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❶【特集】問診のポイント
❹　巻頭言
❺　令和3年度臨時総会等開催
❻　令和4年度通常総会等開催
❽　令和4年度保険取扱研修会
10　新潟県医療計画に柔道整復師の記述を求める要望書提出
11　鷲尾英一郎衆議院議員ご来館される
12　公益社団法人 日本柔道整復師会「匠の技 伝承」プロジェクト　
14　第42回北信越学術大会 富山大会
15　超音波観察装置講習会
16　令和4年度上越ブロック春季学術研修会
17　令和4年度上越ブロック夏季学術研修会
18　県央地区学術研修会および保険取扱研修会
19　令和4年度上越ブロック年末学術研修会
20　令和4年度中越ブロック年末学術研修会
21　令和4年度下越ブロック年末学術研修会
22　第31回日整全国少年柔道大会・第12回日整全国少年柔道形競技会
25　令和4年度上越ブロック各市役所関係各課との研修会
27　第22回柏崎潮風マラソン大会・第13回南魚沼グルメマラソンテーピングブース
28　令和4年度上越市総合防災訓練
29　2022年第14回えちご・くびき野100kmマラソン
30　すこやかともしびまつり2022
31　第53回越後妙高コシヒカリマラソン大会
32　第36回新整親善ゴルフ大会
33　故 坂爪 守先生 追悼ゴルフコンペ
34　全日本選手権 第36回ビーチバレージャパン帯同報告
35　「北信越国体ラグビーいちご一会とちぎ国体」帯同報告
36　MotoGP観戦記
37　（公社）長岡市スポーツ協会 栃尾地区スポーツ協会60周年記念事業
38　令和4年度各種委員紹介
39　本会事務局長の退任・就任
40　新入会員紹介
42　ご結婚
43　ボランティア活動報告
46　訃報
47　原稿募集
48　編集後記

【表紙の写真】

白鳥の郷公苑の白鳥（三条市）
　新潟県内で白鳥が飛来するスポットとして、瓢湖、福島潟が有名ですが、三条市下田
の「白鳥の郷公苑」も非常に多くの白鳥が飛来します。五十嵐川の上流に位置し川幅も
狭いため間近で白鳥を観賞することが出来ます。

撮影者：広報委員　近藤　貴司
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巻　　頭　　言巻　　頭　　言
■副会長　丸 山 　 智■副会長　丸 山 　 智

新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、平素より本会
の運営に対しましてご支援ご協力をいただき感
謝申し上げます。

　令和５年の幕が明けました。

　新型コロナ禍により様々な状況の変化になり
はや４年目となります。感染者が減少と増加の
波を繰り返しておりますが、今年の干支は癸卯

（みずのとう）。十干の中で「癸　みずのと」は
十の中の最後、終わりを意味します。また「卯　
うさぎ」は飛翔や春の訪れを意味するとも言わ
れます。コロナ禍が終わりを告げ新たな明るい
新時代にうさぎの様に高く跳び上がって行きた
いものであります。

　全国的に柔道整復療養費の減少が続いており
ますが、本会においても会員の収入減に伴い会
費収入が減少し予算編成に苦慮しております。
令和５年度の新たな会費徴収策の変更を行い、
その他、共済部費、会館負担金、連盟会費等の
改定をした所です。
　さらに公益事業計画の見直しを行ない、事業、
予算のスリム化を計り、事業がスムーズに行え
る様になったと思います。

　なお、新型コロナ拡大により罹患し５日以上
業務休業された会員に支給策を講じました。

（令和４年 12 月末罹患分をもって終了）

　また、保険取扱関連も各種健康保険組合等の
行き過ぎた不適切な調査が今だに見受けられま
す。会員皆様には不当な案件があれば最寄りの
理事や保険部に報告いただきたいと思います。

　ロシアによるウクライナ侵攻による影響か、
原油、電気、ガス等ライフラインの大幅値上げ
また諸物価の値上がり等生活経費も上がってお
ります。先行き不透明な時代ではありますが本
会執行部と致しましては会員皆様の御負担を最
小限に食い止める様、状況に応じてスピード感
を持って臨機応変に対応してまいります。
　コロナ禍の状況が落ち着き次第、現在停止を
余儀なくされている各種事業および行事の再開
の他、今年度６月には北信越学術大会が新潟県
にて開催されます。是非とも多くの会員のご協
力とご参加をよろしくお願い申し上げます。

「明けない夜はない」
「雲の上には必ず青空がある」

　と言う様に会員皆様が、希望の光を見失わず
に元気に日々の業務に専念し、安心出来る生活
になります様、執行部一同更に努めてまいる所
存であります。今後ともご指導ご協力の程よろ
しくお願い致します。

　末筆になりましたが、会員皆様の益々のご健
勝とご多幸をお祈りし年頭の挨拶とさせていた
だきます。
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令和 3年度臨時総会等開催令和 3年度臨時総会等開催

　２月27日（日）午前10時から、新潟県柔道整
復師会館４階会議室において臨時総会および連
盟定例総会が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点
措置の実施期間の観点から、昨年度に続き、書
面による議決権の行使の方法を採用し、出席者
にはマスク着用、検温、アルコール消毒といっ
た感染拡大防止策を講じての開催となりました。
　金子会長の挨拶の後、令和４年度の事業計画
及び予算について担当理事より説明があり、慎
重に審議いただき承認されました。
　その他、報告事項として、北信越ブロック柔
道大会の中止について報告されました。学術研
修会については、動画配信とし、新潟県代表に
和田浩一会員が選出されました。

○令和３年度　臨時総会

　　　会員数　　　　290名（当日現在）
　　　出席会員数　　241名
　　　（当日出席者　　12名　議決権行使書
　　　 提出者　　　 229名）　
１．会長挨拶　　　　　金子　益美　会長
２．議長・副議長選出

高山　慶市　会員、長谷川雅士　会員
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　事
　　議案　令和４年度事業計画及び予算の件
　　　　　・令和４年度事業計画（案）説明

加藤　智範　事業部長
　　　　　・令和４年度予算（案）説明

大橋　敏博　経理部長
５．その他　報告事項

日整全国柔道大会の開催見送りのため、北
信越ブロック柔道大会の中止について

金子　益美　会長　　
６．閉会の挨拶　　　　市川　寿秀　保険部長

〇令和４年度　連盟定例総会

　　　会員数　　　　290名（当日現在）
　　　出席会員数　　241名
　　　（当日出席者　　12名　議決権行使書
　　　 提出者　　　 229名）
１．委員長挨拶　　 　金子　益美　委員長
２．議長・副議長選出

高山　慶市　会員、長谷川雅士　会員
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　事

・議案第１号　令和３年度事業報告及び収入・
支出決算の件

監査報告　　　茂野恵智郞　会計監督者
今井　達栄　会計監督者

・議案第２号　令和４年度事業計画（案）及
び収入・支出決算（案）の件

５．閉会の挨拶　　　小林　英樹　執行委員

高山　慶市　議長　　　長谷川雅士　副議長

金子 益美　会長 丸山　智　総務部長
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　５月22日（日）午前10時から、新潟県柔道整
復師会４階会議室において通常総会が開催され
ました。
　今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止対策の為、書面による議決権の行使の方
法を採用いたしました。
　丸山　智 副会長が通常総会の開会に先立ち、
物故者黙祷、開会の宣言。金子益美 会長の挨
拶に続き、亀貝良介議長、小林貴樹副議長を選
出、齋藤事務局長を記録人に選出し、議事へと
進行いたしました。議案・会計監査報告後、対
面での集会がコロナ過で開催できない中、会員
より意見・要望・質問を書面でいただきました。
詳細については各会員にお配りしており、また、
ご本人あて返事を送付しているとともに、本会
ホームページにも載せてありますのでご確認を
お願いいたします。

〇公益社団法人新潟県柔道整復師会通常総会

　会員総数   287名（当日現在）
　出席会員数   236名
　（当日出席者    12名
　 議決権行使書提出者 224名）
□次　第
１．金子　益美　会長挨拶
２．議長・副議長選出

亀貝　良介　会員、小林　貴樹　会員
３．齋藤事務局長を記録人に選出
４．議　　事

　議案　　　　　令和３年度事業報告及び決
　　　　　　　　算報告の件

加藤　智範　事業部長
大橋　敏博　経理部長

　　会計監査報告　　　茂野恵智郞　監事
　　　　　　　　　　　今井　達栄　監事

　　意見・要望・質問について
金子　益美　会長　　
大橋　　保　広報部長

　　以上異議なく「承認」されました。
５．閉会の挨拶　　　　市川　寿秀　保険部長

 

 

令和 4年度通常総会等開催令和 4年度通常総会等開催

金子　益美　会長

亀貝　良介　議長　　小林　貴樹　副議長

茂野恵智郞　監事　　今井　達栄　監事
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○新潟県柔道整復師協同組合通常総会

　午前10時35分から開会

　組合員数   260名（当日現在）

　出席組合員数  215名

　（当日出席者    12名

　 議決権行使書提出者 203名）

□次　第

　　総合司会　　丸山　智　副理事長

１．開　会

２．金子　益美　理事長挨拶

３．亀貝　良介　議長

　　小林　貴樹　副議長を選出

４．議案審議

　第１号議案　　令和３年度事業報告及び決算

　　　　　　　　関係書類承認の件 

　第２号議案　　令和４年度事業計画及び収支

　　　　　　　　予算書決定の件

　監 査 報 告

　　以上異議なく「承認」されました。

　第３号議案　　令和４年度借入金残高の最高

　　　　　　　　限度額決定の件

　第４号議案　　令和４年度役員報酬の件

　　以上異議なく「承認」されました。

５．閉　会　　小林　英樹　理事

 

〇表彰受賞者名簿

50年以上尽力会員　　　　　　　　黒崎　惠児

40年以上尽力会員　後藤　　薫　　伊藤　康夫

　　　　　　　　　加藤美都子　　渡辺　和宏

　　　　　　　　　金子　益美

30年以上尽力会員　赤野　宏斉　　田上　長人

　　　　　　　　　丸山　康智　　石川　義行

喜寿会員　　　　　近藤　俊史　　齋藤　寛章

柔道大会出場会員　　　　　　　　牛木　幹人

生涯学習最高単位取得会員　　　　中村　吉伸

ボランティア活動最高単位取得会員

　加藤　敦志

　通常総会等が会員皆様のご理解とご協力によ

り開催できましたこと、執行部一同御礼申し上

げます。

 

 

受賞おめでとうございます！！
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■広報部長　大 橋 　 保■広報部長　大 橋 　 保
令和 4年度保険取扱研修会令和 4年度保険取扱研修会

　今年度は三密を避けるため、２日に分けて２

会場での開催となりました。

　９月11日（日）新潟市万代市民会館で、９月

23日（金）柏崎市産業文化会館でいずれも午後

１時から会員179名（新潟会場98名　柏崎会場

81名）が出席しそれぞれ、令和４年度保険取扱

研修会が開催されました。

１．会長挨拶

 

２．保険取扱研修会

　⑴　関東信越厚生局新潟事務所指導課

 

演題「柔道整復師の施術に関する制度について」

　　指導課 課長　　仙田　　豊　様

　　指導課　　後藤　大輝　様

　⑵　全国健康保険協会新潟支部

 

演題「健康保険制度の概要と柔整療養費申請の

注意点について」

　　業務グループ長補佐　　小野寺　了　様

　⑶　新潟県国民健康保険団体連合会

 

演題「新潟県国民健康保険団体連合会における

療養費の取扱いについて」

審査業務二課　課長補佐　　菅野　恵美子様

　　再任用専門員　　山口　岳美　様
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３．本会保険取扱研修会

 

⑴　演題「柔道整復師を取り巻く情勢と当面

の諸問題について」

　　　　　　　　金子　益美　会長

 

⑵　演題「制度改正のポイントと保険取扱の

現状について」

　　市川　寿秀　保険部長

４．閉会の挨拶

 

 

　　　　　　

　関東信越厚生局新潟事務所指導課、全国健康

保険協会新潟支部、新潟県国民健康保険団体連

合会の皆様、この場を借りてお礼申し上げます。

ありがとうございました。新潟県柔道整復師会

会員一同、日々業務に精進してまいりたいと思

います。

新潟会場の様子

柏崎会場の様子
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　令和３年12月28日（火）午前11時から「次期策定される新潟県医療計画に柔道整復師に係る項目の
記載の要望書」を新潟県庁知事室において、花角英世知事に本会 金子益美会長、丸山智副会長と共に、
小野峯生 県議会議員、沢野修 県議会議員、皆川雄二 県議会議員に同行していただき、要望書を提
出いたしました。
　要望趣旨として、柔道整復師という職種のさらなる地位向上に向けて、県民の皆様から改めてご認
識いただくとともに、地域包括ケアシステム等における多職種連携でのマンパワー等として活用いた
だくためにも、新潟県医療計画の一端に「柔道整復師」の項目の記載をお願い致しました。
　当会が、昭和２年創設以来、県民の皆様の外傷性のケガ（骨折・脱臼・捻挫・打撲等）に対する施
術を行っており、県民の健康維持の一端に貢献していること、会員が各施術所においてケガに対する
施術の他、各地域での介護保険事業等にも協力し、介護認定審査委員会委員や地域包括支援センター
運営協議会委員などに委嘱され活躍するとともに、機能訓練指導員としても地域に貢献していること。
　また、各種スポーツ大会での救護ボランティアおよび新潟県総合防災訓練など災害時の救護ボラン
ティアにも積極的に参加協力を行っていること。さらに、青少年の健全育成を目的として全国大会に
つながる県下少年柔道大会を開催するなど多様な事業の取り組んでおり、今後もさらに県民の皆様の
健康維持・増進に寄与するように関係各機関のご協力をいただきながら柔道整復師としての資質向上
に努める旨、要望書と共に当会の事業概要を手交致しました

■広報部長　大 橋 　 保■広報部長　大 橋 　 保

新潟県医療計画に柔道整復師の記述を求める
要望書提出
新潟県医療計画に柔道整復師の記述を求める
要望書提出
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　北京2022オリンピックにおける日本選手団の活躍の中、２月13日（日）午前10時頃、鷲尾英一郎衆
議院議員（自民党比例） が新潟県柔道整復師会館へご来館されました。

　幸い当日は、本会での審査委員会・理事会が開催される日でもあり、理事・監事が全員揃ってお迎
えする事ができました。その中で鷲尾氏は、まず先の衆議院議員選挙において、本会また会員が積極
的に応援、支援していただいた事に対して、御礼のお言葉がありました。次に国としての新型コロナ
対策についての最新状況のご説明、ご自身の活動報告、現在の政局等、幅広く多岐に渡りお話しされ、
私達も大変勉強になるひと時でした。
　本会からは柔道整復師の地位向上について、具体的にいくつかの要望をさせて頂きました。それに
対して「よく実態を調査し、可能な限り良い方向に対応するように致します。」と行動派の鷲尾氏な
らではの力強いお返事に役員一同、期待を大にした所であります。
　私達、柔整業界の事を良くご理解され、力になり、助けになって下さる方と改めて確信いたしました。
　「ご多用の中、ご来館誠に有難うございました。今後とも、私達柔整業界をよろしくお願い申し上
げます。」と金子会長と二人でお見送り致しました。最後まで笑顔で手を振って下さいました。

鷲尾英一郎衆議院議員ご来館される鷲尾英一郎衆議院議員ご来館される
■副　会　長　丸 山 　 智■副　会　長　丸 山 　 智
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　２月20日（日）、９月４日（日）、11月６日（日）いずれも午後１時から公益社団法人新潟県柔道整
復師会館において、「匠の技 伝承」プロジェクト指導者候補４名が出席、Zoom形式のオンラインを
使用しながら指導者養成講習会が開催されました。
　５月15日（日）午前10時から、東京都の日本柔道整復師会館において、「匠の技 伝承」プロジェク
ト2022年度第１回指導者養成講習会（対面による指導者評価確認）が開催され、プロジェクト指導者
候補　金谷隆史会員、和田浩一会員が受講しました。

2021年度第４回指導者養成講座

【①整復・固定施術技術実習】

　第４回講座：顎関節脱臼の整復固定について篠弘樹先生よ
り背臥位口外法での整復操作、投石帯による固定法の実習を
オンラインで実技指導を受けました。

【②超音波観察装置取扱実技実習】

　講師の佐藤和伸先生より膝関節の走査方法の講義が行われ
ました。大腿四頭筋腱長軸走査、膝蓋靱帯長軸走査、膝関節
内側側副靱帯長軸走査について、ランドマーク、注意点等を
指導頂きながら、観察いたしました。

2022年度第１回指導者養成講習会

【重点部位】

・橈骨遠位端骨折
・肩甲上腕関節脱臼

〈午前の部〉
〇実技評価ポイント解説
　整復・固定技術ポイント解説　　　　山　口　登一郎 講師
　エコー画像描出操作ポイント解説　　佐　藤　和　伸 講師
〇合同実技実習
　固定材料作り・実習・評価確認シミュレーション
※サポート講師
　整復・固定操作技術　　森川、富永、篠、山口 各講師
　エコー画像描出　佐藤、坂本、島本、坂本哲也 各講師

■学術委員　和田　浩一■学術委員　和田　浩一
■学術部長　小林　英樹■学術部長　小林　英樹

公益社団法人　日本柔道整復師会
　「匠の技　伝承」プロジェクト
公益社団法人　日本柔道整復師会
　「匠の技　伝承」プロジェクト
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〈午後の部〉
〇指導者評価確認
　整復固定操作と超音波画像描出の評価確認（日整水準）
・橈骨遠位端部骨折⇒金谷隆史会員　　　・肩甲上腕関節脱臼⇒和田浩一会員

2022年度第２回指導者養成講習会

　本年はコロナ感染症対策として、全国を２ブロックに分け対面講習とリモート講習に分かれて開催
されており、今回はリモートでの参加となりました。
　第１回は本会からは、金谷隆史会員、和田浩一会
員が対面で受講しており、第２回講習ではリモート
で受講しながら、参加会員から受講会場で指摘され
た点や重点ポイントの解説をして頂き、他２名の受
講者も技術を共有しました。

【重点部位】

　・橈骨遠位端骨折
　・肩甲上腕関節脱臼

2022年度第３回指導者養成講習会

　今回から、双方向通信を用いて会館で受講しながら、同時に東京の講師の先生より直接確認をいた
だける環境で、実技を実施できる体制になりました。
　本県は今回エコー実技について、映像の確認と同時に指導頂きました。始まるまでは通信環境の設
定が安定せず双方向通信が出来ずに心配しましたが、事務局員のアドバイスを頂きながら復旧でき、
無事受講することができました。他県でも相当数の
県が通信環境の設定が上手くいかず環境の整備が
今後の課題のようですが、今までよりも細部にわた
り指導して頂ける環境が整ってきました。今回の講
義内容を会員の皆様にお伝えできるように、受講者
一同技術の研鑽を行ってまいります。

【重点部位】

　・鎖骨骨折
　・肋骨骨折
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　６月19日（日） 午前９時30分から、富山県富
山市のグランテラス富山において、標記が開催
されました。本大会は、公益社団法人日本柔道
整復師会が主導となり、コロナウイルス感染対
策におけるオンラインの活用とサテライト会場
併設、会員発表と同時並行でのワークショップ
と新しい試みの大会となりました。

《基調講演》

演　題　「伝統を守るそして時代に沿う」
講　師　公益社団法人日本柔道整復師会

副 会 長　　　三橋　裕之　先生

《学術部からの指針》

演　題　「匠の技 伝承プロジェクトと日整学術
大会 　柔道整復師のidentityと学会認
定制度」

講　師　公益社団法人日本柔道整復師会
副 会 長　　　長尾　敦彦　先生

《特別講演》オンライン

演　題　「身近な物理療法の基本知識と肩こり」
講　師　学校法人木島学園北信越柔整専門学校

校　　長　　　碓井　貞成　先生
《ワークショップ（超音波観察装置）》

講　師　公益社団法人日本柔道整復師会
学術教育部　　佐藤　和伸　先生

《会員発表　新潟県》

演　題　「ゲレンデ内接骨院での応急手当につ
いて」

発表者　公益社団法人新潟県柔道整復師会　　
和田　浩一　会員

　三橋副会長より、昭和（安定した時代）・平
成（規制緩和から大改革の時代）・令和（情報共
有と一元化構想に向けて）と時代により変化し
ている。続いて、長尾副会長より教育改革と柔
道整復師の資質の向上について講演がありまし
た。特別講演として碓井貞成先生の講義を昼食
の時間まで使い講演していただきました。
　午後１時より佐藤先生のワークショップと会
員発表が同時並行で開始され、本県の和田浩一
会員がトップバッターで登壇し発表されまし
た。今回、和田会員は発表者表彰の他、学術功
労賞も同時に受賞されました。前日の開会式か
ら二日間の学術大会が無事終了いたしました。
参加された会員の先生方、大変お疲れさまでし
た。情報共有のために日整ニュースレターの登
録をお願いいたします。

■広報部長　大 橋 　 保■広報部長　大 橋 　 保
第42回 北信越学術大会富山大会第42回 北信越学術大会富山大会

和田　浩一会員

和田会員　　吉村会長（富山県）
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　11月27日（日）午前10時から新潟県柔道整復師会館４階会議室において超音波観察装置講習会が開
催されました。今回、株式会社 エス・エス・ビー 青木　崇晶　様、日本柔道整復師会　学術教育部
員 佐藤　和伸　様をお迎えして、機材の導入から実技まで幅広い講義をしていただきました。
　現在、新しく柔道整復師となった先生は、柔道整復師学校養成施設カリキュラムの中で超音波観察
装置を使用した授業を受けて国家資格を得ています。さらに、日本柔道整復師会が主催している「匠
の技 伝承」プロジェクト指導者養成講習会の中で超音波画像描出の実技評価が行われております。
　先行き不透明な時代での生き残りをかけた他院との
差別化としての一つのツールでありますが、全国での普
及率はまだまだ数％で、新潟県はその平均よりも少し上
回っている程度の導入との事でした。今回参加された会
員の中でも、はじめてのエコー画像でここまで鮮明に確
認できることに驚き、さらには動かしながら患部の状態
を確認できることに感銘を受けた方もおられました。

（参加会員　24名）

１．超音波観察装置の導入コストと活用事例
　・エコーを取り巻く環境 
　・機械の推移
　・超音波観察装置は「確認」
　・メリットとデメリット
　・エコーのポイント
　株式会社 エス・エス・ビー　　　 青木　崇晶　様

２．超音波観察装置の基礎と臨床への応用
　・基礎用語の解説　
　　長軸、短軸、低エコー、高エコー
　　アーチファクト（虚像）
　・観察時のランドマーク（目印）
　・プローブの操作
　・基礎的な観察の仕方
　日本柔道整復師会 学術教育部員　 佐藤　和伸　様

３．実技講習
　膝関節・下腿部・足関節・頸部
　腰部・肩関節・肋骨・肘関節

■学術部長　小林　英樹■学術部長　小林　英樹
超音波観察装置講習会超音波観察装置講習会

青木　崇晶　様

佐藤　和伸　様
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　４月16日（土）午後４時から上越市「ホテル
ハイマート」において学術研修会が開催されま
した。
　コロナ禍において感染対策を講じ、時間の限
られた中で行われ、今年度も昨年度同様に懇親
会は中止となりました。

【参加会員数】40名

【講　演】

「胸椎疾患について」
　講師　独立行政法人　労働者健康安全機構
　　　　新潟労災病院　整形外科部長

傳田　博司　先生　　
【内部研修会】

「上越ブロック事業・会計報告・事業計画案等」
田中　公彦　地区長　

「保険取扱い等について」
市川　寿秀　保険部長

　今年度も昨年度と同じく傳田博司先生にご講
演をいただきました。今回は胸椎疾患について
のお話で普段では頸椎、腰椎と比べて症例数が
少ないが見逃してはいけない内科的疾患との鑑
別が要求される部位でもあります。講演内容と
して主に骨化症の手術、腫瘍、感染症、外傷等
に細かく症例をあげながらご説明いただき緊張
感のある大変有意義な研修会となりました。
　内部研修会では田中公彦地区長よりコロナ禍
で去年、一昨年と事業開催が中止となった中で
今年度の事業計画の実現について意気込みを感
じる説明がありました。
　保険取扱い研修会では市川寿秀保険部長より
刻々と変わる療養費の一部改正について細かく
かつ丁寧な説明がありました。

■広報委員　横 川 　 司■広報委員　横 川 　 司
令和４年度上越ブロック春季学術研修会令和４年度上越ブロック春季学術研修会

市川　寿秀　保険部長

田中　公彦　地区長

会場の様子

傳田　博司　先生
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■広報委員　横 川 　 司■広報委員　横 川 　 司
令和４年度上越ブロック夏季研修会令和４年度上越ブロック夏季研修会

　７月18日（月・祝）午前９時
から上越市教育プラザにおいて
夏季研修会が開催されました。
　今回は４年ぶりでコロナ禍に
おいて対策を講じながらの講習
会でした。

【参加会員数】　18名
【講習会】

　「普通救命講習Ⅰ」
　講師　上越消防署　救急隊員

　現在上越消防署管内において
救急通報を受けて現場に救急車
が到着するまで9.7分を要する
そうです。したがって現場での
救命処置がいかに大事なものか
と考えさせられました。
　今回は救護活動のスキルアッ
プや10月に開催される「えちご・
くびき野100㎞マラソン」の救
命講習も兼ねて行われました。
　座学で始まり心肺蘇生法の実
技とその中で連続２分間の胸骨
圧迫体験、AEDの使用方法、
異物除去、止血方法、その他熱
中症の対処や救急隊員の体験談
など交えての内容で多くの質問
が飛び交い、実際の現場で起き
ているかの様に先生方も真剣に
実技され、大変有意義な研修会
となりました。
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　11月３日（木）午前10時から三条市東公民館　多目的ホールにおいて研修会が開催されました。
　参加会員数　12名

１　外部講師による講演
演題「なぜストレッチポールで患者さんのモチベーション

が保てるのか？」
　日本コアコンディショニング協会　jccaマスター講師
　おけたに接骨院　院長　　桶谷　靖夫　先生

２　本会講師による研修
　①　演題「匠の技プロジェクト活動報告」
　　　　　　　　　　　　　　　　和田　浩一　会員
　②　演題「保険取扱講習会」
　　　　　　　　　　　　　　　　市川　寿秀　保険部長

　匠の技プロジェクト報告では外傷をしっかりと診
れる柔道整復師の育成を目指すことや保険取扱講習
会では主に骨折、脱臼の施術に関して医師の同意に
ついての留意点や日々の保険請求業務で生じる問題
などを細かくご指導頂きました。外部講師の桶谷靖
夫先生のご講演ではストレッチポールを使った運動
療法などご指導いただきました。
　「Exercise is Medicine」（運動は薬だ）、これは米
国のアメリカスポーツ医学会（ACSM）が2007年か
ら展開するスポーツ・運動療法普及プロジェクトで
提唱された標語です。現在、40か国以上が本プロジェ
クトに参加しています。
　運動療法自体が世界基準でみてもスタンダードに
なりつつある今、外傷や手技での施術を基本とする
私たち柔道整復師ですが、今後さらに臨床現場では
医学的根拠のある運動療法の提供が必須となりそれ
ができる院づくりを目指さなければいけないのでは
ないかと感じました。

■県央地区長　栁原　晃平■県央地区長　栁原　晃平
県央地区学術研修会及び保険取扱講習会県央地区学術研修会及び保険取扱講習会
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　12月10日（土）午後4時から上越市のホテル・ハイマートにおいて、上越ブロック年末学術研修会
及び懇親会が開催されました。内部研修会では、金子会長より日整及び本会の状況や会費改定等につ
いて、市川保険部長よりマイナンバーカード健康保険証や支払い済み療養費の返還事例について説明
がありました。学術研修会では、上越地域振興局の佐藤先生より新潟県の自殺の現状、ゲートキーパー
とは、ゲートキーパーの役割等について詳しくご講義いただきました。３年ぶりに開催された懇親会
においては、中川上越市長をはじめ多くのご来賓にご出席いただき盛会裏に終了しました。

【参加会員数】　41名
　司　会　　　　　　　　　　　　　　　草島　一寿　会員

【本会内部研修会】

　「本会と柔整業界の現況について」　 　金子　益美　会長
　「保険取扱等について」　　　　　　　 市川　寿秀　保険部長

【学術研修会】

　開会の辞　　　　　　　　　　　　　　田中　公彦　地区長
　ブロック長挨拶　　　　　　　　　　　市川　寿秀　ブロック長
　講　演
　　演　題　「今こそ、ゲートキーパー ～気づく、つなぐ、見守る～」
　　講　師　　上越地域振興局　健康福祉環境部　地域保健課
　　　　　　　精神保健福祉相談員　　　佐藤　　悠　先生

【懇親会】

　司　会　　　　　　　　　　　　　　　加藤　智範　理事
　ブロック長挨拶　　　　　　　　　　　市川　寿秀　ブロック長
　来賓紹介　
　　衆議院議員　髙鳥　修一　様　代理　丸山　秀一　様
　　上越市長　　　　　　　　　　　　　中川　幹太　様
　　上越医師会長　　　　　　　　　　　高橋　慶一　様
　　新潟労災病院副院長　　　　　　　　傳田　博司　様
　　県議会議員　県議会副議長　　　　　楡井　辰雄　様
　　県議会議員　　　　　　　　　　　　斎京　四郎　様
　　県議会議員　　　　　　　　　　　　桜庭　節子　様
　　上越市議会議長　　　　　　　　　　石田　裕一　様
　乾　杯　　　　　　　　　　　　　　　金子　益美　会長
　中締め　　県議会議員　　　　　　　　楡井　辰雄　様
　万　歳　　上越市長　　　　　　　　　中川　幹太　様

■上越地区　加藤　智範■上越地区　加藤　智範
令和４年度上越ブロック年末学術研修会令和４年度上越ブロック年末学術研修会

佐藤　悠　先生

研修会の様子

中川　幹太　上越市長

懇親会の様子
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日時　12月10日（土）午後３時45分開会
場所　長岡市まちなかキャンパス 301会議室

【参加会員数】

　会場出席者　16名　オンライン参加者　17名
【次　第】

　司　会　　　　　　　　　　鹿島　太一　地区長
　開会挨拶　　　　　　　　　大橋　　保　ブロック長
　令和５年度会費改定の説明　大橋　敏博　経理部長
　保険取扱研修会　　　　　　小林　英樹　保険部員

【学術研修会】

　演　題
　『肩関節脱臼の整復法の実際と困難な時の対処法』
　中越ブロック学術顧問
　医療法人 晴生会 介護老人保健施設
　　　　　　 葵の園・長岡 施設長　医学博士
　　　　　　　　　　　　　　立川　厚太郎　先生

■広報委員　根津　政洋■広報委員　根津　政洋
令和４年度中越ブロック年末学術研修会令和４年度中越ブロック年末学術研修会

大橋　敏博　経理部長

実技の様子

立川　厚太郎　先生

小林　英樹　保険部員

　長岡市まちなかキャンパスにおいて、令和
４年度新潟県柔道整復師会 中越ブロック学
術研修会および保険取扱研修会が開催されま
した。
　コロナ禍であるため、会場の入場者を制限
し、オンラインでＷeb参加者への配信を行
いました。
　立川厚太郎先生による学術研修会の講演で
は、肩関節脱臼の診断法や注意点、実技を交
えた詳細な整復法をご指導いただきました。
　保険研修ではマイナンバーカードの現状
や、返戻や払戻金の対策などを細やかにご指
導していただきました。
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　12月４日（日）午前10時から新潟万代市民会館において、下越ブロック学術研修会および保険取扱
研修会が開催されました。

【参加会員】　　35名
【次　第】

　司　会　　　　　　　　　　　　　栁原　晃平　地区長
　開会挨拶　　　　　　　　　　　　中村　公昭　ブロック長
　業界を取り巻く現況について　　　丸山　　智　副会長
　令和５年度会費改定の説明　　　　大橋　敏博　経理部長
　保険取扱講習会　　　　　　　　　中村　公昭　保険部員

【学術研修会】

　演　題
　　　　　　『ヒト立位姿勢における骨盤の重要性』～ 脊椎・脊髄疾患との関わり ～
　　　　　　　　　　　　　　亀田第一病院 新潟脊椎外科センター長　　　長谷川　和宏　先生

　悪天候の中にもかかわらず、多くの先生方と久々の対面での開催となりました。講師の長谷川  和
宏 先生におかれましては、平成30年度の学術研修会以来、２度目のご講演となりました。
　会員に対して、日々の業務についての対応や注意点など詳しく説明して頂き、又、質疑応答も多く
非常に有意義な内容でした。出席された先生方も真剣に傾聴されていました。
　他にも、会費改定の説明および保険取扱いの留意事項について、担当理事よりお話がありました。

■広報部員　大橋　敏博■広報部員　大橋　敏博
令和４年度下越ブロック年末学術研修会令和４年度下越ブロック年末学術研修会
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　11月20日（日）東京都文京区「講道館」において、日整全国少年柔道大会及び日整全国少年柔道形
競技会が開催されました。今年は柔道大会48チーム、形競技会27チームが参加し、選手１名につき保
護者１名観覧可の有観客開催で久しぶりに熱気のある大会となりました。
　７月に県予選会を兼ねた新整県下少年柔道大会を開催予定でしたが、直前になり新型コロナ第７波
の影響で県内でも感染が急激に拡大したためやむを得ず開催中止。全国大会代表選手をどう選考する
か頭を悩ませましたが、柔道大会代表選手はこれまでの実績等から選考、形競技会代表選手はビデオ
審査により選考し無事全国大会に臨むことができました。関係者のご理解ご協力のおかげで全国大会
へ選手を送り出すことができましたこと、この場を借りて感謝申し上げます。
　全国大会当日、新潟県団体戦チームは第２試合場の第１試合で島根県と対戦しました。結果は「１
－４」で惜敗し１回戦敗退でした。結果だけみると大差ですが、圧倒的な実力差というよりは組み手
や技の仕掛けで先手を取られる場面が多くそういった面では相手が上手でしたが、展開次第では勝つ
ことができたのではと感じた敗戦でした。形チームは予選Ｂブロック（７チーム）７番目に演武。「63.4
点」でＢブロック６位の成績で決勝に進むことはできませんでした。県予選のビデオ審査当時より精
度が増しレベルアップした演技でしたが全国の壁は高かったです。成績こそ残念な結果に終わりまし
たが選手たちは全国大会の舞台で素晴らしい勇姿を見せてくれました。保護者も声を出しての応援は
出来ませんでしたが、子供のがんばっている姿を観客席から直に観られたことを大変喜んでいました。
　なお、新潟県団体戦チームは試合でのマナーを評価され「フェアプレー賞」を受賞いたしました。

文部科学大臣杯争奪　第31回日整全国少年柔道大会
監　督　　牛木　幹人　会員（上越市）
コーチ　　加藤　智範　会員（上越市）
大　将　　藤井　朗舞（佐和田柔道スポーツ少年団）
副　将　　山崎　滉太（新潟市北部柔道クラブ）
中　堅　　五十嵐王寛（新潟第一柔道クラブ尚志館道場）
次　鋒　　小泉　大幹（葛塚柔道会）
先　鋒　　市井　　凱（新潟中央柔道少年団）

■事業部長　加藤　智範■事業部長　加藤　智範
第31回日整全国少年柔道大会・第12回日整全国少年柔道形競技会第31回日整全国少年柔道大会・第12回日整全国少年柔道形競技会

新潟県 内　容 島根県
大　将 藤　井 ○ 押え込み △ 池　田
副　将 山　崎 △ 技　　有 ○ 西　藤
中　堅 五十嵐 △ 押え込み ○ 西　田
次　鋒 小　泉 △ 技　　有 ○ 牧　野
先　鋒 市　井 △ 大 外 刈 ○ 赤　松
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次鋒　小泉選手
　僕は今回初めて全国大会に出場しました。やはり全国は強い選手ばかりで1
回戦で負けてしまいました。自分に何が足りなかったのか、それは組み手と技
の速さだと気づきました。
　来年こそは全国で勝ちたいです。

先鋒　市井選手
　初めての全国大会で緊張しました。1回戦目で負けてしまったので、試合で
勝てるように練習をがんばっていきたいです。

中堅　五十嵐選手
　緊張しすぎて何も出来ないまま負けてしまいました。悔しい、情けない、た
だそれだけです。これからもっともっと稽古をして、新潟県でダントツの一番
になって、来年また必ず全国大会に出場してリベンジします。

副将　山崎選手
　二年連続出場しましたが結果が出なく悔しいけど、貴重な経験ができました。

大将　藤井選手
　試合をしたり見たりして、自分もみんなも組み手がまだ甘かったので中々相
手を投げられなかったりしたので組み手を直したいです。だけど、新潟県のた
めに一勝できたのでよかったです。
　中学校でも全国大会に出場したいです。
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文部科学大臣杯争奪 第12回日整全国少年柔道形競技会
監　督　　丸山　貴裕（長岡市柔道教室）
　取　　　寳壁　実咲（長岡市柔道教室）
　受　　　髙﨑　朝陽（長岡市柔道教室）

取　寳壁選手
　自分達が形をしたのはもちろん楽しかったけど、他の県の人達が
やる形を見るのもとても勉強になって楽しかったです。
　ひとつひとつの動きがとてもきれいだったので思い出にするだけ
じゃなくマネしたいと思いました。

受　髙﨑選手
　私は、講道館の畳で形の演技をできたことがうれしかったです。
決勝には上がれなかったけど、とても貴重な体験でした。
　自分たちがやっただけではなく、他の県の形を見て勉強になりま
した。とても楽しかったです。

順序 チーム 得点

1 香　川　県 ７２.７

2 静　岡　県 ６６.８

3 山 形 県 A ６７.０

4 兵　庫　県 ７６.８

5 東 京 都 B ５３.４

6 愛　知　県 ６６.６

7 新　潟　県 ６３.４
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　10月の週末、３週に渡り上越ブロック内３市において各自治体関係各課との研修会が開催されまし
た。
　上越市では、霜鳥秀幸会員の開会の辞で研修会が始まり田中上越地区長挨拶、来賓紹介と進行しま
した。福祉部長小林様からのご挨拶では、本会が長年救護ボランティアで参加している「えちごくび
き野100kmマラソン」の話題に触れられ、「20年前に50kmの部（現在は60km）に出場しまして練習
もほとんどしていない状態での参加で足がガタガタでしたが、エイドで柔道整復師会の先生からテー
ピング等のケアをしていただいたおかげで無事完走することができました」とエピソードを交えご挨
拶をいただきました。
　その後の研修では、上越市における医療や福祉、介護事業等についての取り組みや課題をお話いた
だき、会員からは質問や意見も活発に出され有意義な研修会となりました。柔道整復師がこれからも
必要とされる職種であるためにも地域行政との良好な関係を構築し、地域社会に貢献することが大事
であると改めて感じた研修会となりました。
　なお、妙高市、柏崎市においても同様に大変有意義な研修会であったと報告を受けております。
　また、上越市ではコロナ禍になり開催を見送っていた懇親会を３年ぶりに行い、講師の方々にもご
出席いただき懇親を深め久しぶりに会員間の親睦も深めることができました。

○妙高市関係各課地区懇談会
　10月15日（土）午後４時から　妙高市「新井ふれあい会館」　【参加会員数】６名

【講師及び講演内容】

妙高市健康保険課　　　　　　　係長　杉本　孝之　様　
　「妙高市国民健康保険の概要について」
妙高市福祉介護課　　　　　　　課長　岡田　雅美　様　
　「妙高市介護予防事業について」

○上越市福祉部・健康子育て部関係各課との研修会
　10月22日（土）午後５時から　上越市「ホテルハイマート」　【参加会員数】26名

【講師及び講演内容】

上越市福祉部　　　　　　　　　部長　小林　　元　様
上越市福祉部高齢者支援課　　　課長　星野　悟史　様
　「地域包括ケア「見える化」システムを活用した地域比較について」
上越市健康子育て部　　　　　　参事　田中　靖子　様
　「健康プロジェクトについて」　
上越市健康子育て部国保年金課　課長　南雲　一弘　様
　「上越市の疾病別医療費等の状況と今後の課題」

■上越地区　加藤　智範■上越地区　加藤　智範
令和４年度上越ブロック関係各課との研修会令和４年度上越ブロック関係各課との研修会
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○柏崎市関係各課との研修懇談会
　10月29日（土）午後２時から　柏崎市「元気館」　【参加会員数】12名

【講師及び講演内容】

柏崎市国保医療課　　　　　　　課長　徳間　　正　様
　「国保医療課の主な業務について」
柏崎市介護高齢課　　　　　　　課長　土田　正秀　様
　「柏崎市の高齢課の現状について」
柏崎市健康推進課　　　　　　　課長　柳　　正孝　様
　「令和４年度重点課題の推進について」
柏崎市福祉課　　　　　　　　　課長　尾崎　和彦　様
　「柏崎市の障害者福祉と生活保護の状況について」
ひきこもり支援センター　　　副所長　阿部　一彦　様
　「ひきこもり支援センターの取り組みについて及び実績報告」

妙高市

柏崎市

上越市

上越市　懇親会の様子
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■上越地区　治面地　潔■上越地区　治面地　潔
第 22回柏崎潮風マラソン大会第 22回柏崎潮風マラソン大会

■魚沼地区　佐藤　大輔■魚沼地区　佐藤　大輔
第13回南魚沼グルメマラソン・テーピングブース第13回南魚沼グルメマラソン・テーピングブース

　５月15日（日）第22回柏崎潮風マラソン大会が開催されました。天候はやや曇り空で軽く風が吹き、
気温は20度に届かずランナーにとっては条件の良い大会となりました。コース内の新道給水所・佐水
給水所の２ポイントにて救護活動を行いました。

【大会参加数】　1,274名（フルマラソン　666名・ハーフマラソン　608名）
【救 護 者 数】　  180名（新道　130名・佐水　50名）
【参 加 会 員】　新道給水所　　　治面地　潔　　茂野恵智郎　　前澤　裕二　　後藤　直哉
　　　　　　　 佐水給水所　　　渡辺　雅人　　高橋　真一　　茂野　浩祥　　治面地　学

　６月12日（日）南魚沼市浦佐にて、第13回南魚沼グルメマラソンが３年ぶりに開催され、ハーフの
部1,200人、５kmの部500人のランナーたちが魚沼の田園を駆け抜けました。標記大会にテーピング
ブースを出展し、テーピングによる選手へのサポートを行いました。

【ブース利用者】　20名（テーピングを施した部位は、膝が最多であり、下腿、足関節の順であった。）
【参加会員】　　　鹿島　太一　　　波形　洋行　　　間島　大樹　　　栁原　晃平
　　　　　　　　星　　光明　　　茂野　浩祥　　　佐藤　大輔
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【訓練の目的】

①　住民が自ら安全で確実な避難行動がとれるよう災害に対す
る応用力の向上を図るとともに、防災意識の高揚を図る。

②　「新型コロナウィルス感染症に対応した避難所開設・運営
マニュアル」に基づく実動訓練を行う。

③　地域住民と防災関係機関相互の連携と協力体制を図る。
【訓練想定】

　上越市谷浜・桑取区で『８月28日（日）午前10時10分上越沖
を震源とする地震が発生し、上越市で震度６強を観測、新潟県
上中下越に「津波警報」が発表され谷浜・桑取区では家屋の倒壊や土砂崩れが発生している。』

　今年度は、10時10分防災行政無線・エリアメールによる
緊急一斉放送があり45機関・団体の協力による（１）緊急情
報一斉伝達訓練（２）情報収集訓練（３）指定避難所開設・
運営訓練（４）住民避難訓練（５）動物同行避難訓練（６）
救護所の開設・運営訓練（７）指定避難所開設・受け入れ訓
練（８）列車緊急停止に伴う乗客避難・誘導訓練（９）孤立
住民救助訓練（10）ドローンによる情報収集訓練（11）防波

堤に取り残された釣り人救助訓練（12）倒壊家屋及び高所からの緊急搬送訓練（13）要救助者の緊急
搬送連携訓練（14）災害支援連携訓練（15）防災啓発、各種防災敷材展示、体験訓練等の多彩な訓練
内容で開催されました。
　上越市会員２名が参加し「（６）救護所の開設・運営訓練」に市の健康づくり推進課保健師等職員
と協力し傷病者の応急手当を行い、新潟県災害救援機構と連携して搬送訓練に繋げました。
　応急手当では、災害用段ボールベッドを使い想定された傷病者の患部を、日常身近にある雑誌・レ
ジ袋・新聞紙・食品ラップ等の素材を使って固定する応急手当を行いました。

■上越地区長　田中　公彦■上越地区長　田中　公彦
令和4年度上越市総合防災訓練令和4年度上越市総合防災訓練

「救護所の開設・運営訓練」　田中公彦・霜鳥秀幸会員による応急手当の様子
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　10月９日（日）標記マラソン大会が開催されました。1996年に始まり２年に１度開催されておりま
したが、2018年第11回大会は台風による暴風警報の発令、2020年第12回大会は新型コロナウィルス感
染拡大に考慮し中止となりました。今大会は６年ぶりの開催で、コロナ禍において未だ終息に至って
ない中、感染対策をしながらの懸命な救護活動となりました。
　今大会はコースの変更はほぼ無く、ランナーの事前の健康管理の励行、分散スタート、給水・給食
の手渡し取りやめ、救護の際に選手への手指消毒・マスク着用、等を促し行われました。前例がなく
手探りでの救護活動は様々な事に気を配らなければならなく、救護にあたる先生方はより一層の心労
が重なるが、やりがいと充実した救護活動であったと感じます

【参加会員】　17名
　大竹　繁　　　大竹　三栄子　　田中　公彦　　茂野　恵智郎　　　渡辺　雅人　　市川　寿秀
　加藤　智範　　加藤　敦志　　　草島　一寿　　田中　康久　　　　野㟢　貴之　　伊東　肇
　大竹　貫　　　伊藤　正人　　　治面地　学　　笠原　啓一　　　　横川　司

100㎞の部
出走者数　　1,196名
完走者数 　　872名
完走率 　　　72.9％
救護者数 　　155名

60㎞の部
出走者数 　　459名
完走者数 　　372名
完走率 　　　81.0％
救護者数　　　40名

　上越全地域を駆け巡る全国的にも数少ない超長距離マラソンを老若男女問わず、仮装パフォーマン
スも交え、完走を目指し笑顔で楽しく走る大変素晴らしい大会！！ 残念ながらコロナ禍での影響で
参加選手は例年の６～７割程度の出走者数となりました。

■広報委員　横 川 　 司■広報委員　横 川 　 司
2022年第14回えちご・くびき野100㎞マラソン2022年第14回えちご・くびき野100㎞マラソン
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　９月17日（土）、18日（日）午前10から午後４時までの両日、アオーレ長岡にて３年ぶりにすこやか・
ともしびまつりが開催されました。
　中越ブロック長岡地区会員10名が参加。２日間の来場者110名に対し、ストレッチングボード測定
とテーピングを体験していただき、37名の健康相談を受けました。市民に対して接骨院・整骨院の役
割や健康づくりのアドバイスをさせていただきました。

【相談内容】

・肩の痛み　・ヘバーデン結節などの指の痛み、対処　・首の痛み　・疲労骨折のケア
・膝の痛み　・出産後の腰、骨盤の痛み　・腰の痛み（全般）　・ギックリ腰の予防
　など、筋骨格系に対して広く相談されました。

【参加会員】

　大橋　　保　　鹿島　太一　　太田　泰弘　　吉原　賢一　　長谷川　慎一
　嘉瀬　哲也　　楚山　浩平　　波形　洋行　　中村　幹宏　　間島　大樹

■長岡地区長　鹿島　太一■長岡地区長　鹿島　太一
すこやか・ともしびまつり 2022 （長岡市）すこやか・ともしびまつり 2022 （長岡市）
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　11月13日（日）午前９時10分から種目別の順
次スタートで妙高市陸上競技場において標記コ
シヒカリマラソン大会が開催されました。

　曇天の秋晴れのなか、1,080人のランナーが
妙高市陸上競技場に集結し、日頃の練習の成果
を余すところなく発揮されておりました。
　コロナ禍のため、４年ぶりの開催となってし
まいましたが、選手のみなさんはブランクを感
じさせないほど、力強い走りをされておりまし
た。
　例年ですと、スポーツの日に併せての開催と
なっておりますが、今年は競技場の改修工事に
伴い、一か月遅れの開催となりました。
　ただ、大会中盤からの強風で、テントが飛び
そうになるアクシデントが何度も発生し、助け
が来ないなかでのテントの補修と救護活動で、
目が回るほどの忙しさでしたが、大きなケガ人
や救急搬送もなかったので、ホッとしています。
　選手ならびにスタッフのみなさん、朝早くか
ら本当にお疲れ様でした。

■上越地区　加藤　敦志■上越地区　加藤　敦志
第53回越後妙高コシヒカリマラソン大会第53回越後妙高コシヒカリマラソン大会

塚田　祐三　会員　選手参加
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　５月８日（日）、第36回新整親善ゴルフ大会が新発田市の中峰ゴルフ倶楽部にて開催されました。
爽やかな５月の風と晴天に恵まれ、素晴らしい一日となりました。
　昨今のコロナ禍の影響もあり、会員の先生方・関係業者とで精鋭８名での参加となりました。今大
会も屋内でのマスク着用などコロナ対策の中、開会式からスムーズにプレーを進行し、ケガ人もなく
心地よい疲労感の中、表彰式となりました。

　私は今年でゴルフを始めて３年となり、NSG（新整ゴルフ）同好会メンバーで一緒にプレーさせて
いただくのも３度目となります。若輩者の私ですが、先生方には本当に気さくに声をかけていただい
て、所謂「接待ゴルフ」のような雰囲気は全くなく、楽しくゴルフができています。
　普段は１人で仕事をしており、世間の暗いニュースや接骨業界の環境の変化などに頭を悩ませスト
レスを感じることも多いですが、こうしてゴルフを通じて、同じ方向を向く先生方と交流を深める事
ですごく気持ちが楽になりました。本当にありがとうございました。
　来年もベテランから若手、また新たにゴルフを始められる方も！多くの会員の先生方の参加を心か
ら楽しみにしております。

■新潟西地区　高橋　國廣■新潟西地区　高橋　國廣
第36回  新 整 親 善 ゴ ル フ 大 会第36回  新 整 親 善 ゴ ル フ 大 会

優　勝　　　　金子益美　会員
準優勝　　　　渡辺敏明　会員
第三位　　　　小山章夫　様　（株式会社 エス・エス・ビー）
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　秋晴れの９月25日（日）故、坂爪 守 先生の追悼ゴルフコンペが、先生の地元である新津カントリー
クラブで行われました。
　ゴルフを愛してやまなかった先生は、公私共に紳士で豊富な知識と知恵で、私達を常に指導して下
さいました。
　先生の遺徳の高さで14名の同志が参加し、腕に喪章をつけ、ありし日の坂爪先生の雄姿を偲びなが
ら、難コースの新津カントリークラブを全員がホールアウトする事が出来ました。表彰式の席で奥様
より謝辞のお言葉をいただき私達も先生への恩義を忘れず、とこしえの感謝をもって追悼の一日を過
ごし帰路につきました。

合　掌　

■NSG会長　小林　正幸■NSG会長　小林　正幸
故　坂爪 守 先生　追悼ゴルフコンペ故　坂爪 守 先生　追悼ゴルフコンペ

優　　勝　　　五十嵐　　　寛　　会員
準 優 勝　　　高　橋　國　廣　　会員
三　　位　　　亀　貝　良　介　　会員
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　８月12日（金）～14日（日） 神奈川県鵠沼市鵠沼海岸ビーチバレーコートにて、ビーチバレーボー
ル全日本選手権大会、第36回ビーチバレージャパンが開催され、新潟県代表チームのコーチ兼トレー
ナーとして帯同してきました。主な私の役目は、帯同トレーナーとして選手のコンディショニングお
よびコーチを兼務し、試合前公式練習を含めたサポート全般です。

　大会１日目は各県予選を勝ち抜いてきた43都道
府県（４県が不参加）＋開催地１のチームで予選
グループ戦が行われました。24チームが勝ち残る
のですが、結果は１勝２敗と予選敗退。
　２日目から推薦の８チーム（オリンピアンやプ
ロ選手などの日本のトップ選手達）と予選突破の
24チームが本選のトーナメントを行います。大会
は台風８号の接近に伴い、２日目の13日のすべて
の試合が中止。３日目最終日の14日に試合形式を
簡略化して全ての試合が行われました。
　ちなみに富山県代表チームは２名とも新潟県出身。２勝１負で予選突破したものの、本選当日の朝
に高熱が出て棄権となりました。
　実は、新潟県の予選会には私も参戦し、敗退していました。帯同トレーナー兼コーチとして参加さ
せてくださった選手に感謝です。ありがとうございました。

■新潟東地区　中村　公昭■新潟東地区　中村　公昭

全日本選手権 第36回ビーチバレージャパン帯同報告全日本選手権 第36回ビーチバレージャパン帯同報告
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　福井県小浜市の小浜市総合運動場陸上競技場で８月27日（土）～28日（日）に開催された「第43回
北信越国体ラグビー競技」、栃木県佐野市の佐野市運動公園第１多目的競技場で10月３日（月）に開
催された「いちご一会とちぎ国体」の新潟県成年ラグビーチームの、トレーナーとして参加してきま
した。新潟県チームは2018年の福井国体以来の出場です。
　2019年ラグビーワールドカップが日本で開催、2021年東京オリンピックも開催され、世間にもラグ
ビーというものが知れ渡ってきたかな？と思う今日この頃です。
　国体の成年ラグビー競技は７人制で行われます。７人制の試合は15人制と同じグラウンドの広さで
行われるため、人数が少ない分運動量が多く、14分（７分ハーフ）で行われますがその間、走り続け
なければなりません。選手は試合が終了した際にはあまりのハードさに皆、息が上がってしまいます。
　コロナ禍での開催で、現地に行く前にPCR検査、現地で２回抗原検査、現地から離れる時にもPCR
検査と、検査ばかりしていたイメージがありました。こうやって安心、安全の大会運営に尽力されて
いると思いました。
　競技場ではテーピングを貼り、宿舎では選手の体のケアを行ってきました。

　北信越国体では優勝しましたが、国体では予選敗退となりました。今後またチームを、サポートさ
せていただく機会があれば頑張ろうと思います。

北信越国体の結果
新潟県　　　－ （棄権）福井県
新潟県（31） － （７）　石川県
新潟県（15） － （０）　長野県
新潟県（26） － （５）　富山県

国体の結果
新潟県（７） － （14）大阪府
新潟県（５） － （19）大分県
新潟県（17） － （33）山梨県

■新潟東地区　近藤　貴司■新潟東地区　近藤　貴司

「第43回北信越国体」「いちご一会とちぎ国体成年ラグビ－競技」
トレ－ナ－帯同報告
「第43回北信越国体」「いちご一会とちぎ国体成年ラグビ－競技」
トレ－ナ－帯同報告
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■魚沼地区　根津　政洋■魚沼地区　根津　政洋

MotoGP観戦記MotoGP観戦記

　子育てが終わったタイミングでリターンライダーを始め、その後バイクレースにも興味を持ち始め
たので、この度日本グランプリを初観戦してきました。３年ぶりにモビリティリゾートもてぎで開催
されたMotoGPは認知されていない方が多いと思いますが、MotoGPは二輪（バイク）の世界最高峰
レースです。３日間で６万人の来場者が集うバイクレースの祭典です。全国から観戦に集まった人達
の多くは駐車場やキャンプスペースで車中泊やテントを張り滞在して過ごします。私は　９月23日～
25日、初めての車中泊を体験しながらのバイクレース観戦をいたしました。

１日目

　午前３時30分自宅を出発し、７時に会場の駐車場に到着すると、隣の大阪ナンバーの車の方に声を
掛けていただき「どちらから来られました？」「新潟からです」と答えると、長岡ナンバーは知名度
が低いのを知りました。その方にレース観戦の流れを聞いて大事な所を見逃してしまうような不安が
なくなり助かりました。車中泊の支度をしてから巡回バスで入場口へ、そしていよいよMotoGP観戦
スタートいたしました。バイク関連メーカーのブースを巡っていると、若者や家族連れが多かったの
には驚きました。もちろん私のようなアラ還世代のおじさんも沢山いて、ほっとして笑みがこぼれま
した。そして押しのメーカーやライダーのグッズを身に着け楽しんでいる皆さんの姿を見て、私もグッ
ズを身にまとい、気分はGPライダーになっていました。予選の走りは第１コーナーで観て、予選後
にピットウォークに参加し普段は入れないコース上を歩いたりピット作業やGPライダーを間近で見
ることが出来ました。昼食の際、相席だったのが南魚沼市から来られた常連さんでして、新潟県同士
として意気投合し、夜の飲み歩きまで付き合っていただきました。
２日目

　予報通りのあいにくの雨でしたが、予定通りに色んな
コーナーを観て回りました。速さと倒し込みに感動。
３日目

　やはり決勝のスタート時の匂いや音の迫力は想像の
遥か上を行っていました。この体感は中毒性があると思
いました。童心に帰り３日間好奇心の赴くままに行動し
楽しい時間を過ごせました。
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　10月10日（月・祝）午後１時30分から栃尾地域交流拠点施設トチオーレ２Ｆ和室において、標記セ
ミナーが開催されました。分科会として当会、大橋 保 理事に「テーピング等応急手当」という内容
で講義をしていただきました。
　参加人数は15名で、一般参加の他、栃尾地区スポーツ協会会員に対して、応急処置が「RICE」か
ら「POLICE」へとスタンダードが変遷している事や非伸縮性テープと伸縮性テープの違いについて、
実技を交えて講義していただきました。

【参加者の声】

・テーピングが２種類あり、用途に応じての違いが分かった。
・今まで、テーピングは白いもの１つだけだと思っていた。
・伸縮だと固定されていても動かしやすかった。
・伸びないテープはしっかりと固定されているけど、締め付け感が強いので気を付けようと思った。
・もう少し時間が欲しかった。

■長岡地区　北 村 　 公■長岡地区　北 村 　 公

公益社団法人長岡市スポ－ツ協会 栃尾地区スポ－ツ協会60周年記念事業
とちおスポ－ツフェスタ2022　君も未来のアスリ－ト!! 
公益社団法人長岡市スポ－ツ協会 栃尾地区スポ－ツ協会60周年記念事業
とちおスポ－ツフェスタ2022　君も未来のアスリ－ト!! 
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　関係機関より審査会や協議会等の委員を委嘱され活動している会員を紹介いたします。

全国健康保険協会新潟支部柔道整復療養費審査委員会審査委員

　　金　子　益　美　　　市　川　寿　秀　　　丸　山　　　智　　　小　林　英　樹
新潟県国民健康保険柔道整復師施術療養費審査委員会審査委員

　　金　子　益　美　　　丸　山　　　智　　　加　藤　智　範　　　大　橋　　　保
新潟県労働局柔道整復師施術費用審査委員会審査委員

　　市　川　寿　秀　　　丸　山　　　智　　　中　村　公　昭
国民健康保険運営協議会委員

　　（上越市）野　㟢　貴　之　　　（妙高市）前　島　順　子　　　（柏崎市）高　橋　真　一
　　（長岡市）北　村　　　公
地域包括支援センター運営協議会委員

　　（上越市）加　藤　智　範　　　（妙高市）伊　藤　貴　大
国民保護協議会委員

　　（上越市）田　中　公　彦
地域密着型サービス運営委員会委員

　　（妙高市）伊　藤　貴　大
障害程度区分等審査会審査委員

　　（上越市）大　竹　三栄子
介護認定審査会審査委員

　　（上 越 市）大　竹　三栄子　　　加　藤　智　範　　　霜　鳥　秀　幸　　　草　島　一　寿
　　（妙 高 市）市　川　寿　秀
　　（柏 崎 市

刈 羽 郡）高　橋　真　一
　　（糸魚川市）金　子　正　樹
　　（長 岡 市

出雲崎町）北　村　　　公　　　今　井　達　栄　　　鹿　島　太　一
　　（燕 　 市

弥 彦 村）和　田　浩　一
　　（新 潟 市）鈴　木　久　梓　　　中　村　公　昭　　　佐　藤　清　美　　　安　澤　直　樹
　　　　　　　 中　野　健　一　　　小　林　貴　樹　　　亀　貝　良　介　　　星　野　英　慈
　　　　　　　 山　口　　　学

令 和 ４ 年 度 各 種 委 員 紹 介令 和 ４ 年 度 各 種 委 員 紹 介
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　私事ですが、令和４年12月末を以て退職させていただくことといたしました。
　平成30年10月から４年３か月勤務させていただき、この間役職員そして会員の皆様には大変お世話
になりました。
　令和２年から新型コロナウイルスの影響により、総会では新たな形での開催を余儀なくされ、少年
柔道大会など多くの事業につきましては中止または縮小となりました。
　この間におきましても、皆様から多くのご指導をいただき本当に微力ではありましたが、何とか務
めさせていただくことができました。
　改めて深く感謝するとともに厚く御礼申し上げます。
　コロナ禍が速やかに収束し、以前のような安寧な生活が取り戻せることを願うばかりであります。
　最後になりましたが、新潟県柔道整復師会の益々の発展と、会員そして役職員の皆様のご多幸とご
健勝を祈念申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。
　長い間お世話になり誠にありがとうございました。

　この度、１月４日付で新潟県柔道整復師会に勤務させていただくことになりました。
　以前は、県内６箇所の地域（村松、高柳、田上町、白根、吉田、横越）の商工会で商工業者の経営
発達支援及び地域の振興発展に向けた業務に携わってきました。
　今回は医療・保健・福祉関係の分野での業務であり、これまでと違った職務で少し不安ではありま
すが、微力ながら精一杯職務に取り組み、組織の一員として会の発展のため事務局職員とともに円滑
な会務の推進に努めていきたいと思います。
　つきましては、会長をはじめ役員の皆様、会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。

本会事務局長の退任・就任本会事務局長の退任・就任

就 任 の ご 挨 拶

退 任 の ご 挨 拶

事務局長　田　中　俊　三

前事務局長　齋　藤　兵　衛
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新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介

西蒲区ふく接骨院 （開設）
〒959-0432
新潟市西蒲区川崎384-1
℡　0256-77-5388

戸松　功輔　（とまつ　こうすけ）

入会年月日　令和４年２月13日
生 年 月 日　平成４年12月11日
卒業柔整学校　セルテック新潟柔道
　　　　　　整復師養成学院
柔 道 段 位　２段

長沢整骨院 （開設）
〒944-0018
妙高市諏訪町2-4-5
℡　0255-72-2411

長澤　弘樹　（ながさわ　ひろき）

入会年月日　令和４年４月１日
生 年 月 日　昭和53年10月19日
卒業柔整学校　さいたま柔整専門学校
柔 道 段 位　初段

にいつ天神整骨院 （開設）
〒956-0025
新潟市秋葉区古田1-6-41東成ビル
℡　0250-21-0051

井本　貢司　（いもと　こうじ）

入会年月日　令和４年３月17日
生 年 月 日　平成10年６月９日
卒業柔整学校　新潟柔整専門学校
柔 道 段 位　初段

下　越
ブロック

下　越
ブロック

上　越
ブロック

まごころ整骨院 （開設）
〒957-0023
新発田市下新保字山ノ下418-2
℡　0254-28-9371

内田　浩　（うちだ　ひろし）

入会年月日　令和４年４月17日
生 年 月 日　昭和36年４月４日
卒業柔整学校　セルテック新潟柔道
　　　　　　整復師養成学院

宏友会接骨院　加茂院 （開設）
〒959-1383
加茂市旭町5-25
℡　0256-64-7688

川谷　悠也　（かわたに　ゆうや）

入会年月日　令和４年４月17日
生 年 月 日　昭和60年６月21日
卒業柔整学校　大東医学技術専門学校
柔 道 段 位　初段

下　越
ブロック

下　越
ブロック
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新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介
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下越ブロック　佐渡地区
キクチ接骨院
菊地　祐樹　会員
　　　　綾　さん

令和４年５月22日　入籍

上越ブロック　上越地区
大竹接骨院

大竹　　貫　会員
　　　桃子　さん

令和４年６月11日挙式

末永くお幸せに末永くお幸せに

祝　ご　結　婚祝　ご　結　婚
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ボランティア活動報告 （令和３年12月～令和４年11月報告分）

救護活動、トレーナー活動
令和３年12月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

５日㈰ 第13回オープントーナメント
北陸空手道錬成大会 上越市高田スポーツセンター 霜鳥秀幸 ３名

19日㈰ 極真会館2021新潟道場内部試合 燕市体育センター 安澤直樹 ５名

令和４年１月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

15日㈯～
　16日㈰

第44回全国高等学校柔道選手権大会
新潟大会　兼　新潟県高等学校柔道
選手権大会

新潟市鳥屋野総合体育館 安澤直樹 ８名

令和４年５月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

１日㈰～
　２日㈪ 下越佐渡新潟地区高校柔道春季大会 新潟市鳥屋野総合体育館 高山慶市 ７名

15日㈰ 第22回柏崎潮風マラソン 柏崎市新道・佐水給水ポイント

後藤直哉　茂野恵智郎
前澤裕二　治面地　潔
茂野浩祥　治面地　学
高橋真一　渡辺雅人

180名

29日㈰ ジュニア&アマチュアキック
ボクシング大会　ドルフィン#11 不死鳥道場（五泉道場） 和田浩一 ２名

令和４年６月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

２日㈭～
　４日㈯

第75回新潟県高等学校総合体育大会
柔道競技 新発田市カルチャーセンター 相馬孝之 22名

５日㈰ 第23回高田城ロードレース大会 上越市高田城周辺市街地 加藤敦志　　田中公彦 ５名

12日㈰

第54回全日本ジュニア柔道体重別
選手権大会
第24回全日本ジュニア柔道体重別
選手権大会　新潟県予選会

豊栄総合体育館 相馬孝之 ３名
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12日㈰

第5回オープントーナメント新潟県
フルコンタクト空手道選手権大会　
兼　第23回オープントーナメント新
潟県空手道錬成大会

新潟市西総合
スポーツセンター 安澤直樹 14名

26日㈰ 第18回村松杯シニアママさんバレー
ボール大会 カルチャーセンター体育室 近藤謙介　　大竹　貫 ３名

26日㈰ 2022　新潟県空手道選手権大会 燕市体育センター 安澤直樹 15名

令和４年７月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

３日㈰ 第41回ファミリーソフトバレーボー
ル大会 妙高市総合体育館 市川寿秀 ０名

17日㈰ 第30回下越地区スポーツ少年団
バレーボール大会 秋葉区総合体育館 安藤賢一 ０名

17日㈰ 第30回下越地区スポーツ少年団
バレーボール大会

新潟市西総合
スポーツセンター 高山慶市 ０名

17日㈰ 第９回デュオ・セレッソ旗ママさん
バレーボール大会 上越市総合体育館 大竹三栄子

近藤謙介　　野㟢貴之 ９名

令和４年８月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

19日㈮～
　21日㈰

北信越国体少年男子バレーボール
大会 福井県営総合体育館 關　満彦 12名

令和４年９月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

18日㈰ 第８回オープントーナメント
全北陸空手道選手権大会

新潟市東総合
スポーツセンター 安澤直樹　　安藤賢一 11名

令和４年10月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

９日㈰ 第52回上越市民スポーツ祭柔道大会 謙信公武道館小道場 加藤智範 ０名

23日㈰ 第52回上越市女性バレーボール大会 上越市教育プラザ体育館 大竹三栄子　近藤謙介 ６名
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令和４年11月

活動日 活　動　内　容 場　　　　所 参　　加　　者 救護者数

3日（木・祝） 第10回上越ケーブルビジョン
ママさんバレーボール大会

リージョンプラザ上越
インドアスタジアム 近藤謙介　　野﨑貴之 ５名

13日㈰ 第37回高田駐屯地司令杯
ママさんバレーボール大会 上越市教育プラザ体育室　外 大竹三栄子

近藤謙介　　野﨑貴之 11名

健康、保健、介護及び福祉増進に関する活動
事　　業　　名 日　　　程 会　　　場 参　加　会　員

ハートスクラム
かしわざき交流会

令和４年３月７日㈪ 元気館 治面地　潔

令和４年６月30日㈭ 元気館 治面地　潔

令和４年10月13日㈭ 元気館 治面地　潔
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　　令和４年２月２日　逝去（享年　84歳）
　　坂爪整骨院（新潟市秋葉区新町１－８－36）
　　昭和40年　入会

　コロナ禍の中、３年近くもお会いしていなく２月に急なご逝去の知らせをお聞きし大
変驚いております。坂爪先生といえば「さかずめ」ではなく「さかつめ」だと何時も気
にしていたのを思い出します。
　先生には、カイロプラクティックを応用した手技、針灸の経路を応用したテープの貼
付等の勉強会開催をした際に、講師をお願いして教えて頂きました。
　先生は、ゴルフと赤ワインが大変お好きで、ゴルフバッグと愛車の色を合わせてみた
り、酒の肴の食材や調理の知識なども豊富にお持ちで楽しいひと時を過ごさせて頂きま
した。
　新潟県柔道整復師会の副会長や下越支部長として、本会の発展にもご尽力頂きました。
　ご冥福をお祈り致します。

（新潟西地区　　　新井　準司）

会員の方の訃報をお知らせします。

坂爪　守　先生

訃　　　　　報訃　　　　　報
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　広報委員会では、（公社）新潟県柔道整復師
会機関誌として年１回発行している、次の「新
整広報第53号」に掲載する原稿を募集します。
　日常業務での体験や、ご自身の趣味、思い出、
ご当地の名所や祭礼・イベントの紹介など、気
楽にご応募ください。

１．パソコンソフトでの原稿の形式

　　（ワードや一太郎などでの投稿）

　原稿はＡ４版縦白紙に10. 5ポイントを使用。
余白は標準、１段組みのままで結構です。横書
きで文章はＭＳ明朝体を使用してください。
　１行目にタイトル、２行目に所属地区名、及
び氏名を記載し、３行目を空白にして、本文を
４行目から記載してください。
　内容は１ページ以内に簡潔にまとめ、写真等
を同時に掲載する場合は、そのスペースを考慮
してください。例えば写真を２枚掲載する際の
文章の量は、Ａ４用紙の３分の２程度になりま
す。
　原稿及び写真ファイルは、メールのタイトル
に「新整広報投稿」と記載し、添付してお送り
ください。

２．手書き原稿の形式

　特に形式は問いませんが、広報委員会でデー
タに打ち直しますので、わかりやすい字でお書
きください。原稿は郵送かＦＡＸで受け付けま
すが、写真はデータとしてメール添付するか、
郵送していだだく必要があります。

３．写真だけの投稿

　写真データの投稿も、受け付けております。
プリントしたものは、データ化する過程で元の
画質が損なわれることがありますので、データ

での投稿をお奨めします。
　写真のタイトル、所属地区、撮影者名をメー
ルに記載してお送りください。短い写真解説な
ども記載していただけると、一層良い記事にな
ると思われます。

　投稿の内容により、編集会議の結果、未掲載
となる場合や、内容を変更させて頂く場合もあ
りますのでご了承ください。
　また、掲載スペースを調整するために、文章
の割愛や、写真のトリミングをさせていただく
場合があります。
　原稿や写真データ作成に関しての相談も受け
付け、お手伝いさせていただきます。お近くの
広報委員まで、お声掛けください。

〈原稿の宛て先〉

〒950-0084
新潟市中央区明石１丁目２番28号

（公社）新潟県柔道整復師会
広報委員会「新整広報投稿」係
E-mail: sinsetu@themis.ocn.ne.jp
FAX: 025-245-7822

■広報委員会■広報委員会
「新整広報第53号」の投稿を募集します「新整広報第53号」の投稿を募集します
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編　集　後　記

広報部長　大 橋 　 保

　関係団体及び会員の皆様のご協力を賜り、「新整広報第52号」を発刊することが出来ました。広報
部を代表いたしまして心より感謝申し上げます。
　令和４年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症が年明けより徐々に増加傾向となり、３月に入
ると第６波が、７月後半からは過去最高の感染者となる第７波の襲来により、感染や濃厚接触者とし
て休業を余儀なくされた会員の先生方もおられました。更に、６月７月と県内各地で大雨が続き、８
月には県北地域を中心とした豪雨災害にも見舞われた年となりました。
　そのような状況下でも、スポーツ大会の再開によるボランティア活動や各ブロックの研修会の開催、
本会でも、会員の安全を考慮し保険取扱研修会を新潟と柏崎の２会場で感染対策を施し、久しぶりの
対面の研修会となりました。残念ながら、新潟県柔道整復師会県下少年柔道大会 兼 日整全国少年柔
道大会新潟県予選会、同 形競技会 兼 形競技会新潟県予選会は、急激な感染拡大につき開催直前での
中止を余儀なくされ、ビデオ審査や各団体からの推薦により新潟県代表の選考を行いました。
　世の中はＩＴ → ＤＸへ変容を遂げてきております。ＩＴ（Information Technology）は 「情報技
術」のことで既存のプロセスの効率化を目指す「手段」で、ＤＸ（Digital Transformation）は「デジ
タルによる変容」と直訳しますが、デジタル技術の活用によって生活の変革を目指す「目的」となり
ます。この中には、デジタル庁が推し進めるマイナポータルによるマイナンバーカードの健康保険証
の利用等も含まれますので、身近に私達もその波に飲み込まれようとしております。
　これから訪れるＤＸの波に対しても会員の皆様に情報提供ができるよう取り組んでまいりますの
で、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆広報委員　近藤　貴司　　根津　政洋　　横 川 　 司
◆広報部長　大 橋 　 保　　◆広報部員　大橋　敏博
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・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

〒950-0084

TEL：025-245-2815 FAX：025-245-7822

・富国生命保険相互会社 ・有限会社小黒保険事務所

新潟県柔道整復師協同組合

指　定　業　者

・プルデンシャル生命保険株式会社 ・株式会社ＮｅＷＳ県庁前支店

・クラウン保険設計株式会社

・シンクメディカル ・株式会社カナケン

・株式会社トーク

・テイコクファルマケア株式会社

・株式会社エス・エス・ビー

・マリープラチーヌ株式会社

・ダイヤ工業株式会社

新潟県柔道整復師協同組合

・株式会社テクノリンク

・株式会社デムス

・株式会社ゆめ旅

・株式会社サンケイワーク

・ミナト医科学株式会社新潟営業所

新潟市中央区明石１丁目２番２８号

―組合員様のご利用をお待ちしております―

・株式会社ＨＥＬＩＯ　ＪＡＰＡＮ

・株式会社日本トリム 新潟営業所

・株式会社ＴＯＳＣＯＭ



50 公益社団法人 新潟県柔道整復師会機関誌 新整広報 No.52

高周波温熱機器　ラジオスティムMH2

医療機器認証番号／ 304AFBZX00031000
一般的名称／干渉電流型低周波治療器

両手フリーハンドの
自在な温熱を可能に
セラピストも、トリートメントを受ける側にも、温熱ケアに求める
理想は同じ。その理想を叶える温熱機器こそが「フィジオ ラジオ
スティムＭＨ2」3つのプローブに加えて、新たに標準付属として
追加された「マジックヒートハンド」と、使いやすさとデザイン性
を追求した専用ワゴンがあなたの理想の温熱を叶えます。

シンクメディカル TEL:025-274-5264　FAX:025-274-5294

3Dシフト干渉波TM　フィジオ5D

これまでの干渉波治療器と「フィジオ5D」の違い

セラピストを開放する
革新的温熱プローブ

6つの電極を使って3つの干渉波を発生させ、それらが織りなす
位相のズレをコントロール。これまでにない心地よい電流のうねり
を生み出し、刺激範囲も3次元的に拡がりました。周波数をス
ウィープさせることで、さらに複雑なうねりを生み出せるほか、表
層部から深層部まで広範囲に治療を行うことも可能になりました。

3Dシフト干渉波™が
生み出す深奥の“うねり”

干渉波治療とは、周波数1,000Hz以上の2つの異なる中
周波電流を身体に流して交差させ、その周波数の差から生
まれる干渉低周波刺激を利用して痛みの緩和などを行う治
療法です。従来の干渉波治療器は、単一電極の導子を用
いて4極で電流を干渉させるタイプが一般的でしたが「フィ
ジオ5D」は、6つの電極を使って干渉波を発生させます。

セラピストが両腕に装着して使用す
るマジックヒートハンド™で、セラピ
ストは本来の自由な手技に集中でき
ます。今までのラジオ波温熱の常識
を覆す、革新的温熱プローブです。

４極干渉 3Dシフト干渉波

NEW

デモ依頼・
お問合せは

医療機器ではありません
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http://e-kenkou.jp/

大阪営業所：TEL_06-6935-3016㈹� FAX_06-6935-3017
新潟営業所：TEL_025-286-0521㈹� FAX_025-286-8870
福島営業所：TEL_024-961-7211㈹� FAX_024-961-7221
仙台出張所：TEL_022-287-6273㈹� FAX_022-287-6218

オンラインショップ

▲公式サイトはこちら
総 発 売 元

本　社：〒225-0002　神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-39
� TEL_045-901-5471㈹� FAX_045-902-9262

ⅡⅡBBiominiiomini
― バイオミニⅡ ―

自律神経のバランス調整に

痛み・美肌・疲労回復に

免疫力アップの向上に Take Care
of  yourself

身体の最深部　
根源を再生

マイクロカレントは、生体が損傷した細胞を修復させるときに出す損傷
電流と同じレベルの電流を流すことにより組織修復、再生の促進をします。

痛めた部位を
メンテナンス

モード「こり」「痛み」
コラーゲン線維の
合成を促進

モード「美肌」
血流促進、細胞修正、
疲労物質の除去

モード「疲労」

バイオミニ Ⅱ
KE-562 　148,000円（税込162,800円）

〔クラスⅡ / 特管〕認証番号 226AFBZX00071000
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表面のライナー（フィルム）をはがし、1日1回患部
に貼付してください。

用法・用量

送　　料

●有効成分ロキソプロフェンNaの働きで、肩の痛み、
腰痛、関節痛などの症状を改善します。

●伸縮性の高い高密度織布を使い、関節部位にもぴっ
たりフィットします。

●一日一回、24時間効果が持続します。
●貼りなおしが可能な製剤設計です。
●保管に便利なチャック付きです。

特　　徴

■包装単位　7枚入×80袋
キュウタッチLxテープ大判

（１枚サイズ：１０㎝×１４㎝）

第2類医薬品 ロキソプロフェンNa配合 鎮痛消炎テープ剤

キュウタッチLxテープ大判

【成分・分量】
【効能・効果】

本品膏体100g中
ロキソプロフェンナトリウム水和物
・・・5.67g（無水物として5g）

添加物：スチレン・イソプレン・スチレン
ブロック共重合体、脂環族飽和炭化水
素樹脂、ポリイソブチレン、ジブチルヒ
ドロキシトルエン、流動パラフィン、ミ
リスチン酸イソプロピル、ℓ－メントー
ル、その他2成分を含有します。

関節痛、
肩こりに伴う肩の痛み、
筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、
腱鞘炎（手・手首の痛み）、
肘の痛み（テニス肘など） 

貼り損じが少ない！！貼り損じが少ない！！

キュウタッチLxテープ大判

つらい痛みの元に直接浸透

クシャクシャになっても戻せます！

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-6
テイコクファルマケア株式会社　東京営業本部
TEL：03-3664-2221  FAX：03-3664-3330

１ケース（7枚入×80袋）から

送 料 無 料！
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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って接する。

５、業務上知りえ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。

発　行　日　　令和５年２月１日
発　行　所　　公益社団法人　新潟県柔道整復師会
　　　　　　　〒950-0084　新潟市中央区明石１丁目２番28号
　　　　　　　　　電　話　　代表（025）245－2815
　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　（025）245－7822
発　行　人　　金　子　益　美
編　集　者　　大　橋　　　保
印　刷　所　　株式会社　小林印刷所
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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って接する。

５、業務上知りえ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。

発　行　日　　令和５年２月１日
発　行　所　　公益社団法人　新潟県柔道整復師会
　　　　　　　〒950-0084　新潟市中央区明石１丁目２番28号
　　　　　　　　　電　話　　代表（025）245－2815
　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　（025）245－7822
発　行　人　　金　子　益　美
編　集　者　　大　橋　　　保
印　刷　所　　株式会社　小林印刷所




