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速報  

「施術管理者研修」について 

    厚労省から３月４日付けの通知が出されました。「施術管理者研修」の内容です。 

＊「実務経験」と「施術管理者研修」について大きなポイントは以下の通り。 

＊対象者：新たな施術管理者 

・令和２年中に受領委任の申出済の場合は対象外。 

・施術管理者にはならず、従業員であれば対象外。 

・現在施術管理者として業を行っている場合は対象外（出張専門者を含む） 

 ＊注意！出張専門者が施術所を開設する場合は「登録記号番号」が変わるので 

対象となる。 

    ＊注意！同じ都道府県内に移転・転居する場合は対象外だが、他の都道府県に 

移転・転居する場合は「登録記号番号」が変わるため対象となる。ただし、切れ 

目なく移転・転居の届がなされ、業も途切れることなく行われる場合は“適用除外” 

とされ、対象外となる 

いずれも令和２年中に受領委任の届があれば対象外です。令和３年１月以降に受領 

委任申出を行う場合は「実務経験」と「施術管理者研修」が必要となります。 

    また、「施術管理者の更新制」に関しては令和３年度から設定される見込みです。 

   「実務経験」「施術管理者研修」の詳細については令和２年３月４日付け厚労省通知 

『保発 0304第１号・第２号・第３号』及び事務連絡をご一読ください。 

            2020．3 .10事務局  
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 3月 8日に三役の協議により、コロナウイル対策で「自粛」要請が発せられるなか、介護施設 

の出入りが禁止になるなど、われわれの業務、生活へも大きな影響があらわれています。 

 これらの問題についてわれわれの見解、政府への要望を明らかにして公表していこうという事 

になり、緊急声明を代表理事と相談して作成しました。みなさまのご意見をお聞かせください。 

                副代表理事 橋本 利治 

 

緊 急 声 明 

2020年 3月 9日 一般社団法人 鍼灸マッサージ師会 

代表理事 清水一雄 

今般新型コロナウイルスの感染拡大により当業界において、介護保険施設等では出入り禁止の所

が増えています。そのことによって要介護者等に鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師（あはき師とい

う）の往療i施術が出来なくなり、要介護者の機能退化による病状の悪化が懸念されます。 

同時に廃業に追いやられるはき師が増えることが心配されます。今後ますます高齢化社会が訪れ

ることよって要介護者等が増える一方で、「あはき」業の縮小などが強いられている現状を鑑み当

師会として緊急声明を発出します。  

１．医師の同意書の簡素化 

医療機関への立ち入りが出来ないことによる同意書取得困難な場合は、同意書が無くてもいい

ような特別措置を要望する。 

２．「緊急事態宣言」による法律制定は反対します。 

基本的人権制約の歯止めのないままでは「新型インフルエンザ等対策特別措置法」改正には反

対する。 

３．あはき師の特性を医療現場で活かす。 

自然治癒力（免疫力）を高めることによって、病気を回復させるのが特徴の伝統医療です。

新型コロナウイルスに感染しても軽症で治癒するのは、体の免疫力がなせる業です。 

インフルエンザ、風邪、花粉症等であはき師の治療は効果があると認識されているので 

健康保険適用するべきです。 

４．医師の判断で、新型コロナウイルス検査を健康保険適用で実施する。 

早急に、患者の治療に当たる医師が必要と認める場合は、ウイルス検査を実施できるようにす

るべきです。 

５．感染防止のための資材供給 

マスク、消毒液などの防止器具を医療や介護の現場に優先的に供給すべきです。 

６．弱者の生活保障対策を重視する。 

非常勤労働者や仕事が出来ない人を対象にした救済対策を明確にすべきです。 

７．対策予算の拡充を求める。  
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厚生労働省との交渉報告    報告者 清水一雄 

（全国中小業者団体連絡会として「あはき」療養費の支給問題の交渉）   

日時：令和 2年 2月 12日（水）9時 45分～12時 45分 場所：厚労省第 5号館 

備考：各地からの質問者代表 20 数名で質問時間 1 人 7 分程度、西宮民主商工会所属の藤岡理事長

が「あはき」の交渉を行う。 

出席：協同組合兵庫県保険鍼灸師会 理事長 藤岡東洋雄氏 

   一般社団法人鍼灸マッサージ師会 代表理事 清水一雄 

相談役 高橋養藏  

厚生労働省：保険局医療課 療養指導専門官 三谷和令氏 

（藤岡理事長が三谷療養指導専門官通じて加藤勝信厚生労働 

大臣へ請願書提出） 

請願書の趣旨として（請願書別紙） 

１．「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）」は実施がほとんど不可

能であり個人経営のあはき師らの経営難、廃業を招くものであるため破棄することを請願する。 

２．あはきを健康保険法及び国民健康保険法による療養の給付にすることを請願する。 

【厚労省にあはき療養費の質問】 

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）について 

・この案は、あはき不正問題から出されているが、中身を見てみると平成 20 年～28 年において 9

億 5 千万円（0.3％）で内容が明確に示されていないのを換算するともっと％が減ることになり

0.0 何％になる。不正と思えないものがかなり含まれている。大きく不正と問題視するほどでは

ないのではないか。 

・研修受講は全国で 7か所しかなく、柔整を例に挙げると申し込みが 5分で定員一杯になり、申し

込みが殺到し申し込める状態ではないのと遠方だと宿泊しなければならない問題が出る。2 日で

充分に出来るものではない。 

・開業あはき師の平均患者数は 1 日 3～4 人といわれており、受領委任の扱いとなると更にあはき

師の数が減る状況である。業務維持すら大変であるのに給与を支払ってまで研修生の受け入れは

ほとんど無理である。これらは受領委任を取り扱える新しいあはき師の抑制につながり、健康保

険法及び国民健康保険法によるあはきの国民受療権を奪うことになり法律違反です。 

・養成学校 3年制を４年制にし、３年後には 6年制にしてほしい。 

・案については令和 2年に施行される予定であるがあと 1年延ばしてほしい。 

【厚労省回答】 

・不正対策は多い少ないで論じるものではない。 

・現状 3年制で卒業して直ぐ患者を診るというのは教育が十分とは言えないのと臨床経験も乏しい

ので検討案を考えている。 

・受講場所は 7か所で行うと決めたわけではなく受けやすいようにしたい。 

・柔整についての問題は承知している。 

・優先順位を決めてというわけではなく、受け入れ先がないことに関して実務経験については過去

のものが無駄になるとは考えていない。 



4 

 

 

  31回千駄ヶ谷社教館まつり 

２０２０年３月９日（日）                 

コロナウイルスに不安な中、天候が心配されましたがおだやかな晴天に恵まれホットしました。 

朝のうちは 6名の施術師の先生と NPOの理事 5名メンバーが黄色とみどりのユニホームを身に着

け歓談しながら待機。 

地域のサークルやグループのメンバーがさそいあって友人知人・家族連れで展示されている作品

の鑑賞・歓談ににぎやかな声が入り口からエレベーターに乗る姿も、エレベーターの横に体験マッ

サージの案内が目に入るよう掲示、１F ロビーセンターの大きな柱、そこにも➡の体験マッサージ

の案内。そうした掲示を横目にしながらおなじみさんが

笑顔でマッサージの受付に次々、持ち込みの簡易ベット

2台とイスがフル回転に昼食は交代でいただきました。 

アンケートに体験された方々が夫々ほっこりとした顔で

「とても良かった」 

「体が楽になった」「血流がよくなった」「痛みが改善

された」「毎年楽しみにしています」「腰痛体操を教えて

いただいてよかった」「もっと施術していただきたいと思った」等々。 

また、「現在近所の治療院で施術を受けていますが、国家資格を持っている先生が独立して個人

で開業するときは、治療料金は 6000 円から 8000 円ないと生活が成り立たないといっていました。

このような開業した先生方が、健康保険の治療続けら

れる料金にしてほしい」と大変貴重なご意見をいただ

きました。 

当日は 31名の方に治療を体験してもらいました。 

体験された中でほとんどアンケートに「治療は楽に

なった。良かったの声」「継続して施術を受けたい」と

ありました。また、当日の署名「はり・きゅう・あん

摩・指圧治療を一般医療と同様に健康保険証の提示

で受信できるようにして下さい」の署名者は４６人

でした。参加された治療の先生方・NPOの理事の方々

お疲れ様でした。 

 社教館まつりで体験治療をはじめて、5 年間続け

てきましたが 3 月から又、1 か月に 1 回 第 3 木曜

日に体験治療を行うことにいたします。予約希望者

は現在１１名登録されました。 
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体験マッサージ 

治療を予約される方は「NPO 法人医療を考える会」のご主旨に賛同いただき、会員登録を

お願いします。 

  日時 2020 年 3 月 19 日（木）4 月 16 日（木）13 時～15 時 

会場 千駄ヶ谷社教館３F 和室 資料代  ￥５００円 

 予約受付 10 分前に楽な着衣でお越しください。 

（アクセサリー腕時計・ベルトをはずす）     NPO医療を考える会事務局 山口 

 

厚労省への情報公開 

（あはき療養費の不正請求）実態について 
令和２年３月 10日代表理事 清水一雄 

 

令和２年２月４日（火）保険部（清水郁夫部長）主催によって橋本副代表理事が、あはき療養費

の不正請求について厚労省に情報公開を行い、厚労省から回答資料が送られてきたので緊急会議

（８名参加）を行いました。 

 資料を見て驚いたのは不正の実態でごくごく普通感覚からみて不正になるのかというものまで

不正として挙げられている案件があり、厚労省が国民感覚から逸脱していると感じざるを得ません。

橋本副代表の情報公開はとても意義のある行為で、国民医療がいかに歪められているかをこの資料

から読み取れます。 

 あはきの健康保険（療養費の支給）は通知一つで厚労省の思いのままに如何様にでも変えていく

ことが可能ということです。もちろんあはき療養費専門検討委員会に諮って進めることにはなって

いるのですが、公益社団法人４団体以外の会議への参加呼び掛けは認めようとせず民意が介入でき

ないようにされているようです。 

危惧するのは患者不在の医療に制度化の如くされていくことであり、あはきもその波に飲み込ま

れようとしています。この度の情報公開は情報公開法に基づいているため、厚労省は答えざるを得

ないので回答はくれます。厚労省通知は民意に基づくようにしなければなりません。そのためにも

情報公開は大いに利用すべきです。 

情報公開で見え隠れしているのが「いい加減なデーター処理」「国民を無視した歪められた通知」

にて不正にされている事実です。 

それに迫ってみると 

調査期間：平成 20年～28年 不正支給金額：９億５千万円（総支給額の 0.3％） 
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１．往療について不正として挙げられている項目 

①往療の算定ルート。 ②16 ㎞以上の場合施術料までも支給しない。 

③同一家屋の往療をそれぞれに算定。 ④歩行可能者に往療料算定。 ⑤往療距離の算定誤り 

私のコメント 

①算定ルートで誤りであれば不正ではなく誤りである。算定ルートにおいて患者の都合等がありル

ート通りいかない場合は正当化すればよい。 

②通知が不当である。施術者の裁量に任せればよいだけのこと。16㎞以上の往療費が出るわけでは

なく施術料まで出さない理由がわからない。 

③マンション等同一建築物まで対象にするのは通知が不当である。 

④通院ができなければ往療料算定は当然である。 

⑤往療距離は平成 9年までは直線距離ではなく実距離だったが通知で変えられた。 

２．医師の同意で不正として挙げられている項目 

 平成 16 年に保医発 1001002 号が厚労省から出され、医師の同意書でなくても同意を得ていれば

よいとされ同意書と同じ扱いにされた。変形徒手矯正術は対象外。 

私のコメント 

口頭同意は寝たきり等で医師の同意書取得困難な人を対象に、医療行政等に要望し実現した口頭

同意を得ることによって継続施術が出来るようになっていたのが出来なくなってしまった。 

３マッサージと変形徒手矯正術の同日重複算定は不正に挙げられている項目 

 マッサージと変形徒手矯正術は同部位算定ができない。 

私のコメント 

マッサージと変形徒手矯正術は別物であり、保険者によっては変形徒手矯正術にはマッサージが

含まれているとかマッサージは算定できないとか言ってくる。理由を追及しても納得できる回答を

してくれる保険者は存在しない。厚労省にも追及したがまともな回答は得られない。にも拘らずこ

の度の同部位算定は不正に挙げられている。マッサージと変形徒手矯正術は別算定であるので、同

部位算定を出来ないとする厚労省が不正である。 

４．医療機関とはり・きゅうとの併給で不正として挙げられている項目 

①昭和 42年保険発 32号により医師の治療手段が無いものにはり・きゅうを支給する。 

②同一傷病および症例における鍼灸とあんまの重複施術 

私のコメント 

①は通知が不正である。半世紀以上も患者の不利益となる医療選択権を奪う行為を続けている。理

解に苦しむ以外ない。 

②鍼灸は６疾患なる傷病名で縛りをつけているが、マッサージは傷病名での縛りではなく麻痺、関

節拘縮等によるとなっているので重複するという見方がおかしい。 

５．入院中の施術  平成 16 年に保医発 1001002 号から病院への往療に支給できないようにされ

たが、以前審査請求で支給されたことがある。 
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 新型コロナウイルス感染症流行に思う １    山内  恵美子   

 まだ終息しているわけではないが、今回のコロナウイルス感染症についてある感慨を覚えたので、

申し上げたいと思います。 

色々なウイルスによる感染症の被害は、古今東西、人類は経験してきました。だからこそ、これだ

けの不安に私達は、掻き立てられるのでしょう。 

近くは、スペイン風邪など、ご記憶の方も年配の方ではおられるかもしれませんし、その疾病の名

称だけはお耳にされた方もおられるかと思います。大正時代、日本でまだ健康保険がきちんと整備、

普及されておらず、その猛威に亡くなった方も多かったと聞きます。 

 アメリカでは、インフルエンザによる死亡が皆保険でないためか、１万人を毎年のように上回る

死者が出ています。日本においてはどうでしょうか？ 

私は、マスコミのニュースなどで不安を煽られているような気がして厚労省の統計資料からインフ

ルエンザおよびコロナウイルス感染症の死亡者数を見てみました。 

インフルエンザ死亡数 コロナウイルス感染者 ２０２０・２・７現在 

２０１７年      ２５６９人     検査をした人数       ２０５８人 

２０１８年      ３２２５人     陽性者         １６７人    

２０１９年１～９月  ３０００人超過         クルーズ  ７０５人(隔離) 

     １月 １６８５人死亡者数  東京都 ３６人 死者 ３人 クルーズ関係 ３人 
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安倍晋三首相は、２６日政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、スポーツ、文化行

事の２週間の自粛を要請しました。また２７日には、全国全ての小中高校と特別支援学校の３月２

日から春休みに入るまで臨時休校するよう要請しました。 

２０２０年2月現在 ６～１０人未満  ウイルス感染者死亡数これらの数字を見ていかが思わ

れますでしょうか？日本に於いて進行中であることはありますが、10 人未満が 

突然、3000 人になることはあまり考えられません。 

もちろん、死亡者数が増加しないよう努力を続けていく必要はあります 。 

しかしインフルと比べてこれほどに恐れる必要があるのでしょうか？ 

ここ２週間か春休みまでとか、自粛などの緊急対策を要請して、大学生ならまだ我慢するとして

も、小中学校の児童から卒業式や生涯二度とない、一生の思い出となる行事を奪ってまで自粛する

必要があるのか、私は疑問を感じざるを得ません。 

しかも、子供は死なないケースが中国においても確認されています。むしろ老人への感染が考え

られるでしょう。しかし、学校だけを休校させて、他の日常的な場所まで閉鎖することはできませ

ん。その意味でも今回の休校はどんな意味があるのでしょうか？ 

安倍晋三首相にイタリアの高校校長の大人性を求めたく思いました。 

 大人らしい、冷静なものの見方というか、子どもたちへの大人の言葉と態度をイタリアの休校中

の校長先生の発言に見ました。 

（朝日夕刊、２０２０．３月２日 アレッサンドロポルタ高校のホームページから） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 コロナウイルス感染者が１０００人を超えたイタリアでは感染対策で休校中のミラノの高校の

校長が、学校のホームページ上で生徒に向けて書いたメッセージが話題になっている。  

メッセージを書いたドメニコスキラーチェ校長は、イタリアの文豪マンゾーニがペストの流行し

た様子を１９世紀に描写した国民的文学作品「いいなづけ」の１節を紹介しながら、社会生活や人

間関係を「汚染するもの」こそが、新型コロナウイルスがもたらす最大の脅威だと説いた。 

スキラーチェ校長は「目に見えない敵からの脅威を感じている時は、仲間なのに潜在的な侵略者

だとみなしてしまう危険がある」と指摘した。 

校長は、「こんな時にこそ良い本を読んでほしい。」と勧め「集団の妄想に惑わされず、冷静に十

分な予防をした上で普通の生活を送ってほしい」と呼びかけた。 

 そして「ペストが流行した時代と違い、今は近代医学がある。人間性や

社会性といった私達の貴重な財産を守るために、合理的な考え方を持とう。

そうでないと、ペストが勝ってしまうかもしれません」と結んだ。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 若い人より高齢者のほうが罹患しやすいと聞くと、同じ電車に乗っている高齢者をなんとなく胡

散臭く思ってしまうとしたら、まさにこの考え方こそが社会生活や人間関係を「汚染するもの」で

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1584367063/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2dhaGFnLm5ldC8wMDM0NTktdHVsaXAtYmx1ZS1za3kv/RS=%5eADB82vEz0zzOwFUpbdAODY.MRGGIeg-;_ylt=A2RivbxXNG5eDCYAHxKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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はないでしょうか？ 

 １億、総不安民族になってしまうのでなく、自分の目で数字などきちんと検証し、人間関係や社

会生活への合理的な考え方を持つことが重要だと思います。 

 

仙台隠れ家鍼灸院長の独り言  

   一人鍼灸院の経営①   土田 仁 

私は一人で鍼灸院を開業してから今年で 9年目を迎えます。まだまだ諸先輩方には及ばない事は

承知の上ですが、私の一人鍼灸院の強みと楽しさ、そして経営方法、日々の心得などをこれからシ

リーズで投稿して行きたいと思います。 

なる程と思う点や、他には無い変わった考え方の点など色々あるかと思います。皆様で参考にな

る点や共有できる点があればと思い、投稿させて頂こうと思いました。 

一人治療院のメリット 

先ず、一人治療院（鍼灸、マッサージどちらも）のメリットを考えてみたいと思います。 

１、人件費が掛からない。           ２、売り上げただけ自分の利益となる。 

３、患者様のスタッフ間の奪い合いが無い。   ４、思った通りの施術が出来る 

５、コミュニケーションがとりやすい。     ６、自分のペースで仕事が出来る 

７、治療院は特定の要件を満たせば場所はどこでやっても良く、しかも施術は術者に着く事から一

人治療院はあまり立地は関係が無いと思われます。 

 

特に４、５、６が上手く行くと自ずと軌道に乗る様な感じですね。７は、よく「マーケティング

調査」などお店を出店する上ではリサーチが重要ですが、一人治療院の場合、評判や紹介、コミュ

ニケーションがそもそもの命ですので、あまり立地に左右されず、しかも競合店が目と鼻の先に出

来たとしても極端な話、施術とコミュニケーションに患者様が着く事からあまり左右されないとい

うのはこの不況のご時世最大の強みと言えるのです。 

なので、この「強み」を生かして私達、鍼灸マッサージ師は誇り高く地域の皆様の為により健や

かに心身ともに健康のお見本となって行きたいものですね！そして「私もああなりたいな、鍼灸マ

ッサージ師さんたちの様な生き方をしたいな！」なんて思われるように

皆でなりたいですね！ 

そのためには先ず「自分のやりたい治療院のイメージ」を考える 

まず最初に「どんな感じの治療院にするのか」をイメージする事です。

自分のやりたい治療院はどの様なイメージかを考える事ですね。そして、

経費や立地などとの関係で必ずしも条件が整わないことが殆どです。しかし、問題は施術、そして

コミュニケーションです。 

ハードの面は何とでも穴埋めが出来ます。まず「出来る範囲で欲張らず」が大切です。出来る範

囲で「必ず出来る」と考える事です。しかし、どこでもどんな条件でもできるとは言いましたが、

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583979610/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QxNjIuaHRtbA--/RS=%5eADB_zoDhNYQmml9d9CQK0NwmRisoBk-;_ylt=A2RCL7HaSmhecEsAbCeU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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それぞれの立地で最低限度必要なものも変わって来ます。 

例えば最低限度の看板などが無いと困る場合は誘導する看板などは必要です。自分に準備の出来

る範囲で、しかも環境の許す範囲内で、必要最低限度の経費で最大の効果を出せる様な鍼灸院を私

はイメ―ジして経営して居ります。そして、これが、治療院経営が上手く行き長続きする秘訣では

ないかと考え、試行錯誤しながら現在に至ります。 

そして看板のデザインなど相手に「イメージ」として伝わるものはとても大切になって来ますの

で、最初のうちは手書きの看板で良いですが徐々に自院のイメージに合致する自体、色合いロゴマ

ーク、院名の画数等にも気を配って行くべきです。 

簡単には取り組めますが、徐々に細かく様々な分野で掘り下げて行く事が大切になって来ます。

次号からは様々な観点からの細かい「掘り下げ」について紹介して行ければと思います。 

 

                         

新宿御苑の桜は 

陽光、高遠小彼岸 

など満開です。 

しだれ桜も開き 

はじめました。 

 

 

 

 

 

会員相互の情報共有サイトの活用を  副代表理事 橋本利治 

    新型コロナウイルスの感染拡大で世の中は混乱しております。 

    会員諸氏におかれましては毎日の施術で窮地に追い込まれている方もおられ 

るのではないでしょうか。 

そこで会員諸氏がそれぞれ情報を共有し、この窮地に対して知恵を出し合って 

乗り越えたいと思います。みなさん「会員サイト」へ登録をしましょう。 

賛同していただける方は、 

https://www.c-sqr.net/cs77943/BbsLine_display_230482.html 

のサイト掲示板にて投稿してください。 

（登録が必要です、 

不明な方はメールを kyosei1017@gmail.com、へ送付してください。） 

 

 

https://www.c-sqr.net/cs77943/BbsLine_display_230482.html
mailto:不明な方はメールをkyosei1017@gmail.com、へ送付してください
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R02 年 3月                R02 年 4 月 

 

 

 

1 日   1 水  

2 月   2 木  

3 火 申請書〆切       3 金 申請書〆切     

4 水  4 土  

5 木  5 日  

6 金        6 月  

7 土 申請業務  7 火 申請業務 

8 日 在宅ケア研修会（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 8 水  

9 月  9 木  

10 火 事務局通信投稿締め切り 10 金 事務局通信投稿締め切り 

11 水  11 土  

12 木  12 日  

13 金  13 月  

14 土  14 火  

15 日 開業セミナー（中野産業振興ｾﾝﾀｰ） 15 水  

16 月 事務局会議（13：00～15：00） 

編集会議（15:00～16:00） 

16 木 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（千駄ケ谷社教館） 

17 火  17 金  

18 水 保険部会（19:00～21:00） 18 土  

19 木 体験ﾏｯｻｰｼﾞ（千駄ケ谷社教館） 19 日 ｹｱﾏﾈ研修会（13:00～15:00） 

20 金 春分の日 20 月 事務局会議（13：00～15：00） 

21 土  21 火  

22 日  22 水  

23 月  23 木  

24 火  24 金  

25 水  25 土  

26 木  26 日  

27 金  27 月  

28 土  28 火 支給明細などの発送 

29 日 NPO 理事会（10:00～12:00）/三役会（13:00

～14:50）/一般社団理事会（15:00～18:00）

事務局 

29 水 昭和の日 

30 月 支給明細などの発送 30 木 療養費の振り込み 

31 火 療養費の振り込み    


