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一般社団法人鍼灸マッサージ師会 第 18回定期総会   

総会 2021年 6月 20日 （日）13時 30分より 

会場 上原社会教育館  

大学習室兼展示室（２F） 

住所 上原３－13－８ 

 

交通 小田急線・地下鉄千代田線  

「代々木上原駅」徒歩 5分  

 会場は 100 名が入れる大きな学習室ですか 

  ら、ゆとりをもって使用できます。 

  

会員のみなさまへ 第 18回総会へご参加ください 業務執行理事  荒木 文雄 

 コロナは世界的規模で感染拡大が続いて 2 年目になり、いまだ終息の兆しは見えず、次々に変異型が

現れる状況です。全国的に感染拡大は広がり、病床ひっ迫の地域では医療崩壊が心配される現状です。  

国が先頭に立ち自治体と協力し、検査態勢、診療態勢の強化、病床確保などの具体策を示すべき時だ

と思いますが、政府の対応は自粛を求めるだけです。この 10年、政府の医療費の削減の掛け声の中で、

保健所も病院のベット削減が続く一方、患者の医療費負担は再三引き上げられてきました。 

受領委任払いの導入により「あはき」療養費削減への政府の圧力も強まりました。往療費削減により

往療が規制され、さらに、治療回数の規制さえ行われるような状況です。さらに、受領委任取り扱いの

届け出の手続きを困難にして、新たに治療の資格を獲得した方々が療養費の取り扱いの届け出を制限す

るようなやり方です。 

 自粛要請が繰り返される中で、治療院の経営は大きな困難を抱える中だと思いますが、国民の医療 

の充実のため「あはき」治療の活用への声を上げましょう。みんなで悩み困難をどけて共有し、知恵、

情報を出し合って、助け合っていきましょう。 
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   緊急事態延長にともない、同意書取り扱いについての特別処置および鍼灸師、 

あん摩マッサージ指圧のワクチン接種について、厚生労働省にたいする当会の 

要望書を提出しました。          副代表理事 橋本 利治 

 

                   2021 年 5 月 10 日発  要請書 2 号 

厚生労働省保険局長 

 濱谷 浩樹 殿 

 

 

 

 

要 請 書 

あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師の施術にかかる療養費の新型コロナウイル

ス感染拡大における同意書の要件について 

 

 平素あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師の施術についてご理解ご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。 

 2021 年 3 月 23 日付医療課鍼灸あん摩マッサージ指圧担当 堀本氏へも要請いたしまし

たがご解答をいただけないため改めて要請いたします。 

 

 さてこの度新型コロナウイルス感染拡大に伴い三度目の緊急事態宣言が発出されており

ます。過去には緊急事態宣言発出時は同意書取り扱いについて貴厚生労働省より同意期間

の延長等特例処置通達が発出されました。しかし今回は何ら取り扱いについての通達が出

されておりません。当会会員からも鹿児島県沖永良部島の病院にてクラスター感染が発生

し同意書の取得が困難との報告があがっております 

今回の状況は前回より事態は悪化していると認識しておりますが貴局の見解をお示しいた

だきたく下記の要請をいたします。 

早急にしかるべき方針を示していただき混乱なきようお取り計らいをお願いしたします。 

要請事項 

① 緊急事態宣言期間中の同意書期間延長をご検討ください。 

② 鍼灸あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師等厚生労働省通知による医業類似行為者を医

療関連従事者としワクチン接種の先行をお願いします。 

③ 病院等新型コロナウイルス受け入れ施設での同意書の取得は困難なことを考慮して特

別処置をご検討ください。 

以上要請を致します。 

文書によるご回答をよろしくお願いいたします。            敬具 

                            

一般社団法人 

鍼灸マッサージ師会 

代表理事 清水一雄 

〒151-0053 

東京都渋谷区代々木 2-39-7 

メゾン代々木 201 号 

電話：03-3299-5276 
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   実態調査へのご協力のお願い   副代表理事 橋本 利治 

昨年も行いましたが今回も会員の実態調査を実施したします。コロナ禍で苦しい時こそ 

   私たちが知恵を出し合って生きていかなければなりません。この状況を打開するために 

ご協力ください。 

調査用紙は事務局通信に同封されています。調査は仮名でも結構です。また、調査票は集計 

が終われば処分します。 

 

 

ホームページ活用で新規患者を獲得しよう  

事務局長 清水鏡晴 

会員の皆様へ、自分の治療院又は往療用のホームページを持っていない方が、まだ多くいると聞き

ました。なぜホームページが有効なのか説明したいと思います。 

スマホ、パソコンの検索数 
一か月間の「マッサージ」検索数は約 1,640,000件です。「鍼」はわずか 32件で、「お灸」は約 36,200

件です。 

同じく「腰痛」は 59 件で、「腰が痛い」は 121,000 件です。「腰が痛い マッサージ」は 960 件で

す。 

「訪問マッサージ」は 10,800 件で、「マッサージ 保険」は 780件です。 

こうやって調べるとマッサージの免許あるなら”マッサージ“を絡めて文章を作成することが大事

だとわかります。 

 

鍼灸のキーワードは意外にも“お灸”が良さそうです。また「鍼灸 効果」だと 7,200 件で、「美

容鍼」だと 81,000件の検索があります。 

もう少し調べてみます “肩こり”の検索は不明、しかし“肩がこる”は 8,800 の検索ありです。 

それでは地域名はどうでしょうか。「新宿区」429,000。「渋谷区」81,000。「代々木」29,600 

結果から判断すると、 

患者さんがスマホやパソコンで検索するのはまず「マッサージ 腰が痛い」「マッサージ 肩がこ

る」です。これに自分の地域名を絡めるといい結果がでると分かります。 

 

鍼灸のみの先生は「お灸 腰が痛い」「お灸 肩がこる」「鍼灸 効果」「美容鍼」に地域名をいれ

ます。 

キーワード検索順位上位を入れて文章を作成することによって、検索順位が上位になり自分のホー

ムページに訪れる見込み客がぐっと増加します。その中で約３％から４％が実際に患者として訪問

されるという事がデータに出ているそうです。つまり１００人が訪れると 3人から 4人が患者さん

になるという事です。「マッサージ」の検索は約 160万、「腰は痛い」は約 12万。「美容鍼」８１０

００その中から 3～4人、これなら無理なく集客出来ると思いませんか。 

 

＊現在、会では格安のホームページ作成業者を紹介しています。会員のホームページ作成中です。 

ホームページ作成の特典は先着 10名まで 1分間程度の動画を CapCutのアプリで作成します。 

ホームページ納品後に無料で作成して YouTube のアカウントで公開するのとホームページで公開

して集客していきます 

デモサイト：https://291.w-black.com/ 問い合わせは清水鏡晴 070-1358-8181  

又は祐気堂 御木,03-5450-1171 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1594102226/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXVwLmltYWNsZS5pbmZvL1RlbXBsYXRlL0RldGFpbC8zNA--/RS=%5eADBawKlW1EubrhXj6pqzBVPyzuo3v8-;_ylt=A2RCA.BRwAJf2RoAeQKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://291.w-black.com/
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まずアドレス登録してください。 

登録の仕方は以下のアドレスに【登録】とタイトルを入れて zve05577＠nifty.com へ 

メールをお送りください。 

受信されたアドレスは今後鍼灸マッサージ師会員サイトに登録されて、サイトから各種の情報、会議の

お知らせ、厚労省の通知、申請書の変更事項など郵便では間に合わないお知

らせ事項、各種アンケートなどの発信に使われます。一人ではできない！い

ま苦しいからこそ会員が協力しあいましょう。 

コロナウイルスが猛威をふるっています。緊急事態宣言でも感染者は減少しませ

んね。 

そこで今年の定期総会では一般会員の方は Meet を使って行います。しかし

Meetを使用するには 

メールで会議のリンクを送信する必要があります。会では「会員サイト」の登録を

お願いしております。  スマホはこちらの QR コードから入ってください。 

会員サイトには多数の動画が収録されています。是非とも活用ください。例えば一般社団法人鍼灸マッ

サージ師会の歴史、の動画は７本収録されています。」  

ユーチューブの動画アドレス：     その１，https://youtu.be/4AqEsEK23GU 

その２，https://youtu.be/VeNzrbIe3NI その３，https://youtu.be/g_3ktNDkOyY 

その４，https://youtu.be/Y0GJnkJj0Vg その５，https://youtu.be/7JkD-Ou-n-s 

その６，https://youtu.be/Y0GJnkJj0Vg その７，https://youtu.be/yhpQvTe4Ccs 

その 7 は千葉裁判を動画にしました。 

 

オンライン座談会構想！いよいよ始動 2021/5/1 副代表理事 橋本利治 

 コロナで緊急事態宣言が出されています。 

（4/30日現在）仕事も激減、外出自粛、20：00以降閉店、一体全体なんだというんだ！「これだけ我慢

しているのに終息しないではないか」と愚痴りたくもなります。 

現在鍼灸マッサージ師会では会員のための会にするためにウェブを利用したセミナー、座談会などの実

証試験をしています。 

私個人としては患者も少なくなるし収入激減しているのを何とかしてほしいというのが本音のところ

です。皆さんは貯えがあり乗り越えられる見込みがあるのでしょうか。 

先日試験運用のオンライン会議で「もう治療院やっていけない」とつぶやいたら、「今年の 1月から 3月

で前年度同時期より 50％以下の収入なら個人では 30万円、会社なら 60万円補助制度がある」と教えて

いただきました。声を出してみて良かったと思いました。 

他にも仕事を作りだせないかとか、いろいろな方から意見を聞き参考にして進めています。 

その第一歩として伝統手技療法主催オンラインセミナーを開催することになりました。 

参加費は無料、誰でもが気軽に参加できるように検討中です、是非ネット環境がある方は覗いてみてく

ださい。セミナー終了後座談会もあります。参加方法 6 月 9 日(水)ＰＭ8 時～9 時に開催しま

す。誰でも自由に無料で参加できます。 

１８回定期総会は WEBの Meet で参加しませんか！ 

mailto:zve05577@nifty.com
https://youtu.be/4AqEsEK23GU
https://youtu.be/VeNzrbIe3NI
https://youtu.be/g_3ktNDkOyY、
https://youtu.be/Y0GJnkJj0Vg
https://youtu.be/7JkD-Ou-n-s
https://youtu.be/Y0GJnkJj0Vg
https://youtu.be/yhpQvTe4Ccs
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コロナの不思議           中野郁雄 

新型コロナウイルスの感染が収まらない。 

昨年 11月頃から私のところに多くの方から相談があり、特に新型コロナに関するものが多かったが、

感染後の症状や後遺症などに大きな相違があるので、いくつかの例を示したい。 

 

１．その頃、高齢者で疾患を持っている人は即入院とのことであったが、72歳の女性は 10年前にすい 

臓がんの病歴があり、今は糖尿病の持病がある。それなのに自宅療養と言われ、症状もないので

何度も買い物に出ていた。 

当時病院は逼迫した状態ではなかったし、年齢や持病を考えると間違いなく入院のはずなのに、

不思議でならない。 

２．80歳の男性は、自宅で高熱に侵され病院で検査の結果コロナ陽性と判明。遠くの病院に入院した 

が一週間で退院し、今は後遺症も何もない。この男性は脳梗塞の既往があり、自宅で高熱が出た 

時のことを何も覚えていないほど重症であった。 

２．92歳の高齢女性は、入院したが 5日で退院した。しかも入院直後に看護師が付き添って庭の散歩

をさせたという。この方は認知症とは程遠いほどしっかりした方なので嘘はない。 

３．6歳と 3歳の子供を持つ 30代の一家は、母親以外みな陽性で父親はホテルで熱にうなされ一週間

缶詰となり苦しんだが、子供は全く関係なく元気で外に出られないため大変であったとのこと。 

家族と蜜の状態でいたのに、母親だけ感染しなかったのは何故だろう。 

４．60代の夫婦は夫が少し熱があるので、風邪だと思い病院に行き念のため PCR検査を受けたところ

陽性だったが、二人とも元気を持て余していた。 

どこで感染したかは全く不明である。 

５．78歳の男性は、夕方「ちょっと熱があるから葛根湯でも飲むかな」と言った 10分ほど後に倒れ、

救急車で運ばれた後エクモを装着され、 

その後気管切開と胃瘻の状態で、食事も会話も出来ずベッドで寝て 

いる。 

幸い意識レベルは高くメールが出来るが、それも逆に気の毒では 

ある。 

この様に見ていくと個人差が大きいが、必ずしも高齢者が重症化す

るとは限らないことが分かるが、何といっても 92歳の女性は驚き 

である。 

この方の骨年齢は 50歳と言うから、そのあたりも関係があるのだ 

ろうか。 

重症化した人は運動不足の人が多く、軽症や無症状の方はよく動いたり、歩いている人と言う

共通項がありそうです。 

その人の体質や日常における食生活や運動機会、メンタルなど多くの要素があると思います

が、健康的な生活がウイルスに勝つのではないでしょうか。               
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支援の観点から宗教について考える 
松本 泰司 

利用者の中には宗教を心の支えとしている人がい

る。N さんは 70 代後半の独身男性で脳出血の後遺症

による片麻痺があった。 

ある日部屋で転倒し麻痺側の下腿骨を骨折して緊

急入院をした。入院の翌日本人から私に電話があった。病院の公衆電話からだった。 

『頼みがあるから来てくれ』、私はすぐに入院階のロビーに駆け付けた。 

N さんが言うには救急車で運ばれたのでベランダに干していた洗濯物を取り入れていない。包括と一

緒に部屋に入って洗濯物を取り込んで欲しい。私は何故包括と一緒に行くのか聞くと、私一人だけだと

部屋の物が無くなるかもしれないという。 

断わっておくが、この方はカップラーメンの器を取っておき、丼として再利用している生活状況の人

である。お金が掛かる理由でヘルパーを使ってくれないため台所や廊下はネッチネッチしている。 

ホイホイの上を踏んでいなくても、ゴキブリが足抜きの度に錯覚し不安と焦りを感じる粘度である。 

以前あまりに汚いので事務所の上履きスリッパを履いて、廊下から部屋に入ったら「スリッパを脱げ」

と怒鳴られた事がある。本人は病院から包括に洗濯物の件で電話を入れたがあっさり拒否された。 

私は便利屋を検索した。N さんは携帯を持っていないので、電話番号と業者名をメモ書きで伝えた。

後日病院を訪ねて洗濯物の取り込みの件を聞いた。本人は便利屋は金が掛かるので頼まなかったと言う。

〇〇学会の友人がタダで取り込んでくれたそうだ。始めからそうして欲しい。 

 

痩せて骨と皮になった高齢女性の Oさんは腰の痛みを何とかしたいと言っていた。どこの病院でも治

らないというので訪問マッサージを入れてみた。ところが逆に痛みが増したのでお試しで中止になった。 

今後どうするかを話し合ったところ、O さんは友人が手かざしをしてくれるので『手かざしだけで治

したい』という。怪しい気がしたが本人が望むのでそうすることにした。 

〇光教団の友人が来て手かざしをし

てくれた。偶然なのか友人の面子を気遣

ってか、本人は腰の痛みが薄らいだとい

う。効果が続くのかどうかは疑問だった

が、その場はそれで良しとした。 

私が一抹の不安を感ずるのは、宗教関係の人の支援には色がついている事だ。のどの渇いている人が

いたとする。親切に見える人が水を差し出してくれた。渇きに苦しむ人がその水を飲み干したところ喉

にエグミを感じた。 

のどの渇いた人の本当の望みは透き通った清冽な水を飲みたかったのだと思う。渇きをいやすために色

や味のついた水を飲まなければならないとしたらと思うと、本人が望む支援につなげられない申し訳な

さが残り、何か他に手段がなかったのかと考えてしまう。 

介護保険の支援は画一的で個別の利用者の要望に適合するものになっていないが、インフォーマルの

社会資源として宗教をとらえるには根本的な障壁があり積極的になれない。 

親切や思いやりは出来るだけ澄んだ透明なものであって欲しい。 

友人の腰に取りついた悪霊が隣に

いる癖のあるケアマネに乗り移る

よーに。手かざし始めまーす！ 

足がとられる泥田だが 

食べ放題で有り難い♪ 
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平安時代の律令制度に見る医生と医鍼生及び女医の記録 
                                     山内惠美子 

「荻野吟子」という名前をご存知でしょうか？

「あ～あの人ね。」と女性の方なら思う方もいら

っしゃるのではないかと思います。 

日本近代の時代に日本初の女医となった人で

す。その女医となるために大きな力となったのが、

律令国家の医療制度の法律とも言える「医疾令」

で、「令解」という文献の中に見られたのです。 

近代といえば男尊女卑のまだ色濃い時代です。

彼女が女医という資格を身につけるのに、 

どれほど苦難の道をとおったかは想像に難くな

いでしょう。 

今回は彼女の事を申し上げるつもりはありま

せん。ただ、彼女が医師の国家試験を受験する事

ができたのは「医疾令」のおかげだったのです。 

彼女は国家試験の申込みを３年間も拒絶され

ました。その理由が「前例がない」だったのです。 

時には男装をしながら、差別を受け、苦しみな

がら医科学校を終了したにも拘わらず資格試験

を受けることを拒絶され続けたのです。 

しかし彼女は諦めず、かつての師匠に昔の文献

をあたってくれるよう懇願しました。そして、遂

に律令制時代の文献「令解」に女医の記録を見つ

け出してもらえたのです。 

その記録の御蔭で医師国家試験に受験が許さ

れ、合格し日本初の女医となりました。 

当時、遊郭などが多くあり遊郭の女性たちは勿

論、女性の貧富を問わず性病を患った夫から病気

を移された人たちが人知れず苦しんでいました。 

医師は殆が男性で医師にかかることを恥ずか

しがり、命を落とした人も少なくなかったそうで

す。 

そういう女性たちには女医ができたというこ

とは大きな喜びだったでしょう。 

 今回は、その記録の御蔭で私達、鍼灸、按摩に

携わる者たちが、日本国家の黎明期にいかなる立

ち位置に居たかを知ることができました。 

 女医と言う記録が載っていた「令解」という文

献には、「女医」は鍼灸をも習得する必要が明記さ

れていました。 

主に女医は宮廷の女性たちのための女医だっ

たようです。あの律令時代に既に医師の資格に鍼

灸の必要性が謳われていました。 

ご覧になりたい方は、インターネットで検索さ

れれば可能です。 

 医師は「医生」と「鍼生」に種類別され、それ

ぞれ学ぶべき分野が規定されていました。 

学ぶべき学問書も明記されています。医疾令 

復元逸文これらは現存しないため日本思想大系

「律令」（岩波書店）に収録された復元逸文の訳で

す。 

０１医博士（医術教官）は医人 

（医師）のうちの学識技能が優長な人を任用する

こと。 

按摩・咒禁生（じゅうこんのしょう）の博士もこ

れに準じること。 

０２ 医生（いしょう）按摩生（あんまのしょう）

咒禁生（じゅこんのしょう）薬園生（やくおんの

しょう）いずれも典薬寮（厚生省のような国家機

関）に属す。  

０３ 医鍼生授業条 

医生は各経（書物）ごとに授業の単位とすること。

医生は甲乙、脈経、本草、を習うこと、兼ねて（＝

選択科目として）小品、集験等の薬方を２つ習う

こと。 

 

鍼生は、素問・黄大鍼経（おうだいしんきょう）・

明堂（みょうどう）・脈決（みゃくけつ）を習うこ

と。兼ねて流注（るちゅう）・けん側の図・赤鳥神

針（しゃくうじんしん）の経を習うこと。（略） 
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１２ 定医針師考第条 医針の師は典薬寮がそ

の所能（専門技能）を量って病があるところへ派

遣して救療すること。毎年、宮内省がその識見の 

優劣、病を癒やした数の多少を検討して、考第を

定めること。 

１３ 医針生選叙条 

医針生について成業して太政官に送られたな

らば式部省が覆試すること。それぞれ１２条。 

医生は甲乙４条本草，脈経、各３条を試験する

こと。 

針生は素問４条、黄帝針経、明堂、脈決、各２

条を試験すること。選択科目については医針それ

ぞれ２条。問答の方式は、いずれも大学生 

１６ 女医条 

女医（宮廷の婦人科治療にあたる女性医師）は

官戸・奴婢の年齢１５歳以上２５歳以下の知性秀

でた人３０人を採用して別所に安置して産科及

び創腫、傷折、鍼灸の法をおしえること。 

みな経文に依拠して口授すること。毎月、医博

士が試験すること。年末に内薬司が試験すること。

７年を期限として修行させること。 

０８ 医針生成業条 

体療を学ぶについては７年をきげんとして修

行させること。少小及び創腫は５年で修行させる

こと。耳目口歯は４年で修めさせること。針生は

７年で修めさせること。成業したならば典薬寮の        

医術優長の人が宮内省において（略）面接して 

詳しく校練（試問）を加えること。つぶさに品行・ 

技能を述べて太政官に申送すること。 

日本が律令国家として建国したとき、医療機関

としての医師たちの中に、医針生として鍼灸治療

や按摩に携わる人たちが国家に定められていま

した。それも７年という修行期間をあたえられて

いました。 

 今、鍼灸師は何という地位におかれているでし

ょうか。歴史から学ぼうとする気風の少ない今の

日本政府に、この歴史的事実を知ってほしいと思

います。 

鍼灸も按摩も漢方薬も低俗な土着の民間医療

などではなく、文明の進んでいた中国から取り入

れた当時の高度な医療だったのです。 

 それをこの上ないまでに貶められた今の東洋

医学は明治に立建した維新政府の西洋一辺倒の

政策の禍根のなにものでもありません。私達鍼灸、

按摩に携わる者はこの歴史的事実を心に留め誇

りと未来の希望を持って精進してまいりたいと

思います。 

 

 

 

ひとことコラム   「ジャパン イズ ナンバーワン」 

最近このフレーズを聞かなくなった、今回のコロナ感染で各国と比較してみよう。5月 8日 15：00ヤ

フーニュースによると 100万人当たりの死亡者数は大阪 19.6人インドは 15.5人、メキシコの 16.2

人、米国の 14.5人となっておりはるかに越えている、 

連日インドの悲惨な状況が伝えられているが実は他人ごとではないことを知らされていない、そして

朝日新聞によるとインドでは自国でワクチンを開発しまた輸出もしているとのこと日本は何故ワクチ

ンが自国で開発できないのか不思議でならない。 

朝日デジタル 5/11付（Ｊ・ホプキンス大学）のデータによると感染者と死者数の割合はアメリカ 56.3

人 インド 90.6人 ブラジル 36.1人 仏 53.0人 露 34.2人 英 34.2人 伊 34.2人 独 44.1人 

韓国 69.3人 日本 64.0人となる。 
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この数値は何を示しているのだろうか、感染し医療が受けられず死にいたったと考えるなら、医療崩

壊度を示すものではないだろうか、とするとアメリカ・ブラジルよりも、日本の医療崩壊が進んでい

ることを示す 勿論これは統計という数値マジックがあるのですべてではないことを付け加えるが医

療崩壊を示す指標となることは間違いない、このことはあまり報道されてない。 

私たちが携わっている伝統医療を始め必要な国民の財産である医療・介護など多くのコモンを切り捨て

てきた結果ともいえる。伝統医療は日本の歴史が作り挙げた共有財産(コモン）です。 

このような共有財産を「無駄」として蔑ろにしてきた失政の証しではないでしょうか。今回のコロナは

日本の真実を明らかにしてくれたように思うのです。              ｂｙ橋本 

治療院経営指南書 ２    荒木 文雄 

７ 保健所への届け出 

 治療院の内装、外装、看板、諸設備が完了して、受入れの準備が整ったらば、その地区を管轄する保

健所に開設届を行わなければならない。保健所の規定の用紙により開業届を提出して、開業手続きは終

了する。 

８ 保健所の視察を受ける 

 保健所への開業届を提出後２週間から 1ヶ月間以内に保健所の調査視察がある。要するに、規定通り

の待合室や治療室のスペースやトイレ、その他消毒設備（はり消毒器、消毒器具）が完備しているかの

調査である。 

以上が完了して正式な治療院の開業となる。晴れて患者の治療開始となり開業経営が始まる。 

９ ４Ｋｍ四方への広告看板設置 

（１） 治療院を開業した事を地域の人々に知ってもらうために、治療院の周囲 4K位の個所の要所に看

板を設置するとよい。設置場所は駅前広場とか交通かの交差点や電柱広告が対象となる。 

（２） 治療スタンド広告看板、壁面看板作成。 

（３） 看板には治療院名と住所、電話、略図、診療科目（鍼灸、指圧、マッサージ等）、休業日、診療

時間、予約制などを必要に応じて記入する関係を確保。（広告制限があるので考案、工夫された

い。） 

１０ 4ｋｍ四方への挨拶回り 

（１） 病院、内科系の病院を主に東洋医学に好意的な医師の確保を目指す。 

（２） 同業者、既存の治療院開業の同業者と住み分けを行い、友好関係を築いて、共助、互助関係を確

保するのは治療院経営存続にとって必要な事である。 

（３） 被る。その時、その地区の有力者等にも挨拶すると、後々有利となることがある。 

商店、食堂、学習塾、消防署、保育園等、喫茶店、弁当屋、雑貨店、コンビニ。 

 

１１， ４Kｍ以内に同意書の発行に協力的な医師、5人位を確保するとよい。 

（１）国民、患者の受領権を妨害している。 

 同意書制度であるが一朝一夕に廃止できないのも現実である。患者の保険診療のために“戦略的には

軽視して、戦術的には重視する”という方法でやって行くしかない。治療師の方で東洋医学に理解の
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ある医師を確保する必要がある。（同意書確保のため） 

（２）患者さんの協力をお願いし同意書発行の医師を確保してもらう方法。 

  治療後、患者に東洋医学に理解のあるかかりつけ医があるかどうかを問い、その医師に同意書を発

行してもらうことである。その場合、もし拒否されたら、治療院で確保している医師を紹介すると患

者は安心するものである。そうやって同意書発行の医師を増加する増やしていく努力が必要である。 

  万が一にも患者、治療院、医師の間で何らかのトラブルが発生し、同意書の発行が困難という状況

の発生も考えておかなければならない。筆者は同意書確保の件で、この方法を実践して有効性に気づ

いた次第である。 

 

１２ 鍼灸医療器具、購入業者の確保 

 治療院開業前からの取引や開業後の医療器具業者の売り込により、3～５社の取引相手が出現するが、

その中より信頼できる２～３社を選定するとよい。 

 筆者はアルコール消毒液はＫ社、消毒綿はＨ社、その他の医療器具もＨ社、医療書籍は医道の日本 

艾は小林老補、コピー機はキャノン等より購入した。特に鍼では前田の三陵鍼は中国製よりも断然、刃

先が鋭角で勝れている。現在生産中止になっているのは残念な事である。 

 刺絡用に当初は愛用していたが、現在はテルモの採血具になってきた。これは薬局に注文し購入でき

る。私はＨ社のセールス担当のＴ氏が、3 ヶ月に 1 回くらい来院してくるので、業界の情報や新製品の

感想について有意義な会話を楽しんだものである。治療院経営に役立つこと多しといえる。 

 

１３ インターネット 

 現代はインターネットによる宣伝が有効である。現代は広告、宣伝でインターネットの重要性と有効

性が増大している。これからの情報社会において欠くべからざる宣伝媒体となってきている。 

 筆者の治療院でも患者の 3 割位がインターネットにより治療院を知見し、来院したものである。その

頃は、まだインターネットはやっていなかったが、ある患者がインターネットに治療院を紹介してくれ

た。治療体験で当院が、ある地区でのおすすめ治療院の星印となっていたのをみて来院した、という患

者の話に感謝と内心の喜びを感じたものである。 

 

１４ 患者の情報や口コミを重視する 

（１） 初診が勝負である。 

イ）初診で患者を引き付ける手技を行い、患者の主訴に対しての有効性を感じさせる。 

ロ）そのための即効性のある手技を実施する。筆者は鍼治療経験者済の患者には 1回目より刺絡 

治療を実施してきた。しかし、鍼灸治療がはじめての人や恐怖感を持っている患者には鍼灸治療に

慣れてきたころ、２～３回目に実施するとよい。 

ハ）明治政府の医療政策、西洋重視、東医排斥で日本国民に東洋医学に対する治療経験と信頼感が 

希薄になってきている。故に治療の継続のためにも初回治療で患者に、症状に対しての有効性を実

感させる必要がある。 

二）上記のように、患者の東洋医療にたいする疑念を解消して信頼を勝ち取る。患者と治療師の出

会いは一期一会である。 （次号へ継続します） 
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R03 年 5月                R03 年 6 月 

 

1 土   1 火  

2 日   2 水  

3 月 申請書〆切     憲法記念日 3 木 申請書〆切           

4 火 みどりの日 4 金  

5 水 こどもの日 5 土  

6 木        6 日  

7 金 申請業務  7 月 申請業務 

8 土  8 火  

9 日 NPO 理事会（10:30～12:00） 

三役会（13:30～16:30） 

9 水 伝統手技部会主催 

WEB 座談会(20：00～21：00) 

10 月 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 火  11 金  

12 水 伝統手技部会 WEB 研修（20:00～21:00） 12 土  

13 木  13 日 健康保険ではり･きゅう･マッサージを受け

る国民の会 総会 (13:00～15：00) 

14 金  14 月  

15 土  15 火  

16 日 社団理事会（13:30～16:30） 16 水  

17 月 事務局会議（13:00～15:00） 17 木 体験マッサージ 

18 火  18 金  

19 水 通信発送 19 土  

20 木 健康保険ではり･きゅう･マッサージを受

ける国民の会 会議(18:30～20：30) 

ウーベル保険申し込み締切日 

20 日 社団理事会（10:30～12:00） 

社団総会（13:30～16:30） 

21 金  21 月  

22 土  22 火 通信発送 

23 日  23 水  

24 月  24 木  

25 火  25 金  

26 水  26 土  

27 木  27 日 NPO 理事会（10:30～12:00） 

28 金 支給明細などの発送 28 月 支給明細などの発送 

29 土  29 火  

30 日  30 水 療養費の振り込み 

31 月 療養費の振り込み    


