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栃木県柔道整復師会

美しき山の神に魅せられて
― 医師と意思疎通 ―
７月 31 日、令和最初の男体山登拝祭が行われ、約
１千人が霊峰の頂きを目指した。

わる頃には雨があがり、
山頂からの素晴らしい

私は登拝祭救護活動に参加して今回で４度目となり、
そして３度目の山頂班だ。

景色と夕陽を眺めなが
ら食事を済ませ、翌日

天気は曇り、予報では 15 時から 21 時まで雨という状
況の中、13 時、二荒山神社社務所に日赤救護奉仕団の
方々と集合した。

の山開きに備えて休息
をとった。
８月１日午前０時に開門となり、登山家らが山頂へ向

救護所の医師、看護師とあいさつを交わしたあと、柔
整師の役割である外傷の処置について説明をした。
栃木県柔道整復師会救護班メンバー

けスタートした。
午前１時、山頂の救護所を開設し、各合目の傷病者な
どの連絡を無線で取り合いながら待機した。２時を過ぎ

頂

刈屋

翼（宇都宮）

ると続々と登頂した登山者が増え、山頂は賑やかになっ

７合目

鈴木

強（栃

木）

た。

４合目

大下元司（塩

谷）

前日の悪天候の影響はなく、幸いにも足関節の捻挫が

社務所

舘

山）

１人で、そのほか擦過傷、低体温が数人いたが、大事に

山

佳孝（小

至るような傷病者はおらず、奉仕団も全員ケガなく、救
14 時、いざ４合目へ出発。すると予報よりも早く、
突然の強雨となった。
雨の中を進み、４合目に救護所を設置し、さらに７合
目の救護所設置場所へ向かう。７合目で作業をしている
と次第に雨は収まりはじめた。
15 時、山頂へ向けて出発したが、先ほどの雨で登山

護活動も無事に終えることができた。
昨年とは違い、今年は医師が山頂班に増員され、私た
ちの業務内容などの話もでき、とても充実した登拝祭
だった。
今後もこの登拝祭
救 護 活 動 に 協 力 し、

道の足場は悪く、20kg 近い荷物に再び降り出す雨が体

当会救護班の活動を

力を消耗させた。しかし、

通して、柔道整復師

疲れを忘れるほど山頂班

の役割を医師やその

の医師や看護師との会話

他の医療従事者、そ

が弾み、16 時半には山頂

して一般の方にも理解してもらいたい。

へ到着した。
山頂救護所の設営が終
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医療連携、一人ぼっちの柔整師
【７月 28 日】第 11 回帝京大学・
（公社）栃木県柔道整復師会ジョイントシンポジウム
2008 年に宇都宮キャンパスに柔整科が設置されて
12 年が経つ。この間、多くの優秀な柔整師を輩出し、

るだろう。
古川先生は「専門である整復・固定に関しては治療

さぞ医療現場での活躍を想像していたが、現実はそう

方針を医師にプレゼンできるほど、そしてリハに関し

ともいえなかったようだ。

ても PT や他職種と互角にわたり合える知識が必要だ」
とも述べている。
このままでは、医療業界の中で「他職種」ではなく「異
職種」と思われかねない。伝統ある素晴らしい技術と
「共通言語」を兼備した柔整師が、優秀な医療人の一
人であると認めてもらうことは、柔整師を業界外に広
く認知してもらうことにもつながる。
片岡会長は「私見だが、『匠の技』の開拓を考えて

『～柔道整復 100 周年～「柔道整復を考える」』をテー

いる。県内の素晴らしい技術を掘り起こし、それを共

マに行われた講演では、卒業生、大学教員、柔整師（片

有することでレベルアップを図りたい。ひいてはそれ

岡会長）、医師（須田当会付設診療所長）の４人がそ

が必要とされる柔整師になっていく」と述べたが、医

れぞれの立場から発表をしたが、中でも卒後３年で、

療機関で信頼され、活躍できる技術の習得といった面

埼玉県内の整形外科に勤務する古川洋太郎先生の話は

ではタイムリーな意見であった。

興味深いものだった。
院内での役割は「リハ７割、整復・固定３割」で整
復も医師の補助であるそうだ。経験年数が浅いのでそ
れは仕方ないとして、問題なのは他に勤務する PT・
OT・看護師との「共通言語」に乏しく、連携に苦労し
たという点だ。

教育を学生のため、ひいては業界のために期待したい。
せんせい

泣きつける医師を確保
招待講演として当会付設診療所長の須田利樹先生によ
る「骨折の治療（安全な治療を目指して）」が講演された。

そのほか病院に勤務する卒業生へのアンケートの結

この中では特に「自分の診断治療の客観的評価が重

果でも「病態の把握と評価、特にリハ分野での評価が

要」とした。客観的に自分の治療を見る目が大切なこ

できない」「医師のカルテの読み取りとそれをベース

とで「その評価ができている分には失敗は少ない」と

にしたやり取りができない」などの回答があった。

した上で「それでも誤診は起きる」とも。重い言葉だ…。

一方で教員の立場から、柔整師でもある櫻井庄二教

しかし、「あとは泣きつける医師を確保すること」

授は「学生に柔整師の技術と知識、社会への貢献度を

と述べた。その言葉に助けられた。いざという時、わ

伝え、人の役に立ちたいと思わせ、医療人としての自

れわれには付設診療所の医師がいる。堂々と泣きつこ

覚と強い志を持った人材を育成することがわれわれの

うではないか。

使命」と述べたが、具体性に欠け、先の発表とギャッ
プがあることは否めない。

当会員からは高橋秀典会員（鹿沼・学術部）が昨年
９月の公衆衛生学会でも発表した「寒期に発症した腰

非常に大切で柔整教育の根幹ではあるが、学生の卒

痛患者の調査」を、また倉井康雄会員（小山）が「肘

後の苦労を考えると、それ以外にも早急に教えていく

部管症候群の症例」として保存療法と観血療法の二つ

べきことがありそうだ。

のケースの症例報告をした。

田代副会長が３月に行った「柔整業界説明会」でも、

臨床経験に乏しい学生には「ピンとこない」かもし

将来独立開業を目指す学生はわずか２～３人で、多く

れないが、将来臨床の現場に立ったとき「そういえば」

は医療機関への勤務を希望している。そうなるとやは

と思い起こしてくれたらと思う。

り他職種との連携に対応するべき教育は今後必要とな
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養成校の中でも最高学府である帝京大にしかできない
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小野塚和史

第35回関東ブロック
チャリティーゴルフコンペ

惜しくも準優勝！
連覇ならず

最後に主管の（公社）神奈川県柔整師会ならびに各
県柔整師会の皆様には大変お世話になりました。
当会選手成績上位者
順位

氏名

前半

後半

合計

HC

NET

２位

秋山利明

43

41

84

13.2

70.8

10 位

榊原賢治

41

41

82

9.6

72.4

11 位

熊倉

靖

38

43

81

8.4

72.6

19 位

小森照久

49

44

93

19.2

73.8

７月 21 日、高崎市「サンコー 72CC」にて日整関東ブ

22 位

荒井秀幸

50

47

97

22.8

74.2

ロック会ゴルフ大会が行われ、関係者を含めた総勢 108

35 位

増山

剛

49

48

97

21.6

75.4

人が参加しました。

44 位

小椋国吉

42

40

82

6.0

76.0

芳賀支部

本県からは、12 人の精鋭が参戦。普段どおりの実力

増山

剛

を発揮しました。一部では？？の争奪戦も楽しく進めら
れたようです。
今年は近県であることから現地集合となり、前夜祭に
は会長を含む有志数人が参加し他県会員との交流を深め
ながら楽しいひと時を過ごしました。
サンコー 72CC は広大で距離もありフラットホールが
多く、飛ばし屋にはもってこいのコースです。出場者は
「怪物」が多く、非力の私には難コースでした。

那須塩原市のみ

こども医療費助成申請書の
記入について

７月も下旬になったというのに梅雨明けせず、雨こそ

保険診療証明書欄の療養費金額記載について、

降らないものの曇り空。しかし、プレーをするにはそれ

那須塩原市では書損の場合、訂正印を使っても訂

ほど暑くもなく絶好のコンディションでした。例年であ

正は認められませんので、新たに作成することにな

れば炎天下の中、気力を振り絞ってのプレーとなってい

ります。

たはずでが、今年はほとんどの会員が体力的に余裕残し
のプレーとなったようです。しかし、そんな中でも私の
スコアはご覧のとおりです。（右段順位表参照）
プレー終了後は、コンペルームにてパーティーと表彰
式が行われ、会員同士でプレーを振り返り、大声で笑っ
たり他人のプレーを冷やかしたり、会場全体が大いに盛
り上がっていました。
金額欄の訂正は認められないので
書損の場合は新たに作成して提出
してください。

成績は日整大会を含め団体戦４連覇がかかっていた栃
木県でしたが、わずかに及ばず準優勝でした。
個人では、秋山利明会員（芳賀）が準優勝に輝き、レ
イコップと賞金をいただいたようです。
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いる姿…。

第２回ツーリング

ひんにょうライダー、
北茨城を行く
秋も深まる昨年 11 月の日曜日、「寒くなる前に走りに
行きましょう」と、朝８時に「道の駅きつれがわ」に集合。

ここは、なかなか素晴らしいところでした。ご夫婦や
ご家族にもオススメです。夏ならホテルのプライベート
ビーチもありますよ。
その後、日立の勝手丼（海鮮ものを好きなように丼ぶ
りに取る）を食しに南下します。
おなかも満たされ、帰り道は R293 号を疾走。トイレ

到着すると、すでに那須支部の先山会員が缶コーヒー

の近いオジサンライダーは「道の駅みわ」にて休憩。ま

を片手に到着済み。自分に続き、塩谷支部の舩山会員、

た、高速を利用しない前提だったためオフ車もいて、
「お

鹿沼支部の斎藤・田中会員と続き、みんな「趣味のこと

しり痛」に負けて休憩多めです。（オフ車＝オフロード

なら時間厳守」のようです。

バイク）

まずはお約束、みんなで互いのバイク談義。それから

休憩中、「昔は俺も乗ってたおじさんグループ」に囲

本日のコースを確認して「北茨城でアンコウ食べよう

まれ、「これナンシーシー ?」「昔のバイクは〇〇」と話

ツーリング」と命名…果たして？。

しかけられ、適当に相手をしながらみんなで談笑。

さて、出発！あれれ？斎藤会員のナンバーが見えない。
どうやら道中、砂利道を走行中に内側に折れ曲がったと
のこと。

その後、「道の駅ばとう」にて最後の休憩をとり、流
れ解散となりました。
天気にも恵まれ、日中は暖かく楽しい一日でした。ま

しかし、そこは同好会きってのメカニック、斎藤会員

た、ツーリングは「無事家に帰り着くまでがツーリング」

が自らメンテナンス。舩山会員から結束バンドを頂戴し、

です。それをモットーに活動している同好会です。興味

田中会員のハサミを使い修復…さすが！（なんでハサミ

ある方はぜひご参加ください。お待ちしています。
栃柔整ツーリング同好会

持ってるのだ？）

広報部

藤田好美

あらためて出発！
馬頭から R461 号を走り「道の駅奥久慈だいご」でト

令和元年秋の交通安全
県民総ぐるみ運動

イレ休憩。この時点でまだ 10 時、食事するには早い到
着になりそうだ。お店の開店は 11 時、加えて時期的に
アンコウも少し早いようで、結局別のところで食事とい
うことで決定。臨機応変に変わるのもツーリングの面白
味。
定番の袋田の滝はスルーし、花貫ダム方面から日立北
へ。
「鵜の岬温泉」のある景勝地を武骨な男たちが散策。
想像してみてください、Rider’s Jacket を着込んだガタ
イのいい男たちが、ロマンティクな景観の中を散歩して

１．運動の目的
本運動は県民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図
り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
慣付け、交通事故防止の徹底を図ることを目的としま
す。
２．運動の期間
令和元年９月21日（土）～ 30日（月）までの10日間
交通事故ゼロを目指す日

９月30日（月）

３．運動の重点
①子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の
交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止
③すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
本運動にあたっては現下の厳しい交通情勢を正しく
理解・認識され、交通事故の防止に寄与するよう効果
的な実施に努めるようお願いいたします。
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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

其の四

協定と個人契約（とちのき318号Ｐ２参照）
こども医療費助成申請書や重度心身障が

昭和 63 年、保険取扱いの「個人契約」が認められた。
それまでの、日整会員柔整師の請求を一括して会長委任
で行う「団体協定」に対して、日整以外の柔整師が個人
で受領委任できる仕組みである。

い者医療費助成申請書などの署名につい
て、本人以外の署名で印鑑がない場合に、拇印では
認められないのでしょうか？
原則として印鑑が必要です。

それを、その個人以外の者に委任したり、複数の柔整

拇印を認めるかどうかは、助成を行う県・市・町

師の請求を取りまとめる「団体」としての扱いは、個人

の判断となりますが、行政側の規定では多くの場合「本人

契約の中では本来許されていない。
では、請求事務代行業者（以下、代行業者）が公益社
団と同様に、「団体」であるかのように誤認識されてい

の直筆署名以外の場合、押印を要する」と決められている
場合がほとんどのようです。
柔道整復療養費支給申請書の場合には、患者本人以外

るのはなぜなのか？
それには保険者の経済的理由が大きく関係している。

が署名を行った場合には拇印でも認めるとの取り決めが

公益社団の「団体協定」は、会長委任によって会員の

ありますので、本人の拇印でもかまいませんが、その他の

請求と支払いが一つにまとめられている。しかし、個人

助成金申請書等においては、患者本人以外の親権者や助

契約の場合は個人の柔整師が単独で受領委任を使用する

成金申請者本人が署名した場合であっても印鑑を押しても

ため、保険者は個々の柔整師に別々に支払うことにな

らってください。

り、それを処理するために莫大な手数料を支払うことに

今後、行政側と協議し、本人が署名できない場合には本
人の拇印でも認めていただけるよう申し入れていく予定で

なる。
そのため個人契約者の代行業者が、あたかも団体協定

います。

を結ぶ公益社団法人であるかのように、まとめて処理を

労災や自賠責の場合、健康保険の近接部

することで手数料を浮かせているのである。代行業者は、
それにより契約者から手数料を徴収しやすくなる。
4

4

代行業者は、個人契約者の請求事務を代行する企業で

位の算定とは異なる場合があると聞きまし
た、教えてください。

あって、受領の会長委任の権利を保険者と締結している

労災の場合には、指の捻挫・打撲であれば左右

わけではないし、そもそも「団体」ですらない。個人契

別々に４指まで施術料・温罨法料・電療料を算定

約の中で許されていないことを、保険者と代行業者双方

できます（５指であっても４指分まで、また足趾は１足単位

の利益のために実現させているにすぎない。

での算定）。また、合理的な理由がある場合「頸部・背部・

「受領委任」は、協定により当時の「社団法人柔道整
復師会」に認められた権利であった。そのことを忘れて
「同じ柔道整復師だから」という理由で、「平等の権利」
4

という勝手な解釈にすり替えられ、受領委任自体が、初
4

4

4

腰部」のような、健康保険では近接とされる部位への施術
費用の請求が認められる場合があります。
具体的には、負傷部位の位置関係が明確であることや、
医療機関などにおいて別々の負傷として診断されている場

めから柔道整復師という「資格」に認められている権利

合、あるいは単一の施術では無理があるため、別部位とす

であるかのような主張を繰り返している。

る必要があったことなどを施術録に記載しておき、疑義が

そして、単に柔道整復師というだけの存在で公益活動
をすることもなく、問題を混同したまま多くの弊害を放

あった場合には明確な回答ができるようにしておいてくだ
さい。
ただし、上記のような例であってもすべての近接部位が

置し続けてしまっている。
今こそ、「患者利益」を置き去りにして「保険者や代

一律に認められているものではなく、個別の事案によって合

行業者の利益」を優先させてしまっているルール違反に

理的に別算定とすることが適当と認められるケースにおい

ついて、原点に立ち返って見直す必要がある。

て適応されますので注意してください。自賠責などにおいて

参考：都柔整広報誌 Compass
広報部

も認められる場合がありますが、別々に施術を行わなけれ
ばならない理由をきちんと説明できるようお願いします。
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制限を伴う。Ｘ線所見では変化した細胞が軟骨の塊を
生成し、関節内に脱落して遊離体になり痛みと腫れを
引き起こす。治療は手術による滑膜切除が行われる。

Vol.143
肩・上腕近位の診察法
４．Ｘ線画像所見あり
（１）関節変化を来すもの
●変形性関節症（肩関節・肩鎖関節・胸鎖関節）
Ｘ線検査にて関節裂隙の狭小化・骨棘・骨硬化像

（２）骨変化を来すもの
●上腕骨頭壊死
アルコール多飲者やステロイド使用者に好発。その
他、潜函病・慢性膵炎・肝がん患者にも発生する。上
腕骨頭の圧痛・運動制限を認め、Ｘ線検査にて確認で
きる。治療は主に人工関節置換術が行われる。

を示す。肩関節の運動痛・運動時の雑音などを認め
る。保存療法では理学療法・ＮＳＡＩＤｓの内服・
ヒアルロン酸の関節注射などが行われる。

●骨腫瘍
良性腫瘍と悪性腫瘍に分かれる。悪性腫瘍では骨肉
腫・軟骨肉腫・骨繊維肉腫などがあげられる。

●結核性肩関節炎
結核菌が血液を介して関節に流れ込み感染を起こ
す。関節の腫脹・疼痛を起こすが、発赤や熱感はあ

骨腫瘍の主な症状は痛みや腫脹を呈することが多
い。その他、病的骨折なども発生することがある。
①骨肉腫

まりみられない。関節包の肥厚により硬いしこりを

原発性悪性腫瘍の約１/ ３を占める。発症年齢の

触れることもある。進行すると、瘻孔形成や関節強

ピークは 15 ～ 19 歳、次いで 10 ～ 14 歳。好発部位

直を起こす。治療は薬物療法・局所の安静。手術が

は膝関節周囲の脛骨上部や大腿骨下部、上腕骨近位

行われることもある。

などで長管骨の骨幹端部の発症が多い。１か月～数
か月持続する腫脹や疼痛は特に注意。転位のない四

●神経病性関節症
糖尿病・脳卒中・脊髄空洞症・梅毒などが原因と
なる。知覚障害による軽微な関節損傷や微小骨折を

肢に発生したものでは５年生存率は 70％程度。現
在は患肢温存率も上昇している。
②軟骨肉腫

繰り返す。肩関節の腫脹・不安定感・血性関節液の

腫瘍性の軟骨形成をする悪性腫瘍。骨肉腫に次い

貯留がみられる。Ｘ線所見では骨破壊と骨吸収像が

で多い。後発年齢は 30 ～ 50 代。好発部位は骨盤・

認められ骨増殖変化は少ない。

大腿骨・上腕骨に好発。骨肉腫に比べてゆっくりと
進行するため、自覚症状に乏しく発見が遅れること

●肩関節不安定症
習慣性肩関節脱臼・亜脱臼、ルーズショルダーな
どがあげられる。

がある。治療は手術が主となる。抗がん剤や放射線
療法は効果が乏しい。
③骨繊維肉腫
成人にみられる骨形成を伴わない悪性線維性腫

●慢性関節リウマチ
多関節の炎症性疼痛・関節破壊による変形を来す。
臨床所見や画像検査のほか、血液検査によるリウマ

瘍。発生数は少なく、骨肉腫の４％程度。大腿骨・
脛骨・腓骨などの長管骨に好発。他、骨盤や肩甲骨
などの扁平骨にも発症あり。予後は比較的良好。
学術部

チ因子（ＲＦ）・抗ＣＣＰ抗体・ＭＭＰ３などの数
値にて判定。
薬物療法（ステロイドやメトトレキサート、生物
学的製剤）などによる治療が行われる。

岡本博志

保険部からのお願い
先にお知らせしました「不適切と思われる患者調
査などの文書」等に関し、厚生労働省あて随時送付

●滑膜軟骨腫症
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していますが、さらに多くの資料を必要としていま

関節の滑膜細胞が、軟骨を生成する細胞に変化す

す。重複する資料であっても構いませんので、不適

る疾患。20 歳前後の男子に好発。初期は運動時の疼

切な事案があれば資料のコピーなどを保険部あてに

痛、倦怠感などだが、長期の経過で漸次悪化し運動

ご提供願います。
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釣りには意外とシステマチックな思考が必要で、

下永人

部 木

山支
者 小
走
5
8
第1

多様な条件・要因からその日の正解に近いものを推
測し、試し、経過と結果から再考察する。その試行
錯誤を仲間と共有し、その日のベストな答えを探す
のが醍醐味であり、その成果が出たときの充実感
は、痛みの元凶を探る私たちの仕事にどこか相通ず

ＯＮ ⇔ ＯＦＦ

るものを感じる。

某川上流、気心知れた仲間と共に渓流釣りに来

夕方までメシもそこそこにひ
たすら釣りに没頭する日もあ

た。
夜明け前の清々しい空気、川のせせらぎや遠くか

るが、OFFの究極の癒しタイム

ら響く鳥や動物たちの鳴き声、陽に照らされていく

は、ゆったりと釣りをしたあと

渓相、そして美しい渓魚との出逢いは、疲労したと

仲間と焚き火を囲み、釣った魚

きの私には何よりの｢癒し｣で

を食べながら四方山話に花を咲

ある。

かせるひととき。カップ麺ですらご馳走に変わる魔

仕事や家庭を含めた日常を
ONとし、その柵を放り出し、

法の時間であり、すべての疲労がリセットされる瞬
間である。

ひたすら自分が楽しめる時間

日常に忙殺され、疲れた顔で仕事をするのは、す

をOFFとするなら、最近の私に

べてにおいてマイナスでしかない。充実したOFFを

とってその至高のOFFは、渓流

過ごすことが、より良い日常のONをもたらしてく
れるのだ。私のセルフコントロールの術としても、

釣りである。
釣場はスマホの電波も入らず携行品も少ない、ア
ウトドアならではの不便さも意外に楽しく、それが
知恵を生み、工夫につながる。その面白さを共有で

この時間を大切にしている。
この日、満足な釣果で至高のOFFを過ごし、また
明日から頑張れる活力を得た。
余韻に浸りながらの帰り道、ようやく圏内になっ

きる仲間がいれば楽しさ倍増である。
釣場への道中、仲間との話題は互いの近況報告メ
インであるが、不思議なことにひとたびフィールド
に出るとそれは釣り一色にシフトしている。完全な

たスマホにLINEが入る。
「帰りに○○買ってきてー」･･･ONに切り替わる
瞬間だ。
次回は芳賀支部です。お楽しみに。

るOFFに切り替わる瞬間だ。

オシャレ

清 潔は足元から
皆さんは普段、院内でどのようなものを履いていま
すか？

床は汚れていません
か？ゴミ・ホコリは落

定番のドクターサンダル、動きやすさを考えてス

ちていませんか？院内

ニーカータイプ、流行りのクロックスなんてのもあり

履きは破損していませ

ます。僕が修行中の頃は、整復動作で足を使うため「素

んか？靴下は破けてい

足にサンダルの直履き」なんていう師匠もいました。

ませんか？

用途に合わせて何を履いてもけっこうだと思います

院内の不潔な印象によって、患者さんの通院意欲は

が、ポイントは、うつ伏せで電療施術を受けている

削がれます。施術者本人の身だしなみはもちろんです

患者さんは私たちの足元を見ているということです。

が、患者さんが目にする足元にも気を使って、清潔感

座って電療を受けている方もほとんどが視線を落とし

のある院内にしましょうね。

ています。

不識院後光守
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2019（令和元年）

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

会員数
令和元年８月１日現在
405名

９月

施術所数

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］須田医師・滝田・鈴木強・小林
４日㈬ 13:30 県公衆衛生学会 ［とちぎ健康の森］
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］

384件

会員の異動状況報告
・宇柔整219 関
〒321-0168

直輝

せき接骨院

宇都宮市東原町23-９

☎028-612-3773

令和元年７月31日

退会

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

塩谷支部

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］

舩橋 仁和

平坦な道ほど潜む落とし穴
一日の愚痴を吐き出す終い風呂
押し売りをインターホンが追い払い

10月

６日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・髙橋・小林
10日㈭

療養費支給申請書締切日

14日㈪

日整全国少年柔道・形競技・全国柔道大会［講道館］

編 集 後 記

15日㈫ 20:30 理事会 ［当会館］
16日㈬ 20:30 とちのき11月号編集会議［当会館］小森・植木・加藤

私のドライブ BGM は「昭和歌謡」。

18日㈮ 20:30

予備点検［当会館］理事・監事・支部長

20日㈰ 9:40

第85回学術講演会 ［帝京大学］

昔は暑くても扇風機…。

23日㈬ 10:00

協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

あれっ？いま「昔は」と口ずさんだ？歳をとったという

14:00 労災審査 ［当会館］
20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・加藤・古内
25日㈮ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
27日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・滝田・舘・大木
第25回栃柔整チャリティゴルフ大会［新宇都宮CC］

今の子たちに比べたら、俺たちの頃は…。

ことか？
いやいや、「まだまだ若者のつもりで前を向いて歩いて
行こう！」と自分に言い聞かせる。
そうそう、ニューズウィークに 2100 年の人類の姿が３
D で掲載されていた。首が太く前かがみで目が大きく頭蓋
骨が肥厚する。それでいて脳は小さくなると。科学的根拠

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

に基づいているというが不気味だ。
フジッコ

L I N E タイ ム ラ イ ン 発 信 中 ！
萌えキャラ“ほねこ先生”が接骨・整骨院のかかり方や健康通信など明日から使える情報を県民
の皆様に発信しています。より多くの方々に接骨・整骨院の魅力を紹介できるよう、会員の皆さ
んをはじめご家族ご友人などに「いいね」のご協力をお願いします。

ご登録はこちら↑

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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