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柔整業界維新の年に
明るい未来への開拓

　新年おめでとうございます。皆様には、よき新春をお迎えのことと謹んでお慶
び申し上げます。公益社団法人日本柔道整復師会（日整）は、柔道整復学校養成施
設（養成校）のカリキュラム変更や施術管理者の要件強化などに向け、関係機関と
の協力体制により奮励しており、平成30年度から実施の運びとなる段階にきてお
ります。そういう意味で今年は柔整業界の維新ともいうべき年になろうとしてい
ます。
　こうした改革が国民に信頼される柔道整復師像と業界に繋がっていきます。そ
のためには日整傘下の47都道府県柔道整復師会が全て公益社団法人となり、結束
力を更に高め、併せて会員数を毎年着実に増やしていくことも不可欠な要素です。
　柔道整復療養費（療養費）に関する一部改正につきましては、昨年10月から実施
されています。これらのことを踏まえ、経営環境の厳しい中におきまして会員を
守っていくためにはどうしたらよいか、差し迫った課題をテーマに掲げ、工藤鉄
男会長、萩原正和・松岡保両副会長、豊嶋良一政策部長、三橋裕之総務部長、森
川伸治保険部長を迎え、それぞれの立場から語っていただきました。

聞き手は 富永敬二 渉外部長

渉外部
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業界の新しい将来像について

富永部長：本日は公私ともにご多用のところ、工藤
会長をはじめ執行部の皆様にお集まりをいただきま
して誠にありがとうございます。日整は業界のさま
ざまな課題を視野に入れ取り組んでおり、改革断行
に向けた会長の強い意志とリーダーシップの下、厚
生労働省地方厚生局の指導監査の強化をはじめ、施
術管理者の要件強化や養成校のカリキュラム改正な
どの実施が目前となっています。そこで、この改革
によって柔整業界が目にすることになる将来像につ
いて、工藤会長にお話をいただきたいと存じます。

基本は内部改革
工藤会長：明けましておめ
でとうございます。
　いま日整が取り組んでい
る「改革」の先に何がある
のかについて、内容が多方
面にわたっているため理解
するのが難しいという声も
耳にします。しかし、いま我が業界に覆い被さって
いる全ての問題は、この数十年間、我が業界自らが
積極的に動かなかった結果として具現化してしまっ
たものです。
　そして、改革すべき個々の問題については誰もが
知っていることばかりですが、それを改善するため
の対応法や繋げ方については確かに過去に例のない
手法でもあり、少々分かりづらいのかも知れません。
重要なのは、外部への働き掛けを強化するという以
前に、業界自らがそれを理解し、自ら変わる必要が
あるというところだと思います。

富永部長：改革の重要ポイントは柔整業界自身にあ
るということでしょうか?

工藤会長：そのとおりです。もちろん、柔整業界に
大きな変化が起こったきっかけは昭和63年の個人契
約、平成10年の養成校規制緩和といった行政による
外力が働いたことは間違いありません。その後は、
平成21年の事業仕分け、メディアによる柔整バッシ
ングへと続いています。
　あのような強烈な外部からの力が業界に押し寄せ
た昭和63年、いま思えば、当時の業界つまり日整は、

あまりにも大人しかったと思います。あのときに国
を相手に訴訟を起こしてでも、業界を守るために、
後に混乱の原因となる制度変更を阻止する動きを業
界が明確に示すべきだったと感じています。
　しかし、当時は何の抵抗もなく簡単に受け入れて
しまった。業界自体に、まだ余裕があったのかもし
れません。そして、その後、当時の各方面で指導的
な立場にあった人たちが、自ら濁流に身を投じての
まれていったようにも感じています。当時は、30年
後にこのような大問題にまで発展するとは誰も気付
いてはいなかったのでしょう。もちろん、今となっ
てみれば、それが大失敗であったのは明確ですし、
今だからそう言えるのかもしれません。

富永部長：確かに、個人契約問題や養成校乱立問題
が、その後の柔整業界に大きな影響を与えたことは
間違いないと誰もが感じていると思います。しかし、
「規制緩和」という国の新たな方向性を受け、厚労
省自身が決定をした制度を柔整業界が覆すことなど
不可能、協定の見直しなどできるはずがないという
思いが当時の業界にはあったと思います。

工藤会長：そのとおりです。そうした一種の諦
あきら

めの
ような思いが、業界自らを守るための打開策の実行
を躊
ちゅう

躇
ちょ
させてしまったのだと思います。過去に例の

ない危機に直面した際に、瞬時にどう対応すべきか
といった施策を捻出することや、それを実行するた
めの強い意志決定ができなかったという過去の事実
こそが、いま我われが反省しなければならない最重
要なポイントだと思っています。
　この業界全体として、直面した問題に対して、当
時は大した影響を受けないだろうという甘えや余裕
と誤算があったのは確かです。しかし、現実に問題
が具現化して、もうこれ以上は耐えられないほどに
今の柔整業界は混乱し疲弊しきっています。こうし
た状況にまで悪化してしまった今、過去を封印して
美化するようなやり方ではなく、問題を明確に見直
して確実に解決しなければなりません。そして、そ
うするためには、やるべき手順や方法等について、
これから更にじっくり時間をかけて力を蓄えていく
暇も、多くの船頭の意見に力を分散させる余裕も、
今の柔整業界にはありません。
　これまでの数十年間の反省と後悔の念も込めて、い
ま躊躇して立ち止まることも、失敗することも、現在の
日整執行部には許されない瀬戸際の状況にあるのです。
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富永部長：今更なのかもしれませんが、業界内に問
題があったとすれば、それは何だったのでしょう
か?そして、それを今後はどう変えていくつもりな
のかご教示いただきたく存じます。

工藤会長：先ほども申し上げましたが、我われが反
省すべき最大の点は、危機を察知し、その場で対応
するという危機管理力の低さにあると感じています。
そして、それは問題に直面した際に自分で決定せず
に「取りあえず先送りする」という逃げの体質でも
あります。
　更には、業界の最も中心軸にあったはずの「利他」
の精神が蝕

むしば
まれている状況を何十年も放置し続けて

しまった自浄力の弱さ、実行しないままにした無責
任さです。その結果、「利己」の思考によって業界
の制度を悪用する拝金主義者たちが業界内に押し寄
せ、その数を増しながら巣喰ってしまったのです。
そして、それでも制度が決められた以上はもう仕方
がない、従うしかないと諦めてしまっていたのです。
　とはいえ、過去に向き合うだけでは何の解決にも
なりません。自力で今見直せる各問題部分に直接響
かせられる方法へ改革の力を集中する必要がありま
す。業界を取り巻くさまざまな立場の違いによって
異なったご意見を持つ人たちがいるのは仕方のない
ことです。
　しかし、これまでの30年という長い間にもたくさ
んの問題が見えてはいたはずですが、先延ばして、
責任から逃避したために誰の意見にも纏

まと
めることが

できず、結局、何も結果を出すところまで踏み込む
こともなく、多くの問題が放置され続け、現在まで
山積みされてしまったのです。だからこそ、今この
改革は「待ったなし」の真剣勝負そのものなのです。
　内容的には、業界全体の問題点の洗い出しから始
め、業界の入口の部分に当たる「教育部分」での抜
本的な修正、そして、業界外から最も問題視されて
いる「不正請求」への適正化策という大きく二つの
車輪があります。
　いずれにしても外部に変えて貰うのではなく、全
ての基本にある業界内部に巣喰う虫を自ら退治する
ことが重要なのです。更にそれぞれの詳細部分では、
教育改革はカリキュラムの変更による「総単位数増」
「実習重視」を具現化し、保険請求の適正化策では「施
術管理者の要件強化」と「請求書への審査権限の強
化」を実現させます。
　更に明るい未来への開拓事業として「電子請求」

やその先の「支払い基金」というところまでを一本
の線で結んだ改革を進めています。

富永部長：この改革が目指す最終的な目的地はどこ
になるのでしょうか?

工藤会長：この改革の目的は、現在ある幾多の問題
を一つ残らず打開して、「利他」の精神に則って、
本来、柔道整復師が持つべき「志」と「施術技能」、「法
令遵守」をする【正しい者が正しく評価される当た
り前の仕組み】を再構築し、正直者が損をすること
のない真っ当な業界に戻すことです。
　学生時点から志と技能を修得してもらうための「教
育改革」、資格を取得した以降に保険を使用する際に、
それが国民のためのものであることを理解し、地域社
会のために働く業界をつくるための「制度改革」を貫
かねばなりません。そして、目先の料金改定等だけで
なく、今後の将来に向けて、邪な輩がこの業界で制
度を悪用できないようにする適正な環境づくりと、正
しい柔道整復師が評価され、やり甲斐と生活の安定
の二つを同時に持てる柔整業界を目指していきます。

審査基準の統一化について

富永部長：工藤会長には明るい未来への構想を語っ
ていただき、ありがとうございました。
　さて、制度改革の軸の一つである公的審査会の権
限強化によって療養費の適正化が進められていくこ
とになると思いますが、権限強化の前に「審査基準
の統一化」が必要になるように思うのですが、その
見通しについて萩原副会長からお話をいただければ
と存じます。

日整と厚労で整備急ぐ
萩原副会長：今まで全国各
地域において、地方厚生局、
柔整審査会の中で、柔整業
界の先人、役員の方々のご
努力により、柔道整復施術
療養費（以下、柔整療養費）
を取り扱う保険適応範囲の
折衝とともに支給基準の取り決めがありました。
　そして、その地域的な事柄から発生する「ローカ
ル・ルール」が話し合いにより認められてきたとこ
ろではありますが、今後、柔整療養費支給申請書用
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紙も含め、全国全て統一した柔整療養費審査支給基
準に基づき、柔整審査会において適正に審査される
ことになります。
　また、「審査基準の統一」に当たっては、日整保
険部、総務部、学術教育部の各部長が中心となって
検討し、厚生労働省医療課と打ち合わせをしながら
作業を早急に進めていきます。
　更に、調査が東京・大阪等全国 5地域において行
われておりますが、近い将来の「申請書の電子化」
へ向けて、統一した審査基準の整備をしております。
スムースな申請書の電子化を実現するため、全ての
柔整療養費を取り扱う方々からのご理解とご協力な
くしては成しえませんので、何とぞよろしくお願い
いたします。

公的審査会の権限強化について

富永部長：審査基準の統一化については概ね理解で
きましたが、「公的審査会の権限強化」については、
心配されている会員もいます。
　経営環境の厳しい中におきまして会員を守ってい
くためにはどうしたらよいか、このことにつきまし
て松岡副会長からお話をいただければと存じます。

業界改革で会員を守る
松岡副会長：今回、保険者
や審査会が領収証の発行履
歴の提示等を求めることが
できる仕組みや、保険者お
よび柔整審査会が施術管理
者に対して領収証の発行履
歴や来院簿、その他通院の

履歴が分かる資料の提示および閲覧を求めることが
できることが明確化されました。
　ただ、これらの権限強化の目的はあくまでも健康
保険請求の適正化であり、柔整療養費を縮小させる
ことではありません。特に若い会員の間では厳しく
なることばかりが先行してしまい不安を抱いている
ようですが、今までどおりきちんと根拠に則った請
求を心掛ければ特段心配することはありません。
　現在、同業者の乱立に伴う競争激化や、保険者や
委託を受けた業者による行き過ぎた受診抑制により、
会員の経営環境が厳しくなっていることは紛れもな
い事実です。平成30年度から実施される他の制度改
正と併せてこれから我われを取り巻く環境はがらり

と変わります。
　また、今後、国保をはじめとする保険医療行政は、
都道府県単位で財政運営や効率的な事業を推し進め
ていきます。日整を中心に各都道府県社団が時代の変
革に乗り遅れないよう、三者協定に基づき業界代表と
してリーダーシップを取って参画することが、業界の
適正化、ひいては会員を守ることに繋がると考えます。

公益認定が必要な 
絶対的理由について

富永部長：業界を本来あるべき方向に戻さなければ
ならない現状とその改革について、よく分かりまし
た。これを踏まえて工藤会長にお聞きします。日整
傘下の47都道府県柔道整復師会の中で公益社団法人
の認定を受けていない県がまだあるようですが、公
益認定を受けなければならない絶対的理由について
お願いします。

「公益認定」と「協定」の意義
工藤会長：皆さんご存知のとおり、日整に所属する
各都道府県の公益社団法人柔道整復師会会長と各都
道府県知事および地方厚生局（支局）長の三者によ
って、柔整療養費における受領委任払い制度を扱う
ための「三者協定」が締結されています。いわゆる
「団体協定」というものですが、日整はこの47都道
府県の公益社団柔道整復師会がそれぞれで締結して
いる「協定」の内容が不揃いにならないように、ま
た時代の流れとニーズに合致させるために、国との
間で一括して調整をする事業を管理しています。
　また、一つの「公益社団法人」の中に法人格の異
なる「一般社団法人」が同時に存在することは制度
上許されていません。公益社団法人取得に向けての
移行期においては、ある程度の猶予期間が設けられ
ていた訳ですが、最終的には公益社団法人の日整傘
下となる各都道府県柔道整復師会は全て公益社団法
人である必要があります。
　つまり、公益の認定を得られずに一般社団法人と
なってしまった県の柔道整復師会は、このままでは
日整の傘下に残れなくなるばかりでなく、同時に、
受領委任を使用する場合には、これまでのように「協
定」ではなく、全て個人「契約」者に変更する必要
があり、受領委任番号も「協」から「契」へ変更す
る手続きをすることになります。というのは、公益
社団法人でない一般社団法人が「協定」を締結する
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ことはできないからです。
　日整は、多くの柔道整復師が「公益事業への参加」
を確約して結成する各都道府県の公益社団法人柔道
整復師会の束ねとして、受領委任払い制度の根幹部
分を定めていく「協定」を管理しています。
　そして、個人契約とは、日整が取りまとめる協定
の内容を個人的に遵守する契約をするというもので
す。つまり、個人契約者はその名のとおり、団体や
組織とならないことを最初から宣言している訳です。
だからこそ、個人契約には団体や組織はあり得ませ
ん。そこに存在するのは保険請求業務の事務代行を
する営利目的の請求代行業者だけです。それは、各
個人柔道整復師が保険請求事務の代行として代行料
金を支払って依頼するクライアント（顧客・依頼人）
であり、会員などではない訳です。
　そもそも、柔道整復師という国家資格そのものに
は受領委任の使用自体が付与されてはいませんが、
公益の志を持ち、地域住民のための制度を正しく運
用するために各都道府県知事や地方厚生局（支局）
長との間で「協定」を締結する公益社団法人日本柔
道整復師会が受領委任の制度維持をしているのです。
　逆に言えば、地域住民のための公益的な受領委任
払い制度を守り続けていくためにも柔道整復師業界
として、公益社団法人の取得は不可欠ということに
なる訳です。
　つまり、日整傘下の47都道府県柔道整復師会の中で、
もしも「公益社団法人」の認定を受けられないところ
が出てしまった場合、その地域の柔道整復師会は登
録申請のみで設立できる「一般社団法人」となって
しまい、公益を志す日整と共に活動をすることができ
なくなります。そして、それは同時に「協定」の使用
ができなくなることを意味します。そして、その都道
府県柔道整復師会の会員は、全て請求を自分自身で
行う個人契約者となることを意味しています。
　このように、重大な変更が生じてしまう問題だとい
うことです。何としても、現在の47都道府県柔道整復
師会が揃って公益社団法人に認定されるよう、日整か
ら積極的に働きかけを行っていきたいと考えています。

会員数増加に向けての方策は

富永部長：日整傘下の47都道府県柔道整復師会が揃
って公益社団法人にならなければならない理由が良
く分かりました。しかし、日整の会員数は年々、少
しずつ減少しています。このことは組織の原動力の

低下につながる喫緊の課題であり、真剣に取り組む
必要があるのではと思っております。会員数の増加
に向けてどのような方策があるでしょうか。豊嶋政
策部長からお話をいただきたいと存じます。

キーは制度的対応
豊嶋部長：平成30年、何事
においても節目となる年が
明けました。昨年のトラン
プ現象から始まり、先進国
の内向き志向、また近隣ア
ジアとの武力抗争のおそれ
など、今年は、何事も大変
緊張の伴う一年になると思われます。
　また、2020年のオリパラの前哨戦である世界大会
が始まりつつあります。日整では、すでに救護・ト
レーナー活動がスタートしています。
　ただ、懸念すべきことは、これまでの開催国では、
五輪終了後の経済が低迷を続けたという事実です。
ましてや日本は、これまで世界のどの国もが経験し
たことのない超高齢社会を2025年に迎えることにな
りますが、行政も未だ有効な術を見いだせないまま
ですから、今言えることは、例外なく日整もその波
をまともに被るということでしょうか。
　さて、このたびの制度改革は、 7割ほどの実現を
見たといえると思いますが、完全なる執行に向けて
更に努力をしなければ、内容の見直しや中止など、
いろいろな壁に苛まれることになります。それは、
とりもなおさず、日整が内外の批判にさらされるこ
とを意味します。また、後進の柔道整復師に、いろ
いろな意味で負担をかけることにも繋がります。良
かれと思った制度改革によって、己の首が締まるこ
とになってはいけません。
　お尋ねの会員減少については、これらのことを踏
まえ、制度的対応によって業界が本来あるべき姿に
改善されれば、解決の方向にいくものと思います。
不退転の覚悟をもって執行に当たりたいと存じます。
　日本の人口が、あと80数年で現在の半分になるこ
とは、統計上の帰結です。また、そこまで来ている
平均年齢100歳時代の老人大国を見据え、日整は、
国とともにその大変革を迎えなければなりません。
会員の皆様には、このたびの制度改革が、WHO
に登録された伝統医療である柔道整復術が生き残れ
る第一歩であることを胸に刻んでいただき、会務執
行にご協力を願いたいと存じます。
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　最後に、療養費改定の問題は、保険者とのせめぎ
あいの中で、どこにどのように付けるか、付帯事項
等はどうなるかです。現在、日整執行部は、改定に
向けて外圧との戦いに一生懸命です。

実務経験するための 
施術所の確保について

富永部長：制度改革を実行することによって会員増
加に繋がっていくということですね。さて、今後、療
養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるには、
資格取得後に「 3年間（段階的に実施）の実務経験」
を有し、更に「16時間以上、2日間程度の研修」の
受講が必要となりますが、実務経験をするための施
術所の確保はどのようにしていくのでしょうか。三橋
総務部長からお話をいただければと存じます。

正しい者ほど影響しない
三橋部長：昨年から全国11
ブロックを巡って、今回の
制度改革の説明を行ってい
ますが、実は同じような質
問を何度も受けます。どう
やら、かなり多くの人がこ
の「実務経験」について誤
解をしているようです。
　確かに、現在でも保険請求をする際には施術管理
者という立場が必要なわけですが、平成30年 4月か
らは、その要件として、特別な場合（限界事例）を除
いて1年（原則 3年）以上の実務経験が必要になる
ことが決まりました。そして、期間も段階的に2年に
延び、最終的に平成36年度以降は原則どおりの 3年
になります。しかし、先ほどの質問への単刀直入な返
答としては、実務経験をするための施術所の確保は
「これまでと何も変わらない」ということになります。
　もう少し丁寧に説明しますと、この「実務経験」
というのは「勤務」と同等の意味ですが、昨年まで
の卒業生が就職勤務（実務経験）したものとは、全
く別に 1年～ 3年の実務経験をする期間が上乗せさ
れるという意味でも、卒業生が急に増えてしまうと
いうわけでもありません。学校関係者の中にも「柔
整業界にこれ以上の勤務者を雇用できるだけの余力
はもうないはずだ」と疑問視する方もいるようです
が、新たな勤務先を用意する必要はないのです。こ
れまでは資格取得後すぐに登録をするだけで施術管

理者になれて保険の取り扱いができたわけですが、
養成校で教えていない保険請求について、何の知識
や経験もないまま、すぐに保険請求できてしまう現
行制度の不備部分について、利益至上主義の経営者
等に悪用されてしまうことのないように、施術管理
者になるための要件を強化しただけのことです。
　更に言えば、実際には、新卒者が開業し保険請求
をするようになるまでに、これまでも約 3～ 5年間
は実務経験をしてきたという統計値があります。そ
れはこれまでは当たり前のことと認識されて義務化
がされていませんでした。そして、多くの問題がこ
こから派生する事実を踏まえて、今回ここを義務化
したのです。だから、今後も卒業生のほとんどがこ
れまでどおりに各地域の施術所で数年間の勤務をし、
実務を経験していくだけのことで何も変わらないこ
とになります。この改革は、なるべく多くを知り、
しっかりと技術を身に付けようとする正しい者ほど
影響しない仕組みになっているのです。
　本来、「施術管理者」というのは、保険請求をす
る責任者というだけでなく、施術所内の全てを把握
し、勤務する他の柔道整復師をも指導する必要があ
ります。そうしたスキルを身に付けるためには、通
常は 3年程度の期間は必要です。ですから、卒業直
後の何も分からない新規資格取得者にその立場を
「登録」だけで与えていた、これまでの制度自体に
問題があったのです。
　この仕組みが導入されることで、これまで制度の
緩みを悪用した荒稼ぎができなくなる一部の拝金主
義者たちが大声で反対し騒いでいますが、むしろ、
そうした輩の悪行を防止するためにも、今回の「施
術管理者の要件強化」は大いに意味のあるものだと
確信しています。

改革項目の連携について

富永部長：制度改革の柱は、この「施術管理者の要
件強化」と先ほど松岡副会長にご説明いただいた「公
的審査会の権限強化」の二つがセットになっていた
と思いますが、この二つがどのように関係し合うの
かについて、もう少し詳しくご説明いただけたらと
存じます。

三段階の不正防止強化
三橋部長：公的審査会の権限強化については、現在
の厳しい経営環境の中で更に審査が厳しくなること
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を心配する会員もいらっしゃるようですので、少し
だけ補足をします。審査会の権限を強化して新たに
調査を可能にするのは、現在の審査会には調査権が
なかったために阻止することができなかった「極め
て悪質な請求」を防止するというのが主な目的です。
つまり、真っ当な請求をしている日整会員には全く
影響は出ないということです。
　これまで審査会は保険者ではなかったために、独
自の調査権がなく、公的審査会の審査において「審
査をすべき」と指摘した請求に関しても、審査会の
指摘内容を正しく理解しきれない保険者自身が、ほ
とんど確認や調査もせずに支払いをしてしまうとい
う事態が多々ありました。ところが、保険者は外部
へ委託して患者調査を行い、来院抑制に繫がってし
まっていたわけです。
　そこで、今回の改革で清濁を見極められる公的審
査会自体に審査権限を持たせるように修正をしたの
です。対象になるのは「限りなく不正が濃厚な請求」
に限られます。
　そして、先ほどの「施術管理者の要件強化」は、
自身が開業して保険請求をする以前に、正しい実務
を経験させて自浄力を高める不正予防策、更に「公
的審査会の権限強化」は保険請求をする者を対象と
した不正請求防止の強化策という二段構えになって
いるのです。更に言えば、開業前の養成校時代から
の教育改革が、これらの前に設定され、全部で三段
階のステップで不正を未然に防ぐ仕組みづくりがで
きたということになります。

臨床実習に関する対応について

富永部長：なるほど、それぞれの改革内容が互いに
連携し合って不正防止の強度を増しているというこ
とですね。それでは、次に「教育改革」のカリキュ
ラム変更の中で、地域で開業する施術所において養
成校の学生を実習生として受け入れ、臨床（臨地）
実習を重視する態勢がつくられたようですが、この
ことに関しまして森川保険部長からお話をいただき
たいと存じます。

教育改革の肝
森川部長：おっしゃるとおり、平成30年度からカリ
キュラム等の見直しがされ、柔道整復師養成に必要
な総単位数が現行の85単位から99単位以上で2,750
時間以上の講義、実習等を行うこととなります。臨

床実習については、 1単位
45時間とし現行の 1単位か
ら 4単位へと大幅に拡充さ
れ、養成施設付属の臨床実
習施設に限られていた臨床
実習を施術所等で行うこと
ができるようになりました。

ただし、施術所で臨床実習を行うには、次のような
要件を満たさなければなりません。
　①�臨床実習における到達目標が設定されており、

これに沿って実習が実施できること。
　②施術所は 5年以上の開業実績があること。
　③�教員の資格を有する柔道整復師又は「柔道整復

師臨床実習指導者講習会」を修了した柔道整復
師である臨床実習指導者が配置されていること。

　④�過去 1年間の平均受療者数が 1日20人以上であ
ること。

　⑤臨床実習に必要な施設・設備が使えること。
　⑥�施術所の開設者がこれまでに療養費申請資格停

止等の行政処分を受けていないこと。
　⑦�臨床実習を行うことを患者に文書により同意を

得ること。
等が求められています。全国日整会員の皆様方には
後日改めて詳細をお知らせいたしますが、16時間以
上・ 2日間程度となる予定の「臨床（臨地）実習指
導者研修」をぜひとも受講していただいて指導者と
なり、なるべく多くの養成校学生を実習生として受
け入れて、学生時代に正しい柔道整復に触れさせる
ことで柔整業界の資質向上と業界発展のためにご協
力いただきたいと思います。
　今回の教育改革の一番の肝は、どれだけの学生を
日整会員の施術所で受け入れられるかにかかってい
るといっても過言ではありません。

医療、介護、福祉の改定について

富永部長：�話しは一変しますが、平成30年度は、医
療、介護、福祉のトリプル改定の年といわれていま
す。その見通しについて森川部長にお伺いします。

療養費アップへ全力
森川部長：平成30年 4 月は 2年に 1回の診療報酬改
定と 3年に 1回の介護報酬改定があり、今回は 6年
に 1回の同時トリプル改定となります。
　更に、第 7次医療計画と第 7期介護保険事業計画



17

インタビュー

もスタートするといわれており、少子高齢化、人口
減少社会到来の中、大きな大きな改革が進むことが
予想されております。財務省の減額改正案の中、我
われ柔整業界はここ数年、療養費取り扱いが大幅に
減少している現実を訴え、何が何でも療養費のアッ
プ改正をお願いしていく所存であります。

施術所の開設者について

富永部長：最後に工藤会長にお伺いします。柔道整
復師の資格がない者が柔道整復師を雇い、施術所を
開設しているケースも多々見られます。
　これは療養費の不正請求が起きやすい要因の一つ
であると思いますので、このような場合、許可制に
することはできますか。医師でない者が診療所を開
設する場合は許可制になっているようですが。

プラスに変える思考
工藤部長：皆さんもご存知のとおり、もともとは柔
道整復師でなければ接骨院を開設することはできま
せんでした。そうした単純明快な仕組みだった当時は、
柔整の仕組みが問題となることはなかったわけです。
　しかし、経済発展が国の最大目標となるや、発展を
阻害する規制を撤廃・緩和することが正義であるかの
ような時代の流れが起こり、必要な規制までもが全て
緩和対象とされ、ついには医科でも医師でない利益追
求の経営者等が開設者となることが許されるという歪
んだ経済重視の方向性ができてしまったわけです。そ
して、我が業界も右へ倣えで現在に至っています。
　その結果、ご指摘されたように、医科の変化に同
調させられながら、医師の権利の強さによって医科
では守れることが、なぜか柔整には許されずに曖昧
さを残すことがこれまで多かったのも事実です。
　だからといって、柔道整復師の資格が弱いからい
うことで、何もかも医師と同等であるべきだと考え
ているわけではありません。ただ、柔整の仕組みが
悪意のある輩にたやすく悪用されてしまわないよう
にするためにも、制度の見直しと強化が必要であり、
いま厚労省や保険者をも巻き込んで柔整業界自ら議
論を進め、基礎部分から問題点の洗い出しを行い、
将来の制度の在り方までをも考慮した「制度改革」
を進めているわけです。
　そして、こうした大きな変化のときにこそ、不安
や迷いからマイナス思考へと転がすのではなく、こ
の転機をプラスに変える思考が必要です。どうせ変

えるのなら、未来に向けて「厳しくとも誇りを持ち、
正しい者が認められる」業界の仕組みを再構築しな
ければなりません。そしてその改革は既に半ばまで
来ています。
　事実を誤認したままの対応策からは、決して正し
い結果は導かれません。そのことを我われは何十年
も掛けて学びました。今こそ、何が問題なのか、ど
う対応すべきかを柔道整復業界全体で見つめ直し、
地域住民、患者のために柔整業界がとるべきことを
明確に打ち出さなければならないと思います。ご指
摘のあった部分への対応をも含め、更なるアプロー
チを進めてまいります。
　また、教育改革・制度改革ともに、この平成30年
4 月から間違いなく動き始めることが決まっていま
す。本年も、柔整の明るい未来に向けた改革へのご
理解ご協力をお願いしたいと思います。

―インタビューを終えて―

業界のイメージを一新
富永部長：工藤会長をはじめ、先生方にはお忙しい
ところを誠にありがとうございました。日整執行部

が現状打開と未来に目を向
け、総力を上げて取り組ん
でいる教育改革と制度改革
について詳しくお話をいた
だきました。会員と業界を
守ろうとする執行部の熱意
と行動力が実現への運びと

なりました。まさに今年は業界維新の年です。
　これらの改革につきましては、工藤会長が予てか
ら計画されていたわけですが、早急な改革が迫られ
たのは、数年前に発生した反社会的勢力による不正
受給詐欺事件でした。社会から厳しい批判を浴びる
結果となり、根本的な制度見直しが進められること
に繋がっていったものと思います。いずれにしても
改革の効果は徐々に現れてくるでしょう。真面目な
柔道整復師が守られ、やがて業界全体のイメージが
一新されることと確信しています。
　日整は会員ファーストです。特に各都道府県の役
員の皆様にはこの記事をお読みいただき、会員皆様
に剛毅果断に取り組んでいる日整を周知し評価して
いただきたいと存じます。今年も日整の諸事業にご
協力をいただきますよう、切にお願い申し上げます。


