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                     令和元年 10月 15日発行 

                          発行者 黒澤 淳 

 公益社団法人 東京都はりきゅうあん摩マッサージ指圧師会広報局          

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 37-4 

 

ご挨拶 

今年も猛暑で体調を崩した人が多数でたり、台風災害が九州西日本、千葉関東と発生いたし

ました。穏やかならぬ夏であったと思います。会員諸氏の中には、ご家族ご親戚お知り合い

が強風豪雨で被災された方もおいでかもしれません。未だ被害から復旧できず苦しい生活

を余儀なくされている多くの方々に、この場をお借りしてお見舞い申し上げます。 

 

５月の定時総会では役員改選がなされ、黒澤淳 杉山勲 松村和輝 皆川浩一山下克が理

事に、松田博公、大淵真が監事に選ばれ、後の理事会を経て 会長に黒澤淳 副会長に杉山

勲 松村和輝が就任致しました。総会の席では会運営について活発な意見交換がなされま

した。課題の多い船出ですが、新役員一丸となって会務に邁進して参ります。今後ともご意

見ご協力ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

                            黒澤淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

左から 

                      

TEL 03-3252-8811   http://tokyo89am.or.jp/  toshikai8811@ybb.ne.jp; 

FAX 03-3252-8813  

         

Tokyoshikai    tokyo89am 

http://tokyo89am.or.jp/
mailto:toshikai8811@ybb.ne.jp
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スポーツ事業局から 

 

本年度から本格的に、スポーツ事業活動が動きだしました。これは東京東洋療法師会の皆様

の御協力のおかげです。 

本年度前半の実績は… 

 

●4 月 21 日「千葉県大網 ぐるっと房総１００km ウォーク大会」マッサージはりきゅうケ

アコーナーに参加。 

１日目の早朝に千葉県大網白里市を出発し、山道から九十九里海岸に沿った道を行き、一昼

夜かけて千葉県の房総エリアをぐるっと一周し、２日目の午後に再び大網白里のゴール地

点に至る 100km の道のりを歩く大会です。一晩中歩き疲れた参加者の皆様の疲労回復に寄

与できました。 

参加スタッフ数…6 人 施術した選手数…50 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会本部となった事務所ビルの

食堂を利用してケアコーナーに。 

早朝に現地入りして、間もなく施

術を開始！ 

脚を引きずる人、熱中症寸前で朦朧といて

る人など、想像以上に過酷な行程を乗り越

えてきた参加者の方々をひたすらケア… 
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●5 月 11 日「東京日野市 歳の鬼脚 多摩川ランニング大会」マッサージはりきゅうケア

コーナーに参加 

東京日野市が主催する「新選組まつり」の一環として開催された大会です。《歳の鬼あしの

由来 》は、剣豪土方歳三の名前の「とし」と、健脚でもあった土方歳三の歩きを「鬼のよ

うな歩き方」=「鬼あし」との伝承から名づけられたとのこと。司馬遼太郎先生の「燃えよ

剣」の中にも「歳の鬼あし」についての記述があります。そんな猛者達があつまる 20km と

50km のコースがある大会です。当日は炎天下のなか、参加者の中にはフラフラになってい

る人も…そんな健脚たちに大変喜んで頂けました。 

参加スタッフ数…17 人（+アドバイザー2 名） 施術した選手数…110 人 
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地域活動報告 

 

●5 月 19 日「両国にぎわい祭り」 杉山神社マッサージ体験コーナーに参加 

《両国にぎわい祭り》は地域の商店会・町会・企業等が実行委員会を結成し墨田区の後援を

得て開催し、約 7 万 5000 人が来場する大きなお祭りです。江島杉山神社の境内にて杉山検

校遺徳顕彰会の皆様と一緒に来場者にマッサージ施術を行いました。このコーナーを楽し

みに毎年来るお客様も含め、多くの方々に対してマッサージ施術の普及啓発に貢献できま

した。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 今後の予定  10 月 12 日「千代田区ふれあい福祉まつり」千代田区役所 4 階にて 

肩もみマッサージ体験ブース参加の予定です。ブーススタッフ若干名募集中 

（要あん摩マッサージ免許） 

【時間】10：30～15：30 

【場所】千代田区役所(千代田区九段南１－２－１) 

 

 

保険局から  

 

① 厚労省から以下の通り通達がありましたので、ご報告致します。 

 

保発０９ １８ 第６号 令和元年９月１８ 日 

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給につい

て」   療養費の算定について施術料金等を下記のとおり改め、本年10 月１日以降の
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施術分から適用する。 

                    記 

１ はり、きゅう 

（１）初検料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１，７１０円 

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１，７６０円 

（２）施術料 

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 

１回につき １，５４０円 

② ２術（はり、きゅう併用）の場合 

１回につき １，５９０円 

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業

務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光

線器具を使用した場合は、電療料として１回につき３０円を加算する。 

（３）往療料 ２，３００円 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，７００円とする。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由があ

る場合以外は認められないこと。 

（４）施術報告書交付料 ３００円 

２ あん摩・マッサージ 

（１）マッサージを行った場合 

１局所につき ３４０円 

（２）温罨法を併施した場合 

１回につき １１０円加算 

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内にお

いて人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、１５

０円とする。 

（３）変形徒手矯正術を行った場合 

１肢につき ７９０円 

（４）往療料 ２，３００円 

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，７００円とする。 

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対 

的な理由がある場合以外は認められないこと。 

（５）施術報告書交付料 ３００円 
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② 【お詫び】前号に記載されました、本年春を目標にした一般社団法人東京都はり灸マッ

サージ師会（三療師会）様との療養費取扱い業務での連携は、交渉が中断した状態です。会

員の皆様には多大なご迷惑をお掛けしており大変申し訳ありません。早期に状況を打開す

るべく努力致します。現状は引き続き千葉県鍼灸マッサージ師会様を通して療養費取扱い

業務を行って参ります。 

 

 

学術局から 

 

1令和元年度東京都委託講習会報告 

今年度の委託講習会は、東京都鍼灸師会、東洋医学学生交流会と共催で行っています。 

 ［第 1回、第 2回は、「私たちは何を学ぶのか〜鍼灸の学・術・道の真髄〜」と題した伝統

鍼灸講座。第 3回は、災害支援と介護予防の入門講座、第 4回は関節モビライゼーション基

礎講座を企画しました。］ 

  

第 1回 活きたツボを捉える切経探穴法と刺鍼手技 

日時：6月 30日（日）13時〜17時 

講師：戸ヶ崎正男先生 

（日本伝統鍼灸学会副会長、 

和ら会代表、蓬治療所開業） 

会場：新橋ビジネスフォーラム 

（港区新橋 1-18-21 第一日比谷ビル 8階） 

 

 

 

第 2回 長野教授の鍼術入門－唯掌 

( ゆいしょう) 論と渾治（こんち）法－ 

日時：7月 21日（日）11 時〜17 時 

講師：長野仁先生（森ノ宮医療大学大学院教授、 

鍼灸鴻仁（はりきゅうこうじん）開業） 

会場：葛飾区立かつしかシンフォニーヒルズ 

（葛飾区立石 6-33-1） 
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第 3回 災害支援、介護予防、そして 

ベッドサイドでの運動指導の在り方 

日時：8月 11日（日）11時〜17時 

講師：朝日山一男先生 

（全鍼師会スポーツ災害対策担当理事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回 関節モビライゼーションの理論と実際 

－肩関節と膝関節を中心に－ 

講師：藤井亮輔先生 

（筑波技術大学保健科学部教授） 

日時：9月 29日（日）11時〜17時 

場所：葛飾区立かつしかシンフォニーヒルズ 

 

 

 

 今後の予定   

第 5回 スポーツ（ボッチャ）を通した選手のケア(1)～障害者対応 

講師：朝日山一男先生(全鍼師会スポーツ災害対策担当理事) ほか 

日時：11月 03日（日）11時〜17時 

場所：葛飾区立かつしかシンフォニーヒルズ 

 

第 6回 スポーツ（ボッチャ）を通した選手のケア(2)～現場での実際 

講師：森井隆司先生(東京都東洋医学療法鍼灸マッサージ師会会長) ほか 

日時：12月 01日（日）9時〜15時 30分 

場所：中野スポーツコミュニティプラザ 

 

 

 



公益社団法人 都師会会報 20 号 

~ 8 ~ 

 松塾 

 日時：毎月第１土曜日 10:00〜12:00 

 会場：都師会会館 3階 

 テーマ：『黄帝内経』を中心に古代中国医学思想を読み解き学んでいます。 

  

 杉塾 

 日時：毎月第１日曜日 10:00〜17:00  

 会場：東京都障害者福祉会館会議室 

 テーマ：古典鍼灸の考えに基づき、陰経と陽経の使い分け、 右と左の使い分けなど座学

と実技指導、『素問』読み合わせ等を行っています。 

 

 

東洋医学 学生交流会 

当会が後援している東洋医学学生交流会は、実に３７年もの長い歴史を誇る。この東

洋医学を志す学生を中心とした交流会は、学校の垣根を越えて集まった学生達が単に交

流をはかるためだけの場に留まらず、学生達が自ら企画し、自分達が本当に受けたい講

習を実現させる場としても重要な役割を担ってきた。それは同時に、この学生達によっ

て主催される講習会が、自発性に富んだ現役学生達の学習に対する需要の方向性を知る

上でも、実に有意義なものであることを示している。（文責・山下克）  

 

今後のイベントその他 東洋医学学生交流会についての詳細は… 

 

ホームページ 

https://a-m-s-kouryuukai.jimdo.com/ 

 

ツイッター  

＠toyoigakuSE  

https://a-m-s-kouryuukai.jimdo.com/

