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公益社団法人

栃木県柔道整復師会

田代富夫

第87回学術講演会および第31回支部代表
者研究論文発表会が開催されます
日

時：令和３年 10 月 24 日（日）AM9：30 ～

場

所：Web 開催（ウェビナー）方式

申込み：同封の講演案内に記載
講師紹介

獨協医科大学麻酔科教授

山 口 重 樹 先生

公衆衛生学会を
会館で？

９月１日、県総合文化センターで行う予定だった第
58 回 栃 木 県 公 衆 衛 生 学 会 は、
８月 20 日に発出された緊急事

◦日本ペインクリニック学会専門医

態宣言により、初のリモート開

◦日本緩和医療学会専門医

催に変更されました。

◦日本蘇生学会蘇生法指導医
◦日本麻酔科学会指導医◦笑い療法士
故山口和夫先生を父に持ち、山口貴
典先生（足）は 実弟です。さらに親

当会の論文発表者、学術部の
星野訓昭会員（写真）も会館か
らの Web 発表となりました。
論文は、接骨院・整骨院で施

戚とご子息も柔道整復師という家系の中で、医師として

術した負傷部位をデータ化し「栃木県民は、ここの痛み

何ができるのかを考え、痛みの診療のために麻酔科医を

で悩んでいます」という演題で発表されました。

選んだそうです。
「皆さんの日々の努力は素晴らしく、認知行動療法（患
者さんの話を聴き、上手に運動療法へと導いている）を

慣れない Web 発表ということで、画像が共有してい
るか分からず少し手間取りましたが、無事に８分間の発
表を終えることができました。

行っていると信じています。柔道整復師のために継続的

座長の中村好一自治医科大学教授から、日常生活のケ

に情報共有して、日本の慢性疼痛診療を盛り上げていき

ガに対する質問がありましたが、的確な回答をし、堂々

たいと考えています」

とした姿が印象的な素晴らしい発表でした。
学術部

山口先生は、私たちをそう評価してくれています。

※太字は新任
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支部代表者研究論文要旨
第１発表『マウス症候群』

宇都宮支部

高橋

徹

マウス症候群とは、パソコン作業のマウス操作でクリックやスクロールの繰り返しが
原因で発症すると考えられている疾患群のことをいう。
当院においても、パソコン作業が原因とみられる肩部から手背部への疼痛やしびれを
主訴とする症例を経験したので、施術の経過観察を報告する。

第２発表『急性腰痛における「てこの原理」を応用した持続牽引法

～11年間の研究報告～』
宇都宮支部

鈴木

勝仁

急性腰痛に対しては、さまざまなアプローチがあるが、整骨院だけでなく自宅でも応
急処置が可能で、効果的な治療法はないかと開業当初から模索してきたなかで、有効と
思われる「てこの原理」を用いた治療法に加え十数年に及ぶデータを報告する。

第３発表『前十字靭帯はニーイントゥーアウトで

受傷するのか考察する』
栃木支部

宮﨑

大輔

当院において、中学女子バスケットボール選手の前十字靭帯損傷の施術を経験した。
今回は膝関節と前十字靭帯の構造を研究し、解剖学的見地からニーイントゥーアウト
肢位での受傷メカニズムを考察したので報告する。

第４発表『高齢者の骨折に対する保存的療法実施と

要介護とならないための早期下肢運動』
足利支部

藤原

幸一

高齢者の骨折は、過度の安静状態が続くと ADL に影響がでて介護状態になりやすい。
今回、柔道整復師として高齢患者に寄り添い、骨折の保存的療法を行うとともに、同時
に健側の下肢の早期運動を行わせることにより ADL に支障なく良い施術結果を得たので
報告する。

第５発表『腓腹筋肉離れにおける

三つ編み綿花を使用した当院での固定法』
佐野支部

戸叶

嘉浩

三つ編み綿花（毛髪の三つ編みと同様に綿花を編み込んだもの）は、硬さ・長さ・幅
の微調整が可能で、足関節や膝関節の水腫の固定など使用方法は多様である。今回は腓
腹筋の肉離れに対して使用し、腫脹の軽減と早期消退を図り、早期回復に努めたので報
告する。
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支部代表者研究論文要旨
第６発表『高齢者施設における機能訓練指導員の役割』

鹿沼支部

大島

正信

実際に高齢者施設で機能訓練に携わった経験のある人は少ないのではないだろうか。
仕事の内容や問題点を知ってもらうことで、役に立つことがあればと思いまとめたが、
理想だけでは解決できない問題があることを理解していただければ幸いである。

第７発表『ＪＲＣ
（関節可動回復矯正法）を用いた

変形性膝関節症における１症例』
小山支部

菅

香

高齢化社会の到来によって、変形性関節症による ADL の障害も増加してきた。
今回、変形性膝関節症に対して、超音波＋ハイボルテージのコンビネーション治療お
よび JRC 関節可動回復矯正法を用いたところ、良い結果が得られたためここに報告する。

第８発表『下腿部肉離れの固定についての考察』

芳賀支部

島﨑

誠

下腿部の肉離れは、日常生活やスポーツで私たちが目にすることが多い外傷である。
日常生活のストレスや痛みの軽減のため固定は重要になってくる。
今回は自身がケガをしたときに、痛みを減らすために視点を変えて行った固定法の結
果と、患者への効果について考察した。

第９発表『テニスボールを使用しての膝痛施術の一考察』
塩谷支部

大下

元司

接骨院・整骨院に来院される患者の中でも膝痛は多くみられるが、患部に電気療法や
手技療法をしても改善しにくいことが多い。そこで手軽に入手できるテニスボールを使っ
て施術したところ、良好な結果が得られたので報告する。

第10発表『開業して印象に残っている症例について』

那須支部

幾田

健一

自分一人では難しい症例も関係機関や柔整師同士で情報を共有することで、新しい発
見やアイディアを得られることがある。
今回、分からないことを恥ずかしがらず相談することで、知識や技術の向上に役立ち、
良い結果に繋がることを学んだ。情報を共有することの大切さを症例を挙げて論じたい。

Oct. 2021

03

Vol.

9

柔道整 復を愛する

４．施術所の周辺状況

漢 たち・貴 妃たち

区の戸数は増えつつあると思う。

おとこ

お ん な

ひとの恩 受けてつなぐは ひとの縁
三 上 裕 介

先生

周辺状況としては小中学校が近く、それにより植野地

５．施術所で自慢できること・得意分野
現在のスタッフは４人と、なかなかの人数だ。開業時
はご自身と受付スタッフでやっていたが、鍼治療もして
いたために手が回らなくなり、柔整師を雇い入れた。し
かし、スタッフを雇ってみて、一番大事で頭を悩ませる

１．経歴
足利市出身、昭和 53 年生まれの
43 歳。
佐野高校を卒業後、仙台市の赤門

のは教育であることに気づく。
「何も言わなくてもできる子もいれば、何回言っても
同じミスをする子もいる。そこが面白いけど」と語る。
先生のもとから優秀な人材が育つことを期待したい。

柔整鍼灸専門学校に入学した。柔整
師と鍼灸師の免許を取得されている
が、双方とも夜間部に通い、昼間は仙台市内の整骨院
で働き、７年間の修業を積んだ苦労人だ。
平成 18 年に、佐野市内の住宅が密集している植野地
区のテナントで開業したが、平成 27 年に同地区の市立
南中学校のすぐ近くに自宅兼施術所を新築し移転した。
現在、２女１男の子育て奮闘世代の先生だ。日本酒
を愛するあまりに腹が出て、奥様からは「裸の大将」
のテーマソングを歌われるというハラスメントを受け
ているらしい。

６．座右の銘
「縁と恩を大切にする」
これは、先生がインターン時代に、とても良くしてく

２．柔道整復師になったきっかけ
中学生の頃、部活動のサッカーで足関節を捻挫し、

れたおばあちゃんの患者さんから「地元に戻っても縁と
恩を大切にしなさい。それができない人はいつかだめに

接骨院に通院したことがきっかけになり、柔道整復師

なるよ」と、退職する際にもらった言葉だ。今でも手帳

を意識するようになったという。

に書いたこの言葉を見て自分を戒めている。
師匠も同僚もいない今でも、家族はもちろん、スタッ

３．仕事に対する思い
常に心掛けていることは「患者さんの笑顔を一度は
見る」ということ。
このコロナ禍で、人びとの笑顔が減ってきている中、
患者さんはつらい気持ちと痛みで来院されているはず。
そんな時に、治療で痛みを緩和したり、面白い話でも
何でもいいから一度は患者さんの笑顔が見られるよう

フや患者さん、知り合ったすべての人に「縁と恩」をい
ただいているのだという。
今年届いた師匠からの年賀状には、コロナ禍で気持ち
が前向きになれない先生の心を見透かすように「何事も
まず自分が楽しくないと！」と書かれていたそうだ。
「きっと今の私に欠けているものにアドバイスをくれ
たのでしょう」まだまだ恩は返せそうにない。

に心掛けているそうだ。
また、患者さんとの会話をとても大事にしているとい
う。会話の中で、痛めた筋肉へのアプローチ方法や損傷

コロナ対策としては手指とベッドの消毒や換気などは

の隠れた原因のヒントを発見できる場合もあるからだ。

徹底して行い、さらに待合室での密を避けるため、患者

三上先生は、常に患者さんとのコミュニケーション

さんに呼び出しベル（ワンタッチコール）を渡して駐車

を大切にし、患者満足度をアップできるよう意識して
いることが伺える。
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７．コロナ対策と将来への展望
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場の車内で待ってもらうようにしている。
コロナ禍がワクチンによっていずれ収束するという希

望を持ってはいるが「そう

ひろ

ちか
みしな

ならないときのことも考え
ておかなくてはならないだ

者

第210走

ろう」とも語り、決して楽
観視はしていない。

品慶大
部 三
栃木支

いのち育むハートの湖
私の住む栃木市藤岡町にある

８．今までで印象に残って

渡良瀬遊水地は栃木・群馬・埼

いる患者さん
高齢の男性で、左下肢に力が入らないと訴える患者さ

玉・茨城の4県にまたがる日本

んがいた。来院する前に総合病院を受診して「異常がな

最大の遊水地で、ラムサール条

いから」と先生のもとを訪れた。

約にも登録されています。

転倒や頭部をぶつけた既往はなく、SLR 異常なし、

「遊水地」とは、洪水時に河川からの水を一時的

PTR および ATR 正常で病的反射もない。そのときは原

に貯留し、下流への流水量を調節するための土地の

因が分からず「高齢だから単純に筋肉に力がないのかな」

ことです。
渡良瀬遊水地は、渡良瀬川下流部の洪水被害と足

と思ったという。
しかし、翌日に再検すると、ろれつが回らない。ここ

尾銅山の鉱毒対策を目的に、明治43年に改修事業

まできてようやく脳に原因があると分かり、精査依頼を

が始まり、昭和５年に完成しました。その後も相次

した結果、慢性硬膜外血腫だと判明した。「決して病院

ぐ大洪水に対し、洪水

の診断に引きずられることがないようにしたい」そう肝

調節機能を増大させる

に銘じているそうだ。

事業などを実施したこ
とにより、平成10年に
は日本最大の遊水地と

９．柔道整復師会に言いたいこと
個人的には田代会長にはすごく期待している。会への
貢献度もさることながら、曖昧な言葉ではなく「増患」
という言葉を使い、はっきりとした方向性を示している

なりました。
現在では栃木県の「すぐれた自然」の一つにも数
えられています。

からだ。今の会員に何が必要かを一番考えてくれている

その特徴は日本でも最大級の規模を誇る広大なヨ

と思うし、以前開かれたリモート会議では、参加したす

シ原です。ここには植物約1,000種、鳥類約260種、

べての会員の意見を聞いてくれるような人柄だ。田代会

昆虫類約1,700種、魚類約50種が確認され、ほかに

長なら会員の幸福度を高め、入会以来変わらない会員数

もタヌキやキツネ、イタチなど多数の動植物が生

を増やす秘策を考えてくれるに違いない。

息・生育しています。この豊かな生物相を維持でき
るのも、広大なヨシ原を残したおかげなのです。

佐野支部

横地康史

また、自然だけでなくスポーツやレクリエーショ
ンの施設も充実し、ハートの湖（谷中湖）では、

うぶごえ

ウィンドサーフィン

おめでとうございます！

めます。ほかにも熱

やカヌーなども楽し
気球に乗って大空を
フライトすること

おなまえ
ゴホウ

エイジ

五宝 瑛慈

も。夏には花火大会

くん

生年月日

令和３年８月31日

お父さんは
五宝 龍郎 会員（宇都宮支部）

もあり、地域住民にも大変喜ばれています。
はばか

今は不要不急の外出が憚られるご時世ですが、コ
ロナ禍が落ち着いたら、一度足を運んでみるのも新
たな発見があり、楽しいかもしれません。
次は足利支部にバトンタッチです。

Oct. 2021
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保 険 部 だ よ り
残念な

返戻の傾向と対策

ありますので注意してください。
４．一部の健康保険組合や宇都宮市国保などでは、医科

最近の返戻傾向についてお知らせします。

との併給疑義での返戻が非常に増えています。予診

１．記号番号や給付割合の間違い、資格喪失後受診な

票を活用し、医科との併用受診を把握するようにし

どの返戻が多くみられますので注意してください。
２．負傷部位や負傷名と一致しない負傷原因（右膝捻

てください。
初検時に併用が確認された場合には、患者さんに

挫の原因記載が「左膝を捻り」となっているものなど）

併給ができないことをよく説明し、医師による治療

が大変多くみられます。

と柔道整復師による施術とを選択していただき、そ

また、すでに治癒した部分の負傷原因がそのまま
記載されているケースなども多くなっていますので、
負傷原因の記載時には誤字や誤変換も含めて確認を
お願いします。
３．受領委任欄の署名違いも散見されます。受診者本
人の名前になっているケースが多くあり、被保険者
名・世帯主名などでの署名を確認してください。
また、署名は受診者本人が行うこととされていま
すので、直筆が困難な場合を除き、できる限り受診

の旨を申請書の摘要欄に記載すると不要な返戻を減
らす一助となります。
例
文

なやカタカナなどでの署名でも結構です。
なお、受診者本人が署名できない場合には、柔道
整復師が代筆し、受診者本人の拇印をいただくこと
となっています。印鑑での代替は返戻される場合が

ていたが、通院都合により〇月〇日より当院
への転療を希望し来院。

また、別の傷病や慢性疾患などで医師の治療を受
けているケースなどでは、「その傷病や疾患」と「柔
道整復師の施術を求めている負傷」とが明確に異な
る旨を摘要欄に記載しておくと良いでしょう。

者本人に署名してもらいましょう。
署名は漢字での記載ができない場合には、ひらが

令 和〇年〇月〇日まで△△整形外科を受診し

平 成○年〇月頃から、△△整形外科において
例

脊柱管狭窄症に対する治療を受けていますが、

文

当該請求は令和○年〇月〇日に＊＊＊の原因
により腰部を強く捻じり負傷したものです。

※単純なミスでの返戻は残念です。申請書を提出する
際にもう一度各項目をご確認ください。

も高地に広がった平原に見立て、名付けられた。半月
板や靭帯を同時に受傷することもある。
 原因は交通事故や転落によるものが多い。高齢者の
場合には単なる転倒でもおこる。

Vol.167
主訴探傷～主訴からの施術判断

 剥離骨折は主に脛骨側でおこる。
 骨片が不安定であれば、前十字靭帯完全断裂と同じ

❖外傷起因による膝関節・下腿部の急性症状

状態であり、前方動揺により歩行時に膝崩れをおこし

３．脛骨骨折

踏ん張れない。関節血腫がみられる。

（１）骨端線閉鎖前
【脛骨粗面剥離骨折】

【後十字靭帯付着部剥離骨折】
 前十字靭帯付着部剥離骨折ほどの症状はないが、不

 14 ～ 16 歳の跳躍を必要とするスポーツに発症

安定性が強ければパフォーマンスの低下や痛みの原因

する稀な骨折。発生頻度の男女比は男性が 80％を

になる。関節血腫あり。

占めている。
（２）成人
【脛骨高原（プラトー）骨折】
 高原（プラトー）とは、脛骨の関節面をあたか
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【前十字靭帯付着部剥離骨折】
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【脛骨骨幹部骨折】
 交通事故やスポーツ時などにみられる。
 腫脹・自発痛・限局性圧痛・軸圧痛・機能障害が著
明で起立・歩行は不能となる。不全骨折でも、限局性

支

部

栃木支部
メダルの重みは幸せの重み
８月 13 日、福井県越前市で行われた全国高校総体に
おいて、当院の患者であり、わが母校栃木商業高校３
年の大西愛さんが、フェンシング女子個人エペで準優
勝に輝いた。

だ

よ

り

トレーニングを黙々とこなしていく努力家だ。目標の
一つがインターハイ優勝だった。
会場から試合直後に電話をもらった。
「準優勝おめでと
う」と声をかけ、最後の一本の悔しさ、それから反省点
を話す大西さんに大きな希望を感じた。近い将来、オリ
ンピックの夢の舞台で活躍してくれることを切に願う。
後日、報告に来てくれた大西さんが私の首にメダル
を掛けてくれた。

今大会は無観客のため、残念なが

全日本中学生大会で、２年生ながら９位になったわ

ら現場で声援を送ることは叶わな

が家の下宿人、中浦秀哲君もそれを見ていて「来年は

かったが、ネット配信のおかげで自

僕が掛けてあげます」と言ってくれた。

宅から観戦することができた。
15 点先取で行われた決勝戦、大西

７月 30 日のオリンピックでは、皆さんもご存じのと
おり「男子エペ団体

悲願の金メダル！」という日本

さんの持ち味は前に出て攻めることだが、緊張からか

フェンシング界にとっても大きなニュースが舞い込ん

この日は逆に押される展開に。６点差をつけられた時

できたし、コロナ禍でみんなが苦しんでいる中で、こ

には「ここまでか」という思いがよぎったが、そこか

んなに嬉しいことが続く私は幸せ者だ。この仕事をし

ら持ち返し 14 対 14 の一本勝負にまで追いついた。エ

ていて本当に良かったと思う。そして、この波に乗っ

ペは同時突きがあるため、14 対 14 が３回続き、画面の

てフェンシング競技がメジャー

中の大西さんに「下がるな」と叫び続けたが、最後に

になることを祈りたい。

引いてしまい、その隙をつかれてしまった。

Ｐ. Ｓ .さすがにメダルを噛むな

栃商高でフェンシングをするために、山形から祖母
の住む栃木に単身移り住み、寂しさの中で一人頑張っ
ている姿を２年半見てきた。学校での練習後も当院で

んてことは絶対にしませ
んよ。
栃木支部

丸山佳洋

圧痛・運動痛・荷重痛がみられる。水泡が発生した

関節運動が不能となり、膝関節部の変形として大

場合には感染症に注意する。

腿遠位端ないし脛骨近位端に異常な突出が認めら

（３）スポーツ選手
【疲労骨折】

れ、著しい動揺性がある。
 神経麻痺や循環障害の有無を調べ、特に膝窩動

 脛骨・腓骨の疲労骨折は頻

脈の圧迫と損傷に注意する。２方向のＸ線撮影に

度が高く、スポーツ種目や原

より、骨折の合併症などを検査する。

因動作により特長的な好発

（２）先天性素因を有する外傷（若年女子）

部位がある。

【膝蓋骨脱臼】
 膝蓋骨脱臼をおこす症例のほとんどは、関節弛

Ｂ．脱臼
（１）外傷
【膝関節脱臼】

緩・膝蓋骨高位・膝蓋骨や大腿骨顆部の形態異常・
外反膝などの先天性素因を有している。
 来院時までに自然整復されていることも多い。

 膝関節部が強い外力を受けると、多くは膝関節周

脱臼していれば大腿骨外顆の外方に位置する膝

辺の骨折がおこり、脱臼は稀である。膝関節の過伸

蓋骨を容易に触知できる。内側膝蓋支帯は断裂

展が強制もしくは強い捻転力が働いたりすると脱臼

し、しばしば膝蓋骨関節面や大腿骨外顆関節面の

が生じる。

osteochondral fracture を伴う。

 靭帯損傷を伴い、十字靭帯は完全に断裂する。膝

学術部

舘

佳孝

Oct. 2021

07

2021（令和３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３年９月１日現在
会員数

10月

393名

［内訳］会員

３日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・野澤・大芦・小林
療養費支給申請書締切日

８日㈮

13日㈬ 20:00 とちのき11月号編集会議

小森・小野塚・木下

14日㈭ 20:00 理事会
15日㈮ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
17日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］飯嶋医師・滝田・直江・大木
19日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
21日㈭ 20:00 とちのき校正会議

小森・木下・古内

22日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［パルティ］
24日㈰ 9:20 第31回支部代表者研究論文発表会［web開催］
11:00 第87回学術講演会［web開催］
26日㈫ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
28日㈭ 20:30 IT委員会［当会館］小森・舘
第26回栃柔整チャリティゴルフ大会［延期］

31日㈰
11月

388名

研修柔道整復師

施術所数

5名

368院

会員の異動状況報告
・宇柔整13 永岡 博 永岡接骨院
〒321-0144 宇都宮市末広１－６－13
☎028－654-0568 令和３年８月31日 退会
・那柔整70 阪野 壽 サカノスポーツ鍼灸整骨院
〒325-0055 那須塩原市宮町１－１
☎0287-61-4018 令和３年９月４日 退会
・足柔整73 渡辺 史朗 渡辺整骨院
〒326-0323 足利市瑞穂野町682－３
☎0284－71－0528 令和３年９月５日 退会

訃報
那須支部 阪野 壽 会員（68歳）がご逝去さ
れました。
足利支部 渡辺 史朗 会員（67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。

ご会葬御礼

７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
療養費支給申請書締切日

10日㈬

12日㈮ 20:00 理事会
15日㈪ 20:00 とちのき12月号編集会議

小森・古内・大関

16日㈫ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事・支部長
19日㈮ 20:00 とちのき校正会議

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 阪野 大護
足利支部 渡辺 光保

小森・大関・加藤

21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
22日㈪ 14:00 労災審査 ［当会館］
25日㈭ 10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
26日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［パルティ］
20:30 IT委員会［当会館］小森・植木

薄 毛 戯 言（ 深 読 禁 止 ）
心配なのもわかるけど・・・
「復興五輪」を掲げた東京オリパラ大会。しかし、
韓国は選手村の食事に使われる福島県産食材の放射
能汚染を懸念し、独自の給食センターを設けた。
2006 年から６回も国内で核実験を行っている「北
のお隣さん」から飛散した放射性物質が舞い込んで
いるとしたら本末転倒な話だが…。

（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
笑点の大喜利が元ネタですが、18 歳と 81 歳の違いを検
索してみてください。とっても笑えるし、そうそうと納得
するし、患者さんとの話のタネになりますよ。
コロナ禍の今だからこそ笑って過ごしましょう。
フジッコ

塩谷支部

舩橋 仁和

あれあれで通じ合ってる共白髪
出てこない名前突然出て笑い
鈍行の旅で触れ合う土地訛

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㈱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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