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輝 か し い 新 年 を お 迎 え

の事と心よりお慶びを申

し 上 げ ま す。 ま た、 会 員

の皆様におかれましては、

本会事業に多大なる御理解と御協力を賜り感謝申

し上げます。

さて令和2年1月にコロナウイルス感染が世界に報

告されて以来、2年余りが経過しようとしています。

一時、感染も減少しこのまま終息するのではないかと

思われるほど少なくなりましたが、ウイルスは変異を

繰り返し現在では南半球から報告されたオミクロン株

が世界を席巻し、日本でも、やっと経済も戻りつつあ

る中、第6波が襲来し、再び特定の県においては蔓延

防止等重点措置による行動規制が適用され不安定な社

会情勢となってしまいました。

昨年、公益社団法人日本柔道整復師会の通常総会に

おきまして理事に選任していただき再び保険部長を拝

命致しました。

早いもので6カ月が過ぎようとしていますが、業界

を取り巻く環境は極めて厳しいものがあり過去10年

間において他の療養費は緩やかにプラスであるのに対

して、柔整療養費のみ平成21年以降、マイナス855

億と大きな減少となっています。

特に、ここ2年程はコロナ感染拡大に伴う緊急事態

宣言及び蔓延防止等重点措置等により人流が制限さ

れ、全国各県社団におきましてもさらに収入が激減し

閉院を余儀なくされている接骨院、整骨院が散見され

ていると聞いております。また、柔整療養費のおおき

なマイナス要因はこれまでにない適正化によるもの

と、過剰な調査照会による接骨院・整骨院離れが拍車

をかけているように見られます。厚生労働省より平成

24年に発出された四課長通知による患者照会並びに

外部委託の調査の問題が大きく影響しているものと考

えられ、更にチェーン展開をしている任意団体等すな

わち請求代行業の台頭が大きく影響しているものと考

えられます。これらの問題を最重点課題として解決し

ていかなければなりません。

現在、（公社）日本柔道整復師会は柔整療養費検討

専門委員会の場で不適切な請求を行っている団体の排

除のためには復委任を廃止し、本来の昭和63年に改

正された協定と契約に戻すべく議論を進めています。

今後の柔整療養費の請求においては電子請求を基に

国保、後期広域連合を除くその他の保険組合による保

険請求については、社会保険診療報酬支払基金に請求

を行い公的審査を経て直接、施術管理者に支払われる

システムの構築を早期に行う様、議論が進められてい

るところです。また、一部の強硬な健康保険組合にお

ける医科との併給問題につきましては、令和2年2月

28日における第16回柔整療養費検討専門委員会にお

いて、当時の厚生労働省保険医療企画調査室長から現

に医師が治療を継続している疾患に対しては療養費を

支給することは認められていないということであり、

この点については現在も変わっていないという見解で

した。ただ、「実際は様々なケースがあり得ると考え、

個別の事案への当てはめにつきましては、治療が現に

継続しているのかどうかなど、具体的な事例に応じて

法律や通知の趣旨内容を踏まえた上で、合理的な判断

が行われるべきものだと考えております。」との答弁

があり、また、厚生労働省は今後、判断に迷う事例で

整理をしていくとの見解を示しています。

これらの事により公益社団法人日本柔道整復師会

としては日整保険部アドバイザーの弁護士を招聘し

て、2カ月に一度の割合で保険者、外部委託による

不適切な併給における返戻、不支給、調査、照会に

対する専門部会を開き早期解決に向けて進めている

ところです。

本会における、令和3年度の事業につきましてはコ

ロナウイルス感染拡大により多くの事業が中止を余

儀なくされ、特に学術保険研修会につきましては2

年連続での中止となり、学術研鑽や保険請求におけ

る指導研修が出来ずに非常に残念であると痛感致し

ております。

令和4年度こそはコロナウイルスの感染拡大が収束

し対面での開催が出来るように祈るばかりです。また、

コロナ禍において患者様の減少がみられ大変な状況で

あると考えますが、日頃の学術的研鑽を怠らず保険取

り扱いにおいても適切な請求に心がけ患者様の信頼に

答えるよう頑張って頂きたく思います。

結びに2022年は60年に1度の「壬寅」とされ寅年

のなかでも、60年周期で訪れる「壬寅（みずのえとら）」

にあたる特別な年と言われています。「壬（みずのえ）」

とは、ゆったりカーブを描きながら流れる大河を表し

ていると言われ、加えて「決断」の意をもつ「寅」が

合わさった2022年は、安定性や落ち着きをもちなが

らも、はっきりと決断できる年と言われています。　

第6波の感染拡大の中、会員の皆様におかれまして

は、冷静さを失わず行動していただき、おおらかに物

事を見定める年にして頂きたいと思っています。

会員の先生方の御協力、御理解の程、よろしくお願

い申し上げます。

会　長　会　長　伊　藤　宣　人伊　藤　宣　人

巻 頭 言巻 頭 言
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令和3年度　ボランティア救護事業報告

月 日 曜
日 救　　護　　大　　会　　名 会　　場 派　遣　者 派遣人数 負傷者数

5

5
水
祝

津市スポーツ少年団春季空手道交流大会 サオリーナ（サブアリーナ） 羽多野信 1 1

16 日 第 36 回三重県少年柔道選手権大会 名張市武道交流館いきいき 古市博己 1 2

30 日 第 71 回県高校総合体育大会柔道競技 名張市武道交流館いきいき 川﨑洋平 1 3

6 20 日 第 68 回東海高等学校総合体育大会柔道競技 名張市武道交流館いきいき 川﨑洋平 1 4

8 1 日 第 41 回三重県少年柔道大会 名張市武道交流館いきいき 岡﨑修一 1 1

11 14 日 第 42 回伊賀地区柔道大会 名張市武道交流館いきいき 岡﨑修一 1 0

12
5 日

第 8 回 CTY カップ・第 17 回いなべ市少年

柔道大会
いなべ市員弁運動公園体育館 古市博己 1 6

26 日 第 47 回三重県柔道体重別選手権大会 名張市武道交流館いきいき 川﨑洋平 1 6

令和 4 年

1 23 日 三重県柔道選手権大会 三重武道館 古市博己 1 2

3
13 日 第 42 回三重県少年柔道大会 三重武道館 古市博己 1

27 日 第 72 回三重県空手道選手権大会 サオリーナ（メインアリーナ） 樋口　守 1
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第68回定時総会第68回定時総会
令和3年5月30日（日）午前10時より、アスト津・アストホ－ルにて第68回定時総会が行われ

ました。

司会の山本慶介理事よりコロナウイルス感染拡大予防の観点並びに三重県に出されている蔓延防

止等重点措置が適応されている為、今年度の総会においても総会招集通知の中で出席者の三密を避け

る為、可能な限り出席を控えて頂き、書面にて議決権を行使して

頂く様に案内文を出させて頂きましたとの説明がありました。

その後、総会に移り議長に久保田宏樹会員（四日市地区）、副

議長に羽多野信会員（津地区）が選出され議事に入りました。

議事

　第1号議題　令和2年度事業報告と計算書類の承認について

　第2号議題　公益社団法人三重県柔道整復師会役員選任について

　すべての議題が慎重な審議の上、賛成多数で承認可決され

ました。

続いて第1号報告事項　令和3年度事業計画、第2号報告事項

　令和3年度収支予算、第3号報告事項　新入会員について報告

され総会は終了しました。

引き続き、第21回協同組合総会が開催され、全ての議案が賛

成多数で可決されました。

事 業 報 告
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第27回柔整師杯県下少年柔道大会・第8回柔整師杯県下少年柔道形競技会第27回柔整師杯県下少年柔道大会・第8回柔整師杯県下少年柔道形競技会
令和3年6月20日（日）三重武道館において、「第27回柔整師杯県下少年柔道大会」「第8回柔整

師杯県下少年柔道形競技会」が行われる予定でしたが、コロナウイルス感染症の影響により、三重

県の蔓延防止措置の延長が決定したことから中止となりました。しかしながら、11月の「第30回

日整全国少年柔道大会」及び「第11回日整全国少年柔道形競技会」は開催予定でしたので、選考会

にて出場選手を決定しました。

匠の技　伝承プロジェクト匠の技　伝承プロジェクト
柔道整復術公認100年記念の事業として「匠の技　伝承プロジェ

クト」が令和3年の7月に開講式を開催し第1回「橈骨遠位端骨折」

（9/26）、第2回「肩甲上腕関節前方脱臼」（11/7）、第3回「外果

骨折」（11/28）が行われました。新型コロナウイルス感染症の影

響もあり ZOOM での開催となっていますが、全国を繋げて確かな

知識と技術を継承し後世に伝承できるように多くの柔道整復師が

プロジェクトに尽力しています。

このプロジェクトの核となるのがエコー観察装置を用いながら

の講習で、より確かな施術を行うための補助としてこれからの柔

道整復師には必要な技術が学べる講習だと思います。私は、これ

から様々な講習を行うことでたくさんの知識と技術が全国の柔道

整復師と共有できることをとても楽しみにしています。

まだまだ全国の柔道整復師が東京に集まることは叶いませんが、

世界が新型コロナウイルス感染症を克服し、東京に行けるように

なれば、その知識と技術を三重に持ち帰り皆様の前で共有できる

日が来ることを心から願っています。　　　　（津地区　羽多野信）

元気アップ教室元気アップ教室
令和3年6月13日（日）9時30分より、本会2F で第1部と第2部の2部

制で元気アップ教室が開催されました。

まずコロナウイルス感染防止対策の徹底の為に、マスクの着用、体温計測、

手指消毒を実施し血圧測定の後、バランステスト、歩行テスト、椅子立ち上

がりテスト、長座体前屈テストを行い、お互いの間隔を取り、途中の水分補

給をしつつ10種類の運動を行いました。

元気アップ教室は月に1回、合計10回開催されます。参加者の皆様には毎

日自宅で反復してもらえる様に指導し、体力の向上及び健康を維持して頂け

れば嬉しいです。
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柔道強化合同練習柔道強化合同練習
令和3年11月7日（日）、鈴鹿市武

道館において約2年ぶりに全国大会に

向けた柔道強化合同練習が開催されま

した。32名がコロナウイルス感染拡大

予防を徹底して、形の演武の後、寝技・

立ち技の打ち込み・乱取りを約2時間

行いました。

第30回日整全国少年柔道大会・第11回日整全国少年形競技会第30回日整全国少年柔道大会・第11回日整全国少年形競技会
令和3年11月21日東京講道館に於いて3年ぶりに第30回日整全国少年柔道大会、第11回日整全

国少年形競技会が開催されました。三重県チームは

先鋒　山科　龍吾君　 （4年松阪市武道館）

次鋒　瀬古　恋奈さん（5年松阪市武道館）

中堅　井上　　葵君　 （5年松阪市武道館）

副将　藤田　　朋君　 （6年久居柔道教室）

大将　吉松　遼也君　 （6年久居柔道教室）

監督は古市　博己でした。

1回戦　北海道チームに不戦勝、2回戦　東京 B チームに3－0

で勝ちました。

今年東京は A チームよりも B チームに強い選手が集まってい

ました。

3回戦は強敵奈良県チームに2－1で勝ち準々決勝に進出しました。

準々決勝はベスト4常連の岐阜県チームに1－0で勝ち平成23

年以来のベスト4準決勝へ進出しました。準決勝では千葉県チー

ムに0－0の引き分け代表戦となり残念ながら旗判定となり2対

1にて負けてしまいました。

どちらに旗が上がってもおかしくない試合でしたので大変残念

でなりませんでした。

今年の5人の選手は三重県を代表する久居柔道教室　松阪武道

館の選手で各道場の先生方のすばらしい指導により組み手　相手

選手との掛け引き　試合運び等すべてに於いて技術体力のすぐれ

たすばらしい選手でした。

特に中堅の井上君は小さな体にもかかわらず各県5年生のポ

イントゲッターと熱戦の末、互角に戦い引き分けとなりました。
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文部科学大臣杯争奪
第30回日整全国少年柔道大会

優　勝  兵庫県

準優勝  千葉県

３　位  愛知県

   三重県

敢闘賞  東京都 A

   神奈川県

   岐阜県

   大阪府

フェアプレー賞 埼玉県

   山口県

   宮崎県

   富山県

優秀選手賞  大野　凱吏（兵庫県）

   大野　佑心（兵庫県）

   川端　倫育（千葉県）

   下地　琉仁（愛知県）

   吉松　遼也（三重県）

文部科学大臣杯争奪
第１１回日整全国少年柔道形競技会

優　勝  兵庫県

準優勝  岡山県

３　位  香川県

４　位  青森県

本人は私に「僕は1つも勝ってないから」と言いましたが彼の頑張りで

3位になれたと思います。影の MVP と言っても良いと私は思っています。

選手は全員全力を出し切って頑張ってくれました。これから先の柔道人

生に於いても自信を持って頑張ってくれると思います。

優勝　兵庫県、二位　千葉県、三位　三重県　愛知県　でした。

形競技会は予選リーグ4位にて敗退しました。

選手　橋川　裕来君（取）（ 6年さくら道場 ）

　　　坂井　和真君（受）（ 6年さくら道場）

監督　伊藤　孝彦先生

優勝　兵庫県、二位　岡山県、三位　香川県　でした。

選手の皆様　大変御苦労様　お疲れ様でした。
（柔道部長　古市博己）
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今回の全国大会のメンバーに選ばれたと聞いたのは、オリンピックの後のコロ

ナ感染爆発の時でした。開催してもらえるのかも心配でしたが、三重県の代表と

して選ばれたからには、全力を出そうと思いました。

道場が閉鎖されている時も自主トレーニングをしました。道場が再開されてか

らは、柔道の感覚を取り戻すことから始めました。一緒に出場するメンバーとも

一緒に練習する事ができました。

試合の当日は、緊張しましたが、一回戦目が勝てた事で、次の試合もこのチームなら勝てると思

いました。お互いに応援し合いながら、勝ち進み三位を取ることができて嬉しかったです。全国大

会を開催してくれた事と、一緒に行ってくださった監督やコーチ、メンバーとメンバーの保護者の

方に感謝しています。ありがとうございました。

日整全国少年柔道大会に出場して 吉松　遼也

A ブロック

順　序 チーム 得　点

1 兵庫県 78.0

2 京都府 68.9

3 三重県 65.9

4 東京都 B 65.2

5 富山県 65.0

6 神奈川県 72.7

第 1 試合場 B ブロック

順　序 チーム 得　点

1 福井県 64.5

2 大阪府 68.9

3 香川県 69.8

4 東京都 A 63.2

5 愛知県 68.2

6 静岡県 65.7

7 山梨県 59.8

第 2 試合場 C ブロック

順　序 チーム 得　点

1 青森県 72.7

2 茨城県 58.4

3 熊本県 65.7

4 山形県 65.0

5 千葉県 71.8

6 鹿児島県 59.8

第 3 試合場

Dブロック

順　序 チーム 得　点

1 栃木県 63.4

2 群馬県 63.2

3 奈良県 70.5

4 岡山県 71.8

5 岩手県 66.6

6 新潟県 71.1

第 4 試合場

順　序 チーム 得　点 順　位

1 岡山県 72.3 2

2 青森県 69.1 4

3 兵庫県 79.1 1

4 香川県 72.0 3

第 1 試合場

第11回日整全国少年柔道形競技会　結果
予　選

決　勝

日整全国少年柔道大会に出場して

日整全国少年柔道大会出場選手の感想文

ぼくが全国大会に出場して思ったことは、やっぱり全国の選手はみんなとても

強かったということです。自分の試合が始まるまで他の人の試合を見たり、自分

で戦ってみて、力やスピードがすごくて、レベルの高さが伝ってきました。おか

げで自分の課題がいっぱい見つかりました。

一回戦では勝てたけど二回戦では組手が全然できなくて、大内で技有りを取ら

れて、あせったところに内股で合わされて、一本で負けたことが、すごくくやしかっ

たです。でも試合前にメンバーで練習できる場を作っていただいたので、チームワークが良くなり

三位まで勝ち上がることができたので、先生たちにはすごく感謝しています。

技有りを取られてもあせらずに取りかえすことが大切だと感じました。

三位だったので次は中学で超えたいです。

日整全国少年柔道大会に出場して 藤田　朋
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ぼくは、日整のメンバーに選んでもらってうれしかったです。ぼくは中堅なの

で大きい体の子と練習してきました。

試合当日は、とてもきんちょうしていたけど、かんとくとコーチが話しかけて

くれました。二回戦を勝って、三回戦は何回も練習をしたことのある奈良県でし

た。先方が一本で勝ってくれたので、絶対に引き分けか勝ちにしたいと思いました。

そして一度も引き分けた事がない相手に引き分けて、大きい子と練習してきてよ

かったと思いました。四回戦の岐阜の選手にもぼくは、引き分けました。せおいなげがきまりそう

なところでポイントが取れなかったので、2分間でポイントを取る事が大事だと思いました。

来年の予選で優勝して講道館に行きたいと思いました。

第30回日整全国少年柔道大会 井上　葵

今まで道場の先ぱいの応えんで客席からしか見ることがなかった講道館に始め

て立つことができました。そして、コロナのえいきょうで家族や道場の先生がい

ない試合も始めて経験することになりました。

不安もあったけど、仲間もいたし、三重県の柔整の先生が、たくさん声をかけ

てくれたので、安心して試合する事ができました。

試合は、4試合しましたが、みんな強くて、出したい技がなかなか出せなかっ

たけど、2勝2引き分けで負けることもなくがんばれました。

準々決勝では、チームが負けてしまってくやしかったけど、みんなでつかんだ3位入賞は、うれ

しかったです。

コロナでなかなか試合ができずにくやしいことばかりだったけど、このような全国大会に出場で

きてとてもうれしかったです。

全国大会をしてくれてありがとうございました。

日整全国少年柔道大会に出場して 瀬古　恋奈

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大のため、色々な大会が延期や中止になり

ました。今年も、県大会が中止になりとても残念に思いましたが、ビデオ審査と

いうチャンスに恵まれ、三重県代表として全国大会に出場できる事になりました。

しかし、また緊急事態宣言が発令され、道場で形の練習が出来ず不安でした。練

習が再会されてからは全国大会で少しでも良い成績が残せるように頑張って練習

をしました。

全国大会ではとても緊張しましたが、今まで練習してきた事を出し切る事が出きました。決勝リー

グには残る事ができませんでしたが、講道館で形の演舞ができた事は、良い経験になりました。形

の練習で教えてもらった事や全国大会に出場できた事を、今後に生かして、これからも頑張って柔

道をしていきたいです。

日整全国少年柔道形競技会に出場して 橋川　裕来

形の県代表として、東京の講道館であった全国大会に出場しました。まず、県

の代表に選ばれたと聞いて、がんばろうと思いました。大会のために練習する日

もふやして先生にもたくさん教えてもらいました。結果は、A ブロックで4位だっ

たけど今までで一番上手にできたと思います。決勝にはいけなかったけど、目標

にしていた平均点は取れたのでうれしかったです。他のチームの形も見れて勉強

になりました。

僕も優勝したチームのように受け身の音を出せるようになりたいと思いました。

これからも練習がんばっていきます。

形の全国大会に出場して思ったこと 坂井　和真
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令和4年度　東海ブロック会収支予算書
1. 歳入の部 （単位：円）

科　　目 令和4年度
予　算　額

令和3年度
予　算　額 前年比 備　　考

1．負　担　金 2,672,500 2,695,000 △ 22,500
定額負担金100,000円×4県＝400,000円（令和3年12月末時点の会員数）
愛知 (750)･ 静岡 (308)・岐阜 (291)・三重 (166)・計（1,515人）
ｘ＠1,500＝2,272,500円

2．預 金 利 子 100 100 0 預金利子

3．雑　収　入 50,000 50,000 0 ブロック会行事関係者祝儀等

4．繰　越　金 9,435,374 8,807,710 627,664

計 12,157,974 11,552,810 605,164

2. 歳出の部 （単位：円）

科　　目
令和4年度
予　算　額

令和3年度
予　算　額

前年比 備　　考

1．会　　議　　費 3,000,000 3,000,000 0

  （1）役　　員　　費 2,300,000 2,300,000 0 正副会長会、理事会等の旅費

  （2）会　　議　　費 700,000 700,000 0 正副会長会、理事会等の会議費用

2．事　　務　　費 300,000 300,000 0

  （1）事　　務　　費 300,000 300,000 0 事務局経費（岐阜県 )

3．渉　　外　　費 400,000 400,000 0

  （1）慶 弔 見 舞 費 200,000 200,000 0 会員の慶弔等

  （2）その他の渉外費 200,000 200,000 0 日整・ブロック会関係者慶弔見舞、専門学校入学卒業祝経費等

4．事　　業　　費 2,520,000 2,520,000 0

  （3）柔 道 大 会 費 720,000 720,000 0 東海ブロック会柔道大会（担当：岐阜県）、医師配置５万円、負傷者治療費、選手保険料

  （4）日整行事協賛費 700,000 700,000 0 日整全国柔道大会（講道館）

  （5）役員合同協議会費 700,000 700,000 0 東海４県役員合同協議会（担当：愛知県）

  （6）助　　成　　費 400,000 400,000 0 東海ブロック会柔道大会 ( 担当：岐阜県 )　３０万円　等

5．雑　　　　　費 30,000 30,000 0

  （1）雑　　　　　費 30,000 30,000 0 振込手数料等

6．予　　備　　費 5,907,974 5,302,810 605,164

  （1）予　　備　　費 5,907,974 5,302,810 605,164

計 12,157,974 11,552,810 605,164

令和 4 年度 東海ブロック会事業計画
年　月　日 事　　　業　　　名 会　　　場

令和4年
  4月　1日（金）

第63回 米田柔整入学式
正副会長会

P.M 2:00
P.M 3:00

「米田柔整専門学校」
名古屋市西区枇杷島2-3-13 TEL 052-562-1210

  4月10日（日） 監査会（令和3年度決算監査会） P.M 2:00
「岐阜県接骨師会館」
岐阜市下奈良1-17-1 TEL 058-273-4015

  5月14日（土）
正副会長会
決算理事会
情報交換会「未 定」

P.M 2:00
P.M 3:00
P.M 5:30

「岐阜県接骨師会館」
岐阜市下奈良1-17-1 TEL 058-273-4015

  7月  3日（日）
第28回 東海4県役員合同協議会
情報交換会「未 定」

P.M 2:00
P.M 5:30

｢愛整会館｣
名古屋市中区金山5-13-22 TEL 052-871-2211

  9月18日（日）
第41回 東海ブロック会柔道大会
第19回 柔整師杯東海少年柔道大会
第12回 東海少年柔道形競技会

A.M12:30
「大垣市武道館」
大垣市米野町2丁目1-1 TEL 0584-88-2550

10月22日（土） 
        23日（日） 

公益社団法人日本柔道整復師会
第55回東海学術大会岐阜大会

P.M 6:00
A.M 9:30

「グランヴェール岐山」
岐阜市柳ケ瀬通6-14 TEL 058-263-7111

11月20日（日）

（前日は生涯学習講習会）
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
第45回 日整全国柔道大会
日整高段者大会

「講道館」
東京都文京区春日1-16-30 TEL 03-3811-7151

12月18日（日）
正副会長会
理事会
情報交換会「未 定」

P.M 2:00
P.M 3:00
P.M 5:30

「岐阜県接骨師会館」
岐阜市下奈良1-17-1 TEL 058-273-4015

令和5年
   1月15日（日）

各県会長・学術部長合同会議
各県柔道部長会議

P.M 3:00
「岐阜県接骨師会館」
岐阜市下奈良1-17-1 TEL 058-273-4015

  1月21日（土）
正副会長会
各県会長及び米田学園・米田病院との
情報交換会

P.M 4:30
P.M 5:30

未定

  2月18日（土）
正副会長会
予算理事会（令和5年度事業及び予算審議）
情報交換会「未 定」

P.M 2:00
P.M 3:00
P.M 5:30

「岐阜県接骨師会館」
岐阜市下奈良1-17-1 TEL 058-273-4015

  3月11日（土） 米田柔整卒業式 P.M 2:00
｢米田柔整専門学校｣
名古屋市西区枇杷島2-3-13 TEL 052-562-1210

＊正副会長会は必要に応じて随時開催する。＊必要に応じて臨時理事会を開催する。
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投　　稿投　　稿投　　稿投　　稿投　　稿

三重県ではコロナ感染者ゼロと言う日が続いてお
りますが、まだまだ終息には至っておりません。

私が暮らす地区も例外ではなく行事等は中止か縮
小となって、秋の村祭りも神事のみが行われました。

私はこの祭りで奉納する獅子神楽の保存会に入っ
ており、今年で23年になります。

戦時中途絶えていた獅子舞いを戦後村の青年団が
復活させ70数年、再び中止となったのはそれ以来
です。

毎年祭り前に練習しておりました。しかし去年今

年と練習が出来ない年が続き、今となっては何十年
も繰り返し伝承していく事がいかに難しいことなの
かを考えさせられました。

これからウイズコロナの時代、人の考え方や生活
様式が様々変わっていくかと思われますが、変えて
はいけない事も又、有ると思います。

今まで受け継いでこられた先人に感謝致します。
しかし、コロナは今でも形を変え生き残ろうとし

ています。
コロナが早く終息すればと切に願います。

後縦靭帯骨化症（以下 OPLL）を初めて症例でみ
たのは、米田病院研修二年目でした。50代・男性、
タクシーの運転手さんでした。
「後方確認時に振り向きにくいの」その時のひと

言が、今でも印象に残っています。
それから、17年後の平成27年3月31日、私自

身が OPLL で前方後方固定術の手術を経験しまし
た。

OPLL 症状の始まりは、平成26年8月頃でした。
右上肢、特に上腕部に疼痛と痺れが現れました。そ
の頃、よく息子とキャッチボールをしていたので、
腕の使い過ぎと思い込んでいました。月日が経つに
つれ症状が悪化し、11月頃には右前腕まで症状が
およびました。しかし、今思えば頚椎に問題がある
事は解かっていましたが、自分自身が頚椎疾患だけ
は受け入れることが出来ませんでした。

年が明け2月、家内から「お願いだから、病院へ行っ
て」とのひと言で、病院を受診しました。その時の
診断が、頸髄症でした。1ヶ月弱、内服薬と、効果
がないと思われる頚椎牽引を自宅で試しました。

案の定、効果はなく、頸髄症の手術を決心し、3
月3日、他院へ受診しました。結果、CT 画像を確
認すると、しっかりと、第四頚椎から第五頚椎かけ
て骨化像を確認しました。OPLL と医師から告げら
れ、難病指定なので近くの病院で手術するようにと
言われました。えー、「なんで俺がー」って感じでボー
然とした時、私の横で家内が泣き始めたのが今でも
忘れられません。私がショックを忘れる程で、今思
えば、あれがあったから、その後乗り越えられたの
かと思います。

3月5日、OPLL の手術を決断し、中部労災病院・
湯川医師の診察となりまし。初めのひと言が、関西

弁で「何しに来た」と言われました。身体はデカイし、
恐ろしいおっさんやなぁーが第一印象でした。その
後、診察が進み、入院・手術日程が決まりました。
手術まで、約3週間は不安と緊張で苦痛な日々でし
た。その頃の症状は右下肢までおよび、特に、自動
車のアクセルを踏む足関節の屈伸動作が困難で、手
指は筋肉が落ち、痩せ細りました。

3月27日、いよいよ入院です。手術に必要な造
影検査等済ませ、次はと思いきや、中学生以来の坊
主頭の要請です。幸いはげては無いので髪は生えて
はきますが、ショックです。その後、手術の説明で
したが、その日が、奇しくも私の39回の誕生日と
重なるとは・・・　

人生で一番重苦しい誕生日が過ぎ、いよいよ手術
当日です。流石に前夜は、中々寝付けず朝から憂う
つでした。6時間に及ぶ手術は無事終わり、手足と
も病床で動きが確認出来、一安心でした。しかし、
術後の写真を見せられ、無事に終わったものの、頚
椎は約十本ものスクリュー等で固定されており、な
んじゃこりゃ・・・でした。麻酔が完全に醒めてか
ら、2・3日痛み地獄でした。おまけに鼻は詰まるわ、
痰は絡むわで息は出来ない状態が続きました。

手術から、約3ヶ月後に仕事に復帰して現在に至
ります。目立った後遺症もなく生活しておりますが、
頚椎の可動域が少ない為、我々柔道整復師が耳にし
たく無い言葉かと思いますが、肩こりが酷いです。

貴重な体験が出来、自分自身が苦しんだ分、病気
で苦しんでいる人々の気持ちが解かるようになりま
した。

この場を借り、術前・術後に助けて頂いた伊藤圭
晃先生へ深く感謝申し上げます。

OPLLと私

伊賀地区　千早　秀之 会員

桑名地区　山下　藤夫 会員
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前回もこの『三柔整だより』で掲載させて頂き
ましたが、私のこの時期は地元の牡蠣の紹介とな
ります。

前回同様、近年海の状態は良くなく牡蠣だけじゃ
なく魚貝類にも多大に被害が出て、より深刻なもの
となっております。

水質調査など色々やってもらってはいますが、打
開策が見当たらない様です。

来年、再来年にかけて海底掃除を実地しますが、
これもどれだけの効果があるかわかりません。色々
試行錯誤しながらやっていくと思います。

ただ、各店舗で力と知恵を出し合って『浦村牡蠣』
というブランドを守っていこうとしています。

人材不足も悩みで、今まで中国の研修生を雇用し

ていたのですが、このご時世ですので今年から、ベ
トナムやカンボジアなどの実習生を受け入れしてい
ます。

みんな、仲良く工場の2階は色々な言葉が飛び交っ
ていて不漁を忘れるくらい賑やかにしています。

また地元『牡蠣食べ放題』も昨年より忙しくなっ
て嬉しく思い
ます。

近くにお越
し の 際 に は、
各店舗頑張っ
ていますので
お立ち寄りく
ださい。

令和3年度の日整全国少年柔道大会・日整全国少年
形競技会は感染対策を徹底し実施されました。大会は
無観客で選手以外は監督1名とコーチ1名の入場しか
認められず、米田柔整の入学から柔道を始めて知識や
経験も不足でありますが、役員であることから自分が
コーチの大役を任じられました。

当日は感染対策の為に、少し独特な雰囲気と、保護
者の入場も認められていない為に子供達も多少の緊張
感がありました。三重県の一回戦は北海道チームの不

出場で不戦勝となる為、他県
がアップしている時もまずは
リラックスさせる事を心掛け
ました。その効果なのか？な
かには「先生、鬼ごっこした
い～」って、いう子もいまし
た（笑）。

控室の会話の中で、三回戦
で当たる奈良県が優勝候補の
ようで、その奈良県との対戦
を目標に置いているようでし

た。リラックスムードからスイッチが入ったのは、一
回戦の不戦勝を告げられるために、試合会場に入った
時で、前の試合を観戦している時に子供達の目付きが
変わりました。

その流れで控室に戻って体操・打ち込みでウォーミ
ングアップし、いざ勝負！！2回戦の東京に3－0で
勝利。勝った時に「奈良とやれるな！！」って、盛り
上がりました。少し負傷した選手もいましたが処置と
激励し奈良戦に臨み、見事に2－1で勝利して、大興
奮！！大声を出してはいけないように言われておりま
したが叫んでいたような・・。

続く準々決勝もベスト4常
連の岐阜県に1－0と勝ち切
りました。

そして準決勝、千葉県との
対戦は0－0で代表戦となり
僅差の判定負け。

悔しがって壁を叩いて泣く
選手に・・こちらも・・・。

それでも立派な3位！銅メ
ダル！凄かった！おめでと
う！

メダルの授与と写真撮影が終わり、着替え終わった
子供達が順番に、自分の前で正座し、「先生、今日は
ありがとうございました」と、挨拶してくれました。
戦い方でなく礼儀作法も完璧な子供達に感動しまし
た。全国大会3位の横にいられる貴重な体験をさせて
いただき、こちらこそ、ありがとうございました。

帰りの新幹線で伊藤孝彦会員と3位の祝杯を上げて
興奮し帰ってまいりましたが、後から聞くと、子供達
は2日後には次の大会に参加していたようです。

一つ終わったら次！立ち止まらずに努力を続ける事。
色々と子供達から学ばせてい
ただいたように思います。

令和4年の全国大会も開催
され、三重県チームがまた輝
けるように、まずは県下少年
柔道大会の開催に尽力させて
いただき、また子供達に負け
ないように自分自身精進して
まいりたいと思います。

興奮と感動の一日

伊勢地区　山下　達也 会員

四日市地区　山本　慶介 会員
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新入会員紹介新入会員紹介

移　　転
令和3年11月1日
樋口　　守
津市一身田平野430-46

①生年月日　②入会日　③施術所名　④施術所住所
⑤柔整師になった動機　⑥趣味　⑦今後の目標

令和3年  5月16日
令和3年12月13日
令和4年  1月  1日

任田　志郎
天野　　治
橋本　　覚

御令室
御令室
御尊父

心よりご冥福をお祈りいたします。

お悔やみ

野村　宗嗣 先生
①昭和 47年 8月 16日
②令和 3年 4月 1日
③野村接骨院
④松阪市下村町 1044-8
⑤私自身に運動器複数箇所に疾患があり、絶えず悩まされていたため、自身で克己して同様のお
悩みをお持ちの方に少しでも寄り添えたらと思い、この道に身を投じました。

⑥読書（臨床研究と考察に関する文献）
⑦此度、御会の末席に名を連ねさせて頂く事を本当に光栄に思っております。柔整業界、御会の
益々のご発展の為に微力ながら尽力したいと思います。御指導御鞭撻を賜りますよう何卒宜し
くお願い申し上げます。

任田　一郎 先生
①昭和 47年 10月 19日
②令和 3年 4月 1日
③とうだ接骨院
④四日市市八千代台 3丁目 1－67
⑤家業の継承
⑥日曜大工
⑦アフターコロナで生き残る院づくり。
　人生単位でここに通って良かったと思っていただける院でありたいと思います。

退　　会
令和 3年 3月 31日
令和 3年 3月 31日
令和 3年 3月 31日
令和 3年 3月 31日

堀　　　望
前田　　信
市川　秀彦
倉田　貴仁

令和 3年  7 月 31日
令和 3年  8 月 31日
令和 3年 12月 31日

宮崎　巧一
喜多川一夫
小森　大輝

「子育てとは、一人の人間を育てるというりっぱな
仕事です。」と、ある著書に書いてあり、全く同感だ
なとつくづく思う昨今です。新生児は、2～3時間
事に泣き、言葉が通じない赤ちゃんには、どうすれ
ばいいのと大人の方が、かんしゃくが出そうな子育
て。コロナ禍、あそこ行っちゃダメこっち行っちゃ
ダメ、大人でも勘弁！勘弁！と泣きたくなる時期。
子育て中の人にとって、とっても辛い毎日が続きま
すね。でもよく考えれば、いつの時代も辛い時はあっ
たと思います。戦時中は物がなくひもじいと泣く我

が子。バブル期には、男の人達は仕事人間で、父親
不在の子育て「一人の人間を育てる」って、たいそ
うに言うけれど片時も目を離す事ができない、子育っ
てどんな仕事よりたいへんだと思います。でも、に
こにこしながら食べる顔、すやすやねむる顔、ほっ
と一息つくその瞬間に、ささやかな喜びがあると思
います。医学の進歩でワクチンや経口薬が開発され
ています。はやくあそこに行きたい、そこへ行こう
と言える日が来る事を願いながら子育て頑張って。

（気をぬく事も忘れずに !!）応援しています。

子育て頑張っている皆様へ 昔子育てしていた主婦より !!
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編集
後記

コロナで始まった今年、初めての役員となりパソコンの使用方法もままならない状況で広報部
長の大役を賜り、前任の寺井先生に愚痴と文句を言いながらも丁寧に教えて頂き、理事の先生方
や事務員さんに迷惑をかけながら何とか仕事をこなして参りました。この場をお借りして御礼申

し上げます。
また、今まで理事を経験してこられた諸先輩方のご苦労と努力には感服いたします。
コロナウイルスの影響で本会の行事やイベントが中止となった為、今号は前号より寂しい内容となってし
まいましたが、今年こそコロナを克服し皆でマスクを取って笑いあえる世の中になる様に願っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
表紙の写真と伊藤氏について少し説明させて頂きます。
令和3年9月某日、津市の岩田川河口部からファインクラウド・伊藤氏にドロ－ンで津市街を空撮して頂
きました。幸い天候にも恵まれ無事に終了致しました。ドロ－ンは強風の日は撮影が難しいそうです。
見慣れた街を普段見る事が出来ない視点から観るのも面白いものです。
伊藤氏はパソコンの師であり、患者でもあり、釣り仲間でもあります。本来ならは撮影には料金も発生い
たしますが、無理をお願いして今回は無償でして頂きました。ありがとうございました。次回もタダで宜しく、
お願いします。

ファインクラウドホームページ　http://bit.do/finecloud

（広報部長　桝田 敦）

地区名、会員氏名を明記して下さい。匿名を希望する場合は「匿名希望」と明記していただければ配慮いたします
が、氏名、連絡先の記載の無いものは掲載できない場合もありますのでご了承ください。
1原稿につき200～800字程度(1000字を超えても構いません)、マイクロソフト社ソフト「ワード」により作成し
たデータを事務局までメール・郵送・FAXのいずれかの方法でお願いします。手書きによる原稿は事務局宛に郵
送でお願いします。（FAXでの送信の場合、データをプリントアウトした原稿は大丈夫ですが、手書きの原稿は文
字が判別しにくい場合がありますのでご容赦下さい）
写真を添える場合は、本文とは別に現像した写真を同封（郵送の場合）かJPEGデータを添付（メールの場合）して
下さい。郵送頂いた写真は後日、返却させていただきます。

この日は事前審査会で、先生方から提出していただいた沢山の申請書を仕分けしているところ
です。職員4名で感染対策を徹底し毎日業務にあたっております。会の行事が中止ばかりで、な
かなか先生方とお会いする機会がありませんが、令和4年度こそは、コロナウイルスが収束し、
無事に行事が開催される事を願っております。

左から森、日比野、伊豆川、中西

● 〒514-0016　津市乙部 2086　
　（公社）三重県柔道整復師会 内　広報部行

● FAX（059）222-3857　　　● メールアドレス：info@miejusei.com

原 稿 募 集

本会ホームページも随時更新していますのでご覧頂きご意見・ご感想等お寄せください。

http://www.miejusei.com/

投 稿 方 法

宛先・FAX
メール

事務局より
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〒514-0027 三重県津市大門 32-13
TEL：059-226-2545（代）／ FAX：059-223-2862
E-mail：ito-pto@ztv.ne.jp  https://ito-pto.jp

人の出逢いを大切に

三重県内の観光地・名勝地の“ぬり絵はがき”  URL  http://mierakusai.com三重楽彩事務局

松阪支店・鈴鹿支店・伊賀支店

印刷のこと。お気軽にご相談ください！

企画 デザイン 編集
出版

適応範囲 本社・久居工場

ISO / IEC 27001 P－00061
全印工連
CSR認定

本社・本社工場
F-B10216
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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、倫理網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、倫理網領の崇高な

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。

柔道整復師倫理綱領
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