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　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）

　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
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会長挨拶
　終息が見えないコロナ禍の中、皆様には平素より本会の運営にご協力を頂き厚
く御礼申し上げます。まずは新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々
に謹んでお悔やみ申し上げ、また後遺症等により日々苦しんでおられる方々に、
お見舞い申し上げます。令和３年12月現在、コロナウイルス感染症の第５波が収
束し、「整骨夢おおいた13号」発行の際に第６波が襲来しているのか収束に向か
っているのかは不確定ですが、「夢おおいた 第13号」発行に向けて一言ご挨拶を
申し上げます。本会はコロナ禍の中、日々の徹底した施術所の感染症対策はもち
ろん、７月には大分県感染症対策課のご指導により職域接種において早期にワクチン接種を完了できま
した。また全国組織の（公社）日本柔道整復師会が感染症ガイドラインを作成し、国に登録され、その
ガイドラインを遵守する事で（公社）大分県柔道整復師会会員は何とかコロナ禍の中で大過なく会務を
遂行し業務を継続できました。さて柔道整復師業界は「柔道整復術」公認から101年を迎え国民から信
頼される伝統医療の担い手としての立場は皆様もご承知の通りですが業界関連の諸問題により保険関係
は厳しい状況が続いています。令和３年８月６日㈮第18回社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費
検討専門委員会が開催され行政より令和４年６月までに方向性を定める為に関係者と議論を進めていき
たい旨の意見が出され業界の構造やシステムが少しずつ改善される兆しが見え始めています。
　また、今年度の（公社）大分県柔道整復師会の新たな試みとしては大分地区、県南地区の会員研修会
を個別開催し、重点事業として20～40歳までの若い会員中心の「公益大分若手塾」を年度内に３回開催。

（公社）日本柔道整復師会主催による「匠の技 伝承」プロジェクト講習会には本会より若い指導者を選
任し育成。昨年度は中止となりましたが令和２年２月より携わったジャパンマラソンチャンピオンシッ
プ・グレード１の「別府大分毎日マラソン大会」の救護活動も新規事業として本格的に始動させました。
令和４年度の事業として７月10日に第49回九州学術大会大分大会が本県レンブラントホテル大分を中心
に開催予定、秋には創立75周年・社団法人設立45周年記念式典開催も予定しています。
　結びに感染症拡大が実態経済に広く深く影響を与える中で我々、柔道整復師の施術所の運営、経営にお
いても大変厳しい状況ですが将来を見据えて、これまで以上に県民市民の皆様に信頼され、さらに貢献す
べく対応を考えていきます。今後とも何卒、一層のご支援とご協力を賜りますようにお願い申し上げます。

会長　江﨑　博明

顧　　　問　　清　田　洋　一
　　　　　　　加　藤　和　信
相　談　役　　西　邑　伊三郎
会　　　長　　江　﨑　博　明
副　会　長　　野　田　光　広（総務部長・経理部長）
　　　　　　　安　東　鉄　男（事業部長）
　　　　　　　首　藤　彰　典（保険部長）
理　　　事　　前　川　羊　介（生涯学習部長）
　　　　　　　髙　橋　祥　三（福祉部長・保険副部長）
　　　　　　　尾　林　大　生（広報部長）
　　　　　　　加　藤　　　豪（学術部長・総務副部長）
監　　　事　　阿　部　幸　広
　　　　　　　永　竿　茂　男

【役　員】
（学術IT委員）

　　委員長　　加　藤　　　豪

　副委員長　　尾　林　大　生

　　　　　　　前　川　羊　介

　　　　　　　阿　部　幸　広

　　　　　　　西　原　　　清

　　　　　　　笠　木　和　久

　　　　　　　中　島　祥　太

　　　　　　　安　東　　　亮

　　　　　　　梅　崎　幸　次

　　　　　　　北　山　凌　大

（柔道委員）

　　委員長　　永　竿　茂　男

　　　　　　　森　　　政　彦

　　　　　　　重　石　雄　大

　　　　　　　森　　　一　馬

【委員会】

執行部
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令和3年度臨時総会開催令和3年度臨時総会開催
　令和３年12月19日㈰、レンブラントホテル大分にて令和３年度臨時総会を議決会員数177名に対し、出席
169名（委任状108名・欠席８名）のもと、リアル総会とZoom配信によるハイブリッド方式にて開催。物故
者黙祷・新入会員紹介、各表彰後、議長に安東鉄男会員、副議長に首藤彰典会員、議事録署名人森一馬・笠
木和久会員を選出し、全３議題を慎重審議し無事終了した。その後、ホテル側と協力しながら感染対策を図り、
静かな懇親会を行った。

【表彰】
　本会50年永年勤続表彰………………………西邑伊三郎相談役
　日本社会医療学会第９回恒吉賞……………加藤豪理事
　大分県埋蔵文化財センター会館愛称命名…稲葉富士子事務長

第９回恒吉賞…加藤豪理事臨時総会風景 参加会員

令和３年度定時総会開催令和３年度定時総会開催
　令和３年５月23日㈰、トキハ会館ローズの間にて、令和３年度定時総会が議決会員数176名に対し、出席
160名（委任状123名・欠席16名）のもと開催した。まず最初に大分県柔道整復師連盟の本年総会を行った。
議長は江﨑博明委員長、議事録署名人に森一馬・笠木和久会員を指名のもと開催し、野田光広副委員長によ
る事業、決算書報告、阿部幸広監事による監査報告後、４議題が無事承認された。
　次に定時総会が行われ、物故者黙祷、新入会員紹介後、議長に安東鉄男理事、副議長に野田光広理事を選
出し、全８議題を慎重審議し無事承認された。続いて大分県柔道整復師協同組合第９回通常総会を行った。
　今年は役員の改選があり、塩井卓広監事が勇退され、永竿茂男会員が新監事に、また新副会長のひとりに
首藤彰典理事が選出された。そして、他の理事・監事は再任された。これで、江﨑博明会長執行部は２期目
となる。
　今年度は昨年度と同様にコロナ禍であったが、トキハ会館にてコロナウイルス感染症対策を徹底したなか
開催した。例年より短時間で行い、ウェブサイトを利用しリモートによる会議形式を初めて行い、会員の協
力もあり無事満場一致で終了出来た。

Zoomによるオンライン参加総会風景 参加会員
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令和３年度夏季学術・保険部研修会令和３年度夏季学術・保険部研修会

令和３年度夏季第２回学術研修会令和３年度夏季第２回学術研修会

　令和３年６月６日㈰、大分県整骨会館にて上記研修会の開催、「SSB超音波画像観察装置・初期講習」並
びに加藤和信顧問・首藤彰典保険部長による「保険・業務指導」が行われた。総会に続いてコロナウイルス
対策として、Zoom（オンライン）によるハイブリッド方式として開催し合計57名の参加となった。

　令和３年７月18日㈰、大分県整骨会館にて夏季第２回学術研修会を参加者40余名の中、Zoomオンライン
によるハイブリッド方式で開催。今回は６月６日に続き第２回超音波画像観察装置講習と㈱伊東超短波様に
よる「骨折治療器LIPUS］の紹介があり、若手の会員が多く参加し有意義な講習会となった。

加藤和信顧問による研修風景

超音波画像観察装置講習

加藤豪学術部長・尾林広報部長

参加会員

首藤彰典保険部長による研修会風景

治療器LIPUS講習

令和３年度秋季学術研修会令和３年度秋季学術研修会
　令和３年９月26日㈰、大分県整骨会館２Ｆにて上記研修会が参加者50名（WEB参加８名含む）のもと、コ
ロナウイルス感染症防止対策を取り行った。①「特別講演」…島田達生大分医学技術専門学校長　②「一松
顕彰会」…安東鉄男副会長　③「技を伝える」…加藤和信顧問
　今回は３講演であったが、どれも多岐にわたり各先生の長年の資料を基に構成された貴重な講義であり今
後の施術や人生に生きる内容であった。

安東鉄男副会長島田達生先生 加藤和信顧問の実技風景
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「匠の技　伝承」プロジェクト事業報告「匠の技　伝承」プロジェクト事業報告
「匠の技　伝承」プロジェクト　大分県指導者候補　理事　加藤　豪

　（公社）日本柔道整復師会、2020年度からの推進事業である「匠の技　伝承」プロジェクトが発足、開催さ
れる事となった。
　47都道府県各１名の指導者育成を10年間かけて行うプロジェクトであり、令
和２年度から東京都において開催する予定であったが、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止、令和３年度から研修が始まる。
　今年度はオンライン研修の為、大分県整骨会館にて設営準備（web通信等）を
行い、江﨑博明会長、髙橋祥三理事、尾林大生理事、永竿茂男監事の協力を経
て令和３年度内５回の研修を無事に終えた。
　匠の技指導者の選考は（公社）日本柔道整復師会による指定と基準が設けられ
ており、本会理事会の選考で加藤豪が任命、承認された。
　業界発展の為、本来の伝統の技、文化を継承できるよう邁進する所存である。
主旨・目的
　①柔道整復師に認められている骨折・脱臼の整復固定を着実に行う。
　②「匠の技」講師の「知識と技術」を伝承し、後世に繋ぐ。
　③記録だけでなく今に活かし全国の接骨院での施術に還元する。
　④日整水準（柔整エビデンス）の確立。
◆開催場所と研修内容　大分県整骨会館
令和３年度　①７月11日㈰　13時～　「匠の技　伝承」　プロジェクト開講式
　　　　　　②９月26日㈰　13時～　橈骨遠位端骨折
　　　　　　③11月７日㈰　13時～　肩甲上腕関節脱臼
　　　　　　④11月28日㈰……13時～　足周辺の骨折（外果骨折）
　　　　　　⑤２月20日㈰　13時～　顎関節脱臼

研修参加者

橈骨下端部骨折固定風景

骨折整復風景

令和３年度　学術部『公益大分若手塾』の発足、開催報告令和３年度　学術部『公益大分若手塾』の発足、開催報告
学術部長　加藤　豪

　令和３年度より本会学術部において年度内３回の20代～30代会員、準会員等向けの学術勉強会を発足し開
催することが理事会において承認された。【学を以て繋がる】を主旨に本会会員の知識・見識・技術・道徳・
倫理等の研修を行う。
　現在、業界を取り巻く厳しい状況や２年以上続く新型コロナウイルス感染症があるが、学問を止める事は
柔道整復師や地域・患者さんの為にもならず、本来あるべき私共の姿、これからの柔道整復師が日本社会で
どうあるべきなのか、『公益大分若手塾』を通じ参加会員と真摯に取り組み研鑽をはかる。
　各開催は20名～30名で会員出席者は意欲的に学び、会員同士または役員との活発な議論や意見交換があっ
た。今後も会員育成や本会懇親の為にも学術部としても益々注力する所存である。
◆開催場所：大分県整骨会館…２階研修室
【日程】１．令和３年７月10日㈯　17時～　『これからの柔道整復師意識改革』
　　　…２．令和３年10月２日㈯　17時～　『酒井医療㈱物療器講習会』
　　　…３．令和３年11月６日㈯　17時～　『保険勉強会・意見交換ミーティング』

江﨑博明会長加藤豪学術部長 研修風景
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令和３年度春季学術研修会令和３年度春季学術研修会
　令和４年２月13日㈰より整骨会館にて会員55名（リアル36名オンライン19名）参加のもとハイブリッド方
式にて開催。会長挨拶後、河合竜之介・江﨑仁介・尾林大生・加藤豪会員による学術論文発表が行われた。
次に清田洋一顧問による「関節の『遊び』の重要性」・住吉壽人先生により「これまで発表した研究論文」の
講演がなされた。特に住吉壽人先生は過去18論文を要約かつ課題点を提示され、我々の今後の治療にすぐに
役に立つ集大成となる講義であった。

分 整 コ ラ ム

　令和3年9月16日㈭、別府市社会福祉協議会にて、本会と社会福祉法人別府市社会福祉協議会（会
長：長野泰紘市長）との「災害ボランティア活動の連携及び協力に関する協定」を締結。本会より
江﨑博明会長・尾林大生理事、社協より釜堀秀樹常務理事出席のもと協定書に署名し締結の運びと
なった。今まで災害時に社会福祉協議会との連携が上手くいかないことが多くあったので本協定締
結はとても有意義なものであると考えている。公益社団法人としての責務を果たすために心が引き
締まる思いである。そして本協定締結を皮切りに各市町村で連携が進むことを祈念している。

災害ボランティア活動の連携及び協力に
関する協定締結

絆 －絆 －
    Kizuna
Kizuna     －－

釜堀秀樹社協理事・江﨑博明会長

別府市  尾 林 大 生

協定書に署名する江﨑会長

参加会員論文発表者 住吉壽人先生
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日本社会医療学会第22回学術大会報告日本社会医療学会第22回学術大会報告
日　時　令和３年10月23日㈯・令和３年10月24日㈰
開催場　九州保健福祉大学　　　　　　　　　　　　
参加者　江﨑博明・野田光広・首藤彰典・加藤　豪

　日本社会医療学会第22回学術大会「新型コロナウイルスの感染症防止と予防接種」をテーマにリアル・オンライン
によるハイブリッド方式で宮崎県延岡市九州保健福祉大学にて開催された。
　大会日程として１日目は公開研修会・講演が行われ、その後柔整専門部会に江﨑博明会長、野田光広総務部長、首
藤彰典保険部長、加藤豪学術部長の４名でリアル（対面式）での参加。福岡県、熊本県、鹿児島県はオンライン参加と
なった。（公社）宮崎県柔道整復師会　奈須開生会長挨拶により始まり、報告書をまとめ各県理事が現状を発表し活発
な議論が行われた。
　２日目は本大会開会式、九州保健福祉大学　兒玉修学長の講話、その最中で印象的だったのは「同調圧力」につい
て講話をされていた事だ。その後日本社会医療学会員による個別発表が行われ、加藤豪理事が「公益社団法人大分県
柔道整復師会会員施術所における感染症対策」を発表し恒吉賞を受賞。
　特別講演として（公社）日本医師会常任理事・厚労省コロナ対策分化構成員の釜萢敏先生が演題「新型コロナウイル
ス感染症防止と予防接種」を講話。
　昨年参加時より、新型コロナウイルス感染症の長引く影響が各業界、業種に多大な損害を与えている現状を様々な
講演、議論を通じて把握した。
　人間が自然災害や脅威にさらされた時にどのように対応しなければならないかを倫理的に考える学会であった。

発表者　公益社団法人　大分県柔道整復師会　理事　加藤　豪……　　　　　

【背　景】  令和２年１月15日、日本における新型コロナウイルス感染症確認以来、私達柔道整復師の社会環境、業務、生
活は一変する。当初は情報が錯綜し、施術所での施術、管理業務をおこなっていく上で困難な状況であった。
令和２年７月16日公益社団法人日本柔道整復師会が「柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症ガ
イドライン」を作成し令和２年12月18日付けで内閣官房にガイドライン登録がされた。この感染症ガイドラ
インが公益社団法人日本柔道整復師会より各県公益社団法人柔道整復師会に周知され、本会会員はガイドライ
ンに応じた施術所での施術、管理業務、更に創意工夫した取り組みを実行し、現段階において（公社）大分県
柔道整復師会会員施術所内での感染者及び発生事例は確認されていない良好な状
況であるので報告する。現在このガイドラインは令和３年９月15日に改定されて
いる。

【目　的】  施術所内で取り組んだ10項目の感染症対策実施事項
①患者、施術者、施術所従業員の非接触型検温器での検温、検温表。
②患者、施術者、施術所従業員のマスクの着用（施術所側は不織布使用）。
③施術所の器機、設備の消毒と非接触型手指消毒設置。
④受付のアクリル板設置。
⑤施術所内の常時換気。
⑥施術所内エアコンにウイルス不活化フィルターでのエアコン内浄化。
⑦CO２濃度測定器の設置。
⑧予診票に加え、新型コロナウイルスチェック項目の実施。
⑨感染症対策掲示物（コロナ感染症への意識と認識向上の為）。
⑩就業前後の全従業員のうがい。
以上の感染症対策を実施しているがこの中でも項目⑤を常に注視して行ってい
る。非常に換気は良好だが施術者側は熱中症対策も必要となる。
①～⑩の項目の新型コロナウイルス感染症対策を行っているが、現在これらの項
目の中には明確なエビデンスが示されていない事は承知の通りである。

【考　察】  私達、柔道整復師は施術所内においても常時患者と接触し、施術所側、患者側双
方に感染の危険性がある。小さな事の積み重ねであるが柔道整復師がモラルやマ
ナーを重視し施術所や事業所の安全対策、感染症対策を行う事で生活する地域や
社会活動を守る事ができ、日本伝統療法を継承し担う「骨接ぎ柔道整復師」の多
くの施術所が新型コロナウイルス感染症の様々な被害影響を最小限に止め、後世
に柔道整復の伝統文化を繋ぎ残す事が出来るとも考える。
エビデンスは示されてはいないがこのような自助努力を行い今後の非常事態の対
策を講じ、ウィズコロナ時代や未曽有の災害時に柔道整復師として貢献できるの
ではないだろうか。

　令和２年１月15日に日本国において新型コロナウイルス感染症の初確認以来、世界、社会、私共の生活環境は一
変する事となった。
　柔道整復師の環境も同じく様変わりする。未知のウイルスへの感染症対策や患者への対応などである。柔道整復
師の施術所ではオンライン等を使用し施術することは不可能であり、必ずリアルで患者と接触し施術しなければな
らない。
　そこで（公社）日本柔道整復師会ガイドラインに基づき、（公社）大分県柔道整復師会会員施術所での感染症対
策が良好であった事、今後更なる感染症対策を行い柔道整復師施術所に活かせるよう努力していきたい。

キーワード：新型コロナウイルス感染症対策・柔道整復師施術所・日本伝統施術の保護・公益社団法人日本柔道整復師会

【要　旨】

公益社団法人 大分県柔道整復師会 会員施術所における新型コロナウイルス感染症対策

加藤豪理事発表風景

Zoom会議

参加者
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第30回日本柔道整復接骨医学会学術大会第30回日本柔道整復接骨医学会学術大会
　令和３年11月13・14日（土・日）、帝京平成大学池袋キャンパスにて、大会テーマ「臨床と学術の融合～
Kneever.～」ハイブリッド（リアル・オンライン）で開催。本会より尾林大生会員による「外傷性指伸筋腱脱
臼のテーピングを用いた保存療法の症例報告」を発表。昨年は、コロナ禍ということもあり、WEB開催とな
ったが、今回は、コロナウイルスの感染が大分落ち着いた中、ハイブリッド方式での開催となった。このま
ま少しずつ収束し、数年後には終息することを願うばかりである。

大会会場　冲永記念ホール尾林大生会員 参加会員

【目　的】  Rayanの分類にてtypeⅢの外傷性中指指伸筋腱脱臼のテーピングとシーネを用いた固定法での保存療法の有用性につい
て日数の短縮と超音波観察装置を用いて腱の移動の有無を調べることを目的として検証を行った。

【対　象】  67歳男性、令和３年２月14日、自宅で調理中、手についた水を切るため強く手を振った際に破裂音と共に受傷。中指
MP関節背側部に腫脹と屈曲時に激痛があり、疼痛が継続した為に令和３年２月15日当院を来院。リウマチ及び外傷の既
往もなかった。
初検時左指関節MP背側部に腫脹、発赤と圧痛を認め、MP関節80度屈曲位でcentral…cordが尺側に逸脱することが観察
された。その後、同関節を伸展させると脱臼した伸筋腱が元の位置に整復されることを確認した。超音波観察装置での
患部確認において骨損傷はなく、上記の運動において腱の完全尺側方向への移動が確認された。以上により外傷性指伸
筋腱脱臼と判断し施術と固定を施した。

【方　法】  固定は中指のMP関節及びPIP関節を過伸展位に保持し、幅19㎜のホワイトテープで中指伸筋腱を引き寄せ腱を整復位置
に固定し、橈側方向に一周させ中指中節骨部と中手骨部にアンカーを巻いた。その後、近位部より瓦版状に中手骨のアン
カーまで巻き上げた。さらに、中指指伸筋腱に沿うように牽引しアンカーをつないだ。指のシーネは反らせMP関節が軽
く過伸展位になるようにテープと包帯で固定した。

【結　果】  本症例を１週間毎に超音波観察装置にて経過観察した。
７日目には腱の移動が軽微で亜脱臼状態になり、腫脹、疼痛は軽減されていたが、熱感が残存した為、超微弱電流とア
イシング及び浮腫を軽減する徒手軽擦法とMP関節の副運動の可動域を広げるモビライゼーションを施した後、再度固定
を行った。
14日目では伸筋腱の移動は殆ど認められなくなった。腫脹・疼痛は軽微となり熱感が消失したので、超微弱電流とパラ
フィン浴及び主運動を含むモビライゼーションと浮腫軽減の徒手軽擦法を行い、テーピングのみの固定とした。
21日目にて最大屈曲位にて他動的に負荷後も腱の移動が完全に認められなかった。完全に腫脹・疼痛は消失し圧痛も同
様であった。熱感も消失した為、パラフィン浴と超微弱電流及びMP関節の屈曲制限が見られたので可動域を拡大するス
トレッチを施した後、本人にもストレッチ法を指導した。テーピング固定も除去でき経過観察とした。

【考　察】  伸筋腱脱臼では鑑別として外傷性・先天性・変性性（McCoy、1969）・特発性（生田、1970）の４型に分類されてい
る。このうち外傷性には空手やボクシングなど直達外力によるものや関節や筋肉の急激な過度の運動に基づく介達外力に
分別される。また、若年層に起こり関節部に炎症性の反応を認められない場合、関節周囲組織に先天的な脆弱性があると
考え先天性としている。この傷病で多い変性性は慢性関節リウマチにおける伸筋腱脱臼が知られている。特発性とは上記
に当てはまらないものを言う。新鮮例の外傷性指伸筋腱脱臼のみ保存療法で良いとされている。
本症例は水切り動作という稀な受傷機転であり、関節や筋肉の急激な過度の外力が脱臼の原因と考えられた為、介達外
力による外傷性指伸筋腱脱臼と判断した。
総指伸筋健は比較的浅層に存在し皮膚の上から簡単に触知され、また肉眼的にその走行が良くわかる為、テーピングに
よる腱の整復が可能と考え、テーピングとシーネによる固定を用いた。
本症例における施術法としては、Rayanの分類でtypeⅢの場合は観血療法が行われている。しかし今回保存療法により
良い結果を得られたのは整復固定方法としてテーピングを使用したことであると考える。伸筋腱には伸筋腱溝から外れ
ないように矢状索があり、これが断裂することで脱臼が発生する。よって観血療法ではこの矢状索の断裂部分を癒合す
るが、皮膚の上からでも癒合できるのではないかとテーピング固定を考えた。本症例では観察期間は短いが良好な成績
を示している。

【まとめ】  本症例の指伸筋腱脱臼は保存療法にすると変形治癒や後遺症を残す恐れがあることを患者本人に伝え、丁寧にインフォー
ムドコンセントを行った。また、今回の発表に際してはヘルシンキ宣言に基づき本人の同意と協力も得ている。
なお、本固定法及び超音波観察装置について目的に合えば特定の材料や機器に固執する必要はなく、今回使用した器機
及び衛材に利益相反もない。今後他方での検証を期待したい。
今回、比較的稀な介達外力による外傷性指伸筋腱脱臼を報告した。指伸筋腱脱臼の超音波観察装置での患部観察は有用
であることが解った。テーピングとシーネ固定を使用した保存療法は固定日数及び腱の整復位置の固定において良好な
成績を得たので報告した。今後も地域住民への貢献や柔道整復術発展のため精進していきたいと考えている。

外傷性指伸筋腱脱臼のテーピングを用いた保存療法の症例報告
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参加者 立ち上がれない選手を起こす。
笠木和久会員と森一馬会員

第70回別府大分毎日マラソンの救護活動に参加して第70回別府大分毎日マラソンの救護活動に参加して

　この度、第70回記念大会である別府大分毎日マラソンの救護活動に参加する機会をいただきま
した。以前、行橋～別府100㎞ウォークのケアチームで活動した経験がありましたので公益事業で
の救護としては２度目の参加となりました。
　また、本大会開催の１ヶ月前には綿密な講習会を行っていただきました。待機場所や救護内容
の確認、ストレッチ等のケアやテーピング方法など、前大会に参加した先生方から実践的な指導
をいただいたことで、当日へ臨むことができました。

　今回は、コロナ禍での開催で大会規模を縮小していたこともあり、活動機会は少なかったのですが、筋痙攣のケア
やアルミシートでの体温保持、ゴール直後の介助など、今までにない経験をすることができました。素早く行動できず、
反省点は多々ありますが、完走したランナーの闘志や気迫を目の当たりにし、緊張感と感動を同時に覚える貴重な体
験もありました。
　今後も、このような救護活動に積極的な参加をしてスキルアップを図るとともに、少しでも公益性の高い事業の中
で社会貢献ができるよう努めていきたいと思っております。
　最後に、このような機会を与えてくださった本会役員の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。

江﨑仁介会員 施術をする後藤史裕会員と
森一馬会員

施術をする加藤理事 準備をする笠木会員（左）と星野会員（右）

佐伯市  笠 木 和 久

第70回 別府大分毎日マラソン救護協力事業に参加して第70回 別府大分毎日マラソン救護協力事業に参加して

　2022年２月６日に大分陸上競技場にて別府大分毎日マラソンの救護活動に初めて参加させて頂
きました。
　初参加のため不安でしたが、これまでに公益事業として救護活動やボランティア活動に参加さ
れた理事の先生方に事前講習会を１月８日に尾林整骨院で開催して頂いて、施術法やテーピング
法、参加者への声掛けや対処法を統一化して頂いた為、安心して当日を迎えることが出来ました。
コロナ禍での開催の為、例年では4500人いる選手が今年は547人と少人数での大会開催となりま

した。
　柔道整復師救護班はゴール地点と第３医務室の２チームに分かれて待機し、私は後者の配置となりました。スター
トして間もなく医務室には腹部の強い痛みにより無念のリタイアとなった外国人選手が前傾姿勢で看護師に連れられ
て来ました。加藤学術部長の見解は「腹横筋部の筋性痙攣」で、早急に柔整徒手、腹横筋部のストレッチを行い、低
下した体温を毛布等で保温することで症状はすぐに回復し、退室するときは直立姿勢で歩行し、痛みは完全に消失し
ていました。
　その後も股関節部の痛みや大腿筋部の筋性痙攣等により歩行困難となった多数の選手が医務室を訪れましたが、い
ずれの選手も施術後は自力で歩行するまで回復させることが出来ました。低体温症により全身のふるえ、軽度の意識
障害の出ていた選手もいましたが、早急にドクターの待機する医務室に担架で運搬し、医師と連携して対応しました。
　救護活動を終えた際、大分陸上競技会医務係より「来年も是非お力添えお願いします」と感謝の言葉も頂けました。
　今回の救護協力事業に参加させて頂いて、改
めて柔道整復師の業が社会に貢献できる事を強
く実感しましたし今後も今回のような公益活動
を積み重ねて柔道整復師の必要性をアピールし
ていくことが業界全体の信頼に繋がると確信し
ました。これからも大分柔道整復師会会員の自
覚を持って様々な活動に尽力していきたいと思
います。

大分市  星 野 誠 二
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熱 戦

江﨑博明会長

開会式風景

第17回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催第17回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催
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　令和３年８月１日㈰、大分市サイクルショップコダマ大洲アリーナにて、第17回大分県整骨
旗争奪少年柔道大会並びに第30回文部科学大臣杯争奪日整全国少年柔道大会予選会を開催。コ
ロナ禍ではあったが個人戦のみの大会とし選手80余名21団体の参加のもと行われ、会員への
協力要請も最少人数とし運営に当った。2020東京オリンピック開催中であったこともあり、
皆真剣に「一本」を取る柔道を目指し有意義な大会となった。

「成績」

　６年生：優勝　角沙織（小倉塾）　準優勝　河津未力（日田）
　　　　　３位　安部未飛（安岐）　出口遥茉（中津）
　５年生：優勝　吉良幸哉（三重）　準優勝　児玉直人（清錬館）
　　　　　３位　伊﨑稜（臼杵）　八木駿龍（小倉塾）
　４年生：優勝　橋迫心平（錬徳館）　準優勝　木津昂牙（大分東）
　　　　　３位　野崎芽依（清錬館）　高木ムサシ（小倉塾）
団体優勝：小倉塾

第17回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催第17回大分県整骨旗　 争奪少年柔道大会開催

優勝　小倉塾 県代表

参加会員

個人戦の成績で団体優勝が決まりました 選抜された選手で全国大会へ
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“夢”道 場 だ よ り

臼杵市柔道連盟少年部
豊後大野市　森 一馬

　我がチームが所属する臼杵市柔道連盟
は、昨年70周年を迎えました。少年部
の発足は、1954（昭和29）年頃、県少
年柔道大会出場に向けて練習に来ている
子ども達を対象に結成したのが始まりで
した。臼杵市柔道連盟少年部出身の選手
らが、全国中学校体育大会や、インター
ハイ出場など、様々な試合で、成績を残
して来ました。そんな先輩方の背中を追
うように、現在所属している少年少女た
ちも日々、練習に励んでいます。我がチ
ームのモットーは「精進努力」です。日々
の練習で、技術面だけではなく、相手を
敬う心や、礼儀作法、試合で耐え抜く体
力なども培っています。これからも謙虚
な気持ちを忘れずに、練習できることに
感謝しながら、地域貢献、地域柔道発展
に尽力して行きたいです。

－－
    道道

    －－

　令和３年11月21日㈰、東京都講道館にて開催。会場に入館出来るのは選手団（選手・監督・コーチ）
のみとなり、開催は「新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに沿って行われた。大分県チームは
重石雄大監督のもと健闘し、初戦山形県に勝利、３回戦は強豪愛知県に惜敗しベスト16となる。父兄
の皆さんにはご多忙のところわざわざ同伴上京していただき、場外からの応援誠にありがとうござい
ました。

第30回日整全国少年柔道大会参加第30回日整全国少年柔道大会参加

出場選手・重石雄大監督 試合開始 大会風景

“夢”おおいた12



新 監 事 紹 介

　令和３年５月の定時総会、役員改選で公益社団法人大分県柔道整復師会の監事に選任
されました永竿茂男です。宇佐市安心院町で開業し今年で22年目になります。
　私は本会の柔道委員として、毎年夏に行われる本会主催の「大分県整骨旗争奪少年柔
道大会並びに日整全国少年柔道大会大分県予選会」の大会運営等に長年携わってまいり
ました。また講道館（東京都）で開催の日整全国少年柔道大会出場に際して、大分県代
表チーム監督やコーチ及び審判として会員の皆様のたくさんのご協力と温かい応援を頂
きましたことに心より感謝を申し上げます。
　これまで柔道という一つの分野で私なりに本会の行事に参加してきたつもりでしたが、
柔道整復師業界の状況、本会自体の運営内容について全くと言っていいほど知りません

でした。監事就任後、初めて本会役員の業務分担や役割を詳しく知ることになり、また理事会では休日や昼夜も厭
わず全力で公益社団法人運営と会務に取り組んでおられる理事、監事の先生方を目の当たりにして、改めて役員の
大変さと責任の重さを知りました。同時に今までの私自身の無知や勉強不足を痛感した次第です。
　会員の先生方にはご迷惑をおかけする事もあるかもしれませんが、責任ある監事として日々精進し、微力ではご
ざいますが本会のため業界のため精一杯尽力していく所存です。今後も皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申
し上げます。

宇佐市  永竿　茂男

　令和３年３月２日（火）、県庁にて一昨年11月18日

にご逝去された鎌田実信前副会長に、厚生労働関係の

功労により旭日単光章が授与されました。先生が本会、

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受章されました

ことは、本会としても誉れ高いことです。先生のご冥

福を会員一同心よりお祈り申し上げます。

鎌田実信前副会長旭日単光章受章鎌田実信前副会長旭日単光章受章

　2010年、執行部が加藤会長（前）体制になった折に監事を任命され、６期11年務め
させて頂き2021年度をもちまして退任致しました。
　柔整業界では、平成の大改革とも言うべき大きな変換（社団法人から公益社団法人へ
の移行、大分県柔道整復師会協同組合の設立等）の時期でした。
　公益社団法人の監事では、内閣府より各種の権限が付与され義務も課せられました。
権限として、理事が法令や規程を守って正しく業務を執行しているか、業務財産状況、
計算書類の監査等、義務として、理事会への出席義務、会員総会での説明義務等、勉強
させられることがたくさんありました。
　私の在任期間中では、当会の理事皆さん方は、年間業務計画など早期から会議で議論

を重ね滞りなく業務を遂行出来ておりました。業務計算書類も整っていました。業務財産状況（森迫顧問税理士に
指導を受けながら）におきましても、定期総会でご報告していましたように健全経営でございました。
　新監事の先生方もしっかりと引継ぎをして頂いております。
　監事を無難に遂行出来たのも、会員、事務員、役員皆様のご協力の賜物と感謝致しております。私は、何事も少
しの余力を残して辞める事が事故や怪我をしないことだと思っています。
　公益社団法人大分県柔道整復師会と会員皆様の益々のご繁栄を祈りながら、一会員として会を支えていく所存です。
ありがとうございました。感謝

大分市  塩井　卓広
退 任 あ い さ つ

“夢”おおいた 13



Run For DreamRun For Dream

新入会員紹介
①施術所名
②住所
③電話番号

土
つ ち

　谷
や

　尚
な お

　史
ふ み

①土谷接骨院
②別府市元町1-6
③0977-21-6452

山
や ま

　下
し た

　春
は る

　菜
な

①なのはな整骨院
②大分市佐賀関上浦町2232-158
③097-576-9303

松
ま つ

　元
も と

　聡
そ う い ち ろ う

一朗
①ゆきまる鍼灸整骨院
②大分市明野東2-34-1
③097-574-9333

西
に し

　　　雅
ま さ

　人
と

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

野
の

　口
ぐ ち

　優
ゆ う

　太
た

①健笑堂接骨院
②大分市中鶴崎1-7-18 船木ビル1F
③097-522-4922

滝
た き

　口
ぐ ち

　勇
ゆ う

　次
じ

①たきぐち整骨院
②大分市東春日町7-13 外苑レジデンス103
③097-578-9371

渡
わ た

　邊
な べ

　　　功
いさお

①判田整骨院
②大分市中判田1869-3
③097-511-8963

吉
よ し

　岡
お か

　良
りょう

　介
す け

①王子整骨院
②大分市王子町10-11
③097-533-8188

徳
と く

　永
な が

　拓
た く

　郎
ろ う

①別府つるみ整骨院
②別府市鶴見1-1 つるみサンクビル104号
③0977-26-2380

  夢に向かって  夢に向かって

学生コラム学生コラム

　私は小学校から高校の12年間サッカークラブに所属していました。その間何度も怪我をして整骨院
に通院しました。その時お世話になった先生に憧れ、私もこの職業に就いてみたいと思い学校の先生
に相談したところ「柔道整復師」という外傷に特化した業であることを知り目標となりました。
　私は柔道整復師科に入学すると共にお世話になった整骨院に研修を兼ねてアルバイトに行きまし
た。学校と整骨院の両立はとても大変でしたが勉強になることはたくさんありました。そして、患者
さんに頼られ、笑顔になってもらえるような先生になるという目標ができました。それが、学業を頑
張れる一因となりました。
　私たちは国家試験合格にむけてクラス全員で切磋琢磨し勉強に取り組んでいます。夢はクラス全員
の合格です。これからの人生を尽生にするための大事な分岐点なので精一杯頑張って助け合って、よ
い結果を目指します。
　３年間諦めず柔道整復師科で熱心にご指導いただいた先生方、学校へ通わせてくれた両親には感謝
の気持ちでいっぱいです。就職先の先生や一緒に勉学に励んだ学友の為にも夢を実現していきます。

渕　摩　裕大分医学技術専門学校
柔道整復師科 ３年

“夢”おおいた14



編 集 後 記
　まずもって、整骨“夢”おおいた13号の編集にご協力いただいた、江﨑会長、野田副会長をはじめとする理事の皆様方、

記事を投稿いただいた会員の皆様方、ご協力ありがとうございました。この度、2010年（平成22年）に創刊された整骨“夢”

おおいた13号を広報部長として編集することとなりとても気が引き締まる思いでした。柔道整復師という職業も私が入

会したころよりも環境や雰囲気が変わってきたように感じます。これからの業界に必要なことは正しい情報や正しい倫

理を知ることだと思っています。自分では正しいことをしていると思っていてもそれは自分の物差しであることは往々

にしてあることです。これからの広報誌は正しい情報と倫理を発信していければと考えています。まずは柔道整復師倫

理綱領を理解し原点に戻ることと学の構築が大切なのではないでしょうか。各県も論文作成に力を入れています。まず

は日本柔道整復整骨医学会に入会して論文作成を行っていただきたいと思います。もちろん広報誌にも掲載させていた

だきますので是非ご協力をお願いします。この業界と広報誌の発展を切に祈念して編集後記とさせていただきます。最

後まで読んでいただいてありがとうございました。

（広報部長　尾林大生）

〈表紙の解説〉　　	 	 　　　　〈表紙の解説〉　　	 	 　　　　

　今回も表紙は一年間のダイジェストとして16枚の写真で振り返ることとしました。

－Myself－

－Myself－

〒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　江﨑博明
印　刷　株式会社インタープリンツ
　　　　TEL 097-582-1122

令和４年３月　発行

【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】

大整会（本会ゴルフ部）だより大整会（本会ゴルフ部）だより
－ STAY DREAM －

－ STAY DREAM －
　2021年３月28日㈰、大整会は別府ゴルフ倶楽部にて開催の第80回大会と区切りの良いコンペからス
タートしました。我々柔道整復師にとってのゴルフは普段屋内での職業柄感じることの少ない春らしい
香りや真夏の炎天下、秋に吹く風の強さなどを肌で感じられ大変楽しいものです。また会員同士の何気
ない会話も健康への取り組み方や仕事に関するアドバイスなど大変有意義で今の自分には無くてはなら
ない時間となっております。尚、第81回大会は2021年６月20日㈰に別府GCにて開催しております。

【追記】
　さて､大会では随時メンバーを募集しております。 昨今のメンドクサイウイルスのせいか空前のゴル
フブームが到来しております。 初心者の方や数年ぶりクラブを握る方までお気軽にご参加ください。

宇佐市  長岡 直希

第82回　R3.9.12　中津GC 第83回　R3.11.23　別府GC
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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（９）
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  

きよた整骨院 0973-24-7232

たかはし整骨院 0973-22-9898

西邑整骨院 0973-22-4345 

日田やどり木整骨院 0973-30-6465 

ひのくま中央整骨院 0973-22-2013

星の花整骨院 0973-25-1800

森山整骨院 0973-22-1151

玖  珠  町（１）
整骨・接骨院名 電話番号

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 

野田整骨院 097-583-0515

挾間整骨院 097-583-4970  

大  分  市
整骨・接骨院名 電話番号

つめくさ整骨院 080-4698-2898

てあてん はぎわら整骨院 097-503-1110

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

なのはな整骨院 097-576-9303

なのはな鍼灸整骨院 097-552-9699

なみつき鍼灸整骨院 097-578-7300

のぞみ整骨院 097-574-9915

野田接骨院 097-567-5680

白整骨院 097-597-1125

狹間整骨院 097-592-1713

Hanaはりきゅう整骨院 097-558-8911

はまなか整骨院 097-507-6952

判田整骨院 097-511-8963

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 097-507-2104

へつぎ整骨院 097-597-5722

堀接骨院 097-575-2356

みんなの鍼灸整骨院 097-574-5942

むなかた整骨院 097-542-7055

ゆきまる鍼灸整骨院 097-574-9333

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

大  分  市（69）
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 097-576-8587

王子整骨院 097-533-8188

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

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 097-593-1212

活整骨院　大分院 097-532-5800

国広整骨院 097-541-4122

くらしの接骨院 097-507-6889

健笑堂かく鍼灸接骨院 097-549-1010

健笑堂スポーツ大分整骨院 070-5480-0259

健笑堂接骨院 097-522-4922

健笑堂はりきゅう整骨院 097-574-8252

ココロ整骨院 097-574-6668

坂本接骨院 097-544-3627 

ささき整骨院 097-547-9877

三光整骨院 097-578-7735 

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

すぎた整骨院 097-510-5340

たきぐち整骨院 097-578-9371

調和整骨院 南大分 097-546-4970

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 

えきすい鍼灸整骨院 0978-38-7323 

さとう整骨院 0978-37-2872

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（11）
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

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  

たまき整骨院 0979-24-0720

東洋療法整骨院 0979-24-3291 

なかつ整骨院 0979-53-9242

日  出  町（３）
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

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（９）
整骨・接骨院名 電話番号

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（4）
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

三愛鍼灸整骨院 0974-32-7353

別  府  市（35）
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

十八番接骨院 0977-26-0020

かがやき整骨院 0977-27-5112

清田整骨院 0977-25-6222

くどう鍼灸接骨院 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

中島整骨院 0977-85-8300

仲町整骨院 0977-66-3933

西整骨院 0977-22-0743

浜脇整骨院 0977-22-7856

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

別府つるみ整骨院 0977-26-2380

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

わたなべ整骨院 0977-85-8528

公益社団法人公益社団法人

大分県柔道整復師会大分県柔道整復師会
会員施術所　　会員施術所　　

※令和３年12月31日現在

（173箇所）

国  東  市（３）
整骨・接骨院名 電話番号

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


