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未来展望

	 東京で初めて保険取扱い認可	
	 それは特例として江東柔整から始まった

　柔道整復師に初めて療養費の受領委任という形で
健康保険の取扱いが認められたのは、昭和11年のこと
であり、東京の江東柔道整復師会が先駆的役割を果
たした。その苦闘の歴史を関係資料で紐解いてみよう。
　昭和 5年ごろから全日本柔道整復師会は、柔道整
復師の身分法を内務省令（按摩術取締り規則に包含）
から切り離して独立させ単行法にすべく、請願運動
を開始していた。東京府柔道整復師会も全日本柔道
整復師会に併せて協力体制を採った。

	 工場協会の協力を得て猛運動
　一方、江東柔道整復師会では、昭和 7年ごろから
「健康保険取扱い獲得運動」を大々的に始めた。当
時この地域は町工場地帯で工場労働者の患者さんが
多かった。しかし、日本で健康保険法が実施されて
間もない時期であり、東京府柔道整復師会は単行法
に力を注ぐあまり、健康保険にはまだ関心が薄く、
江東柔道整復師会との間で「単行法としての成立を
目指す運動」と「健康保険取扱い獲得運動」とが並
行していた。
　内務省社会局保険部は「柔道整復師の身分では健

患者さんの利便性のため
　柔道整復師は「療養費の受領委任払い」という形で健康保険を取り扱い、社会保障および国民の健康に寄
与しています。しかし、この適用を巡り事件に利用される問題も発生しています。日整のホームページの医
療・柔整療養費を取巻く情報「JJT・保険部ニュース」には時おり柔道整復師の資格取り消しや、 5年間
の停止処分が下された事例が載っています。いずれも療養費の水増しと架空請求などによるものであり、こ
うした不祥事が後を絶ちません。一人の柔道整復師が社会に反する行為をすれば、業界全体に影響を及ぼし
ているのが現状であり、取り巻く環境は一段と厳しくなっています。
　療養費の受領委任制度は、患者さんが施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当
等を迅速に利用することを可能にする趣旨から国が認めているものです（厚労省の見解）。よって柔道整復
師のためではなく、国民のための制度であることを深く理解し、遵法精神に則り業務に恪勤していかなけれ
ばなりません。
　厚労省によると、就業柔道整復師は平成26年の時点で約 6万 4千人。接骨院や整骨院の施術所数は20年前
の約 2万ヶ所から約 4万 5 千ヶ所に増え、 2倍強になっています。急激な増加ペースの結果、“供給過多”
や十分な研修を積まずに開業することで質の低下も懸念されています。
　柔道整復師に健康保険の取扱いが認められるまでには、先達諸兄の血の滲むような努力がありました。決
して順調に現在を迎えたわけではありません。当時、難攻不落の内務省社会局保険部を相手に苦戦を強いら
れたようです。認可されるまでにはどのような苦闘の歴史があったのか、意義と経緯を振り返ってみます。
そして先達諸兄が渾身の努力で築かれた歴史と実績を守り、常に社会から信頼される制度にするためには、
どうしたらよいか、「未来展望」と題して考えていきます。

第１話 原点回帰

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部
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未来展望

康保険の取扱いはできない」という見解を示し、苦
戦を強いられた。そこで江東柔道整復師会は工場協
会に働き掛け、工場協会から内務省へ「ぜひ、負傷
した際、健康保険証で柔道整復師の施術が受けられ
るように取り計らっていただきたい…」との嘆願書
を提出してもらい、それに合わせて猛運動を展開。
医師会の風当たりが強い中、昭和11年 1 月22日、内
務省社会保険局保険部長の川西實三先生（後に日本
赤十字社社長）と保険課長の清水玄先生（後に保険
局長）の英断により取扱いが発令された。

	「近くに専門医不在のため」	
	 という理由書を添付
　ただ、東京府柔道整復師会と江東柔道整復師会は
違う立場にあるという見解で、健康保険の特例とし
て、山間僻地（当時の江東地区が該当した）の取扱
い方法で認められた。従って書類の提出には一通ご
とに「近くに専門医不在のため」という理由書を添
付しなければならない苦労もあった。
　柔道整復師の健康保険取扱いが認可されると、日
本医師会は昭和11年 3 月10日付けで全国医師会に対
して通達を発し監視の目を光らせた。その内容は「業
者の施術により患部の悪化したる事実、その他後遺
症等に関し、参考事例あればこれを報告すること」
などを徹底した。
　東京府柔道整復師会はこの状態を憂慮し、同年 3
月13日付けで会員に対して自重を促すことを要望す
る通達を発した。その内容は「『健康保険取扱』云々
の公告や掲示などは、協定成立後、方針明示あるま
で自粛を」と、トラブルを起こさないよう慎重を期

した。同年 4月 1日から警視庁保険課と第 1回協定
の運びとなり、長期間にわたって展開した柔道整復
師業界の「健康保険取扱い獲得運動」は実を結び、
正式に取扱いが開始されることになった。各事業主
には警視庁保安部長から「柔道整復師の施術に関す
る件」として通達が発せられた。
　その内容の一部は「被保険者が打撲、捻挫、脱臼、
骨折を生じ、付近にて適当な保険医がなく、柔道整
復師の施術によらなければならぬ場合があることを
考慮し、その場合はなるべく被保険者が費用を負担
することなく、負担しても僅少で済むようにしたい
と考えまして、東京府下の柔道整復術営業者の殆ど
全員が加入している東京府柔道整復師会と今般別記
の如き協定を締結しましたからご了知の上…」とい
うものであり、患者さんの利便性を重視している。
　先達諸兄が身を慎み、社会に貢献するために尽く
された精神性は誇るべき財産である。ようやく原点
に辿り着いたが、ここから新たな苦難の歴史の始ま
りでもある。

次号に続く

第１話 原点回帰

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部

　参考文献　日整六十年史
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未来展望

	 危なかった柔道整復術の継続
　柔道整復術は明治の時代から紆余曲折しながら継
続されている。歴史を顧みるに当たり、避けて通れ
ないのが太平洋戦争である。よってこの戦争に関連
した業界の流れについて触れておこう。昭和10年代
の日本国内は軍国主義体制が進み、昭和16年12月 8
日には太平洋戦争へ突入となった。全日本柔道整復
師会（以下、全日整）の会員の中でも多くの人が次々
に招集され、各地の戦場へと向かった。全日整では
第 5代の一松定吉会長以下、1,625名の会員の拠出
により同18年10月30日、陸軍省に新戦闘機「接骨師
号」を献納した、という記録が残っている。
　昭和20年 8 月15日には無条件降伏で長い戦争に終
止符が打たれ、敗戦国となった。日本の施政権は、
我が国を作り替えるために組織されたダグラス・マ

ッカーサー元帥を最高司令官とする連合国総司令部
（GHQ）の手中となった。GHQは当初、アメリカ
では骨折や脱臼は医者が扱っているのに、日本では
医者もさることながら、非医者である接骨師が取り
扱っている事実は諒解に苦しむ。しかも、非医者の
彼らは徒弟制度によって得られる極めて非科学的な
もので、それを法律化し合法視することは同意しか
ねるが、世界文化国家の医療に対する常識からは、
日本国民は50年も遅れているという前提によっての
み、当分の間、認めてやってもよいが、…という見
解を示した。要するに柔道整復術および鍼灸術は医
業類似行為で非科学的であるから全面禁止令を出そ
うとしていたのである。

	 学校制度への発展
　こうした状況を憂慮した日本接骨師会（昭和21年

＜前回のあらすじ＞受領委任の発端は患者さんの利便性から
　昭和11年、柔道整復師に「療養費の受領委任」という形で健康保険の取扱いが認められた。しかし、成就
するまでには先達諸兄の血の滲むような努力があった。
　関係資料を紐解くと、東京の江東柔道整復師会は昭和 7年ごろから「健康保険取扱い獲得運動」を大々的
に始め、先駆的役割を果たしていた。その理由として、当時この地域は町工場地帯で工場労働者の患者さん
が多く、このことが功を奏する大きな要因となったのである。
　当時の政府機関である内務省社会局保険部は「柔道整復師の身分では健康保険の取扱いはできない」とい
う厳しい見解を示し、「健康保険取扱い獲得運動」は苦戦を強いられていた。そこで江東柔道整復師会は工
場協会に働き掛け、工場協会から内務省へ「ぜひ、負傷した際、健康保険証で柔道整復師の施術が受けられ
るように取り計らっていただきたい…」との嘆願書を提出してもらい、それに合わせて猛運動を展開。業務
の一部が重複する医師会の風当たりが強い中、ようやく昭和11年 1 月22日、内務省社会保険局保険部長の川
西實三先生（後に日本赤十字社社長）と保険課長の清水玄先生（後に保険局長）の英断により取扱いが発令
された。そして、警視庁保険課と第 1回協定の運びとなり、長期間にわたって展開した柔道整復師業界の「健
康保険取扱い獲得運動」は実を結び、同年 4月 1日から取扱いが開始されることとなった。各事業主には警
視庁保安部長から柔道整復師の施術に関する件として通達が発せられた。
　その内容として「被保険者が打撲、捻挫、脱臼、骨折を生じ、付近にて適当な保険医がなく、柔道整復師
の施術によらなければならぬ場合があることを考慮し、その場合はなるべく被保険者が費用を負担すること
なく、負担しても僅少で済むようにしたいと考えまして、…」というものであり、柔道整復師の受領委任の
取扱いについては、当初からあくまでも患者さんの利便性を重視しているものであった。
　まずは業界の歴史的教訓を学び、そこからより良い未来を創造するためのヒントを導き出したい。

第２話 知られざる業界の秘話

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部
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未来展望

5 月に全日整は「日本接骨師会」に改称、第 6代会
長に医師である小林大乗博士が就任）は、強力な人
脈をもつ武見太郎氏（後の日本医師会長）に懇願。
GHQに対し、東洋医学の流れをくむ日本古来の柔
道整復術および鍼灸術等の存在価値をさまざまなデ
ータで証明。我が国の医療界に不可欠であることを
訴え、ようやく理解してもらい継続の許可が下った、
という秘話もある。吉田茂首相（第45代）と親戚筋
に当たる武見氏は東京・銀座 4丁目に診療所を構え、
政界の著名人の主治医として知られていた。これら
の事実を知る人は数少ないと記されている。これを
契機として厚生省は省令を改正し学校制度に変えた
のである。

	 国家公務員、国鉄・電電・専売との協定
　昭和25年 1 月に東京大学医学部整形外科出身の金
井良太郎博士を会長とする日本柔道整復師会と、小
林大乗会長後任の一松定吉氏（後の厚生大臣）を会
長とする日本接骨師会に分裂した。昭和28年10月に
は日本柔道整復師会と日本接骨師会が厚生省の斡旋
で合併し、全日本柔道整復師会として発足。第 7代
会長に金井良太郎氏が就任した。ほどなくして同年
11月には社団法人全日本柔道整復師会設立認可とな
っている。
　終戦直後の存亡の危機を乗り越え、また医師会の
厳しい監視下ではあったが、昭和30年代に入ると国
家公務員と日本専売公社・日本国有鉄道・日本電信
電話の三公社（現在は民営）共済組合保険の取扱い
にこぎ着けている。それまで国家機関、公共機関の
取り扱いができないということは、対外的な信用に
も関わる問題であった。そこで全日整は関係方面に
働きかけ、昭和32年に国家公務員27団体および国
鉄・電電・専売の三公企体に対し施術の協定を行う
べく行動を起こした。そして足掛け 3年の歳月を要
し、昭和34年 1 月28日に国家公務員27団体と全日整
との一本協定の調印を完了した。続いて同年 5月 1
日には国鉄・電電・専売の三公企体と調印、協定が
成立した。これにより全日整が全国一本となる体制
が整った。

	 東京が先陣切って労災保険協定を成立
　昭和22年から始まった労災保険は、これまで地域
により個々にまちまちの慣行料金で施術をしていた
が、昭和25年 7 月に東京が先陣を切って協定を成立
させた。続いて 9月には大阪でも協定が成立した。
当時は地域ごとの協定であったため、料金もまちま
ちであったと記されている。また、本件については
昭和38年 5 月、労働省に陳情運動をなし、折衝の結
果、同年 7月23日付け、労働省労働基準局大野補償
課長名をもって健保料金に一割五分を加算し、これ
を算定した。これより高率の料金に対してはそのま
まとし、宿泊料及び往診車料を新たに認められたの
である。

	 念願叶った自賠責の取扱い
　本件については、支給申請には医師の診断書を必
要とし、このことが取扱いにおいて会員が困却して
いた。全日整は運輸省に対し折衝を重ねたが、省令
により如何ともなし難き旨の報告が度々なされてい
た。昭和38年11月 8 日付けをもって、施術に当り柔
道整復師の施術証明書に傷病名を記入すれば、これ
を診断書とみなし、別に医師の診断書の添付を要し
ないという運輸省通達を得、ようやく取扱い規則の
具現をみたのである。
　こうした全日整のパワーにより各種の保険取扱い
は相次いで整った。しかし、自衛隊との施術協定の
未締結問題（昭和45年）が残されている。このよう
に保険取扱いに関する課題は多く、苦難の道を切り
開いて行くことになる。

次号に続く

第２話 知られざる業界の秘話

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部

　参考文献　日整六十年史
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未来展望

	 長年の懸案実り防衛庁と協定
　前号では記さなかったが、各保険協定成立から 7
年遅れた昭和45年 8 月 3 日付けで中曽根康弘防衛庁
長官（後の第71・72・73代内閣総理大臣）と谷田部
通一全日整会長が防衛庁との協定書に調印の運びと
なり、長年の懸案が実った。各保険者との協定は、
国民に対する柔道整復師の業績を認める医師会の先
生方や関係機関、関係各位の支援と協力があって成
立したものであり、その功績は大きい。

	 柔道整復師法　悲願の単行法成立
　防衛庁と保険協定が成立した昭和45年は業界の夜
明けの年であった。悲願である柔道整復師法の単行
法が同年 4月14日、法律第19号をもって公布され、
同年 7月10日から施行されたのである。それまでは
内務省令の「按摩営業取締規則」改正という形で柔
道整復術は公認され、柔道整復師としての身分が確

定しただけのものであった。柔道整復術は、終戦後
に廃止の窮地に立たされたが、全日整と関係者の努
力により昭和22年に「あん摩、はり、きゅう、柔道
整復営業取締法」の制定公布となった。そして昭和
26年には前述の営業取締法を一部改正し、「あん摩師、
はり師、きゅう師、及び柔道整復師法」の身分法が
成立した。

	 全日整のパワー
　しかし、合わせて 1本の法律では納得できない全
日整は、取り巻く環境からの抵抗を浴びながら、あ
くまでも単独“ 1 本”の法律を目指し、請願運動を
展開してきたのである。厚生省医務局長名で各都道
府県に発せられた通知で「本法制定の趣旨」の一部
は次のように記されている。
　「本法は、柔道整復の業務の実態に鑑み、これを
従来のあん摩マッサージ師、指圧師、はり師、きゅ
う師、柔道整復師等に関する法律で一括して規制す

＜前回までのあらすじ＞	 各保険者と協定成立
　柔道整復師の健康保険の取扱いは、昭和11年に「療養費の受領委任」という形で東京の江東柔道整復師会
から始まった。この地区は工場地帯で労働者の患者さんが多く、この後押しと請願運動により患者さんの利
便性を重視してようやく認められたのである。そして都道府県ごとに所在地の柔道整復師会と協定を結び、
現在に至っている。
　柔道整復師は太平洋戦争終戦後、新憲法公布に伴う存続の危機を辛くも乗り越えた。そして保険取り扱い
に関しては、昭和34年 1 月28日に国家公務員27団体と全日本柔道整復師会（全日整）との一本協定の調印を
完了した。続いて同年 5月 1日には、国鉄・電電・専売の三公企体と調印、協定が成立した。
　昭和22年から始まった労災保険は、地域により個々にまちまちの慣行料金で施術をしていたが、昭和25年
7 月に東京が先陣を切って協定を成立させた。続いて同年 9月には大阪でも協定が成立した。当時は地域ご
との協定であったため料金もまちまちであった。本件については労働省と鋭意折衝の結果、昭和38年 7 月23
日付で健保料金に一割五分を加算。宿泊料及び往診車両の料金が新たに認められたのである。
　自動車損害賠償責任保険については、支給申請には医師の診断書を必要とし、このことが取扱いにおいて
会員が困却していた。全日整は運輸省に対し折衝を重ねたが、省令により如何ともなし難き旨の報告が度々
なされていた。ようやく昭和38年11月 8 日付けをもって、施術に当り柔道整復師の施術証明書に傷病名を記
入すれば、これを診断書とみなし、医師の診断書の添付を要しないという運輸省通達を得、取扱い規則の具
現をみたのである。

第３話 国民に対する業績の証

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部
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未来展望

ることは不適当であるため、新たに単行法として制
定されたものであり、なお、この際、柔道整復の業
務及びあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等
の業務がより一層適正に行われるようにするため、
罰則の強化整備が行われたこと」
　そして本法要点の一部は「本法の制定によって従
来の業務範囲と異なるところはないものであること。
なお、柔道整復師が施術した事実に関する施術証明
書は、医師又は歯科医師が発行する診断書と同様の
法的性格を有するものではないが、柔道整復師の業
務の範囲内において後療日数の予定を記載すること
は差し支えないものであることは、従来どおりであ
ること」と記されている。
　長年にわたる努力が実を結び、抱き合わせのよう
な法律から独立したのである。その後、昭和48年に
全日整は名称を「社団法人日本柔道整復師会（日整）」
と改称した。その後も業界の発展に揺るぎない団結
力を発揮し、磐石と思われる基盤を築いていった。

	 制度的対応は明日を照らす光
　しかし、時を越え、昭和63年には規制緩和と自由
競争により経済を活性化させる政策が進展していく
中で、柔道整復師の「療養費の受領委任」は、社団

法人の「協定」とは別に個人でできる「契約」がで
きた。よって日整へ入会しなくても健康保険の取扱
いができるようになったことを契機に、全国に多く
の個人契約者（日整会員以外の開業者と団体）がで
きた。更に拍車を掛けるように柔道整復師学校養成
施設（養成校）は、平成10年に指定規則さえ満たせ
ば新規設置が認められることになった。その結果、
養成校の開設ラッシュが続き、柔道整復師の急増を
招いて“供給過多”が懸念されている。
　柔道整復師は制度上、国家試験に合格し厚生労働
大臣から免許を付与されれば、療養費の受領委任に係
わる登録が可能であり、実務経験のないまま即開業が
できる。これらを要因としてさまざまな問題が起こり、
不祥事の続発は社会から厳しい批判を浴びている。
　日整は、こうした問題を憂慮して厚生労働省地方
厚生局の指導監査の強化をはじめ、公的審査会の権
限強化や施術管理者の資格要件の見直し、養成校の
カリキュラム改正と国家試験問題の改革など、さま
ざまな課題を視野に入れ取り組んでいる。業界の綻
びを二度と破けない強靭な糸で縫わなければならな
い。制度的対応策を講じることが国民のためとなり、
業界の明日を照らす光となる。
　次号はそこから始めてみよう。

第３話 国民に対する業績の証

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部

日整の名称変遷
年　代 名　称

大正 2年（1913） 7 月 柔道接骨術公認期成会
大正 9年（1920） 4 月 大日本柔道整復術同志会
大正11年（1922） 4 月 大日本柔道整復師会
昭和 5年（1930） 4 月 全日本柔道整復師会
昭和21年（1946） 5 月 日本接骨師会
昭和25年（1950） 1 月 日本接骨師会 （分裂）昭和25年（1950） 1 月 日本柔道整復師会
昭和28年（1953）10月 全日本柔道整復師会（上記合併）
昭和28年（1953）11月 社団法人全日本柔道整復師会
昭和48年（1973） 3 月 社団法人日本柔道整復師会
平成23年（2011） 9 月 公益社団法人日本柔道整復師会

参考文献　日整六十年史
日整社団法人設立60周年記念誌
柔道整復白書（日本柔道整復師会）
柔道整復療養費の手引き（日本柔道整復師会）
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未来展望

	 乗り越えた危機
　受領委任の取扱いの経緯を説明し、その行方を展
望するに当たり、特に触れておかなければならないこ
とがある。それは、平成 ７年に当時の厚生省が療養
費の支給の適正化を図るため、医療保険審議会の中
に「柔道整復等療養費部会」（以下、部会）を設置し
たことである。これは、平成 ５年に会計検査院から
柔道整復師に係る療養費については、不適正な請求
や請求内容に疑義があるものが多数認められたとし
て、適正な支給を期するため是正改善の処置を執る
必要がある、と指摘されたことによるものであった。

　こうした状況や医療保険審議会の建議を踏まえ、
部会において、柔道整復師の医療上の役割や保険制
度における位置付け、給付の仕組みなどが審議され
答申が出された。
　その中で、打撲・捻挫についても医師の同意等を
療養費の支給要件とすべき、との意見があった。一
方、打撲・捻挫に対する柔道整復については、外傷
性の疾患のため原因が明らかであること等の理由に
より、医師の同意等を療養費の支給要件としない現
行の取扱いを継続すべきである、との判断が優先さ
れ現在に至っている。

＜前回までのあらすじ＞　
＜原点は「患者さんの利便性」＞
　第 １話から第 ３話までのあらすじを簡潔に記述してみよう。柔道整復師の健康保険の取扱いは、昭和１１年
に「療養費の受領委任」という形で東京の江東柔道整復師会から始まった。当時この地区は工場地帯で、労
働者の患者さんが後押しとなり、請願運動により特例として認められたものである。先達諸兄の血の滲むよ
うな努力により成し遂げた偉業であり、歴史的な出来事であった。これが出発点であり、まさに「患者さん
の利便性」こそ「療養費の受領委任」の原点である。このことを柔道整復師学校養成施設（以下、養成校）
の教育の中で教えていく必要がある。東京の先鞭後、各県ごとに協定が結ばれていった。
＜全日整パワーによる相次ぐ協定＞
　この後、各保険者との協定は次々に成立していった。昭和３4年 １ 月28日に国家公務員27団体と全日本柔道
整復師会（以下、全日整）との一本協定を皮切りに、国鉄・電電・専売の三公企体、労災保険、自賠責保険、
防衛省共済保険などの締結が相次いだ。しかし決して順調ではなく、全日整が粘り強い折衝を重ねた結果で
あった。当時は １部位でも負傷原因を記載した。また、肩関節脱臼や打撲・捻挫の後療は１0回までと処置回
数に制限があった。これらは交渉の末、解決していった。
　全日整は昭和48年に名称を「社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）」と改称した。その後も揺るぎな
い団結力を発揮し、磐石と思われる業界の基盤を築いていった。
＜規制緩和が招いた現状＞
　しかし時を越え、昭和6３年に規制緩和と自由競争により経済を活性化させる政策が進展していく中で、柔
道整復師の「療養費の受領委任」は、社団法人の『協定』とは別に個人でできる『契約』ができた。いわゆ
るフリーの人たちである。よって日整へ入会しなくても健康保険の取扱いができるようになったことを契機
に、全国に多くの個人契約者（日整会員以外の開業者）を生み出した。更に拍車を掛けるように平成１0年に
は、指定規則さえ満たせば養成校の新規設置を認めることとなった。その結果、養成校の開設ラッシュが続
き、柔道整復師の“供給過多”になっている。制度上、国家試験に合格し厚生労働大臣から免許を付与され
れば、療養費の受領委任に係る登録が可能であり、実務経験のないまま即開業ができる仕組みになっている。
これらを要因として療養費の不正請求をめぐる不祥事が続発。社会から厳しい批判を浴びている。
　日整はこうした問題の制度的対応策として、厚生労働省地方厚生局の指導監査の強化をはじめ、公的審査
会の権限強化や施術管理者の資格要件の見直し、養成校のカリキュラム改正と国家試験問題の改革など、「療
養費の受領委任」が健全に取り扱われるための改正を厚生労働省へ強く進言している。以上、これまでのお
さらいである。

日整の行動の証

第４話 苦闘の歴史

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部
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未来展望

	『亜急性』の文言は平成 ７年から
　更に、打撲・捻挫は、関節等に対する可動域を超
えた捻れや外力による外傷性の疾患であり、療養費
の対象疾患は、急性又は亜急性の外傷性であること
が明白な打撲・捻挫に限るべきである、と示された。
したがって、内科的原因による疾患は、療養費の支
給対象にならないことを審査基準において明確にす
る必要がある、との見解も明らかにされた。現在の
柔道整復療養費検討専門委員会で毎回議論の対象に
なっている『亜急性』という表現は、ここから始ま
った文言である。

	 原因記載問題をクリア
　また、支給申請書の負傷原因欄には「業務災害通
勤災害又は第三者行為外の原因」しか記載されてい
ないことが指摘された。そして、適正な審査を行う
ためには具体的な負傷原因を記載する必要があるな
ど、原因記載の復活問題も浮上した。しかし、過去
の経緯等が勘案され従来どおりの取扱いとなってい
る。この記載をめぐる問題は平成 ９年にも突き付け
られた難題であったが、日整の鋭意交渉によりクリ
アできたことも付け加えておこう。

	 施術管理者へ ３年の実務経験
　時を経て、平成21年に政府が実施した行政刷新会
議の事業仕分の俎上に柔整業界が載せられた。理由
として、柔道整復師の療養費は国民医療費の伸び率
を上回る率になっていることが挙げられた。平成24
年には厚生労働省社会保障審議会医療保険部会に柔
道整復療養費検討専門委員会（以下、委員会）が設
置された。この目的は、柔道整復療養費の改定や現
状と課題を公の場で議論し、適正かつ秩序ある療養
費の支給の在り方を確立することである。同年10月
1９日に第 1回目の委員会が開催されている。
　平成2９年 ３ 月21日に開催された第11回目の委員会
で、柔道整復師は国家資格を取得してから「 ３年間
の実務経験」を有し、一定の「研修・講習」を受け
ないと、受領委任に係る施術管理者として施術所を
開設することができない、と示された。今回、日整
が療養費の不正請求防止対策の一つとして強く進言

してきた受領委任を取扱う施術管理者の要件がよう
やく確立され、平成３0年 4 月 1 日からスタートする
予定となった。
　しかし、平成2９年度に学生である者については、
施術管理者の要件として実務経験や研修の受講が課
せられるということを知らずに入学した者であるこ
とから、実務経験の期間については公平性を欠かな
いよう段階的に実施していく方針が明らかにされた。
　施術管理者の要件の趣旨として「実務経験や研修
の受講を要件とすることについては、受領委任の取
扱いに当たり、何が保険請求の対象かの判断、施術
録、支給申請書の記載の仕方など、制度の正しい理
解を、受領委任を取扱っている施術所で実際に学ぶ
ことができるとともに、一定の研修を受講すること
により、一定の質の向上を図ることができると考え
られる。また、不正請求が多いと指摘されているこ
とに鑑みれば、一定の社会人経験、医療人としての
経験を積み、倫理観を身に付ける期間や研修を設け
ることは、不正対策や施術所の質の向上のために有
効であると考えられる」と示された。（段階実施期
間については14ページ、検討専門委員会の記事参照）
　これらは日整が国民のために恒久的な制度を目指
し、改革と創造へ果断に取り組んでいる行動の証で
ある。
　次回は最終回、受領委任制度の行方を展望してみ
よう。

第４話 苦闘の歴史

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
広報部

参考文献　日整六十年史
日整社団法人設立60周年記念誌
柔道整復白書（日本柔道整復師会）
柔道整復療養費の手引き（日本柔道整復師会）
医療保険審議会「柔道整復等療養費部会」資料
第11回柔道整復療養費検討専門委員会資料
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	 柔道整復師の階層化へ第一歩
　前述のように柔道整復師は、要件を満たして療養
費の受領委任を取り扱う開業者と、そうでない開業
者に分かれる。後者において「療養費の償還払い」
は可能である。このことは資質向上を図る階層化の
第一歩であり、社会的意義がある。
　実務経験の期間については要件の追加に伴う段階

実施として、施術管理者の届出を行う期間に応じ、
以下のように段階的に定める予定とのこと。
●	平成30年 4 月から平成34年 3 月までに届出する場
合→ １年間の実務経験

●	平成34年 4 月から平成36年 3 月までに届出する場
合→ ２年間の実務経験

●	平成36年 4 月以降に届出する場合→ 3年間の実務
経験

＜前回までのあらすじ＞　

忘れてはならない「患者さんの利便性」
＜歴史を知り 未来を創造＞
　昭和11年、柔道整復師に「療養費の受領委任」という形で公的医療保険（健康保険）の取扱いが認められ
た。それは東京の江東柔道整復師会（江東柔整）から始まった。当時この地区は工場地帯で、労働者の患者
さんが後押しとなり、先達諸兄が血の滲むような苦労を伴いながら請願運動を続け、ようやく特例として認
められたものである。まさに「患者さんの利便性」こそ「療養費の受領委任」の原点である。このことは第
1話から毎回繰り返えして掲載してきた。それだけ先達諸兄の軌跡は偉大であり、柔道整復師の資格を持つ
者は、こうした歴史を知り、未来を創造しながら後世に伝えていかなければならない。
＜先達諸兄のたゆまぬ努力＞
　江東柔整が先駆をなしてから各県ごとに協定が結ばれていったが、決して平坦な道ばかりではなかった。後療
は10回までと処置回数に制限があり、1部位でも負傷原因を記載するなどの付帯事項があった時期もある。各保
険者との協定は、戦時下と戦後の苦難を乗り越えた後、昭和34年 1月28日の国家公務員27団体と全日本柔道整復
師会（全日整）との一本協定を皮切りに、国鉄・電電・専売の三公企体（現在は民営）、労災保険、自賠責保険、
防衛省共済保険などの締結が相次いだ。これらは全て先達諸兄のたゆまぬ努力によるものであった。全日整は昭
和48年に名称を「社団法人日本柔道整復師会（日整）」と改称した。ここから日整の出番となっていく。
＜規制緩和が招いた現状＞
　荊棘（けいきょく）の道を歩みながら時は流れて昭和63年、日整に入会しなくても受領委任の取扱いがで
きる「個人契約」が認められた。結果として、日整以外の柔道整復師団体と、どの団体にも属さないフリー
の柔道整復師を生み出すことになった。更に平成10年には、指定規則さえ満たせば養成学校の新規設置が認
められ、平成12年から養成学校の開設ラッシュが始まり、柔道整復師の大幅な増加となっている。
＜業界改革 実現へ＞
　制度上、柔道整復師は国家試験に合格し厚生労働大臣から免許を付与されれば、療養費の受領委任に係る
登録が可能であり、実務経験のないまま開業ができる仕組みになっている。日整はこの看過し難い制度の甘
さに対して業界改革へ踏み出し、その制度的対応策として平成24年から公の場で議論する柔道整復療養費検
討専門委員会（検討専門委員会）が、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会に設けられた。
　平成29年 3 月21日に開催された第11回検討専門委員会では、療養費の不正請求防止対策の一つとして日整
が強く進言してきた改革案が実現への運びとなった。平成30年 4 月から、健康保険の「療養費の受領委任」
を取り扱う「施術管理者」になる場合は、資格取得後に「 3年間（段階的に実施）の実務経験」を有し、「16
時間以上、 2日間程度の研修」の受講が必要となる。つまり、この要件を満たさなければ受領委任を取り扱
う「施術管理者」として接骨院や整骨院を開業することができない。健康保険の「療養費の償還払い」であ
れば、資格取得後に即開業できることになっている。

「療養費」と「受領委任」は国民のための両輪

第５話
（最終回） 受領委任制度のゆくえ

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
渉外部
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未来展望

　研修については施術管理者として適切に保険請求
を行うとともに、質の高い施術を提供できるように
することを目的として、以下のような研修時間、研
修内容を予定とのこと。
研修時間　１6時間以上2日間程度
研修内容　		①職業倫理について②適切な保険請求　

③適切な施術所管理④安全な臨床

	「介護保険」「あはき療養費」の受領委任
　周知のことであるが、受領委任は介護保険での住
宅改修費などに導入されている。介護保険利用者（利
用者）が在宅での生活に支障がないように、手すり
を付けるなど特定の住宅改修をした場合、利用者の
一時的な経済的負担を軽減するため、利用者が自己
負担相当額を「受領委任取扱い改修業者（改修業者）」
に支払い、市などが保険給付相当額を当該改修業者
に支払う方式である。一方、利用者がいったん費用
の全額を改修業者に支払った後、市などから保険給
付相当額の支払いを利用者が受ける「償還払い」も
あり、これが原則のようである。平成30年度からは、
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう（あはき）に
も「療養費の受領委任」が導入される予定である。

	 業界の悠久の歴史
　ここで「療養費」について簡潔に触れておこう。
健康保険を扱っている医療機関（保険医療機関）で
保険証を提示して必要な治療を受けることを「療養
の給付」という。一方、やむを得ない事情で健康保
険を扱っていない医療機関などにかかったときの治
療費は、患者さんがいったん立て替え払いをした後、
市や健康保険組合などの保険者から一部負担金を除
き、「療養費の支給」として現金で払い戻しを受ける
ことができる。これを「療養費の償還払い」という。
柔道整復師業界の悠久の歴史が物語るとおり「療養費」
と「受領委任」は、患者さんのために車の両輪の関係
にある。よって「療養費」が存在する限り、受領委任
制度は堅持されていかなければならない。

	 支払基金審査の道拓ける
　日整広報Feel!Go!	VOL.２40（２0１7/0１）に、三
橋裕之保険部長が社会保険診療報酬支払基金（支払

基金）について「平成２8年 ２ 月 4 日付の『官報』に
保険者から支払基金等への事務の委託に関する事項
が規定されている『省令の改正』が掲載された。そ
の後の局長通知には、更に詳しく『保険者は、社会
保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち療
養費、出産育児一時金等の支給に関する事務を委託
することができること。（健保則第１59条の 7関係）』
と掲載されており、『療養費』にも『支払基金』の
利用が認められている。このことは柔整療養費も医
科と同様の仕組みで『審査』と『支払』までがされ
る可能性を意味している。これには電子請求が必須
条件となるので省令が改正されたからといって、す
ぐに実現するということではないが、その道が拓け
たことは間違いない。このまま支払基金の利用が可
能になれば、柔道整復師も支払基金に申請書を提出
して審査を受けて、支払いを受けられるということ
になる。それは“保険者による二次点検”がなくな
ることを意味している。保険者自身が支払基金に審
査と支払いを委託するわけであるから、保険者自身
にとっては、二度手間の調査を行う必要はなくなる
と同時に、二重の費用を掛ける無駄が省けることに
もなる」と説明している。
　いずれにしても正しい保険請求をすることで柔道
整復師の一人ひとりの身が守られる。そして業界と
社会との信頼関係が構築されるとともに受領委任制
度は堅持されていくのである。

第５話
（最終回） 受領委任制度のゆくえ

〜「保険取扱い」の 意義と経緯〜
渉外部
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