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令和元年 7 月 1 日発行

現体制へ抱く期待と問われる課題
令和元年通常総会
５月19日、ホテル東日本宇都宮にて役員改選を伴う通常
総会が開催された。

これまでの取り組みを評価

片岡会長はこの２年間、会員数の増加と会員の増収を目

第４号議案「任期満了による役員改選について」は、理

指し必死に取り組んできたこと、県行政との関係性が年々

事立候補者９名および監事立候補者２名が有効投票数の

良好になっていることを伝え、さらに今もなお続く業界の

過半数を超える得票により当選し、全員が前期から続投と

苦境に、
「社会へのさらなる貢献と柔道整復師の周知・啓

なった。

発活動強化、適正な保険取扱いの継続が重要だ」と述べ
た。
議事進行では議長に小倉柱三会員（宇）、副議長に大塚
隆志会員（鹿）が選出された。
長

片岡祥二

副会長兼総務

田代富夫

は、各部とも限りある予算の中で、効率性の良い事業が遂

副 会 長

江原義明

経理部長

半田光男

行されたことが報告された。

保険部長

塚原

剛

学術部長

高野康弘

また、第２号議案「平成30年度収支決算書・賃借対照

事業部長

倉持雅之

広報部長

小森照久

表・財産目録・正味財産増減計算書の承認について」、第３

介護保険部長

石井士朗

号議案「役員の報酬及び旅費に関する規則の一部改正に

監

綿貫

第１号議案「平成30年度事業報告の承認について」で

会

事

豊

熊倉

＜敬称略＞

靖

片岡会長の就任あいさつでは、
「会員の生活の安定を第

ついて」の議案が可決された。
永年在籍会員表彰では、
下記の11名が表彰され感謝状が

一に考え、増収増益となるように、ときには大胆な施策の
断行も含め、緊張感をもって会員一丸となって真摯に取り

贈呈された。

組みたい」と力強く述べた。
片岡体制となって３期目を迎えるが、
１期目からの課題で
ある業界の周知・啓発活動を強め、公益性を高く、収益を
増やすことを初志貫徹するため、限られた予算の中での効
率的な施策を期待したい。
なお、４名の新支部長が承認され、フレッシュな顔ぶれ
となった。
宇都宮支部

小椋国吉

栃木支部

鳩山周一（新）

鈴木和仁（宇）・鳩山周一（栃）・森沢政明（足）

足利支部

多田明美
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大吉克実

大吉克実（佐）・田中徹哉（鹿）・溝口

小山支部

忠（鹿）

鹿沼支部

市川

神谷浩司（小）・添谷武仁（小）・田中久夫（芳）

芳賀支部

鈴木康史（新） 塩谷支部

磯

那須支部

木野善男
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宴かな

令和元年通常総会懇親会

通常総会後の懇親会は、４月に行われた県議会選挙と
７月に控える参院選のため、来賓には福田富一県知事を
はじめ船田元衆院議員、佐藤勉衆院議員など県政界のそ
うそうたる顔ぶれが揃い、政治色の強いものとなった。

特

集

～平成から令和

柔整改革のゆくえ～

不善を為す者、淘汰の時代へ

其の参

養成学校新設解禁

平成 10 年の福岡地裁の裁判は、現在の柔整業界にとっ
ていばらの道への入り口となった。
当時、柔整養成学校は大都市に集中していたため、地
方に居住する者が柔整師になるためには、大きなハンデ
を余儀なくされた。この「地域偏在」を解消するため、
福岡に養成校新設が許可された。
すると、いつの間にか判決の解釈がすり替えられ、養
成校が必要な「地方」ばかりでなく、すでに充足してい
た「大都市近郊」にも異常な増殖をもたらし、かえって
偏在性を高めることになったのだ。その結果、それまで
14 校だったものが 109 校に増え、定員は 1,050 人から

先の通常総会において３期目が決まった片岡会長は、
柔整師が国民・県民に支持され、広く受け入れられる存

ここまで増えてしまうと、当然のごとく学生の定員割

在であるべきことを望み、それに沿うようにして来賓か

れは年々確実に増え続け、平成 27 年には充足率 63.6％

らは地域医療、超高齢化社会問題などに対して協力を求

にまで落ち込んでいる。

められた。

学校側としても、このような状況に対して指をくわえ

当会顧問の小林幹夫県議からは「この高齢化社会で一

て見ているわけがない。経営改善のため多種多様なビジ

番活躍できるのは柔整師」と期待され、福島整形外科病

ネスに取り組んでいる。

院長の福嶋稔先生も「整形外科医と柔整師が協力すれば

・レセプト請求代行業

健康寿命は必ず延びる」と述べた。

・二次点検業（レセプト調査会社）

2025 年まであとわずかだ。その時、実際に私たちが

・学生の就職斡旋や有資格者を紹介する派遣業

活躍できているように、このそうそうたる先生方のご尽

・自費施術セミナーや経営指導のコンサルティング業

力に期待したい。

・新規開業のテナント提供や契約仲介の不動産業

また、福田県知事は 2022 年の栃木国体において「全

・店舗の内装・設備・看板作成の建築業

25 市町で行われる国体には、ぜひとも栃柔整会員の力

・医療機器の販売・レンタル業

を借りなくては成功しない」と協力を求め、さらに国体

・運転資金を提供する貸金業

の円滑な開催のため、４月１日から始まった「いちご一

まるで柔整業界の総合商社と化している。そして総合

会募金」をより大きな声でしっかりとアピールしていっ

商社なのは学校だけではない。アウトサイダーである日

た。

整以外の他団体（団体という名前のレセプト代行会社）

寄付者は、知事曰く「100

も同様に上記ビジネスを展開している。まさに業界全体

年倒れることはない新スタ

が食い物にされているのである。

ジアム」に、大谷石の銘板に

飽和状態の柔整業界に飛び込んではみたものの、右も

名が刻まれ設置されるそう

左もわからぬまま開業し、莫大な資金をかすめ取られた

だが、スタジアムはもつとして銘板の大谷石が果たして

上、経営がうまくいかずコンサルティングやセミナーに

100 年もつのか？

金を費やし、挙句の果てに施術所をたたみ、チェーン店

いや、当会も名を刻むであろう大谷石だ。朽ちること
なく残ってもらわないと困る。２年前、われわれは 100
年先の未来に向けて、柔整の名を残すよう努力していく
と誓ったばかりなのだから。
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の揉みほぐし屋もどきでアルバイトなんてことに…。
「理想としていた柔道整復師」の姿はどこかへ Fade
out していくのであった。
参考：都柔整広報誌 Compass

広報部
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8,797 人に膨れ上がった。

小野塚和史

広報部

近くの接骨院に通院したい」と希望したことを医師が認
識し、明確に「通院してはいけない」ことを患者に伝え
ていなければ、それ自体が同意を得られたと解釈できる
ことを医師が理解していないことも多いようです。
こういったケースで不支給とされることは不本意です
不全骨折への施術を行いましたが、健康保険組合
から「支給要件を満たさないため不支給とする」と
されました。どういうことでしょうか？

ので、患者自身が口頭で同意を得た場合には、十分に聞
き取りを行い、
①確かに医師に「今後は接骨院に通院する」ことを伝え
たこと
②そのとき、明確に「接骨院にかかってはいけない理由」

当該保険者（健康保険組合）に問い合わせたと
ころ、「医師の同意が確認できなかったため不
支給とした」との回答を得ました。
施術を行った会員からは「患者さんご自身が医師から
口頭で同意を得た」とのことでしたので、その旨を保険

を言われてはいないこと
を文書にして、主張してもらうとよいでしょう。
また、習慣的に、同意を得られたときには礼状などを
利用して、医師との連携を図るように心がけるのもよい
かもしれません。

者に伝えましたが、保険者側では申請書に記載された医

患者さんのかかりつけだからということで、それまで

師（医療機関）に対し、書面で同意の有無を確認したと

連携がない医療機関に依頼する場合などには、書面で確

ころ、「『同意していない』との回答があったので支給し

認が取れるような配慮も必要となりますので注意してく

ない」との回答でした。

ださい。

この場合、患者本人もしくは被保険者へ協力をお願い
して審査請求を行うことがよいと思います。

なお、「紹介状」と「依頼書」をきちんと使い分けて
ください。

厚生労働省では、「患者さん自身が医師から口頭で同

「紹介状」を使用すると、医療機関へ治療をお願いす

意を得たことが確認できればよい」との見解ですが、保

る意味となり、「継続施術への同意をしていない」と判

険者から医師への確認は、同意した日から数か月を経過

断されかねません。依頼書の文中に「継続施術への御同

しているので、記憶が定かではないこともあります。

意をお願いいたします」などの文脈を取り入れておくと

また、「同意」という言葉ではなく、患者が「今後は

誰でも

本音が聞ける勉強会

～整骨みらい塾コミュニティに参加しよう～
この勉強会は、月に１回、第４土曜日に開催していま

よいでしょう。
が言える。
５．テーマはあるが、それ以外のことでもなんでも相談で
きる。
６．勉強会途中からの出席・中途退席が自由。
７．情報交換の場としても活用できる。

す。講師は当会会員がメインですが、外部から招くことも

８．整復法など施術の実技あり。

あり、内容は多彩です。

９．明日から使えるネタ満載。

２月には宇都宮支部の野澤哲男学術副部長を講師に、
「先生の患者になりたい～患者に愛されるための接遇と
患者の心理～」をテーマに勉強会を行いました。
勉強会前半は講師の話をメインに、後半は会員同士の
施術法や経営などの情報交換を行っています。
この勉強会のいいところは、
１．参加費無料。
（飲み物はご持参ください）
２．講師が当会の会員であるため気楽。
３．質問に本音で答えてくれる。
４．ディスカッション形式なので参加者からも自由に意見

10．その他いろいろ。
会員の皆様、通常だったら何万円もかかるセミナーが
無料。なんでも答えてくれるし、遠慮なく聞ける！次回は
どんな話が聞けるかな？ぜひ参加してみてください。
開催日時

毎月第４土曜日

場

帝京豊郷台接骨院

所

19：00～21：00

宇都宮市豊郷台１-１

℡028 - 627-552 2

こちらから「みらい塾参加希望」としてメール送信して
ください。 ➡︎ mir aijuk u @ g o o. jp
開催日・テーマがメールで届きます。

広報部
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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. ５
人を致して人に致されず
（孫子の兵法）

巧みに戦う者は常に主導権を握り、敵のペースに乗
らないという意味。

の！」という怒りが生まれてし
まう。医師（柔道整復師）は病
気やケガを治すための努力義務
はある。しかし、結果的に良く
ならないこともある。患者としては、これを理解すること

戦国時代の知略に長けていた武将

は難しい。

の一人に真田昌幸がいる。彼の名を

また、病気・ケガは医師（柔道整復師）と患者が協力

天下に知らしめたのは関ケ原の戦い

して克服していくものだから患者の自然治癒力・セルフ

の前哨戦となる第二次上田城の戦いである。

ケアも重要になる。

江戸を発った徳川家康の本隊は東海道を西上し、息

クレーマーが生まれるのは医師（柔道整復師）にも大

子の秀忠は別働隊として３万８千の軍勢で中山道から

きな責任がある。特に初診時の説明不足は後々響いてく

関ケ原を目指した。その秀忠軍に立ちはだかったのが

る。病態・予後・治療内容や計画・症状が改善しない場

３千の兵を率いた上田城の昌幸だった。

合の検査計画・自宅や職場での注意・セルフケアなどを

大軍で城を囲んだ秀忠は、昌幸に対して降伏勧告を

理解させることが必要になる。

行った。昌幸は降伏する素振りを見せて時を稼いだ。

さらに、医師（柔道整復師）の人柄・コミュニケーショ

戦の準備を完全なものにした３日後「うっそピョン」

ン能力がよくないと患者が、クレーマーに豹変しやすい。

と徳川軍の無能無策をののしり挑発し、激怒させた。

とにかく患者と辛さを共有することが大切だ。

徳川軍は、まず支城の砥石城を攻めたところ、そこ
を守っていた昌幸の息子信繁（幸村）は、あっさりと
撤退し城を明け渡した。

２．女王様
院内が混んでいてもお構いなしに「早く治療して」と

そのため徳川軍に油断が生まれ、先の怒りと相まっ

言う「自分はずっとこの院に通って

て冷静な判断ができなくなった。昌幸の術中にはまっ

いて大きな貢献をしている」
「患者も

た徳川軍は、昌幸主導の戦いの中で城を落とせないど

たくさん紹介している」と特別扱い

ころか多くの負傷者を出す大惨敗となり、関ケ原の戦

をされて当たり前と思っている。

いに遅参した。（諸説あり）
ここで学ぶべきことは、相手が強敵でも主導権を握
れば負けることはないということだ。私たちが業務の
中で、強敵の患者に対し主導権を握るとはどういうこ
とか考えてみよう。

このような患者がいると院内の雰
囲気は悪くなる。この患者のことを他
の多くの患者は不快に感じている。
多くの場合、こういう患者の指導は不可能だ。残念だ
が切り捨てるしかない。

強敵の患者で思い浮かぶのはクレーマー・女王様・
せっかち君・頑張り屋さん・カインコンプレックスなど。
キャラクターによって主導権の取り方は様々なので、
個々にそのヒント述べていく。

３．せっかち君
とにかく待たされるのがダメ。院に到
着したらすぐに治療してほしい。
これには二つの理由がある。それは「本

１．クレーマー
「いくら通ってもなかなか良くならない」とクレーム
を訴える。これには、主に２つの要因がある。それは
「期待を裏切られた不満」と「病態への不安」である。

04

当に忙しい人」と「性格」である。いず
れにしても混雑状況を説明して患者の希
望を聞き、できる範囲で対応するしかない。
リピーターの新患で、以前と同じような症状であれば、

病気・ケガは医師（柔道整復師）が治してくれるもの

簡単な問診で治療を開始し、後からきちんと診察するこ

という思い込みがあるため「どうして治してくれない

とも解決策となる。

Jul. 2019

４．頑張り屋さん
体が痛くて辛くても、一番甘えられる家族に頼らずに
家事や仕事で無理してしまう。これは周囲の役割期待（こ
の人がいないとダメだと頼ってしまう）と患者の役割意
識（私がやらなければという責任感）が原因になる。そ
こで、言葉の治療が必要になる「そんなに頑張らなくて
いいんだよ」「今まで充分頑張っているじゃない」そん

Vol.141
肩・上腕近位の診察法
❖外傷既往のない肩・上腕の診察法
今回は外傷の既往がみられない急性痛について分類
し解説する。

な言葉かけが大きな効果を上げる。
家族に対しては、配偶者に患者の病態
を認識させるため文書を持たせ、場合に

１．炎症症状あり

よっては面談も必要になる。会社も同様

● 化膿性肩関節炎および胸鎖関節炎
細菌感染による急性の関節炎を

で、文書や電話などで対応する。
頑張り屋さんは一人で悩み、うつ状態になりやすいの

起こす。乳児では、主に血行性感

で、体の治療と同時に心のケアをしていかないと長期化

染であるのに対して、成人では関

しやすい。ここで大切なのは患者に寄り添うことだ。

節穿刺・外傷・人工関節置換術後の感染が主な原因
である。

５．カインコンプレックス（同胞葛藤）

● 急性骨髄炎

旧約聖書の中で、アダムとイブの長男カインが弟アベ

骨に細菌が侵入して化膿性の炎症を起こす疾患。

ルを嫉妬のあまり殺してしまったことから兄弟間のコン

成人よりも小児に好発し、多くは大腿骨や脛骨に起

プレックスのことを言う。家族関係だけでなく、学校や

こる。悪寒・高熱・全身の倦怠感・局所の疼痛が主

職場などでの先輩・後輩や同僚とのかかわりで、兄弟関

な症状である。

係を思わせる環境でも同じようなコンプレックスは起こ

● 痛風
プリン体の代謝異常、尿酸の排泄障害により体内

る。
カインコンプレックスの人は猜

に尿酸が蓄積し、尿酸塩が関節に沈着し、関節炎を

疑心・被害者意識が強くなり「他

起こす。痛風発作は激痛・発赤・熱感・腫脹を伴う。

の患者と差別され、自分はないが

発症部位は第１中足趾関節が半数以上を占める。

しろにされている。話をちゃんと

単関節のみ発作が圧倒的に多い。成人男性に多く、

聞いてくれない」そう思い込んでしまうことがある。

女性はまれではあるが閉経後に発症する場合もある。

また、柔道整復師が知らないうちにそう思わせる言動
をしていることがあるので注意しなければならない。こ
んな患者に対しては、目線を下げて優しい笑顔で接する
ことが効果的だ。

宇都宮支部

野澤哲男

第46回日整親善ゴルフ大会のご案内
⒈ 夕 食 会・ 宿 泊

用

参 加 費 10,000円（会負担）
宿 泊 費 シングル／5,400円 ツイン／各4,320円
夕食会費 7,000円
プレー費 10,000円（キャディー付＋3,500円）
事務局担当

高齢者に多く、臨床像は極めて多彩であり偽痛風
発作のみならず関節破壊、脊椎病変も生じる。変形
性関節症に関連して発症することもある。

着したことによって発症する炎症である。

令和元年９月22日（日）７：30スタート
サンコー72CC（東・西コース）
群馬県高崎市吉井町岩崎2179 TEL 027-388-2800

７月22日（月）

症する関節の痛み。

肩関節腱板内にリン酸カルシウムが結晶化して沈

⒉ゴ ル フ 大 会

※締切

ピロリン酸カルシウム結晶沈着症であり、突然発

● 石灰沈着性腱板炎・石灰沈着性滑液包炎

令和元年９月21日（土）18：00～
サンコー72CCホテル

⒊費

● 偽痛風

鷹箸まで

腱板内から腱板と滑液包床との間に排出され、滑
液包炎が起こり激痛が発症する。滑液包内に流出す
ると速やかに排除され、炎症は沈静化する。
急性に発症し、強い自発痛・圧痛・発赤・熱感が
あり、肩の自動運動が不能になる。
〜次号へ続く〜
学術部

舘

佳孝

Jul. 2019

05

決して動きは速くないですが、元国体選手がいたり

走者

第183

するので無駄な動きがなく、得点力があってうまい

佑一
平野
部
支
鹿沼

です。
そんな対戦相手をどう攻略するのか、メンバーで
活発な意見を出し合い、うまくいく時やいかない時
がありますが楽しく続けられています。

外の世界と触れ合おう！！

また、練習中メンバーがケガをすることがありま

柔道、バスケットボール。学生の時にしていたス
ポーツです。今は社会人バスケをしていて、チーム
メンバーは中学時代の同級生が中心となって活動し

す。アキレス腱断裂・下腿両骨骨折等、最近の業務
ではなかなか遭遇する機会がない症例です。
施術所まで運んで応急処置をして、翌日にレント
ゲン撮影など精査の必要があると指示をしました。

ています。
社会人バスケとなると学生時代とはまた違った雰

レントゲンを撮らずに骨折や、アキレス腱断裂がど

囲気があり、部活動としてやっていたころと比べる

うしてわかるのか不思議がっていましたが、柔整師

と、社会人バスケは自主的に集まるため、自然と学

ならではの処置ができたと思いました。
院内での業務では遭遇する機会が少なくても、一

生時代より熱が入ってきます！
学生時代は体力があるため、とにかく走る…他校
より多く練習…頭を使うよりも体をつかえ！が重要

歩外に出ればこのような場面に遭遇するのだと思い
ました。

でしたが、社会人ともなるとこの体力をいかに大事

そんなバスケットを通じて外の世界とつながりを

に使うかが勝敗を分けます。そのため戦術や攻守の

もつこと、コミュニケーションをとれる場があるこ

バランス、相手の弱点を見つけるなど、学生時代で

とは、とても大切だと思っています。
私たちの仕事は毎日同じ職場で、患者さんに「先

は考えられなかったバスケットをしています。

生！先生！」と呼ばれているうちに、いつの間にか
勘違いをしてしまいそうになります。外の世界とつ
ながっていることは、自分の立場や社会からどのよ
うな認識をされているのか、また何を求められてい
るのかを感じることができると思います。
地域、他業種、年代の違う方たちとコミュニケー
毎年、市民大会に参加していますが、この大会に

ションをとれる場を大切にしていき、普段の業務へ

は鹿沼市内の高校生から 50 代まで、幅広い年齢層

のモチベーションを高めること、また柔整師の認知

のチームが集まります。

度の向上にもつながればいいなと思っています。
次回は宇都宮支部です。お楽しみに。

高校生や大学生は動きが速く、50 代のチームは、

令和元年度公益社団法人栃木県柔道整復師会役員組織図

〈 当会事務局担当表 〉
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氏名
鷹箸 英子
齋藤 恵子
阿部 暁子
橋爪 孝子
金子 聖美
小口 孝子
市川 照美

区分
職員
職員
職員
職員
職員
嘱託職員
臨時職員

役職
係長
主任

総務部
経理部
総務部補助
事業部
広報部
総務部補助

担 当
保険部 介護保険部 診療所
学術部
労災
協同組合
ＩＴ委員会

保険請求
保険請求
保険請求
保険請求
保険請求
保険請求
保険請求補助

支

部

だ

足利支部

り

マ サ 高 野 カ ル テ ッ ト は、Sax の
高 野 正 幹 氏、Piano の 青 木 弘 武 氏、
Bass の 香 川 裕 史 氏、 そ し て Drums

暴れ川“坂東太郎”にそなえ
関東１都６県の水防演習に参加して
よ

よ

はわれらが福嶋稔先生で構成されて
います。

べ

５月 18 日、足利市五十部町の渡良瀬川左岸で、第 68
回利根川水系連合・総合水防演習が行われた。

開演と同時に福嶋先生の Drum が
魂を揺さぶり、Bass、Piano、そして Sax が音楽の世界

この演習は、昭和 22 年のカスリーン台風による被害

へといざなっていきます。

を教訓として始まったもので、昭和 27 年に国土交通省

指が、足が、そして身体がリズムを刻み、演者も観客

および利根川水系の１都６県と市町村で毎年主催を交代

も一体となって、会場全体が音に酔いしれていきます。

しながら開催されているが、今年は足利市での開催と

全８曲、１時間ちょっとでしたが、スタンダードな名

なった。本県では平成 26 年の宇都宮市以来で、足利市

曲に加え「幸せの黄色いリボン」「つぐない」なども披

では昭和 54 年以来 40 年ぶりとなった。

露され、普段は JAZZ に馴染みのない方でも楽しみやす

また、平成 27 年の関東・東北豪雨災害後、県内では
初の開催で、見学者を含めると総勢１万６千人（下野新

い流れとなっていました。
アンコールにはマサ高野氏ご自身からのサプライズリ

聞社推定）が集まり、水防への関心の高さがうかがえた。

クエストで、観客として来ていた JAZZ シンガーの増渕

演習は、上流の豪雨による堤防の決壊を想定し、地元

淳子さんにその場でマイクを手渡し、私も大好きな「On

の水防団は土嚢などによる対処工法を実演したほか、市

The Sunny Side Of The Street」…とても心にしみました。

消防本部や県警、自衛隊などが水没被災地からの救出訓

最近は生で音楽を聴く機会がありませんでしたが、す

練を繰り広げた。

ぐ目の前で繰り出される音に圧倒されたひと時でした。

当会からは江原・塚原・石井の各理事と私の４人が参
加し、体験コーナーにおいて約 300 人に骨密度測定と健

やっぱり音楽っていいものですね。
No Music No Life くーーっ !!

康相談を行った。

通信員

ストマックドラム丸山

開始予定の 30 分前から測定希望者で賑わい、途切れ

那須支部

ることなく対応したため、演習の見学どころではなかっ
たが、来場者に「接骨・整骨院」をアピールできたこと
は大変うれしく思えた。

そして令和の時代へ！

このようなイベントがあるときには、会員の皆さんも
ぜひ参加して、私たちの業界をアピールしてみてはどう

４月 20 日、ホテル龍城苑で那須支部総会が開催され、
事業・学術・広報・保険の各部報告や収支決算・予算計

だろうか。
足利支部

熊倉

靖

画、救護派遣などについて説明があり、役員の改選が行
われた。

栃木支部
こころ震える４ビート
～なんちゃってダンディ・ファイブ ㏌ みぶ～

支 部 長

：

木野善男

副支部長

：

小西恵一・大橋智洋（新）

会

計

：

高梨典彦・福田雄輔（新）

監

事

：

高野康弘（新）・磯正則（新）

新元号になり、社会が祝福と歓迎ムードに包まれる中、

６月１日、壬生町の大動脈、栃木街道から東へ外れた

私たちも新しい時代へと一歩を踏み出し、これまで以上

田舎道に、ひっそりとたたずむ隠れ家「Cafe245」にて「マ

に地域社会から必要とされる柔道整復師にならなければ

サ高野カルテット」の Special Live が行われ、足利支部

と思う。そして、活発な支部運営が執行できるように貢

の熊倉監事、多田支部長、栃木支部の鳩山支部長、渋江

献したい。

会員と私のダンディな５人で JAZZ に酔いしれてきました。

通信員

古内秀直
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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
７月

７日㈰ 9:40 第84回学術講演会 ［帝京大学大講義室］
療養費支給申請書締切日

10日㈬

12日㈮ 20:30 理事会 ［当会館］
14日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・直江・大木
16日㈫ 20:30 とちのき８月号編集会議［当会館］小森・丸山・古内
18日㈭ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
21日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・高野・滝田・星野・小林
関東ブロック会ゴルフ大会 ［群馬県サンコー72ＣＣ］
23日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・古内・三上
24日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
25日㈭ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
28日㈰ 10:00 帝京シンポジウム ［帝京大学宇都宮キャンパス］
８月

会員数
409名
407名
384名
2名

令和元年６月１日現在
（内訳）正 会 員
（うち開設者）
研修柔整師

会員の異動状況報告
・宇柔整236 大野 彰久 大野接骨院
〒320－0042 宇都宮市材木町５－10
☎028－633－2591 令和元年６月１日 入会
・宇柔整２ 大野 典子 大野接骨院
〒320－0042 宇都宮市材木町５－10
☎028－633－2591 令和元年６月２日 退会
・宇柔整２ 大野 典子→宇柔整236 大野 彰久
大野接骨院 〒320－0042 宇都宮市材木町５－10
☎028－633－2591 令和元年６月１日 院主変更

訃報
那須支部 室井 実 会員のご尊父様（義正様
82歳）がご逝去されました。
宇都宮支部 大野 典子会員（87歳）がご逝去さ
れました。ご家族の意向により密葬で執り行われ
ました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ご会葬御礼

４日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・高野・岡本・小林
９日㈮ 20:00 理事会（支部長参加）［当会館］
療養費支給申請書締切日

10日㈯

過日は、ご多忙中にもかかわらず、会員の皆様
にはご会葬を賜り誠にありがとうございました。
那須支部
室井
実
宇都宮支部 大野 彰久

17日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事

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

18日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・鈴木勝・大木
19日㈪ 20:30 とちのき９月号編集会議［当会館］小森・三上・藤田
20日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
23日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・藤田・川野辺
27日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

大野

彰久

①宇都宮支部

おおの

あきひさ

②昭和33年１月16日

③大野接骨院
④〒320－0042

宇都宮市材木町５－10

⑤028－633－2591
⑥帝京医学技術専門学校(昭和58年卒業)

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

塩谷支部

⑦令和元年６月１日

編 集 後 記

舩橋 仁和

空っぽの脳も叩けば音がする
ひとり酒演歌のような恋じゃなし
結局は丸く収まっている寝相

編集会議後の雑談で、城マニアの K 部長が、私の自宅
近くにある金山城跡（群馬県太田市）を訪れ、大変よかっ
たと話をされました。
「行ったことないですね～」なんて言える雰囲気ではな
く・・・。
車で５分のところにある名城、しっかりと観てきたいと
おもいます。

ZEKI

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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