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柔道整復師とは
「柔道整復師」とは、ほねつぎ・接骨師・整骨師として広く知られ、厚生労働大臣免許の下で打撲、捻挫、
挫傷（筋、腱の損傷）、骨折、脱臼などの施術をする職業の正式名称です。
柔道整復師は、大学受験の資格がある者が３年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、解
剖学、生理学など11科目の国家試験をパスして取得できる資格です。
柔道整復師が施術を提供する接骨院や整骨院は公的に認められた機関であり、保険医療機関と同じよう
に保険証でかかることができます。また病医院等での勤務やスポーツトレーナーとして、活躍の場を広げ
ています。介護保険制度の中でも、ケアマネジャーや機能訓練指導員として福祉分野に貢献しています。

会長挨拶
加藤 和信
おかげさまで広報誌「整骨 “夢” おおいた」も第３号の発刊に至りました。
「整
骨 “夢” おおいた」は、社団法人 大分県柔道整復師会の活動を大分県民や各界の皆
様に御理解御認識いただくことで公益活動の質を高める糧にしたいとの思いで創刊
したものであります。
又、大分県内の全柔道整復師および柔道整復師を志す養成校の学生の皆さんにも
当会の活動に参加いただきたいとの思いも込め発刊されております。
社団法人大分県柔道整復師会は1 5 0 余名の会員・準会員で公益活動や学術活動等
を通じ柔道整復学及び柔道整復術の進歩発達と柔道整復師の資質の向上を図るとと
もに、保険・医療・介護に関する諸制度の円滑な運営と健全な発展に寄与すること
により、県民福祉の増進に貢献することを目的とする団体であります。
広報誌「“夢” おおいた」により当会の活動の一部でもお知らせすることで県民
の皆様との架け橋になることを願っております。
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将来に向けて
徳田法律事務所
顧問弁護士

荷宮 由信

平成 2 3 年は東日本大震災という想像を絶する大災害が発生しました。現在も被災者の方々
は復興に向け多大な努力をされておられ思わず頭が下がってしまいます。私も大学時代の友
人が福島在住でしたので、何回となく連絡をいろんなところに試みましたが、しばらく連絡
がつかず、以後は災害で死亡した人の名が掲載される新聞で毎日名前を捜したほどです。そ
の後、たまたま連絡がつき心の底から安心しました。
この大災害は大変なことですが、今年の成人式のインタビューを見て日本人はすごいと感
じました。成人になった若い人たちが家族や仲間と支え合い、古郷の復興に向けて、さらに
は日本の発展に向けての強い意思を表明しているからです。例年成人式の報道は会場が荒れ
たとか、酒を飲んで暴力的なできごとがあったというのが多かったことを思うと、ほんとに
心強く、若い人たちに対する信頼感をこれほどもてたことはありませんでした。
若い人への信頼感を感じながらも我が身を振り返れば昨年の東日本大震災の翌日から足の
膝がおかしくなってしまった。
「日整はつらつ！ V o l . 1、ＳＥＰ 2 0 1 1 」の４頁に「膝の専
門医木村先生」の講演の内容が載っているのをみて、またびっくりしてしまいました。そこ
には「日本人の平均寿命は男女とも世界一である。健康寿命後の６～８年は寝たきり、ある
いはそれに近い状態になる。介護が必要となった要因としては、脳血管疾患、認知症、高齢
による衰弱、関節疾患、骨折・転倒などがあげられる」と書かれていました。
これはいかんと思い、自分なりの運動や、膝のために飲む通信販売の薬等を求め、ついに
は医者にかかるようになってしまいました。それでも、なかなか思い通りにならない。その
とき思ったのは、これを良くしてくれる人がいたらということであり、柔道整復師という職
業を強く意識しました。
私は第一次ベビーブームの世代ですが、今後はこんな状況の人がぐんと増えてくると思い
ます。それを助けてくれるのは皆様方です。そういう意味で柔道整復師会は我々以上の世代
からみて希望の星にみえます。
私は職業上、少年事件を取り扱います。少年問題は、家庭問題、学校問題、人間関係の問
題等いろいろな要因があります。しかし、それらの要因があるにせよ、最も大事なことは少
年（子ども）達が目標にむかって一生懸命やっていくことによって、健全に成長していくこと
であることは明らかです。
「“夢” おおいた第２号」の 1 0 ～ 1 1 頁に第６回大分県整骨旗争奪
少年柔道大会開催」の記事が載っていました。「県内 3 3 道場、クラブより 4 8 チーム 4 0 0 名
の選手の出場、本会より 9 0 数名の会員が参加し」とありました。まさに少年（子ども）の健全
な育成の一環を柔道整復師の皆さん方が担っていることを目にして本当に嬉しい気持ちにな
りました。
我々の世代にとって希望の星であり、少年（子ども）達にとってよき師である柔道整復師と
いう職業がこれからも発展していくよう力を合わせて頑張って将来に向かっていきましょう。
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第20回日本柔道整復接骨医学会学術大会
平成23年10月22日（土）〜23日（日）
、千葉県の幕張メッセ国際会議場に
て、
「柔道整復とスポーツ医学」の大会テーマのもと上記学会が開催された。
本会より、園田智恵子会員による「くまでテープを用いた中足間関節の施
療法―足関節、膝関節捻挫の予防と施療」
（口頭発表：その他）と安部良太
郎会員による
「中足骨多発骨折におけるDYJOCトレーニングの一考察」
（口
頭発表：運動療法）
、安東鉄男会員、重石雄大会員、島田達生先生（大分医
学技術専門学校）による「レオナルド・ダ・ビンチが描いた足骨、小指骨
の中節骨はあるか否か？」
（ポスター発表：基礎医学）
３編が発表された。

千葉学会 参加会員

くまでテープを用いた中足間関節の施療法 - 足関節・膝関節捻挫の予防と施療
園田 智恵子 会員（衛藤整骨院）

key words : くまでテープ、中足間関節の施療法、TT パワーテックス、足関節・膝関節捻挫の予防
【背景】初検時に立位及び仰臥位にて足趾の底屈や屈曲制限の有無を見る時、足先をやや強く足
底に曲げた際の患者の状態を見るのだが、腰下肢に症状がある時、痛みやこわばりを認めるこ
とに着目し、90 人の患者を対象に足趾を検査し、くまでテープを施療に用い良好な結果を得た。
【方法】患者の足底に TT パワーテックス 5cm 幅のテープを足のサイズに切り、端を 5cm 残し
四等分しテープの片方を踵に残りを足底から１本１本足趾間を通し足背に貼る ( 縦アーチ ) 伸縮
性テープ (5cm 幅 )23cm 位に切ったものを中足間関節に足背から始め足底を通し足背まで貼る
( 横アーチ ) この２つのテープを組み合わせ中足間関節の安定に努める。
【結果・くまでテープの適応症】1、足関節・足趾関節、膝関節、股関節、腰部の捻挫の予防と
施療。2、下肢の骨折の拘縮後療の施療。3、下肢の筋力低下、歩行時の不安定の改善。4、高齢者の転倒防止目的。5、各種ス
ポーツ選手における下肢の安定補助。6、立ち仕事においての足底の負荷の軽減。
【考察】足底は、縦アーチ ( 短趾屈筋、足底方形筋 ) 横アーチ ( 横中足靭帯一中足間関節 ) にて形成されている。中足関節の緩みが
足趾の力を衰えさせ、弱った足趾をカバーし、つまずかないように必要以上に足先を上げ、中足関節に負担がかかる。緩んでい
る側の足先が外に流れ、蹴りだす時や停止時にブレーキ作用が起きず必要以上のネジレが生じ、転倒や捻挫につながる。今回、
使用したくまでテープに付着しているトルマリン作用により足底の筋肉バランスが良くなり足趾に力が入る。即ちくまでテープ
を貼ることにより足底 ( 縦・横のアーチ ) を安定させることが出来、足関節・足趾関節、膝関節、股関節、腰部の捻挫の予防や施
療に役立つと期待できる。

中足骨多発骨折におけるＤＹＪＯＣトレーニングの一考察

安部 良太郎 会員（調和整骨院鶴崎）

key words : 中足骨多発骨折、外傷性扁平足、荷重時の疼痛、関節モビリゼーション、ＤＹＪＯＣトレーニング
【目的】中足骨骨折は変形治癒 ( 外傷性扁平足等 )、頑固な荷重時の疼痛を残す事があり、特に多
数の中足骨が同時に骨折する場合に多い。今回、交通事故により中足骨多発骨折を受傷し、整形
外科にて観血的に整復、骨内挿入物 ( スクリュープレート、Ｋ - ｗ irｅ) 除去後、当院にてＤＹＪ
ＯＣトレーニングを取り入れて対応した症例について報告する。
【方法】24 歳女性。バイク運転中、軽トラックと右足足底部が接触、足関節が背屈強制され負傷。
画像所見は第 2 〜 5 中足骨骨折と診断され、第 2、4 中足骨は横骨折、第３中足骨は斜骨折、第
５中足骨は粉砕骨折を呈し、リスフラン関節の外側脱臼を合併している。整復は整形外科にて観
血的に行われ、骨内挿入物除去後当院にて後療法を行った。開始時の所見は足背の浮腫、荷重時の疼痛、足底アーチの低下、足関
節の可動域の制限がみられた。後療法は、足底アーチの低下に関与していると思われるリスフラン関節の拘縮に対してのモビリゼ
ーションと、足部の可動域制限に対してＤＹＪＯＣトレーニング ( 神経運動器協調訓練としての動的関節制動訓練 )を中心に実施した。
【結果】荷重時の疼痛については後療法開始時を10として VAS 評価してもらい、中止の時点では２であった。足関節の可動域は、
後療法開始時は底屈 30 度、背屈10 度であったが、中止の時点では底屈 40 度、背屈 20 度であり、底屈に10 度の改善、背屈に10
度の改善がみられた。
【考察】今回のような中足骨多発骨折の症例では、変形治癒や荷重時の疼痛が残る事が多い。当院の従来の後療法であれば、免荷
と運動療法を中心に行っていたが、今回は関節モビリゼーションとＤＹＪＯＣトレーニングを取り入れる事により、変形治癒の予
防や、荷重時の疼痛の改善につながったのではないかと考えられる。今後も今回の経験を活かし、足部の他の外傷に関しても今回
の後療法を積極的に取り入れていきたいと思っている。
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レオナルド・ダ・ビンチが描いた足骨、小指骨の中節骨はあるか否か？
安東鉄男・重石雄大 会員、島田達生 先生 ( 大分医学技術専門学校 )

key words : 足骨、小指骨、レオナルド・ダ・ビンチ、解剖図、足型
【背景】二足歩行をとるヒトの足は、26 対の骨からなり、全体重をしっかり支えている。
特に、前足部の足指は運動性にも富み、生活や行動にも重要な役割をはたしている。
靴の選択は実用性よりもむしろファッションを重視している。靴や加齢によって足の
変形がみられ、足の疲れや痛みを感じている人が増えている。女子大学生を対象に足

型測定器を使った足型実態調査によると、約半数に足の異常 ( 中等度の外反母趾、第５
指の浮き指、鈎足、扁平足 ) があり、40％に第５指の浮き指があった。( 形態・機能 4

: 53-60、2006)。解剖学の教科書は、足の小指骨が基節骨、中節骨、末節骨の３つか

らなると記しているが、外観上それを同定する事は難しい。そこで、我々は小指骨の

様相をレオナルド・ダ・ビンチ (15 世紀 ) の解剖図や日本で最初の解剖図 ｢ 解体新書 ｣ を含む国内外の解剖学の本や文
献を調べる。併せて、解剖実習やレントゲン写真からの情報も得る。

【方法】国内外の解剖学の教科書や文献検索から足の小指骨の形態を調べる。また、足の解剖所見とレントゲン所見
をも検討する。

【結果】｢ 解体新書、1774｣、｢ 分担解剖学、1950｣ および最近の国内外の解剖学書には、足の小指骨は基節、中節、
末節骨からなる図が描かれている。一方、人体解剖所見やレントゲン所見では、中節骨と末節骨が融合してーつの骨
になっていることが多いという報告があり、我々もこれを確認した。ダ・ビンチが描いた小指骨は中節骨を欠き基筋
骨と末節骨の二つの骨からなっていた。

【考察】イタリア人は騎馬民族で靴の文化、一方日本人は農耕民族で下駄や草履の文化である。このことが足の形を
大きく変えている事が推察される。

（ 社 ） 日本 柔道 整復 師会
第 40 回九 州学 会宮 崎大 会
平成23年７月10日(日)、宮崎市のシーガイアコンベンションセンタ
ーにて、上記学会が開催された。本県より47名の参加のもと、特別講
演『変形性膝関節症の病態と治療』 ＜日本柔道整復接骨医学会

守屋

秀繁会長＞の後、会員発表（８題）があった。本会より、安部良太郎
会員による「中足骨多発骨折におけるDYJOCトレーニングの一考察」、
園田智恵子会員による「くまでテープを用いた中足間関節の施療法―
足関節、膝関節捻挫の予防と施療―」の２編が発表された。

守屋秀繁 学会会長

学会風景

大分県発表者
“夢”おおいた
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平 成 23 年 度通 常総 会
平成23年４月24日（日）10：00より、大分県整骨会館にて、会務報告、連盟総会、政治講演会が行われた。今年度
は清田洋一顧問に自民党より
「優良党員表彰」
が授与された。午後より、
物故者及び東日本大震災で犠牲になられた方々
への黙祷、新入会員紹介後、平成23年度通常総会が、会員136名（委任49名）出席のもと開催された。その後、被表彰
者発表があり、11議案を慎重審議し無事終了した。今年は東日本大震災直後ということもあり、懇親会は中止とした。

＊ 被表彰会員

◎30年永年勤続表彰…小林三二 藤川勝雄 吉成 章 加藤和信 奥田輝重 福田祐司 河野靖久 鎌田実信 武原 誠
◎永年役員表彰…清田洋一前会長 杉田洋一前副会長
◎日整ボランティア活動優良表彰…南 徳泰 田崎尚武 尾林大生
◎学術表彰…住吉寿人 園田智恵子 安部良太郎 薬師寺政充

総会風景

加藤会長

議事録署名人
林宗一郎 重石雄大 会員

監事 相談役

30年永年勤続表彰

永年役員表彰

日整ボランティア活動優良表彰

学術表彰

平 成 23 年 度臨 時総 会
平成23年11月23日（水、祝）11：00より、大分第一ホテルにて、平成23年度臨時総会が開催された。総会に先
立ち、政治講演会、会務報告、被表彰者発表、新入会員紹介後、臨時総会が、出席140名（委任47名）のもと開催
された。第１号から第４号議案について慎重審議され無事終了した。その後懇親会が来賓参加のもと盛大に催された。

＊ 被表彰会員
◎日整ボランティア活動優良表彰…西邑伊三郎 田邊 順 安東鉄男
◎日整生涯学習認定表彰…安東鉄男 江崎博明 河野靖久 鎌田実信 清田洋一 首藤彰典 野田光広

総会風景

日整ボランティア活動優良表彰

議事録署名人
永岡公司 江藤公博 会員

杉 田 洋 一 前副 会長

総会風景

表 彰さ れる 。

平成23年11月３日(木、祝)、県庁にて 県は本年度の県功労者表彰の被
表彰者を発表した。地方自治、学術文化振興など11分野で功労のあった62
人と11団体が選ばれた。本会も功労が認められ社会福祉保健分野より、杉
田洋一前副会長が表彰された。
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春季学術研修会
平成23年２月20日(日)、大分県整骨会館にて、春季学術研修会が参加90名のもと開催された。会長挨拶、会務
報告後、島田達生先生（大分大学医学部名誉教授、大分医学技術専門学校副校長）を講師に「心臓のリズムを解明
する」「筋肉の収縮機構と発達・老化」の2つの演題を講演していただいた。次に清田洋一顧問に「認知症サポータ
ー制度について」伝達講習していただき、その後４名の会員学術発表が行われた。

島田達生 先生

清田洋一 顧問

安部良太郎 会員

園田智恵子 会員

薬師寺政充 会員

住吉寿人 会員

研修会風景

夏 季 学術 公開 セミ ナー
平成23年６月５日（日）10：30より大分県整骨会館にて夏季学術公開セミナー（下記講演）を本会会員、準会員
並びに一般に対象を広げ開催した。特に赤十字救急法講習は、後日大分合同新聞に記事として掲載された。
● 講演①：
「赤十字救急法講習」
● 講演②：
「股関節内旋（O脚、Ｘ脚）の実際」
● 講演③：
「国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理」

赤十字救急法講習

平 成 2 3年

股関節内旋（O脚、X脚）の実際

国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理

第2 回夏 季解 剖見 学実 習

平成23年８月18日（木）午後１時より、国立大分大学医学部の先生方のご高配をいただき、解剖見学実習が開催
された。今回は昨年に続き第２回目となり平日にもかかわらず会員等34名の参加があった。 人体構造の系統的局
所的観察を行い構造と機能を理解し運動器について学び、また献体の意義を知るともに生命の尊厳について考察す
る

ことを目的とした有意義な研修であった。

講義風景

実習参加者
“夢”おおいた
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機能訓練講習会・介護研修会（公開講座）
平成23年10月30日(日)、大分県整骨会館にて公益社団法人
谷

誉講師のもと

日本柔道整復師会

保険部介護対策課

三

午前に介護研修会（公開講座）、午後より機能訓練指導員認定柔道整復師フォローアッ

プ講習会が開催された。午前９時30分より午後３時30分までの長丁場であったが本会からもとより他県の
会員の先生も多数参加された。（総勢76名）

三谷 誉 講師

講習風景

厚労大臣杯争奪第34回日整九州ブロック会柔道大会
3位入賞 !
《厚生労働大臣杯争奪第34回九州ブロック会柔道大会》
平成23年７月９日（土）、宮崎市の宮崎産業経営大学 柔道場にて、本会より11名の選手、監督、審判
参加のもと上記大会が開催された。特別表彰授与後（安東鉄男会員、江藤正男会員 15回以上出場）(永竿
茂男会員 10回以上出場)（高橋祥三会員 ５回以上出場）、試合が行われた。50歳代の部で、安東鉄男会
員が３位、30歳代の部で、高橋祥三会員が３位となり、その結果団体でも３位となった（優勝 福岡県、
準優勝 宮崎県）。

開会式

3位 高橋祥三 会員

3位 安東鉄男 会員
8 “夢”おおいた

特別表彰

金堂大一 会員

審判 重石一昭 会員

祝 ! ! 団体３位

県災害ボランティア体験型研修会参加
平成24年１月15日（日）に、県総合社会福祉会館で東日本大震災を受け上記研修会が開催され、本会より
会員６名が参加した。
「災害時避難所はどのような運営が求められるか」―大災害が起き約70名が避難所
に詰め掛けたという設定をし、参加者が配役を決められ模擬体験した後、それぞれの立場で検証した。災
害直後すべて行政では対応できず、まず命と暮らしを守るためには個人で考え行動する事が重要で、また
日頃からの訓練の必要性がある。

手嶌重徳 中村清造 会員

参加会員

研修風景

会 員 紹 介
せい

れん

かん

どう

じょう

清練館道 場

毎週月、水、金の夕方、大分県整骨会館内の清練館道

場には、いつも元気な声が聞こえる。老若男女大人から
子どもまで稽古に励んでいる。
「礼にはじまり、礼に終わ

る」
「精力善用」
「自他共栄」を大事にされておられる館

稽古風景

長は重石一昭会員（七段、元理事）である。先代の重石一郎先生は元副会長で、御子息の重石雄大先生も会員である。本
会の黎明期より現在まで整骨院はもちろん道場を継続されているところは、数少ない。

柔道整復術は柔術の活法をルーツに持つ自然治癒能力を最大限発揮する日本独自の伝統医療であり、柔道とは切って

も切れない関係にある。道場を開かれて37年あまり少年から成人まで長年育成されたお弟子さんは800名を超えられた。
清練館道場で、心身の成長はもちろん「こころゆたかに」目先の勝負にこだわらない “真の柔道” を学んだことだろう。

鎌田実信先生 柔道六段に昇段
本会理事の鎌田実信先生が、柔道における長年の功績が認められ、平成24年１月８日付けで

講道館六段に昇段されました。鎌田先生は、父故鎌田実八段が開設した道場を受け継ぎ、全日本
実業団個人選手権52㌔級４年連続準優勝の小島愛子選手（自衛隊体育学校）など多くの選手を育
成し、現在指導及び佐伯市柔道連盟の役員として活躍しています。

鎌田 実信 会員

大整会（本会ゴルフ部）だより
第35回（5.8）九州ブロック会親善ゴルフコンペ（熊本司ロイヤル）
10位

塩井卓広

平成23年大整会ゴルフコンペ優勝会員
第43回（3.27） 野田光広（城島高原）
第44回（7.24） 藤田幸次（大分吉野）
第45回（9.11） 恒松

史（別府豊岡）

第44回大会

“夢”おおいた
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第７回大分県整骨旗

開会式

V6！ USAs.j.c チーム

坂本正光 顧問

第20回文部科学大臣杯
争奪日整全国少年柔道大会開催

本県チームベスト８入賞 ! !

平成23年10月10日（月）体育の日に講道館にて開催さ
れた上記大会において本県チームは昨年と同様ベスト８
に入賞し敢闘賞を受賞致しました。連続受賞で大分県整
骨旗争奪少年柔道大会選抜チームは全国の強豪のひとつ
として評価されています。当初柔道委員の発案で始めた
選抜選手予選会が実を結んで来ているところです。

演武「極めの形」

記録係

進行係
10“夢”おおいた

争奪少年柔道大会開催
平成23年６月26日
（日）
に、別府市総合体育館「べっぷアリーナ」に
て、第７回大分県整骨旗争奪少年柔道大会（第20回文部科学大臣杯争
奪日整全国少年柔道大会予選会を兼ねる）が開催された。県下31道場
・クラブより40チーム313名の選手の出場、本会より全会員が参加し
大会運営がなされた。団体では、４年連続USAs.j.c が６度目の優勝、
２位は自勝舘A３位は中津少年柔道クラブB、杵築市柔道連盟少年少
女部Aとなった。個人戦では、４,５,６年生の部より予選された５名の
選手が代表となり、10月10日の講道館で開催される日整全国少年柔
道大会に出場し、ベスト８に入賞した。
また今年は演武「極めの形」が取・安東鉄男会員（七段）受・重石雄大
会員
（五段）
により行われた。

熱

戦

風

景

参加会員一同
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分整コラム

「あらためて柔道から考えること」
嘉納治五郎師範が「柔道」を創始して130年余りとなります（明治15

年）
。私はいま、師範に関する記録などを読み直していますが、柔道の
奥深さとともに、師範の人としての大きさを改めて強く感じています。
師範が母の教えの影響を受け、社会に役立つ人を育てることに生涯

清田

洋一（顧問）

をかけたことは、我が国初の体協組織（大日本体育協会）を創設したこ

と、同じく我が国で初めて国際オリンピック委員となりその日本開催に

奔走したことなどをみても分かりますが、
「柔道整復術」の公認（大正9
年に我が国の正式な資格となった）に最大の尽力をしたことも、師範の

目指した、社会に役立つ人の育成の一部であったと思います。

いま柔道は、正しく組んで一本を取る等、本来の姿に立ち戻るべく

ルールの大幅な改定等改革に努め、その成果が見えてきています。

柔道整復師も、師範が期待していたでしょう「人を活かす技術」の求

道者として、色々な手段で自らの心身を鍛えると共に、患者さんに対し、

その人の人生にとって最も有効な施術という点で満足できるかなど、医

療技術者としての姿をしっかり振り返る時ではないかと思っています。
また、公益のためのより充実した組織に成長せねばならない本会に

とって、師範の柔道の教え「精力善用、自他共栄」
、
「成己益世（おのれ
をなしてよをえきす）
」は、最もよい道標であるとおもいます。

会員コラム
ひとつ

ま つ

て い

「 一 松 邸 」

江藤 正男 会員

一松邸は、昭和初期の国務や通信、厚生、建築大臣などを
歴任し、杵築市の初代名誉市民となった政治家・一松定吉（ひ
とつまつさだよし 明治８年３月18日―昭和48年６月８日）
氏の邸宅である。
一松定吉氏は美和村（現豊後高田市）の生まれ、二十四歳の
時に、かつて剣術や槍術の指南役として杵築藩に仕えた一松
一松邸 全景
家の家督を継ぐ養子となりその後、法曹界・政界で長きにわ
たり活躍した。
その間、日本柔道整復師会五代会長を務め（昭和16年４月〜21年５月）
、昭和
22年12月新憲法発布によって柔道整復術営業取締規則が廃止されることになった
が、当時厚生大臣の一松定吉氏他厚生委員の努力により新たに法律として制定存
続することができた。
一松定吉氏は終生杵築をこよなく愛し、昭和32年杵築市南台の自宅を市に寄贈、
現代「一松邸」として来訪者に公開している。
建物は、
昭和２年９月から２年間をかけ建てられた。取り外しが可能な「掛障子」
や、雨戸が直角に回転することで戸袋の数を減らす「回り戸」など、現代でも通
用する工夫がみられる。また、城や有名な寺、神社で多く見られる「格（ごう）天井」
が客入用のトイレに施されるなど当時の贅と技術の粋が結集されている。
一松定吉 銅像

12“夢”おおいた

Q&A
Q1. 整骨院・接骨院とは？
A１：整骨院・接骨院は日常生活やスポーツ活動・勤務中・交通事故などによって発生したケガに対して施
術
（治療）
を行うところです。その施術では、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガに整復、固定、
後療、電療など、主に手技で人間が本来持っている自然治癒力を最大限引き出させる治療を行います。

Q2. カイロ・整体などとはどう違うのですか？
A２：カイロや整体院を開設されている方々は、国が認めた免許資格ではありません。また具体的な業務
範囲を定めた規則などもありません。したがってカイロ、整体院では健康保険が適用されないので、
自由診療となります。柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性・亜急性の外傷性
のケガを主に取り扱うのが一番の違いです。そのために大学や養成校で専門知識（４〜３年）を学び、
国家試験に合格し、免許取得後研修し業務に従事しています。

Q3.「ねんざ」ってどうなっているの？（捻挫とは？）
A３：一般には関節周囲の骨以外の組織が傷んだ状態を言い、転んだり捻ったりして各関節の可動域（動く
範囲）を超え、その周辺の靭帯、筋、腱等が伸びて傷ついた状態をいいます。
（腫れ、内出血、運動
痛等を伴う時もあります。
）

Q4.「ねんざ」の応急処置、治療はどうするの？
A４： 急性期の基本的な処置は＜ＲＩＣＥ＞です。Ｒ（Rest）安静 Ｉ（Icing）冷却 Ｃ（Compression）圧迫
Ｅ（Elevation）挙上の、頭文字をとったものです。痛めたら、安静にし、氷か冷水で冷やし、包帯等
で圧迫し、心臓より患部を高くするとよいです。

Q5. 保険は使えますか？またその種類は？
A５：日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガについての施術（治療）には、各種健
康保険が使えます。またそれ以外にも、勤務中のケガには労働災害保険、自動車事故によるケガは
自動車損害賠償責任保険、生活保護による医療扶助なども使えます。

お気軽に相談を
次のようなことでお困りの方（なんでもご相談を）主に65歳以上の方又はそのご家族
●介護保険のサービスを利用したいけれど
●一人住まい、ご夫婦二人住まいで家事や買い物に困っている
●足が痛くてなかなか動けない
●身体が弱って自宅に閉じこもりがち
●外に出て新しい友達が欲しい

介護支援専門員
（ケアーマネージャー）
が、皆さんの日常生活において困った事は何でも相談に応じます
《基本方針》
利用者が可能な限り在宅で自立した、生きがいのある日常生活を営む事ができるよう支援致します
《個人情報の保護について》
個人情報保護法の趣旨に基づき、個人情報とプライバシー保護の重要性を認識し、適性且つ慎重な
取り扱いに努めます

大整介護支援センター
（社）大分県柔道整復師会

大分市萩原４丁目８番58号
TEL 097-503-4320
FAX 097-503-3338
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新入会員紹介
え

と う

①施術所名 ②開院日 ③住所 ④電話番号
ゆ う

き

江 藤

裕

生

な か

泰

た い

三

た け

弘

①さいき名倉整骨院
②H23.１.４
③佐伯市中村南町1329︲3
④0972-24-1617

仲

ぞ う

①仲町整骨院
②H23.１.27
③別府市上人仲町3︲6
④0977-66-3933
い

き

壹 岐

健

ひ ろ

①いき整骨院
②H23.４.１
③中津市大字中殿491番地3
④0979-53-9517
あ ん

ど う

亮

①中央町整骨院
②H23.４.28
③大分市中央町2丁目6︲10
④097-536-6566
と う

佐 藤

た

太

い ち

一

①さくら整骨院
②H23.７.１
③別府市亀川浜田町24組
④0977-67-5849
あ い

ざ わ

哲

①杉田整骨院
②H23.７.４
③豊後大野市三重町市場1457︲3
④0974-22-6987
こ ん

ど う

大阪の森ノ宮医療学園鍼灸、柔整科卒。東大
阪市の整形外科にて、リハビリテーション科
主任、大阪市の鍼灸整骨院勤務をへて、H23.
４.１に中津市に開院しました。患者様に愛さ
れる整骨院になるよう努力していきます。
明るく元気な整骨院として地域の方々が
笑顔になれるお手伝いをしていきたいと
思っております。
よろしくお願い致します。
さくら整骨院の佐藤太一と申します。
趣味はスポーツ全般です。今でもフットサ
ルや野球や陸上をしています。スポーツで
ケガをした経験もあり、それを治療に活か
して患者さんに接したいと思います。
宜しくお願いします。

さとし

合 澤

近 藤

柔道整復師の社会的意義を自覚し、職務
に専心努力する所存でございます。
ご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。

りょう

安 東

さ

新入会員の江藤です。
１人きりで大変な事もありますが、地域
の方々のお役に立てるよう頑張ります。

ふ み

史

あ き

章

①やよい整骨院
②H23.７.15
③佐伯市弥生大字江良1868番地1
④0972-46-1753

地域の皆様方の力添えをうけながらがん
ばっていきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

この度佐伯市弥生で開院させていただき
ました、やよい整骨院の近藤と申します。
地域密着の治療で皆様の健康をサポート
できればと思います。未熟者ですがどう
ぞよろしくお願いいたします。

学生コラム
夢に向かって

大分医学技術専門学校
柔道整復師科（３年生）

いま

今

むら

村

ま

き

磨 紀

新年あけましておめでとうございます。私は、大分医学技術専門学校の3年生です。
幼い頃から柔道をしていて、実家が整骨院だったということもあり柔道整復師は、私にとって身近な職業でした。
柔道で怪我をした時に、父に治療をしてもらったり、治療室には様々な年代の患者さんが来院してました。患者さん
の痛みが取れて、笑顔になって帰って行く光景を何度も見て、私もこの職業に就きたいと考えるようになりました。
元々、人と話したり、コミュニケーションを取るのが好きで、将来は人を笑顔にする事も出来、また患者さんだけ
でなく、地域社会に貢献できる柔道整復師になりたいです。
現在、私のクラスにたくさんの仲間がいます。3月の国家試験に向けて、全員で合格を目指し、頑張っています。
柔道整復師になれた暁には、諸先輩方、よろしくお願いします。
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編集後記
早いもので、この広報誌も第３号となります。一般県民のかたに柔道整復師とは、柔整業務とはな
にかを、少しでもご理解していただくため編集しました。柔整（整骨・接骨）は整形とも整体との違い
が一般にはわかりにくく、むしろ整形、整体のほうが認知されております。これも我々業界が、積極
的にアピールして来なかったことも一因にあります。反省を込めてこれからはより情報発信していき
たいと思います。
柔整（柔道整復術）は柔術の活法をルーツに持つ自然治癒力を最大限発揮する日本独自の伝統医療で
あります。我々は、昔からのよいものは残し、より進化発展した新しいものは取り入れていき、学習・
研修してきております。そうすることにより自然治癒力を借りて手で治す柔整が国民医療に信用かつ
必要とされ、県民の皆様の健康増進に貢献することになります。詳細は本会ホームページもあります
ので、よかったらご覧ください。
最後に原稿依頼をお忙しいなか快諾していただいた荷宮由信先生、また投稿編集協力くださった会
員・役員・事務局に感謝します。（広報部長

野田光広）

〈表紙の解説〉

雪の豊後森機関庫 ……平成23年1月2日午後4時過ぎ雪降る森町へ、新年早々ふと森機関庫が脳裡に投影さ
れ写真撮影を奮い立たせる、ここは旧国鉄豊後森駅東側にあった機関庫で2009年豊後森機関区の関連遺産と
して、扇形機関庫と転車台とが近代化産業遺産に認定されている所です。真白な雪降る夕映えの中に浮かぶ
機関庫と転車台を幻想的な光景としてプレゼントしてくれる。
（西邑伊三郎

社団法人 大分県柔道整復師会

〒870-0921
大分県大分市萩原4-8-58 大分県整骨会館
TEL 097-503-3334 FAX 097-503-3338
http://www.seikotsu-oita.jp/

相談役）
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柔道整復師倫理綱領

国民医療の一端として柔道整復術は︑国民大衆に広
く受け入れられ︑民族医学として伝承してきたところ
であるが︑限りない未来へ連綿として更に継承発展す
べく︑倫理綱領を定めるものとする︒ここに柔道整復
師は︑その名誉を重んじ︑倫理綱領の崇高な理念と︑
目的達成に全力を傾注することを誓うものである︒

１︑柔道整復師の職務に誇りと責任をもち︑仁慈の心
を以て人類への奉仕に生涯を貫く︒

２︑日本古来の柔道精神を涵養し︑国民の規範となる
べく人格の陶冶に努める︒

３︑相互に尊敬と協力に努め︑分をわきまえ法を守り︑
業務を遂行する︒

４︑学問を尊重し技術の向上に努めると共に︑患者に
対して常に真摯な態度と誠意を以て接する︒

５︑業務上知り得た秘密を厳守すると共に︑人種︑信
条︑性別︑社会的地位などにかかわらず患者の回復
に全力を尽くす︒

㈳日本柔道整復師会
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中 津 市
整骨・接骨院名

宇 佐 市
電話番号

整骨・接骨院名

電話番号

₆₅ いき整骨院

0979-53-9517

₅₆ 安東整骨院

0978-33-3770

₆₆ 江崎整骨院

0979-24-6978

₅₇ 宇佐整骨院

0978-33-1961

₆₇ 奥田整骨院

0979-22-1937

₅₈ えきすい鍼灸整骨院

0978-38-7323

₆₈ おはら整骨院

0979-24-6155

₅₉ さとう整骨院

0978-37-2872

₆₉ 金枝整骨院

0979-22-2942

₆₀ 永岡整骨院

0978-33-2210

₇₀ 坂本整骨院

0979-23-9708

₆₁ ながさお整骨院

0978-44-1337

₇₁ しまざわ整骨院

0979-26-0137

₆₂ 名倉堂長岡整骨院

0978-38-5866

₇₂ せんだい整骨院

0979-23-8256

₆₃ 南整骨院

0978-38-0446

₇₃ たまき整骨院

0979-24-0720

₆₄ 吉成整骨院

0978-33-3301

₇₄ 東洋療法整骨院

0979-24-3291

₇₅ 友松整骨院

0979-24-1697

大分県柔道整復師会
会員施術所
※平成24年１月31日現在

豊後高田市
整骨・接骨院名

₆₅
₆₇ ₆₆ ₆₈
₆₉ ₇₀
₇₁ ₇₂
₇₃ ₇₄
₇₅

₄₈
₄₇

₆₃
₆₂
₅₈
₆₀ ₅₇
₅₉
₆₄ ₅₆

４

２
３

１２１

１１８

１２０

0978-24-3995

₇₆

電話番号

１３３

１３６

１３４

₄₆

大 分 市

整骨・接骨院名

電話番号

整骨・接骨院名

0978-67-2683

４ やすまつ整骨院

0978-72-4266

別 府 市

₅₁ 田邉整骨院

0978-63-2377

５ あんどう整骨院

0977-75-9777

₅₂ 森整骨院

0978-62-5341

６ 衛藤整骨院

0977-67-2920

７ 尾林整骨院

0977-27-3150

８ 清田整骨院

0977-25-6222

９ くどう接骨院

0977-24-3218

₁₀ クローバー整骨院かわの

0977-21-7799

₁₁ 後藤整骨院

0977-23-3686

₁₂ こんどう整骨院

0977-24-9111

₁₃ さくら整骨院

0977-67-5849

₁₄ 末廣整骨院

0977-22-5307

₁₅ 末広整骨院

0977-24-9430

₁₆ 杉田整骨院

0977-67-3663

₁₇ 接骨院大別府清水

0977-23-7107

₁₈ 竹野整骨院

0977-66-5161

₁₉ 武原整骨院

0977-66-5730

₂₀ 帯刀接骨院

0977-21-8951

₄₂

₂₁ 土谷整骨院

0977-21-6452

₄₁ ₄₀
₄₄ ₄₃

₂₂ つねまつ整骨院

0977-25-7675

₂₃ 仲町整骨院

0977-66-3933

₂₄ 西整骨院

0977-22-0743

₂₅ 浜脇整骨院

0977-22-7856

₂₆ 林整骨院

0977-25-2628

₂₇ ひろし接骨院

0977-21-3635

₂₈ ふじや整骨院

0977-22-6506

₂₉ 裕大整骨院

0977-26-1275

₃₀ 山内整骨院

0977-25-5580

₃₁ やまなみ整骨院

0977-67-3111

₃₂ ゆう整骨院

0977-75-9600

₃₃ 渡辺整骨院

0977-67-4275

₃₄ 渡辺整骨院

0977-67-8538

電話番号

₅₃ えとう整骨院

0977-72-3011

₅₄ 河野整骨院

0977-72-2319

₅₅ 藤川整骨院

0977-72-0539

大 分 市
電話番号

0978-68-0051

整骨・接骨院名

₄₅

日 田 市

２ さこの整骨院
３ 住吉整骨院

0978-62-3164

₃₈
₃₇
₃₉

１３５

0978-72-4298

0978-63-2051

₃₆

₃₅

電話番号

１ 加藤整骨院

₅₀ 住吉整骨院

〜 １１７

１３２

国 東 市
整骨・接骨院名

₄₉ 江藤接骨院

整骨・接骨院名

５ 〜 ₃₄

１１９
１２２

₄₈ さかい整骨院

日 出 町

₅₅ ₅₄ ₅₃
１３１

0978-22-3702

整骨・接骨院名

₄₉ ₅₁
₅₂ ₅₀

１２４
１２３ １３０
１２８ １２５
１２６ １２７
１２９

₄₇ 安東整骨院

杵 築 市

１

₆₁

電話番号

整骨・接骨院名

電話番号

電話番号

１２３ 大谷整骨院

0973-25-5711

１０１ 津崎整骨院

097-593-0769

₇₆ あべ整骨院

097-545-6459

１２４ きよた整骨院

0973-24-7232

１０２ ながおか鍼灸整骨院

097-592-6027

₇₇ 安部整骨院

097-538-0369

１２５ たかはし整骨院

0973-22-9898

１０３ 長野整骨院

097-546-3930

₇₈ 飯田整骨院

097-543-5173

１２６ 中央整骨院

0973-22-2013

１０４ 中村整骨院

097-567-5255

₇₉ 今弁慶整骨院

097-532-0686

１２７ 手嶌整骨院

0973-24-0439

１０５ 中村整骨院

097-523-0230

₈₀ 大分上野整骨院

097-546-0101

１２８ 中村整骨院

0973-24-7780

１０６ 長浜整骨院

097-532-8889

₈₁ 大分整骨院

097-535-0201

１２９ 西邑整骨院

0973-22-4345

１０７ なごみ整骨院

097-574-5421

₈₂ おおざい整骨院

097-592-5050

１３０ 森山整骨院

0973-22-1151

１０８ なのはな鍼灸整骨院

097-552-9699

₈₃ かえで整骨院

097-592-5435

１０９ 野上整骨院

097-532-5614

₈₄ 春日浦整骨院

097-533-2777

１１０ 野田接骨院

097-567-5680

₈₅ きたに接骨院

097-558-2216

１１１ 狹間整骨院

097-592-1713

₈₆ 国広整骨院

097-541-4122

１１２ ひだまり整骨院

097-547-9728

₈₇ 元気いきいき整骨院

097-500-7058

１１３ 堀接骨院

097-575-2356

₈₈ 小林整骨院

097-545-0328

１１４ やの整骨院

097-545-9119

₈₉ ごとう整骨院

097-521-4848

１１５ ゆふらぎ接骨院

097-537-2531

₉₀ 坂本接骨院

097-544-3627

１１６ わさだ甲斐整骨院

097-541-2119

₉₁ ささき整骨院

097-547-9877

₄₀ 池田整骨院

0972-23-6761

１１７ わさだ整骨院

097-586-1175

₉₂ しおい整骨院

097-542-5333

₄₁ 鎌田整骨院

0972-22-0684

₉₃ 重石整骨院

097-551-0399

₄₂ 菅整骨院

0972-27-6384

₉₄ 首藤整骨院

097-544-2866

₄₃ さいき名倉整骨院

0972-24-1617

₉₅ 首藤整骨院

097-567-7112

₄₄ 野田整骨院

0972-23-6834

₉₆ 住吉整骨院

097-592-5108

₄₅ 藤本整骨院

0972-42-1275

₉₇ 田崎接骨院

097-549-6162

₄₆ やよい整骨院

0972-46-1753

₉₈ 中央町整骨院

097-536-6566

₉₉ 調和整骨院

097-546-4970

１００ 調和整骨院鶴崎

097-522-4922

玖 珠 町
整骨・接骨院名
１３１ 河野整骨院

電話番号
0973-72-0309

竹 田 市
整骨・接骨院名

電話番号

１３２ いりえ整骨院

0974-64-4300

１３３ 宇都宮整骨院

0974-63-0217

１３４ 千房整骨院

0974-62-2110

豊後大野市
整骨・接骨院名

電話番号

１３５ 衛藤整骨院

0974-22-6631

１３６ 杉田整骨院

0974-22-6987

由 布 市
整骨・接骨院名

電話番号

１１８ 阿部整骨院

097-582-0881

１１９ えとう鍼灸接骨院

097-583-5570

１２０ おきた整骨院

097-583-5430

１２１ 杉田整骨院

0977-84-2803

１２２ 野田整骨院

097-583-0515

臼 杵 市
整骨・接骨院名

電話番号

₃₅ 安東整骨院

0974-32-3282

₃₆ 今村整骨院

0972-63-3350

津久 見 市
整骨・接骨院名

電話番号

₃₇ おくだ整骨院

0972-85-0780

₃₈ 堅田整骨院

0972-82-8763

₃₉ つくみ名倉整骨院

0972-83-5656

佐 伯 市
整骨・接骨院名

電話番号

