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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

３期目を拝命して

足元を見つめ信頼を勝ち取ろう

会長を拝命して４年が

柔整を食い物にしている輩とは、私たちも全力で戦っ

経過、５年目の入り口に

ていかなければならない。そして、一部の悪を取り上げ、

立った。気が付けば反省

すべてを悪とする考え方には終止符を打たなければなら

しきりだが、頭の中はい

ない。

つも会員のことでいっぱ
いである。

いしつりょう

この令和の時代、医疾令から 1000 年の歴史がある接
骨術が危機に瀕している。大多数のまじめに取り組んで

これまでも、会員数の

いる公益社団会員が損をするような、「正直者が馬鹿を

増加および増患に向けた

見る」世の中であってはならない。私たち役員には、こ

対策、混沌とする療養費

の柔道整復業に真摯に取り組む会員を守っていく義務が

を取り巻く環境への対策、そして地域包括ケアシステム

ある。

への参入や公益法人としての役割などの課題に取り組

あまりにも急速に発展した情報化社会、役に立つ情報

んできたわけだが、そのいずれも及第点に達していない

が簡単に手に入るようになったが、得てして不利な情報

ことに責任を感じている。

ばかりがひとり歩きをしてしまうことも多い。

会員の生活の安定をはじめとして、今柔整師が置かれ

例えば「柔整師は医師ではないので、これはできない、

た現状をどう打破するか？課題はあまりにも多く深い。

あれもできない」といった、すべてを否定するような表

しかし、諦めることはできないし、石にかじりついてで

現が使われることがあるが、これ一つをとっても、柔整

も諦めはしない。

師の法律を知らない患者が見たらどんな印象を持つだろ

最近特に感じるのは、今もなお柔整バッシングが強い
ことである。あまりにも私たちに不利な情報ばかりが出
回っていることに驚きを隠せない。

うか。答えは一目瞭然である。「疑いのまなざし」以外
の何ものでもない。
誤解を解くには、ここでもう一度足元を見つめ直し、

患者調査という名目で、執拗に何度も同じ内容の調査

基本に立ち返ることである。患者のためにある医療（利

を繰り返し、受診抑制を狙ったと見受けられるものも多

他の精神）が私たちの本分であり、利益の追求よりもっ

数存在する。その片棒を担ぎ、調査を委託された民間会

と大切なことがあることを肝に銘じなければならない。

社が荒稼ぎしている現状を絶対に許すことはできない。

すべての原点は患者にあり。患者と真摯に向き合い、

他業種の民間会社が、医療ではなく「ビジネス」とし

よく話を聞いて、できるだけ早期に痛みをとってあげる。

て、神聖な柔整業界を侵食してきている。昇給・昇格

患者の信頼を勝ち取っていけばおのずと結果はついてく

を餌に求人広告をばらまく「チェーン店整骨院」、整体・

る。そして私たちの正しい情報を患者に発信する。「で

マッサージ・指圧・カイロ・トレーナー・ボディケアな

きない」ではなく、「あれもできる、これもできる」と

ど様々な違反広告を打ち出す「なんでも屋整骨院」など、

いう情報をより多く流すことが肝要だ。これからも信頼

目に余る広告も蔓延してきている。

に足る柔整師を目指して必死の覚悟で臨みたい。
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学 術 講 演 会

“世界の屋根”エベレストへ

～ 高所登山に向かない遺伝子型を越えて ～
７月７日、帝京大学宇都宮キャンパスで行われた第

高所登山には、それに

84 回学術講演会は、済生会宇都宮病院救急救命セン

「向く」と「向かない」遺

ター医長である上小牧憲寛先生をお招きし「高所登山、

伝子型があり、実は先生

低酸素への挑戦」と題してご講演いただいた。

自身「向かない」型であ

先生は、医師として日本

ることがわかった。「向か

人で２番目にエベレスト登

ない」遺伝子型では、血管を収縮させる機能が強いた

頂に成功した経歴をもち、日

め凍傷を起こしやすいのだろうと考え、その機能を減

本登山医学会認定国際山岳

弱させるために、骨格筋の有酸素トレーニングが有効

医として活躍されている。

であると考え、日々サーキットトレーニングやランニ

今回は、ご自身が経験した

ングを実践しているそうだ。

海外高所登山の中でも、特

高所登山では、判断の間違いや遅れがあると大きな

にエベレスト登山についてユーモアを交えながら話し

ケガや病気につながり、最悪の場合は命を落としてし

ていただいた。

まう怖さがある。しかし、それらを乗り越え登頂を果

なんとか登頂は果たしたものの、おいしくない食事、

たすことには、危険であるとわかっていても、やみつ

急性高山病、凍傷など数々の困難に直面し、凍傷のた

きになるほどの素晴らしい魅力があるように思われ

めに手指、足趾の一部を失うことになった。それでも

た。

エベレスト登山は何ものにも代えがたいものであり、
行って良かったと話された。
また、これから高所登山をする人たちのために自分

そして、登山の話をする先生は本当に楽しそうで、
心の底から山が好きでたまらないことが伝わる講演で
あった。

の経験を無駄にしたくないと考え、登山隊の中で「な

当会でも登山やトレイルランなどの救護を行ってい

ぜ自分だけが凍傷になったのか」理由があるのではな

るが、平地とは違う判断が必要だということを念頭に

いかと原因を探し出し、その対策を考えたとの話には

置いて活動していきたい。

感服した。

“本当 にあった 話” を 請求 に
同日、塚原保険部長による保険取扱いセミナーが行
われた。

が取り扱う療養費は、三者協

栃木県審査会の動向として、権限の強化により、問

定が締結されているため「受

題のある施術者（管理者）と直接面接をして意見を聴

領委任払い」が認められてい

取できる「面接確認」を実施しているとのことであっ

る。

た。

正しい請求をすることで、

面接確認の対象となる請求についても詳しく解説が

何も問題なく療養費をきちん

あり、柔道整復師として正しい請求を理解することで

と受け取ることができるということを考えてほしいと

健全性を保っていくことが必要であると話した。また、

説いた。

最近の返戻理由の傾向とその対策についても説明が
あった。
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学術部

大芦昌代

新 支 部 長 さんからのごあいさつ
栃木支部長

鳩山周一

芳賀支部長

鈴木康史

この度、栃木支部長に就任い

この度、増山前支部長の後任

たしました。鳩山周一です。平

として、支部総会の推挙により

成も 30 年間の終わりを告げ令和

芳賀支部長に就任いたしました。

元年の就任となりました。

浅学非才ではありますが、皆

私自身も栃木県柔道整復師会

様のお力をお借りして精いっぱ

にお世話になり 30 年となりました。

い務めさせていただきたいと思います。

いろいろな節目を感じつつ、栃木支部長の就任となり

特に、中央部および他支部と芳賀支部のパイプ役と

ました。これよりは、栃木支部発展のため、精いっぱい

して、連携を緊密化することにより、知識および情報

尽力していきたいと思います。

の周知徹底を図り、支部会員一人ひとりの業務が円滑

まだまだ不慣れなことが多々あると思いますが、その

に推進できる環境を整備し、さらに積極的に支部会員

際は、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上

の意見を頂戴して、風通しの良い支部づくりを目指し

げます。

たいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

小山支部長

山口秀雄

塩谷支部長

藤田

功

この度、上田利雄支部長の後

この度、５月の通常総会で承

を引き継ぎ、小山支部長に就任

認され篠原前支部長の後任で塩

いたしました山口秀雄です。

谷支部長となりました藤田功で

歴代の支部長が粉骨砕身され、

す。

築き上げた功績をお引き受けす

職責の重さに身の引き締まる

るのは、身の引き締まる思いがいたします。
就任して１か月半ほど経とうとしておりますが、平日

思いであり、会員の皆様にご迷惑を掛けはしまいか、
心配は尽きません。

にもかかわらず事業に参加していただき、支部会員の皆

幸いにも、塩谷支部は少数精鋭ではありますが、結

様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げる次第です。

束が強く、支部会の出席率も随一と聞いております。

日整広報機関誌によると、会員一人当たりの給付総額・

また、支部の執行部・役員は頼もしいベテランの先生

給付総件数は減少傾向のようであります。厳しい状況の

方ですので、ご指導ご協力をいただき塩谷支部のため

中、はなはだ微力ではございますが、小山支部ならびに

に少しでも早く職務を円滑に行えるよう、努力してい

会員の皆様の発展のために精進してまいります。

く所存でございます。どうぞよろしくお願いします。

何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

令和元年度公益社団法人栃木県柔道整復師会役員構成表
部 会 名 部長／委員長
総 務 部 田代富夫（那）
経 理 部 半田光男（宇）

事 業 部
広 報 部
介護保険部
診療所委員
情報化委員会

副

部員／委員

事務局
鷹 箸
齋 藤

小椋国吉（宇） 鳩山周一（栃） 多田明美（足） 大吉克実（佐） 山口秀雄（小）
鈴木康史（芳） 藤田 功（塩）
鈴木勝仁（宇） 鈴木 強（栃） 星野訓昭（足） 大芦昌代（佐） 高橋秀典（鹿）
高野康弘（那） 野澤哲男（宇） 滝田藤夫（塩）
舘 佳孝（小） 直江重人（芳） 岡本博志（那）
吉澤賢二（宇） 寺内秀夫（栃） 阿部建太（足） 加藤真澄（佐） 高嶋一茂（鹿）
倉持雅之（芳） 鈴木忠夫（宇） 舩山新一（塩）
塚原正信（小） 大畑和広（芳） 榊原賢治（那）
川野辺弘（宇） 丸山佳洋（栃） 大関俊明（足） 三上裕介（佐） 藤田好美（鹿）
小森照久（塩）小野塚和史（宇）植木大輔（芳）
菊池和則（小） 加藤芳昭（塩） 古内秀直（那）
石井士朗（足）
高野康弘（那） 野澤哲男（宇） 滝田藤夫（塩） 鈴木勝仁（宇） 鈴木 強（栃） 星野訓昭（足） 大芦昌代（佐） 高橋秀典（鹿）
レントゲン技師 大木正廣（小） 舘 佳孝（小） 直江重人（芳） 岡本博志（那）
小森照久（塩）
舘 佳孝（小） 舩山新一（塩） 植木大輔（芳）

保 険 部 塚原
学 術 部

副

太字は新任

剛（小） 市川

建（鹿） 木野善男（那）

鷹 箸
齋 藤
橋 爪
金 子
鷹 箸
鷹 箸
金 子
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北関東ブロック選手選考会

工藤会長４選

業界改革に意欲

目指すぞ！初優勝

令和元年度日整通常総会開催
梅雨空の６月 30 日、日整通常総会が開催された。
開催に先立ち、65 周年事業時に作成された動画を鑑
賞、そして日整最高栄誉賞である帰一賞の授与式へと続
き、帰一功労賞９名・帰一学術賞１名・帰一精錬賞２名
が表彰された。

６月 30 日、第 43 回日整全国柔道大会北関東ブロック
選手選考会が下野市国分寺武道館で行われた。
当会からは 20 歳代に新鋭の瀬端邦章会員（宇）、30
歳代に刈屋遵会員、倉井康雄会員、40 歳代には寺内秀
夫会員（栃）、50 歳代に小椋国吉会員が出場。
審判員には、石井士朗介護保険部長と倉持雅之事業部
長・荒井薫会員（小）が参加した。

平成30年度決算案・令和元年度会費免除者案・会費規
定（改正案）については、執行部から説明があり承認さ
れた。年会費は令和２年度より２万１千円から２万円と
なる。

選考会は年代ごとの総当たり戦で行われ、白熱した試
合の結果、下記のとおり代表選手が決定した。
昨年の選考会で涙を飲んだ小椋選手は、得意の「体落
とし」で代表の座に返り咲いた。また、監督には倉井洋

続いて、任期満了に伴う役員の選挙が執り行われたが、

治相談役が就任した。

会長・副会長はそれぞれ１名・２名の定数内の立候補者
なので、代議員の挙手により理事の選任が行われた。
ほかの理事については定数 11 ～ 16 名のところ 18 名
の立候補となり、投票による選挙が行われた。代議員の
総数は 101 人、選挙管理副委員長に４人ずつ名前を呼ば
れ、投票所へ入室し投票を行った。
投票終了後すぐに開票が行われ、途中経過も逐次会場
内でスクリーンに映し出され、特に下位の過半数に達す
るか微妙な当落上の方の票数が目まぐるしく変わり、目
が離せなくなった。
結果は、最高得票数 98 票、最下位での当選投票数は
過半数ぎりぎりの 51 票、当選者数は定数限度の 16 名が
選出された。
監事も定員２名のところ３名の立候補となり選挙と
なったが、上位２名が過半数の得票を得て当選となった。
代議員が全員集まったところで、会長・副会長の選定
が行われ、会長に工藤鉄男会員が４選し、副会長も松岡
保会員・萩原正和会員がともに４期目となった。
工藤新会長の所信表明では「この２年から３年で法改
正を行い、電子請求実現によって調査会社の入り込める
隙間を埋める」という力強い言葉があった。また「無資

監

督

倉井洋治八段 （小

山）

先鋒（20 代） 新田健治四段 （群 馬 県）
次鋒（30 代） 刈屋

遵四段 （那

須）前列中

中堅（30 代） 倉井康雄四段 （小

山）前列左

副将（40 代） 菅野真貴五段 （群 馬 県）
大将（50 代） 小椋国吉五段 （宇 都 宮）後列左
昨年の第 42 回大会では、３位となり銅メダルを獲得
したが、今年こそは初優勝し金色に輝くお土産を期待し
たい。
日整全国大会は 10 月 14 日、講道館にて行われる。

格の人間が他人の身体を触ること自体問題だ」とし、増
殖する整体業者に注文を付けた。
新役員になられた方々には、逆風吹き荒れる柔整業界
の立て直しと社会的地位の向上ために尽力していただ
き、夢のある魅力的な職業としての柔整師の確立が叶う
ような施策を望みたい。
副会長

江原義明

「不善を為す者、淘汰の時代へ 其の四」は
紙面の都合上、お休みします。
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広報部

宇都宮市災害医療救護活動に係るトリアージ研修会

（上記の気道確保・止血以外の処置は行わない）
⑷ すべての傷病者をトリアージする。

「救える命」のために

⑸判定者と記載者の二人一組で実施。
※判定者：医師・看護師・救急救命士・または資格がなく
てもトリアージの訓練を受けた者

６月 11 日、宇都宮市災害医療救護活動にかかるトリアー

※タグの記載方法：

ジの研修会が行われ、宇都宮支部災害医療救護担当の荒

・トリアージタグは手で持ったまま。

井秀幸会員と参加した。

・複写式のためボールペンなどで筆圧を強く。

今回は多くの傷病者の症 状を聞き、素早く判定する
START 法による実践的な一次トリアージの訓練であった。
START 法（Simple Triage And Rapid Treatment）とは、

・二次トリアージのために記載スペースを空ける。
⑹小児の場合、親とタグの色が違っても親と一緒にする。
⑺一人の傷病者にかかる時間は 30 秒以内で行う。
（平成 29 年１月号・Vol.292 に関連記事）

災害現場・患者集積所で少数の救助者に対して多数の傷
病者の場合に用いる、判定基準を簡素化し短時間でトリ

以上のような流れで素早く判断しトリアージをしていく。

アージをする方法である。

何度も訓練を積むことにより、素早くトリアージができ

【 トリアージカテゴリー（分類）】

るようになる有意義な研修会であった。
宇都宮支部

赤Ⅰ：最優先・要緊急治療

半田光男

生命・四肢の危機的状態、直ちに緊急治療が必要
黄Ⅱ：待機・準緊急治療
数時間処置を遅らせても生命に影響なし
緑Ⅲ：軽傷・緊急搬送不要
処置不要、歩行可能で処置後外来通院可能
黒０：治療・搬送対象外
生命兆候なし、平時でも救命不可能
※死亡ではない＝医師が死亡と確認をした場合は、死
亡診断となる。
【 原則と手順 】
⑴歩行可能かどうかの確認。
呼吸・循環・意識状態の三つのパラメータでトリアージ
を行う。
① 呼吸：呼吸回数の確認
② 循環：橈骨動脈の触知
③ 意識：簡単な指示に応じられるか

Vol.141（前号からの続き）
肩・上腕近位の診察法
❖外傷既往のない肩・上腕の診察法
２．炎症症状なし
● 神経性筋萎縮症
肩を中心として突然生じる鋭い激痛が特徴で、
それに続いて肩甲帯を中心とした弛緩性麻痺が生
じる。
原因は不明だが、予防接種後や上気道感染後に
発症した症例がある。
痛みの少ない肘屈曲位・肩内転位で保持し、拘
縮予防のため肩関節の関節可動域訓練を１日最低
10 回行うとよい。
●特発性肩関節内持続出血
原因不明の関節内に出血を繰り返す、まれな疾
患である。
50 歳以上の高齢者に発症し、高血圧症、高脂血
症を合併することが多い。症状は繰り返す出血に
よる関節腫脹と疼痛である。関節局所に熱感と疼
痛があり、軽度の可動域制限をみることもある。

⑵緊急に対する気道確保と大量出血に対する応急止血以
外の処置は行わない。
⑶トリアージをする者は治療に加わらない。

先行する外傷の有無、既往歴として血友病など
の出血性素因の有無、関節内注射の既往があった
かなどが鑑別に必要である。

学術部

舘

佳孝
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者

第184走
鎖骨骨折と同側の肩鎖関節脱臼の患者さんが、医
師の後療依頼で来院されました。
骨折と脱臼の両方を算定できますか？

治療的自我

史

持怜
部 倉

支
宇都宮

～人間力を育む～

アメリカのとある医科大学付属病院での出来事です。
Ａ医師が勤務していた泌尿器科病棟では、医師の

できます。

態度や治療法について患者の不平不満が絶えません

ただし、鎖骨骨折の骨折部分が肩鎖関節にか

でした。ところがある日、消化器病棟からやってきた

かる場所であった場合には骨折の施術に含まれます。
比較的頻度の高い、外中１／３部～中央付近での骨折で
あれば、
「関節骨折」や「脱臼骨折」ではありませんので
別部位として算定できます。
固定や温罨法・冷罨法、電気光線器具を用いた電療料
なども個別に使用しているのであれば、それぞれに算定が

Ｂ医師が担当になったとたん、患者たちの不平不満は
沈静化すると同時に、鎮痛剤を要求する患者も減り、
病棟内は平穏そのものとなりました。
一方、新たにＡ医師が担当することになった消化器
病棟では、またしても患者の不平不満やトラブルが増
え、さらに潰瘍が悪化する患者まで出てきました。
この現象を観察していたジョン・Ｇ・ワトキンス※心

可能です。

理学教授は、たとえ医学知識や経験、技術レベルが
同じでも、治療者の人格が患者に大
きな影響をおよぼすとして「治療的
医師が診察後、「固定のみ行いましたので整復は
柔道整復師が行ってください」との口頭確認と共に

自我」という言葉を使いました。
こうして「どんな治療をするのか

紹介状（同意書）を持って来院した患者さんに、医

より誰が治療するのか」という問題が明らかになった

師の指示どおり整復を行って療養費の支給申請を

わけです。どうやら医療関係者は「治療者という薬」

行ったところ、不支給となりました。

の効果を最大限に引き出すために、生涯をかけて「治

審査請求を行ったのですが、請求棄却となりまし
た。どのような解釈なのでしょうか？

療的自我」を育まなければならないようです。
（長谷川敦史※ＳＮＳより引用）
この文章を読んで、改めて人間力の大切さを感じた。

決定書を拝見したところ、医師の初診診察日に
整復料の算定はありませんが、
「固定料」の算定
があり、医師の作成した後療依頼書（同意書）の記載には

フを観察し、施術者がどんな人か、立ち姿、所作、表情、
エネルギー（情熱、想い）を無意識に感じている。

「物理・手技療法」を依頼する旨の記載があるため、整復

最近は、さまざまな治療テクニックが世界中にあり

の必要がない、もしくは整復後に固定されているとの判断

ふれているが、その手法も大切だが人間力を育むこと

があったように読み取れます。

も大切だと感じる。当たり前のことだが、人が人を治

算定上の留意事項には「医師が整復又は固定を行って
いる場合には整復料又は固定料を算定せず」とありますの
で、この部分を適応したものと考えられます。
ただし、現に整復が必要であったことをきちんと証明で
きる場合にはこの限りではないと考えますので、
①医師に整復をしていなかったことを証明してもらう。
②転位が残存していて実際に整復が必要であった状況を

療していることを忘れずに生きていきたい。
どんな手法かよりも、どんな人に治療をうけるかの
大切さ。機械とは違い、人には感情、情動があるから。
※参考文献：「治療的自己－治療を効果的に進めるた
めの医療者の心得－」著者：ジョン・Ｇ・ワトキンス
※長谷川淳史（はせがわ じゅんし）：ＴＭＳジャパン代
表。ＥＢＭに則した教育プログラム
「ＴＭＳジャパン・

説明する。

メソッド」を開発し、慢性腰痛患者や医療関係者、

など、資料を基に再審査請求を行うことが可能だと思い

企業を対象に講演などを行っている。

ますので、あきらめずに再審査請求を行ってください。
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患者は治療を受ける前から治療院の雰囲気、スタッ
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次回は小山支部です。お楽しみに。

●扼性神経障害
①腋下神経障害：上腕骨骨頭による牽引力が原因とな
る。

Vol.142
肩・上腕近位の診察法
❖外傷既往のない肩・上腕の診察法
亜急性・慢性症状を呈するものでも、「X 線画像所見
なし」と「所見あり」のものに分類し解説していく。
３．X 線画像所見なし
●胸郭出口症候群

②肩甲上神経障害：肩甲切痕部で圧迫を受けて発症す
る。
●滑膜炎（色素性絨毛結節性滑膜炎）
関節の滑膜組織が限局性または、びまん性に異常増
殖するまれな疾患。膝関節に発症する割合が高い。
●滑膜包炎（肩甲骨内上角滑液包炎）
肩甲骨内上角が僧帽筋上部に擦れて起こる炎症。
学術部

①前斜角筋症候群：前斜角筋と中斜角筋間での絞扼

直江重人

のために発症する。
②頸肋：胎生期に下位頸椎から出ている肋骨が遺残
した頸肋と胸骨・第７頸椎間で絞扼され発症する。

支 部 だ よ り

③肋鎖症候群：鎖骨と第１肋骨間で絞扼され発症す

那須支部

る。
④過外転症候群（小胸筋症候群）：小胸筋の肩甲骨

那須塩原市との連携
美知太郎新市長と懇談

烏口突起停止部での圧迫により発症する。
●軟部腫瘍
血管系・神経系の良性腫瘍・悪性腫瘍もある。

５月 23 日、那須塩原市庁舎において渡辺美知太郎
市長との懇談が行われた。
市からは渡辺市長のほか、田代正行保健福祉部長

●肩関節周囲炎
①腱板断裂：完全断裂と不全断裂があるが、完全断
裂の自然治癒はないと考えられる。

兼福祉事務所長と臼井孝行保健福祉部高齢福祉課課
長、当会からは、片岡会長、田代副会長、木野支部
長が出席した。

②腱板炎（石灰沈着性腱板炎）：40~50 歳代の女性
に多く、腱板内に沈着したリン酸カルシウム結晶
によって引き起こされる炎症。
当初ゼリー状だった石灰は、徐々に増加しながら
硬化し石膏状になる。最終的に内部から腱板表面
を破り滑液包内へ逸脱するときに激痛を発する。
③肩峰下滑液包炎：肩関節の 90°以上の屈曲運動の
反復によって上腕骨骨頭と肩峰に肩峰下滑液包が
圧迫を受けて起こる炎症。
④烏口突起炎：肩甲骨前方にある突起周辺の炎症。
鎖骨下を圧迫することで疼痛を誘発できる。
⑤上腕二頭筋長頭腱炎：上腕二頭筋長頭腱が、上腕
骨骨頭の結節間溝内で摩擦を受けて起こる炎症。

懇談は、田代副会長から「地域包括支援センター・
在宅医療介護推進室と接骨院・整骨院との連携と活
用について」ならびに現在、他市町において行われ
ている事業について説明し、それについて市からの
質問に答える形で進められた。
今回の懇談は、当会顧問の小林幹夫県議のご尽力

⑥フローズンショルダー（いわゆる五十肩）：中年

によるもので感謝に堪えないが、これを機に市との

以降の肩関節周囲組織の退行性変化を基盤として

つながりを深め、さらに良好な関係が維持できるよ

明らかな原因なしに発症する。肩関節の疼痛・運

う協力し合うことを確認できた有意義な懇談であっ

動障害を有する。

た。
通信員

古内秀直
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2019（令和元年）

※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

会員数
令和元年７月１日現在

407名

（内訳）正

406名

８月

会

員

（うち開設者）

384名

研修柔整師

４日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・岡本・小林

1名

療養費支給申請書締切日

９日㈮

20:00 理事会（支部長参加）［当会館］

学術部員の“まじめ”な
愛読書

10日㈯ 17:00 増患勉強会［当会館］
17日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事
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］
20:00 防災訓練事前研修会 ［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］

今回の学術講演会では新たな試みとして、学術部
員推薦の愛読書を持ち寄り、展示してみた。
徒手整復法や小児のケガへの対処、解剖学からス
トレッチに関する本など、さまざまな本が並んだ。
どれも柔道整復師として興味を引かれる内容の本で、
多様な知識や技能を学ぶ意欲を刺激されたように思
う。

９月

学術部では、これからも会員のスキルアップに役

１日㈰ 9:00 栃木県・真岡市総合防災訓練 ［鬼怒自然公園］
10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・滝田・鈴木強・小林

立つことを企画していく考えだ。多くの会員の学術
講演会への参加をお願いしたい。
学術部

４日㈬ 13:30 県公衆衛生学会 ［とちぎ健康の森］

大芦昌代

療養費支給申請書締切日

10日㈫

11日㈬ 20:30 とちのき10月号編集会議［当会館］小森・川野辺・菊池
13日㈮ 20:30 理事会 ［当会館］
15日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・大芦・大木
18日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・菊池・植木
19日㈭ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
日整親善ゴルフ大会 ［群馬県サンコー７２ＣＣ］

22日㈰

24日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
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］
（変更や追加などはホームページをご覧ください）

当会館お盆休み（８/15・16）のお知らせ
緊急の場合は田代総務部長 0 8 0 - 3 4 4 3 - 8 1 84
または、事 務 局 鷹 箸 0 8 0 - 3 4 4 3 - 5 1 09
までご連絡ください。

第 25 回
栃柔整チャリティーコンペのご案内
期

日

令和元年10月27日（日）

会

場

新宇都宮カントリークラブ
芳賀郡市貝町大谷津1180
☎0285-68-0811

20 組

日整および関東ブロックゴルフ大会の選手選考
会を兼ねております。
案内はとちのき８月号に同封いたします。
ご友人や患者さんもお誘い合わせの上、お申込
みをお待ちしております。

編 集 後 記
塩谷支部

舩橋 仁和

難しい話に耐える生欠伸
無二の友だから土足で踏み込めず
プライドが独りよがりを気づかせず

どうしても東京 2020 オリンピックを観戦したくて、競
技種目を吟味し、細かな日程調整に相当な時間をかけて、
家族で総数 30 枚ほどのチケットの抽選を申し込んだ。大
きな期待を胸にメールを待ったが、見事に全滅。当選した
ら観戦日記を投稿するつもりでいたのに…。
次の「セカンドチャンス」に期待を込めたい！テレビ観
戦日記とならないように。
ｈｉｄｅ

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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