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※ 今後、会報はホームページに掲載します。ホームページからダウンロード、印刷、音声読上げが可能です。  

紙の会報をご希望の方は事務所までご連絡ください。ご協力をお願いいたします。 

 

会員の皆様へご報告 

定款変更及び非営利型一般社団法人への移行が完了しました。 

総会でご承認いただきました会員の皆様に感謝申し上げます。 

 

療養費申請書の押印廃止の方針と保険者の判断について 

あらゆる業界に対し国から押印廃止の

方針が発せられているところです。療養

費制度においても東京都後期高齢を皮切

りに、「押印」に替わり「被保険者の署

名」を求める方向で動きだしましたが、

未だ保険者(あるいは担当者)によっては

具体的内容が定まっておりません。でき

るだけ各種保険者の求めに対応できて、

かつシンプルな方法をお知らせしたいと

考えておりますが、保険者の足並みが揃

うまでには、しばらく時間がかかるでし

ょう。可能な限り皆様の労力が省けるよ

う努力しておりますが、保険者の方針変

更から目が離せません。システムからの

「お知らせ」やホームページ内「会員専

用」ページの情報をお見逃しなく！  

これからもご理解とご協力をお願いい

たします。  役員一同 

 

前回に引き続き 新役員からのごあいさつです

  理事 田中智人 八王子 

酷暑も過ぎようとしており、会員の皆様に

おかれましては益々御清祥のこととお慶

び申し上げます。 

当会におきましても療養費の改定や介

護保険の改正など日々対応に追われてい

る状況です。  

また役員も新体制になり一致団結し会

員の皆様に有益な情報や体制を提供でき

るよう話し合いなど行っております。 

コロナ禍のトンネルもいつ抜けられるか

わからない状況の中手探りでも前に進む

しかないと思います。 



 

今できることを積み重ねた結果が先々

実になるように願っております。皆様もお

身体に気をつけてお過ごしください。 
 

 

 

師会事務所ベランダから 

 

 

 

 

 

 

理事 緒方昭広 
筑波大学理療科教員養成施設 施設長 緒方昭広 

改めて視覚障害者の職業を考える 

会員の皆様、ご無沙汰しております。東京都も

コロナ感染爆発により「緊急事態宣言」が発出さ

れ、医療も災害としてのひっ迫状態が続いており

ます。 

国民の一人一人がもっと危機感をもち、人流を減

らすことに真剣に取り組むしかないと考えます。

また一日も早いワクチン接種、ブースター接種を

早め、この状況を収束させるよう国民一丸となっ

て努力しなければならないと考えています。会員

の皆様もどうぞ最大限個人管理、自宅内管理を

徹底し、感染に至らぬよう強くお祈りしておりま

す。 

 さて、2018 年 4 月より、筑波技術大学より現在

勤務している筑波大学理療科教員養成施設に移

籍し、筑波大学学生、理療科教員養成施設の学生、

スポーツ医学専攻(博士課程)、社会人大学院の

授業ならびに施設長としての管理職の任に当た

っております。教育者としての現役最後を卒業し

た母校に勤めることとなり、改めて視覚障害者の

教育について、これからの展望も含めて考察して

いるところです。 

自分も当事者として視覚障害教育並びに鍼灸

マッサージに 40 年以上、かかわってこれたこと

にただただ感謝のみしかありません。 

 現在、視覚支援学校(盲学校)の生徒数は激減

し、全国の理療の課程は 10 年間で約 800 人が減

少してきており、数値が定かではありませんが、

おそらく 2021年は全国で 800 人ほどになってい

ると思われます。このまま推移すると 10 年後に

は盲学校理療科(保理科、専保理科含む)には生

徒がいなくなることになります。一般の大学には

約 800 人の視覚障害者が在籍しているといわれ

ております。インクルーシブ教育(※1)により、視

覚障害者も普通の小学校から大学まで進学して

いることがわかります。しかし大学は卒業したも

のの、職がなく家庭に入っている卒業生もいると

聞いております。 

 一方で、とくに地方の盲学校では、一学年の生

徒が０名のクラスなどを抱えている学校が多く、

また就職も都会とは異なり、ヘルスキーパーなど

の就職先は、ほとんどないのが現状です。理療科

の先生方も国家試験合格に向けて、誠心誠意

日々の指導に努力し、就職活動に奔走しておりま

す。さらに生徒の状況を見ると糖尿病などを抱え、

国試合格、就職はできたものの、月から金曜まで

の勤務が困難なケースも多くなっております。 

 以上のような状況を鑑みると、悲観的なとらえ

方ではなく、視覚障害者には現状においては「あ 

 

はき」が最適な職業だと思っております。開業が

でき、自分のオフィスでマイペースの施術ができ、

自立ができると考えます。 

経験や実力は必要ですが、初めから実力のあ

る人はおりません。盲学校の臨床室を卒業生にも



 

開放し、教員が自らも臨床力を高め、リカレント教

育(※2)として技術の研鑽や日々進歩する医学

知識の教授をしてほしいと考えます。私は「あは

き」は奥が深く、多くの魅力があり、多くの患者さ

んを救い、患者さんの健康寿命に大きく貢献する

手段と考えます。永遠に技術を磨いていくだけの

価値ある施術であると確信しております。職業選

択の自由はありませんが、しかし現状の職域から

目をそらして、できないことに目を向けていても 

 

 

仕方ありません。視覚障害者の職域の拡大、社会

や政府が予算をつけて職域拡大の研究や具現化

をすることは言うまでもありません。 

視覚障害者の多くの人が、そして学校で教授

する教員が、真剣にその良さや魅力を伝えられる

よう、自ら現場で研鑽されることを祈らずにはお

られません。 

(※1) 障害のある子どもと障害のない子ども

が共に教育を受けること 

(※2) 社会人の学びをリカレント教育と呼んで

おり、厚生労働省では、経済産業省・文部科学省

等と連携して、学び直しのきっかけともなるキャリ

ア相談や学びにかかる費用の支援などに取り組

んでいます。 

 

監事 宇都宮明人 八王子 

会計及び業務の側面から会に対し 、検

査・監督するという立場で仕事をさせて頂

いています。 

コロナ禍で、先々に対する不安、不透明

さが深まっています。コロナ後の世の中は、

私達の生活に様々な変化をもたらすこと

になるでしょう。 

どのようにして乗り切っていくのか、私

達も変革を迫られことになります。 

「はり・きゅう・あんま・マッサージ指圧の

普及啓発及びはり師・きゅう師・あんまマッ

サージ指圧師の資質の向上をはかり、医

療、保険、福祉に寄与することを目的とす

る」 

上記、文言は東京都はりきゅうマッサー

ジ師会の設立理念です。 

この理念をご存知の方、ご存知でない

方も、「日々の生活を維持するために、

坦々と治療を行っている」というのが、実

情ではないでしょうか。 

この理念を”意識”して、治療に向き合う

ことは、コロナ後の様々な変化に対応する

助力となるのではと思います。 

これからは、皆様、ひとりひとりの”意識

の在り方”が大事になっていく時代です。 

皆様のご協力お願いいたします。 

師会事務所ベランダから 

      

 

 

 

(お知らせ) 今年度は三療大学に替えて、日本東洋医学系物理療法学会・実技研修会のご案内をし

ておりましたが、2021年 10月 17日（日）に予定されておりました埼玉医科大学准教授 山口智先

生による「耳鳴・難聴・めまいに対する鍼通電療法の実際」の研修会はコロナウイルス感染拡大状

況を踏まえ中止となりました。ご了承ください。第３回 2022年 1月 16日（日）講師：元筑波大学

理療科教員養成施設長 吉川惠士先生による「脳循環改善および不眠に対する鍼を中心とした複合

療法」の開催は未定です。 



 

 

人の限界とは！？  理事  佐竹公一 

今年も残すところあと 4 か月になりました。

時の過ぎ去るスピードのなんと速いことか！   

さて、開催すら危ぶまれていた今回の東京オ

リンピックやパラリンピックでしたが、選手の

活躍は異次元レベル！驚嘆の一言です！おそら

く前回の東京大会のメダリストは、もはや予選

落ちかもしれませんね？ 

1964 年の東京オリンピック男子 100ｍのタ

イム 10 秒 06 とボルトの保持する世界最高記

録９秒 58 とを比較すると、50 年間で 0.48 秒

更新。10000 メートル走世界最高タイムは 50

年間で１分 58 秒 07 更新。東京オリンピック

開催から 50 年経った 2014 年９月、ベルリン

マラソンの優勝タイムは２時間２分 57 秒で、

東京オリンピックのアベベとのタイム差は９分

14 秒。世界新記録が出るたびに不思議に思う

のですが人間の能力には限界が無いのでしょう

か！？ 

アンダース・エリクソンは「超一流になるの

は才能か努力か？」という著書の中で演奏家

や、スポーツ選手、チェスの名人、ロンドンの

タクシードライバー・戦闘機パイロット・外科

医・画像診断医など様々な超一流の人達を様々

な角度から比較検討しています。 

長い年月をかけて蓄えられた教育ノウハウを

もとに一流の先輩たちが指導者側に立ち、自分

の目標へ向けてトレーニング時間を確保し、心

的イメージを持つ。これらが積み上げられるこ

とが一流を育てるポイントだと言っています。 

教科書で覚えただけでは実際の現場で使い物

にならないことは我々が最も実感しているとこ

ろです。国家資格を取得してからが本番だとも

良く言われます。臨床での応用力や予想外のト

ラブルへの対処法など、患者を目前にした時を

想定した、徒弟制度を超えるような、より実践

的カリキュラムが望まれます。 

本書では、螺旋階段のように次世代に受け継

がれ、積み上げられる教育システムが構築され

ることで継続して「一流」を世に送り続けるこ

とになる。 

継続して定期的にサポートを受け、アドバイ

スを得られるような存在を見つけること。 

そして慢心せず、あきらめることなく正しい

方法で訓練を重ねることで、我々は、たいてい

の技能をどこまでも向上させていける素晴らし

い能力が備わっていること。など、不足を嘆く

より、自分の人生は自分の努力で乗り越えられ

る。と思える一書です。 

視覚障害者は脳の視覚野が別の機能に置き替

わって働くことはよく知られているところです

が、老眼の人が目のトレーニングをすると目の

機能ではなく脳の補正機能が高まり、老眼鏡が

必要なくなることからも年齢に関係なくその力

が秘められているようです。 

トレーニングによって脳も筋肉も内臓も人の

機能すべてが粘土のように「可塑性」を持ち、

柔軟に変化する機能が備わっています。 

自分の持っている財産ともいえる“肉体・い

のち・時間・個性”を活かして自分を高める努

力を続ければ、漫然と過ごすより何倍も充実し

た人生となるでしょう。そして、良い指導者に 

出会えると人生のステージが格段に上がりま

す。皆さんに良い出会いがありますように！！                 

さたけ 

年会費納入のお願いです。 

一年分または後期分の「会費納付書」

がお手元に届いた方は、忘れずに早めの

振込をお願いします。会員期間は 4 月か

ら翌年 3 月までの年度単位です。 

現在、理事会では会則の策定に着手し

ており今年度中に告知予定です。ご理解

とご協力をお願いいたします。 

役員一同 
 



 

    療養費申請書の押印対応方法をホームページに詳しく掲載中です。必ずお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

師会直営「デイサービス湧泉」人材募集 
        師会直営デイサービスゆうせん寺院座位募集中です 

地域密着型通所介護施設 デイサービ

ス湧泉では「看護師」「マッサージ師」「送

迎スタッフ」を求めています。“高齢者介護

にご興味のある方”、“時間を有効に活用し

たい方”などを募集中です。 

 

業務内容や勤務時間、時給などについ

ては事務局までお問い合わせください。 

勤務希望の方には相談の上、施設見学

や業務内容等の説明を致します。  

担当 田中 

 

    新入会員限定 入会キャンペーン 入会金ゼロ システム使用料 3 か月ゼロ円 

【会 費】 入会金：一律  10,000 円(キャンペーン中無料) 

年会費：正会員 18,000 円（月額 1,500 円) 

法人会員 24,000 円（月額 2,000 円)  

準会員：法人会員の従業員、家族 

6,000 円（月額 500 円) 

【療養費・公費助成取扱支援】 

受領委任申請書作成システム提供      



 

初期費用ゼロ円、システム使用料 毎月 1100 円 

必要書類一式（総括表・往療内訳書・施術報告書・同意書・療養費支給 

保険者用申請書・公費助成申請書）に対応。 

【ウーベル保険 団体所得補償保険ご加入案内】団体所得補償＊加入年齢 79 歳まで延長！ 

☆加入ご希望の方は本部へご連絡ください。パンフレットがございます。  担当 佐竹 

 

 

☆☆ 医療保険申請書〆切のお知らせ ☆☆ 

次回の申請書提出締め切り日は 9月 10日(金) 14 時です。                                     

事務局からのお知らせです 

今後、会報はホームページに掲載させていた

だきます。ホームページから印刷が可能です。ご

理解の程宜しくお願いいたします。 

ホームページには会報のほか療養費の最新情

報を掲載しております。また情報の更新は療養費

管理システムに通知します。  

療養費を取り扱っている先生はシステム内の

お知らせやホームページを定期的にご覧いただ

きますようお願いします。  

 

☆ ホームページアクセスコード ☆

高尾駅改札 

 


