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保険取り扱い等講習会を開催

関心度の高さを示す講習会となった

【倫理感を持ち地域への貢献を】
9月30日（土）茨城県総合福祉会館「コミュニテ
ィ－ホ－ル」で本会主催、茨城県後援による保険取
り扱い等講習会が開催されました。会場には会員と
非会員多数の参加があり、第2会場を含めても座席
に空きを見つけて座ることがなかなかできない状況
で、関心度の高さを示すものとなりました。
講習会は、一ツ柳明副会長の「間違いのない請求
が行えるように、さらに理解を深めていってくださ
い」との開会のことばで始まり、竹藤敏夫会長から
は、「公益社団法人として法改正、料金の改定など
への取り組み、これからの活動をとおしてさらなる
信頼の回復、コンプライアンスの重視を念頭に、倫
理感を持ち地域への貢献と間違いのない請求を行っ
ていきましょう」とあいさつがありました。
【真摯な姿勢を貫き仕事にあたって】
続いて、厚生労働省保険局国民健康保険課国民健
康保険指導調整官の大村良平氏より「国民健康保険
制度の改革について」
、厚生労働省保険局医療課療
養指導専門官の都竹克宜氏より「療養費をめぐる動
向について」の解説及び講義がありました。

大村指導調整官からは、「日頃より地域住民の健
康に貢献していただきありがとうございます」との
あいさつがあり、続いて医療保険をとりまく背景・
国保制度改革の経緯と概要、国保運営方針・保険者
機能の強化等の具体的な説明がありました。そして、
「どうか皆様には倫理観を持った真摯な姿勢を貫き
仕事にあたってください。私は骨を折ったらまず柔
整師さんの所にいきます。安く綺麗に治してくれる
から。」とのありがたいお言葉をいただき、さらに
は「地域包括ケアシステムの考え方のところで、我
が国独特の手技療法を取り入れていくことは有意義
で必要と考えています」との見解を述べられました。
都竹指導専門官からは、柔道整復師の施術に係る
療養費についての一部改正、算定基準の事実上の留
意事項等の一部改正、審査委員会の設置及び指導監
査の一部改正・施術管理者の要件について説明があ
りました。特に指導監査について、３部位の施術、
3ケ月を超える施術、月10日以上の施術、部位転が
し等の傾向があるものを分析するなど、重点的に審
査をする旨の解説がありました。そして、「これか
らは書類の管理を含め法令を遵守した確実な仕事が
要求されていくことになります。間違いの無い正し
い仕事をしていただき更に信頼を築きあげていって
ください。」と申され、また、施術管理者になる場
合は、実務経験と研修の受講が必要となる方向で検
討しているとの説明もありました。
【地域の人たちの健康推進に努めて】
休憩をはさんだ後、谷中照男保険部長より「保険
取り扱いに関する留意事項について・国民健康保険
法抜粋・保険給付の制限・療養費審査会・主な返戻
理由について」の細かい説明がありました。「我々
の職務の範囲を良く理解し、疑念を持たれるような、
間違い不都合をださないという強い覚悟をもって仕
事に取り組んでいきましょう」と呼びかけ説明を
終了されました。その後、質疑応答があり、調査会
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社がもとでの返戻はできるだけ再請求をして、我々
の仕事の確かさを伝えることはとても大事なことな
のでしっかりやっていくことなどの説明がありま
した。
続いて行われた、日整 介護予防・機能訓練指導
員認定柔道整復師フォローアップ講習会では、公益
社団法人東京都柔道整復師会 広報・情報管理部長
吉田省吾氏から、現在の状況や将来の展望、今後我々
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柔道整復師が身につけていくことで地域の人たちの
健康に貢献していけることなど、日々の施術に活用
できるようなものなどが多く含まれた有意義な内容
の講義がありました。
その後、質疑応答があり、眞中進副会長が閉会の
ことばを述べて終了となりました。
（広報委員 桜井亮）

「町たんけん」で
松代小、手代木南小の児童たち訪れる
桜井整骨院 桜井亮
10月2日、17日の両日、つくば市立手代木南小学校、同松代小学校
の2年生が生活科学習「わたしの町はっけん」の一つとして教員や
保護者とともに当院を訪れ整復師の仕事や活動について学びました。
これは、小グループごとに町に出て、町の人やお店・施設、自然
などの「すてき」をたくさん発見し、自分とのつながりを考えたり、
見聞を広めたり、高めたりしていくことを目的としているものです。
児童たちは、院内の施術機器に興味を示し、手で触れたり座った
りしながら観察をして、疑問に思ったことなどいろいろな質問があ
り、私は児童たちが分かりやすいように丁寧に説明をしました。後
日、松代小学校の冨田美代子先生から「インタビューして聞くこ
とができて良かった」「中の様子を見せてもらえて嬉しかった」な
どと児童たちは目を輝かせて
当院の話をしていたとの報告
と、お礼と感謝の言葉をいた
だきました。
また、児童たちからお礼の
手紙もいただきました。
このような機会を利用して
整骨院・接骨院の役割と活動
を児童たちに教えることは、
将来我々のよき理解者となっ
機器にふれながら質問をする
てくれることでしょう。
松代小学校の児童たち

（広報委員

桜井亮）

名前：チャチャ
性別：メス

手代木南小学校からのお礼の手紙

つくば市立松代小学校
2年1組 ながのあやか
さくらいせいこついんさんへ
おげんきですか。「町たんけん」では、
お話をしてありがとうございました。い
ろんなきかいをみせていただき、ほんと
うにありがとうございました。ヤギのえ
さやりも楽しかったです。これからもの
おしごとがんばってください。

我が家の家族、メスやぎのチャチャを紹介します。
今年 2 月に、生後 2 ヵ月で患者さんのお知り合いの方よりいただいた、ちょっ
と茶髪でひょうきんな小娘です。近所の子どもたち、赤ちゃんとお母さん、子ど
もの頃、家・疎開先でヤギを飼っていたことがある諸先輩方、ちょっとひと休み
の学生さんたちに、しょっちゅう草を採ってきて食べさせてもらっています。そ
の草を食べる仕草が一生懸命で、口・顔の動きが面白いというか、愛らしいとい
うか、ずっと見ていたくなるんですね。また、気に入らない草をくわえて投げ捨
てたり、顔を空に向け反り返り、ちょっと生意気そうな格好で柵の中を悠然と歩
き回ったり、すり寄ってきたりするので、見ていると中々飽きない
ものなんですね。皆さんに可愛がってもらい、時には散歩中の犬さ
んと親睦を深めたり、自分で繋いである紐を解いて、玄関先でウロ
ウロしてビックリさせてくれたりする、そんな１歳児です。
これからも、皆さんが草をくれて、柵に肘をついて眺めてくれる
可愛いチャチャに育っていくように、その辺にあるただの草をたく
さん採ってきて、いっぱい食べさせて、ちょっと寒そうにみえる小
屋で大切にし、私たちも末永く楽しませてもらっていこうと思って
います。
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日整全国少年柔道大会・
日整全国少年柔道形競技会
茨城県選抜チーム惜敗

第2回水戸黄門漫遊マラソン
～ランナーケアを行う～

2回戦から出場した本県選抜チーム

冷たい雨の中、3カ所でランナーケア

事業部長 荒井健吉
10月8日、東京都文京区の講道館大道場において
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、満員の観衆の中、子供たちの熱い戦い
が繰り広げられました。昨年準優勝に輝き今年は頂
点を目指した茨城県選抜チームですが、3回戦で惜
しくも敗退する結果となってしまいました。
2回戦から出場した本県選抜チームは、長崎県チ
ームに3－0で勝ち順当に勝ち進むと思われました
が、3回戦の徳島県チームにまさかの0－1で負け、
日本一を目指した目標は達成できませんでした。
3回戦の内容は先鋒から副将まで各選手とも、勝
って次に繋げたいとの思いが強すぎたせいか全員引
き分け0－0のまま大将戦に縺れ込みました。大将の
粟野君は必死の形相で試合に臨みましたが思うよう
に投げ技が決まらずまさかの一本を取られ、惜しく
も次の4回戦に駒を進めることができませんでした。
試合後、相沢寿監督は「3回戦敗退は残念だが、
県内ではライバル同士の子供たちが一つの力となっ
てよく頑張ってくれた」と各選手を称えていました。
また同日開催された第7回日整全国少年柔道形競
技会に出場した本県代表の（取）柏 珀さん、（受）
柏 晴さん（無心塾飯島道場）は、予選Cブロックに
出場し7チーム中2位だったため、決勝進出できる4
チームに惜しくも入ることができませんでした。
試合後、選手選
抜に携わった本会
の竹藤敏夫会長は
「この悔しさや涙
をバネにして、次
の目標に向かって
頑張ってほしい」
と子供達の新たな
挑戦にエールを送 形競技会に出場した本県代表の
っていました。
（取）柏 珀さん、
（受）柏 晴さん
※本県選抜選手：先鋒・久徳勇君（常総市体育協会
石下柔道部）
、
次鋒・宇田陽紀君（絹西柔道クラブ）、
中堅・杉山諒成君（下妻優心塾）、副将・黒川拓
真君（常総市体育協会石下柔道部）、大将・粟野
隆也君（下妻優心塾）

10月29日（日）国道50号水戸市南町をスタート
し水戸市内を疾走し三の丸庁舎をゴールとする第2
回水戸黄門漫遊マラソンが開催されました。
当日は、台風の接近による冷たい雨の中での開催
となりましたが、全国から約1万人のランナーが参
加されました。
本会からは、ランナーケアとして嶋﨑英恭、中川
文夫、藤田博美、藁谷和彦、杉本秋生、久保田浩将、
新井俊行、助川悟志、櫻井雅明、岩本勝久、早川好
機、種村高之、宮部和浩、中野徹会員の14名が参加。
昨年の第1回大会では2カ所のランナーケアの設置
でしたが、前回大会の反省や要望の中で救護の医療
チームから要請があったこともあり、今大会は3カ
所での活動となりました。
前述したとおり、当日は冷たい雨のために低体
温症によるリタイヤ者が多く予想されましたので、
我々ランナーケアと併設される救護所のドクター他
医療スタッフと事前に打ち合わせを行い、スムーズ
に連携が取れるようにしました。
私の担当した29.3㎞地点では体調不良や低体温
症、リタイヤのランナーは救護所で担当していただ
き、リスタートをするランナーに集中してケアを行
いました。
スタートから2時間程度経過したころから徐々に
ランナーが不調を訴え、ランナーケアのテントに
入ってきました。そこ
から関門が閉まる時間
まで休む間もなく対応
し、終わってみれば予
想を大幅に超え、3カ
所合わせた延べ人数で
前年の4倍のランナー
に対応していました。
今回は悪天候のため、
不調を訴えるランナー
が多く完走率も低かっ
たようようです。
参加された会員の皆
様ありがとうございま
リスタートをする
した。
ランナーに集中してケア
（広報委員 岩本勝久）
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水戸支部テーピング講習会を開催

県西支部でキネシオテープ勉強会

10月7日（土）本会会館で水戸支部テーピング講
習会が開催されました。
講習会は水戸支部荘司智也会員を講師にスポーツ
現場での現状や対応、下肢を中心としたテーピング
実習等のベーシックな内容となりました。参加した
水戸支部会員は、テーピング方法の再確認とスピー
ドアップ、テーピングの際のコツや注意点など意見
交換を行いました。
（広報委員 岩本勝久）

8月27日（ 日 ） ビ ア ス パ ー ク し も つ ま で、
KINESIO ASIA株式会社様のご協力により、キネシ
オテーピング勉強会が開催されました。
講師に菊池友成先生をお迎えして、キネシオテー
ピング法の概略・効果・臨床例・基本的な肩、腰、膝、
下腿への貼り方に加え、最新の貼り方を交えて実際
に体感して理解度を高める勉強会でした。
理論的な説明があり、先生方が二人一組となって
実際にテーピングを貼って、貼り方の研修、貼った
後の症状の違いを確認されていました。
すでに普段の施術に取り入れている先生、これか
ら施術に取り入れようと考えられている先生方が柔道
整復師のスキルアップにつながり、患者さんのため
の新しい引き出しが一つ増えたように思います。
先生方の真剣に取り組まれている姿勢は、普段か
ら患者さんの症状が早く改善されることを願って治
療に取り組んでおられる、そんな強い思いを感じま
した。
（広報委員 磯島昌彦）

水戸支部荘司智也会員を講師に迎え開催された

日整親善ゴルフ埼玉大会
９月10日(日)「第44回日整親善ゴルフ埼玉大会」
が栃木県県栃木市のプレステージカントリークラブ
で開催されました。
全国から、来賓やゲストを含む180名あまりが参
加し、茨城県からは、竹藤敏夫会長、市川善章名誉
会長を始め30名が参加し、日頃の練習の成果を発
揮、楽しくラウンドし、午後4時からは表彰式が行
われました。
茨城県の成績は、団体5位、個人は、ネットの部
で栁田隆泰会員が3位入賞、また各コースグロスの
部で湯本光晴会員が優勝しました。
（広報副部長 髙儀和広）

「運とハンデに恵まれて３位入賞」県北支部 柳田隆泰

日整親善ゴルフ大会は、他県の先生とお知り合い
になることができ、他県の情報や現状をお聞きする
ことができるので毎回楽しみに参加しています。ゴ
ルフ当日は、天気に恵まれて気温は高めでしたが、
晴天の中気持ちよくプレーすることが出来ました。
私は、西コースで長野県、群馬県、地元の栃木県の
先生と一緒に回らせていただきました。
チャンピオンコースらしい難しいコースで、特に
グリーンはアンジュレーションが強く皆さんパット
でスコアを崩している中、初めてお会いした先生で
したが、みなさん良い方ばかりで緊張も直ぐに取れ
て気楽にプレーすることができ、さらには運とハン
デに恵まれて3位入賞することができました。
また、同じ組の長野県の井出先生が優勝され、運
と良きメンバーに恵まれて楽しい1日となりまし
た。来年の第45回日整親善ゴルフ静岡大会にもぜ
ひ参加したいと思います。

第1回県南支部
親睦ゴルフ大会を開催
10月15日(日)に、かすみがうら市の千代田カント
リー倶楽部で「第1回公益社団法人茨城県柔道整復
師会県南支部親睦ゴルフ大会」が開催されました。
この大会は、県南支部の会員並びに事業運営にご
協力いただいている関係者にご参加いただき、会員
及び関係者が一堂に集い相互の親睦を図ることを目
的に開催されたもので、このゴルフ場は、昨年、日
整親善ゴルフ大会が行われ、茨城県が歓喜の優勝し
た思い出深い場所です。
今回は、ゲストに(株)エス・エス・ビー、(株)ト
リオ医科、(株)塚本工業、竹藤敏夫会長、市川善章
名誉会長をお迎えして、県南支部谷中照男支部長を
はじめ会員合わせ26名が参加し、楽しくラウンド
しました。
その後午後4時から表彰式が行われ、ゲストのほ
かに協同組合賛助会員の(株)サンツクバから賞品を
提供していただき、参加者それぞれうれしいおみや
げを持ち帰る事ができました。
（広報副部長 髙儀和広）

県南支部谷中照男支部長はじめ会員合わせ26名が参加
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救 護 員 派 遣 の 近 況
6月11日（日）
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会茨城県選手選考会
龍ケ崎市総合体育館 たつのこアリーナ
大島昇治、高田博美（県南支部）
肘関節後方脱臼・橈骨骨折の選手に整復・アイシング等の処置を
施し救急車で病院へ搬送しました。また、顔面部打撲の鼻出血の
2名の選手に止 血等の処置をしました。
10月9日（月・祝）
平成29年度第34回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会
茨城県武道館大道場
助川悟志（水戸支部）
肋骨骨折、足根部打撲、などの5名の選手に湿布、包帯、テーピング、
アイシング等の処置をしました。
10月29日（日）
第2回水戸黄門漫遊マラソン
日本農業実践学園直売所（19.4㎞地点）
嶋﨑英恭、杉本秋生、久保田浩将、新井俊行（水戸支部）
土木補修事務所（29.3㎞地点）
藤田博美、中川文夫、櫻井雅明、岩本勝久、早川好機（水戸支部）
千波湖西駐車場（33.2㎞地点）
藁谷和彦、種村高之、宮部和浩、助川悟志（水戸支部）
中野徹（県北支部）
1,200名以上のランナーにテーピング、アイシング、ストレッチ等
の処置をしました。
11月3日（金・祝）
第27回茨城県4地区対抗柔道大会
茨城県武道館柔道場
松本明、綿引徹（水戸支部）
右第4指関節脱臼、右足関節捻挫、右大腿部挫傷の3名の選手に
包帯、副木、テーピング等の処置をしました。
11月5日（日）
平成29年度茨城県武道フェスティバル柔道大会
茨城県武道館柔道場
松本明（水戸支部）
左第1指関節捻挫、右大腿部挫傷、右大腿部打撲の3名の選手に
包帯、湿布、テーピング等の処置をしました。
11月12日（日）
平成29年度茨城県ママさんバスケットボール秋季大会
常澄健康管理トレーニングセンター
荘司智也、宮部和浩（水戸支部）
膝関節捻挫、指部打撲、腰部捻挫、足関節捻挫、などの18名の
選手にテーピング、アイシング等の処置をしました。
11月26日（日）
平成29年度茨城県ママさんバスケットボール秋季大会
常澄健康管理トレーニングセンター
渡邉憲史、中野徹 （県北支部）
膝関節捻挫、指関節捻挫、腰部捻挫、足関節捻挫、などの17名
の選手にテーピング、湿布、アイシング等の処置をしました。

会員になって想う!
県南支部

高野俊瑞

たかの接骨院の高野俊瑞と申します。
土浦市港町に平成29年1月に開院した
際に本会に入会させていただきました。
開院してから、たくさんの仕事上の疑問や相談があり
ましたが、会の先生方のご指導により速やかに解決し、
ここまで円滑に業務に取り組むことができました。
また行事に参加するたびに先輩の先生方の和・絆を感
じ、とても心強く思っております。
これからも会の一員として地域の皆様に少しでも役に
立てるよう精進してまいります。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。
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■新入会員■

県西支部 藤田

智之

ふじた接骨院
桜川市真壁町飯塚505－4
☎0296－48－7703
県西支部 城内

成一

あしたば接骨院
古河市東本町1－7－19 MKビル302
☎0280－23－3776
水戸支部 石井

勝明

石井接骨院
東茨城郡茨城町海老沢17
☎029－293－6102
県南支部 戸苅

朋勇

戸苅はり灸整骨院
つくば市上ノ室677－2
☎029－893－6253

《訃

報》

佐藤

百代（さとう

県西支部

佐藤丈也 会員の母

10月27日死去
高久

ももよ）

79歳

浩江（たかく ひろえ）

県西支部

高久陽三郎 会員の母

11月23日死去

88歳

寒さ厳しき折、会員の皆様
にはますますご健勝のことと
お喜び申し上げます。
前号より広報委員をさせていただくこととなりま
した。委員の皆様そして会員の先生方のご指導をい
ただきながら、この「いばらき柔道整復師会ニュー
ス」が色々な情報提供、そして会員の皆様との交流
の場となるよう紙面作りに取り組み、お役に立てる
ように頑張っていきたいと思っております。
会員の皆様、我々広報部はこの広報紙を媒体とし
会員の先生方のご意見やお知恵などを届けたいと
思っています。紙面参加なんでもお待ちしており
ます。
今回の広報紙を制作するにあたり関わってくだ
さった皆様に心から感謝申し上げます。次号からも
会員の先生方のお役に立てるような広報紙作りを第
一に頑張っていこうと思います。今後ともよろしくお
願いいたします。

（広報委員 古内裕人）
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心の栄養になるお話

毎月第１木曜日、茨城放送（ラジオ）ミツコde
リラックスのホットボイスのコーナーで「足元から
ぎっくり腰になってしまったら？
の健康法」と「心の栄養になるお話」を生放送で出
突然やってくるギックリ腰。ならないように日頃 演させていただいています。
から注意していてもちょっとしたタイミングで痛め
ここでは「心の栄養になるお話」を紹介させてい
てしまいます。もしギックリ腰になってしまったら ただきながら、心と身体の関係について哲学的に考
どうしましょう?
えてみたいと思います。
□先ずは安静にしましょう。
人は皆誰でも元気でいたいと思っていますが、ケ
痛みが発生してからすぐは無理に動こうとせずに ガをしたり病気になったり色々と良くない出来事が
近くのものにつかまり呼吸を整えて落ち着きゆっく 起きてきます。それではどうして良くないことが起
りと態勢を整えます。
きるのでしょうか？
□患部は冷やす？温める？
哲学的に自然の法則に当てはめてみれば簡単な事
初期のギックリ腰は冷やしましょう。アレルギー なのです。それは総て原因があっての結果なのです。
や皮膚疾患がなければアイシングや冷湿布などで冷 良い結果には善い原因、悪い結果には悪い原因が必
けい じ か
やします。20分程度を目安に1 ～ 2時間おきにアイ ずあります。原因には目に見える形而下的原因と目
けい じ じょう
シングを行うと患部の炎症が落ち着き楽になってき には見えない形而上的原因があります。
ます。一般的に24 ～ 48時間の冷却を行った後は患
例えば、運動をしていて転倒し足首を捻挫してし
けい じ か
けい じ じょう
部を温める温熱療法に切り替えることで痛みが和ら まった、それは形而下的原因です。それから形而上
いできます。
の原因として、前日お母さんに口答えをしたなど。
□安静も大事ですが・・・
というような目には見えない、ケガとは関係ないよ
けい じ じょう
痛みがあると動きたくない！と思うのも心情です うなことが形而上の原因として必ず存在します。分
が、安静にしていればすぐに治るというものでもあ かりやすく言うと、心に思ったことが行動や言動に
りません。ギックリ腰は安静にするよりも早期に運 なり、その行動や言動の良し悪しが原因となって結
動することで回復、治癒、再発防止に効果が高いと 果が出るのです。心に無いことは行動や言動には絶
いわれています。痛みが和らいだ時点で軽いスト 対に出ません。
レッチや軽運動を行いましょう。
良い心掛けで良いことをすればよい結果、悪い心
また、日頃から適度な運動をすることでギックリ 掛けで悪いことをすれば悪い結果になってしまいま
腰になるリスクは低くなります。あの辛い痛みにな す。短気を出したり、怒りの心があったり、不安や
らないために日常生活に適度な運動を取り入れて行 心配事があると痛みが出やすく、なかなか痛みも取
きましょう。
れにくいものです。
（広報委員 岩本勝久）
今自分が生きていることへの感謝の気持ちを持っ
て、感謝の気持ちを表していけば必ず良い結果に繋
がります。
自然の恵み、親や先祖、社会の多くの人たちのお
蔭でこうして生活できる事、生きていられることに
感謝して、その恩に報いる生き方、社会の役に立つ
生き方をしていきましょう。
（広報委員 磯島昌彦）

＊寒い季節にはギックリ腰などが多くなります。
そこで当会ニュース44号から再掲載しました。

茨城放送（ラジオ）で「足元からの健康法」と
「心の栄養になるお話」の生放送に出演

編集発行人 竹藤敏夫
発行責任者 黒澤玄
編集部員 髙儀和広 磯島昌彦 桜井亮 岩本勝久 古内裕人
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E-mail shiraume08@ibaraki.email.ne.jp
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印刷のことなら全ておまかせ！

代表取締役

田

中

司

郎

情報メディア営業部 水戸営業所
〒310-0847 水戸市米沢町１－１
TEL 029（247）
1810 FAX 029
（247）9568
URL http://www.tanakanet.co.jp
2016.06.02（初校）

84×60.5mm

団体保険は接骨院経営者の基礎となる保険です！

柔道整復師

総合補償制度
総合保険コンサルタント・賛助会員

北関東ファミリー株式会社
０１２０４８-３３７６
〒310‐0842

茨城県水戸市けやき台２‐１４‐１
ＦＡＸ ０２９‐２４８‐８５２２

アームリ ンク株式会社
代表取締役 小林 和義
TEL 027-255-3233
URL http://armlink.org
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2016年度はどうもありがとうございました
2016年度はどうもありがとうございました
〒310-0011
〒310-0011
水戸市三の丸1-4-73 水戸三井ビル6F
水戸市三の丸1-4-73
水戸三井ビル6F
水戸エイジェンシーオフィス
水戸エイジェンシーオフィス
担当：高塚、木村、金子
担当：高塚、木村、金子
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459
TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459

2017年度もどうぞよろしくお願いします
2017年度もどうぞよろしくお願いします
〒310-0011
〒310-0011
水戸市三の丸1-4-73 水戸三井ビル6F
水戸市三の丸1-4-73
水戸三井ビル6F
水戸エイジェンシーオフィス
水戸エイジェンシーオフィス
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TEL：029-226-6271 FAX：029-228-2459
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TRIO

信頼のネットワーク
地域密着

Door
Door to
to Door
Door
トリオ医科

株式会社

〒 300-1216 茨城県牛久市神谷 6-6-1
TEL029（873）8553 FAX029（873）8796
東京（営）大田区・北関東（営）館林

