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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

努力の蕾、ほころびを待つ
第 60 回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会「夢ふるとち
ぎ路駅伝」は１月 27 日、栃木県庁～栃木市総合運動公
園陸上競技場の往復コース、10 区間 60.42㎞で行われ、
那須塩原Ａが安定した強さを見せ総合優勝（３年連続

地味に…陰に…柔整救護あり
今年の大会では学術部の髙村副部長と私（滝田）が救
護車両に乗車した。
国産高級スポーツカーが華やかに先導し、各チームが

10 度目）を飾った。
開会式、閉会式ではテレビ映りの良い（なかなかの男

熾烈なレースを繰り広げる中、私たちの救護車は、たい

前）片岡会長も列席し各選手を激励した。また、救護協

へん地味に目立つことなく、最後尾に付いてレースを見

力として（公社）栃木県柔道整復師会の文字が大きく映

守る。
今大会から区間距離が変更となり、すべての区間記録

し出された。
私たち４人は栃

が新記録となるためか、沿道にはたくさんの観客が立ち

木市総合運動公園

並び、特に壬生町では宇都宮市や栃木市を上回る人数の

イベントブースで

観客が、のぼりや旗を振るなどして声援を送り、駅伝へ

骨密度測定と健康

の関心の高さがうかがえた。

相談を行った。地

復路スタート後の第６区では、栃木街道の片側２車線

元Ｂ級グルメのお

を完全に車両規制し走者と関係車両が一団となって走行

店が立ち並ぶ中、一番の人気ブースとなっている。準備

する様子は壮観であった。しかし、最終 10 区で下位２

している先から人が集まりだし、開始時間の午前 10 時

チームが繰り上げスタートとなり、それまで警察車両に

には行列ができていた。毎年リピーターの方を見かける

守られて交差点もノンストップで気分よく走行していた

が、今年は特に多かった。配布している小冊子（骨密度

救護車も一般車両に紛れ、信号順守でフィニッシュ地点

測定結果を５年分記入できる）がいっぱいになっている

の県庁に戻ることになった。

強者もいた。そして、午後１時 30 分の終了までに測定

今大会では、幸いにも負傷者やリタイヤした走者が出
ることなく、私たちの出番はなかったが、これは各選手

人数は 150 人を超えた。
毎年健康相談では、腰痛や下肢の痛みについての相談
を受けることが多いが、接骨院・整骨院に通院している

が厳しい練習を重ねベストコンディションで臨んだ結果
だと思う。
この歴史ある栃木県

との声も以前より多かったように感じた。
また、柔道整復師ってなんですか？どういったことを

郡市町対抗駅伝競走大

してくれるのですか？と興味を持ってくれる方も数名

会から、いずれ世界で

いた。このような地道な活動が、柔道整復師の知名度の

活躍するようなトップ

向上と増患につながると考え、これからも努力していき

アスリートが誕生する

たい。

ことを心から期待し救護車を降りた。
学術部長

3 月号

高野康弘
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三 者協定とは？
公 益 社団法人と他 団体（個人契約者）との違いは？
ここ数年、柔整施術所数は右肩上がりに推移していま

また、国家公務員等共済組合および私立学校教職員共

すが、当会の会員数は微減傾向にあります。これは新規

済組合は、共済組合の代理人である社団法人共済組合連

開業者が他団体を選んでいるか、個人請求を行っている

盟会長と公益社団法人日本柔道整復師会会長との間で結

ということを意味します。

ばれた協定です。その他、地方公務員等共済組合、自衛

そこで、各都道府県公益社団法人柔道整復師会と他団
体（個人契約者）との違いはどのようなものであるかを

官等、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間で
も日本柔道整復師会と協定が締結されています。
このように 47 都道府県の社団との三者協定および日

探ってみたいと思います。
柔道整復師業界の中で受領委任の協定を締結している

整と共済組合等の協定の締結により、私たち柔整師は、

団体は 47 都道府県の公益社団法人柔道整復師会と、そ

本来なら償還払いが原則である療養費の取り扱いについ

の上部団体である公益社団

て、この協定を確約することを条件に受領委任払いでの

法人日本柔道整復師会だけ

保険取り扱いが認められているのです。
そして、受領委任払いは地域住民の利便性のために創

です。したがって、それ以
外の柔道整復師はすべて「個

○○整骨院

人契約柔道整復師」という

られた制度であり、柔整師のための制度ではないという
ことを認識していただきたいと思います。

ことになります。

三者協定とは？
それでは、47 都道府県の社団が結んでいる協定とは
どういうものなのでしょうか。

では、個人契約の柔整師は？というと、各都道府県知
事・各地方厚生（支）局長と個人が、公益社団法人との

本協定は、柔道整復師が保険者等（全国健康保険協会

協定に基づいた受領委任の取扱い規定を確約するという

管掌健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療広域連合

契約になっています。したがって、受領委任払いにおけ

等）の被保険者に係る療養費の受領の委任を被保険者ま

る差はないということになります。

たは被扶養者から受け、保険者等に請求する場合の取り

しかし、両者とも持っている資格は同じものですが、

扱いを、①各地方厚生（支）局長および②各都道府県知

開業して何をするかの目的意識が大きく異なっていま

事と③各公益社団法人都道府県会長との間で合意し、こ

す。

れに基づき、各社団の会員である者に対して受領委任の

地域社会への貢献（公益活動）を踏まえた上で、地域

取り扱いを行わせることを目的とするものです。この協

住民のケガを治し、体調を整え、地域に根差した行為を

定は①②③の三者によって締結されたものであることか

行っているのが公益社団の会員です。また、社団の事業

ら、便宜上三者協定と呼ばれています。

として自己研鑽の目的・地域住民に向けての公開講座等

なお、この協定の締結を行うに当たって、各地方厚生

多くの学術研修会、各スポーツ大会の救護、行政との間

局長は健保協会支部長および健康保険組合連合会会長か

では防災協定を締結し、地域社会へ貢献する努力を日々

ら受領委任の契約に係る委任を、また各都道府県知事は、

行っています。

国民健康保険の保険者および後期高齢者医療広域連合か

また、保険請求に関しても、保険講習会を開催したり、

らの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領

保険委員に対しての研修会、制度変更や療養費改定時に

委任の契約に係る委任を受けることになっています。

は詳細説明を実施し、コンプライアンスを徹底していま

しかし、この委任は本協定の締結ならびに事務等の委
任であって、保険者等における療養費の支給決定の権限
の委任ではありません。
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社団会員と個人契約者の違いは？
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す。公的審査会においても、保険請求適正化のため主導
的な役割を果たしています。

社団が会員を守り、会員が社団を育てる

エコーでええ効果

ここまでは、抽象的な差異でしたが、実感できる例を
上げたいと思います。まず、社団は会員を守るというこ
とです。

１月 27 日、うつのみや表
参道スクエア市民プラザにお

申請書の請求にあたり、不備や間違いを事前にチェッ

いて「超音波セミナー」が開

クしています（県内国保、後期高齢を除く）。また、保

催され、当会からも数名の会

険者からの返戻の対応を行い、実際に施術を行った部位

員が出席されました。講師は日本超音波骨軟組織学会理

に関しては再請求をするよう勧めています。これは、再

事の對馬雅彦先生（柔道整復師）です。

請求を行うことにより不正は行っていませんという「証」
にもなります。

今回は初心者向けということで、肩関節と膝関節の基
礎的な観察方法を行いました。

次に、行政からの通知を迅速にしかも分かりやすく会

超音波観察のメリットはいろいろありますが、一番は

員に知らしめていることです。行政用語は分かりにくい

軟部組織の観察ではないでしょうか。一般の方が四肢や

面もあり、理解できない部分は行政に問い合わせを行い、

体幹に痛みを訴えて医療機関を訪れた場合、必ずと言っ

結果を会員に伝えています。

ていいほどレントゲン検査を受けることになります。

これらのことは、以前から社団で行っていたことです

私たちから言わせれば、「腱鞘炎や肉離れでなぜレン

が、個人一人の力ではなかなか対応が難しい部分もある

トゲンを？」と思いますが、当の本人は「レントゲンを

と思います。社団の会員の中にも、社団に入っているメ

撮ってみたが、骨に異常はないと言われた」となんか嬉

リットは何か、あるいは社団は何をしているのか分から

しそうだったりします。

ない方もいるかと思います。これらは社団から離れると

そこで、骨の異常も筋肉の断裂・靭帯損傷・関節水腫

分かることであり、個人契約者から社団に入会された会

も観察できる超音波観察が「有効」となってくるのです。

員は社団のメリットを享受され、実感されていることと

また、筋や腱の動きがリアルタイムで見えるということ

思います。

も大きなアピールポイントとなるでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、協定とは何か、ご理解いただいたと思います。
私たち柔整師の療養費の受領委任払いは法律で定められ
たものでなく、行政と社団との信頼関係の上に構築され
たものです。協定は、三者の一つである社団が存在する
が故に個人契約が成り立っている現状を皆様にしっかり
把握していただきたいのです。
社団と個人契約者の数が逆転して久しいですが、社団

最近の超音波観察機器は画像の解像度が進み小型化さ

の力が削がれれば協定存続の危機となり、その結果、当

れたため、臨床の現場はもちろん、スポーツ競技会場で

然個人契約にも影響が及び、ひいては柔整師業界の存続

も使われています。

が危ぶまれることにもなりかねません。

超音波観察機器は柔道整復師が使える唯一の診断補助

社団が会員を守り、会員一人ひとりが社団を守り・育

機器です。施術所に一台あれば、迅速に的確な病態把握

てていく、それが今後も柔整師業界を繁栄させていくこ

や判断が可能になります。また、インフォームドコンセ

とにつながります。歴史におもねることはしませんが、

ントにも有効なツールとなります。柔道整復師が、業務

柔整師が歴史の舞台から消え去ることのないよう、柔整

範囲内で安全に超音波観察を活用していることを社会に

師の必要性・社団の存在意義をもう一度見直し、子々孫々

広く認識していただくためにも、一人でも多くの柔整師

と柔整師が受け継がれていくよう柔整師各々が真摯に向

が超音波観察の研鑽をしていくべきではないでしょう

き合う必要に迫られているのではないでしょうか。

か。

副会長

江原義明

広報部
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同じ月に２回、別々の負傷で来院した患者さんの
申請書をそれぞれに提出したところ、１枚で提出す
るようにと返戻されました。
自賠責保険で施術中の患者さんを、第三者行為に

どのように記載するのでしょうか？

よる傷病の届け出を行って健康保険に切り替えた際
に、傷病名を間違えてしまいました。

受領委任の取り扱い規定には「同一月内の施

どのような方法で修正したらよいでしょうか？

術については、施術を受けた施術所が変わらな
い限り、申請書を分けず、一の申請書において作成する

保険者に対し、「申請書の記載事項に誤りが

こと。（同一月内に治癒又は中止した後に、新たな負傷

あったので返戻してください」という申し出を

が発生した場合を含む）」と記載されていますので、保

行ってください。

険者の返戻理由のとおり、一枚の申請書で申請してくだ

申請書を事務局に提出した月の月末までであれば、保

さい。

険者によっては事務局に留め置かれている場合がありま

この場合、前傷が治癒や転医であるならば、初検料・

すので、問い合わせてみてくだ

再検料・施術料（骨折等においては整復料や固定料）、

さい。

適応期間内であれば冷罨法料も含め、それぞれに算定で

傷病名の間違いや通院日数の
間違いなどは「架空請求」「水
増し請求」と受け取られる場合
申

請

書

もありますので、申請書の提出
に際しては記載事項を十分に確
認してください。また、第三者
行為届であることを示すため、

きますが、初検時相談支援料については同一月において
は１回のみの算定となりますので注意してください。
前傷が中止の場合には施術料（骨折等においては整復
料・固定料）のみとなります。
ただし、保険者が変更になった場合などにはそれぞれ
の保険者に対して１枚ずつの申請書を作成します。
また、前傷が「無病・無傷」などの場合であっても、

申請書の右上の角を１㎝ほど三

新たに別の負傷で来院した場合には初検料から算定でき

角に赤く塗りつぶしてから提出

ますし、この場合には初検時相談支援料の算定も可能で

してください。

す。

白衣…衛生的で清潔な印象をもたらす外衣
十数年前、寿司店で食事をしていた際、
隣の座敷で白衣の集団が酒宴を開いてい
た。この異様な集団の正体、実は某有名
通販会社がカイロ整体師を養成して健康関連グッズの
販売を行うマルチ商法の団体だった。

清潔・不潔の概念が乏しいかもしれない。
しかし、医療従事者を名乗る以上、白衣で買い物に
出かけたり、飲食をしたりするべきではない。
インフルエンザはもとより、感染症が蔓延している

「白衣で酒飲み」とはもってのほか、清潔もクソも

昨今、帰宅時のうがい手洗いは必須だろうし、幼稚園

ない。整体師を名乗る輩のとんでもない悪行に驚いた。

児だってお着替えぐらいはきちんとする。せめて食事

白衣は単なる仕事着ではない。大切な患者を診るに
あたっては、医療従事者としての陣羽織だ。施術所以
外（往診を除く）で着用するべきものではない。
柔道整復師の場合、業務上は直接創傷の処置をする
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ことがないためか、感染や消毒などに疎い面があり、
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の前の手洗いぐらいは励行しよう。
これぐらいの常識がないようでは、いつになっても
医療界から認めてもらえないだろう。
不識院後光守

患者は肩を下垂させ胸鎖乳突筋の緊張を避けるために頭
部を患側に傾ける（筋を弛緩させる）。
肩の外転動作制限と局所の疼痛を訴え鎖骨内端骨折と

Vol.137
肩、上腕近位の診察法
❖外傷による急性症状の診察法

誤診しやすい。
▶触診
腫脹の有無と前方への突出を確認する。
鎖骨の走行に変化があるか確認する（鎖骨内端骨折と

５．肩鎖関節脱臼

類似）。

▶視診

★整復法と注意点

肩関節脱臼と同様、健側の手で患側の手を保持し、
支えて来院。
上方転位が多く、鎖骨外端に階段状の変形が認めら
れる。痛みの訴えはあるものの腫脹は少ない。

助手は患者の胸郭を拡張させ保持し肩を後方へ引き、
術者は転位している鎖骨内端を直圧し整復する。
鎖骨内端部に綿枕子を当て絆創膏固定、鎖骨骨折と同
様の包帯固定か鎖骨バンドにて固定する。
基本的に保存療法が選択されるが、肩の水平屈曲をさ

▶触診
Tossy（トッシー）の分類を参照する。

せると再脱臼する危険性が高いので十分な固定を要す
る。

Ⅰ度

部分断裂はあるものの軽度とする。

Ⅱ度

肩鎖靭帯の断裂で鎖骨遠位端の浮動感がある。

Ⅲ度

関節包や鎖骨靭帯、烏口鎖骨靭帯（菱形靭帯・

２）後方脱臼

円錐靭帯）の完全断裂。鎖骨遠位端にばね様固

▶視診

定（ピアノキー症状、反跳）で浮動感が触知で

まれな外傷で胸鎖関節の陥没が認められる。

きる。

気管や食道の圧迫による呼吸障害、嚥下障害も起こり、

Ⅲ度判断した時は観血療法となることが多い。

縦郭内臓器の損傷に注意を要する。
▶触診
胸鎖関節の後方へ転位し陥没、凹みが触診できる。
前方脱臼同様、鎖骨内端部骨折の有無を確認する。
★整復法と注意点
整復は困難であり観血療法を勧める。
学術部

鈴木勝仁

★整復および整復後の注意点
患者の肢位は座位、胸郭を拡張させ肩関節軽度外転
内旋位で保持し鎖骨遠位端の上方転位した部位を下方
へと直圧し、絆創膏固定または上方転位した患部に枕
子を当てて包帯固定する。
包帯の交換時、むやみに挙上させないこと。脇の下
のパッド（枕子）による皮膚の異常があるかを注視す

①支部名 ②生年月日 ③施術所名
④施術所住所 ⑤TEL ⑥出身校
⑦入会年月日 ⑧趣味 ⑨抱負

べきである。
整復をしても保持困難、固定が不安定なため、変形
治癒になる可能性を患者さんに説明し、同意しても
らってから施術することが望ましい。

三品 慶大
①栃木支部

６．胸鎖関節脱臼
１）前方脱臼
▶視診

ちかひろ

②平成４年４月26日

③新開橋接骨院
藤岡871－13

みしな

④〒323－1104

⑤0282－21－8911

成27年度卒業)

栃木市藤岡町
⑥帝京大学(平

⑦平成31年１月22日

⑧スポーツ観戦
⑨地域の人たちに愛される接骨院を目指します。

完全脱臼が多い。鎖骨内端が前方に変形（突出）、
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今日からおトク、未来もナットク
部
都宮支

者 宇

第179走

河津

貴

百尺竿頭
【百尺（約 30 メートル）もある竿の先端。
また、到達できる極点・向上しうる極致のたとえ】

将来の備え＆節税
「小規模企業共済」
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共
済制度は、小規模企業の経営者や役員・個人事業主
などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、
全国で約 133 万人の方が加入されています。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果が

最近、筋トレがブームとなっていて、当院にもジ

あり

ます。将来に備えつつ、契約者の方がさまざ

ムでトレーニングをしていて負傷したという方がち

まなメリットを受けられる、今日からおトクな制度

らほら来院されるが、男性ではベンチプレスをして

です。

いて肩周りや、大胸筋の負傷をしてくる方が多い。
以前、「メロン肩」にしたくて、レイズ系の筋ト
レをしていて負傷した患者さんが来院されたことが

●小規模企業共済のおトクな３つのポイント
ポイント１

掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

月々の掛金は 1,000 ～ 70,000 円まで 500 円単位で

あった。
「メロン肩」とは、三角筋を筋肥大させ、まるで

自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
確定申告の際は、その全額を課

メロンが乗っかっているかのような見た目にさせる
ことで、筋トレの世界では良い評価を受ける。
鍛える種目としては
フロント、サイド、リ

税対象所得から控除できるため、
高い節税効果があります。
ポイント２

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満

アのレイズ系が鉄板の
トレ－ニングとなって

共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

額はありません。

いる。また、三角筋の

共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割

サイドは羽状筋で筋力

の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱

が強く耐久性があるの

いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いと

に対し、フロント、リアの部分は紡錘筋で羽状筋に

なり、税制メリットもあります。

対して筋力や耐久性は劣るのが特徴だ。

ポイント３

低金利の貸付制度を利用できる

このメロン肩願望の患者さんの症状は、三角筋中

契約者の方は、納付済み掛金の範囲内で事業資金の

部を中心とした炎症と痛み、屈曲は 100°まで、外

貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付

転は 80°までしか可動域がとれなくなっていた。ま

けも可能です。

た、中部繊維は肩峰から起始しており、インピンジ

●税法上の取扱い

メント症候群も出現していた。
当院にて施術し、全快して現在は元気にジムに通

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除とし
て、課税対象となる所得から控除できます。また、１年

われているが、何よりも驚かされるのは患者さんの

以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、

知識の豊富さである。

共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきま

三角筋はもちろんのこと、大円筋に小円筋、菱形

すので、事業上の損金または必要経費には算入できませ

筋や広背筋、前鋸筋などなど、患者さんからどこの

ん。

筋を痛めたのかと、次から次へと聞かれるのである。

●共済金（解約手当金）について

私たちも百尺竿頭に一歩を進む思いで、日々スキ

個人事業主の場合は、事業を廃業した場合や契約者が

ルアップしていかなければならないと感じた出来事

死亡した場合、老齢（65 歳以上で 180 か月以上掛金を

であった。

払い込んだ方）や解約の場合などに共済金が支払われま
次回は栃木支部です。お楽しみに

す。退職金として受け取るもよし、第２の人生の支度金
にもよし、使い方はあなた次第。
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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. ３
ジュジョウカイカ

樹上開花

兵法第二十九計

ここでいう「樹」は惨めな状況のことを指す。「花」は、
それを覆い隠し豪華に見せることだ。
兵法では、少ない兵力を大軍に見せかけて敵を威圧

する。疼痛が強く鎮痛剤が必要なら紹介状を持たせて投
薬を受けさせる。このようなことを日々行っていれば、
患者は安心して受診してくれる。
柔道整復師は類似医療行為者だが、日々の活動次第で
は、医療の一端を担う立場になりうる。医療機関の虎の

することを意味する。
後に蜀の皇帝になる劉備が、長坂で約 20 万の曹操軍
に追われ逃げる際、時間を稼ぐために張飛が 20 騎の部
下を従えて狭い橋の上で敵をくい止めた。
敵兵 20 万に対して、

威を借りるわけだが、これこそ患者の欲求や不安という
大軍を平らげる戦略だと考える。
ケガをきちんと治してくれて、病院よりも丁寧に説明・
指導をしてくれる上に、困ったときにはよく話を聞いて

た っ た の 21 騎 で 真

くれる。その上、問題があるときには専門医を紹介して

正面に対峙するのは、

くれる。こんな整骨院なら、腹や歯が痛くなっても患者

諸葛亮孔明の罠で伏

はかかりたくなると思う。

兵がいるのではない

目指すは総合診療科のような整骨院だ。
宇都宮支部

か と 考 え て、 曹 操 軍
《長坂橋で曹操軍と対峙する張飛》

野澤哲男

は前進できなかった。

そのため劉備軍は逃げ切ることができた。これが、典
型的な「樹上開花の計」である。
柔道整復師は、整形外科や総合病院に比べ弱小軍団
ということになる。
病院のような設備もマンパワーもなく、投薬もでき
ず…柔道整復師より病院へ信頼を寄せる患者とどのよ
うに対峙すればよいのか？
樹上開花へつながる考え方に、弱者の戦略がある。
ここで最も大切なのは一点突破である。寡兵なのだか
ら兵力の分散は愚策だ。弱小でも一点に能力を集中さ
せ突破することで、相手を威圧する（患者の信頼を得る）
ことができる。
柔道整復師が持てる能力を集中させなくてはならな
いことは、外傷の治療だ。

支

部

だ

よ

り

塩谷支部
つなげ！先人たちからのバトンリレー
しっかりバトンをつなげるか？
１月 26 日、矢板市あおい亭にて塩
谷支部新年会が行われた。
萩原前日整会長も出席され、会長時
代さながらの叱咤激励のあいさつが
あった。

確かに柔道整復師が扱う外傷の占める割合は昔に比

定率会費の減少が著しい昨今、栃木県もかつては健康

べ減少した。経営的なうま味はあまりないかもしれな

保険や自賠責の支払額が全国一であったこと、介護保険

い。しかし、整形外科以上の治療ができる可能性があ

が始まって 19 年が経ち、業界への参入もままならない

るのは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷であろう。

現状など耳の痛い話であったが、「今こそ社団の会員数

ここをきっちり一点突破できれば、患者から大きな
支持を得られる。そして、体が痛くなったら「病院ほ
どの設備はないけれど、とにかく整骨院の先生に相談
しよう」という患者が増えてくる。

を伸ばし、若い人の柔軟な発想でこの難局を乗り切って
いくしかない」との宿題をいただいた。
その後、新入会員の紹介があり各協議事項へと続いた
が、やはり広告規制や患者照会などの厳しい話が多かっ

もう一つの樹上開花は、医接連携だろう。

た。次の世代のためにも柔道整復師として何ができるの

検査が必要な場合は提携病院があるからと説明して

か、しっかり考えていきたい。

紹介する。入院が必要な患者には、即連絡を取り依頼

通信員

加藤芳昭
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2019（平成31年）

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

♥事務局からのお願い♥
申請書提出の際の注意点

３月

１．こども・重度心身障がい者医療費助成申請

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］

書は？
● 「健康保険申請書」にクリップやホチキス止
めはしないでください。それぞれまとめてご

関東学術大会茨城大会［つくば国際会議場］

10日㈰

療養費支給申請書締切日
12日㈫ 20:00 理事会（支部長参加）［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］

提出ください。
２．返戻になります
●

印字のズレ。

●

柔整師印鑑の不明瞭。

●

漢字の間違い

保険証のご確認を！

高橋⇔髙橋 野沢⇔野澤 山崎⇔山﨑 など
●

署名欄の氏名

サイン名は、被保険者名（国

保は世帯主名）になりますので、印刷後ご確
認ください。

労働者災害補償保険請求書（労災）の注意点
指導管理料・運動療法料加算の場合は、請求
用紙裏面のその他の欄に算定した日にちをご記

４月

入ください。

７日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・岡本・小林
療養費支給申請書締切日

10日㈬

15日㈪ 20:30 とちのき５月号編集会議［当会館］小森・植木・横地
16日㈫ 20:00 理事会（支部長参加）［当会館］
18日㈭ 20:30 予備点検［当会館］ 理事・監事
19日㈮ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・植木・藤田
21日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・鈴木勝・大木
22日㈪ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
23日㈫ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
14:00 労災審査 ［当会館］

会員数
平成31年２月１日現在

409名

（内訳）正

407名

会

（うち開設者）

386名

研修柔整師

2名

会員の異動状況報告
・栃柔整68

三品

〒323－1104

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

員

慶大

新開橋接骨院

栃木市藤岡町藤岡871－13

☎0282－21－8911

平成31年１月22日

入会

編 集 後 記
塩谷支部

舩橋 仁和

よく患者さんとの会話で天気の話をするが、本当に異常
気象という言葉を感じる。

満杯にして旅をする貯金箱
愛情を注ぐと開花する素質
思春期の大人の扉開けたがり

１月は特に雨が少なく乾燥していたので、その分インフ
ルエンザもかなり流行した。子供だけでなく大人にも影響
があり、その結果、来院数にも響いた。
昨年の夏も暑さが半端なかったが、今年の夏はどうなる
事か心配だ。それでも早く暖かい春が待ち遠しい。
桜は、やはり癒されるから。
のべっち

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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