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　皆様におかれましては、よき新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　公益社団法人日本柔道整復師会（以下、日整）は、昨年 6月の通常総会で工藤新体制が発足。
国民に一層信頼される柔道整復師を社会に輩出することを目的に、卒後臨床研修の法制化や国家
試験改善検討委員会（仮称）の設置を公益社団法人全国柔道整復学校協会（以下、学校協会）と
の連名で厚生労働大臣に要望するなど、業界の課題解決に全力で取り組んでいます。
　そこで新年にあたり、工藤鉄男会長、木山時雨副会長、萩原正和副会長、豊嶋良一総務部長を
迎え「国民に一層信頼される業界を目指す」をテーマとして、日整が取り組んでいる事業と方針
についてお話を伺いました。

聞き手は、永田官久理事・広報部長

―全国会長に望むことは―

永田広報部長
　本日は公私ともにご多用の中、工藤会長をは
じめ皆様にお集まりをいただき、ありがとうご
ざいます。この 6か月間、日整の諸活動につき
ましては都道府県に対しスピーディーに報告し
ております。今年もこの流れを緩めず広報活動
に邁進してまいります。

　早速ですが、工藤会長にお伺いします。日整
広報（2013/7 VOL.221）の巻頭言に、日整に課
せられた使命として、国民に一層信頼される業
界を目指すために「業界秩序の再構築」「信頼
関係の再構築」「伝統と改革バランスの再構築」
の 3つを掲げられました。この公約を実現させ
るためには日整と連携協定している都道府県柔
道整復師会の支援と協力は欠かせないものと存
じます。そこで全国の会長に望むことをお聞か
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せください。

◆全員参加型の改革を実行

工藤会長
　会員の皆さん、
あけましておめで
とうございます。
本年もどうぞよろ
しくお願い申し上
げます。
　さて、ここ数年、
国政では政権交代
が繰り返され、正

にこの国の目指す方向が定まらず、激しく揺れ
る時代を迎えています。そして「国民のための
明日」を模索する改革が進められる中、我われ
の業界の小舟も同じ荒波に揉まれています。私
が会長に就任してすぐに掲げました 3つの使命
は、「今、柔整業界が何を成すべきか?!」を簡
潔に示したものです。それは、まず現状を正し
く見つめて、先達が築き上げて来た伝統の上に
胡座をかくことなく、これまで以上の努力で懸
命に汗をかいて、国民からの信頼をしっかりと
繋ぎ直し、何よりも「地域社会に貢献できる業
界となる必要がある」というものです。各項目
の詳しい説明は別の機会に致しますが、掲げた
目標を確実に実現させるためには、日整と都道
府県柔道整復師会とが一体となり、さらには全
ての柔道整復師、それをとりまく環境を一つに
まとめて動くことが必須条件となります。この
ような時勢に、組織内が分裂して力を分散して
いては、目前の大きな壁には立ち向かうことす
らできません。異なる意見を持つことは決して
悪いことではありませんが、大義、即ち目的と
その意図をしっかりと認識し、そこに集う者が
皆、共通の理念によって活動する必要がありま
す。それには、全国都道府県社団会長の担う役
割は非常に甚大です。今回、この激動の改革期
に私が日整丸の舵をとる役目に就かせていただ
きましたが、柔整業界が正しく評価され、制度
や仕組みを安定化させるためには、独力ででき
ることには限界があります。実現させたい目標
の達成には、業界全体での総力戦が求められま
す。意見が異なるからといって何もせず他の人
に任せるのではなく、全員参加でゴールを目指

したいと思っています。誰しも各々に実現させ
たい夢がある筈です。今の業界改革には、厳し
いご意見も新たなアイディアも必要です。会員
の皆さんにおかれましては、決して口を閉ざす
ことなく、日整執行部に対し皆さんの頭脳と魂
と情熱を投げかけて欲しいと思います。

―組織率低下の要因と解決策―

永田広報部長
　卒後臨床研修の
法制化や国家試験
改善検討委員会
（仮称）設置の要
望書を厚生労働大
臣に提出しました。
しかしながら、開
業柔道整復師の数
において日整以外
の個人契約柔道整復師が多くなっており、業界
をリードする日整の組織率は低下の一途を辿っ
ています。組織率が低くなれば国との交渉力に
も影響します。そもそも、組織率が低下してい
る要因は何だとお考えですか。また、その解決
策についてもお聞かせください。

◆果たすべき責任が裏付けとなる

工藤会長
　昭和63年の個人契約という仕組みが始められ
て以来、この25年間、確かに日整の組織率の低
下が業界の混乱とぴたりとリンクしていること
は間違いありません。その原因は何かと言えば、
日本という国が経済成長という余りに片寄った
指標だけを目安として、社会の安定を差し置い
て、あまりに露骨に個々の自由や利益ばかりを
優先させる方向に終止してきたということだと
思います。元々、社会や地域の人達のためとい
う「公の利益」を追求してきた柔道整復師業界
とその施術を運用する仕組みは、医療そのもの
の根底にある性善説的な組み立てによって成り
立ってきました。それが、何よりも利益を追求
する経営優先の激流に呑み込まれたことで、業
界として組織的な統括や利他という地域社会へ
の貢献について、実現しにくくなってしまった
のだと思います。
　しかし、この業界が目指す目標は、「個人的
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な利益」でなく「地域のため」です。そのため
には、資格を取得する国家試験自体の改善や、
卒後臨床研修の充実は必要不可欠な課題です。
そして今、この卒後臨床研修制度の法制化に向
けて、既に 2年間の卒後臨床研修制度を確立さ
せている医師会からも、医療界全体のボトムア
ップという意味合いでの理解と協力を得て、そ
の実現へ力強く動き出しています。
　さらにこの仕組みは、単純に組織率を高める
ための方法論ではなく、むしろ逆で、個人であ
るか社団会員であるかを問わない業界全体をカ
バーできる制度として実現させ、最終的に柔道
整復師という資格者と業界がもつべき責任を見
事に果たすことを義務としなければなりません。
そのために、バラバラになってしまっている業
界を一つに束ね、組織率を高めて行く必要があ
るのです。

―個人契約者との連携―

永田広報部長
　前述した通り、卒後臨床研修の法制化と国家
試験改善検討委員会（仮称）設置の要望書を学
校協会との連携で提出したわけですが、柔道整
復師の業界に存在する社団と個人の連携につい
て、会長はどのようなお考えをお持ちでしょう
か。

◆排除ではなく統括する方向性

工藤会長
　社会保障という国民の健康と安心を守る制度
について、現在の経済的状況と人口構造では日
本という国の社会全体の安定をこれ以上は実現
できないとして、政府はその制度と仕組みを根
底から見直すために消費増税での改革を進めて
います。国が国民に痛みの伴う改革を真剣に進
める中で、我が柔整業界だけが、井の中の狭い
議論や対立をしていたのでは次世代への扉を開
く事はできません。そして、この難局を越える
ためには業界内理論など通用しません。
　これまでにも繰り返し述べてきましたが、現
状を嘆く前に、そもそも柔道整復師という資格
とその業界は誰のためにあるのか、受領委任と
いう制度が誰のために運用されているのかとい
う最も重要な部分に視点をきちんと戻して考え
直してみなければならないと思います。そして、

この制度と業界を存続させるのか否かという究
極の一点を見詰めたなら、そこには社団も個人
もありません。少なくとも業界全体を管理でき
ず社会の信頼を損ねる事態に陥ってしまった現
状から、ただただ「国民のため」を実現させ、
国の進める社会保障制度の変更にも柔整業界が
確実に貢献できるようにするためには、不正や
不備な請求が発生しにくい仕組みの確立と、そ
の確実な運用に向けて業界を一つにまとめるし
かありません。そこには協定と契約とに分けた
議論など必要ありません。なぜなら、この25年
間、協定と契約という二つを一つにする事すら
困難だった経緯からも、 3万人に及ぶ個人の
別々の契約を一つにまとめあげる作業はほぼ不
可能なのです。しかし、契約が協定に準じるの
であれば、もう一度、地域社会、国、そして柔
整業界を本来の原点である国民のための社会保
障制度に貢献できる「公益」を盛り込んだ新た
な内容で協定を再締結させ、この四半世紀の反
省を踏まえた新協定の下に、一つにまとまるし
かないのです。
　そして、既に数千人単位で公益社団日整に連
携する動きを見せ始めている個人契約者がいま
す。これを統合し、最終的に受領委任協定の見
直しを実現させ、業界を一つに束ねることが可
能になれば、私益だけを追求する方向性の者か
ら柔整業界を守ることが可能になり、同時に国
民・地域住民のための柔整業界を確立できます。
何かを排除するのではなく、 1＋ 1＝ 2ではな
く、加算して 3にも 4にもなる方向へ歩みを進
めたいと思っています。

―卒後研修法制化の可能性―

永田広報部長
　卒後臨床研修の法制化と国家試験改善検討委
員会（仮称）設置の実現の可能性は高いですか。
また、卒後臨床研修施設として試験財団へ登録
している施術所の数は現在どれくらいでしょう
か。木山副会長にお願いします。

◆絶対用件は臨床研修施設の確保

木山副会長
　可能性は高いと思います。卒後臨床研修の法
制化に関する要望理由の中に、「養成施設など
を卒業後、最低でも 2年間は能力のある指導者



－ 9－

の監視下で十分な
臨床研修が必要で
ある」と謳ってい
ることから、これ
を実施するために
は、研修生を受け
入れる臨床施設の
確保が絶対条件と
なります。しかし
ながら、卒後臨床

研修施設として試験財団へ登録している施術所
の数は、昨年10月で3,097施設にとどまり、要
件が成立しにくい状況です。現在、この要件を
満たすために各都道府県に多くの会員の方に登
録していただくよう要請をしているところです。

―柔道整復学の新設―

永田広報部長
　独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下、
機構）が授与する学士の学位専攻分野の中に柔
道整復学が新設され、平成26年 4月から学士（柔
道整復学）の申請を受けつけることになりまし
た。機構は文部科学省の所管でありますので、
国が柔道整復学を認めた証になりますか。木山
副会長、いかがでしょうか。

◆国が認めた証

木山副会長
　柔道整復学は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、腱
の損傷といった運動器の故障に対して非観血的
治療を行う我が国の伝統医療の一つです。柔道
整復学は、蓄積されてきたこの柔道整復術の知
見を再編成し体系づけた学問分野であり、東洋
医学と西洋医学双方の叡智を取り入れつつ、人
体の自然治癒能力を引き出す手法を学修の対象
とするという特徴があります。社会の高齢化の
進行に伴って運動器の健康管理が避けがたい課
題となっている現代において、柔道整復学を学
ぶ上ではこの社会的ニーズに対応した深い専門
性と広い教養の習得が求められるということを
国に認めていただいたと認識しております。

―日整の功績―

永田広報部長
　専攻分野の中に柔道整復学が新設されたこと

は日整の功績になりますか。

◆歴史に新たな一頁

木山副会長
　この新設は長年の念願でありました。我われ
の業界にとって画期的な出来事であり、柔道整
復師の歴史に新たな一頁を刻むことになりまし
た。柔道整復学の構築により、柔道整復師の社
会的地位が高まり、柔道整復師業界発展にも大
きく寄与するものと思っております。
　全国に 1万 7千余名の会員を擁し業界を代表
し料金改定等、国（行政）と唯一交渉できる団
体だからこそなしえた業でまさしく日整の功績
です。

―専門学校卒でも学土に―

永田広報部長
　専門学校の卒業資格で学士（柔道整復学）の
称号が与えられる学位授与システムについてご
説明していただけますか。

◆大卒者に授与する「学土」と同等

木山副会長
　この制度は、短期大学・高等専門学校卒業者、
専門学校修了者等が、科目等履修生として大学
の単位を修得する等の方法により一定の学修を
積み上げた場合、機構の行う審査によって「学
士」の学位を取得できる途を開いたものです。
まず、専門学校の卒業資格者等が、機構が定め
る単位修得の要件（修業年数 2年以上の者は 2
年以上にわたり62単位以上、修業年数 3年以上
の者は 1年以上にわたり31単位以上）をすべて
満たすように単位を修得するとともに、学習成
果（レポート等）を作成します。そして申請す
ると「修得単位」の審査および「学習成果・試
験」の審査が行われ、いずれもが「可」と判定
された場合に「合格」となります。すると、大
学卒業者に授与される「学士」と同等の法律に
基づいた学位が授与されます。詳細につきまし
ては、日整の学術部にお問い合わせいただくか、
機構のホームページでご覧になれます。

―養成校のあり方―

永田広報部長
　前述の卒後臨床研修の法制化を目指している
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ことは論を俟ちません。しかし、柔道整復の専
門職として教育制度の高度化を真に望むならば、
学制改革を図り国家試験の受験資格を 3年制か
ら 4年制の高等教育機関での修得にするべきで
あろうと考えます。萩原副会長は養成学校の教
育のあり方について、どのような考えをお持ち
でしょうか。

◆高度で幅広い専門知識を得る

萩原副会長
　現在全国で柔道
整復師を養成する
学校は厚生労働省
の管理下で7,870
名、文部科学省の
管理下（大学）で
870名、合わせて
8,760名定員となっ
ており、大学の14
校を含めた総学校数は107校であります。
　これらの学校では教育はもちろん、柔道整復
師となるための知識を養う場所となっているこ
とは言うまでもありませんが、ただ国家試験に
合格させるためだけの授業内容となっている学
校も多くあるようです。
　学校では当然教員が責任をもって、教育の一
環として柔道整復師としての人格や資質も合わ
せて教えていってもらいたいのですが、柔道整
復師は臨床的に症例が少なく、骨折や脱臼の患
者を取り扱う機会そのものが激減しているため
か、近年教員自身の習熟度や取り扱い経験の少
ない方々が多くおられるのが現状です。
　日本伝統治療である柔道整復術そのものの根
幹が崩れかけてきている感覚を強く持っており
ます。副子一つとってみても、現在は合成樹脂
やアルフェンスが主流となってきている中、基
本の金属副子を作ることができない、使用でき
ない柔道整復師が非常に多くおります。それは
学校の中においても同様で、教員の中にも金属
副子による固定は必要がないという者もおり、
学校教育のあり方が崩れ、伝統治療としての自
覚がなくなってきているように思えてなりませ
ん。
　学校教育において医療人として柔道整復師は
なぜ今まで国民に支持されてきたか、柔道整復

術はどのようにして認められたのか、またそれ
に伴う療養費の内容まで学生はよく学び、よく
理解して卒業するようなシステムを早急に構築
しなければ、保険を取り扱う早期の開業者が非
常に多いこの業界においての事故も多く発生、
問題視されていることは非常に残念なことです。
　 3年制から 4年制への移行は他の職種同様、
高度な研究や知識は今まで以上に国民からすれ
ば望まれるべきことであり、当然必要なことと
思います。また、全国的にそうなっていくもの
と思っております。

―勤務柔道整復師の登録―

永田広報部長
　日整は会員の施術所に勤務している柔道整復
師（日整会員以外）の日整登録を都道府県に要
請しておりますが、登録後、開業や勤務先の変
更等で異動が予想されます。その対応はどのよ
うにお考えでしょうか。萩原副会長にお願いい
たします。

◆新規則を定め対応

萩原副会長
　もっともっと日整としての組織力強化と団結
が必要であり、これはその一環としての行動で
あります。日整としてまず、定款施行細則の変
更をかけなければ問題となります。組織として
新規則を定め、それに基づいて傘下である全国
の都道府県社団へ理解を深め、皆様の賛同のも
とに協力体制の構築がなされるものと思ってお
ります。決定次第、スムーズに対応できるよう
検討に入っております。

―東京五輪への参画―

永田広報部長
　豊嶋総務部長にお伺いします。日整は2020年
の東京五輪へどのような技術を提供することで
参加協力を目指していますか。

◆専門性を生かして世界に貢献

豊嶋総務部長
　東京オリンピック・パラリンピックは、公益
法人である日整にとって世界に貢献できる最高
の舞台になると思います。このビッグイベント
に参画することは柔道整復師の知名度向上も含
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め大変意義のある
ことです。
　日整では、「対
策室」を立ち上げ、
2020年オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク東京大会実施本
部関係者等と面会
を行い動き始めた
ところです。

　具体的にどのような形で参画するかは今後の
話し合いになりますが、けがの処置や予防に関
する技術と機能訓練指導員の資格も兼ね備えて
いる柔道整復師にとっては、できるだけ職能を
生かした分野での活動を提案したいと思ってい
ます。今後は行政や医師会関係者などと話を詰
めていきますが、実際の活動では東京や関東周
辺の先生にお願いする部分が多くなると思いま
す。
　オリンピック招致のときに用いられ、2013年
の流行語大賞にも選ばれた「おもてなし」の心
と、WHOにも紹介され世界が認めた柔道整復
術を大いに駆使したいと思っています。

―地域包括ケアへ参入を―

永田広報部長
　柔道整復師は運動器の外傷の程度を迅速に判
断して処置できる立場から、協力できればステ
ータスが高くなり最高ですね。
　ところで、時代の流れとともに職業の役割に
変化が生じております。柔道整復師も例外では
ありません。整形外科を中心とした医療機関で
は運動器リハビリテーションに柔道整復師を起
用するところもあり、勤務柔道整復師も増えて
いるようです。介護保険分野ではケアマネジャ
ーや機能訓練指導員として、あるいはトレナー
として活動している柔道整復師が増えています
ので、幅広く知識を高めていくことが求められ
ています。日整は都道府県柔道整復師会に「地
域包括ケアシステム」へ参入活動を展開するよ
うお願いしました。それに向けて始動している
と思われますが、あくまでも市区町村の裁量権
で決まるので、都道府県柔道整復師会の努力に
お任せするのでしょうか。また、日整はこのこ
とについて政府関係機関とお話しをしてアドバ

イスを受けておりますか。

◆�医療・介護サービスの提供体制に�
柔道整復師を明記

豊嶋総務部長
　「地域包括ケアシステム」とは、団塊の世代
が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介
護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよ
う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される支援体制のことです。
　平成25年11月13日自由民主党政策懇談会で工
藤会長は、厚労省が示す各種マニュアル（医師、
歯科医師、看護師等）に柔道整復師を加えるよ
う強く要望し、12月18日に医療・介護サービス
の提供体制に柔道整復師が明記されました。こ
のことにより地元窓口での参入折衝が容易にな
ると思います。

◆日整は積極的に参入支援

豊嶋総務部長
　毎年 5千人を超える柔道整復師の激増時代を
迎え、保険の取り扱いにおいてさまざまな制約
が設けられる現状を鑑みれば、介護分野に参入
し柔道整復師の職域拡大を図らなくては生活に
窮する会員もでてきます。
　一方、地域包括ケアシステムに相乗りするこ
とは、施術所を経営する上でも大きなメリット
になると思います。国は、このシステムを、保
険者である市町村や都道府県が、地域の自主性
や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上
げていくことが必要といっていることから、各
都道府県社団の役員が先頭になって積極的な参
入活動を行っていただきたいと思います。それ
もできるだけ早期に行うことが得策だと考えま
す。
　今後、後期高齢者保険と介護保険が合体する
可能性があることから、日整においても情報伝
達などを含め積極的に参入の支援を推進したい
と考えています。

―健康柔
やわら

体操の普及推進―

永田広報部長
　日整では老若男女誰でもどこでもできる健康
体操として、嘉納治五郎師範が明治20年に考案
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された『柔の形』、昭和 2年に考案された『精
力善用国民体育の形』をアレンジして、呼吸法
や動作を活用した『健康柔

やわら

体操』を国民の健
康維持増進を図る目的で普及活動をしておりま
す。昨年開催された 5年に一度の講習会で、更
に内容もバージョンアップされ活用されやすく
なっております。日整の事業として今後の普及
活動をどのように推進していきますか。

◆多くの会員が指導者に

豊嶋総務部長
　武道必修化に伴う柔道指導を行っている中、
「健康柔

やわら

体操」は、高齢者の健康増進に貢献し
て明るく活力のある長寿社会にするため、我が
国伝統武道の柔道を基本に、呼吸法やストレッ
チなども取り入れ考案された有効な体操です。
　関節の構造や筋肉の動きを熟知する柔道整復
師が体操を指導し普及推進することで、社会に
貢献でき柔道整復師のアピールの手段ともなり
ます。2025年に高齢化のピークを迎える日本で、
誰でも、いつでも、どこでも簡単にできる「健
康柔

やわら

体操」は、益々その需要が増してくるも
のと思います。
　そこで、多くの会員が指導者資格を取得して、
地元の公共団体などと協力し活動を展開してい
ただきたいと願っています。また、転倒予防教
室や介護予防事業のカリキュラムに取り入れて
いただくような働き掛けも必要だと思います。

永田広報部長
　結びとして工藤会長にお聞きします。これま
でお話をいただいた以外に取り組まなければな
らない課題がありますか。

◆柔道整復師という職業は…

工藤会長
　今、柔整業界が進むべき方向について、明確
に視点を絞れていない柔道整復師が多くいるこ
とを実感しています。そして、その答えについ
ては、これだけ複雑化した社会の中で、今の自
分の実寸だけでなく将来の姿を明確に見つけ出
すことは難しいことだと思います。しかし、柔
道整復師の場合、実は最も身近なところに核心
となる答えがあると私は思っています。それは、
各都道府県、市区町村、そして日本だけでなく

世界中をも視野に入れて、そういった各地域コ
ミュニティの中で我われ柔道整復師という国家
資格を持った、怪我を治す技術者が『各地域の
人々にどのような貢献ができるのか?!』とい
う点ではないかと思います。それこそが柔道整
復師にとって唯一の最終目的地点だと言えるの
ではないでしょうか。多くの人が共有する「地
域」や「社会」という、人が生きて行く上での
最も基盤となる部分を、私的な利益やそこへの
嗜好性の占める割合が上回ってしまえば、我わ
れ自身の存在意義も柔整を運用するための仕組
み・制度すらも必要の無いものになってしまい
ます。でも、それでは今日本が求めているもの
とは真逆の社会になってしまいます。グローバ
ル化、経済優先、弱肉強食的な競争社会など、
他を退ける小利口な者のみが得をする社会では
なく、公平で安定し将来を心配せずに迎えるこ
とのできる世の中で、地域から必要とされる柔
道整復という業界の存続のために、忘己利他、
自他共栄を実現させなければなりません。既に
開業した者だけでなく、そこに集う就業者、研
究者、教育者、そして未来を担う学生まで、こ
の仕事にかかわる全ての人達の志や想いをもう
一度一つに束ねられる業界、排除ではなく統合
する業界を目指したいと思っています。
　そして、柔道整復師とはどういう職業かと尋
ねられたなら、「怪我を治す仕事」というだけ
でなく「次の世代を支える人を創る仕事」だと
胸を張って答えられる業界になりたいと思いま
す。今後は、そのために必要となるあらゆる取
り組みを全力で進めていきたいと思っておりま
す。どうかご理解ご協力を心よりお願い申し上
げます。

永田広報部長
　本日はたいへん貴重なお話を聞かせていただ
き、ありがとうございました。国民に一層信頼
される業界を目指すために、日整が果たさなけ
ればならない使命についてよく理解できました。
役員の一人として大いにやりがいを感じており
ます。これからも日整各部相互の連携を密に行
い、情報の共有を図り役員一丸となって英知を
結集してまいります。先生方には貴重なお時間
を割いていただきまして厚くお礼申し上げます。




