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在宅ケア部研修会 腰痛と筋力増強  

元プロ野球選手トレー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いと思います。 

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しょう。   

    講師 小原 洋一 先生 元プロ野球選手トレーナー 

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）3月 5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） 

  

   

新卒者セミナー宣伝行動へご参加のお願い 
日時 2020年 2月 22日（土）および 2 月 23 日（日） 

両日ともに 14時 30 分～16 時 集合正門前 14 時 30分（大正大学正門前） 

参加可能な方は事務局へご連絡ください。お問い合わせ、ご連絡は事務所へ。 

 

事務局通信 
〒151－0053 

東京都渋谷区代々木 2－39－7 メゾン代々木 201 号 

TEL03-3299-5276    FAX03-3299-5275 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.hoshinren.jp 
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新年会開催          
一般社団法人・鍼灸マッサージ師会の新年会を令和 2年 1月 19日にホテルローズガーデン新宿に

おいて開催しました。今回は柔道整復や鍼灸マッサージの療養費における厚労省との経緯や、受領委

任制度の問題に詳しい上田孝之氏の講演も予定していましたので、会員の関心も高く 43名が参加し

ました。当会代表理事挨拶及び来賓の方々の挨拶をご紹介致します。 

（当会代表理事・清水一雄）会員に受領委任払い制度に対する理解が行き渡ってないだけでなく、厚

労省が鍼灸マッサージ・柔整に対し非医療類似行為と云う分類を作ってきた。私たちの行っている行

為が医療でないと定義したのです。この危機を会員に知ってもらいたい。 

（NPO医療を考える会理事長・山西俊夫氏）新年になって顧客回りのため日本海側に行ってきて印象

に残ったことがある。敦賀から三方湖まで雪がない。今年の夏は水不足にならないか危惧している。

また各地を回っても今年の景気についていい話を聞くことはなかった。 

 私の会社も昨年 11月から受注が下降している。特に自動車関連が良くない。中国市場の成長が止

まっているため工作機械の注文がなくなった。その上に消費税 10％がボディーブローで効いてくる。

収入が限られる高齢者は財布の紐を締めてくる。高齢者を顧客にしている鍼灸マッサージ業界は厳

しい状況になるのではないか。 

（協・兵庫県保険鍼灸師会理事長・藤岡東洋雄氏）受領委任になって 1年が過ぎましたがこれは歴史

的なことです。これまで各議員にお願いして厚労省と掛け合ってきたことが、柔整と同じ土俵に立つ

受領委任につながったと思っています。次は医師と同じ療養の給付にもっていきたい。厚労省は受領

委任を認めた後、施術管理者制度や実務経験 1 年の義務を課してきました。これを看過すると新規

開業が困難になります。どうしても止めなければなりません。国会議員の先生にもお力を借りたいと

考えています。 

（衆議院議員・海江田万里氏） 

柔整師叩きはやり過ぎである。 

地元が新宿なので戸山公園でのマッサージボランティア活動を見て、「一隅を照らす」行為だと思

っています。 

正業・なりわいがしっかりしているとは言えない中のボランティア活動には感謝しています。私も

海江田という名の通り中国と関係があります。                        

昔中国では「はだしの医師」が鍼灸を行っていましたが、現在の日本の鍼灸マッサージ界のどこに

問題があるのか、上田先生と連絡を取っていきたいと思っています 

（顧問弁護士・宮原哲郎） 

鍼灸マッサージが受領委任になった時、厚労省がやることは私たちに好意的であるはずがないと

分かっていました。私はもう何年も被爆者援護法に関して裁判を起こしています。殆ど勝訴している

にも係わらず状況は変わっていません。検討会に働きかけることが大変重要です。与党に働きかけた

いと思っています。厚労省はエビデンスを重視しています。有効性の根拠がないと厚労省は動きませ

ん。 

以上それぞれの分野で活躍されている皆様の言葉は、発想や関心の違いもあって大変興味深いも

のでした。（記：松本泰司） 
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 引き続き前代表理事・高橋養藏先生の乾杯のご発声とともに懇親

会となり、バイキング形式での食事・歓談が始まりました。 

上田先生の周りには入れ替わり立ち替わり質問する会員が訪れ、

ご講演の影響の大きさを物語るようでした。上田先生も各々の質問

に真摯に対応してくださり、ほとんど食事もなさらなかったように

見受けました。 

 盛会の中、厚生部長・岩下先生から、仙台からお越しいただいた

土田仁先生、最近入会された高橋宙征先生、勝田善彦先生の紹介があり、各人ご挨拶をいただきまし

た。 

 さらに、事務局の齋藤からは職員の紹介をさせていただきました。 

当会は代表含め清水姓の会員が多いのですが、職員も清水明見・清水理絵と２名いるため、電話の 

際はどちらの清水なのか注意していただきた

い旨お伝えしました。 

ちなみに事務所では「アケミさん」「リエさん」

と呼んでいます。また外山は経理担当、佐藤

はＰＣ担当ですので、よろしくお願いいたし

ます。 

（新年会記録第２部齋藤） 

 

新年会に参加して       高橋 宙征（たかはし ちゅうせい） 

先日は新年会に参加させて頂きまして有難うございました。 

上田先生の講演は、これからの鍼灸マッサージ師にとって大変意義深いものがあり、とりわけ、

健康保険による治療を取り入れている鍼灸マッサージ師にとっての将来を示唆するものでありまし

た。 

一言で申し上げますと「ボーっと生きているとメシのタネが無くなりますよ」ということなので

す。まさに私が思っていたことそのものでした。時間が過ぎるのも忘れて非常に興味深く拝聴させ

て頂きました。大変有意義な時間を過ごすことが出来ましたことをあらためて御礼申し上げます。 

資格取得後 30数年経ちましたが、業界の大勢は大きく変わっておらず、むしろ縮小傾向にあり

ます。ある程度トシもとり、「どうしたらまっとうにこの業界でメシが食えるのか？」と、しみじ

みと考えさせられる年初となりました。 

日進月歩の現代医療において、我々鍼灸マッサージ師にとっても、常に新しい情報を取り入れる

事は必須で有り、あらためて「生き残るためにはボーっと生きていてはいけない」と認識させられ

る次第でありました。 

新年会に参加して           土田 仁 

先月、１月１９日に開かれた当会の新年会に初めて参加しました。 

驚いた事は大変素晴らしい立派な会場だったことです！そして皆さん大変まとまりがあり、 
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しかも和やかであり、大変良い雰囲気の会合と懇親会でした。 

また、私がとても嬉しかったのは、遠方から来た仲間ということで、皆さん大変暖かく迎えて入

れて下さった、それが本当に一番嬉しかった事でした。その中で沢山の先生方といろいろなお話し

が出来た事です。 

これだけ素晴らしい会合と懇親会が出来るのも、常日頃の当会事務局の陰ながらのご努力が有る

からだと随所に感じました。 

また、会合は大変中身の濃い内容で、現職の政治家の先生が挨拶にお越しになるなど、当会の行

動が如何に本気なのか、それが国、やがて国民に反映される事を願った本気の行動なのだというこ

とを感じました。 

本当に凄いと思います。私もこの会に所属している事を誇りに感じ、日頃の臨床に取り組んで行

こうと思います。また、今後とも事務局通信に投稿させて頂いて、包み隠さない率直な意見や取り

組みなどを掲載し、皆様に少しでも貴重な情報を提供していきたいと考えております。 

今年も皆で元気に乗り越えて行きましょう！どうぞ、宜しくお願い致します！ 

新年会に参加して             勝田善彦  

新年会にお招き頂きまして有難うございました。私は視覚障がい者で江戸川区に昨年から、訪問マ

ッサージを中心とした治療院を開設しました。現在特別養護老人ホームで働きながらマッサージ業

を営んでおります。 

現在 50 歳。皆様と比べ開設は遅いと思いますが、あと 10 年は頑張り地元に根付いたマッサージ

院を目指し頑張っていきます。今回、上田先生の他いろいろな方とお話させて頂きました。 

先生のお話を聞き、将来の不安も感じましたが、皆様と情報交換し、協力を得ながら日々邁進して

参ります。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

新年会に参加をして            伊藤賢司 

普段は新年会には参加していませんが、今回は上田孝之さんの講演があるので参加しました。参加

者が 40 数名ぐらい、本年は参加者が多いとの事でした。 

講演内容は、療養費受領委任で柔整師と同じにはなるが、喜ぶどころかこれは終わりの始まり、と

いう、気分がへこむ発言からでした。 

療養費取扱いに対して健保組合は将来的に償還払いに転換したいので、柔整師が踏み台にされて

いる。では開業あはき師は今後どういう方向でこの受領委任払いに取り組んでいけば良いのかの、肯

定的な策の話はあまり聞かれず、嘆く上田節という印象でした。その後は来賓挨拶、会食に移り、閉

会。 

個人的には新年会？という感想。4000 円くらいの会費なので立食形式が良いのでは。まだまだ未

参加の会員の方、新年会に一度ぐらいは顔だしてはどうでしょう？ 

 

橋本副代表理事閉会の挨拶趣旨抜粋 

私は登山のガイドをやっているが、山の世界でも環境破壊が進んでいると感じさせられることが

多々ある。今年の正月、かの「スキーのメッカ」と言われている八方尾根スキー場で雪がなくスキー
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場は上部でしか滑れなかったそうだ。人間の果てしない欲望の為に大事な自然が破壊されていると

感じる。 

自然との調和を 温暖化をすすめる自然破壊はもう止めなければ 

例えばリニア新幹線。私は一登山者として反対しているが、どのように考えてもリニア新幹線工

事は道理に合わないことが判っている。 

これは自然破壊の最たるもので、南アルプスのど真ん中にトンネルを掘り、貴重な自然の恵みの

水脈をズタズタにし水枯れを引き起こし、その恵みにより保たれていた植生が保たれなくなり、そ

の植物を食して生存していた動物は餓死することになる。潤沢な自然循環が回らなくなって裸地

化し、地盤崩壊を促し、川床を埋め、河川氾濫を引き起こす。 

また南アルプストンネル内で事故が起きたら乗客はハイヒールを履いて 3000ｍの退避口へ退避

するも、出たところは猛吹雪の山の中、その後どうするかというようなことも考えられていない。 

またトンネル掘削の残土もどうするかも決まっていなくて、山の中の沢を残土で埋めてしまう

とも語っています。つまりまずリニア新幹線の開通ありきで進められている。 

バブルの時期なら４０分で名古屋まで行く必要があったかも知れないが、今では逆にスローラ

イフを考えなければならないのではないか、それは東洋医学の本質とも繋がることではないか。 

不自然な農産物の身体汚染の危険 

それと、今年１月１日、日米ＦＴＡが発動された。すでにアメリカ産の農産物が輸入され、安い

ホルモン剤投与の牛肉、遺伝子組み換えのトウモロコシが堂々と店頭に並んでいる。 

「アメリカ産牛肉は食べないから安心・・」ではない。まず産地の表示義務が無くなることによ

り、アメリカ産かどうかも検証できなくなる。 

牛肉のうまみ成分が使われている製品、例えばカレールーなどの加工品や、トウモロコシ、小麦

などを使ったパン、ケーキ、などのあらゆる加工品。安いものしか食べられない我々庶民直撃の身

体汚染が始まっている。 

視覚障碍者への生活保障のために手を携えて 

受領委任払いになって我々鍼灸マッサージの団体では悲願達成と喜んでいた。 

しかし蓋を開けたらびっくり、規制強化の中身だった。そして本日、上田先生の講演の中で驚か

されたのは柔整の足を引っ張る作用もしていたこと。判ったことはあはきと柔整の分断の構造で

あった。 

同じようにマッサージの学校設立是非の裁判があったのだが、視覚障碍者の職域を壊すという

名目で敗訴。この問題の本質は国の政策として視覚障碍者への生活保障をしなかったということ

であり、それを晴眼者と視覚障碍者が争うようにすり替えている。国策によって作り出された分断

構造ではないか。 

われわれは視覚障碍者と共に手を携えて進んでいかなければ対立構造は変わらない。わたしは

過去に障碍者のヘルプを担って障碍者に対する考え方が変わった。分断構造自体が問題であると

いう認識をしなければならない。大事なことはもっと交流しよう、お互いに知り合おうということ

ではないだろうか。本年も頑張りましょう。 
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  （上田孝之様（元厚生労働省療養指導専門官）に講演をお願いいたしました。 

講演の要旨につき報告いたします。）               

  「あはき」業界の動向 
2018年の大改正は、「あ・は・き」療養費の「絶滅の始まり」でした。同意書問題では医師同意書

の義務化、口頭同意の廃止だけでなく保険申請業務の煩雑さと添付書類の増加が課せられました。受

領委任導入は保険者の自由裁量なので健保組合は償還払いに移行しました。その結果保険治療を止

める患者が急増しています。 

受領委任払いになり新たな締め付けが強化されます。関東信越厚生局、都県の指導監査です。施術

者は指導を守らないと受領委任払いの中止措置を取られます。さらに各県に療養費審査会が設立さ

れると申請は返戻の山になると思います。 

保険者の返戻に反論するには文書作成力がなければなりません。実際は何度も再請求すれば支払

われています。残念なことに施術の上手な先生に限って文章が書けない。 

広告規制ガイドラインにより表示にも制約が厳しくなります。治療・診察の治や診の字は使えなく

なります。各種保険取り扱い・健康保険取り扱いも保健所が処罰を求めてきます。 

施術管理者要件の強化により療養費を取り扱えない者が続出し、新規独立開業が困難になってき

ます。こういった状況になったのは、訪問マッサージ事業者の中に無資格者を雇用して事業を展開す

る事業者の存在があることです。無資格者ですから施術内容もエビデンスに基づかない低級なもの

になります。厚労省はエビデンスのない施術は医療と認めていません。刺激を加えれば何でも医療で

すと強弁しても通用しません。 

また逆に有資格者が無資格者を装い広告規制を逃れる実態もあり、ガイドラインが出された後は

治療院名も保健所への届け出名称しか認められなくなります。 

インターネットでの広告は原則規制されません。患者が自分で探して自分で見るのは広告でなく

情報検索に当たります。これからの時代、私が生き残る可能性がある施術所を想定すると、「運動器

の慢性疼痛疾患」は自費メニューで収益にし、鍼灸 6疾患は療養費で取り扱う形態です。 

次に研修制度の動向としては、あ・は・き研修制度は柔整を真似した制度になります。柔整の研

修制度の現状を言うと、狙いは保険請求の抑制のためです

から、なるべく研修を受けさせない取り組みがなされてい

ます。 

研修受け入れ先は公益財団法人東洋療法研修試験財団の

みで、他の団体は認可が取れません。研修申請はパソコンに

よるネットでの申し込みですが、すぐに定員に達し希望し

ても受講出来ない環境が用意されています。 

厚労省が目指すのは療養費を全部償還払いにすることです。 

健保組合の受領委任払い導入はわずか 300 程度に留まっていることを厚労省は黙認しています。

他にもマッサージ課程の養成学校新設を絶対に認可しません。上がってきた申請書には患者照会を

勧めています。往療料は廃止の方向にもっていく予定です。手始めに往療料一元化。（4 ㎞超の 400

円増の廃止） 
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あ・は・き師、柔整師の資格は医業の一部ではなく医療類似行為とし、この下に無資格者を非医療

類似行為（整体・カイロ・リラクゼーション他）と区分けします。医業は医師のみが行う業務、これ

が定義されます。これまで「あ・は・き」師は国家資格を有する医療資格者であると主張してきた我々

の努力は水の泡になります。 

この業界の先行きをもっと明確に言うと、今後療養費は絶対伸びません。では、あ・は・き師の

生きる道はどこにあるのか。一つには医科の診療報酬体系での点数化の獲得です。 

又は保険医療機関内でパラメディカルスタッフ化

です。結果的に療養費→療養の給付になります。 

国の基本政策は安い医療は自己負担で、高額医療

のみ保険適用と云う重度化重点型になります。柔整・

あ・は・きは低額医療なので健康保険から退場し自費

で食べてください。そうなると生き残りの為の 3 か

条が見えてきます。 

① 治せる施術師 ②医療関係の学会の会員であること ③医師や理学療法士と議論ができること 

上記のことから導き出されるのは、まもなく施術者団体にも暗黒時代が到来します。 

保険取り扱い量が減少しますと、保険請求手数料で運営している団体は経営悪化から消滅に至り

ます。現在保険料自己負担が 1割の方は 2022年には 2割、2023年には 3割になります 

これまでの高齢者重点型から全世代型社会保障になり、収入のある高齢者は若者と同じ負担が強

いられることになります。ご清聴有難うございました。 

（追記）上田氏の講演記録を取っていた私は、ノストラダムスの終末予言を聞いているような錯覚に

襲われました。お忙しい中深刻な内容を明るく話して下さった上田氏に心から感謝いたします。 

                             （講演 要旨 松本泰司） 

 

施術管理者研修 ～現状報告～  Ｒ２年１月２０日 事務局 齋藤 

 昨年厚労省より出された『あはき施術管理者の研修等』に関して、改めて厚労省に問い合わせた最

新の動向をお知らせします。 

 ①実施日について 

Ｒ1/9/6 付けの厚労省資料にあった通り「令和 2 年度中」、つまり「令和 2 年 4 月～令和 3 年 

3 月に開始」との返答。もう目前です。また、「研修先の募集を行うなどの手順があり、通知 

が出されてからすぐに始まることではない、猶予期間を設ける」とのこと。 

  ＊通知はいつ出るのか？…「令和１年度中」つまり令和 2 年 3 月までに出す予定で調整中。 

②研修受講・実務経験について 

  ＊すでに施術管理者である人はこれらの研修受講・実務経験ともに不要。 

  ＊ただし施術管理者は更新制となる見込みなので、5 年後には研修受講が必要となる見込み 

  研修受講とは…計１６時間・２日間の講義研修 

（職業倫理・適切な保険請求・適切な施術所管理・安全な臨床など）        

実務経験とは…（当面）１年間「施術所の施術管理者の下で勤務施術者として実務に従事する 
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こと」とされている。 

＊出張専門施術者の下での経験は認められない  

＊同時に複数の施術所に勤務する場合、重複期間は合算しない 

＊実務経験対象者とは 

①新たにあはき免許を取得した新卒者で、かつ施術管理者を希望する人を対象にする。施術管理者に

はならず、勤務施術者のみの場合実務経験は不要。 

＊ただし、令和２年・３年にあはき資格取得後、令和２年・３年それぞれ５月末までに受領委任申 

出を行った施術管理者については特例適用（施術管理者の申出を行った日から１年以内に 

７日間相当の実務経験及び研修受講を受ける） 

② 出張専門の施術管理者が施術所を開設する場合も対象。この場合出張専門としての「受領委任の 

廃止届」を出し、施術所開設者として改めて「受領委任申出」を行う必要がある。その結果登録記 

号番号が変わり“新たな施術管理者”となるため、実務経験が必要になる見込み。 

＊住所が変わっても「出張」➡「出張」の場合、（「開設」➡「開設」も同様）なら登録記号番号は 

変わらないため実務経験は不要。 

〈会に届いている問い合わせ〉 

・出張専門の施術者はまず開設届を出し、登録記号番号を取得してから１年間の実務経験となるの

か？この場合、開設した施術所での業が１年間行えないなら無駄ではないか？ 

・開設予定の１年前に実務経験を受け始めるのか？この場合、現在の出張業務と実務経験は兼ねら

れないのか？兼務不可なら、今までの患者さんの治療ができなくなる。患者さんへの補償は誰が行

うのか？ 

・経験の長い出張専門の施術者でも１年間の実務経験をしなくてはならないのか？ 

・過去に遡っての実務経験は認められないのか？ 

＊上記の様なケースも視野に入れ、厚労省で検討中とのこと。はっきりしたことは何も言えない、 

通知を以て知らせるとの返答でした。 

そもそも、これらの研修はなぜ必要なのでしょうか？ 

厚労省の答えは「あはき団体からの要請によるので」というものでした。社会保障審議会に参加し

ている団体からこのような要望があったのでしょうか。柔道整復師においてはすでに研修が始まっ

ており、研修受講の申し込みをしてもすぐに定員に達してしまい、受講がかなわない状況が起きて

いるとの情報が届いています。 

あはきの実務経験においては受け入れ先不足も懸念されております。このように受講そのものを

阻害する要因が多いのです。また、受講による不正請求の抑制効果も不透明です。さらに、長年出張

専門で経験を積んできた施術者にもこの研修を課し、その間の保険取扱いができないとするならば、

これは大きな問題です。 

国の意図をしっかりと見据えて 

 ｢あはき｣は“不正の温床”・“医療行為ではなく”・“国民の医療費を無駄に増やしている”という一

方的な視点のもとに『あはき不正対策』が検討され、その結果昨年１月から開始された『受領委任取

扱い』（厚労省は「制度」と言い換えている）により様々な条件が課されました。 
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保険申請が複雑化したため全国的に保険請求をしない施術者が増え、今後、各都道府県に発足する

「審査会」により一層多角的な審査が行われ “申請書の返戻数が格段に増える”とは、柔整の保険

申請をなぞらえることで読めてきます。さらに、患者・医師への“照会（アンケート）”も頻繁に行

われ、そのプレッシャーで健康保険利用を控える患者さんがさらに増えるかもしれません。加えて施

術管理者研修の開始です。 

東京都ではＲ2 年 1 月 15 日に最初の「施術管理者集団指導」（施術管理者研修の前哨戦？）が開催

され、通信 201 号に佐渡先生のレポートが掲載されましたが、「国と施術管理者が契約を結んだ以上

“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していた」というご指摘がありました。

「集団指導以外に個別指導・監査という方法で厳しく不正・不当な申請を取り締まっていく」ともあ

ります。 

以上のように国による“｢あはき｣療養費抑制策？”は着々と進行中と言えます。 

この先の国の構想を考えます。新年会での上田先生のご講演、通信 201 号の坂田哲也さんのレポ

ートにもありましたが、国は｢あはき｣療養費の保険運用抑制・根絶を目指し、｢あはき｣法の改訂も視

野に入れ、あはき師の独立開業権を縮小させ、医師の下で業を行わせ「医療費」の体系の中にあはき

を組み込むことを目指すのでしょうか。その準備が『受領委任取扱い』の下で着々と進行しているの

でしょうか。 

一患者としては、せっかくの｢あはき｣という医療技術を日本は生かし切れていない、もっと活用す

れば助かる人が多いのではないか、本当にもったいないと感じています。WHO の東洋医療認定、西

洋諸国における高評価とは対照的な取り扱いをしている我が国におけるあはきの将来像を、施術者

の皆さんはどう見るのか、ぜひご意見をうかがいたいと思います。 

今は患者さんのために保険申請をあきらめない姿勢が問われます。事務作業量の増大はさぞかし

皆様を圧迫していることとお察しいたします。しかし改めてＨ30 年 6 月 12 日・20 日の「通知」、10

月 1 日・12 月 27 日の「疑義解釈資料」をご一読ください。『受領委任取扱い』のルールをきちんと

把握し、納得できない返戻には文章でもって反論しましょう。会では文章作成の支援をいたしますの

で、ご相談ください。 

厚生労働省 電話 03-5253-1111（内線 3276）←保険局医療課 

／療養指導専門官 三谷和令さん（あはき担当） 

 

集団指導に出席して          

神奈川 中野郁雄 

令和元年１２月１７日付、関東信越厚生局及び神奈川県による、鍼灸あんまマッサージ指圧の施

術管理者の集団指導を行うとの通知が来た。事情がつかめないまま、令和２年１月１７日（金）横

浜市磯子区杉田の磯子区民センター内の杉田劇場に赴いた。 

指導の目的は、通知の理解と受領委任の請求事務に関してとのことであった。 

健康保険制度や療養費の概要、受領委任の取扱いに関する内容と、その指導、監査について約１

時間半にわたり行われたが、ほぼ配布された資料を一方的に読むのみであった。 

また開始直後に、「本日はスライドにて説明するはずでしたが、こちらの手違いで用意が出来ませ
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んでした。お配りした資料にスライド番号が入っておりますので、それに沿って話を進めてまいり

ます」との発言があった。 

公的機関が計画に基づき日時や説明内容を精査して実施する集団指導において、機器の準備に遺漏

があったとしたら誠にお粗末な話であるが、それは組織や職員たちが我々を軽視している証左では

ないか？ 

 指導の内容は前述の通り、施術管理者ならば当然理解していることをざっと流して説明したに過

ぎず、本題は受領委任の取扱い規定にあったと思われる。つまり、【受領委任の取扱いを希望する

施術管理者である施術者は「受領委任の取扱い」に定める事項を遵守することについて確約しなけ

ればならない。 

また、確約を行った施術管理者は施術所において勤務する他の施術者から保険施術の取扱いに定

める事項を遵守し、受領委任の取扱いにかかる施術並びに指導・監査の適用を受けることについて

同意を受け、当該施術所および勤務する施術者に関する事項について申し出ること。 

以上により承諾がなされることになる。なお、申し出のない施術者が行った施術については、受

領委任の取り扱いが出来ない】と難解な文章で縛りを強調している。 

簡単に言えば、施術者のうち施術管理者は、施術所内の施術者から保険施術及び受領委任取扱いに

関して、指導・監査に関する同意を取り付け申し出ることで承諾した事になる。ということだろ

う。 

 

受領委任取扱いの説明は、規定の重要な箇所を抜粋したものを読み上げたが、一部負担金の減免

または超過徴収の禁止や、領収書の無償交付、施術録の管理、申請書の患者への提示、等の義務に

関してであった。 

最後は「受領委任の取扱い規定」及び「指導監査要綱」に基づく指導、監査である。 

集団指導はその方法として講習会等によるもので、指導対象はおおむね１年以内に受領委任の取扱

いを承諾した施術管理者などである。また個別指導は面接懇談方式で、療養費の支給申請書等の関

係書類を監査したうえで個々の事例に応じて必要な事項について指導するとしている。 

指導対象は、 

① 受領委任の取扱い規定に違反しているもの。 

② 審査会、保険者または患者等からの情報に基づき指導が必要と認められたもの。 

③ 個別指導後の措置が経過観察となり、その結果改善が認められないもの。 

④ 審査会または保険者等から、不正または著しい不当の事実が認められた請求として、客観的な

証拠があるもの、または患者調査等の結果、不正請求の疑いが強いものが複数患者分あるとの

情報提供があったもの。 

などであり、個別指導の措置に経過観察や監査があり、監査方法は「療養費の請求内容等が不正ま

たは著しく不当なものであるとの疑義を認める事例について、その事実関係の有無を確認するとと

もに、その他療養費の請求内容等が妥当適切であるかについて、申請書等の関係書類を検査する」

というものである。 

 措置の基準については、「故意に不正または著しい不当な療養費の請求を行ったもの」 

「重大な過失により、不正または著しい不当な療養費の請求をしばしば行ったもの」としている。

監査の結果受領委任の取り扱い中止となった場合は、 
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① 中止後原則として５年間受領委任取り扱いが出来ない。 

② 不正・不当に請求した療養費は、保険者に返還する。 

③ 中止になった者は報道機関に公表される。 

④ 行政処分の対象となる（免許の取り消し、または停止）｡ ⑤刑事告発の対象となる。 

かいつまんで要点のみを記載したが、おおむね以上のような内容であった。 

 

感想として、前半の健康保険制度や療養費、受領委任制度の説明は集団指導の形態を整えるための

形式的なもので、後半の指導・監査、特に不正等における監査や罰則を重視した説明と感じた。 

しかし穏やかにかつ丁寧ではあるが事務的に進められた中身の印象としては、お上の決めたことを

守らないと仕事が出来なくなると、上から目線での物言いと感じられた。 

また行政処分に関して説明者は「柔道整復師の免許が剥奪されることになる」と言った。 

「鍼灸・マッサージ師に対する集団指導」としながら、その程度の認識なのである。 

更に最後に「本日は質問を受け付けませんので、何かありましたら関東信越厚生局まで御連絡くだ

さい」と言った。我々の死活問題でもある重要な内容なので、当然十分な質問時間をとるべきだろ

う。 

質問を受け付けなかったのは、 

〇 その場での質疑応答が面倒であり、後日とすれば確実にその件数は減少する。 

〇 時間が超過してしまう。 

〇 質問の内容に適切に答えられる専門知識を持った人物がいない。 

〇 質問に対し責任をとれる回答者がいない。 

などから回避したものと推測する。 

もっともこれは彼らの常とう手段であるからほぼ想定内ではあったが、私は５点ほどの質問を用

意しており、更にもっとも重要な核心に関する意見も言うつもりであったので、まさに肩透かしを

食わされた格好となってしまった。手を挙げる暇もなく、声を出す隙も無い見事な幕引きと手際の

良さに脱帽である。 

 

 さて、この集団指導によって何がどう変わりどんな影響が出るかを考える必要がある。 

私の個人的な印象だが前にも述べた通り、説明を受けている間、厚生局職員の一見穏やかで事務的

な語り口の中に、一貫して流れている雰囲気は『受領委任の取り扱いをさせてやったのだから、お

上の言う事に従って間違いを起こさないように』というものであった。 

『療養の給付（現物給付）と療養費の給付（現金給付）の違いはありますが、受領委任制度とい

うのは、病院などで行われている方式と同じです』と甘言を弄し、いかにも我々にとって大きな前

進であるかの如き印象を与え、その実しっかりと縛る魂胆が垣間見える。 

この集団指導が、概ね１年以内に受領委任の取扱いを承諾した施術管理者、とするならば１回限

りであるが、この既成事実を起点にして定期的に行う事により、指導監査する当該省庁とその管轄

下にあり指導される業者との力学的関係の確立が懸念される。 

また新しい制度や規定により我々の行い得る医療の範囲が狭められ、罰則のみが強化されて行け

ば、やがては街の片隅で病院のおこぼれをもらいながら細々と命をつなぐ、一民間療法になってし

まう恐れだってある。実際に同意書に関しても以前より医師の関与が強化されているではないか。 
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更に強化されれば OT・PTのように「医師の指導の下に治療をしなければならない」などとなれ

ば、東洋医学的診断や営業権にも関係してくる重大事である。 

「鍼灸マッサージ師は国民の健康と幸福のために行う医療行為の実践者である」という実態を国民

に広く知らしめると共に、国に働き掛けていかねばならない。 

 

そもそも本来厚生労働省は医療従事者が、十分にその力を発揮できるような仕組みづくりをする

ことが責務であろうに、市井の患者が求める手軽で安全で自己免疫力や自然治癒力を活用し、医療

費削減にも大きく貢献するであろう東洋医療に対し、細目にわたり厳しい規定を設け、監視・監督

そして懲罰に重点を置く施策を進めるとなれば、やがては自らの首を絞める結果となるのではなか

ろうか。 

国は国民の倖せのために、自由に求められる医療を提供しなければならない。そのために現行の

医療システムを再考すべきである。 

 

厚労省「不正データ」の不正使用を暴く          

2020/2/5 橋本利治 

 ２月４日不正データ情報公開されたものを報告の為保険部会で説明しました。 

不正データの中身は「不正とは言えないもの」「データでは情報不足で不正かどうかわからないもの」

も含まれており、不正データそのものの信ぴょう性が疑われる、との意見が出されました。 

そして厚労省は信ぴょう性の疑われるものを根拠に「鍼灸マッサージ師は９億 5 千万円の不正を働

いている。故に医療費削減の為受領委任払いの制度を導入し不正請求を無くする手段とする」との意

向で審議が進められ今回実施されました。 

（審議の中で本当に不正が無くなるのか、との疑問の声もあったが・・）この不正データを見る限り

そのようにしか考えられない。不正データの検証をすると「往療の不正」「16ｋｍ以上の請求」「医師

の同意書不備」などが主な不正として挙げられている。 

ではそもそも「不正とは何か」を考えてみれば、厚労省の不正の定義がありその定義に当てはまる

ものが不正とされている。では厚労省は不正の基準を通達により順次変更してきたので不正の定義

そのものが揺らいでいる、との指摘もある。そのような背景を基にこのデータを検討して、鍼灸マッ

サージ師会として公表する必要があるのではないかと考えているところです。 

不正防止のための「集団指導」 

 今回受領委任払い制度を実施する上で不正防止のための定期的な研修が盛り込まれておりその指

導研修のテキストでは「不正とは」（ｐ26参照）いわゆる詐欺、不法行為をいうそして新たに不正で

はなく「不当」という項目が加えられて算定要件を満たさないものと定義された。 

さてそのように定義されたのであれば先の「不正データ」を検討するならば「不正および不当の統

計」ということになり明らかな不正は半減するのではないかと考えられる。（情報が少ないため判定

が難しい）例えば不正データで最多の「往療料の水増し」という項目（139事業者）があるがその中

身を詳細に検討してみて判ることは 
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① 「別の患家を経由して往療を行ったにもかかわらず、施術所から直接訪問したとして往療距離

を水増し」というのが挙げられている。 

これは不正ではなく不当に当たるのではないか、算定要件に「往療料を算定する時は起点からの

直線距離で算定する、第2患家は起点からの距離と第1患家と第2患家の距離のどちらか短い方を往

療距離とする」との規定違反である、（Ｈ30年6/20・保医発0620第1号 療養費の支給留意事項 

第6章3項）故に不正ではないと言える、というのが根拠となる。 

 

以下厚労省が言う不正の最大件数とする理由を列挙しておくが、皆さんの判断を仰ぎたい。 

② 「患家までの距離が長くなるように申請書の施術者住所（施術拠点）を虚偽記載し、往療距離

を水増し」。これは「施術拠点は登録してある筈なので虚偽記載とはならない、もしそうだと

したら虚偽記載ではなく書き間違いの可能性がある。 

③ 「同一の開設者が経営する他の施術所から往療を行ったように装い、往療距離を水増し」 

  これも上記と同じ理由により明らかな不正とは言えないのではないか。 

④ 「施設入所者に対して往療を行った場合に、患者の自宅住所へ訪問したように装い、往療距離

を水増し」詳細が判らないので判断しがたいが例えば短期入所などでは入所時期が判らなかっ

たときは一旦自宅へ伺った場合は自宅からの距離を算定したならば妥当だと言えるのではない

か。 

⑤ 「患家までの距離が長くなるように訪問した順番を操作し、往療距離を水増し」これも算定基

準違反であると考えられる。 

⑥ 「患家までの距離を直線距離でなく、車の走行距離で計算し、往療距離を水増し」これも往療を

している現実がありその計算方法の違いであるので算定基準違反で不当とは言えるが不正では

ない」 

以上最大件数の「往療料の水増し」項目を検討するだけでも以上のようになる。 

敢えて通達事項で往療料の算定基準を複雑に変更するのには理由

があるのではないかと疑念を持たざるを得ないつまり恣意的に

「不正」件数の摘発の為ということなのではないか。 

さて会員諸氏に訴えたいがこの不正データを検討して、何が不正

なのかを認識して不正にならないように行動を起こしていただき

たい。そのようにすれば不正は激減しそれまで「不正」とされてい

たものが正当な請求になるのです。 

それを運動として推進してゆくことが国民の為の医療提供団体に

なると確信する次第です。 

最後に  

厚労省「不正データ」の不正使用を暴露の為に更なる情報公開

請求をしています。そしてまたこのデータを持って各部会へ説明

に伺いますので声をかけてください。折角情報公開したので共有

しましょう。              (カナダブリティッシュコロンビア州ウィスラースキー場に 

      て遠方に「ブラック．タスク（黒い牙）」峰を望む) 
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療養費切り捨てをねらう 療養費は不正の宣伝 

「あはき」排除の不当な厚労省通知には触れず  
久下 勝通 

高齢化がすすむなか週刊誌の健康や医療の記事が増えてきました。「週刊ダイアモンド」が昨年の

11月 16日号では「腰痛・膝痛・肩痛、医師が教える治療法、整骨院の裏側」と題する特集が掲載さ

れました。 

特集号の表紙には「整骨院の裏側！保険詐欺取り締まりと競争で絶滅？」の大きな見出しで

す。また、特集の PART1は「利用者も知らぬ間に“犯罪”に加担している！？」 

「公的保険 5000億円を吸い込む」「整骨、鍼灸、あん摩マッサージ指圧の深い闇」という

見出しです。療養費は不正の大宣伝です。 

整骨院の不正とは 

特集では、国民には分かりにくい療養費の問題を取り上げ、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサー

ジ指圧師の健康保険による治療はすべて不正と思わせるような見出しです。 

「5000億を吸い込む」とか、「利用者も犯罪に加担している」とかという不正とは、いったいなにを問

題にしているのでしょう。 

記事で明らかにされて不正の事実は次のような内容です。 

整骨院の治療について会計検査院の 2010 年の報告による、接骨院が療養費の申請書で記入した負傷部

位と、利用者への聞き取り調査を突き合せたところ、「申請書の負傷部位と聞き取り調査の負傷部位と一

致しないものが 66％あった。また、負傷原因が外傷ではなく日常生活に伴う肩こりなどと回答したケー

スも 51％を占めた。」というのです。 

会計検査院の報告というのですが詳しいことは分かりません。記事では「接骨院で使われた保険の大半

に何らかの不正の疑いがあったわけだ。」という評価をしています。 

打撲、捻挫というような外傷の治療をする整骨院で、外傷以外の原因と思われる病状の治療をして、健

康保険適用としていることが不正であり、「利用者も知らぬ間に“犯罪”に加担している」という問題

だといっているのです。 

確かに、整骨院、柔整治療院の治療は、患者が必要な場合に健康保険による治療を受けることがで

き、国民の認識では健康保険によるマッサージ治療は、柔道整復師の営業する整骨院で治療を受ける

という認識が広がっています。 

しかし、特集記事のなかでも「慢性的な痛み・解決のプロ」はあん摩マッサージ指圧師/鍼師/灸師

という指摘がありますが、この、治療の資格があり、痛み解決のプロであるマッサージ治療院、鍼灸

治療院は、健康保険による治療を認めないというおかしな取り扱いにされているのです。 

このおかしな取り扱いは厚生労働省の通知による政府の指導です。 

整骨院を選ぶ患者や整骨院を非難するまえに、問題の根本原因がおかしな厚生労働省通知にあること 
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をはっきりさせなければならないと思います。しかし、残念ながら「週刊ダイアモンド」の特集では、

療養費の支給についての政府のおかしな指導についてはまったく触れられていません。 

あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の健康保険からの排除が根本問題 

終戦とともに新しい憲法が制定され、新憲法の下に新たな法律を定め、日本の伝統医療に基づく医療資

格を明確にし、資格を持つ者の営業を認めたのが、法律 217 号（昭和 22年 12 月 20日）あんま・はり・

きゅう・柔道整復営業法です。 

法律が新たな医療資格者を認め、資格毎に制限はありますが、医療行為による営業を認めました。 

しかし、明治政府からの西洋医療崇拝、伝統医療排斥の医療行政は根強く、新たな医療資格者を健康

保険で給付する医療とは認めないのです。 

しかし、柔整師については戦前からの経過がありました。1936年当時から、整形外科医の不足もあり、

骨折や脱臼などを治療する技術を持っていた接骨院の治療を認め、健康保険療養費の支給を認めてきた

のです。 

そのため、柔整師が行う治療は、西洋医学でも理解できるものがあるとの理由により、被保険者保護の

立場から、柔整師が診断を行い、骨折、脱臼、打撲、捻挫に対し必要な治療を行い、療養費の請求をでき

るようにしてきたのです。 

一方、柔整師と同じ法律により、はり・きゅう治療、あん摩マッサージ治療により医業の資格を得た、

はり師、きゅう師、あんま師には、基本的には療養費の支給を認めない厚生労働省通知による指導です。 

はり・きゅう治療は、医師が治療手段のない場合であると同意書を提出した場合に、また、あん摩マッ

サージ指圧治療は、関節拘縮、麻痺のマッサージ治療を医療機関が行えない場合に、療養費の支給を認め

るという理解困難な制限です。国民には理解できない支給条件であり、治療が必要な場合に患者が自分の

意思で選べないのです。 

医療の充実には 患者が必要な治療を選べることが重要 

患者が受診を希望しても、健康保険によるあん摩マッサージ指圧治療、はり・きゅう治療が受けられな

いために、受診できる整骨院の治療を受けているのです。整骨院が外傷以外の治療をしているのを不正と

たたいて、営業できなくすれば解決するという問題ではないのです。 

西洋医学で理解できる治療は、被保険者保護立場から健康保険適用とするが、西洋医学で理解のできな

い伝統医療にもとづく治療は、健康保険適用から排除するという差別的な医療行政が問題です。 

健康保険により治療を選ぶのは国民の権利です。 

国民があん摩マッサージ指圧治療、鍼灸治療を疼痛改善の治療として、健康保険により受けることがで

きるよう療養費支給の改善が必要です。この問題について明確な提案を患者や議員に提起するわれわ

れの努力も問われているのだと思います。 

特集のねらいについて「多くの国民が腰・肩・膝や関節痛に悩んでおり、腰痛だけでも年間の経済

損失は３兆円に上がる。」「痛みは早急に解決すべき課題だ」とのべ、国民の疼痛改善の医療の充実の

対策が重要との問題意識を明らかにしています。 

確かに、疼痛改善の医療の充実が必要という問題提起には同感です。 

しかし、そのために何をするのかということが問題です。 

特集では「そこで本誌特集では、これまでタブー視されていた「不正」の実態に踏み込んで白日の
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下にさらす。さらに、信頼できる医師が提示するエビデンスを基にした最新の治療法や治療薬を提示

していく。」というのです。 

柔整接骨院の不正を白日の下にさらし、信頼できる医師の最新の治療法や薬を提示し、国民が接骨

院の治療を避け、信頼できる医師の診療を受ければ、提起された痛みの問題は解決するのでしょう

か？  

戦後の憲法の下に、国民の要望により成立した新たな法律、「あはき」法により医療を業とする資

格を与えられた鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師を、健康保険制度から排除し続ける差別的な医療行

政の改善に触れないままでは問題の解決はありません。 

西洋医療の問題点 

医師の治療、西洋医療でもまだまだ解明できない問題はいろいろあり、疼痛の問題も十分解明され

ていない問題ではないでしょうか。 

特集のなかの「医師が教える最新治療・手術」において、ロボットによる股関節手術や膝の軟骨再

生医療も紹介されています。 

しかし、手術は患者の負担も大きく、高齢者は特に治療後の障害も心配され、他に痛みの緩和の方

法があれば避けるべき治療と考えます。 

また、新薬は次々と現れますが一時的な痛みの緩和であり、根本的な解決ではないでしょう。 

さらに、再生医療はまだこれからの問題です。がん治療など高額新薬がつぎつぎ現れ医療費 42兆

円です。再生医療もまた、莫大な費用が必要とすることを考えなければなりません。 

国民健康保険では、健康保険料の相次ぐ引き上げの中で、滞納のため 18万世帯が無保険状態に追

い込まれるという実情です。先進医療、高度医療重視は医療費の莫大な増加をもたらし、すべての国

民の医療の充実を進めることは困難です。 

特集が取り上げている腰・肩・膝や関節痛の解決には、あん摩マッサージ指圧治療、はり・きゅう

治療の積極的活用が求められます。国民全体の医療の充実を考え、伝統医療の活用へ舵を切り替える

べきです。西洋医学で理解できないからと健康保険からの排除はもうやめるべきです。 

 

        

 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。受領委任実施の 

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。        事務局通信編集委員会 松本泰司 

 

 



17 

 

 

 

R02 年 2月                R02年 3 月 

 

1 土   1 日  

2 日   2 月  

3 月 申請書〆切       3 火 申請書〆切     

4 火  4 水  

5 水  5 木  

6 木 申請業務        6 金  

7 金  7 土 申請業務 

8 土  8 日 在宅ケア研修会（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 

9 日 千駄ケ谷社教館祭り（10:00～15:00） 9 月  

10 月 事務局通信投稿締め切り 10 火  

11 火 建国記念の日 11 水 事務局通信投稿締め切り 

12 水 編集会議（10:30～11:30） 12 木  

13 木  13 金  

14 金  14 土  

15 土  15 日 新卒者セミナー（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 

16 日 財政部会（10:00～12:00） 

ｹｱﾏﾈ研修会（10：00～12：00） 

16 月 事務局会議（13：00～15：00） 

編集会議（15:00～16:00） 

17 月 事務局会議（13：00～15：00） 17 火  

18 火  18 水  

19 水  19 木 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（千駄ケ谷社教館）13:00～ 

20 木  20 金 春分の日 

21 金  21 土  

22 土 新卒ｾﾐﾅｰチラシ配り一日目 22 日  

23 日 新卒ｾﾐﾅｰチラシ配り二日目 23 月  

天皇誕生日 

24 月 振替休日 24 火  

25 火  25 水  

26 水  26 木  

27 木 支給明細などの発送 27 金  

28 金 療養費の振り込み 28 土  

29 土  29 日 NPO 理事会（10:30～12:30） 事務局 

一般社団理事会（13:30～16:00）事務局 

   30 月 支給明細などの発送 

   31 火 療養費の振り込み 


