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新年明けまして
おめでとうございます。
会員の皆様におかれましては健やかな新年をお迎えのことと存じます。さて、日理工通信
第３号をお届けします。新型コロナウィルス感染症のため、会員様の営業活動にも影響が
でているかと思います。この日理工通信が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

・ 業界団体の先生からのご挨拶
農林水産大臣政務官 公明党 参議院議員 医学博士
日理工関西部会特別顧問 熊野正士先生
令和三年の新年を皆様とともに御祝いさせていただければと思います。
さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまでの世界が一変しました。厳し
い状況が続く中、これまで政権与党として感染症の脅威から皆様の生命と生活、そして経済を守る
ため全力で取り組んで参りました。国民全員分のワクチンも確保し、接種もまもなくスタートいたしま
す。
日本理学療法器材工業会の皆様におかれましても、大きな変化の中で、様々ご苦労があったものとお察しいたします。しか
し、どのような環境であろうと、国民の健康、QOL の維持、向上に、皆様の器材が大きな役割を果たしている事実は変わるも
のではありません。本年は貴工業会の皆様、治療院、接骨院、病院など関係者の皆様と一体となり、コロナ禍という困難に打
ち勝つ年となることを念願してやみません。
本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となることをお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

（公社）日本鍼灸師会 会長 小川卓良先生

夢
明けましておめでとうございます。昨年は本邦鍼灸界も大変な一年でした。本年は良い年になるよ
うにしなければなりませんが、少子高齢化後の大幅な人口減による医療需要の減少を考え各医療関係職種で職域拡大を
目指して生き残りを図っており、そのせめぎあいは年々厳しくなってきております。
医療費削減は必至ですが、その解決策として「治療から予防へのシフト」がキーワードと思っております。鍼灸は予防に強く、
鍼灸院では半分近くが未病や健康維持・増進の患者？さんで、健康維持・増進の力があることは強く実感しておりますが残
念ながらきちんとしたエビデンスがありません。何とか国家・医療界が納得するエビデンスを取りたいものです。
そして、病院に健康増進センターを作り、医師・栄養士・理学療法士などと鍼灸師・マッサージ師が連携して国民の健康増
進に努めれば、医療職の職域確保と医療費削減につながるのではないかという夢を持っております。
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（公社） 東洋療法学校協会 会長 清水尚道先生

新カリキュラムのあはき師が船出します
日本理学療法器材工業会会員の皆様、ご挨拶の機会をいただき、ありがとうございます。
私ども東洋療法学校協会は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうに関する教育の調査研究
及び教材等の開発、教員の養成・研修等を行うことによって、あはき師養成施設の教育の振興を図り、国民の保健衛生の向
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上に寄与することを目的として活動しております。
2018 年度から、あはき養成施設のカリキュラムが改正されました。新カリキュラム初の卒業生が、この春、あはき師として船
出します。これから日理工会員の皆様にもいろいろな場面でお世話になることと存じますが、暖かく見守っていただけましたら幸
いです。
昨年は COVID-19 に大きく影響を受けた年でした。その中でも、あはき施術所が「エッセンシャルワーク」であるとして各自
治体の緊急事態措置のもと、休業要請の対象とならなかったことは、社会全体に、改めてあはきの医療としての価値を示した
と言えるのではないでしょうか。
これからも皆様と手を携えて、国民の医療に資するよう尽くしてまいりたいと存じます。これからも、どうぞよろしくお願いします。
2021 年１月 5 日

・ 役員ご挨拶（関西部会）
・ 理事 流通委員会 【有限会社薮本医科器械 代表取締役 薮本 佳城】
この度、流通委員を拝命しました薮本です。新型コロナ感染症の影響で活動できない状況が続い
ており、これまで以上に感染防止対策への取り組みが求められています。
「コロナ禍」の「禍」は「か」と読み、「わざわい」や「災難」などを意味することばだそうです。「禍を転じ
て福と為す」ということわざがあります。新型コロナウイルスによってもたらされた「わざわい」も、アフターコ
ロナを向かえたときに、コロナ禍がきっかけになりよいこともあったと思えるように、一日も早いコロナ禍の
終息を願うばかりです。
微力ではありますが、皆様のご指導ご鞭撻のもと鋭意努力してまいりますので、どうぞ宜しくお願い
申し上げます。

・ 理事 未来構想委員会 鍼灸部会 【株式会社いっしん 代表取締役 松尾 知美】
今期新任の理事、未来構想委員会委員長を務めております株式会社いっしんの松尾知美です。
企業としては入会してまだ数年で一番の後輩企業かと思いますが、自分自身としては長きにわたりこの
業界に育てていただき、助けていただき感謝をしております。
昨今の社会情勢により私達企業の在り方もどんどん変わってきております。予防医学がより大切にな
るこのような時こそ、この業界に出来る事があるかと思っております。
皆で今こそ立ち上がろう！そんな思いと共に、私も微力ではございますが少しでもお役に立てればと思
っております。どうぞ宜しくお願いいたします。
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・ 理事 常任理事 総務委員長 関西部会副部会長 法人化 WG
【株式会社サンメディカル 代表取締役 三宅 省吾】
新年あけましておめでとうございます。
前任期より引続き本部の理事、今任期より本部総務委員長、関西部会副部会長、法人化ＷＧ
を務めさせて頂いております三宅です。よろしくお願い申し上げます。
今期も残す所あと数ヶ月となっておりますが、これまでコロナウイルスの多大な影響により従来の日理
工行事、活動は中止や縮小せざるを得ない状況下で私自身何も出来ず過ぎてしまいました。
今後、今期の残された期間、また来期に向け何か一つでも会員の方々にお役に立てる事が出来る
様に取組んで参りたいと考えます。引続きご指導ご鞭撻のほどお願いを申し上げます。
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＊関西部会所属の椋本関西部会長、吉井理事は第 1 号にて寄稿済ですのでそちらをご覧ください。

鍼灸部会長

松本 修

（株式会社日本特殊医科）
日本の東洋医学を考える 〘第１回〙
歴 史 その１
１：鍼灸医学は４千年前に、中国大陸で誕生し、漢代に入り東洋医学のバイブル
「黄帝内経」が編纂されます。現代の東洋医学の理論も「黄帝内経」を基礎として発展して来ました。
日本に於ける鍼灸
歴史的には、６世紀頃、中国・朝鮮半島を経由し、鍼灸･漢方が持たされたと言われていますが、その前から、渡
来してきた人々が、いたのではないでしょうか？
562 年 智恥日本に来朝される。
その後、律令制度が整えられ鍼博士、ﾊ鍼生といった官職が設けられました。
日本に於ける東洋医学のバイブルとしては、「医心方」平安時代の鍼博士の丹波康頼により９８４年 円融天皇に
献上・又 灸に関しては、平安時代に遣隋使・遣唐使が中国を往来し、弘法大使にて伝えられたとの説があります
が、定かではありませが、四国 88 箇所 巡礼には、各お寺の参道には、灸治療を施す治療所が存在していました。
又 奥の細道でお馴染みの松尾芭蕉は足の三里にお灸をすえながら、全国を行脚したそうです。日本に於ける医療
は鍼灸･薬草を基本にして、江戸末期まで、国民の健康を支えてきました事は、紛れもない事実です。
鍼灸に関する法律は明治７年に発布された「医制」第 53 条が最初で、第 53 条は、鍼灸を西洋医学の管理下にお
く事を規定しょうとしたものであつたが、施行する事は無かったつた。入り、西洋医術を国家の医学として進めら
れ、鍼灸･漢方は西洋医の許可が慣れれば、施術が出来なかったそうです。
２：戦後の鍼灸
昭和２０年終戦を迎え、アメリカの統治化（ＧＨＱ）の中、鍼灸医療の優位性が問われ、存続の危機に直面する
が、当時の京都帝国大学電気生理学教室（笹川 久悟教授）に在籍されていた石川 日出鶴丸先生は昭和１８年新
設された三重医学専門学校の校長に就任。意欲的な学校運営に乗り出す、鍼灸学科の設置、病院内での鍼灸科の導
入を図るとともに、大東亜鍼灸医学会を設立、戦後 GHQ 統治化で鍼灸が問題視される事を予想していた石川は、
PHW の調査にも敏感に反応した。２２年７月１日、鍼灸の安全性、科学性を問う質問状が届くと、三重軍政部に出
頭し、鍼灸の安全性、科学性を最新の医学知識に基つく説明にて、態度を軟化させた。当時の担当者 Wiseman は実
技にも強い関心を示し、自らも鍼灸治療を受け、効果を実感したという。
三重軍政部での石川の説明から五ヵ月後の１２月２０日「按摩、鍼、灸、柔道整復当営業法」が国会を通過、鍼
灸師の資格は、身分免許となり、理論上、鍼灸医療は「医業」の一部となった。その間、鍼灸存続を訴える、鍼
灸・マッサージ師の政治運動が各地で展開されたが、法案通過の背景には石川先生の GHQ での説明が大きく作用し
たのではあるまいか。
追伸 電気生理学と東洋医学の解明に尽くされた器械がその後、皮電計として、使われる事になる。
≪次号は「歴史
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その２」≫

● (公社)全日本鍼灸学会 9 月 12 日の総会にて若山育郎先生（関西医療大学教授・保健医療学部
長）が会長に就任されました。

（2020 年 10 月 20 日）

● 「日本柔道整復師協同組合設立３０周年記念誌」が発行されることになりました。
（2020 年 10 月 21 日配信）
日理工として広告を出しました。
● (公社)全日本鍼灸学会 第 70 回学術大会福岡大会は 2021 年 6 月 4 日～6 日にＷＥＢ上で開催さ
れることになりました

（2020 年 10 月 27 日）

● 厚労省通達事項 【通知】疾病の兆候を検出し受診を促す家庭用医療機器の承認申請に当たって留意
すべき事項について

（2020 年 11 月 10 日配信）

● 10/20 厚労省開催「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」の件につき
まして

（2020 年 11 月 11 日配信）

10/20 に厚労省主催にて開催されました「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」ですが、 医師、
薬剤師などのほか、柔整師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を含む 31 の医療系国家資格の国家資格のマイナンバー管
理運用の検討が議論されました。 届出の簡素化・オンライン化などが挙げられております。 政府は 2024 年度をめどに運用を開始試
合方針で、今後議論がされる予定です。 議事録は未だ発表されておりませんが、資料は厚労省 HP よりございます。
下記資料（社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度活用について）

● 第 22 回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会【オ
ンライン会議】の件（議事内容）

（2020 年 11 月 11 日配信）

10 月 29 日、都内で第 22 回あはき療養費検討専門委員会が開かれ、令和２年度の料金改定案が厚労省より提示された。12
月から施行される予定で、改定率は「0.27％」とプラス改定となる。ただ本来であれば、柔整療養費と同様に６月頃に改定される予定
だったが、半年も改定時期がずれ込んだ。この遅れについて、あはき業界側の委員からお詫びの言葉を口にする場面が見られた。 訪問
施術制度は次回へ見送り、料金が引き上げられる項目は、はり・きゅうで初検料が 60～90 円増の 1,770～1,850 円、施術料が 10
～20 円増の 1,550～1,610 円。あん摩マッサージ指圧で１局所当たりのマッサージが 10 円増の 350 円となる。また、変形徒手矯正
術がマッサージの加算（１肢当たり 450 円）として整理されるほか、往療料では４㌔超の場合が 150 円引き下げられて 2,550 円に
減額されるなどの案が示された。当初導入されることが予定されていた訪問施術制度（往療料の距離加算を廃止し、施術料と往療
料を包括した料金）は見送られ、次回改定に向けて引き続き検討される。

● （公社）日本柔道整復師会主催「匠の技 伝承」プロジェクト 「日整水準 骨折・脱臼患者の取り組みと
匠の技 2020」ご活用につきまして

（2020 年 11 月 11 日配信）

（公社）日本柔道整復師会主催「匠の技 伝承」プロジェクト詳細

『日整水準 骨折・脱臼患者の取り組みと「匠の技」2020』

（公社）日本柔道整復師会は、日本古来の伝統医療である柔道整復術の骨折・脱臼の整復・固定技術の正しい継承と、 科学
的な根拠として参考とする超音波画像観察装置の全施術所への導入を目指しており、時代に即した「日整水準」の柔道整復師の育
成に取り組んでいます。

● 【厚労省通達】医療機器及び体外診断用医薬品の添付文書と GS1 コードの紐付け情報の登録につい
て 《製造販売業者向け》

（2020 年 11 月 16 日配信）
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● 【総務省】医業類似行為等の事故で改善勧告 の件

（2020 年 11 月 18 日配信）

総務省 HP より 11/17 医業類似行為等の事故で改善勧告をおこないました。
調査結果で医業類似行為による健康被害、エステサロン等における医師免許が必要なアートメークに関する相談等事実確認が行
われていなかった為、厚労省に指導要請しました。とのことです。
「消費者事故対策に関する行政評価・監視」報告として報告あり、 「医業類似行為」に中にあはき・柔整が含まれています

● 【厚労省】あはき療養費「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」ですが、来年 7 月 1 日
から開始の件

（2020 年 11 月 26 日配信）

あはき療養費「長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み」ですが、来年 7 月 1 日から開始されることが決まりました。

5
● 【厚労省】第２２回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門
委員会議事録（2020 年 10 月 29 日）

（2020 年 11 月 26 日配信）

10/29 に開催されました第２２回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会で
すが、厚労省 HP より議事録 UP されました。

● 【厚労省通達】 【通知】医療機器の IMDRF 用語集の翻訳版の公表について
（2020 年 12 月２日配信）
● 【日本柔道整復師会広報誌 Feel!Go!秋号 VOL.254】日本柔道整復師会 HP より
（2020 年 12 月 2 日配信）
表記の【日本柔道整復師会広報誌 Feel!Go!秋号 VOL.254】ですが、日本柔道整復師会 HP より閲覧 DL できるようになりまし
た。なお、発行された広報誌の本は事務局にございます。

● 【日整 HP より】 柔道整復施術所のおける新型コロナウィルス対策ガイドライン

（2020 年 12 月 2 日配信）

表記の【日整 HP より】 柔道整復施術所のおける新型コロナウィルス対策ガイドラインがございました。

● (公社)日本鍼灸師会 第 16 回全国大会 in 東京 は 2021 年 10 月 24 日(日)～25 日(月)に「と
しま区民センター」にて開催予定。また、2021 年に予定されていた第 17 回全国大会 in 愛知は 2022
年に繰り延べされることになりました。

（2020 年 12 月 7 日）

● 【厚労省事務連絡】再製造単回使用医療機器に係る事業者向けガイドライン及び質疑応答集（Ｑ＆
Ａ）について

（2020 年 12 月 8 日配信）

再製造単回使用医療機器に係る事業者向けの留意事項として「医療機関からの引取り、運搬、製造所における受入工程につい
て」及び「再製造単回使用医療機器に係る分解及び組立て等に関する基本的な考え」を取りまとめた事務連絡が発令されました。

● 【日整 HP より】 柔道整復施術所のおける新型コロナウィルス対策ガイドライン改定
（2020 年 12 月 16 日配信）
● 【日整広報誌】 バックナンバー閲覧の件

（2020 年 12 月 16 日配信）

日整広報誌ですが バックナンバー閲覧できるようになりました。ご活用くださいますようお願いいたします。

● 日整が策定した「柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」が 12 月 18 日付
けで、内閣官房 HP の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」に登録されました。
（2020 年 12 月 23 日配信）
公益社団法人 日本柔道整復師会 (shadan-nissei.or.jp)
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● 日本柔道整復師協同組合 設立 30 周年記念誌 の件

（2020 年 12 月 23 日配信）

標記の日本柔道整復師協同組合 設立 30 周年記念誌が事務局に送付されました。
コロナ禍の為記念事業はございませんが、当工業会会員の皆様に閲覧の了承がございましたので、記念誌の中身送付いたします。
(記念誌・記念盾等は会員にメール配信済）

● 労災保険の「特別加入」柔道整復師特別加入の予定（12/24 労政審にて）
（2020 年 12 月 23 日配信）
労働者災害補償制度(労災保険)で個人事業主などの加入を特例的に認めている「特別加入制度」の業種追加を予定しており
（12/24 審議予定）会議は 7 月より審議しています(5 回)
今回は芸能従事者、アニメーター、柔道整復師の特別加入が審議対象です。公益社団法人 日本柔道整復師会が中心となり審
議してきましたが、業種追加の要望書が通りそうです。なお、明日の会議はオンラインで傍聴できるようです(締め切りました)
労働政策審議会 (労働条件分科会労災保険部会) (mhlw.go.jp)

● 【厚労省事務連絡】 「医療機器の販売業、賃貸業及び修理業に関しての質疑応答集」の情報提供につい
て

（2020 年 12 月 25 日通知）

● 第 29 回一般社団法人 日本柔道整復接骨医学会学術大会ＷＥＢライブが開催されます。
（2021 年 1 月 30 日～31 日）
事務局より活動報告 （２０２０年１０月～２０２１年１月）
本部活動報告
・第 2 回 zoom 理事会
日時：2020 年 11 月 26 日（木）17 時 30 分～

鍼灸部会活動報告

議題： 非公開≪会員専用≫

・第 70 回全日本鍼灸学会学術大会付設展示会 第 1 回打
合わせ
日時：2020 年 12 月 3 日（木）19 時 30 分～
出席者：全日本鍼灸学会 5 名、日理工 5 名
議題： 非公開≪会員専用≫

・上記打ち合わせ後の鍼灸部会の対応会議
・第３回 zoom 理事会

日時：2020 年 12 月 3 日（木）21 時 00 分～

日時：2020 年 12 月 23 日（水）17 時 30 分～

議題： 非公開≪会員専用≫

議題： 非公開≪会員専用≫
・第 2 回 zoom 会議
日時：2020 年 12 月 14 日（木）10 時 00 分～
議題： 非公開≪会員専用≫

日理工通信 公開版第３号
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委員会活動報告 （２０２０年１０月～２０２１年１月）
《未来構想委員会》

《広報委員会》

コロナ禍のアンケート結果に対する日理工の対応について
を別欄にて掲載します。

・第 4 回会議
日時：2020 年 11 月 17 日～ メールにて打ち合わせ

次のページに掲載しております。

議題： 非公開≪会員専用≫

《法人化 WG》
非公開≪会員専用≫
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本 の 紹 介
鍼灸部会 小倉 洋介
（セイリン株式会社）

画像は非公開≪会員専用≫

11 月 30 日に羊土社より「基礎がわかる漢方医学講
義」というテキストが刊行されました。(2,200 円＋税)
これは全国の 82 ある医学部(国内全ての医学部）で
作成した共通テキストです。
先ず、全国全ての医学部による漢方の共通テキストが
できた事もすごいのですが、全 5 章＋2 項目(総 207 ペー
ジ)の中に、第 5 章として【鍼灸治療】が入っています。ペ
ージ数は 15 ページですが、医学部の共通テキストに鍼灸
が入った事は非常に喜ばしい事と思います。鍼灸治療グル
ープの主な執筆は、小川恵子先生(金沢大学)、伊藤剛
先生(北里大学)、山口智先生(埼玉医科大学)その他
6 名です。
おそらく全国全ての医学部の共通テキストに”鍼灸”が
入ったのは史上初の事と思いますので、是非購入してみて
ください。
ホットニュース
各医科大での「漢方講義」がテキストとして、鍼灸の基礎が入ったことは、我々業界として、
「希望の光」になるでしょう。多くのドクターが鍼灸に関心を持ち、今まで以上に病院内鍼灸治療が行われる日は、
近いと思われます。

鍼灸部会長 松本 修

日理工通信 公開版第３号

コロナ禍のアンケート結果に対する日理工の対応について
先日は、沢山の企業様にアンケートのご協力をいただきありがとうございました。
役員会からの返答を記載いたしますのでご確認ください。
【日理工への希望】

内容は非公開≪会員専用≫
以上、皆様から頂きました貴重なご意見に、出来る限り対応が出来るよう進めております。
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とても厳しい状況下とは思いますが、これからも日理工の活動にご理解ご協力の程をよろしくお願いします。

「コロナ禍における日理工の活動に関してのアンケート」担当
未来構想委員会
株式会社いっしん

代表取締役

委員長
松尾知美

お持ちですか?
マイナンバーカードが令和３年（２０２１年）３月から健康保険証として利用可能になります。すでにマイポータルサイトで昨年８月から利用申し込み
を開始しています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、
１ 就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える。 ２ マイポータルで特定健康情報や薬剤情報医療費が見られます。
３ マイポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます。 ４ 窓口への書類の持参が不要になります。
など、多くあります。
開始時点では、医師等と共有できる情報は「薬剤情報」「特定健康情報」のみですが、令和４年夏を目途に手術、移植、透析、医療機関名などに拡大
する予定です。また、電子処方箋の仕組みもこのころに構築予定で、薬剤情報の共有がリアルタイムで実現する予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用に向けて、医療機関・薬局からの「顔認証付きカードリーダー」の申請受付が開始していて、申請により社会保険診療
報酬支払基金から医療機関・薬局には無償で提供されますが、現時点で「あはき施術所」はこの無償提供には含まれていません。
マイナンバーカードはその他にも次にあげる普及を進めています。
・パスポート（旅券）の電子申請
これまでパスポート（旅券）の申請には、本人確認の為に戸籍謄本、顔写真を窓口に提出する必要がありました。しかし、令和 4 年を目途に、マイナンバ
ーカードを使って、パソコンやスマートフォンによる申請を可能とする予定です。
・運転免許証との一体化
運転免許証との一体化は令和 8 年を予定しています。マイナンバーカードの IC チップに免許証情報を登録し、専用端末で読み取る方法になるようです。
現在、運転免許証の住所変更には自治体と警察署において各々手続きが必要ですが、それがワンストップ化されます。その他、車庫証明、道路使用許可、
落とし物など警察への申請手続きがネットやスマートフォンから可能になる予定です。
・公金の受け取りを迅速化
マイナンバーと銀行口座の紐づけが検討されています。これにより、マイポータルを活用して、国税還付、年金給付、各種給付金（国民向け現金給付
等）、被災者生活再建支援金、各種奨学金等の公金の受取手続きを迅速化・簡素化するとしています。
マイナンバーカードを取得し、2021 年 3 月末までにマイナポイントに申し込めば、キャッシュレス決済サービスでの買い物に使えるポイント（最高 5,000 円
分）をもらうことができます。申請後カード取得に日数がかかる自治体もありますのでマイナン
バーカードをお持ちでない方は是非この機会に取得してみてはいかがでしょうか。
参考資料はこちらです。（一部掲載）
被保険者向け ⇒

非公開≪会員専用≫
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連載
２０１９年薬機法（改正医薬品医療機器等法）

第2回

－ 販売業者に関わるポイント －
【第 2 回：法令遵守体制の整備】
前号において「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」（改正医薬品医療機器等
法）は 2019 年 12 月 4 日に公布されたことを述べました。この改正法の中で販売業者に関わるポイントとして今号では「法令遵守体制の整備」について取り
上げます。
改正法では許可等業者に対する法令遵守体制の整備・・・ 以下、≪会員専用≫
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・・・「薬事に関する業務に責任を有する役員」を選

画像は非公開≪会員専用≫

定してもよいとされます。
（左図）

そして責任役員に求められることは・・・
以下≪会員専用≫

・・・に係る体制の整備」となっています。 （右下図）
企業においては、自社の・・・ 以下≪会員専用≫

画像は非公開≪会員専用≫
。この日以降業許可更新が近い会員の方は早急に体制を
整える必要がありますのでご注意下さい。
詳細については厚生労働省のホームページ、今後発出され
る省令等を確認してください。
法制委員会 監修
≪次号へ続く≫
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事務局

ご紹介

日頃からお世話になっております事務局をご紹介いたします。
事務局の 梁島由紀子（やなしまゆきこ）です。早いもので事務局の仕事を始めて 8 年たちま
した。
2020 年度はコロナ禍の為全ての展示会がございませんでしたので、来年以降は対策し、少しで
も展示会が行われること願っております。また、会員の皆様に少しでも有益な情報を配信しておりま
すが、情報が少ないため苦労しております。
最近の趣味は一人車でドライブすることです。朝一の海を見に行ったり、夜、夜景を見に行ったり
するのが好きです。なんにもしないでぼーっと眺めています。
まだまだ新型コロナウィルスが終息しませんが、いち早くワクチン接種してコロナ終息するように願っ
ております。
会員の皆様の健康と安全をいつも祈っております。よろしくお願いいたします。

募集

《新商品等ご案内 広告》

募集

《新商品等ご案内 広告》

会員の皆様の新商品、サービス、一言 PR を紹介する広

会員の皆様の新商品、サービス、一言 PR を紹介する広

告スペースを設けました。掲載費は無料です。

告スペースを設けました。掲載費は無料です。

【原稿仕様】

【原稿仕様】

・当枠内（55×77 ㎜）のサイズ内に収まる内容

・当枠内（55×77 ㎜）のサイズ内に収まる内容

・紹介事項：会社名、連絡先、HP アドレス、写真

・紹介事項：会社名、連絡先、HP アドレス、写真

新商品発売日、PR 文など

新商品発売日、PR 文など

＊編集作業時、多少のレイアウト・文字の変更等をさせて

＊編集作業時、多少のレイアウト・文字の変更等をさせて

頂く場合がございます。掲載希望業者が多数の場合、先

頂く場合がございます。掲載希望業者が多数の場合、先

着順とさせて頂きます。（各号２枠の予定）

着順とさせて頂きます。（各号２枠の予定）

募 集 ！！
広報委員会では会員の皆様からの投稿を募集しております。業界に関すること、商品に関すること、会社に関すこと等お
気軽にご連絡下さい。また、日理工通信にどのような内容の記事を掲載してほしいか、今まで掲載した記事のご意見もお待
ちしております。ご連絡は事務局までお願いします。
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⦿発 行 元：日本理学療法器材工業会
⦿発 行 日：２０２１年２月１２日
⦿発行責任者：広報委員長 中田 啓太郎
⦿広 報 委 員：濱田 充弘(広報副委員長)、梁島 由紀子(事務局)
⦿事 務 局：〒113-0033
東京都文京区本郷 3-13-3 三富ビル４階
TEL：03-3811-8200 FAX：03-3813-7011
E-mail： nichiriko@nichiriko.com
HP： http://www.nichiriko.com/

＊ご紹介する URL は取材した時点では有効ですが後に掲載者の都合で無効になる場合がございますので予めご了承下さ
い。≪ご案内している URL は会員専用のため非公開です。≫
＊ここに掲載している記事の無断複写・転載を禁じます。
日理工通信 公開版第 3 号は 202１年 1 月 2２日会員向けに発行した内容を一部編集しております。

日理工通信 公開版第３号

10

