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一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 会報 

通巻 102 号 第 42 号 

       

総会無事終了 全議案承認されました 

新代表理事に秋山正美氏、新会長に渡邊昌勝氏、新副会長に作馬哲夫氏が就任 

 

5 月 23 日㈰ 定時総会は滞りなく終了いた

しました。 

会員数 正会員 114 名、法人会員 7 名、準会

員 9 名 合計 130 名。議決権総数 121 票のう

ち委任状 89 票(約 73.6％)を得まして総会が成

立しております。 

今年度総会では、コロナ感染予防対策にご賛

同とご協力をいただきました沢山の会員の皆様

に感謝申し上げます。 

この度、永年重責を背負ってこられた堀江氏

が代表を降りられ、新たに秋山氏が代表理事に

就任されました。今後堀江氏は理事として引き

続き師会運営に携わっていただくこととなりま

す。 

また、会長職は佐竹氏から渡邊氏に引き継が

れることとなり、副会長として作馬氏が就任さ

れることとなりました。 

以下の通り役員体制を一新させ、役員全員が

師会運営にあたることとなりますのでどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

【新役員体制】 
代表理事 秋山正美  

会長   渡邊昌勝  

副会長  作馬哲夫  

理事   堀江静男 田中智人  

緒方昭広 佐竹公一  

監事   宇都宮明人  

 

新代表理事 秋山正美 八王子 

長年に亘り、一般社団法人・東京都はり灸マ

ッサージ師会のためご尽力された堀江先生の後

を受け、この度理事会のご推挙により代表理事

に就任いたしました。 

 浅学非才ではありますが、全力を挙げて職務

に邁進する所存でありますので、皆様方からの

ご指導、ご支援をお願い申しあげまして、就任

の挨拶とさせていただきます。  

さて、昨今のコロナ禍をはじめとして、業界

を取り巻く環境は益々厳しくなっております。 

理事会では、鍼灸マッサージ管理システムの

サポート等、事業を積極的・具体的に推進して

参る所存ではありますが、それにも限界があり

ますので、皆様方のご理解とご協力を宜しくお

願い申し上げます。  
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新会長 渡邊昌勝 西多摩 

「光陰矢の如し」とか、色変で視力を失い２

００１年鍼灸マッサージ師になるべく、国リハ

の門をたたき振り返ると、あっという間の２０

年でした。 

この間、諸先輩のご指導激励を受け、また友

人知人の協力もあり、自分なりに努力を重ねて

何とか業界の一員として、毎日の診療に励んで

いる次第です。 

さて昨年来の感染症コロナ禍で、経済も健康

も大変な状況ですが、東洋医学の「心身一如」

癒しの医学で私たち鍼灸手技療法士の出番と心

得、互いに切磋琢磨し、また協力し合い社会に

貢献し、わが身の経済も豊かに師会の発展につ

なげていきたいものです。 

簡単ではありますが、ご挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

新副会長 作馬哲夫 府中 

副会長を引き受けました作馬です。府中で主

にマッサージを行っています。 

私は中途視覚障害者(弱視)であり、パソコンの

音声ソフトと拡大読書器を使って申請書の作成

を含め日常の業務をしています。このような私

に師会の為に出来ることがあるのだろうかと思

案しています。 

 今後は視覚障害の先生方の助けになるような

事が出来たらいいなと思っています。 

 コロナ禍で大変な時ですが皆様の知恵を借り

ながら微力ではありますが努めさせていただき

ます。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

都師会から分離したのち任意団体から始まった新東

京はり灸マッサージ師会は、平成 14 年４月 28 日有

限責任中間法人 東京都はり灸マッサージ師会とな

り、平成 21 年 5 月に一般社団法人を取得し現在に至

ります。 

その間約 20 年間、師会全般の見直しを続け、独自

に代理受領委任払療養費申請書作成ソフトの開発から

審査体制の確立、直近では療養費制度改正に伴う受領

委任払新システムへの移行とサポート体制の構築な

ど。また介護事業では複数の事業を整理し、3 か所の

デイサービスに特化、その後一か所に統合させ効率化

を図ってきました。 

思い起こせば、新たな挑戦の連続で、成功も失敗も

同じ数だけあったように感じられ、貴重な経験ばかり

でした。この師会を維持できたのは、たくさんの会員

の皆さんや、職員、役員の皆様のご助力あったからこ

そと感謝しております。 

この度、立場は変わりますが、一理事として新たな

役員と共に、及ばずながら業界や会員の皆様のために

努力して参る所存です。   堀江静男 佐竹公一 

 

 

※ 次回会報から、ホームページ掲載となります。ご理解の程お願いします。 
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昨年度末から年会費納入のお願いをしている

ところです。残念ながら現在、数名の会員様か

らの会費が未納となっておりまして止む無くこ

のようなお知らせをしております。 

会員としての期間は 4 月から翌年 3 月まで

の年度単位の更新制度を取っております。  

年会費の納入者と未納者に不公平があるとの

見解から、今年度から新たな対策を講じること

が理事会で決定いたしました。 

具体的内容につきましては未納者個人に直接

お知らせいたしますのでご承知おきください。  

役員一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

≪ デイサービス湧泉 人材募集 ≫ 
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。 

介護にご興味のある方、短時間でも働いてみ

たい方などを募集中です。 

業務内容や勤務時間、給与などについては事

務局までお問い合わせください。 

勤務希望の方は相談の上、見学や業務内容等

の説明をさせていただきます。  

担当 田中 

 

 
≪ 新入会員募集中！！≫ 

★医療保険取扱 ・・・請求とりまとめ ： 初期費用ゼロ円、システム使用料 毎月 1100 円 

★生涯研修 ・・・幅広く役立つ講習会 ★各種保険団体加入・・・団体賠償保険・所得補償保険  

★治療院掲載 ・・・当会ＨＰにて掲載無料。 

【会費】・・・月額 ￥1500（正会員）入会金￥10,000 また ￥2,000（法人会員）￥500（準会員）の制度あり 

【受領委任申請書作成システム】・・・必要書類一式(総括表・往療内訳書・施術報告書・同意書・療養費支給申請 

書・公費助成申請書)に対応しています。 

【ウーベル保険 団体所得補償保険のご案内】 加入年齢 79 歳まで延長！本部事務局にパンフレットがございます。 

加入ご希望の方は本部へご連絡をお願い致します。  担当  佐竹 
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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 

7 月 9日(金)  14 時です。 
 

療養費制度の見直しにより、代理受領か

ら受領委任へ移行して、2年余り経ちまし

た。 この制度は同時に、請求の主体が患

者から施術者に移行したということ、つま

り、施術者に請求責任が生じることになり

ました。 

又、保険者の自由裁量が認められたこ

とにより、これまで審査が通っていた事例

に対し、返戻されるケースが増えてきまし

た。 

私達は、国家資格を有し、その特権とし

て、医療保険での治療が可能である反面、

その運用にあたり、厳しい審査が背景にあ

ることを理解しておくべきです。 

これからも、責任ある申請のご協力を

お願いいたします。     宇都宮  

 

 

 

 

今年度会報は、合計 3回発行する予定

です。 

次の会報からは経費節減のため、ホー

ムページ掲載とさせていただきますの

で、ご理解の程宜しくお願いいたします。 

先日、療養費システムとメールマガジン

で新型コロナワクチン優先接種の緊急告

知をさせていただきました。     

療養費のシステムでは様々なお知らせ

を掲載しているところですが、システムを 

 

お使いになられていない先生方でメルマ

ガを希望される先生がたは、事務局まで

メールアドレスをお知らせください。         

佐竹 

 

≪ホームページアクセスコード≫ 

今後はこちらに順次 会報を掲載いたします。 

開くと会報のダウンロードが始まります 

 

 

 


