
2022 年(令和 4年)2 月 28日 第 44号 一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 発行責任者 代表理事 秋山正美  

 

 

一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 会報 
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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。ご理解とご協力をお願いいたしま
す。 

                                                                                                      

 
新年のごあいさつ 

  代表理事 秋山正美 八王子 

 

瑞祥陽春 

 謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。 

 

 さて、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）もオミクロン株の登場で新た

なフェーズとなり、急拡大しております。 

 一昨年以来この感染症は、瞬く間にパ

ンデミックとなり、現在も数多くの国で猛

威を振るっております。 

 オミクロン株は感染力が強いわりに、さ

ほど重症化はしないとは言われておりま

すが、未だ先の見えない状況が続いてお

ります。 

 我々の業界も多大な影響を受け、今出

来る事は感染防止対策をしっかりとするこ

とです。これは自分のため、またそれ以上

に患者さんのためであり、継続していくこ

とが重要です。 

 三療は、こういう時節だからこそ免疫

力アップ、健康保持増進に役立てる業種で

あります。とは言え、感染が拡大すると患

者さんの来院はなく、往診も拒否される状

況となってしまい、仕事に大きな影を落と

します。 

 この事態の打開策を何とか見出したい

と考えております。 

 

 本年も皆様のご理解とご協力の下、本

会の活動が円滑に進みますよう、お願い

申し上げます。 

  

代表理事 秋山正美         



2022 年(令和 4年)2 月 28日 第 44号 一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会 発行責任者 代表理事 秋山正美  

 

                                                                                          
 

会長 渡邊昌勝 西多摩  
 

ご挨拶 

新年明けまして、おめでとうございます。 

新年早々トンガの火山爆発による津波被

害、ロシアのウクライナ問題、中東のキナ

臭さ等々。 

そして、足もとまできた、オミクロン型コロ

ナの猛威。どうやら今年も激動の１年にな

りそうです。東洋思想の五季の腎水でしょ

うか。 

お互いに、毎日の診療も、感染予防に気の

抜けない日々です。 

患者さんの体も、頚肩の凝りようが異常に

感じられるところです。 

日頃修練した技で、生命エネルギーを調

和、活性化させて元気な世の中にしてい

きたいものです。 

令和４年１月２７日  

 

副会長 作馬哲夫 府中 

 

明けましておめでとうございます。 

健やかな新年を迎えられた事と存じます。 

昨年の暮れには、新型コロナも下火になり 

終息に向かうのかと期待しましたが 

オミクロン株の猛威で 

もうしばらく厳しい状態が続きそうです 

我々の仕事は、相手に触れないことには 

成り立たず、患者さんが減少している 

先生もいらっしゃると思いますが 

「明けない夜はない」を胸に 

今出来ることを実行し 

感染しない、感染させないように 

気をくばりながら、頑張りたいと思います。 

皆さまのご健康と商売繁盛をお祈りしま

す。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

                                                    

 

堀江静男先生 

静岡県立浜松視覚特別支援学校にて 
ソフトマッサージ講演 

当会理事の堀江静男氏が令和 3年 12

月 16 日に静岡県浜松の視覚特別支援学

校より依頼を受けて、午前 10時から教師

を中心に堀江式ソフトマッサージ実技指

導、午後 1 時から学生を中心に鍼灸マッサ

ージ師の生き方や営業方法、お客様に対

する有り方のお話をして、その後堀江式ソ
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フトマッサージのテクニックを指導し、全員

に線状マッサージと輪状ソフトマッサージ

との違いを体得してもらいました。講義の

前後に花島校長先生や副校長先生他の先

生からご丁寧なあいさつをいただきまし

た。 

                                                  
 

師会からのお知らせ 
                                              
 

会員期間は 4 月から翌年 3 月までの

年度単位です。会員としての期間や会費

などを具体的に定めた「会員規定」を 4

月から施行致します。ホームページに掲

載しましたので、ご確認ください。 

引き続き師会運営に

ご理解とご協力をお願

いいたします。     

役員一同 

地域ごとの当会推薦施術所の欄を掲載中です 

ご希望の先生は師会事務所までお申し出ください  

                  会員施術所ご紹介 URL→ 

 

・各種様式がダウンロードできますので必要に応じてご活用ください 

(諸条件によって表示されるまでに若干時間がかかる場合があります) 

 

【月次業務マニュアル・新様式集データ】 

1 厚労省ホームページ 

2 療養費取扱い保険者一覧 

3 申請データ作成、印刷、データ送信までのマニュアル 

4 新様式 申請書 用紙 はり灸・マッサージ同意書 用紙  

総括表ⅠⅡ用紙 往療内訳書 用紙 

5 長期頻回に関する通知文 

6 厚労省 留意事項通知文 

会員専用ページ URL→ 
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【追加ページ】            

・日東医オンライン大会開催の紹介 

・都医療助成申請方法変更 

・〇親医療証更新のお知らせ 

・押印廃止に関する記載方法 

・長期頻回 償還払い変更に伴う〇障〇親〇乳〇子の取扱 

・療養費管理システム 会員専用(システム入り口 URL) 

・返戻対処法 

                                                 

 

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湧泉スタッフ募集中です 

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」「介

護スタッフ」「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 

                                                     

【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 
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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。   

 振込先 一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会  

記号番号口座番号  00130-9-572449 

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 3 月 10 日(木) 14 時です。 

                                                     

 

2022 年度 総会日程(予定)をお知らせします 
5 月 22 日（日）PM5：00 から 
昨年と同様リモート開催です。 

委任状の提出にご理解とご協力をお願い致します。 
                                       

令和 4 年 8 月 1 日から 
東京都後期高齢者医療の「保険証」 

「減額認定証」「限度額認定証」が更新されます 

必ず新しい保険証等の確認をしてください。 

東京都広域連合から下図のポスターが届き次第、会員の皆様のお手元にお送りいたします。 

早めに患者様にお知らせしたい場合は、当会ホームページから当該ポスターを印刷してお使いくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

                           ホームページ掲載 
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