等からの情報に基

づき、取扱規定等に違反していると認められる施術管理者が対象となる。 

・個別指導は施術録を持参し、面接懇談方式。正当な理由なく拒否した場合は監査へ移行。 

・監査対象となる施術者は、療養費の不正請求が著しいと疑われる場合や、個別指導を拒否した場合、不

正または不当の客観的な証拠が複数分情報提供があり、証拠がそろっている場合 

・監査の対象としては 

・施術を行っていない日に施術を行ったものとして療養費の請求（架空請求）。・施術を行っていない部位

の付け増し（付増請求）。・実際に行った施術を料金の高い他の施術に振り替え（振替請求）。 

 ・自費で施術したものを保険での施術扱いにして療養費の請求（二重請求）。・無資格者の施術（無資

格）。・施術管理者の出勤実態がない（名義貸し）。・施術録に記載がなく、不正または不当が疑われるも

の等。・監査の措置として 5 年間の受領委任の取り扱い中止、請求時から 5 年遡っての療養費の返還、

報道機関への公表、行政処分や刑事告発等がある。 
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 2020年第 1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ーナによる実技指導 

今回の講師、小原洋一先生は、テーピングでも経験豊富です。平成 30年 1月の 

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図りませんか？ 

 

 

 

 

講師 小原 洋一 先生 元プロ野球選手トレーナ 

日時 2020 年 ３月 ８日（日曜日）１３：３０～１６：３０ 

会場 東京都内(参加希望者には別途ご案内)      

 （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）2月 20日（木）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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社会保障の劣化について考える 

松本 泰司 

社会保障の問題点は多岐にわたります。今後の高齢者の増加やそれに伴う医療費、介護費などお金の問

題が第一に考えられます。高度医療により最近の手術や薬剤の値段の高さには驚きを禁じえません。 

ですが、もっと喫緊なのはお金の問題ではなく社会保障を支える供給力の不足です。労働力人口の減少

です。国民皆保険や介護保険制度は残るにしても、私たちが保険料を払い続けて 10 年 20 年後、医療や

介護が必要となった時サービスを提供する医師や看護師、介護士の質と量は充分に確保されているのでし

ょうか。日本の高齢者は外国人ヘルパーに面倒を看てもらう時代が普通になるのでしょうか。 

 

供給不足はインフラ整備にも言えることです。去年千葉県が台風

15 号、19 号と立て続けに襲われた時、インフラ復旧の土木作業員

や東京電力の職員が圧倒的に足りなくて、復旧のための供給力が追

い付きませんでした。現在も県民の多くが不便な日々を送っていま

す。福島県郡山工業団地、長野県千曲川氾濫の水害も同様です。 

先進国の生活水準の維持には防衛治安（安全保障）・インフラ整備

をはじめ医療・介護などを含めた社会保障の基盤を日々刷新してい

かなければなりませんが、この期に及んでも為政者が政府機構を小さくすることを第一に考えていては、

災害が多発する我が国の体制は維持できなくなります。 

 

医療・介護の問題に戻りますと、日本の患者一人当たりの医師の数は他の先進国に比べ多いと言われて

いましたが、それは数十年前の都市部に限って言えばそうでした。現在は練馬区の巨大団地を抱える地域

でも中核病院の閉鎖が問題になっています。事務所がある渋谷区では病院の科が減ってきて、耳鼻咽喉科

の医師や整形外科の医師は限られた曜日にしか来ません、専門性の高い疾患を扱える医師に看てもらうに

は、大学付属病院に行くしか患者が納得できる治療が受けられないのが実情です。 

良質な供給者を増やすのは政府の役目です。私たちは困難に遭遇した時、ここに頼めば何とかなる、こ

の病院なら・この会社なら・この人ならと云う、信頼のおける支援者がいないと安心して生活が送れませ

ん。どこを向いても派遣医師、派遣社員、身元の不確かな外人と云う連帯感の希薄化の中では安心して暮

らせません。社会のグローバル化に合わして職業流動化を図るという建て前の下、国民の立っている職能

基盤が崩れ劣化しています。拠り所の頼りなさが社会全体を覆い国民を不安にさせています。 

 

安倍総理が『日本を取り戻す』と吠えた時、私は

日本の領土を取り戻すのか、GHQ と日教組に壊さ

れた教育体制を取り戻すのか、中韓からの日本の虚

偽汚名を晴らし日本人の矜持を取り戻すのか。北朝鮮の拉致被害者を取り戻すのか。

どれもすべて成果なし。在任期間だけは長いけれど此れ迄何を取り戻したのかを聞

きたい。先人が作り上げた社会保障の数々をグローバル企業に切り売りし、公共インフラの老朽化を放置

し続けた安倍総理。これからは政権維持に全力を尽くすのではなく、残りの任期を社会保障の再建に気概

を見せてもらいたい。残存期間を国に尽くしてもらいたいと切に願います。 

妻の名誉を取り戻す 
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R02 年 1月                R02年 2 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 水 年始休暇（1 月 3 日迄）  1 土  

2 木   2 日  

3 金 申請書〆切       3 月 申請書〆切     

4 土  4 火  

5 日  5 水  

6 月 申請業務        6 木  

7 火  7 金 申請業務 

8 水  8 土  

9 木  9 日 千駄ケ谷社教館祭り（10:00～15:00） 

10 金  10 月  

11 土  11 火 建国記念の日 

12 日  12 水 事務局通信投稿締め切り 

13 月  成人の日 13 木  

14 火 事務局通信投稿締め切り 14 金  

15 水  15 土  

16 木 体験マッサージ（13:00～16:30） 16 日 財政部会（10:00～12:00） 

ｹｱﾏﾈ研修会（13：00～15：00） 

17 金  17 月 事務局会議（13：00～15：00） 

18 土  18 火  

19 日 理事会（11:00～13:00）新年会（13:00～ 

15:00）上田孝之氏講演（受領委任関連） 

19 水  

20 月 事務局会議（13：00～15：00） 20 木  

21 火  21 金  

22 水 編集会議（10:30～11:30） 22 土  

23 木  23 日  

24 金  24 月  

25 土  25 火  

26 日  26 水  

27 月  27 木 支給明細などの発送 

28 火  28 金 療養費の振り込み 

29 水 支給明細などの発送 29 土  

30 木     

31 金 療養費の振り込み    

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

