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おらが院のコロナ対策
新型コロナウイルスは、いまだに終息の気配が見え
ず、健康不安への恐怖がぬぐえません。
また、世界経済や日常生活にも多大な影響をもたらし
ています。特に、飲食業界や観光業界への打撃は著しく、
夜の街関連業種や宿泊施設などは悲鳴を上げています。
医療界でもコロナ感染者急増による医療崩壊だけで

咳エチケットの励行などをお願いします」としています。
しかし、施術所という密閉空間で患者さんを「手当て」
する柔整業界にとって、Social distancing は不可避と言
わざるを得ません。
そこで、当会会員の方々に「施術所におけるコロナ対
策」を聞いてみました。

なく、医療施設での外来患者数激減による減収減益が相
次ぎ、経営的な医療崩壊も懸念されています。私たちの
業界も例外でなく、減収の渦に巻き込まれました。
これらの影響を受け、人が集まる公園や施設、各事業

◦スタッフおよび来院患者さんの検温・マスク着
用・手指のアルコール消毒。
◦ベッドと治療器導子の使用ごとの消毒。

所や店舗ではさまざまな手段で感染防止に取り組んで

◦ドアノブ・手すり・トイレの消毒。

います。

◦使い捨てフェイスシートの使用。

厚労省でも「感染

◦受付・会計場所の飛沫防止用シートパネル設置。

経路の中心は飛沫感

◦常時換気もしくは２時間ごとの換気。

染および接触感染で

◦工場用扇風機による施術室内の換気。

す。人と人との距離

◦待合室に空気清浄機の設置。

を と る こ と（Social

◦ベッド・ソファー・椅子などのソーシャルディ

distancing： 社 会 的

スタンスおよびビニールシートの仕切り設置。

距離）、家やオフィスの換

◦患者さんの行動歴（どこに行ったか、誰と会っ

気を十分にする、十分な睡

たかなど）をそれとなく聞き出してカルテに記

眠などで自己の健康管理を

入し、必要に応じて他のスタッフと共有し注意

しっかりする等で、自己の

喚起。

みならず、他人への感染を

◦院内数か所の消毒液ボトル設置。

回避するとともに、他人に

◦スリッパの使いまわし禁止。

感染させないように徹底す
ることが必要です。３つの
密（密閉・密集・密接）の
回避、マスクの着用、石け

など、皆さん工夫しているようです。
ちなみに「非接触型体温計」は 2,300 円で購入できま
した。
広報部

んによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や
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柔道整 復を愛する

が『ありがとう』を言うが、私たちの仕事は患者さんか

漢 たち・貴 妃たち

仕事だ」という師の言葉が原点になっている。

おとこ

お ん な

もし柔道整復師がドラッカーの
『マネジメント』
を読んだら
川 野 辺

弘

先生

ら『ありがとう』を言ってもらいながらお金を頂く尊い
修業時代は「患者の悩みに真摯に応えようとする姿勢」
を学び、その結果「ありがとう」と感謝されることも学
んだ。先生にとって柔整師は、純粋に「人に役立ち、感
謝される仕事」であるところが愛する価値であるようだ。
そして、マネジメントの神
「ピーター・ドラッカー」の思
想を参考にする先生は、「顧客
の創造」を重視する。

「踊る大捜査線」は 1997 年に放映され、人気を博し

待っていても患者が来る昔と

た刑事ドラマだ。警視庁を本店、所轄署を支店などと

は違い、選ばれる時代になった。

呼び、警察組織を会社組織に置き換えて描いた斬新な

患者＝顧客の価値観が多様化している現在では、柔整が

刑事モノだった。

どのような価値があり、あるいは価値を見直し、その価

当会員にも、整骨院を会社と位置づけ、自らを代表、
スタッフを社員と呼び、
「当

値をどう提供できるのか、もっと幅広く考えてもよいの
ではないかと話す。

院」を「弊社」と言う面白

さらに 30 代のころ、「スタッフの雇用がうまくいかな

い漢がいる。宇都宮支部の

い」のは自分にあると気づき、人材育成の勉強にも注力

川野辺弘先生だ。

した。今は「法人として組織力をどう発揮するか、一緒

「自分は柔整師を愛する
漢」には適さないと自己評

に働く仲間が安心して仕事ができる環境づくりの大切さ
を実感している」と想いを語る。

価するが、「愛」は人それ
ぞれのカタチがあり自由
だ。ここでは先生なりの「愛
のカタチ」を紹介しよう。

３．施術所の周辺状況と展望
「弊社は３院あります」と答える。ならば…「本社」
は宇都宮市越戸町。２院目は先生の出身地である宇都宮
市の「岡本支店」。区画整理中でこれからの発展が見込

１．柔整師になったきっかけと略歴
今をさかのぼること 31 年前、遠戚である那須支部の
故田沼登先生から「これからの時代に必要とされる職
業だろう」との話を聞いたご両親からの勧めがあって、

めるそう。３院目は同市内の「石井支店」。テナントで「わ
かりにくい場所だがあえて選び、どんな場所でも集客で
きるように工夫し取り組んでいる」そうだ。
将来的には「宇都宮市で一番の整骨院グループ会社に

柔整師を目指すことになった。高校２年の正月のこと

なる」と謙遜して言っているが、とりあえず「北関東で

だった。

一番」としておいてもいいんじゃない？。

そして平成５年に仙台市の東北柔道専門学校（現仙
台接骨医療専門学校）を卒業。その後、遠くは福岡県

４．施術で大切にしていること

春日市にある田中整骨院・田中和夫院長に師事。そこ

第一に「患者とのコ

で５年間勤務したのち、26 歳となった平成 10 年 10 月

ミュニケーション」だ

に宇都宮市越戸町に川野辺整骨院を開業した。

という。つまり「話を
よく聴く＝傾聴」を大

２．仕事に対する想い
開業当初は「やればやるだけ収入が得られる」こと

患者への一方的な説

から疲れ知らずに働いたというが、患者からの「あり

明は「先生の自己満足」

がとう」の言葉がエネルギーとなっていたようだ。

にすぎないとする先生

これは「普通の商売はお客さんがお金を払って店側
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切に考えているそうだ。
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は「患者が一番知って

ほしい、理解してほしいこと

遂げている『整骨院会社』も多いのです。

は、自分の症状・悩み・辛さ・

日整入会者減少の問題や否定的な企業型整骨院の躍進

不安などでしょう。それに耳

にきちんと向き合うためにも会の執行部には積極的に若

を傾けた上で、わかりやすい

手を起用し経験を積んでもらい、業界に何が必要かを考

言葉で丁寧な説明をすること

えてもらうことがよいと考えます。否定ではなく、それ

が『安心』につながる」と話

ぞれの長所・短所を理解した上でお互いを肯定し、良い

す。修業時代に学んだことで、

ところを取り上げてさらに良い整骨院、ひいては業界に

先生の施術のアイデンティ

なればと思います」
さて、どうだろうか？これが川野辺先生の柔道整復に

ティーでもある。
先生は亜急性外傷への施術を得意とし、先のコミュニ

対する愛のカタチだ。もちろんこれは一部分にすぎず、

ケーションで得られた情報をもとに、福岡で習得した「指

もっと多くの愛がありそうだが、愛には愛を持って受け

圧」、東京の医師で柔整師でもある鹿島田先生から学ん

止めていただければありがたい。

だ「骨盤骨格矯正」を施術し、患者を心身ともに治癒へ
と導く。また「体の中から良くなってもらいたい」とい
う考えから「特殊電子療法」という高圧電位療法を行っ
広報部

ているのも特徴的だ。
５．印象的な出来事
開業当日の朝、自動ドアの電源を入れようと玄関に
4
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行ったとき、すでに「弊社のチラシ」を片手に立ってい
る患者がいたそうだ。
「ドアの向こうに患者さんの足元が見えたときは、と

小野塚和史

おっさん柔整師のひとりごと・・・

星空は美しい
されど人生は切ない…

てもありがたく嬉しかった」と回想し、「弊社を必要と

まさかの坂はどこまで続くのか・・などという冗談

してくれる患者さんに『初心忘るべからず』の精神を持

も不謹慎と言われかねないほど、深刻なコロナ禍の

ち続けたい」と謙虚だ。

日々。スタッフには表情が隠れるマスクは体調不良以
外禁止、患者さんとはできるだけ密接に、親近感を

６．業界を憂い、会へ愛の要望
整骨院を企業として発展させようと考える先生からこ
んな意見をいただいた。

忘れず、玄関先まで見 送る…そう、いわば３密を目
指していたものがダメとなっては、オンライン診療も
できないし、往診も限られている。今はただ、いつ

「なぜ、日整に入会しない柔整師が多いのか？そして

になるか見通しも立たない効果的な薬の開発か、安

企業として経営する整骨院が伸びているのはなぜか。本

心安全なワクチンができるまでガマンの日々が続く。

気で考えてみませんか？

そんな中で、息を永らえているのはやっぱりお上

どんな組織にも成長

のおかげかな？持続化給付金・雇用調整助成金とそ

期・成熟期・衰退期のサ

の促進補助金・感染拡大防止取組支援金・駐車場家

イ ク ル が あ り ま す。 衰

賃支援金などの支援策には感謝だ。

退期にあるわが業界の
『次の成長を創る』には、
若手の柔整師の意見をドンドン取り入れ、新たな改革に
取り組むことが必要だと考えます。

それにしても、自然災害しかり、人生しかり、罰
なのか、神様（？）のあやつりなのか、人間の考え
の及ばない、ウラをかくような出来事ばかり。
きれいな星空の、ちっぽけな地球の上であれこれ

昔からある徒弟制度での運営（個人事業）ではなく、

うごめいている私たち。そう考えると悩むこと自体

上司と部下がスクラムを組み、一つのチーム（組織）で、

バカらしくなって、「なるようにしかならないのが人

まさに企業として整骨院ビジネスを展開するのも一つの

生さ」と、昭和歌謡をスマホで聴いている・・。

方法かと思います。多くの先生方には受け入れ難く、否

きくりんぼう

定的な意見も多いのですが、現実にはそれで成長発展を

Oct. 2020
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なっている。
外傷や、野球、バレ－などで過度の使用が原因となり炎症
や損傷をきたす。炎症、癒着が生じる「拘縮型」
と腱板疎部が

Vol.155
主訴探傷～主訴からの診察～
❖外傷以外の肩関節、上腕の可動域制限
（２）亜急性、慢性

離開弛緩することで肩の安定性が失われる「不安定型」の２
つの病像を呈する。
●筋委縮
【顔面肩甲上腕型異栄養症】
常染色体優性遺伝をとり、顔面筋、肩や首の筋肉が好んで

Ａ．神経障害なし〈Ｘ線所見なし〉

侵される病気。両親どちらかがこの病気を持っていることが

●三角筋拘縮症

多い。
しかし、遺伝ではなく突然変異によることがかなりある

三角筋部（主に中央部）に行われた筋肉内注射の影響

ことも分かってきた。

によって筋線維に変性（線維化）が起こり、筋肉の伸張性が

筋ジストロフィーに共通な所見（壊死、再生、結合組織の増

減じて拘縮を発生し、肩の機能に障害をもたらすものであ

加）をみる。呼吸筋、心筋は侵されにくいので、生命的予後は

る。

良いとされている。肩甲帯筋の筋委縮が著明になり肩甲骨の

主として三角筋の肩峰部に線維性索状化を発生すること

突出が目立つ（翼状肩甲）。

が多いため、肩の外転位拘縮（内転制限）を主徴候とする。

〈関節内出血〉

●肩関節周囲炎

【血友病性肩関節症】

【腱板炎】
肩関節には腕を上げる際に働く腱板と呼ばれるインナー

血友病が原因で関節内に出血を繰り返し、関節の動きが
悪くなり、痛みを伴い関節を動かさなくなると関節が固まっ

マッスルが付着している。加齢とともにこの腱板が摩耗して

てしまう。関節の腫脹、関節拘縮の症状を呈す。
レントゲン、

炎症を起こした状態が、肩関節腱板炎である。

CT検査、MRI検査で状態を把握。

腱の変性と外傷の強さで腱板の断裂が生じるときには

治療として凝固因子製剤を補充、装具の作成、進行してい

軋轢音がする。四十肩・五十肩の中でも大きな割合を占め

ない関節症に対して滑膜切除術適応となる。不可逆性後は、

ている。MRI、関節鏡検査が診断には有用。

人工関節置換術の適応となる。

【烏口突起炎】

【色素性絨毛結節性滑膜炎】

烏口突起は、上腕二頭筋短頭、上腕筋、小胸筋の付着部

関節滑膜の増殖性疾患で赤褐色の絨毛状結節状腫瘤が

になっており何らかの原因で負荷が強い状態が続くと炎症

形成され出血を繰り返す病気。関節に痛みや腫れが生じ、進

を起こし痛む。

行すると骨が破壊される。MRI所見では血色素の沈着が見ら

【肩峰下滑液包炎】

れる。

腱板内から肩峰下滑液包床側面まで膨隆してきた石灰
沈着物が自然に、あるいは外傷で滑液包床側面を突き破

Ｂ．神経障害あり〈知覚異常なし〉

り、滑液包内へ流出する。その初期には、強烈な肩峰下滑

●絞扼性神経障害

液包炎が発生し疼痛が頂点に達する。
炎症・腫脹・腱板上方の関節包の線維化は、一般的に肩

腕を水平以上挙げようとしても力が入らない状態が続く。

腱板の腱炎から発生する。急性期は安静、その後は腱板を

肩甲上神経は棘上筋、棘下筋を支配している神経で肩甲切

強化する運動が有効。

痕部で圧迫を受け麻痺を起こす。

【上腕二頭筋長頭腱炎】
上腕二頭筋長頭腱が結節間溝部で炎症を起こし痛む。

MRI検査による圧迫病変の検索、筋電図による筋・神経障
害の有無を判定。

肩関節前方を押すと痛い。夜間痛が強く挙上時に痛みを感

〈知覚障害あり〉

じる。

【腋窩神経障害】

【腱板疎部損傷】
棘上筋と肩甲下筋の間にあるスペ－スには、結合組織や
関節包など柔軟性に富んだ組織からなる腱板疎部がある。
腱板が動く際の遊びになっていて、
このスペ－スがあること
で作用や走行の異なる腱板同士が軋轢を生まないように
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【肩甲上神経障害】
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外傷やoveruseにより腋窩神経障害を起こすと三角筋、小
円筋の筋力低下による運動制限が生じ、
「手を上げると外側
が痛い」
「後ろに手を回すと痛い」などの症状が出現する。
上腕骨頚部骨折の合併症として挙げられる。
学術部 星野訓昭

保 険 部 だ よ り
本年９月１日から、労災保険・自賠責保険が改定に

とができる返戻ですので、ご協力ください。
また、協会けんぽ・健康保険組合の本人などは、負

なっています。
算定上、特にご留意いただきたい点を掲載しますの
でご確認ください。

労災保険について

傷原因の記載にあたり私傷（私時間中の外傷）であり、
「労災や通勤災害」との明確な区別がつけられる原因記
載をお願いします。
恒常的に長期施術や多部位の請求割合が高いなどは、
審査会における重点項目の一つとなっていますが、長

◦初検時相談支援料の料金変更がありました。算定す
るためには「職業復帰に向けた施術内容、施術期間、

期や多部位が不正請求とみているわけではありません。
むしろ、作為的に調整された請求を行うことが「事

職業復帰見込時期（施術計画）及び就労にあたって

実に基づかない請求」となりますので、十分にご注意

の励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨を

ください。

施術録に記載する。」とともに、「㋐日常生活上の
励行・禁止事項（入浴・歩行・運動等）、㋑傷病の
状態（労災の対象となる疾病、負傷名と施術部位）、

当会から15人が表彰される

㋒労災保険における受任者払い等の取り扱い及び請

令和２年度県公衆衛生大会

求書の記載方法等を含めた労災請求等の事項（医師
の同意に関する事項も含む）、㋓その他、柔道整復

９月２日、第 60 回栃木県公衆衛生大会・第 58 回

師が必要と認めた事項」の両方を相談支援として行

栃木県公衆衛生学会が県庁昭和館・県総合文化セン

う必要があります。（どちらか一方では算定基準を

ターにて開催された。今年度は新型コロナウイルス

満たしません）

感染症の感染防止の観点から参加人数が制限され、

◦往療料については、健康保険と同様に２段階の算定
となりましたのでご注意ください。

当会学術部の論文発表も見送られた。
表彰者は以下のとおり。（敬称略）
知 事 表 彰

自賠責保険料金の参考目安について
出口

国男（宇）

阿部

章夫（栃）

多田

明美（足）

田島

規行（鹿）

目安に準拠したものとなりました。温罨法料金の変更

林

基義（小）

上田

利雄（小）

がありますので十分にご注意ください。

高杉

政康（那）

今回の改定分より、（公社）日本柔道整復師会の算定

◦３部位以上、４ヶ月以降の請求については、逓減で

大会長表彰

はなく、労災料金の 1.2 倍に戻ります。
◦運動療法算定時には、関節可動域・筋力の評価を行い、

中山

俊男（宇）

小野塚和史（宇）

経過及び所見を施術録に記載することとされていま

森沢

政明（足）

鈴木

秀行（鹿）

す。

塚原

正信（小）

秋山

利明（芳）

不明な点は支部長や各支部の保険担当委員、または

藤田

功（塩）

古内

秀直（那）

保険部長までお問い合わせください。

健康保険について
保険請求にあたり、月初めに保険証の確認を励行し
てください。記号番号・資格喪失後受診・負担割合の
間違いなどによる返戻が多くなっています。
これらの返戻は保険証の確認を行うことで減らすこ
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り

あきの

者
第198走

部

那須支

昌理
平石

Top water Bass fishing の世界～其の五

変わりゆく故郷と変わらない想い
私の暮らす矢板市では、段階
的に小中学校の統廃合を進めて
おり、先日、息子も通う私の母
校が統合されることが正式に決
まりました。
私が小学生だった当時は、全
校で 200 人以上の児童がいましたが、息子の学年は
わずか７人、学校全体で 40 人程度まで人数が減っ
てしまいました。
息子は現在の小学校で卒業することはできず、一
番下の娘は現学校に入学することもできません。こ
の先、児童数が増える見通しもないため、統合され
ることは仕方のないことだと思いますが、やはり貴
重な少年時代を過ご
した思い出の場所が
なくなってしまうと
いうのは寂しい気持
ちが強く、非常に残
念です。
矢板市は、あまり活気もなく寂しい街だという印
象を持たれてしまいがちです。
毎年多くの人で賑わう矢板市一番のイベントであ
る「やいた花火大会」も昨年は台風、今年はコロナ
の影響のために中止となってしまいました。
ところが、２年連続で花火大会が中止となったこ
とを受け、子供たちに少しでも楽しい思い出を残し
てあげられるようにと、市が子育て世代に手持ちの
花火をプレゼントしてくれたんです。
子供たちとその家族、それぞれに向けての手紙に
は「子供たちが大人になっても、やいた花火で故郷
を懐かしみ、大切に想ってもらいたい。そのために
やいた花火を継続する努力をしています。来年こそ
は花火を楽しんでもらえるように頑張ります。」と、
強い気持ちが伝わるメッセージが書かれていました。
私は、その対応と文章に、街を良くしていこうと
する人たちの確かな想いを感じて大きく胸を打た
れ、何とも言えない安堵感に涙が出ました。
以前に 80 代の女性の患者さんから、「遺産は精神
だからね」という言葉を聞き、人生の経験からくる
とても深く、そして重い言葉だと感じました。
今後、子供たちが成長し、生活環境が変わっても、
故郷を想い、人を想い、清らかで豊かな心を持ち続
けられるように、家族と接する時間を大切に、この
想いを伝えていこうと改めて思いました。
次回は宇都宮支部にバトンタッチです。
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佐野支部

加 藤 真 澄

◇数じゃない…記憶に残る１匹を
これまでマニアックなバス釣りス
タイル、Top water Bass fishing につ
いて書きました。
トップウォーターの釣りはブラッ
クバスを釣るための一手段でしかありませんが、水面限
定といったシンプルな釣法で、道具やファッションにも
こだわる大人のスタイルなのです。
写真左：創業 100 年を超える米国
の老舗ルアーメーカー
「HEDDON」のルアー。
そこにはオールドへドン
の世界があり、世界中に
ヘドンコレクターが存在
す る。HEDDON な し で
トッパーは語れない。

性能よりも味わいや趣を大切するため、どうしても
オールラウンダーと比べて釣果が少なくなります。
それでもトップウォータープラッガーとして釣りに行
くのは、数釣りではなく、記憶に残る 1 匹を求めて釣り
に行くのです。
その魅力に取り憑かれたら最後、もう泥沼から抜け出
すことはできません。本当に楽しい釣りです。これより
楽しい釣りに出会うことはないでしょう。
こ の 記 事 を 読 ん で Top
water Bass fishing に興味を
持ったら、ぜひ実際にオー
ルドタックルやハンドメイ
ドルアーに触れてみてくだ
さい。マニアックで男心を
くすぐる楽しい世界がそこ
にはありますよ！

マニアの自己満足 その２

このグロさ、たまりません…

八代亜紀が歌う港の鳥といえば？
さめまち

三陸復興国立公園（注１）の青森県八戸市鮫町に
以前、STARWARS マニアであることは書かせていた
だきましたが、実はゲームマニアでもあります。
開業前のエンジニア時代、初代プレイステーションが

かぶしま

ある蕪島は「ウミネコ」の繁殖地として国の天然記
念物に指定されている。
繁殖期には約３万羽のウミネコが乱舞するため、

発売されました。なかでも、いまだに大人気の「バイオ

島内はウミネコの糞で足の踏み場がないほどにな

ハザード」にハマり、相当やりこみました。

り、運が悪いと空から爆弾を浴びてしまうことにな

マップも頭に入り、
どこにどんなクリーチャー（怪物）が

る。自衛用の無料貸出のビニール傘が数本設置され

いるか把握していますので、負ける気がしませんでした。特

ているが、ほとんどの場合、破損しているそうだ。

に、
ゾンビの頭を撃ち抜く快感はたまりませんでした。

ところでウミネコといえば八代亜紀の「海猫」、

初期に発売されたものは、キャラクターもドットが粗

カモメといえば「舟歌」。どちらも港の情景を歌っ

く角ばっていて動きもぎこちなく、傷を負ったときの血

た曲だ。さて、この２羽の違いは？と言われると…

しぶきも “ 角ばったドット ” が飛んでいるようでしたが、

はっきりわからない。

昨年・今年と販売されたバイオハザード RE ２と RE ３は、

姿形がそっくりなこの２羽。どちらも同じカモメ

まるで映画を見ているかのような動き、そしてグロさ。

の仲間なのだが、「カモメ」は日本ではなじみ深い

やりこみ要素ばっちりです。

名前のわりに数が少なく、あまり見かけることがな

私はスプラッター映画を観られません。それは映画だ

い。というのも、「カモメ」は越冬のため飛来し、

と一方的に観せられているだけですから。ゲームだと対

春夏には繁殖のため日本を離れる渡り鳥、「ウミネ

応できるし、退治することも可能なので安心してプレイ

コ」は１年中見られる留鳥なのだ。
だから、夏に見かけるのは 99.9％「ウミネコ」と

できます。
ゲームをやっている外科医の手術成功率が高いという

いうことになる。

データがあります。手先が器用になるからだそうです。
もうやるしかありませんよね。
ちなみに STARWARS のゲームもあります。
当然やっていますよ（笑）
問題：どちらがカモメでどっちがウミネコ？

さて、利益のためには手段を選ばない柔整師、医
療人としての誇りを持ち、法を順守する柔整師。患
者さんは区別がつくのだろうか。
注１：青森県南部から宮城県の牡鹿半島に至る三陸
海岸一帯を占める国立公園。東日本の国立公園では
唯一ともいえる本格的な海岸公園である。昭和30年
に陸中海岸国立公園として指定されていたが、平成23
STARWARS のキャラクターになり、銀河を救う戦い

年に発生した東日本大震災による津波で指定区域が

に身を投じたり、はたまた銀河帝国に属し、共和国側に

大きな被害を受けたことを受け、震災からの復興およ

圧倒的な武力を見せつける。

び被害の伝承を目的として、平成25年５月24日に、青

コロナ禍で、時間がたっぷりあったときはゲーム三昧

森県の種差海岸階上岳県立公園および八戸市鮫町の
２地区を編入の上、現在の名称に改められた。

でした。てへっ !
今年 10 月に発売の STARWARS:SQUADRONS も楽しみ
です。当然予約してますが…。
広報部

丸山佳洋

答え：左がカモメ、くちばしは黄色、鳴き声はクゥークゥー
右はウミネコ、くちばしは黄色に赤黒模様、鳴き声はミャーミャー

不識院後光守
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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２年９月１日現在
398名

10月

４日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・野澤・大芦・小林
９日㈮

療養費支給申請書締切日

14日㈬ 20:30 とちのき11月号編集会議［当会館］小森・丸山・三上
15日㈭ 20:00 理事会
17日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
18日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・髙橋・大木
20日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
21日㈬ 20:00 とちのき校正会議

小森・三上・小野塚

23日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
27日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
11月

１日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・舘・小林
10日㈫

療養費支給申請書締切日

12日㈭ 20:00 理事会
13日㈮ 20:30 とちのき12月号編集会議［当会館］小森・小野塚・植木
15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

施術所数
377院

会員の異動状況報告
・宇柔整161 福田 宗二 ふくだ整骨院
〒３２１－０９２４ 宇都宮市下栗１－24－４
エスポアールド・エリ１階
令和２年８月31日 退会
・足柔整60 吉田 勝進 吉田整骨院伊勢南町分院
〒３２６－０054 足利市伊勢南町１０－１４
令和２年８月31日 退会
・那柔整39 小西 恵一
【旧名称】あさか３丁目はり灸整骨院
【新名称】小西接骨院
【新住所】 〒３２９－２７３２ 那須塩原市一区町２８２－１７５
☎０２８７－４７－６７６８ 令和２年９月１日
名称・住所変更

訃報
栃木支部 椎名昌市 会員（87歳）がご逝去され
ました。
佐野支部 高橋浩一 会員(78歳)がご逝去され
ました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

16日㈪ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長

ご会葬御礼

18日㈬ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］

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。
栃木支部
椎名美代子
佐野支部
高橋遼太郎

19日㈭ 16:00 監事会・報告会 ［当会館］
20日㈮ 20:00 とちのき校正会議

小森・植木・大関

24日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
26日㈭ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］

塩谷支部
（変更や追加などはホームページをご覧ください）

編 集 後 記
このコロナ禍の中、会員の皆さんも大変な思いをされて
いることと思います。私たち広報部も広報紙「とちのき」
の記事作成のためネタを探しまくっています。
まあどんなにかっこよく記事を書こうとも、私の記事に
限っては面白おかしく校正されてしまいますが。
いずれにせよ「ネタ～ ! ネタをくれ～」と這いずり回ろ
うかと思います。
ドラえもん

舩橋 仁和

半分に聞く酔客のホラ話
前触れもなく去ってゆく愛と金
生きた金死んでる金の差に悩み

LINE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、「いいね」のご協力をお願い
します。

ご登録はこちらからどうぞ →

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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