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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

平成最後の“関東・東京合同連絡会議”
平成 30 年度関東ブロック・東京都合同連絡会議
昨年 12 月 15 日、都柔整会館において関東地区１都７
県による会議が開催され、当会から５人の理事が出席し
ました。各部ごとにお互い質問や提案を持ち寄り、域内
の意見集約と統一した対応を行うための貴重な会議で
す。
毎年様々な問題が話し合われていますが、関東ブロッ
ク共通の問題も多く、なかなかすっきりとした解決策を
見いだせないことも多いのが悩みどころです。
会員の収入減（患者減）と公益社団会員数の伸び悩み

１．違反広告の調査・指導強化＝広告に対するガイドラ

は、ここ数年最も深刻な問題として提示され続けていま

インの策定とインターネット上に設置される「医療機

すが、即効性のある解決策が示せるわけではなく、地

関ネットパトロール」による効率的な違反広告の抽出。

道な対応を根気よく続けることが王道なのでしょう（こ

２．柔道整復療養費審査会の権限強化に伴う「不正請求

れについては本文をお読みの各位よりご意見をいただ

が強く疑われる施術所に対する面談調査」の実施（公

きたいと思います）。

社会員においては公社による面談と指導が実施される

会議に臨席した日整会長や総務部長からの情報によ

予定）。

れば、電子請求のモデル事業が東京都内の一部で実施さ

３．電子請求システムのモデル事業実施とシステム構築

れるとのことですが、電子請求は諸刃の剣でもあると思

医師における電子請求システムは日本医師会の組織

われます。（右段３参照）

率低下に大きな影響を与えました。当然このことから

メディアにより報道される柔道整復師の不祥事は、す

柔整師においてもさらに組織率の低下を招くとの懸念

でにおなじみとなりつつありますが、私たち公社会員に

もあり、その対策として「協定」という私たち独自の

言わせれば「会員外の不祥事であり、われわれは正しく

システムを活用する構想です。

施術を行っている！」と声を張り上げたいところです

今年は今上天皇がご退位され、皇太子殿下を次の御代

が、支払い側にはそんな理屈は通じません。
組織率の低下→正しい情報の伝達不足→不祥事の発
生→患者や保険者の不信増大→患者数の減少→収入の

に戴くこととなります。歴史も動きますが、私たちの環
境も良い方向へと動いてほしいものです。
患者の皆さんからの信頼はもちろん、柔道整復師の名

減少→規制無視のチェーン店増加→組織率の低下…と、

称を知るすべての方から適切に選ばれる「接骨院・整骨

負の連鎖が進む状況が見て取れます。

院」であり続け、私たちの仕事に自信と誇りを積み上げ

さて、今年行われる不正請求対策は以下のとおりで

保険部長

す。

2 月号

ていきたいものです。
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嘉納治五郎と
接骨院との出逢い
先月号の特集記事「嘉納治五
郎の生涯」はいかがだったでしょ

「接骨をする者は、柔術の名人が多いと聞く。つまり、
接骨院をしらみつぶしに探していけば、柔術の名人が見
つかるに違いない！」
かくして治五郎は、学問の合間に接骨院巡りを始め、
接骨院の看板を見つけては片っ端から訪問しました。
「いやあ、柔術なんてさっぱりわかりませんな」

うか？
今年からはじまった大河ドラ
マ「 い だ て ん 」 で は 役 所 広 司

「昔はやっていましたけど、御一新だの文明開化の時代
ですからねえ。今更やりませんや」

が名演を見せてくれています

大方の接骨院での返事はそっけないものでした。常人

が、原作が宮藤官九郎のせいか

ならば諦めるところです。しかし、粘り強く、探究心に

ちょっと “ チャラい ” 治五郎に

満ちた治五郎にそのような諦念は湧いてきませんでし

なっています。また、第３代栃

た。

木県令三島通庸の五男、三島弥彦を生田斗真が演じてい

そんな時、日本橋のとある接骨院を訪れてみると……
髪も髭も真っ白、それでいて鍛え上げた肉体を持つ、た

ます。
今回は嘉納治五郎と接骨院のかかわりのエピソードを
書いてみたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 歳の時、治五郎は育英義塾（のちの育英高校）に
進みます。学問の成績は極めて優秀ながら治五郎には、
悩みがありました。
「俺は成績では誰にも負けぬ。しかし腕っ節で負けてし
まうのはどうしたものだろうか」
悔しい思いをしていた治五郎は、ある日こんなことを
聞きました。
「柔術は、腕力でかなわぬ相手でも投げ飛ばすことがで
きるらしい」
柔術を学べば喧嘩に勝てる！そう確信した治五郎は柔
術を習おうとします。
しかし、周囲は冷淡でした。
「今は文明開化の時代。柔術なんて、そんな古くさいも
のを今更学ぶ必要はありません。英語をみっちりと学び
なさい」
というわけで、官立東京開成学校（1877 年に東京大学）
へ進学。
今では考えられないかもしれませんが、東大もかつて

だならぬ雰囲気の老人と出会います。
「じゅ……、柔術はなされますか？」
治五郎がそう問いかけると、老人はじっとこちらを見
てきます。
「なぜそのようなことを尋ねるので？」
治五郎は、柔術へのあこがれを熱心に語りました。
すると老人は膝を叩いて喜びました。
「ハッハッハ！ このご時世に殊勝な心がけである」
老人は八木貞之助といいました。
自分は老齢で指導できない。ゆえに同門であり、天神
真楊流を学んだ福田八之助を訪ねろと紹介してくれたの
です。
天神真楊流の道場で師匠の福田に投げ飛ばされた治五
郎は、師匠にこう尋ねます。
「今の技はどう投げたのですか？」
「おいでなさい」
すると福田は、治五郎を掴んで投げ飛ばしたのです。
投げられた治五郎はまた聞き返し……ということを繰り
返しました。
「聞いたところでわかりませんよ。ただ、数さえかけれ
ばできるようになる。さあ、おいでなさい」

は、育英義塾以上に腕力がものを言うスクールカースト

何度も何度も投げ飛ばされるのです。

でした。

稽古は、基本、体で覚えろというものでした。

「ここでもやっぱり喧嘩が弱いとバカにされる。どうに
かしたい！」
英語を学ぶはずが、ますます柔術に憧れる治五郎。
その後、明治 11 年（1878 年）に漢学塾二松學舍（後
の二松學舍大学）へ進んでも、柔術への思いは強まるば

稽古のあとは筋肉痛で体がギシギシと悲鳴をあげ、立
ち上がることすらできない始末。
治五郎は生傷の絶えない肉体に膏薬を貼り付けて練習
に励んだのでした。
出典：BUSHOO ！ JAPAN（武将ジャパン）
広報部

かり。
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そんなあるとき、治五郎は思いつきました。
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一括 ってなあに？
交通事故の患者さんが来院した際に、担当する損保会

そこで、任意一

社から電話で「当社でお支払いしますので、一括でお願

括の取り扱い時に

いします」と言われることがあります。

は「確実に自賠責

この「一括」とはどういうことなのでしょうか。塚原

らえる部分」につ

保険部長にお聞きしました。
▼

▼

保険で支払っても

▼

いて厳しく事前確認する傾向が強くなってきました。

一括とは、自賠責保険部分と任意保険部分の支払いを

被害者にとって便利な部分もたくさんありますが、本

「一括」して一度に「立て替えて」扱うシステムをいい

来支払ってもらえる部分を、自賠責から「払ってもらえ

ます。
本来、交通事故は “ 自賠責保険 ” に対して “ 被害者 ” が、
自身の被った被害に対しての補償（金銭）の支払いを求
める手続きが原則です。

ない可能性がある」というだけで認めてもらえない場合
もあるので、こういった部分が短所といえるかもしれま
せん。
損保会社から「任意一括でお願いします」という背景

被害に対する補償は “ 加害者 ” がその過失に応じて支

には加害者である契約者へのサービスと、被害者への配

払う義務を負いますが、加害者側に十分な支払い能力が

慮がある代わりに、確実に自賠責で支払いを受けられる

ない場合や、被害額が大きくなり支払いが不能に陥り、

ことへのこだわりも生じています。

被害者側に十分な補償がされない結果とならないよう、
国が定めた制度だからです。
ご存じのとおり、それでも補償額が不足する事態が多
くなったため現在のように “ 任意保険 ” に加入する方が
多くなりました。

間違ってはいけないことに、この「任意一括の取り扱
い」という方法は、あくまでも損保会社側が用意した “ 加
害者＝契約者 ” へのサービス業務であるという認識でい
なければならないことです。
損保会社にとっては義務ではありませんので、被害者

そうなると、被害者は人身への損害額上限（通常は

側の過失が多い場合や、被害者との交渉に大きな不安が

120 万円）までの金額は “ 自賠責保険 ” へ請求し、限度

発生した場合などには一括取り扱いを行わないこともあ

額を超える分を（加害者の契約した）任意保険会社へ請

ります。

求することになりますので、二重の手間となります。

その場合には従前の自賠責保険への請求は “ 被害者 ”

こうした煩雑さを避けるために “ 任意保険会社 ” のい

が直接行う「被害者請求」で行い、自賠責の限度額を超

わばサービス事業として、自賠責保険部分と任意保険部

えた部分に対して改めて “ 加害者 ” の契約している任意

分の支払いを「一括」して先払いをし、自賠責保険で賄

保険へ請求を行う方法となります。

われる部分を “ 任意保険会社 ” が “ 自賠責保険 ” に請求
するという方法が行われるようになりました。
被害者が行わなければならなかった煩雑な手続きも含
めて、“ 加害者側 ” の損害保険会社が代行するシステム
です。
ここで問題となるのは、“ 被害者 ” が「当然補償され
るべき」と考えて自賠責保険に請求を行っても、自賠責
保険側で支払い対象と認めない場合があることです。

本来、自賠責保険は “ 被害者救済 ” のための最低限度
の制度であることを十分理解しておきましょう。
様々な制限や厳しいとも感じる制約があるのも仕方が
ないことではないでしょうか。
また、損保会社が任意一括で取り扱っていることの意
味を理解して、相互に立場を尊重できる関係を維持して
いきたいと思います。
限られた紙面で詳細まで説明することは困難ですが、

任意保険会社側では被害者の請求をすべて “ 先払い ”

私たちにとっても、被害に遭われた

で支払ってしまった後に、自賠責保険で負担されるべき

方の回復と被害救済が最終の目的で

金額を “ 自賠責保険 ” に請求しますので、ここで支払い

あることは間違いありませんので、

拒否をされると大きな損をしてしまうおそれが発生しま

それぞれの立場を尊重していきま

す。

しょう。
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孫子の兵法と兵法三六計から学ぶ
み ち

柔道整復師の勝ち抜く途 vol. ２
百戦百勝は善の善なるものに非ざるなり
戦わずして人の兵を屈するは善の善なり
（孫子の兵法）

相手（患者）を攻略するために力攻めをすると、物理的
な損害が多く、仮に攻略できても失うもの（時間・他の
患者・整骨院のイメージ・誇り）は大きい。
長篠の戦いで、武田勝頼が織田徳川連合軍に大敗した

百戦して百勝することよりも、戦わ

のも、戦国時代最強と言われた武田騎馬軍団を過信し、

ずに策略をもって勝つことが最上だと

3,000 丁の鉄砲が待ち受ける馬防柵へ突進させたことに

いう意味。

要因がある。信玄が、孫子の風林火山を旗印にしていた

《関西の隣接する整骨院同士の話》
A 整骨院では腰痛の患者に対して５分間の手技（マッ

ことを考えると残念な限りだ。
孫子の兵法に従えば、勝頼は下記の策を取るべきだっ

サージ）を行っていた。そこで、ライバルの B 整骨院は、

た。

手技を 10 分間にした。それならばと、A 整骨院は 20 分

１．情報 → 織田徳川軍の備えを事

にした。対抗上、B 整骨院は 30 分にした。２人の先生

前に探る。

は疲弊し患者も減り共倒れとなった。

＝『患者の情報』→ 整骨院に対する

この記事のテーマと引用する文献上、例えに語弊があ

ニーズは、なにかを探る。

ろうらく

ることにご理解をいただきたいが、まず、この場合の戦

２．調略 → 敵の武将に対する事前の籠絡。

いの相手は隣接の整骨院ではなく、患者と考えることだ。

＝『患者教育』→ 長時間手技の無意味なことを説明して

Vol.136
１．前方脱臼（烏口下・鎖骨下）
◆視診
患者は軽度前屈位で患側に側屈し、肩関節軽度外
転内旋位（疼痛緩和肢位）をとり、健側の手で患側
の前腕部を把持して来院することが多い。
急性期や習慣性によって痛みの度合いが異なる。
上腕骨大結節裂離骨折の合併に注意する。
鎖骨下脱臼であれば上腕の長さが健側に比べ短縮

肩関節脱臼

★整復および整復後の注意点
整復法の代表としてコッヘル法・ヒポクラテス法
がある。
整復後は急に体を動かさない（痛み・貧血状態・
再脱臼のおそれ）。
関節唇の損傷（バンガード・ヒルサック）は専門
医に相談。
腋窩神経・筋皮神経の損傷を疑い、手指・肘の動

している。

きを確認する。※知覚異常が起こる場合もあるが緩

▶触診

やかに回復するので経過観察をする

三角筋の膨隆の消
失・肩峰下の陥凹（肩

２．後方脱臼（肩峰下脱臼・棘下脱臼）

峰の角状突出）
・骨頭の

◆視診

位置を確認し、腋窩動
脈のラインから橈骨動脈の拍動の有無を確認する。
上腕骨をやや外転位にさせると烏口下に戻ってし
まう弾発性固定を確認する。
鎖骨下ではさらに奥に骨頭が入り鎖骨下に触知で
きる。
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発生は稀で、肩峰下または
肩甲棘の遠位端に骨頭が触知
できる（肩幅が広く見える）。
肩関節が内転・内旋した状態を確認できる。
▶触診
肩甲骨にあたかも電球があるような感じに骨頭を

納得させる。
３．退陣 → 織田軍の完璧な備えを見て、撤退を決
断する。
＝『患者を選ぶ』→ 長時間の手技を欲する患者に、
媚びない。臨機応変な対応は必要だが、治療方針は
ぶれないこと。場合によっては、教育不能な患者を
捨てる覚悟を持つ。
「戦わずして人の兵を屈するは善の善なり」
この言葉から、上記のなかで一番大切なことは調

医師より膝蓋骨亜脱臼の後療を依頼されました。
拘縮もあるので拘縮後療を算定したいのですが、で
きないのでしょうか？

略（患者教育）であろう。症状に合わせて施術をす
ることの重要性や長時間手技の無意味さを納得させ

できません。

なくてはならない。

算定基準によれば、不全脱臼は捻挫に準じる

私たちは「柔道整復術」という刀を持って医療現

とありますので、捻挫として取り扱います。

場の最前線へ戦いに行く武士である。その武士が「柔
整按摩」と揶揄されている「鎌」や「鍬」を持って
臨んだら、討死することは目に見えている。柔道整
きょうじ

復師としての矜持を保つためにも戦略を練ることが
大切だ。

自損事故で事故日に一度だけ整形外科を受診され
た患者さんが来院されました。

宇都宮支部

野澤哲男

２週間分の鎮痛消炎剤を処方されていますが、投
薬期間中の施術は併給にあたるのでしょうか？

触知できる。肩関節外旋不可。
患者さんが明確に「医師による治療から柔道

★整復法と注意点
下方へ末梢牽引していく方法もあるが、高齢者に
は不向き。デパルマ法の整復を勧める。

整復師の施術に転療する」との意思をお持ちで
あれば、投薬期間であっても併給にはあたらないと考え
られますが、保険者によっては認めてくれない場合もあ

３．下方脱臼（腋窩脱臼・関節窩下脱臼）
前方脱臼の発生機序とほぼ同様ではあるが、挙上
により外力を受けて発症

りますので、そのような場合には患者さん本人または被
保険者から直接、保険者に問い合わせをしてもらいま
しょう。

する。

あるいは申請書の摘要欄に「〇月〇日、医師による治

◆視診

療を中断し柔道整復師による施術を希望して転療す。」

患側の前腕が頭上に上

と明記して、保険者の理解を得るようにしてください。

がっていることを確認する（関節窩下脱臼）。
▶触診
骨頭が腋窩に触知できる。

求人案内を掲載いたします

関節包が破れ、肩の腱板が断裂する可能性が高い。
★整復法と注意点
垂直牽引法と対抗牽
引法（２人いないと整
復不可）。

日整会員の増員を目的に、当
会ホームページに会員のスタッ
フ求人票を掲載いたします。

ボタン穴変形が見ら
れる場合は観血的整復
となる。
学術部

ご希望の方は HP の柔整師のページから求人
票をダウンロードし、必要事項をご記入の上、

鈴木勝仁

事務局まで送信してください。
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８分間に２倍 ！！

支

部

12 月 16 日、とちぎ福祉プラザにて第７回赤十字

だ

よ

り

栃木支部

災害救護救急法研修会が開催された。
午前中は学科と実技の講習。学科では、一次救命

メダル取った銅～！

処置（医師または救急隊などに引き継ぐまでの処置）
について学ぶ、主に心肺蘇生法と AED の取り扱い

私こう見えて学生時代はフェンシングなんぞやってお

についてだ。午後には学科の試験があるということ

りました。あまりお目にかかることがないと思いますの

で、皆、いつになく真剣に聞いていた。

で少し説明を…。

実技では、毛布一枚で

フェンシングは、フルーレ ･ エペ ･ サーブルの３種目

負傷者を包み、保温する

があり、有効面と言われる得点になる部分の違いに分け

方法から始まったのだが

られます。

……負傷者役の当会会員

フルーレは胴体部分が有効面で、剣先のセンサーに

たちは、お腹の大きな人

500g 以上の圧力が加わることで通電され、有効面上で

が多く包めない。そこで裏技を伝授してもらった。

あれば得点になります。

心肺蘇生法や AED の実技は、真剣に学科を聞い

エペは全身が有効面で、貴族の決闘がスポーツに変
わったもので、決闘が元なだけに同時突きがあり 0.04

ていたおかげでスムーズに進んだ。
午後からは実技と学科の試験が行われ、学科試験

秒以内にセンサーに圧力が検知されると両者に得点が加

のひっかけ問題に頭を悩ませながらも、会員 23 人

わります。フルーレやサーブルとは違い攻撃権はなく、

全員が合格し認定書を手にした。

先に突いたほうが勝ちとなります。剣先のセンサーに

救急車が到着するまでの平均時間は約８分。その
間に救命処置をした場合は、何もしなかった場合に

750g 以上の圧力が加わると通電されます。
サーブルは上半身、頭部と両腕部が有効面となり、突
く以外に切る動作が加わります。剣全体に通電され、両
者同時に有効面への攻撃が感知された場合、攻撃権を持
つ側の得点となります。切る動作が加わった分、動きが
ダイナミックで見ごたえがあると思います。
さて、本題に入りたいと
思います。
当院でコンディショニン
グや治療を受けている、わ

比べ救命率が２倍に上がるそうだ。医療従事者の一

が母校の栃木商業高校２年

員として救命処置の技術は身につけておかなければ

の武井 琉 晟 君が、１月５

と感じた。

日、駒沢オリンピック公園屋内競技場で行われたジュニ

りゅうせい

前回から認定証の有効期限が３年から５年に延長

ア男子エペ ･ ワールドカップ東京大会において、見事３

されたため、今後多くの会員が受講できるようにな

位入賞を成し遂げました。同大会において栃木県勢が表

る。興味のある会員は早めに各支部長に連絡を。

彰台に上がるのは初めてです。

通信員

大関俊明

決勝トーナメント１、２回戦で大学生を下し、昨年４
月の世界ジュニア ･ カデ選手権銅メダリストをも下し、

お詫びと訂正
とちのき 1 月号「新学術部シリーズ」にて執筆者
名が間違っておりました。
正しくは「学術部
正いたします。
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鈴木強」です。お詫びして訂

エペジュニア U-20 ランキング１位の選手に敗れはした
ものの堂々の４強入り。
当日、本人より LINE にて報告をもらい、喜びで涙が
溢れて止まりませんでした。今もこの記事を書きながら
思い出し、涙が ･･･ 涙もろいお年頃です。
通信員

丸山佳洋

高いパフォーマンスを発揮する準備を充実させるこ

内秀直

部 古

須支
者 那
走
8
7
第1

私のルーティン

とが挙げられる。
ルーティンを行う有名人も多く、例えば、イチ
ロー選手の場合。ネクストバッターズサークルから
バッターボックスに入るまでにおよそ 15 種類以上
の所作を経て集中力を
高めている。しかもそ

私には様々なルーティンが存在する。

の準備動作は毎回同じ

朝起きて、トイレに行き、顔を洗って、髭を剃り、

スピードだという。

白衣に着替えて、新聞を読み、朝食を食べて、歯を

Facebook の創業者で

磨き、階段を降りて仏壇と神棚に手を合わせて出勤

あるマーク・ザッカーバーグ氏は、毎日同じ T シャ

する。

ツを着る。服を選ぶ時間が無駄だと話す彼は、タン

これはあくまで出勤するまでの行動の順序であっ
て、実は行動の内容にも細かなルーティンワークが
存在する。起床時間、トイレで一日のスケジュール
確認、顔の洗い方、髭の剃り方、パジャマの脱ぎ方、

スに同じ T シャツが 20 枚以上あるという。
アメリカのオバマ前大統領は、食事や私生活を完
全ルーティン化しているらしい。
ルーティンは、他にもモチベーションや集中力を

白衣の着方、新聞を読みながらホットドリンク、朝

高めたりする効果があるとされている。私にも様々

食に納豆と目玉焼きは必ず食べ、歯の磨き方、階段

なルーティンが存在する…はずだった。

を左足から降り、仏壇と神棚に向かって祈る言葉も

最近、天使のような娘たちに私のルーティンが脅
かされている。崩壊寸前だ。時には怖い夢を見て泣

いつも一緒である。
なぜこのようなルーティンになったのか。それは

いているのを元気づけたり、些細なことで言い争い

毎日すべき必要なことを繰り返す中で自然に一番効

をしているのをなだめたり、着衣のコーディネート

率的な行動になり、違う行動や次に何をするか考え

を手伝ったり・・・。

て行動するのを省くことで思考の安定を促し、時間
の浪費を削っていった結果なのだ。
このルーティンによってどんな効果があるかとい

よし、新しいルーティンを作ろう！娘たちとのス
キンシップ時間を！！
次回は宇都宮支部です。お楽しみに。

えば、自分の体調確認や精神の安定を図り、水準の

学術部員の愛読書紹介
Vol. ３

今回紹介する本は、研修医を対象に整形外科診療の基
本をまとめた実践書です。
総論は、「医師としての心構え」から始まり、社会人
としてのマナーといった道徳的なことから、「脱臼、骨

『整形外科レジデントマニュアル』
医学書院

定価：4,500 円＋税

折整復の基本」「リスクマネジメント」など整形外科診
療における、心構えや基礎知識について記されています。
各論では、頚椎から下肢まで部位別に８章と腫瘍性疾
患、関節炎の２章を加えた全 10 章からなる構成で、問診、

柔道整復師のもとに訪れる患者は様々

評価、検査、治療・予後・患者説明と指導が順序良く簡

な症状を訴え、その原因は何か、という

潔に記されており臨床に則した内容になっています。ま

疑問を抱いています。その疑問に答え患

た、検査法などは図説され、X 線、MRI などは豊富な画

者を早期に快方へ導くには適確な診察に

像を用い分かりやすく解説されています。

基づく治療が必要ではないでしょうか。
来院患者を診察し、どのような検査が
必要で、どう治療方針を組み立てていくのか、その過程
を学ぶことが大切です。

重要疾患や整形外科の基本的な知識や治療方針を組み
立てる思考過程も記されていることから若い柔整師から
ベテランまで大変参考になる医学書です。
学術部
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行事予定

※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

２月

３日㈰
９日㈯
10日㈰
13日㈬
14日㈭
15日㈮
17日㈰
19日㈫
20日㈬
21日㈭
22日㈮
26日㈫

10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・髙橋・小林
17:00 笹沼先生との勉強会［当会館］
療養費支給申請書締切日
20:30 とちのき３月号編集会議［当会館］小森・川野辺・丸山
20:30 理事会［当会館］
20:30 予備点検［当会館］ 理事・監事・支部長
10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・舘・大木
14:00 労災審査 ［当会館］
20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・川野辺・大関
20:30 保険研修会 ［当会館］
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］

会員数
平成31年１月１日現在

408名

（内訳）正

406名

会

員

（うち開設者）

385名

研修柔整師

2名

会員の異動状況報告
・宇柔整204 中河 大和 上戸祭整骨院
〒320－0058 宇都宮市上戸祭４－９－11
Century上戸祭1F－B
☎028－624－2188 平成30年12月31日 退会

うぶごえ
おめでとうございます！
おなまえ

たて

館

３月

３日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・髙村・直江・大木
10:00 税務相談［当会館］
10日㈰
関東学術大会茨城大会［つくば国際会議場］
療養費支給申請書締切日
12日㈫ 20:00 理事支部長会議［当会館］
13日㈬ 20:30 とちのき4月号編集会議［当会館］小森・山口・大関
15日㈮ 20:30 予備点検［当会館］ 理事・監事
17日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・滝田・小林
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・山口・横地
26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］

れんと

蓮人

くん

生年月日

H30 年 11 月 15 日
お父さんは
舘 佳孝会員（小山支部）
お子様がお生まれになったら当会までご連絡く
ださい。互助会から祝金がでます。

第41回関東学術大会
茨城大会のお知らせ
時】 平成 31 年３月 10 日（日）

【日

９時 30 分開会

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

場】 つくば国際会議場

【会

大ホール

茨城県つくば市竹園２－ 20 －３

塩谷支部

舩橋 仁和

JR つくばエクスプレス

つくば駅から徒歩 10 分

【大会開始挨拶】

９：30 ～９：40

【特 別 講 演】

９：40 ～ 11：00

演題「地方創生と社会保障制度について」
講師

内閣府地方創生推進事務局
参事官補佐

横田

清泰

昭和時代、古きド根性世代・・・

【基 調 講 演】

11：00 ～ 11：30

平成時代、ニュータイプなんて呼んだゆとり世代

【介護保険講習】

12：20 ～ 13：20

【研 究 発 表】

13：20 ～ 15：15

次の時代は、何て呼ばれるのだろう ?
ペーパーレスにキャッシュレス。わが業界もキャシュレ
スの時代になるのだろうか？治療費数十円～数百円の為に

第４発表

ピッって、高齢者にできる？
その都度教えるの？つ・つ・疲れる (*_*)

フジッコ

氏

※日整会員証を

編 集 後 記

029-861-0001

ご持参ください。

人それぞれの人生に陽が当たり
曖昧な態度が好きな風見鶏
相づちが歌のレベルをカバーさせ

TEL

14：08 ～ 14：19
肘部管症候群の症例

栃木県

倉井

康雄

会員（小山支部）

柔道整復師賠償責任保険の緊急連絡先 損害保険ジャパン日本興亜㈱本店専門保険金サービス部 専門賠償・保証保険金サービス課 TEL 03-5913-3858 FAX 03-3385-3704
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