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公益社団法人 大分県柔道整復師会広報誌 第９号

　昔から「ほねつぎ」「接骨師」として広く知られ、現在は高校卒業後、厚生労働省の許可した専門の養成施設（三年間以
上修学）か文部科学省の指定した四年制大学で解剖学、生理学、運動学、病理学、衛生学、公衆衛生学などの基礎系科目
と柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規、外科学、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。
　国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
　資格取得後は、臨床研修を行い、「整骨院」や「接骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病
院や整骨院などで働くこともできます。
柔道整復師（国家資格）≠　整体師、カイロプラクティック師（国家資格ではありません）
柔道整復師（国家資格）≠　あん摩・マッサージ・指圧師（国家資格）

WHO（World Helth Organization）  OITA Judo Therapist Association

APR 2018http://www.seikotsu-oita.jp/

　整骨院や接骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生す
る骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、
人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています。

柔道整復師の業務

柔道整復師とは

APR 2018



会長挨拶
　公益社団法人 大分県柔道整復師会の今年度の活動出来度を大
分県民や皆様にお知らせする広報誌【整骨“夢”おおいた】も回
を重ね第９号の発刊に至りました。
　【整骨“夢”おおいた】は当会の公益活動を御理解御認識いた
だくことで公益活動の質を高める糧となって参りました。当会の
一部でもお知らせでき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。
　公益社団法人 大分県柔道整復師会は250余名の会員・準会員や勤務柔整師で公益活動や
学術活動等を通じ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、保健
・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。
　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様にも当会の活動に
参加いただき活動の輪をさらにおおきく育てて参りたいと考えております。是非お声をか
けていただきたいと思います。

会長　加藤  和信

顧　　　問　　清　田　洋　一

相　談　役　　西　邑　伊三郎

　　　　　　　河　野　靖　久

会　　　長　　加　藤　和　信

副　会　長　　鎌　田　実　信（保険部長）

　　　　　　　野　田　光　広（広報部長）

理　　　事　　江　﨑　博　明（総務部長）

　　　　　　　安　東　鉄　男（学術部長）

　　　　　　　首　藤　彰　典（福祉部長）

　　　　　　　土　谷　惠　一（経理部長）

　　　　　　　前　川　羊　介（生涯学習部長）

　　　　　　　髙　橋　祥　三（総務副部長）

監　　　事　　塩　井　卓　広

　　　　　　　阿　部　幸　広

学 術 部 会　　西　原　　　清

　　　　　　　重　石　雄　大

　　　　　　　江　藤　公　博

　　　　　　　安　部　良太郎

　　　　　　　西　邑　慎　司

　　　　　　　笠　木　和　久

　　　　　　　森　　　一　馬

　　　　　　　河　合　竜之介

　　　　　　　後　藤　佑　輔

柔道委員会　　森　　　政　彦

　　　　　　　酒　井　裕　治

　　　　　　　永　竿　茂　男

ＩＴ委員会　　南　　　徳　泰

　　　　　　　西　原　　　清

　　　　　　　佐々木　昭　仁

　　　　　　　藤　本　正　高

　　　　　　　尾　林　大　生

　　　　　　　薬師寺　政　充

新執行部
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参加会員

三橋裕之日整総務部長加藤和信会長あいさつ

平成29年度定時総会

平成29年度臨時総会

　平成29年5月21日㈰ 9時より整骨会館にて平成29年度定時総会・連盟総会及び協同組合通常総会
が開催された。議決会員数177名に対し出席174名（委任状86名欠席3名）のもと全10議題を慎重審
議し無事承認された。
　　表彰披露：べっぷ鶴見岳一気登山大会感謝状
　　学術表彰：住吉壽人、鎌田実信、河合竜之介会員
　本年度は役員改選があり、河野靖久副会長、宇都宮育郎監事が勇退され、新理事に髙橋祥三会員、
新監事に阿部幸広会員が選出された。新たに相談役に河野靖久先生、二人体制になった副会長に、
鎌田実信・野田光広理事が選任され、他の役員は再任された。（新体制はP２参照）

　平成29年11月26日（日）9：00よりレンブラントホテル大分にて平成29年度臨時総会が開催され
た。議決会員数174名に対し出席155名（委任77名欠席19名）のもと全2議題を慎重審議し無事終了
した。その後、公益社団法人日本柔道整復師会会長工藤鉄男先生と総務部長三橋裕之先生による「日
整（業界）改革の概要」のご講演をしていただいた。

表彰披露　山内　一会員本会顧問税理士　森迫孝一先生

総会風景 学術表彰新執行部

勇退された宇都宮育郎監事

工藤鉄男 日整会長

議事録著名人 飯田 尊・末広佳代会員 会場風景
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穴見陽一  衆議院議員 礒崎陽輔  参議院議員 阿部英仁 自民党県支部連合会会長

発起人代表  衛藤征士郎  衆議院議員 岩屋  毅  衆議院議員開会の辞  加藤和信  本会会長

【主な役職・ご功績】

昭和56年　河野整骨院（副院長就任）

昭和62年　河野整骨院継承（院長就任）

平成２年～平成29年　本会理事

平成22年～平成29年　本会副会長

平成29年5月～現在　  本会相談役

日本柔道整復師会九州ブロック会理事

大分県柔道整復師協同組合　理事長

大分県柔道整復師施術療養費審査委員

平成20年2月14日～現在  保護司

平成22年7月5日～現在  大分県薬物乱用防止指導員

平成23年11月22日
　大分県保護司会連合会会長表彰
平成25年3月24日
　厚生労働大臣表彰　柔道整復業務功労賞
平成28年4月10日
　自由民主党大分県支部連合会会長表彰

河 野 靖 久 先生
旭日単光章受章   祝賀会

　平成29年11月26日11時よりレンブラントホテル大分にて河野靖久
先生旭日単光章受章祝賀会を110余名のご来賓、ご家族、会員の参加
者のもと盛大に開催されました。本会前副会長である先生が永きにわ
たり本会、業界関係団体等の要職を歴任され、地域医療の推進と業界
の発展にご尽力された功績により栄えある「旭日単光章」を受章され
ました。このことは本会としても誉れ高いことであります。

【表　彰】

昭和63年10月5日
　竹田警察署長感謝状（人命救助）
平成10年2月15日
　日本柔道整復師会　役員功労感謝状
平成20年2月10日
　日本柔道整復師会　会長表彰
平成20年11月3日
　大分県知事表彰
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（公社）日本柔道整復師会 工藤鉄男会長

九州ブロック会 塩川哲也総務部長

（公社）日本柔道整復師会 豊嶋良一 政策部長

江﨑博明 本会総務部長

乾杯  近藤稔 県医師会会長

万歳三唱　萩原正和 日整副会長

花束贈呈

余興　Cat's Eye

祝　　　　　　　宴
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「受章者  謝辞要旨」

　本日はお忙しい中皆様方には「旭日単光章受章祝賀会」を開催いただき、またご出席を賜りあり
がとうございます。
　平成29年５月８日大分県庁にて、知事より叙勲伝達式の後、家内共々10日に上京、厚生労働省
での式典後、皇居にて天皇陛下に拝謁致しました。他の受章者の皆様と共にありがたいお言葉を賜
りましたことをご報告申し上げます。この栄誉は、多くの方々のご支援のお陰様にて頂けたもので、
皆様方に感謝申し上げます。特に、衛藤征士郎発起人代表のもと、発起人の労を取られた加藤会長、
役員各位に改めてお礼申し上げますと共に、本会の一層の発展と皆様のご健勝をお祈り申し上げ、
略儀ながらお礼とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。



　平成29年5月28日（日）9:30より大分市トキハ会館にて本会会員並びに多数のご来賓、関係各位ご出席の
もと、記念講演並びに記念式典・祝賀会を開催しました。
　記念講演は演題「柔道整復師も知っておきたい野球医学」を、講師：独立行政法人国立病院機構西別府病
院　スポーツ医学センター副センター長　馬見塚尚孝先生に講演していただきました。
　記念式典では広瀬勝貞県知事、工藤鉄男日整会長、加藤和信本会会長より対象となる会員に表彰があり、
多数のご来賓の皆様より祝辞を賜りました。
　受賞者を代表し宇都宮育郎会員が謝辞を述べられ、祝賀会が盛大に行われました。このような創立70周年
社団法人設立40周年記念式典を行えますのも、患者さんはもとより県民の皆様、業界関係各位のご理解とご
高配があってのことと、ここにお礼申し上げます、ありがとうございました。

① 大分県知事感謝状　　今村昭紀　宇都宮育郎
② 日整会長表彰　　　　江﨑博明
③ 日整会長感謝状　　　安東鉄男　野田光広
④ 日整永年表彰　　　　清田洋一　今村昭紀　　杉田洋一
　 　　　　　　　　　　手嶌重徳　佐藤えいき　重石一昭
⑤ 本会30年永年勤続表彰
　　　　　　　 　　　　帯刀啓貴　首藤文教　　野田光広
　　　　　　　　 　　　渡辺一夫　安部幸一路　国広幸治

創立70周年 社団法人設立40周年記事業  記念講演・記念式典 並びに祝賀会

表　彰

講師：馬見塚尚孝先生

大分県知事感謝状

日整永年表彰 本会30年永年勤続表彰

日整会長表彰、感謝状
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　本会は終戦間もない昭和21年７月25日、別府北小学校での創立総会から70年の歩みが始まりました。戦後の混乱期
多くの県民は、疲弊した生活を立て直す事に奔走しておりました。
　そうしたなか医療環境も不十分であり、多くの骨折・脱臼の患者が整骨院・接骨院で柔道整復師に治療を受けてお
りました。本会の先人たちは医師の指導協力のもと患者の社会復帰に取り組み県民医療に貢献して参りました。また
患者の利便のため療養費の受領委任制度の協定の強化にも取り組んでいただきました。こうした先人の地道な努力活
動で今日の私どもがあると思うと改めて感謝の念で溢れる思いであります。
　県民に対する本会の公益性を高める目的で昭和53年には社団法人を設立し、社団法人大分県柔道整復師会として活
動を開始してまいりました。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が施行されました折には、確かな
公益活動をお認め戴き平成25年３月22日、広瀬勝貞大分県知事より公益社団法人の認定を受けることができました。
　これも先人の努力足跡があったればこそと頭がさがる思いであります。
　わたしどもは先人が築いた70年の意義ある歴史を汚すことなく、さらに前進して参る覚悟であります。
　70年の節目の年に当たり公益社団法人大分県柔道整復師会会員一同、心を新たに超高齢化社会における医療の担い
手として、地域社会へ密着し県民の福祉医療への貢献に努めて参りたいと決意しております。
　関係各位におかれましては、これまでに倍するご指導をお願いする所存であります。
　また平成24年６月５日には会員の福祉充実のため大分県柔道整復師協同組合を設立することができました。協同組
合設立にあたりましては、大分県中小企業団体中央会様にはいろいろとご教授いただきました。安心して業務に精励
できる環境こそ公益目的事業達成の大きな支えであります。有難うございました。厚く御礼申しあげます。
　公益社団法人の目的を達成するための大きな柱、連盟活動も本日お越しの先生方の後押しで充実して参りました。
先生方のさらなる後押しをお願いするしだいであります。
　関係各位のお力添えで斯業の将来を明るくできると確信しております。
　会員各位と力を合わせ、これまで以上に精励し先人の築いた歴史を引き継ぎ、地域への密着と県民の信頼維持のた
め努力する所存であります。
　本会としても会員が包括ケアシステム、地域医療に専心し柔道整復術をもって貢献できる環境整備に最大限努める
覚悟であります。

（加藤和信会長あいさつ要旨）

創立70周年 社団法人設立40周年記事業  記念講演・記念式典 並びに祝賀会

ご来賓

《余興》ルミエール・カルテット

工藤鉄男日整会長挨拶

宇都宮育郎代表者謝辞 懇親会にて
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第26回日本柔道整復接骨医学会

公益財団法人 柔道整復研修試験財団
柔道整復師卒後臨床研修2017九州会場

　平成29年11月3、4日グランキューブ大阪にて第26回日本柔道整復接骨医学会学術大会を開催。「地
域のゲートキーパーとしての柔道整復師」－安心・安全な柔道整復師の提供のためにーを大会テーマ
に全国各地より会員が大勢参加し、大会を盛り上げた。大会では特別講演、シンポジウム、各種セミ
ナー・フォーラム等が開催され、本会からは安東鉄男理事が会員一般発表の座長の労を取られた。

　平成29年3月19日（日）10:30より、福岡医療専門学校にて上記講習会が開催された。名誉なことに
財団より講師を依頼され、本会より鎌田実信・江﨑博明理事が講演を財団が設定する臨床研修施設の
指導者と卒後臨床研修終了者を対象に行われた｡
【指導者のための技術講習会】 
　①基本技術講習　　｢目で見る脱臼の外見変形及び動画による整復像｣
　　　　　　　　　　｢前腕骨下端部骨折における整復･固定のポイントについて｣
 佐賀県柔道整復師会 会長 富永啓二講師
　②基本技術講習　　｢脱臼と骨折の一人整復法｣ 本会 理事 鎌田実信講師 
 理事 江﨑博明講師
　③｢卒後臨床研修の必要性」 柔道整復研修試験財団 代表理事 福島 統講師

参加会員

座長　安東鉄男理事

会場：グランキューブ大阪

大会会場

福島 統 先生 鎌田実信先生 江﨑博明先生
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「公益社団法人日本柔道整復師会
第45回九州学術大会熊本大会」

　平成29年7月9日㈰ 9：00より大雨の中「くまもと森都心プラザ」にて上記大会が「九州はひとつ」
を合言葉に大勢の九州各県会員の参加により開催されました。
　各県代表による８名の会員発表後、「災害医療と柔道整復師」と題して９名の災害医療の専門家
によるシンポジウムが行われました。その後介護研修「2017整復師と介護保険について」藤田正
一先生の講演があり、本会からは安東鉄男理事が会員論文発表座長団のひとりとして労をとられ、
また河合竜之介会員の「Iselin病の治験例と鑑別診断の重要性」がポスター発表のひとつとなりま
した。今大会は平成28年の熊本地震により甚大な被害を受けたなか無事開催されました。これも
公益社団法人熊本県柔道整復師会役員、会員、関係各位の学術大会、懇親会などのご尽力に感謝申
し上げます。

会場風景

懇親会にて 懇親会万歳三唱

会場ロビー
河合竜之介会員のポスター発表

安東鉄男座長（左） 大会シンポジウム
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赤十字救急法講習公開セミナー

馴松義啓講師

保険指導会

論文発表された３会員

国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理

富田孝次先生（SSB）

平成29年度  夏季学術公開セミナー
　平成29年6月11日㈰ 9:00より整骨会館にて鎌田実信副会長による保険指導会が会員70余名の参加
のもと開催された。その後、穴井・高橋講師による公開セミナー「赤十字救急法講習」が行われ、10
名ほど一般の方の参加もあり、公益性のある有意義な講習会となった。午後より、安東鉄男理事によ
る「国際柔道連盟試合審判規定及び安全管理」の講義と平成29年度本会IT委員会が開催された。

平成29年度  第８回夏季解剖見学実習

平成29年度 春季学術公開セミナー

　平成29年8月29日(火）午後1時半より国立大分大学にて、医学部の先生方のご高配により、第8回
夏季解剖見学実習が開催された。残暑の厳しい中、他県よりの参加を含め40余名の出席となった。「人
体の構造と機能を理解する」「献体の意義を知るとともに生命の尊厳について考える」ことを目的に、
柔道整復業務で重要な運動器について今回は特に重点的にご教授していただいた。明日の施術に繋
がる有意義な実習となり、日頃の疑問にもていねいに解説していただいた｡

　平成30年2月18日㈰ 9:30より、整骨会館にて会員120余名の参加のもと上記セミナーが開催さ
れた。住吉壽人・河合竜之介・江﨑仁介会員よる論文発表後、馴松義啓講師（松岡メディカルクリ
ニック院長）よる「上肢の外傷及び障害」講演が行われた。その後、富田孝次先生（SSB）による「最
新の超音波診断装置の理論と実技」・佐藤睦典先生（さとう海事労務事務所）による「従業員雇用に
おける補助金制度について」講演をしていただいた。最後に加藤会長・鎌田副会長による「制度改
革に伴う保険取り扱いと料金改定の最新情報」についての講義が行われた。長丁場であったが、ど
の講義も明日の業務に必要な大事なテーマであったため皆真剣な眼差して受講していた。

講義風景 参加会員
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第40回日整九州ブロック会柔道大会　　　
大分県団体戦  V2優勝 ・ 個人戦50代優勝  安東鉄男会員 
第40回日整九州ブロック会柔道大会　　　V2 祝

　平成29年7月8日11時より山鹿市カルチャースポーツセンター総合体育館にて厚生労働大臣杯争奪
第40回九州ブロック会柔道大会が開催され本会が昨年に続き連覇した。これは本会の長い歴史の中で
も38年ぶりの快挙となった。2位の熊本県との差は僅か1ポイント差であった。（3位は福岡県）

団体戦　優勝　大分県（27点）　　準優勝　熊本県（26点）　
個人戦　50代　優勝（10点）  安東鉄男　　40代　３位（３点）　永竿茂男
　　　　30代　準優勝（５点）  井本佳太　３位（３点）　迫野哲也
　　　　20代　３位（３点）　森　一馬　　３位（３点）　堀　皓瑛　　
特別表彰　★15回表彰　　永竿茂男　大谷直人
　　　　　★10回表彰　　金堂大一
　　　　　★５回表彰　　加藤　豪　近藤史章　

【出場選手】　監　督：国広幸治
　　　　　　審判員：森　政彦
　　　　　　50  代：安松宏幸
　　　　　　40  代：酒井裕治　大谷直人
　　　　　　30  代：梅﨑孝次　近藤史章
　　　　　　20  代：星野誠二

連覇

開会式

森　一馬 会員

迫野哲也 会員

堀　皓瑛 会員

安東鉄男 会員 永竿茂男 会員

参加会員

井本佳太 会員

松岡　保 九ブロ会長あいさつ
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第41回日整全国柔道大会出場 九州ブロック会 ３位入賞

第26回日整全国少年柔道大会出場

　平成29年10月８日（日）、講道館にて厚生労働大臣旗争奪第41回日整全国柔道大会が開催され、九
州ブロック会代表チームは初戦南関東Ａに２対１、準々決勝は東京に３対０で勝利し、準決勝では惜
しくも近畿に０対２で敗れたが見事に３位入賞しました。本会より監督に国広幸治会員、選手 安東
鉄男・井本佳太会員が出場し活躍、勝利に貢献してくれました。

　平成29年10月８日（日）、講道館にて文部科学大臣杯争奪第26回日整全国少年柔道大会が開催され、
監督の森政彦会員率いる大分県チームは１回戦で群馬県に勝利しました。２回戦で山口県に健闘むな
しく敗れましたが、皆全力を尽くしがんばりました。尚、本会より審判として永竿茂男会員が参加協
力してくれました。

第13回大分県整骨旗争奪少年柔道大会代表選手 大会風景

井本佳太 会員 安東鉄男 会員中央 国広幸治監督

九州ブロック会代表 ３位入賞
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参加会員一同

熱  戦  風  景

開会式 国歌斉唱

　平成29年7月30日（日）中津市「ダイハツ九州アリーナ」にて上記大会（第26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）が多数のご来賓出席のもと開催。今回は県下30道場
・クラブより34チーム250名の選手参加、青少年健全育成　県少年柔道発展と2020東京オリン
ピックの柔道日本の活躍を願い、本会会員の総力を結集し開催している。今回は団体戦では、
森道場Aが初優勝を飾り、準優勝はUSA小倉塾A　3位は三重柔道クラブA、庚辰館となった。（敢
闘賞：三重道場B、少年柔道クラブ青洞館、自勝舘A、尚武館田﨑道場A）個人戦は1年生から6
年生までの全学年によるトーナメント戦により行われ4，5，6年生より予選で勝ち抜いた5名が
10月8日講道館で開催される全国大会に出場した（詳細はP12参照）。また形競技の普及、発展の
ために前回に続いて「古式の形」安東鉄男七段・板井慎吾六段及び「投の形」林優那さん・白
根新太君による演武が行われた。

第13回大分県整骨旗争奪少年柔道大会開催
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分整コラム

　平成29年４月９日（日）９時より、この大会は別府の海抜０ｍのSPAビーチから1,375ｍの鶴見岳山
頂まで（全行程17km）、幹線道路を通らず一気に登頂する大会です。
　今回で30回の節目を迎え、年々参加者も増加し、全国各地より3,000
名を超える登山大会です。
　私達、公益社団法人大分県柔道整復師会は、本部より上部の登山道の
救護班として第１回大会より参加させて頂いております。別府地区会員
が３名、本部、林道交差点、頂上に待機し緊急事態に対応できるように
準備しております。
　30年を振り返りますと、歩けなくなった参加者を山岳会の方々と頂
上へ担ぎ上げたり、林道より車で搬送したりといろいろありましたが、
それもこれも今では楽しい思い出です。創成期のメンバーも鬼籍に入ら
れた方々も多く、そのお顔が懐かしく思い出されます。これからも本大
会が末永く皆様に愛され、盛大に行われますようにご祈念いたしますと
もに、私達も体を鍛え、若い血を入れご協力できるよう努力してまいります。

平成29年10月8日（日）　日出町保健福祉センター
（公社）大分県柔道整復師会参加者　　　
　　　江﨑博明・山内　一・前川羊介・竹野智晴
　　　江藤公博・加藤　豪・中島祥太・江﨑仁介
（公社）福岡県柔道整復師会参加会員より８名の参加にて朝
4:30～12:30まで（設置・後片づけ含む約8時間）
　ベッド10台で救護にあたった。※日出チェックポイント
の施術人数は229名、ベッド１台当たりの稼働人数は22.9
名・施術者１人当たり約15名でした。

　施術内容としては１人当たりの所要時間が15分から30分
位で、痛めた筋肉の回復や腰、股関節、膝関節、足関節など
痛みの除去や除痛を伴うテーピング等を丁寧に施療し、参加
者に『まだまだ歩ける』という精神的安心感の提供を心掛け、
特筆的には足のマメの処置が多かった。本人に許可を得てか
らマメをつぶし不燃性ガーゼを当ててテーピング固定し状態
によっては肌に直接テーピング固定をした。
　参加会員は他の先
生の施術も見学でき、

福岡社団の先生ともコミュニケーションが取れて、参加者から
は感謝される有意義なボランティア活動になりました。

「べっぷ鶴見岳一気登山第30回記念大会」救護活動
別府地区　山　内　　一 会員

江 﨑 博 明 理事

行橋～別府100キロウォーク救護活動報告

参加会員

山内 一、竹野智晴会員、清田洋一顧問

救護活動

救護風景
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分整コラム

　平成29年10月28、29日（土、日）に「地域医療と多職種連携を考える」を大
会テーマに、宮崎県延岡市の九州保健福祉大学で「日本社会医療学会　第18回
学術大会」が開催されました。今回の大会実行委員長は、公益社団法人熊本県
柔道整復師会の松村圭一郎会長が務められました。
第1日目は九州各県から参加した公益社団法人日本柔道整復師会所属の柔道整復
師による柔整専門部会が開催されました。
　宮崎県の奈須開生会長の挨拶で始まり、本県の加藤和信会長が「柔道整復保

険問題について」、熊本県の松村圭一郎会長が「急
性外傷・亜急性外傷について」のテーマで講話を行いました。
　その後、各県の参加者による質疑応答及び意見交換が行われ、活発
な意見が交わされました。
　終了後、並行して行われていた公開研修会の会場に移動し、延岡市
地域医療対策室室長と介護老人保健施設　東海園看護部長の講演と宮
崎県柔道整復師会の山本裕太郎会員による「自分の体力を知ろう －１
日の歩数を導き出す－」の講演を聴講し、第1日目が終了しました。
　第2日目は午前に各専門職6名による個別発表と３名のシンポジスト
によるシンポジウムが学会テーマに沿って行われ、午後からの特別講
演で終了しました。
　今回の学会で他職種の方の発表や講演を拝聴して、各専門職の方々
が患者さん（対象者）のために連携し、より良い対策を立てることの素
晴らしさを痛感し、我々、柔道整復師もその中に入り今まで以上に、
地域医療と福祉に貢献しなければならないと考えます。

「日本社会医療学会  第18回学術大会」

首藤彰典理事

柔整専門部会

参加会員

杵築市　森 道場　森　政彦 会員

“夢”道 場 だ よ り

　平成23年12月17日父親の道場を増築し、新たに森道場を立ち上げて6
年になります。道場開きには世界チャンピオン穴井隆将先生による柔道教
室をして頂きました。最初は、道場生8名からのスタートで現在は25名おり、
毎週4回稽古しています。
　森道場は柔道の基本をしっかり習得させており、『二本握って一本取る』柔道を指導しています。また、
道場訓でもある執念をモットーに、最後まで勝負を諦めない『折れない心』で試合に望むように言って
います。
　柔道は人間教育でもあり、柔道を通して立派な社会人になってもらいたいと思います。これからも地
元杵築市の柔道発展に貢献して行きたいと思います。

－
  道

  －

絆 －
  Kizuna   －

大野将平選手による柔道教室 第13回大分県整骨旗争奪少年柔道大会団体優勝

大野将平選手と共に
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　この度、平成29年５月の役員改選にて監事に就
任いたしました。
　私は平成10年に由布市で開業し公益社団法人大
分県柔道整復師会の会員として当会にお世話になっ
て参りましたが、会の運営、会長を始めとする理事、
監事の先生方の役割、活動、又、事務員の方々の仕
事内容すら全くと言っていいほど分りませんでし
た。今回このような機会をいただき会務に携わって
きましたが、会及び会員、又、他県との連携等、幅
広くご活動している姿を見て「自分に務まるのだろ
うか」という不安も感じつつ、改めて役員事務員の
皆様の御苦労を痛感いたしました。
　昨今、柔整業界は大変厳しい状況になってきてい
ます。だからこそ役員、会員一丸となって協力し合
い乗り越えて行かなければと思っています。そのた
めに何らかのお役に立てるよう努力する所存でござ
います。
　最後に、まだまだ不慣れでご迷惑をおかけする事
も多いかもしれませんが、会員皆様の御指導、御鞭
撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　平成29年5月理事に就任致しました髙橋でござい
ます。地元日田で開業し13年目になります。今ま
で役員の先生方がどのような仕事をしているのか全
く分かりませんでしたが実際その現場を目の当りに
して役員の皆様のご苦労、大変さがよくわかりまし
た。歴代の役員、会員の皆様の努力があったからこ
そ今私達が整骨院の仕事をやっていけているのだな
と思います。同時に自分自身の勉強不足、見識の無
さを痛感しているところでございます。
　現在整骨院業界が大きな岐路に立たされておりま
すが役員、会員の皆様が築き上げてきた業界の社会
的地位、地域の皆様からの信頼を維持、向上させる
為に業界全体で、又自分自身が小さな歯車ではあり
ますが少しでも力になれたらと思います。
　今後、再び初心に帰り業界の隆盛に向けて努力を
重ねたいと考えております。
　このような大役を仰せつかるには誠に微力ではご
ざいますが先輩各位並びに会員の皆様のご助言、ご
協力を仰ぎ日々精進していく決意でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

新理事　髙橋 祥三 会員 新監事　阿部 幸広 会員

役 　員 　紹 　介新

会員紹介

　本会の安松宏幸会員（55歳）が平成29年4月30日付けで栄えある講道館七段に昇段
した。現役の会員では、重石一昭会員、安東鉄男会員に次いで３人目である。
　安松七段は昭和38年国東市生まれ。柔道の名門地元の国東高校から京都産業大学
へ進学。その後、北信越柔道整復専門学校を卒業後、国東市へ帰郷した。「やすまつ
整骨院」を開業、デイサービスも併設し、盛業中である。現在、国東高校柔道部OB
会長も務めている。今年度の日整全国柔道大会で監督として九州ブロックを第３位
入賞に導いた国広幸治六段は国東高校の２年上の先輩である。
　平成22、23年には長女の安松春香四段（当時環太平洋大学・現ALSOK）が全日本
学生柔道体重別選手権大会63㌔級で２連覇し、親子で学生柔道日本一の快挙を達成した。
　今後更に業界並びに柔道界の発展に寄与していただきたいと思います。

「安松宏幸会員 講道館七段に昇段」

安松宏幸七段の主な成績
【高校時代】
　•昭和56年　全九州高校柔道大会86㌔級優勝
　•昭和56年　全国高校柔道大会出場
　•昭和56年　国民体育大会出場
【大学時代】
　•昭和57年　 全日本学生柔道優勝大会に1年生からレ

ギュラーとして活躍
　•昭和58年　 全日本学生柔道体重別選手権大会78㌔級

優勝

　他、正力杯日本国際学生柔道大会、全日本選抜体重別
柔道大会、講道館杯全日本体重別選手権大会などでトッ
プレベルの大会で活躍し、優秀な成績を収めた。
【入会後】
　•平成９～10年　日整全国柔道大会出場
　•平成26年　日整九州ブロック柔道大会20回表彰受賞
　 現在においても九州ブロック大会出場回数を更新中で
ある。

◎得意技：「内股」「体落」 （文責：安東鉄男）

「この度は私事でありますが、本誌に掲載していただき誠にありがとうございます。私は小
学校の時に柔道を始め、柔道中心の生活を送って来ました。今後もこれを励みに地域に貢献
し、地域に愛される整骨院を目指し、大分県柔道整復師会の名に恥じぬよう努力して参りた
いと思います。また柔道の面におきましても、安東先生を始め頑張っている先生方と協力し
て本会に貢献していきたいと思います。これからもご指導の程よろしくお願いいたします。」

安松宏幸七段の
コメント

安松宏幸会員

－
  柔

  －

－
 気張いやんせ －
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大整会（本会ゴルフ部）だより
 優勝!! 第41回九州ブロック会親善ゴルフ大会

　平成28年の第40回大会は熊本地震により中止となった第41回九州ブロック会親善ゴルフ大会が例
年５月開催を８月27日に時期を変え熊本県司ロイヤルGCにて行われました。猛暑の中大分県チーム
は塩井卓広・藤田孝次・中村清造・野田光広4名会員参加のもと念願の団体優勝を勝ち取ることが出来
ました。また個人戦は塩井卓広会員の優勝・藤田孝次会員のベスグロと近年稀にみる見事な成績でし
た。これも長年行われる大整会コンペでの切磋琢磨が今回の成績につながりました。尚、29年度の大
整会優勝者は以下の通りです。

第63回（H29.3.26)
            別府GC　長岡直希
第64回（H29.6.18)
            大分中央GC　寺尾栄晃（NSC）

第65回（H29.11.5)
            別府の森GC　藤田孝次
第66回（H30.1.21)
            大分サニーヒルGC　茨木孝志（宮崎県）

平成29年 大整会ゴルフコンペ優勝会員

－ STAY DREAM －

第66回参加会員 第41回九州ブロック会 親善ゴルフ大会出場選手

　「NO PAIN NO GAIN!!」この言葉を知っていますか？「痛みなくして前進なし!!」
価値があるものを得ようと思ったら、それなりの苦労はつきものでしょう。
苦労を避けていては、得られるものは少ないでしょう。

　僕は小学校の１年生からこの言葉をラグビーで叩きこまれました。そして４年
前まで現役で別府市代表として試合にも出ていました。ラグビーは僕の人生を守
るべき者の為に体を張ることができる尽生と変えてくれました。ですから趣味よりももっと尊いもので
すね。

　今は大好きなラグビーを子供たちに教える事や、多くの人に知
ってもらうために別府市ラグビー協会の理事として広報活動にい
そしんでいます。
　2019年はラグビーワールドカップが大
分県で開催されます。しかも世界ランキ
ング１位２位のニュージーランドとオー
ストラリアがやってきますし、準々決勝

が地方都市として唯一大分県が選ばれ２試合行われます。
　是非皆さんもワールドカップの観戦に出かけませんか？絶対生で見たら興奮し
ますよ！僕は後悔しないように観戦しに絶対行きます「４年に一度じゃない、一
生に一度だ。」（笑）

趣 　味 　三 　昧“夢” －RUGBY－別府市　尾 林 大 生 会員

祝

NO PAIN NO GAIN ! !
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　私がこの仕事を目指したきっかけは父からの勧めがあったからです。また人を笑顔にできる点、手に職を
持ち働き続ける事ができる点に惹かれたので目指すことを決心しました。
　私は将来、外傷を負った患者の方を治すだけでなく、体力・抵抗力が低下した高齢者や個人のニーズを汲
み取ることができるよう患者さんの言葉に耳を傾け、周囲に気を配れる柔道整復師になりたいです。
　就職し現場に出てからは、自分の判断力や対応力が大事になってくると思います。そのための知識も十分
に持っていないといけません。自分は知識も技術もまだまだ未熟なので、自分の目標に見合う努力、勉強を
重ねていきたいと思っています。
　私は現在、クラスの友人達と共に勉学に励んでいます。最後は国家試験に合格し、それぞれが目標に向か
い進んで行くことができたらいいなと思います。
　また３年間ご指導いただき支えてくださった先生方、３年間学校に通わせてくれた両親に感謝の気持ちを
忘れず、夢に向かい進んでいきたいです。

引　地　春　菜  夢に向かって

学生コラム
大分医学技術専門学校
柔道整復師科 ( ３年生 )

Run For Dream

新入会員紹介
①施術所名
②住所
③電話番号

藤
ふ じ

　川
か わ

　利
と し

　仁
ひ と

①日田やどり木整骨院
②日田市大字高瀬字手崎₁₁₈₁番地
③0973-30-6465

國
く に

　見
み

　勇
ゆ う

　希
き

①くにみ整骨院
②佐伯市大字池田字大エゴ₂₀₆₄番地
③0972-22-5563

中
な か

　尾
お

　映
え い

　子
こ

①春日浦整骨院
②大分市王子北町5-9 フレスポ春日浦2F
③097-533-2777

安
あ

　部
べ

　聖
しょう

　子
こ

①あべしょう整骨院
②別府市餅ヶ浜町₅︲₂₅ 浦松第6ビル1F
③0977-26-3518

川
か わ

　島
し ま

　昭
あ き

　広
ひ ろ

①美やび館鍼灸整骨院
②大分市大字常行字葛木140-1
③097-578-8225

藤
ふ じ

　原
わ ら

　章
あ き

　洋
ひ ろ

①安東整骨院
②臼杵市野津町大字野津市₁₀₁₆︲₁
③0974-32-3282

大
お お

　津
つ

　圭
け い

　輔
す け

①健笑堂はりきゅう整骨院
②大分市大字城原2338番地1 第2後藤アパート1Ｆ
③097-574-8252

佐
さ

矢
や

本
も と

　弘
ひ ろ

　志
し

①さやもと整骨院
②中津市北堀川町360
③0979-77-5899

北
き た

　山
や ま

　凌
りょう

　大
た

①活整骨院 大分院
②大分市大手町1丁目1番34号
③097-532-5800

菅
す が

　村
む ら

　光
こ う

　祐
す け

①たかだ整骨院
②豊後高田市新町₂₈₂₀番₁ モール街F号
③0978-22-1710
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編 集 後 記
　本会にとっても平成29年は激動の一年でした。5月定時総会にて役員改選があり河野靖久副会長・宇都宮育
郎監事の勇退、髙橋祥三新理事・阿部幸広新監事が選出され新体制となりました。皐月創立70周年社団設立
40周年記念式典、11月河野靖久先生旭日単光章受章記念式典と慶事をふたつ開催、7月九州ブロック会柔道
大会での本会の連覇、8月九ブロ親善ゴルフ大会団体優勝、10月日整全国柔道大会九州ブロック会代表　3位
入賞と良いことが続きました。が一方で地球温暖化による異常気象が原因と考えられている7月の九州北部豪
雨により県内外に甚大な被害があり、本会会員施術所も被災しました。ここ数年有望な会員の入会も多いで
すが、残念ながら諸事情で休診、退会される会員もあり、良いことと悪いことは交互にくるのが世の常です。
すべての物事が無常で、刻々と変化、動き移っていることを思い知りました。
　昨年作成した創立70周年記念誌は今までの広報の仕事の中でも一番エネルギーが要りましたが、試行錯誤
しながら編集させていただき貴重な経験をさせてもらいました。会員の学会発表・総会・学術研修会・柔道
大会などを正確に記録し編集、お知らせすることの積み重ねが、本会の歴史となります。我々は日々の施術
はもちろん公益社団法人として業界の責務を果たし、またボランティア活動等・研究論文発表や各種行事に
参加、協力しております。それを記念誌や広報誌などに記録として残し、ホームページなどより情報発信し
て業界啓蒙のため、県民のためになる公益性の高い社団法人にしていかなければなりません。最後に投稿協
力していただいた会員、役員、事務局に感謝申し上げます。 （広報部長　野田光広）

〈表紙の解説〉　　  　　　　　

①晩秋の用作公園（鎌田） ②真冬の府内城 ③創立70周年記念式典（5月）
④卒後臨床研修 ⑤河野先生祝賀会 ⑥整骨旗少年柔道大会
⑦建設途中の大分川ダム ⑧九ブロ柔道大会V2（H29.7） 
⑨夏季学術公開セミナー
　平成29年度の本会行事と県内の風景をランダムに並べてみました。
今はわかりませんが、数年経過したときに味わい深い写真となることを願っています。

〒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/

公益社団法人 大分県柔道整復師会
発行者　加藤和信
印　刷　株式会社インタープリンツ
　　　　TEL 097-582-1122

平成30年４月　発行

　健康保険の対象となる柔道整復施術を受けた場合の費用を「療養費」と言います。この場合、患者さんが費用の全額を一
旦支払い、後日、患者さん自ら、保険者へ請求を行い、保険者から一部負担金を除いた金額の返還を受ける「償還払い」が
原則となります。しかし、柔道整復師については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担金分を柔道整復師に支払い、
柔道整復師が患者さんに代わって残りの金額を保険者に請求する「受領委任」という制度が認められています。これは、一
時的と言えども、患者さんの経済的な負担や事務的な労力を軽減する目的で設けられた制度です。柔道整復師だけのために
設けられたのではなく「国民」である「患者さん」のための制度だということを認識して法令遵守しなければなりません。柔
道整復師が患者さんに代わって保険の請求を行うため、支給申請書に患者さんの委任のサインをもらうことが必要となります。

償還払いと受領委任の制度

　整骨院や接骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。これら
の保険が適用される範囲は、急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の
応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。慢性的な肩こりや内科
疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。
交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。詳しくは、整骨院・接骨院の柔道整復師にお尋ねください。

保険の適用範囲

　整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術（治療）で腫れ
や痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診を
お勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話
などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術（治療）も可能です。
　骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術（治療）を行うことができます。
まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。

整骨院・接骨院の上手な利用法な
ん
な
ん
？

―２
０
１
８

【整骨“夢”おおいたは平成22年創刊号より最新号までホームページにて閲覧できます】

①

⑥②

③

⑧

⑦

⑨ ⑤ ④

－Myself－
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豊後大野市（２）
整骨・接骨院名 電話番号

杉田整骨院 0974-22-6987

森　整骨院 0974-22-5123

竹  田  市（３）
整骨・接骨院名 電話番号

いりえ整骨院 0974-64-4300 

宇都宮整骨院 0974-63-0217

千房整骨院 0974-62-2110

日  田  市（10）
整骨・接骨院名 電話番号

いけなが整骨院 0973-28-5716

いわき整骨院 0973-28-6900  

大谷整骨院 0973-25-5711

きよた整骨院 0973-24-7232

たかはし整骨院 0973-22-9898

中央整骨院 0973-22-2013

手嶌整骨院 0973-24-0439

西邑整骨院 0973-22-4345 

日田やどり木整骨院 0973-30-6465 

森山整骨院 0973-22-1151

玖  珠  町（２）
整骨・接骨院名 電話番号

河野整骨院 0973-72-0309 

くす整骨院 0973-77-2522

由  布  市（６）
整骨・接骨院名 電話番号

阿部整骨院 097-582-0881

えとう鍼灸接骨院 097-583-5570

おきた整骨院 097-583-5430

杉田整骨院 0977-84-2803 

調和整骨院　挾間 097-583-4970  

野田整骨院 097-583-0515

大  分  市
整骨・接骨院名 電話番号

てあてん はぎわら整骨院 097-503-1110

天神ヴィラ整骨院 097-535-8303

長野整骨院 097-546-3930

中村整骨院 097-567-5255

中村整骨院 097-523-0230

長浜みらい整骨院 097-538-3567

なごみ整骨院 097-574-5421

なのはな鍼灸整骨院 097-552-9699

なみつき鍼灸整骨院 097-578-7300

にじが丘整骨院 097-576-7073  

野田接骨院 097-567-5680

狹間整骨院 097-592-1713

ひだまり整骨院 097-547-9728

ひびの整骨院 097-576-8107

ひらた整骨院 097-507-7787  

へつぎ整骨院 097-597-5722

堀接骨院 097-575-2356

美やび館鍼灸整骨院 097-578-8225

みんなの鍼灸整骨院 097-574-5942

むなかた整骨院 097-542-7055

やの整骨院 097-545-9119

ゆふらぎ接骨院 097-537-2531

よつば整骨院 097-529-7922

若草整骨院 097-574-7755  

わさだ甲斐整骨院 097-541-2119

わさだ整骨院 097-586-1175

大  分  市（61）
整骨・接骨院名 電話番号

あおき整骨院 097-578-8424

あけの整骨院 097-558-2216

あべ整骨院 097-545-6459

安部整骨院 097-538-0369

いまごころ整骨院 097-558-5885

飯田整骨院 097-543-5173

今弁慶整骨院 097-532-0686

上野の森整骨院 097-544-6070

うえもと整骨院 097-592-3933

大分いきいき整骨院 097-500-7058

大分ごとう整骨院 097-535-0600

大分整骨院 097-535-0201  

おおざい整骨院 097-592-5050

おおみち整骨院 097-573-6446

十八番接骨院 097-511-0008

かえで整骨院 097-592-5435

春日浦整骨院 097-533-2777

かたしま整骨院 097-578-7121

活整骨院　大分院 097-532-5800

国広整骨院 097-541-4122

健笑堂接骨院 097-522-4922

健笑堂はりきゅう整骨院 097-574-8252

小林整骨院 097-545-0328

坂本接骨院 097-544-3627 

ささき整骨院 097-547-9877

しおい整骨院 097-542-5333 

重石整骨院 097-551-0399  

清水整骨院 097-547-8333

首藤整骨院 097-544-2866

首藤整骨院 097-567-7112

鍼灸整骨院Yutaka 097-573-6661

杉田整骨院 097-552-7037

田㟢接骨院 097-549-6162

調和整骨院 南大分 097-546-4970

津㟢整骨院 097-542-3335

宇  佐  市（９）
整骨・接骨院名 電話番号

安東整骨院 0978-33-3770

いもと鍼灸整骨院 0978-32-5581  

宇佐整骨院 0978-33-1961 

さとう整骨院 0978-37-2872

永岡整骨院 0978-33-2210

ながさお整骨院 0978-44-1337

名倉堂長岡整骨院 0978-38-5866

南整骨院 0978-38-0446

吉成整骨院 0978-33-3301 

中  津  市（14）
整骨・接骨院名 電話番号

あおば整骨院 0979-64-6074

いき整骨院 0979-53-9517

江㟢整骨院 0979-24-6978

えびす堂整骨院 0979-64-6062

奥田整骨院 0979-22-1937

坂本整骨院 0979-23-9708

さやもと整骨院 0979-77-5899 

住吉鍼灸整骨院 0979-52-3558 

整骨院たいよう 0979-64-7880  

せんだい整骨院 0979-23-8256

たまき整骨院 0979-24-0720

東洋療法整骨院 0979-24-3291 

友松整骨院 0979-24-1697

なかつ整骨院 0979-53-9242

日  出  町（５）
整骨・接骨院名 電話番号

えとう整骨院 0977-72-3011

かとう整骨院 0977-75-9655

河野整骨院 0977-72-2319

藤川整骨院 0977-72-0539

みぞべ鍼灸整骨院 0977-72-6343

杵  築  市（４）
整骨・接骨院名 電話番号

江藤接骨院 0978-63-2051

住吉整骨院 0978-62-3164

田辺整骨院 0978-63-2377

森整骨院 0978-62-5341

豊後高田市（３）
整骨・接骨院名 電話番号

さかい整骨院 0978-24-3995

さとみ整骨院 0978-22-3523

たかだ整骨院 0978-22-1710

津久見市（２）
整骨・接骨院名 電話番号

堅田整骨院 0972-82-8763

つくみ名倉整骨院 0972-83-5656

佐  伯  市（10）
整骨・接骨院名 電話番号

いそがわ整骨院 0972-23-5177

鎌田整骨院 0972-22-0684 

菅整骨院 0972-27-6384

くにみ整骨院 0972-22-5563

さいき名倉整骨院 0972-24-1617

とがむれ整骨院 0972-24-0850

野田整骨院 0972-23-6834

藤本整骨院 0972-42-1275

水沼整骨院 0972-24-8011

やよい整骨院 0972-46-1753

臼  杵  市（５）
整骨・接骨院名 電話番号

安東整骨院 0974-32-3282

今村鍼灸整骨院 0972-63-3350

うすき八町整骨院 0972-62-5525

活　整骨院 0972-83-5671  

三愛鍼灸整骨院 0974-32-7353

別  府  市（32）
整骨・接骨院名 電話番号

あべしょう整骨院 0977-26-3518

あんどう整骨院 0977-75-9777

衛藤整骨院 0977-67-2920

尾林整骨院 0977-27-3150

かがやき整骨院 0977-27-5112

清田整骨院 0977-25-6222

くどう接骨院 0977-24-3218

クローバー整骨院あさひ 0977-75-9671

クローバー整骨院かわの 0977-21-7799

後藤整骨院 0977-23-3686

こんどう整骨院 0977-24-9111

末広整骨院 0977-24-9430

杉田整骨院 0977-67-3663

接骨院大別府清水 0977-23-7107 

竹野整骨院 0977-66-5161

武原整骨院 0977-66-5730

帯刀接骨院 0977-21-8951

たんぽぽ整骨院 0977-67-3040

土谷接骨院 0977-21-6452

つねまつ整骨院 0977-25-7675

仲町整骨院 0977-66-3933

西整骨院 0977-22-0743

浜脇整骨院 0977-22-7856

林整骨院 0977-25-2628

にしむらはりきゅう整骨院 0977-22-6347

はなだ整骨院 0977-23-5737

ふじや整骨院 0977-22-6506

裕大整骨院 0977-26-1275

山内整骨院 0977-25-5580

ゆう整骨院 0977-75-9600

渡辺整骨院 0977-67-4275

渡辺整骨院 0977-67-8538

国  東  市（４）
整骨・接骨院名 電話番号

岡﨑鍼灸整骨院 0978-67-0933  

加藤整骨院 0978-72-4298 

さこの整骨院 0978-67-0019

やすまつ整骨院 0978-72-4266

大分県柔道整復師会
会員施術所　　

※平成30年１月31日現在

（173箇所）


