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百年の計

伝統の狭間に生きる誇りと埃
公益社団法人

新年あけましておめでとう
ございます。
今年３月７日、私たちの上
部団体である日本柔道整復師

栃木県柔道整復師会

会長

岡

祥二

ことに気づいていない柔道整復師がなんと多いことか。
厳しい言葉で言わせていただくなら、多くの柔道整復師
は危機意識が欠如し、甘えの中にどっぷり浸り、目先の
欲だけにとらわれている。悔しくて誠に残念である。

会が創立 100 周年記念式典を

私たち柔道整復師に足りないものは何か？なぜ大衆か

挙行する。そして 2021 年には栃木県柔道整復師会が創

ら見放されようとしているのか？もう一度、歴史と対峙

立 100 年を迎えようとしている。

して問うてみる必要がある。そして、整形外科とは異な

しかしその陰で、業界の現状は衰退傾向にある。いく
ら伝統を叫んでも、患者様が来てくれないことには話に
もならない。一昔前の勢いは影を潜め、各施術所は経営

る、伝統ある無血療法の柔道整復術の炎を消してはなら
ない。
いま果たしていかなければならない責任とは、目の前

不振に喘ぎ、集患策にもがいている。こちらが変わるか、

ばかりにとらわれるのではなく、「百年の計」に立った

変われるのか。いろいろあの手この手を考えても、なか

ビジョンを構築していくことである。新たなる挑戦が伝

なかこれだという手だてにたどり着くことは容易では

統を守る力になることもある。知力と体力のある優秀な

ない。世間の人はどう見ているのか、井の中の蛙で外の

若い人材も必要だろう。ぜひこの危機的状態の業界を救

世界を知らない私たちにとっては甚だ不安である。

うべく力を拝借したい。

大衆から支持されない仕事が滅びゆくのは、必至であ

このままでいいのか？いいわけがない。私たちには、

ると歴史が物語っている。我が国に西洋医学が入ってく

この素晴らしい柔道整復術を子々孫々に伝えていく義務

るはるか以前から、私たちが脈々と受け継いできた伝統

がある。今こそ、この埃を払い落とし、伝統の国民医療

の確かな技術が、国民に受け入れられてきたという歴史

の誇りを取り戻さなければならない。

・

・

・

があることは、過去の書物を紐解けば明々白々である。

平成も間もなく終わろうとしている。新しい年号にふ

いまそのすべてが失われようとしている。そしてその

さわしい柔道整復師が誕生することを切に願っている。
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新春特集

嘉納治五郎の生涯
～東京オリンピックの背景に～
日本では、講道館はもちろんのこと、どこの柔道場に
行っても嘉納治五郎の写真が飾ってある。

柔道と教育
治五郎は相手を倒すだけが目的の柔術を「自分も相手
も生かし、社会のために役立つものにできないか」との
思いから、柔術から「武器」や「突き」など危険なもの
を排除し、体と精神を鍛えるス
ポーツへの脱皮を目指した。
みちつね

警視総監三島通庸 ※が開いた

高校時代、“ 格技 “ という授業があり初めて柔道を経

「警視庁武術大会」で西郷四郎

験したが、柔道部の顧問の先生から「嘉納治五郎先生が

が “ 山嵐 ” で柔術に勝ち、講道

柔道を作った。柔道の父だ」と聞いた覚えがある。柔整

館柔道が警視庁に採用された。

学校に入学してからも、あまり柔道に興味がなかったた

ま た、20 代 で 学 習 院 教 頭、

め、嘉納治五郎（以下、治五郎）は「柔道界では偉い人」

33 歳で東京高等師範学校（現：

ぐらいで、国家試験の試験科目に「柔道」があったので、

筑波大学）校長、他にも東京高等師範学校附属中学校（現：

呼び捨てにせず必ず「先生」を付けて呼ぶということを

筑波大学附属中学校・高等学校）、旧制第五高等中学校
（現：熊本大学）校長を歴任し、柔道を授業に取り入れた。

悟った。

旧制灘中学校（現：灘中学校・高等学校）の校訓「精力

柔道と治五郎

善用」「自他共栄」※は治五郎が唱えたものである。

昨年 10 月に BS-TBS「にっぽん歴史鑑定」で治五郎を

スポーツ

紹介する番組が放送された。
治五郎は 1860 年 12 月 10 日（万延元年 10 月 28 日）

1909 年（明治 42 年）アジア初の IOC（国際オリンピッ

日本がまだ徳川家茂の時代、摂津国御影村（現：兵庫県

ク委員会）委員となり、1911 年に大日本体育協会（現：

神戸市）の平民として生まれた。

日本体育協会）を設立してその会長となる。

10 歳の時、父に付いて上京し 1877 年になんと東京大

その後、1912 年（大正元年）「参加することに意義が

学（この年の４月に設立された日本最初の大学）に入学

ある」というオリンピックの精神が「自他共栄」と通じ

する。バリバリの体育会系という印象だったが実は小柄

ることから、日本が初参加したストックホルムオリン

で虚弱なインテリ青年だったというから驚きだ。

ピックでは団長を務めた。

今で言う「いじめられっ子」

最初はたった２人だった日本人選手も、最後に治五郎

だったため、非力でも勝てる

が参加したベルリン大会（1936 年）では 179 人に達した。

柔術を学びたいと思っていた

治五郎の想う自他共栄の願いが世界に認められたのであ

治五郎は、天神真楊流柔術に

る。

入門し、東大卒業後柔術を発
展させた「柔道」を創始、講
道館を設立する。この時、治
五郎 23 歳。

幻の東京オリンピック
満州事変（1931 年）後、国際社会において日本が孤

「姿三四郎」のモデルといわ

立していく事態を憂いていた治五郎は、日本でのオリン

れる西郷四郎（当会の姿三四

ピック開催を模索する。この頃「本当に自国のためを図

郎：小椋宇都宮支部長と同じ会津地方出身）は治五郎に

ろうと思えば、他国の幸福を妨げるような仕方ではその

スカウトされ、講道館に入門。治五郎の門下生となる。

目的を達せられぬ。国際間の自他共栄は、自国も他国も

講道館と同時に「弘文館」という学校も開設し、塾生

共に国を豊かにするものであって、国際関係の理想であ

たちに英語や西欧の思想と柔道を教えた。

る」と述べている。
治五郎は各国の委員に手紙を送り、東京大会開催の意
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義を必死に訴えた。

ひとつひとつ、一歩一歩行動！

1936 年（昭和 11 年）のベルリン国際オリンピック委
員会（IOC）で治五郎は「日本が遠いという理由で五輪

平成30年度

が来なければ、日本が欧州の五輪に出る必要はない」と
演説した。投票結果は東京 36 票、ヘルシンキ 27 票でつ
いに東京開催が決定し準備が進められていた。

合同部会・懇親会

12 月８日、役員・各部員の一年のしめくくりにあた
る合同部会・懇親会が宇都宮グランドホテルで開催され

しかし、1938 年（昭和 13 年）カイロで行われた IOC

た。

総会では「国際連盟を脱退し、軍部の台頭によって戦争

合同部会では、片岡会長から「今年度も会費収入面に

突入に傾いていた日本に開催の資格はない」と反発され

おいて大変厳しい状況が続いているが、会員一人当たり

た。

の収入は関東ではトップにある」という報告があり、
「こ

そこで治五郎は総会で熱弁を奮い「30 年間オリンピッ

れからも増収・増患になるよう対策を考え実行していく。

クに尽力してきたカノウのためならば」と各国の委員の

会員から忌憚のない意見を言ってもらいたい」と話した。

心を打ち、1940 年の東京オリンピック開催続行が決定

田代総務部長からは「施術したものは施術したとおり

した。さらに、同年開催の札幌冬季オリンピック招致に

にしっかり請求しましょう」とし、当たり前のことであ

も成功する。

るが、すべて２部位や長期逓減が１件もないなど、明ら

カイロからの帰り道、日本開催に協力してくれたアメ
リカに立ち寄り、バンクーバーから帰国の途に就いた治
五郎は氷川丸の船内で肺炎を発症し、二度と日本の土を
踏むことはなかった。

かに不自然な請求に対して調査していく方針にあると述
べた。
塚原保険部長から
は、広報誌とちのきに

治五郎 77 歳の生涯だった。

も掲載されている「保

その後、支那事変の勃発や軍部の影響により日本はオ

険 Q ＆ A 集」を審査

リンピック開催を返上、太平洋戦争に突入していく。

会や健保連との研修会
で配布し、参加者から

治五郎の死から 26 年、果たせなかった東京オリンピッ
クが開催され、治五郎の生み出した「柔道」が正式種目と
なった。それは治五郎が蒔いた種が花開いた瞬間だった。

好評を得たと話し、今後これが業界のスタンダードにな
るよう取り組んでいくとのことだった。
栃木県は収入はまだいいとはいえ、その収入には格差
があり、平均を上げている会員のほうが増患講習会や学

付 録

術講演会・保険研修会などに積極的に参加している傾向に
あるようだ。執行部と会員一人ひとりが車の両輪になり、

今年の大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ば

お互いに頑張って来年は明るい一年にしたいと思う。

なし）～」では役所広司が治五郎に扮する。179㎝の役
所が 158㎝の治五郎を演じるには違和感があるが、どこ
まで演じてくれるか見ものである。

４月はダイジ！
懇親会では当会顧問の小林幹夫県議が、「先日、当会

※三島通庸
元薩摩藩士・元栃木県令（知事）、那須野が原開墾に

の行事に出席した際、他県柔整師会の役員に “ 当会と県

尽力。那須塩原市には「三島」という地名が残る。

とのいい関係 ” をうらやましがられた」と話された。こ

※「精力善用」

れは小林県議が県とのパイプ役となって、力添えをして

何事も目的を成し遂げようとすれば其の目的に向かっ

しても応援していかなければならない。

て心身の力を最も有効に使用せねばならぬ

また、11 月 11 日に都賀カンツリークラブで行われた、

※「自他共栄」
真に己に利そうと思えば、己の為を図ると同時に、世
の為も図らなければならぬ。最も大きな自利は、利他を
伴ってはじめて得られるものである。

いただいている賜物だと思う。４月の選挙では、当会と

広報部

チャリティーゴルフ大会の募金 68,363 円の目録が日赤
栃木県支部の堀野京子様へ渡された。
広報部

横地康史

Jan. 2019
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ＪＡ共済連との意見交換会

社団と個人契約者の

差別化を！

12 月４日、ホテル東日本宇都宮において健康保険組
合連合会栃木連合会との研修会が開かれた。

相互理解、
患者ファーストで
毎年恒例となっている JA 共済連栃木との意見交換
会が 12 月 5 日に行われた。

この研修会は健保組合と当会が、柔整療養費について

従来は、矢板 SC、宇都宮 SC、栃木 SC それぞれの

の諸問題や給付についての疑問点を明確にし、互いに理

会場に分かれて行われていたが、今年度は JA 共済連

解したうえで円滑な支払いが行われるよう、毎年行って

ビルにおいて合同で行われた。

いるものである。

始めに JA 共済連 青柳尚武副本部長の「柔整師会と
の今後の親交と患者さんの一日も早い社会復帰のた
めに尽力いただきたい」とのあいさつの後、会議に
入った。

今回は連合会の関谷忠泉会長が所用で欠席したため、
威勢のいい「関谷節」が聞けなかったが、代わりにあい
さつに立った江面理博副会長は「組合員の給与の停滞と
老人拠出金が大きな負担となって
いるため健保組合運営が財政的に

まず、当会からの未就学児の施術についての質問

苦しい」と胸の内を明かし、お互

に対し、JA 側より「年齢にかかわらず医師の紹介が

いの協力を求めた。

あれば認定する」との回答があったが、それに対し

対して片岡会長は「こちらも全

塚原保険部長は「偏見をもつ医師も多く、整骨院・

国で年間約 300 億円以上もの減収

接骨院での施術を拒む場合がある。実際に事故によ

となっており経済的にはどうにかしたいが、正確で誠実

る負傷でも医師の紹介がないと認定されないのか」

な請求をするために、保険部長を中心に機関紙や講演会

と質問し、田代副会長からは「医師が柔整師の施術

で周知活動を行い適正化を徹底している」と述べた。

を必要と認めるというよりも、その患者さんは今施

塚原保険部長からは「療養費の手引書には載っていな
い事例も多いので、不明の部分は返戻する前に会を通し

いう考えを述べた。

て連絡してほしい」と要望。田代総務部長も「個人契約

江原副会長からの「初診時に診た医師が柔整師の

者は多様なテクニックで審査に通りやすい請求をしてい

施術を拒んだ場合、医師を替えて同意をもらっても

るが、操作することは不自然であり不正に当たる。当会

認定されるのか」との質問に対しては、「医師が認め

員にはありのままの請求をするように指導している」と

ない負傷部位でも本人との調書で認める場合がある。

説明。足銀健保の渡辺隆史常務理事からは「社団と個人

また、医師はできるだけ初診時から替えないでほし

の差別化を願う」と心強い言葉をいただいた。

い」との回答があった。

このような研修会を開いている社団は全国でも珍し

その他、医師の処方箋を含めた経過観察中の施術

く、他県では開催を希望しても組合側から拒否されたり、

において、併給として却下されるケースが多くなっ

柔整師を目の敵にしている組合もあると聞く。当会では、

ていることについて「同一日に初検、施術を行った

先達の築いてくれたこの関係をこれからも大切なパート

場合は仕方ないとしても、医師と柔整師が行う内容

ナーシップとして維持していくべきと感じている。

は、異なる場合が多い」と JA 側へ伝え理解を求めた。

広報部
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術が必要であるかないかが重要なのではないか」と
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芳賀支部長

増山

剛

栃木県災害医療コーディネート研修

とちぎの防災対策は、
こうでねぇと

整骨みら

い塾

学問ノススメ、
ジュウセイシ版

11 月３日、東日本大震災以来、国が進めてきた各都

12 月 2 日、帝京大学宇都

道府県による災害対応の一環として「栃木県災害医療

宮キャンパスにて整骨みら

コーディネート研修」が栃木県庁で開催され、各医療分

い塾勉強会が行われた。
来賓として片岡会長も参

野・行政から合わせて 108 人の人材が参加しました。
※

加され、ここ最近話題となっ

今回は DIG といって、地図を使用して防災対策を検

ている自賠責保険において

討する訓練を行いました。
現実に即した設定のもと災害状況を想像し、自分自身

の不正請求に対し、「調査費

を含め組織がどのような対応をするべきかを考える研修

用」「弁護士費用」などの名目で高額の費用請求を求め

となりました。

られる例を話題にされた。

この訓練では気づかされることも多く、これから考え

今回は第 1 講演で、当会の渋江崇保険副部長が「保険
について」の内容で国民医療費の概況から、予備点検で

ていくべき課題が見えてきました。

の実例・返戻の傾向・医療機関との連携・料金改正に至
るまで、細かく丁寧に講演された。
第２講演は、「交通事故による裁判の判例における対
応について」の内容を、当会顧問弁護士である伊藤一先
生、そのご子息である伊藤幹哲先生の両氏にとても分か
りすく講演していただいた。
さすが弁護士、としか言えない会話術を見せつけられ、
とても聞きやすくジョークを交えながらのお話に、みる
講師として参加した DMAT の医師との会話の中で、
「柔

みる引き込まれてしまった。

道整復師の方々は、ご自身の役割について、もっともっ

交通事故患者を施術するうえで大切なことに、車の破

と周囲に知らせてください」とのアドバイスをいただ

損状況（部位・程度）・修理費・どのような事故だった

き、今後の課題の一つとしなければならないと痛感しま

かを記録しておくこ

した。

と、 自 賠 責 に お い

当会には「災害時行動マニュアル」があります。必要

ても医接連携は重

な方は事務局へお問い合わせください。

要、損保会社からの

※ DIG（ディグ）は参加者が地図を使って防災対策を検

様々な要求に対して

討する訓練。

は「理由を文書で提

Ｄ＝ Disaster（災害）・Ｉ＝ Imagination（想像力）・

出するように依頼す

Ｇ =Game（ゲーム）の頭文字をとった。

る」ことなど、ここ

保険部長

塚原

剛

にすべてを書き出す
ことはできないほどあり、参加してよかったと思える講
演であった。
当会員からの相談はいつでも受け付けてくれるので
「気軽に電話してください」とのこと。
最後に日弁連から出版されている「赤本・2018 年版」
には柔整師関連の事案が多く掲載されており、手元に置
いておくことをお勧めする。
広報部

丸山佳洋
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部分断裂
腱板損傷

Vol.135
肩、上腕近位の診療法

完全断裂
〔検査法〕

❖外傷による急性症状の診察法

①有痛弧徴候

２．上腕二頭筋長頭腱断裂、脱臼について

②クレピタス

上腕二頭筋は烏口突起に起始する短頭と関節上結

③インピンジメント徴候

節に起始する長頭からなり、橈骨粗面に停止する。

④ドロップアームサイン
学術部

上腕二頭筋長頭腱は肩関節腔内を骨頭上部に沿って

岡本博志

走り、結節間溝のトンネルの中を通る。
上腕二頭筋長頭腱は、結節間溝内で水平方向から
垂直方向へと方向を変えるという解剖学的特徴によ
り、結節間溝で機械的刺激を受け摩耗しやすい構造
となっていて、腱炎や腱鞘炎、ときには断裂が発生
する。40 歳以上になると加齢的変化により腱の変性
が生じるために、とくに発生頻度が高くなる。

保険研修会

Ｔ．Ｔコンビ

ふたりに、なんでも聞いティー！
11 月 28 日、第２回目となる自由参加の保険研修会が
開かれた。

小結節に付着する肩甲下筋腱、およびその表層腱

まず田代副会長が、これまでは長期多部位高額請求が

と線維を交え大結節に付く横上腕靭帯が断裂する

審査対象だったが、縦覧点検により不自然な「長期じゃ

と、上腕二頭筋長頭腱が小結節を乗り越え脱臼を起

ない・多部位じゃない・高額じゃない」が対象になって

こすこともある。

くるであろうとのことや電子請求に関することなど、審

上腕二頭筋長頭腱
断裂、脱臼

査会の現状と今後を詳しく解説した。
塚原保険部長からは、副子加算や運動後療料のほか、

腱損傷
腱板損傷
症状は時間経過とともに軽減し、機能障害を残す

広告に関することの説明があった。さらに返戻について
は「返戻のおよそ 60% は申請書の提出前のチェックで
防げるものだ」としている。

ことも少なくないが、スポーツ活動や上腕を使用す
ることが多い若年層者は観血療法をすすめるべきで
ある。
初期は冷罨法、固定、堤肘をすることにより運動
を制限し、安静を保持する。疼痛軽減後に可動域訓
練や筋力強化訓練を行う。
〔検査法〕
①ヤーガソンテスト
②スピードテスト

併診への対応では、確実に同意を得るためには医療機
関を受診させる場合に必ず「診察依頼書」を使用するこ

３．腱板損傷
診察では、肩が挙上できるか、拘縮があるか、肩

委ねる意味になるため、医師の診察後、患者が再度来院

を挙上して肩峰の下で軋轢音があるか、棘下筋萎縮

しても「同意を与えている」という意識を医師が持たな

があるかなどを調べる。

い場合も想定されるためだ。

軋轢音や棘下筋萎縮があれば、腱板断裂を疑う。

質問も飛び交い、約２時間にわたりとても勉強になっ

X 線（レントゲン）所見では、肩峰と骨頭の間が狭

た保険研修会だった。会員の皆様も機会があれば参加し

くなり、MRI では骨頭の上方の腱板部に断裂の所見

てみてはいかがでしょうか。

がみられる。
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とだと説明があった。「紹介状」では医療機関に患者を
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輔

回谷泰

努力は人を裏切らない
労災の患者さんが、施術の途中で患者さんの都合
により通院を中断しました。暦月で１か月を経過し
た後、再度来院されたので健康保険の取り扱いと同
様に「初検料」などを算定したいのですが、可能で
しょうか？

「さぁ、行くぞ」休日の朝は、この声で始まる。
５歳の娘と３歳の息子をプールに連れて行き、スイ
ミングの練習をするのだ。私も週一回ではあるがス
トレッチを兼ねて
泳いでいる。
人生百年時代と

労災においては、前月の施術が暦月で１か月

いわれ、いかに健

以上の間隔を置いて再来院した、いわゆる「任

康に過ごすかが注

意中止」の場合でも、同じ傷病に関しての「初検料」等

目をあびている。雑誌やテレビで数多く取り上げら

の算定は原則としてできません。

れ、近頃ではプールやスポーツジムで体を鍛える中

労災・通勤災害の場合には、その保険の性質上「労働

高年がたくさんいるようだ。

または通勤の際に傷病が発生している」という因果関係

子どもたちが行っているプールは朝の９時半から

の証明が重視され、同一の傷病に対する初検料の算定は

始まるが、いつも 10 分前には着いている。プール

１回に限られます。

のスタッフや常連のスイマーと顔見知りになり、あ

施術を再開する場合、来院を中断していた間に別の医

いさつや声を掛けてもらえるようになって、とても

療機関や接・整骨院などへの通院が確認できれば、労

励みになっている。これは朝一番の当院の待合室で

働（通勤）と発生した傷病との関係は明確に保たれます

見る風景に似ているような気がする。

ので問題となることは少ないようですが、それが確認で

私は水泳経験者ではないので子どもたちに上手に

きなかった場合などには、通院できなかった（通院しな

教えることはできないが、うまく泳いでいる人の

かった）理由などを別紙などに記載していただくとよい

フォームを観察したり、教本や水泳番組を録画して

でしょう。

スローでフォームを研究し、見よう見まねで娘が３

前月分（通院を中断した月）の申請書を「中止」で提
出済みの場合には、当月の申請書（通院を再開した月）

歳の時から教え始めた。
初めはフォームがバラバラで２ｍ進むのがやっと

の表にある「傷病の経過の概要」欄または裏面の「その

だったが、練習を重ねることで泳げる距離が徐々に

他」欄などを利用して「前月申請分の転帰が中止であっ

伸び、クロールらしいフォームに近づいてきた。時

たが再度の通院により施術を継続」など、施術の再開が

には指導が熱くなり娘が涙を流すこともあったが、

判読できるよう記載をお願いします。

自分の力で 25 ｍ泳ぎきった時は娘と抱き合い、娘

通院の中断月分の申請書が未提出の場合であれば、転
帰の記載を修正して「継続」とし、中断した理由などを
記載しておくとよいでしょう。
もちろん、施術録へも
聞き取り内容を記載し

以上に喜び感動したことを覚えている。
私は一生懸命に努力すれば絶対にできるというこ
とを子どもたちに伝えたかったし、信じたかった。
娘は「水の中を泳ぐのってとても楽しいね。お魚さ
んになったみたいだね」と喜んでいた。

ておいて、問い合わせな

今では平泳ぎもできるようになり、筋力と体力も

どに備えておいてくださ

ついて精神的にも成長したように思える。これから

い。

も子どもたちと共にいろんなことにチャレンジし、
良い思い出をたくさん作っていきたいと思う。
「努力に勝る天才なし」私の座右の銘にしたい。
次回は那須支部です。お楽しみに。

Jan. 2019
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待ちわびて
…骨密度

な

お

治療すべきは投球フォーム
11 月 10 日、NPO 法人野球肘サポート栃木（MSBP）
主催「第５回とちぎ野球障害研究会」が自治医科大学教

11 月 18 日、 暖 か な

育研究棟にて開催されました。

晴天の中、当会館の近
隣にある宇都宮市西生

当会にて定期的に勉強会を開催している自治医大附

涯学習センターの文化

属病院の笹沼秀幸医局長から研究会のお便りをいただ

祭において「骨密度測

き、当会々員数名と参加してきました。
Ⅰ．症例検討会・報告会として県内の整形外科に勤務

定および健康相談」を

する理学療法士から症例報告が行われ、それに対しいろ

実施した。

いろな意見交換や検討が行われました。興味深いものが

毎年恒例のこの催し

多く、あっと言う間の２時間でした。

は、手芸や絵画などの
作品展示や野菜の即売

Ⅱ．特別講演会として「動作からみた投球障害の診察・

などを楽しみにする多

治療法」をテーマに桑野協立病院整形外科部長の浜田純

くの人で賑わう。

一郎先生の講演がありました。

今回は３人の会員が参加し骨密度測定と健康相談の

医療機関に受診する際に、肘が痛いと訴えてくる野球

対応にあたったが、設置準備を始めると開始時間を気

選手に対して、医療機関としては当然肘の治療を行うこ

に掛ける方や待ちきれない方が訪れた。
「今年も測定を

とが当たり前ですが「実際は肘を痛める原因として投球

楽しみにして来た」と声を掛けてくれる方もいて、骨

フォームが問題となっていることが多い」そうです。

密度測定に対する関心の高さが感じられた。
測定結果は、多くの人が YAM80％を上回る良好な結
果であった。開催場所が高齢者のサークル活動を行う
生涯学習センターということもあり、日頃から運動習
慣のある方が多いためと思われた。
測定結果が思わしくなかった被検者には、当会で作
成した資料を基に栄養面や運動の重要性について懇切
丁寧に説明し、来年測定するときは数値が少しでも上
がるようにと指導した。
結果が良好であった高齢者に共通することは、散歩

投球を禁止して肘の治療を行い、症状が消えたとして

や自転車など日頃から運動する習慣のある人だという

も、「肘を痛める原因となっている投球フォームを改善

ことがわかった。さらに書道や手芸など、頭や指先を

しない限り、練習や試合で投球を再開すれば、また肘を

使う趣味を並行し行っている方も多くみられた。

痛めることを繰り返す」。そのようにならないためには、

高齢者が高い骨密度を保ち、健康的な日常生活を送

ただ肘の診察をするのではなく、
「投球フォームを見て、

るためには、運動やサークル活動などに参加し体を動

膝や股関節、腰や肩の使い方がどうなっているのかなど

かすとともに頭を使うことも大切なことと再認識させ

を観察し、その中のどの動作を修正すれば肘への負担を

られた。

減らせるか診ることが必要」とのことでした。

また、健康相談では塚原保険部長が「かかと落とし

そのためには私たちも、投球動作のアドバイスをでき

運動」について実技を交え説明した際には人垣ができ

るように、身体全体の使い方を勉強し習得しないといけ

るほどの人気を博していた。

ないと思います。

この日は 120 人を超える測定者が来場し、最後に文

今回は、個人的にお誘いをいただいた会員と当会理事

化祭スタッフから骨密度測定は人気が高く、来年も参

の約 10 人の参加ではありましたが、今後も引き続き研

加してほしいと要望されイベントを後にした。

究会に参加させていただければと思います。

学術部

髙村嘉一

桑野協立病院⇒ http://www.koriyama-h-coop.or.jp/
宇都宮支部
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小山支部

栃木支部

免罪符って何？

こんなご時世、保険関連盛り上がり

11 月 25 日、小山市の「ダイニングキッチン菜華」に

11 月 21 日、サンルー

て、来賓に五十嵐県議会議長、片岡会長を迎え、小山支

ト栃木にて第３回栃木支

部秋季総会が開催された。

部会が開催された。

総会の冒頭、当会ならびに小山支部が日頃からお力添

来賓に片岡会長を迎え、

えをいただいていた若林和雄県議が 10 月 19 日に亡く

本年度より改められた公

なられたことを受け、黙祷をしてご冥福をお祈りした。

的 審 査 会、 行 政 や 保 険 者
側との関係など、執行部からの報告を加え、あいさつい
ただいた。
支部長からは、最近の返戻傾向、料金改正の疑義解釈
など、保険関連の詳しい説明があった。また、質問に対
し会長が自ら答えてくれるなど、普段とは違った大変内
容の濃い支部会となった。
通信員

五十嵐県議会議長はあいさつの中で「若いお父さんお
母さん方はちょっとしたことでも、すぐ病院に連れて行

丸山佳洋

栃木呉竹研究会
11 月 10 日、東京医療専門学校（呉竹学園）の卒業生

く傾向がある。“ ケガは

によって構成される私的勉強会「栃木呉竹研究会（四谷

近所の骨接ぎ屋さんへ ”

会）」が当会館で開催されました。
今回は、足利支部の星野

という感覚が薄れてい

訓昭会員から「下肢の筋損

る」と話してくれた。

傷」の症例検討会が行われ

片岡会長は「療養費・

ました。

自賠責保険・審査会・他
団体・当会の近況」につ

様々な下肢筋群の軟部

いて事細かに説明した。

組織損傷症例が報告され、

上田支部長から「支部会費の減額と徴収方法について」

早期の現場復帰や競技復帰に向けた治療法を発表してい
ただきました。また、塚原剛保険部長から保険取扱いに

の提案があり、審議のあと承認された。
塚原保険部長からは、療養費請求について詳細な説明

関しての注意事項などの説明もしていただきました。

があった。その中で「免罪符」の言葉がたくさん用いら
れ、私たちの業務において整合性の大切さを深く感じた。
懇親会の席には、来賓に協力医療機関である矢尾板ク
リニック矢尾板勤院長や佐藤勉衆議院議員代理に出席い
ただいた。

栃木呉竹研究会（四谷会）は、毎年２回（４月・
10 月）に研究会を開催しております。
東京医療専門学校（呉竹学園）の卒業生で入会
希望の会員は、半田光男理事までご一報ください。

矢尾板院長は「交通事故関係の留意事項について」順
を追って丁寧に解説をしていただいた。移り変わる現状

勉強会を主体に活動しています。呉竹の卒業生
でなくてもご連絡いただければ参加可能です。

をはっきりと示す先生の講話に感謝申し上げます。
通信員

山口秀雄

宇都宮支部

村上重樹
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※定例診察日は第１・第３日曜日の
10：00〜12：00を基本としますが、
諸般の都合により、日時・スタッフ
等が変更となる場合があります。
※定例診察の受付は9：30〜11：30

行事予定
１月

６日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・鈴木勝・小林
療養費支給申請書締切日

16日㈬ 16:00 監事会［当会館］

407名

会

員

386名

研修柔整師

2名

・宇柔整171 野中
〒320－0047

18:00 監査報告会［当会館］
20:30

409名

（内訳）正

会員の異動状況報告

８日㈫ 13:30 新年あいさつ回り
10日㈭

平成30年12月１日現在
（うち開設者）

仕事始め

４日㈮

会員数

とちのき2月号編集会議［当会館］小森・藤田・加藤

17日㈭ 20:30 予備点検［当会館］ 理事・監事

陽太

のなか整骨院

宇都宮市一の沢２－16－16

☎028－643－0011
・栃柔整62

宮﨑

平成30年11月30日
大輔

退会

みやび接骨院

【新名称】みやび接骨院⇦【旧名称】宮﨑整骨院

18日㈮ 20:00 理事支部長会議 ［当会館］
20日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・髙村・大芦・大木
22日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
23日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・藤田・丸山

〒329－4423

栃木市大平町西水代1791－１

☎0282－43－5055
平成30年12月１日

施術所名・住所変更

25日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
栃木県郡市町対抗駅伝競争大会 ［栃木市総合運動公園］

27日㈰
２月

３日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・髙野・高橋・小林
９日㈯ 17:00 笹沼先生との勉強会
療養費支給申請書締切日

10日㈰

13日㈬ 20:30 とちのき３月号編集会議［当会館］小森・川野辺・丸山
14日㈭ 20:30 理事会［当会館］
15日㈮ 20:30

予備点検［当会館］ 理事・監事・支部長

17日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・舘・大木
19日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
20日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・川野辺・大関
22日㈮ 10:00

協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

26日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

支部会・新年会
開催のお知らせ
・芳賀支部会
平成 31 年１月 26 日（土）
真岡市

魁飯店

・塩谷支部会
平成 31 年１月 26 日（土）
矢板市

あおい亭

19：00 ～

・宇都宮支部
平成 31 年１月 27 日（日）
ホテル東日本宇都宮
第３回宇都宮支部会

18：00 ～

宇都宮支部

19：00 ～

新年会

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

！

18：00 ～

編 集 後 記

年末・年始の緊急連絡先

田代副会長（総務部長）☎ 0 8 0 － 3 4 4 3 － 8 1 8 4
事 務 局（ 鷹 箸 係 長 ）☎ ０８０ － ３４４３ － ５ １０ ９
サンタも予算があります。

地元の親子マラソンに参加し「息子に去年のタイムより

塩谷支部

舩橋 仁和

30 秒早かったら switch を買ってあげる」と宣言しました。
練習でもいいタイムが出てなかったので無理だろうと安
心していたら、本番では私自身の競争心にスイッチが入っ

猪の被害ニュースとなる平和

てしまい、息子の手を引っ張ってゴールし目標達成。

猪のインスタ映えの親子連れ

さんに LEGO」を頼まれていて、自らの首を絞めてしま

平成も最後イノシシ何想う

ご褒美の switch のほかにも、２人の息子から「サンタ
いましたが、達成感を二人で味わえました。
よこ P
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