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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

令和元年 10 月 1 日発行

災害は もぉ か んべんして！

【9 月 1 日】栃木県・真岡市総合防災訓練に参加して
令和になって初めての防災の日に、真岡市鬼怒自然

始まり、自衛隊、消防・警察車両、そのほかの特殊車両、

公園にて「栃木県・真岡市総合防災訓練」が開催され、

防災ヘリ、防災ドローンなどが一堂に会し、被災状況の

行政や医療、ライフラインなどの関係機関や企業を合わ

確認・伝達・被災者の救出・救助訓練が迅速に進められた。

せて約 110 団体、1,400 人が参加し、官民一体となった
大掛かりな訓練が展開された。
当会からは日赤栃木県支部接骨・整骨災害救護奉仕団
として、片岡会長はじめ役員と芳賀支部の会員、総勢
23 人が参加した。

災害発生！
さあ、人助け…私は会長に助けられ
「令和１年９月１日、午前８時 59 分ごろ、栃木県南東
部に直下型地震が発生。この地震により真岡市では震度
７を観測。土砂崩れや家屋の倒壊など、かなりの被害が

いよいよ私たちの出番となり、DMAT のトリアージ、
指示により傷病者の応急処置が始まった。

発生している模様。また、道路・通信・ガスおよび水道

事前の打ち合わせと違う症状や部位を指示されたこと

などの公共施設、ライフラインにも甚大な被害が発生し

もあったが、臨機応変に対応し手際よくこなしていく会

ている…」という状況を想定し、訓練が開始された。

員たちの姿を見て、柔道大会や山岳マラソンの救護など
で培った経験が活かされていることを実感した。
訓練の様子は、本部テントより会場のどこで何が行わ
れているのか実況放送されていた。そして当会員奉仕団
（柔道整復師）が骨折・傷病の救護にあたっていること
を４回も放送していたそうだが、広報部員ともあろう私
は聞き逃し、片岡会長からそっと教えてもらうという始
末だった。

お楽しみ…豚汁、体験、骨密度測定
写真左：骨密度測定に訪れた県保健福祉部森沢部長

自衛隊の偵察ヘリが上空から災害現場を確認し、地上
に報告、災害対策本部が指揮系統を統括するところから
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災害用備蓄食料品や災害対策自販機の展示などがあり、
多くの来場者が興味をもって体験していた。
自衛隊や日赤による炊き出しもあり、試食に回って
いた会員の話によると、自衛隊の豚汁が一番おいしかっ
たらしく、順番待ちの列も一番長かったようだ。
当会も奉仕団活動の一環として、恒例の骨密度測定
と健康相談を行ったが、他団体の方や一般の方も健康
に関心が深く、会員の説明に耳を傾けていた。

参加する会員のお役に立てばと思う。
まず集合時間については７時 30 分集合で、その 40
分前に駐車場入りしたが、かなりの参加者がすでに現
地入りしていた。混雑を避け遅刻しないためにも、よ
り早めの現地入りをお勧めする。
テントは一張り分が用意されているが、骨密度測定
のスペースが多くを占めるので、荷物を置く場所がと
ても少ない。綿貫監事の提案でビニール紐を利用して、
宇都宮ケーブルテレビの取材を受ける半田経理部長

テントの枠に荷物を吊るして何とかスペースを確保し

現在の災害は、阪神淡路大震災や東日本大震災のよ

た が、 枠 に 掛 け る た め の

うに大規模かつ複雑化して発生しており、消防や医療・

フックやブルーシートが

警察ならびに自衛隊が一体となり、情報を共有して広

あると便利かなと思った。

域で活動を行わなければならない。
いかに災害に対する備えがなされているかが非常に

次にトイレを確認しに
行 っ た が、 模 擬 災 害 現 場

重要で、こうした市町行政と一体となった総合防災訓

は基本的に簡易トイレだ。

練が必要不可欠であり、今後も私たちはその一翼を担

洋式トイレはほとんどな

う必須な団体として活動したい。

かった。
総合防災訓練は災害復

さすが、綿貫監事！冴えわたり光る×××
ここからは、私の目線で見た体験記というか、備忘
録代わりのレポートだが、これからの総合防災訓練に
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旧のための流れが、まるでライブ会場のように各所で
行われているので、時間があれば会場を見学しておく
と災害時に迅速に動けるシミュレーションになる。
広報部

植木大輔

聞かなきゃ損、そん！
ためになるお話。

第57回栃木県公衆衛生学会

お待ちかね、第 85 回学術講演会が開催されます。
日
会

時
場

９月４日、とちぎ健康の森にて第 57 回栃木県公衆衛

令和元年 10 月 20 日（日）

生学会が開催された。当会からは鈴木強会員 ( 栃 ) が「暖

午前９時 30 分開会

期における腰痛患者の調査」と題して発表を行った。第

帝京大学地域経済学科棟大講義室

４会場トップでの発表で、とても緊張感のある中での登

・・・・・・・・・・ 第１部 ・・・・・・・・・・
「交通事故における法律基礎と対応 Q&A」
今泉法律事務所

壇であったが、発表の８分間はとてもスムーズに進行し
た。

弁護士

伊藤

一先生

発表後の質疑応答では座長

弁護士

伊藤幹哲先生

から「腰痛といえば内部疾患

まさのり

交通事故の患者さんが来院したときに最初にすべ

からくる腰痛もあると思われ

きことや、よくあるトラブルとその対処法など、わ

るが、資料をみると見当たら

からないことがあったらどんどん質問してください。

な い が、 腰 痛 の 定 義 は ど の

当会顧問弁護士の伊藤先生親子が優しく教えてくれ

ようなものになっているの

ます。

か？」「既往歴の内訳に椎間

質問のある方は、事前に事務局までメール・電話

板ヘルニアなどの診断名が記載されているが、こちらは

などでご連絡ください。

医療機関での情報であるのか？」といった２点の質問が

・・・・・・・・・・ 第２部 ・・・・・・・・・・

あった。

「関節疾患の治療～股関節温存手術から人工関節置換術～」
獨協医科大学 整形外科学教室

のある運動器の損傷としての腰痛」である。今回の資料

医局長

富沢一生

通常、私たち柔道整復師が取り扱う腰痛は「発症原因

先生

もその内容に伴って作成されたものであった。しかし、

股関節、膝関節には、とも

今回の質問を考えると、私たちが取り扱う腰痛の説明の

に変形性関節症および関節リ

一文が不足していたため、腰痛の定義が分かりにくかっ

ウマチが代表的な疾患として

たのではないかと思われた。論文作成の難しさを実感し

あげられますが、そのほかに

た。

股関節では、アルコールやス

また、それと同時に柔道整復師の業務内容が、多くの

テロイドの過剰摂取などで起

方に理解されていないように感じた時間であった。今後、

こる大腿骨頭壊死症もみられ

多くの方に整骨院・接骨院の業務が理解されるよう、学

ます。いずれも症状が進行すると、人工関節の適応

術部として微力ながら協力していきたい。
午前中に行われた第 59 回栃木県公衆衛生大会では当

となります。
最近、接骨院・整骨院に来院する患者の中にも、
これらの手術を受けられた方が多くみられますが、

会から知事表彰７人、大会長表彰６人の会員が表彰を受
けた。

股関節・膝関節の痛みを訴えて来院する患者に対し
「どこまでが保存療法の範囲なのか？」「どのタイミ
ングで専門医に紹介したらよいのか？」を知るため
に、ぜひ富沢先生の講演をお聞きください。
先生は、私たちからの紹介、診察依頼に対しても
迅速丁寧に対処してくれます。
なお、ご自分の施術所に通院されている患者さん
で、股関節・膝関節の手術が必要とされていても迷っ
ている方がいましたら、患者さんご自身が講演会に
出席され、直接富沢先生に質問することも可能です。
患者さんをお誘いあわせの上、ご出席ください。
学術部

学術部

舘

佳孝
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増患勉

強会

特

Tommy の不思議な治療室

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

其の伍

無資格者と広告

これまで「整体」や「カイロ」といった無資格者の広
世の中には不思議なことがあるものだ。８月 10 日、
当会館において増患勉強会の一環として、副会長の田代

いため、罰則どころか取り締まりさえ実施できないのが

富夫先生による JRC 療法のセミナーが行われた。

現状であった。

今回は、いかにして仙腸関節の動きを改善するかを目

医療関係の広告は健康被害を

的に、頭蓋骨の調整をすることで改善を図るテクニック

想定しているため、他の業種に

を紹介してくれた。

比べかなり厳しい規制がある。

「アタマ触ってケツが緩む？ほんまかいな」と正直な
ところ半信半疑であったが、まあ驚いた。

ところが無資格者には何も制限
がないから「何を広告してもか

最初にモデルとなった会員は、施術前には腰が反れな
い、右股関節が開かないといった状態だったが、田代先

まわない」というわけだ。医師法に違反しているものは
当然ダメだが、これは明らかにおかしい。

生が仰向けになった会員の横顔を押さえ、後頭部に手を

しかし、私たちが無資格者への対応強化の声を挙げて

差し入れて何やら手を動かし施術すること数回。すると

も、現行法での指導権限と人員不足の現状により対応強

不思議なことに、股関節が開き、腰が反れるではないか。

化を拒む行政の姿がある。

さらにもう一人の会員は、長年左股関節が開かず、あ

さらに、インターネット上の宣伝行為はいわゆる「広

ぐらがかけなかったが、その場でかけるようになり「こ

告」に当たらないという見解が主流であったが、最近に

れで居酒屋に行ける」と喜んでいた。

なってネット広告取り締まりの必要性が求められ、医科

ほかのテクニック

広告について見直す「広告ガイドライン」が作られ、
「医

も、時間ぎりぎりま

療機関ネットパトロール」が稼働を開始している。

で教えてくれたが、

また、広告のあり方を検討するための「あん摩マッサー

このような素晴らし

ジ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に

い治療技術を無料で

関する検討会」（以下広告検討会）が厚労省に設置され、

教えちゃってもいい

すでに４回の会議が開催されている。

のか？まさか、得意

施術所の中で「整体」行為を行い、自費施術なら対象

な歌の CD やタオル

を拡大してもかまわないと考え、柔整師では扱えない施

などのグッズ販売で

術を行うものや、逆に「整体」の看板を掲げているが柔

もあるのでは？などと考えていると「こういったことを

整師を雇って保険請求をするなど、巧妙に「無資格者な

整骨院に行けばやってもらえるとわかれば、整骨院の認

ら何の規制も受けない」＝自由に広告できることを悪用

知度や需要が増すでしょう」と神のような言葉が返って

する施術所が存在するらしい。

きた。

無資格者のあまりにも勝手な行為は、地域住民の安全

これだな。この神対応。田代先生が多くの患者を獲得

を第一に考えるのであれば、一刻も早く規制を作り「行

できているのは、治療技術だけにあらず。その人柄とそ

政指導」ではなく「行政処分」にすべきとの指摘もある。

れに裏打ちされた「素敵な笑顔」にあるのだと看破した。

厚労省など行政の対応を見る限り、広告検討会の結果

まるで狐につままれたような勉強会であったが、これ

と実行および強制力はいまだ不明瞭の部分が大きい。柔

ならば何度つままれても

整自ら一致団結し、積極的に行政に働きかけを行ってい

悪くない。

かなければ、無資格者への規制強化を実現することは難

田代先生には今度、油
揚げでもプレゼントしよ
うかなあ。
通信員
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しいだろう。なんとしても「柔整侵食」を防がなければ
ならない。
参考：都柔整広報誌 Compass

小野塚和史

広報部

柔整師が行く とちぎローカルグルメ街道

者

第186走

かわいい～

部
芳賀支

輔

植木大

草相撲観戦

足利

編

白いやわ肌…もちもち絶品ボディ
～崎陽軒社長も太鼓判！足利シュウマイ～
その誕生には諸説あり、戦後の食糧難の時代に、肉や
エビなどを使わず安価な食材を使い作られたのが始まり

最近、私の従兄弟である直江重人会員（芳賀）の

という説や、昭和 30 年代、足利市近郊を走るラーメン

息子、重 虎クンの影響で草相撲大会観戦が趣味に

屋台で、腐りやすい肉などを使わずにできるものとして

なってきました。

考案されたという説もある。ラーメンと共に提供された

しげとら

草相撲とは、正式な大会ではなく「○○神社奉納

ことから「チャルメラシュウマイ」とも呼ばれるそうだ。

相撲大会」など、ほんとうに小さな大会で、優勝賞

それでは、作り方と共に２つの食材を紹介するとしよう。

品が「米・卵」などといったローカルでアットホー

まず一つ目は、味の決め手となるタマネギ！これをみじ

ムな大会のことをいいます。

ん切りにする。二つ目は、食感の決め手となる片栗粉。

こんな大会でも、幼児の部から中学生重量級まで
あって、特に「かわいい～」のが幼児の部です。
バームクーヘンを巻いているようなまわし姿の幼
児が、一丁前な仕切りで土俵に上がり、
「はっけよ～い

のこった！」

幼児の相撲（押し合い）が始まります。
なかなか土俵の外に出すことができず、疲れたの

これをたっぷりとタマネギのみじん切りに混ぜ合わせ、
ラードかゴマ油を少々入れれば具材は完成。皮で具材を
包み、蒸し器で十数分、全体に透明感が出てくれば食べ
ごろ。
シュウマイといえば
醤油をつけて食べる
が、足利シュウマイは、

か幼児力士はお互いに分かれて、相撲を止めてしま

中濃ソースをたっぷり

いました。おかげで会場は大爆笑‼

とかけて食べる。

草相撲観戦に目覚めた私は、今日も重虎クンを
追っかけて、西へ東へ走り回っています。

タマネギの甘味と、中濃ソースのスパイシーさ、この
組み合わせは串カツのタマネギと同じ、そして蒸した片

実は、おめでたい話があります。重虎クンが通う

栗粉はモチモチした食感で、芋餅や大根餅に似ている。

大田原市立若草中学校相撲部が、全日本中学校相撲

地元では「懐かしい昭和の味」として長年愛されてい

選手権大会で優勝しました。
重虎！全国制覇おめでとう‼

る。ビールとの相性は抜群だが、ご飯のおかずとしては
…お好み焼きとごはんに近い。
近年テレビで度々紹介されていることもあり、地元の
スーパー、飲食店だけでなく、市外の大手スーパーや駅
の売店などでも販売されている。餃子コーナーに並んで
いるので、足利を訪れた際には、お土産にぜひ！
広報部

大関俊明

栃木県柔道整復師協同組合
講演会のお知らせ
演 題 「呼吸のコンディショニング方法と救急対応」
写真２列目中央が重虎クン

ちなみに私事となりますが、うちの息子も先月開
催された茨城国体ビーチバレーボール競技少年の部

講 師 帝京大学柔道整復学科助教
アスレティックトレーナー

先生

日 時 令和元年 12 月８日（日）
午前９：30 ～ 12：00（開場９：00）

の東京都代表として出場し、第７位の好成績をおさ

会 場 栃木県不動産会館
宇都宮市西一の沢町 6-27

めることができました。

受講料 1,500 円

次回は塩谷支部です。お楽しみに♪

剱持佑起

申込みは 11/15 までに支部長または事務局まで
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④骨端線離開
若年層の近位骨端線損傷を起こし、骨への成長障害

Vol.144
肩・上腕近位の診察法
❖外傷性による肩、上腕の変形、腫脹
１．急性＜知覚異常なし＞
（１）骨折後遺症
●肩甲骨骨折

を十分に考慮する必要性がある。
●上腕骨骨幹部骨折
骨折の程度によるが橈骨神経麻痺を生じやすいので
細心に注意する。骨癒合が悪く偽関節になりやすく、
長期固定により筋萎縮、関節拘縮、遷延治癒となり変
形治癒となってしまう。

①上角・下角・体部の骨折
深呼吸、咳、くしゃみなどで痛みが走ることがあ
り、運動性の後遺症として腱板筋群の攣縮による外
転動作に障害、腱板損傷に類似している。
②関節窩の骨折

（２）脱臼の後遺症
●肩関節
腋窩神経、筋皮神経の損傷からの神経障害による運
動機能障害、腋窩動脈の損傷による血管障害。

整復不良、固定の不安定による変形治癒になり肩

脱臼時または整復時の関節唇の損傷（バンガード損

関節の拘縮を起こす。中高年の場合、二次的損傷と

傷、ヒルサック損傷）による反復性脱臼。また、整復

して肩関節周囲炎を発症する。

や固定不十分により関節包の退化性変性を生じ関節腔

③烏口突起・肩峰の骨折
肩関節の運動に大きな役割を持つ運動機能に重篤

に結合組織が増殖し骨頭と相対する骨面に仮性関節腔
が生じ陳旧性脱臼になる。

な障害をもたらし、肩関節周囲炎や偽関節になり得
ることがある。

●肩鎖関節
完全固定が困難なため、ピアノキー症状と上方転位

●鎖骨骨折
整復不良、固定の不安定による腋窩神経の麻痺、
血流障害、呼吸器障害、神経叢への圧迫、変形治癒（短
縮・遷延）、過剰仮骨形成、偽関節がある。
また、仮骨形成が遅れて長期固定により肩関節拘
縮を招きやすい。

を残すことが多く、変形治癒のため肩関節の違和感、
倦怠感、上肢への放散痛、肩こりがみられる。
中高年者においては、関節の不安定性による肩関節
周囲炎などの症状や、陳旧性になると鎖骨外端の肥大
化、石灰沈着を見ることがあり、肩関節の外転運動が
制限される。

開放性骨折の場合、二次的な感染症を起こしやす
い。

●胸鎖関節
整復、固定が不安定なことから再脱臼を発症するこ

●上腕骨近位端骨折

とが多く、変形治癒を起こしやすい（鎖骨内端

前上

①骨頭骨折

方転位）。肩関節の外転運動が制限されることがある。

骨癒合が悪く、骨片への栄養障害により無腐性壊
死が起こりやすい。偽関節などの後遺症がある。
②解剖頸骨折

（３）腱損傷
●上腕二頭筋長頭腱断裂

転位のあるものは、固定期間が長く関節拘縮に注

安静をおこたると部分断裂、再断裂を再発生しやす

意するも、整復不良、固定の不安定による遷延治癒

く、また長期の安静により肩関節の拘縮が起きる。筋

や骨頭壊死を起こしやすい。

力低下により重量物を持ち上げられないことがある。

高齢者で長期固定、入院などで廃用性症候群も引
き起こすことがある。
③外科頸骨折
腋窩神経損傷による三角筋の麻痺が起こり、肩関
節の外転や外旋運動制限などの後遺症がある。
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２．急性＜知覚異常あり＞
（１）神経障害
●腋窩神経障害
三角筋、小円筋の筋力低下による運動制限が起こり、

腋窩に同側の手が腋窩部まで届かないといった障害

がある。

を残す。また、肩甲上神経麻痺の合併症もある。
●副神経障害
●腕神経叢障害

副神経麻痺になると僧帽筋、胸鎖乳突筋の筋力が低

運動障害と感覚障害に大きく分けられている。

下し、頸部の回旋運動、肩の挙上運動の障害を起こす。

運動障害は肩関節の挙上制限、回旋制限（上位型）、

筋力低下により肩甲骨の位置が下がり、特に肩甲骨は

肘関節の屈曲制限（下位型）、前腕部の回外制限（下

翼状肩甲と呼ばれる状態を呈す。

位型）が起こる。
感覚障害は上腕近位の外側と前腕部の外側に起き
やすい。
分娩時に産道から出口にかけ狭窄部に頭が詰まり

●長胸神経障害
前鋸筋機能障害による翼状肩甲、上肢の挙上制限や
上腕二頭筋機能障害による肘屈曲制限が起こる。
学術部

引っ張って神経叢を損傷してしまうこと（分娩麻痺）

鈴木勝仁

合わせて動作・生活などの制限状態なども記載するとよ
いでしょう。
また、施術による効果が確認できることや、回復・治
県外の国保・後期高齢などからの返戻が増
えているのですが、どう対応したらよいで
しょうか？

癒が見込めることなども記載しておくとよいでしょう。
柔道整復療養費の支給要件は「外傷性が明らかな骨折・
不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」とされていますので、
負傷した原因を患者さん自身によく確認し、外傷と判断

柔道整復療養費審査委員会は各都道府県に設

した根拠となる症状（疼痛、圧痛、腫脹、可動痛、患部

置されていますが、審査基準などが完全に統一

の変形、あざや変色、可動制限、感覚異常など）を施術

されておらず、県内の返戻事例とは異なるケースが見ら
れますので、予診票などをきちんと記載してもらい、返
戻の疑義に対応してください。
また、長期施術継続理由や負傷原因などについても第

録に記載しておきましょう。
施術部位の追加や現に施術を行っている部位の再負傷
などは、「どこで」「どうして」「どうなった」という負
傷原因を明らかにして施術録に記録しておきましょう。

三者が読んで理解してもらえる書き方をしましょう。

各種の理由において、定型的な文章のみが複数の患者

よく見られる返戻理由と再請求にあたっての記載方法

さんに記載されているなどの記載方法は、記載内容に疑

＊短期間に負傷する回数が多いのではないか

義を持たれる場合もありますので、それぞれの患者さん

新たな負傷で施術部位が追加になる場合には、患者さ

の現状などを正しく記載してください。

んの直筆による予診票を記載してもらい、再請求の際に

お

写しを添付するとよいでしょう。
＊負傷原因が希薄。あるいは複数部位を負傷した原因と
しては動作を推測できない
負傷原因は負傷部位ごとに『個別』に「どこで」「ど
うして」
「どうなった」が分かるように記載してください。
外力や応力により身体組織が損傷を受けたことが分か
るような記載をしましょう。
＊症状のみでは長期（頻回）施術が必要な理由とは判断
できない
長期（頻回）施術の理由としては、確認できる症状に

願

い

県内国保・後期高齢においては国保連合会などへ
の申請書提出の期限の関係上、予備点検の実施がで
きません。
署名の間違いや生年月日の間違い、近接部位・同
意医師名の記載漏れなどが目立ちますので、申請書
作成時には確認の励行をお願いします。
また、負担割合の間違いなどを訂正して再請求す
る場合には、最上段に記載される負担割合などの部
分も訂正をお願いします。
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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９月１日現在
405名

10月

施術所数

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
９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］

15日㈫ 20:30 理事会 ［当会館］

384院

訃報
塩谷支部

19日㈯ 19:00 第２回宇都宮支部会

会員のご母堂様（桂子

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ご会葬御礼

［とちぎ福祉プラザ］

20日㈰ 9:30 第85回学術講演会 ［帝京大学］

廉次郎

様 78歳）がご逝去されました。

16日㈬ 20:30 とちのき11月号編集会議［当会館］小森・植木・加藤
18日㈮ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長

尾形

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。
塩谷支部

23日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

尾形

廉次郎

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

塩谷支部

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］

舩橋 仁和

抱っこする孫等にされる日を想い
酒タバコ止めても貯蓄増えもせず
ゲン担ぎ今日も下着を替えられず

11月

３日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・高野・直江・大木

第２回宇都宮支部会
開催のお知らせ

療養費支給申請書締切日

10日㈰

13日㈬ 20:30 とちのき12月号編集会議［当会館］小森・古内・小野塚
14日㈭ 20:30 理事会 ［当会館］

日

時

10 月 19 日（土） 19：00 ～

16日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事・支部長

場

所

とちぎ福祉プラザ

16:30 協同組合理事会［当会館］
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・星野・小林
19日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］

２Ｆ

第二研修室

当会顧問社労士の高橋克佳先生による講習会を
予定しています。

20日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・小野塚・丸山

編 集 後 記

21日㈭ 16:00 監事会 ［当会館］
18:00 報告会 ［当会館］
22日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
23日㈯・24日㈰ 接骨医学会 ［東京有明医療大学］
26日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
27日㈬ 20:00 介護保険部会 ［当会館］

息子が最後の学童野球の県大会に出場した。今年は大会
50 周年記念ということもあり、予選大会なしで出場でき
たのだが、１回戦で敗退してしまった。
ここ数年、息子の成長をそばで見ながら「充実した土日」
だっただけに、引退した息子と私たち家族は週末何をした
らよいのか悩んでいる。やはり、予定がある週末を送りた

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

い。ゴルフでも覚えようかな…。
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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