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柔道整復術公認100年の節目
整復技術の伝承と発展

　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。
　昨年、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を、関係機関との協力体制をとり奮闘した結果、実施の運びとな
り、柔整業界の維新ともいうべき年となりました。
　今年は 3月に柔道整復術公認100周年を祝う慶事があります。これを契機に保険取り扱いの柱とな
っている骨折と脱臼の保存的治療に焦点を当て、その整復手技と固定方法や最新の機器を利用した超
音波画像による的確な判断技術向上に向け、「匠の技」プロジェクトを立ち上げる予定です。
　柔道整復術100年の歴史は先輩諸兄が命懸けで技術と技能を伝承してくれました。超高齢社会に突
入した今、医療・介護の分野では、治療のみならず予防が重要になってきます。この先の100年に向
けてその技術をさらに高め、地域に提供していくことが国民に信頼される柔道整復師像とあるべき業
界の姿に繋がっていきます。
　これらを踏まえ柔道整復術の発展と後世への継承をどうしていくべきか、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、長尾淳彦学術教育部長
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）
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柔道整復術の 
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いただき、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、関係機関へ強力に働きかけ、厚生
労働省地方厚生局の指導監査の強化への対応をはじ
め、施術管理者の要件強化や養成校のカリキュラム
改正などがすでに実施されています。本年、柔道整
復術公認から100周年という節目を迎えるに当たり、
特に力を注いでいきたい事業、またはビジョン、そ
して業界のこれからの展望等について工藤会長にお
話をいただきたいと存じます。

◆法改正をも視野にいれた改革

工藤会長：あけましておめ
でとうございます。
　さて、平成30年度からど
うにか実施に漕ぎ着けた

「養成校のカリキュラム改
正」と「柔整療養費制度（協
定）の見直し」といった、

いわゆる“平成の大改革”ですが、「年が明けたら何
かが大きく変わるのか？」や「会員の施術現場では、
まだ何も実りを得ていない」との声も多く耳にしま
す。
　確かに、作物が種を植えてすぐに果実が得られる
訳ではないように、会員が実際に実りの時期を迎え
るにはもう少しだけ時間がかかります。

富永部長：確かにその通りですね。

工藤会長：とはいえ、そこにあまりに時間がかかっ
てしまうと、経済的な体力が続かない会員が多く出
てしまうことも承知しています。だからこそ、今回
実施した二つの大きな改革の内容は、本来の青写真
設定よりも 3 年から 5 年は前倒しで進め、決定まで
させていただきました。その工程はいわゆる「種植
え」からではなく「植樹」に近い形だったと言って

も良いかも知れません。

富永部長：具体的にはどういうことでしょうか？

工藤会長：つまり、ある程度の形までは柔整が基礎
を育てた“樹”を植樹したといった感じです。今回
の改革内容を帳面通りに丁寧に進めていれば、昨年
からの実施は決して実現できなかったと思います。
行政は、準備や周知等に数年間を設定して安定的な
施行を第一としますから、これほど素早く事を進め
るのはかなり異例のことだったと思います。

富永部長：では、厚労省はどうしてそんな異例な進
め方をしたのでしょうか？

工藤会長：厚労省が柔整療養費の問題を早期に解決
させたかった理由があったからだと思います。既に
柔整療養費をどうするかを話し合う環境にあったこ
とに加え、「反社会的勢力による制度悪用」が大々
的に公開されたことが背景にあってのことでしょう。
これまで日整からさまざまな問題点を提示し、制度
の見直し案を出し続けても、のらりくらりと作業を
進めてこなかったことで、我われが指摘した通り、
ついに大きな暴発事案が出てしまった訳です。結果
的には、そうした事件発生によって、我われからの
改革案を取り入れない訳にはいかなくなったという
ことだと思います。

富永部長：なるほど。では、柔整側としては早期に
改革したい理由にはどんなことがあったんでしょう
か？

工藤会長：我が柔整業界は、何もなかった創生期や
新たな時代への変革期には､ 当時の先達が相当な努
力を注いできましたが、それを乗り越え安定期に入
ってからは楽を覚えて利に溺れ停滞を始めました。
　そこへいくつかの規制緩和が重なり非常に大きな
環境の変化が生じましたが、そこへ対応するために
30年もの時間がかかってしまいました。
　我が業界はさまざまな困難を乗り越え、大正 9 年
に資格として復活を遂げてから今年で100周年を迎
えました。この節目の時に我われが肝に銘じなけれ
ばならないのは、そうした反省を込めて「常に前進
することを止めない」ということだと思います。そ
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れは目の前の事柄ばかりに気をとられて近視眼とな
ることなく、常に少し先、数年先、数十年先を見据
えた改革努力を一歩ずつ歩み続けること以外にはな
いと考えています。現在の危機的状況は、それを怠
り目前の利に走った結果ではないでしょうか。
　まずは昨年 4 月に実施となった「教育」と「制度」
という二つの大きな改革を完成させるために「保険
の電子請求」を業界自らの理想形として実現させる
ことが必要となるでしょう。さらに学術分野では、

「匠の技」プロジェクトで、骨折・脱臼の整復固定
の基礎技術を高め、超音波による負傷状態の確認技
術の確立を進めると同時に、医師会との強い連携を
つなぎ、介護と医療の見直しを進めることが必要で
す。「まだ外傷を起こしていない人達」がフレイル（運
動器の機能低下）等による転倒などで負傷を起こし、
介護へ移行してしまうことを食い止める「介護予防」
を柔整独特の視点から取り組み、重視してまいりた
いと考えています。

富永部長：なるほど。さらにその先の構想もお持ち
なんでしょうか？

工藤会長：さらにその先には、それらを統合して“業
界制度”のレベルを医師会の先生方のご理解とご協
力を得て変革したい。現在の医療と同等とまではい
かずとも、一歩でも前へ進めて、医療を手助けする
立場から、医療に準じた技術として社会保障の中に
しっかりと楔（くさび）を打ち込みたいのです。そ
して、地域社会を守るためには必須なものとしての

『柔道整復』の業を確立したいという強い思いがあ
ります。
　それには、必要とあれば「法改正」も視野に入れ
た取り組みが必要だと考えており、その実現に向け
た取り組みの準備を既にはじめています。

富永部長：工藤会長から100周年という節目を迎え
るに当たり、特に力を注いでいきたい事業、ビジョン、
業界の展望等についてお話しいただきました。この
ことについて、政策部・総務部・渉外部を担当され、
研修試験財団理事・学校協会理事を務められる立場
から萩原副会長にお話いただきたいと存じます。

萩原副会長：工藤会長のおっしゃられていた通り
「養成校のカリキュラム改正」は、まさに時代に即

すために必須の取り組みで
した。養成機関が乱立して、
教育の質・教員の質・生徒
の質のすべてが低下したた
めに、柔道整復師自体の質
の低下を招き、それがあら
ゆる問題の根源となってい
ます。それは業界全体を揺るがしかねない事態です。
柔道整復師を取り巻く構造を見通すには、基礎部分
事態を変えていかなければ、この「負のスパイラル」
は止められません。
　今年度から全国一斉に養成校の新カリキュラムが
スタートしましたが、この変革が学生、教員、学生
の実習先の施術所にとって素晴らしい刺激となり、
業界全体を良い方向に向かわせる起爆剤になるので
はと大いに期待しております。
　学生以外にも質と技術の向上を促進するため、柔
道整復師を対象にした「匠の技」プロジェクトを日
整は企画しております。近年、包帯が巻けない、骨
折・脱臼の整復ができないといった柔道整復師もい
るようですが、これはあってはならないことです。
こうした技術に自信のない柔道整復師はもちろん、
よりレベルの高い技術を身につけたい先生、さらに
経験豊富な先生まで多くの柔道整復師の方々に参加
していただくことで、柔道整復師そのものの質と技
術の底上げを図れるようなプロジェクトにしていき
たいと考えております。

富永部長：そうですね。ともに柔道整復師の資質向
上に期待が持てます。国際的な視点ではいかがでし
ょうか？

萩原副会長：これらの施策を通して国内の柔道整復
術の質とレベルを引き上げると共に、柔道整復術の
普及を海外、とくにベトナムに焦点を絞って行うべ
く準備を進めております。日整はJIMTEF（公益財
団法人国際医療技術財団）と共同して、現在JICA
に企画を出しているところですが、承認されればベ
トナムの伝統医師たちに柔道整復術を伝授するプロ
ジェクトとなります。そして、将来的には柔道整復
術を使った治療が健康保険治療対象となることをベ
トナム政府保健省は望んでおり、我われもそれを実
現させるべく動いております。
　「Judo therapy」がますます世界に認知され、よ



14

り多くの方々にその必要性を感じてもらえるよう日
整が業界を代表して、新たな一歩を踏み出そうとし
ております。

富永部長：財務部・保険部・学術教育部・事業部担
当で日本柔道整復接骨医学会副会長を務められてい
る松岡副会長にも、今後についてお話しいただきた
いと存じます。

松岡副会長：昨年 4 月から
の施術管理者要件強化と養
成校のカリキュラム改正は、
いずれも歴史的かつ時代の
流れに即した制度改正であ
り、柔道整復業を次世代に
つなぐための必要不可欠な

取り組みであると考えます。
　また、昨年の12月に通知された柔整審査会の権限
強化に対する具体的な運用方法も画期的なことであ
り、審査会が充実すれば保険者や委託業者の行き過
ぎた患者照会による受診抑制の改善につながり、適
正に業務をしている会員を守ることになります。
　また、柔道整復術公認から100周年という節目を
迎えますが、先人が築き上げ守ってきた柔道整復術
をさらに高め、後世に継承していくため、日整学術
教育部を中心に「匠の技」プロジェクトを始動し、
全国展開していく予定です。
　
富永部長：日本柔道整復接骨医学会では、多くの柔
道整復師が技術力のさらなる向上を胸に入会し、時
代に応じた学術発表もされていますが、いかがでし
ょうか？
　
松岡副会長：柔道整復師は保険と学術が両輪と昔か
ら言われていますので、柔道整復業界唯一の学会で
ある日本柔道整復接骨医学会をさらに盛んにしてい
く必要があると考えます。最近は同会への入会者数
や学術大会の出席者数は少し伸び悩んでいるように
見受けられますので、会員の皆様方に再度同会への
入会や学術大会の積極的な参加をお願いする次第で
す。
　最近の学術大会では、どの会場においても若い会
員の発表が活発であり、特に骨折・脱臼の発表にお
いてはスマートフォンの普及に伴い、整復動画を交

えた前衛的な発表が大半を占めるようになってきて
います。今後の柔道整復師の活躍場面を広げること
と、整復技術の伝承、同会への入会促進に日整とし
ても取り組んでまいりたいと思います。

富永部長：次に、豊嶋政策部長から今後の日整の活
動指針、新しい企画等、政策部としての活動してい
く方向性をお話いただきたいと存じます。

日整の活動指針
◆会員の生活安定と学生の資質向上　

豊嶋部長：約60年間行われなかった制度改革が敢行
されています。現実的には政策とさまざまな社会的
事由により柔道整復師全体の生活が困窮しているこ
とは重々承知したうえで、色々と手を打っていると
ころです。社会保障費削減の中、少子高齢の波は止
めどなく進んでいます。それを踏まえると介護分野

（地域包括ケア等）への参入は必要不可欠です。「肉
を切らせて骨を断つ」の大改革を対岸の火事に思い
手をこまねいていたら、いずれ業界は風前の灯にな
ることは避けられないでしょう。改革後の厳しさは
承知のうえで柔道整復師全員が業界を正常化させる
ために強い意識を持って日々の業務に精進していた
だきたいと切に願います。
　今、行われている公的審査会を、当会がイニシア
ティブを握り強力に執行することが適正化の基盤と
考えます。これを厳格に行うには日整傘下の全国公
益社団柔道整復師会の強力なプッシュが重要です。
その末端の会員までに明確に伝えることが喫緊の課
題であると考えます。
　また、柔道整復師を目指す学生の資質向上のため
の教育改革をより確実に行うために、全国柔道整復
学校協会と協力し、すべての養成学校に当会の方針
を浸透させ、その教育に反映させなければなりませ
ん。またこの流れの中で柔道整復術の源である「柔
道」があっての資格であることを認識し、「段の取得」
を目指していただくために「学校柔道指導者教育」
を講道館をはじめとする関係各位と詰めているとこ
ろです。幸いにも当会の萩原副会長が学校協会理事
に就任されたことがまさに好機と考えます。
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◆被災者健康支援連絡協議会に認められる

富永部長：被災者健康支援連絡協議会に本会が登録
されましたね。

豊嶋部長：このほど日本医
師会から被災者健康支援連
絡協議会の構成団体23組織

（42団体）の23番目に日本
柔道整復師会が唯一単体で
登録されました。
　この協議会に単体で登録

されるということは、これまでの災害時における医
療支援活動での柔道整復師の実績が評価されたのだ
と思います。今後ますます行政や医師会との連携が
重要となるでしょう。そして「柔道整復術をもって
人命救助などに貢献する」という理念を改めて表明
するチャンスです。まだ各都道府県行政を含め公的
機関と協定を結んでいない全国の社団は、この登録
実績を足がかりとして確実に結べるよう協力願いま
す。
　この登録が日本医師会主管の協議会に単体で登録
をさせていただいたことで、我われが目指す介護の
分野への本格的な参入を見すえた各都道府県市区町
村への強力な後押しになると確信しています。
　各都道府県柔道整復師会はぜひその分野において
も地域の人々のために協力してください。

◆WHOについて

富永部長：国際疾病分類の第11回改訂版が公表とな
ったことについてはいかがでしょう。

豊嶋部長：はい。平成30年 6 月18日（月）ジュネーブ
時 間12時（ 日 本 時 間18日19時）、 世 界 保 健 機 関

（WHO）が、国際疾病分類の第11回改訂版（ICD-11）
を公表しました。しかしこの中に、柔道整復術は入
っておりません。将来、WHOに伝統医療のJudo 
therapyとして登録されるためには、業界団体が協
働し一日も早く柔道整復術の理論を構築し、「匠の
技」や「超音波画像観察」などの知識と技術を、実
績や研究論文など根拠をもって確立し示せなければ
なりません。そして、新たな実績作りとして、日本

医師会やAMDAなどと協力し、災害など国際的活
動に取り組むことで「Judo therapy」として世界
的に認められるよう広い視野で目標を持っていくよ
う、望むところです。

◆組織のシステム改革

富永部長：続いて各部と連携して、いろいろな課題
に直面している立場から三橋総務部長にお話しいた
だきたいと存じます。

三橋部長：はい、おっしゃ
られた通り現在の日整執行
部は、一応は各部ごとには
分けられてはいますが、縦
割りで分断されている訳で
はなく、むしろ壁をぶち抜
いた横のつながりが活発に

行われ、各担当部長・担当理事との間での連携作業
が多く進められています。
　そして総務部は、主に組織を円滑に運営するため
に必要となる重要な会議を管理し、対外的な各種関
連団体との連絡協議をはじめ、日整の各部が担当す
べき個別の事業や案件にも積極的に協力できるよう、
寄り添う体制づくりをしています。
　中でも、私が長い間、主に担当してきた「保険」
については、これまでの経験で培った厚労省とのパ
イプと在京である強みを活かし、必要な時に瞬時に
出向く瞬発力が求められる詳細な決めごとの交渉担
当も兼務しています。
　また、「教育」・「制度」といった大きな改革の総
仕上げとしての「電子請求」への対応について、企
画段階から次なる実行段階へと高めるため、今期か
ら情報管理室を政策部から総務部直属とし、保険請
求データの解析、電子化作業上で想定される問題点
の洗い出し、スケジュール設定等、準備も着々と進
めています。

富永部長：日頃から感じてはいましたが、総務部は
まるでなんでも屋のように多忙を極めていることが
よく分かります。ところで、縦割りではなく横のつ
ながりを重視したことでのメリットはあったのです
か？
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三橋部長：事務局管理と数年以上先の視点からのア
プローチについては政策部に譲り、すべての部とつ
ながり連結することで、逆に各部の情報や作業停滞
を補い合うことができ、組織全体のパワーアップと
実行速度のスピードアップにつなげられる体制を整
えられたと思っています。
　それぞれが個別の小さなパッケージに縮まり込ん
でしまうのではなく、すべてが雑居する環境下で目
に見える形での事業運営の強みを、今年はさらに「匠
の技」や2020東京オリパラ準備、「介護予防」分野
などの活動も柔整独自の地域密着型の全国ネットワ
ークという日整の強みを駆使したパワー全開で進め
ていきたいと思っております。
　各部長をはじめ、各理事、部員の皆さん、さらに
は会員の皆さんのご理解ご協力をお願いしたいと思
っています。

「匠の技」 
プロジェクトについて
富永部長：「匠の技」プロジェクトについて、その
目的と骨折、脱臼の整復・固定の技術をどのように
伝承し後世につないでいくかお聞かせください。

工藤会長：「匠の技」プロジェクトについては、相
当な危機感をもって臨んでいます。というのも、我
われ柔道整復師の最も得意とする骨折や脱臼の整復
固定の手技を発揮する機会自体が消滅の危機に陥っ
ていると感じているからです。
　柔整療養費の請求項目を分析しますと、過去数年
間の骨折と脱臼の取り扱い件数は以前に比べて激減
し、全施術の僅か 1 ％に満たない程度しかありませ
ん。
　膨大な時間をかけて、先達から受け継いだ柔道整
復術を大学や養成校で教えても､ 検査機器を持たな
い「柔整の門」を叩く患者さん自体が減っていると
いうのが現実です。中には「レントゲンを撮らなく
ても治るのですか?」と、負傷の状態を確認するた
めの検査機器をいつの間にか治療機器と取り違えて
しまっているかのような患者さんもおられる程です。
しかし、そうした理解不足や勘違いを含めずとも、
今や「検査」の裏付けを社会が求めているのは確か
です。そこを我われが経験だけで補うというのでは、

かなり難しいのではないでしょうか。まして、取り
扱い件数が激減したことで、実際に骨折を見たこと
もない若い柔道整復師も多くなり、整復固定を経験
せずに開業に至ってしまうケースも増えています。
　年間に約5,000人の新規資格取得者があり、資格
取得直後に研修期間を経ずにチェーン展開するグル
ープ接骨院に就職して、自らの資格で施術所を任せ
られ開業する若者が多い現代は、「伝統医療・経験
医療」の伝承のために厳格な研修を積んだ後に免許
皆伝として開業が許されてきた時代とは明らかに違
います。技術の継承過程そのもののあり方が希薄と
なってきていることは否定できない状態にあるので
す。

富永部長：伝統の手技が受け継げない事によるデメ
リットも生じて来るのでしょうか？

工藤会長：柔道整復師に受領委任払い制度が許され
る背景には、第一には患者さんの利便性があります。
さらには骨折や脱臼等の応急処置を医師の同意なく
施せる代替機能を有すること、永年にわたって地域
への貢献活動を続けてきたこと等が挙げられます。
それらは平成16年の千葉地裁の判決文にも見られま
す。
　要するに、骨折や脱臼の初回応急処置とは言え、
最も重要な整復と固定の施術を医師の同意なく我わ
れに許されてきた裏付けは､ 学校での単なる知識だ
けではなく、実際の施術現場での数年間に及ぶ厳し
い研修と実務の経験を通じて培っての開業だという
ことが大前提になっているのです。
　こうした制度設計と資格者を大量排出する時代の
流れとの間に、時代変化による乖離（かいり）が生
じてしまったのだと思います。

富永部長：その隙間を何とかして埋める必要がある
訳ですね。

工藤会長：その通りです。「匠の技」のコンセプト
は「伝統医療である柔道整復の技術を次の時代に残
しつなげたい」という思いが最大のテーマであり目
的ではありますが、それは「このままでは技術伝承
ができなくなる」ということを意味するだけでなく、

「業界を支える制度そのものが消滅する」ことにさ
え直結しています。また、それは「柔道整復師の資
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格を守る」ことができなくなってしまうこととも同
義なのです。柔道整復にとっての「手技の伝承」は、
不滅の諭（おし）えと言ってもよいものなのです。
　さまざまな意味合いから業界の危機をいかにして
回避するかが喫緊の課題となっていますが、これこ
そはその核心中の核心であると言ってもよいと思い
ます。
　軟部組織への保存療法も確かに重要ですが、我わ
れ柔道整復師が他のさまざまな医療系職種に最も誇
れるのは「骨折・脱臼」の整復固定であり、そこに
医師の同意が必要ないというところなのです。この
強みを失ってしまっては柔道整復師に未来は見出せ
なくなってしまうでしょう。

富永部長：このプロジェクトの詳細を、長尾部長に
お話しいただきたいと存じます。

長尾部長：工藤会長の話に
あったように「匠の技アカ
デミー」プロジェクトは柔
道整復師の存亡に関わる重
要な事業だと認識しており
ます。骨折、脱臼、捻挫、
打撲、挫傷の中の骨折・脱

臼の整復固定の手技を学ぶという単純なことではな
く「ほねつぎ」「接骨」という名が示すように捻挫、
打撲、挫傷などの軟部組織損傷を診る上でも骨折・
脱臼治療がベースにあります。
　また、受領委任の取扱いを含む健康保険等におい
ても、医師以外の医療職種で応急手当とはいえ骨
折・脱臼の整復固定ができるのは柔道整復師だけと
いうことがベースにあります。そうした意味での「柔
道整復師教育」が必要です。
　今年から「匠の技アカデミー」と称して、 1 ．機
能解剖を含む骨折・脱臼が起こるメカニズムと合理
的な整復の理解　 2 ．疼痛管理を含む骨折・脱臼の
整復固定　 3 ．患者安全を基本とした超音波観察装
置による判断を徹底的に学習していくカリキュラム
を予定してます。
　脱臼は、顎関節、肩甲上腕関節、肩鎖関節、肘関
節、手・足の指関節。骨折は、鎖骨、肋骨、上腕骨、
前腕骨、手根骨、中手骨、手の指、下腿骨、足根骨、
中足骨、足の指についての講習を行います。

富永部長：参加と募集についてお聞かせください。

長尾部長：単なる骨折・脱臼に関するセミナーを開
催し受講するという形式的な研修の場ではなく、
2019と2020年度は、前述した 1 ．機能解剖を含む骨
折・脱臼が起こるメカニズムと合理的な整復の理解　
2 ．疼痛管理を含む骨折・脱臼の整復固定　 3 ．患
者安全を基本とした超音波観察装置による判断を、
各地区で講習が行える「全国11地区（ブロック）の
指導者育成」に力を注ぎます。
　各地区から推薦された指導者候補により、この「匠
の技アカデミー」で学んだ平準化された柔道整復術
による骨折・脱臼の整復固定を理解実践できれば、
全国11地区にて数多くの「匠の技アカデミー」の開
催が可能となります。
　患者さんの誰もがいつでもどこに行っても骨折・
脱臼が安心安全に整復固定できる「匠の技認定接骨
院」の全国普及を目指します。そして「匠の技」が
将来的には柔道整復師の「普通の技」にならないと
いけないと考えております。
　何度も申し上げますが、この 2 年間は、全国11地
区の指導者育成を行い、その指導者が各地区で同様
の「匠の技アカデミー」を行えるようにすることが
重要です。ただ、地区の指導者候補外でも、意欲の
ある方の参加は可能です。
　「匠の技アカデミー」は、2019と2020年度は東京
にて年間 6 回開催を予定しております。「認定」は
公平公正な審査基準を持ち中途半端な知識や技術の
理解では出さないようにします。
　
富永部長：モンゴル国における日整の10年間にわた
る公益事業の一環で、柔道整復術の普及活動に協力
してきましたが、大きな成果として、平成28年にモ
ンゴル国立医療科学大学に日本古来の柔道整復術を
教える伝統医療セラピー科が新設されました。
　その後はベトナムからの要請も受けていますが、
どのような活動となるでしょうか。

萩原副会長：現在、渉外部の富永部長を筆頭に日整
はJIMTEFに協賛してJICAへ柔道整復術普及のた
めの申請をしているところです。ベトナムでは従来、
主に病気や慢性痛に対する治療を担ってきたベトナ
ム伝統医学と西洋医学との対立や、伝統医学に対す
る需要低下等により、伝統医師の業界自体が低下し
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ている事への危機感が強くなってきております。そ
の一方で、原付バイク・車等による交通事故が多く、
多岐に渡る外傷が発生しておりますが、その外傷患
者を受け入れる病院数は少なく、医療費もベトナム
の一般所得からみると高額の上、衛生状態も良好と
は言えず、術後経過の問題も山積しております。
　さらに、日本と同じく高齢化が進んでおり、医療
費圧迫の面からもベトナム保健省は何とかこれらを
解決したいと長年頭を抱えておりました。そこに日
整が 3 年ほど前に柔道整復の国際セミナーをベトナ
ムにおいて開催した折に、ベトナムの国内で柔道整
復術による施術を採り入れる事ができれば、諸問題
打開策になるのでは、と政府保健省より日整にお声
がかかりました。ベトナムでは、柔道整復術の技術
をベトナム伝統医師たちに伝授して外傷治療をでき
るようにし、将来的に柔道整復術を使った治療に対
して保険適応させていきたいとの希望があります。
それを行うことで保健衛生の向上に努めることがで
きることからJIMTEFと日整が賛同し、プロジェク
トを始めました。
　今回、JIMTEFよりの申請がJICAへ認められれば、
活動期間が限られますが、発生頻度の多い骨折・脱
臼を前腕骨骨折、肩関節脱臼など10外傷に絞って重
点的に指導し、さらにベトナム人医師の日本での研
修活動も計画しております。ベトナムの各地域に柔
道整復術が広まっていくことで、外傷患者の後遺症
の減少、過度の外科手術の減少、外傷患者の治療の
選択肢拡大に寄与し、ベトナム国民が安心に暮らせ
るお手伝いができればと考えております。

◆施術管理者の実務経験には差が出てくる？

富永部長：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、さらに16時間以上、 2 日間
程度の研修の受講が必要となりました。そうなると
実務経験を積む施術所の柔道整復師のスキルが指導
の鍵にもなりますが、今後の対策などはありますで
しょうか。

三橋部長：確かに、勤務柔道整復師が実務経験をす
る施術所によって修得できる知識や技能には多少な
りとも差はあると思います。誰の施術所で実務を経
験するのかという点は、実務経験をする側にとって、

生涯に関わる重大なものになることは間違いないで
しょう。
　しかし、そこを均一化することは今回の制度改革
の本来の目的とは少し異なります。そこについては、
先にお話しされた既に開業して施術管理者となって
いる柔道整復師全体の資質向上や技術向上を「匠の
技」等で高めていく必要があると思います。
　そして、ご質問にありました「施術管理者になる
ための要件強化」に必要な実務経験と研修受講は、
資格取得後に施術現場で働く勤務柔道整復師が実際
に開業して保険診療を適用する際に、最低限のスキ
ルを身につけるために必要と思われる期間を明示し
て再度設定を見直して強化したものです。
　言い換えますと、これまでは柔道整復師の資格を
取得すればすぐに開業でき、同時に施術管理者とな
れて保険の取り扱いが可能となっていましたが、柔
整療養費の不正受給が多く見られる現状を鑑み、保
険財源を社会保障改革の一環として正しく使うよう
にするために、日整・厚労省・保険者が協力し合っ
て業界を安定させるために専門委員会での議論を踏
まえて、さらに厳しく要件を強化したというもので
す。

富永部長：なるほど。確かに開業しているすべての
柔道整復師の技能の均質化は、そう簡単にはできま
せんよね。

三橋部長：もちろん、すべての柔道整復師の技能を
均質にする必要はありません。それよりも、基準と
なるラインを引き上げれば良いのだと思います。
　さらに申し上げますと、この「施術管理者の要件
強化」と「養成校のカリキュラム改正」は、まった
く別のものと理解されている方が多いようですが、
実はこの二つはほぼ直結していると言っても過言で
はありません。
　これまでカリキュラムは、「養成校のことだから」
と柔整業界とは切り離して考えられてきました。そ
のため、柔道整復師の資格取得とそれに見合う習得
技能のズレが、業界のさまざまな問題点を生み出し
てきたわけです。本来なら全体を一貫して考えるべ
き課題であるはずでしたが、それを行える環境管理
がこれまでできなかった訳です。
　そのことへの反省を込めて、今回、柔道整復師の
資格を取得する以前に、これまで実現できなかった
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「超音波への知識」や「保険」等に関するカリキュ
ラムを追加して強化した訳ですが、「実技」の重視
というのも重要なテーマの一つとなっていて、学生
の内に地域で開業する施術所へ臨床研修に出ること
が盛り込まれました。

富永部長：それは学生の「臨床実習」の内容ですね。
それが既に資格を得た者の「施術管理者の要件強化」
とどう関係しているのですか？

三橋部長：柔道整復師の資格は取得後すぐに開業が
可能です。ですから実践力の強化がより重要なため、
学生達に実際の患者さんへの施術現場を体験しても
らうことにしている。それはつまり、臨床実習に出
向いた先の柔道整復師の実力を学生が目の当たりに
することにもなる訳です。

富永部長：はい、確かにそうですね。でも、それが
臨床実習の狙いな訳ですよね。

三橋部長：そうです。しかし、現場の開業柔道整復
師の技量自体を見せられる機会であればですから、
卒業後にどこに就職して研修を受けた方が良いかを
学生が見極める場にもなるのです。これは「臨床実
習」の学生を受入れる開業柔道整復師にとっても良
い刺激と緊張感を与えることになると考えられます。
　ですから「カリキュラムの改正」とともに既に資
格を得ている勤務柔道整復師に対しても、開業する
までに数年の「実務経験」を踏まえた上で、それぞ
れが得た経験からの知識等を均一に引き上げてもら
うために「 2 日間／16時間以上の研修」の受講を「施
術管理者の要件強化」として義務付けしたのです。
　学生と柔道整復師と、対象者が別々なので、なか
なかこの二点をつなぐ軸は見えづらいかもしれませ
んが、改革の時間軸を先送りにして伸ばすのではな
く、改革着手時点で足並みを揃えて行うことで、工
藤会長がおっしゃられたように改革の実働を数年間
前倒しすることに成功したのです。
　中にはさらに数年間の時間をかけて、学生へのカ
リキュラム変更後に、卒業、資格取得となる時期ま
でも踏まえ、じっくりと取り組むべきだとの強いご
意見もありました。しかし現時点で明確に見えてい
る問題点への対応をこれ以上先送りすれば、この業
界の未来がどんどん尻すぼみになることは明らかで

す。そこで前倒しで改革を強い意志をもって進めた
という訳です。ぜひご理解いただきたいと思います。

富永部長：保存療法の限界を知り対処する能力の必
要性、人間の持つ自然治癒力に対し治療者側はいか
に効果的に関与できるかということは、学生に伝授
する上でも重要な視点だと思います。その点につい
て松岡副会長にお話をいただきたいと存じます。

松岡副会長：保存療法の限界を知る事については、
養成学校での教育だけでなく、実際に症例を実務経
験し、臨床での経験を積むことが対処する能力につ
ながると考えます。
　自然治癒力は、受診者の性別や年齢、生活状況や
環境によって千差万別です。治療者は臨床経験や学
会で得た知識や技術を最大限に活用し、問診、視診、
触診から得られた情報を十分に吟味し患部及び全身
状態を把握した上で、受診者一人ひとりに合わせた
効果的な施術をすることが大切です。
　ぎっくり腰などの捻挫では稀に、ただ安静にして
いるだけで自然治癒力が働いて治っていく場合もあ
ります。しかしそれは関節相互の位置関係が正常に
保たれている場合であって、脱臼や骨片転位の甚だ
しい骨折においては治療者が関与し、位置関係を正
常に戻さないことには患者の激痛は収まりません。
ここにおいてまさに柔道整復師の心得である「佛手
仏心」が必要となるわけで、その際に無血整復が可
能なのか観血療法に頼むべきかの選択は臨床経験に
よる「匠の技」や接骨医学会で蓄えられた知見によ
って保存療法の限界を嗅ぎ分ける必要があると思い
ます。無血整復と判断し無事に整復固定した後は自
然治癒力により、骨は髪の毛や爪が伸びるがごとく
仮骨形成していくわけです。自然治癒力に働いても
らう前に、離れ離れになった関節や骨折断端を治療
者が関与して元の位置に復する治療をすることが重
要なのです。

富永部長：「教育改革」によるカリキュラム変更で、
全国の柔道整復師施術管理者が「臨床（臨地）実習
指導者研修」を受講し指導者となり、養成校から実
習生の受け入れが始まりました。さらに多くの日整
会員が受講し、指導者に続くことを願っております
がいかがでしょうか？
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松岡副会長：全くその通りだと思います。実習生を
受け入れ、「匠の技」を臨床経験として次世代に伝
えていくことは、日整会員の責務だといっても過言
ではありません。より多くの日整会員に「臨床（臨
地）実習指導者研修」を受講していただき、柔道整
復術を次世代につなげる指導者となっていただきた
いと願うばかりです。
　そして将来、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を理解してもらい、地域の
公益に資する志を持ち、公益社団の会員として未来
を担っていく柔道整復師が増えることを希望してい
ます。

富永部長：政策部、総務部と事業部が連携するよう
な、各種スポーツ大会等支援事業の新しい企画は予
定されていますか？

◆�パラリンピックの成功なくして2020東京大会の
成功なし！

豊嶋部長：2020東京オリパラが2020年 7 月24〜 8 月
9 日（オリンピック）・ 8 月25〜 9 月 6 日（パラリ
ンピック）の日程で開催されます。すでに、政策部・
総務部・学術教育部ではオリパラ組織委員会あてに
要望書を提出して一日も早い柔道整復師の参画の実
現をめざし働きかけています。
　柔道競技としては工藤会長が委員をされている全
日本柔道連盟医科学委員会の下、医師と日整が連携
をして国内で開催する国際大会に医療救護、トレー
ナーとして積極的に参画しています。柔道整復師と
してはこれらの実績を重ねることで、より一層の信
頼を獲得してオリパラへの参画を軸に、その後の職
域拡大に繋げたいと思っております。

法改正・療養費 
改正による変化
富永部長：長期的な計画で顎関節の脱臼を歯科医の
同意でも良いとする法改正の計画があるようですが
どのようなものでしょうか？

三橋部長：はい、「医師の同意」については現在の
ところ一律に医師のみであり歯科医師は認められて

いません。しかし、顎の脱臼に関しましては、歯科
医自身から我われ柔道整復師に脱臼の整復依頼がく
ることもあり、その後に別の医師に同意を得なけれ
ばならないとなると、肉体的にも経済的にも患者の
負担が増えてしまうことになります。
　顎の脱臼に限定すると歯科医師が関わることも非
常に多く、近隣の歯科医との間の信頼関係をすでに
構築しておられる会員の先生方も多いと思われます。
また、整復後にレントゲン検査のために別の病院へ
行くようにと紹介をしても、すでに歯科に通院して
いるということに加え整復で回復されてしまってい
るという現実から、実際に他の病院へ通院してまで
検査しない患者さんもおります。
　そこで患者保護の視点からも、歯科医師が既に治
療を同意している場合に限定して、さらなる他医に
よる同意の必要性について再考の必要があるのでは
ないかということで働きかけを続けております。
　この変更については厚労省の担当部署だけでなく、
ご賛同いただけている歯科医の先生方からのご協力
に加え、医師会の先生方のご理解も必要ですので、
時間を掛けて根気強く対応してまいりたいと考えて
おります。

◆地域包括ケアシステムへの参入

富永部長：今、全国の行政が地域包括ケアシステム
に取り組まれていますが、そこで柔道整復師をさら
に活かすにはどのような対策が必要でしょうか？

三橋部長：介護予防の分野や地域包括ケアシステム
では、柔道整復師という資格で入っていくことがな
かなか難しく、各地域でも苦戦しておられることと
思います。また、そうした現状については、看護師、
理学療法士に加えあん摩マッサージ指圧、はり、灸
の皆さんも同様に独自資格のみでの参入については
苦戦をしている状況があります。
　柔道整復師だけでなく、そうした他の医療関係職
種も併せた新たな枠組で「機能訓練指導員」などの
資格に置き換えての参入などを考えるのも一つの方
法ではないかと考えます。
　そこで、すでに日整では活動趣旨をご理解いただ
けるよう各関係職種の団体への働きかけを行い、機
能訓練指導員協会（仮称）といった仕組みづくりへ
の賛同の呼びかけを積極的に行っています。
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富永部長：同じ組織の中で、例えば看護師や理学療
法士との棲み分けなどはどうするのでしょうか？

三橋部長：それぞれの職種ごとの分野と専門性はハ
ッキリしています。そこで、それぞれが協力し現時
点よりもさらに一段階上のスキルを目指すことを考
えています。
　例えば“主任機能訓練指導員”というようなもの
を創り、その上で役割分担をしていくなどの案もあ
ります。理学療法士の方はどちらかといえば介護状
態となって障害が生じている状態を症状改善や社会
復帰を目指せるようにリハビリすることが期待され
ています。
　我われ柔道整復師は、特に会員ごとの個別施術所
と公益社団の組織ネットワークを持つことが最大の
強みではないかと思います。そのための施設の設置
や個々の施術者を確保するというインフラ整備の必
要がありません。そして我われの持つ技術は「外傷」
からの日常生活への復帰のみならず介護にならない
ように「予防」するための対応として応用が可能で
す。
　現時点では地域包括ケアシステムへの単独での参
入ができていませんが、それぞれが、こうした強み
をアピールしながらそれが可能になれば、各地域ご
とに必要な体制づくりがかなり改善していくものと
考えています。

富永部長：他にも取り組むべき問題等はあります
か？

三橋部長：そうですね。「介護」の分野では予算を
なるべくかけないようにという視点から無償のボラ
ンティアを多用する傾向があります。これは経済的
なメリットが生じる反面、国家資格者と無資格者が
一元的な労働力として玉石混交の状態になってしま
うマイナス面もあります。それでは、予防や社会復
帰を効率よく実現させるには不都合が大きいと思い
ます。せめて医療に関わる関係職種であり、基礎知
識や経験を持つ国家資格者と無資格者ボランティア
は区別ある扱いをすることが必要だと思います。そ
の点についての要望等も出しながら、地域のために
柔道整復師として何ができるのかを考えていきたい
と思っています。

富永部長：平成28年に骨折・不全骨折・脱臼の整復
固定料の大幅改定があり、平成30年には柔道整復運
動後療法の新設、金属副子料の複数回を算定できる
骨折の料金改定がありましたが、このことについて
萩原副会長にお話をいただきたいと存じます。

萩原副会長：これらの要望を行政にお願いし続けて
いくことは大変な道のりではありましたが、我われ
が今後も柔道整復術を業として歩んでいくためには
必要でした。世界を見ても非観血的療法で骨折・脱
臼をここまでのレベルで整復できる技術を持つ業種
は、柔道整復師以外にないと考えております。今回、
これらの料金増加改定があった背景には、その特異
まれなる技術を有する柔道整復術を他の職種と大き
く差別化していく必要があったからでしょう。そこ
には、技術・知識の向上化をこれまで以上に真摯に
取り組んでいかなければならないという意図があり
ます。ですので、一口に大幅アップといっても、一
律にアップしたわけではなく、しっかりと高い技術
レベルを持って施術できる柔道整復師に対しては大
幅アップとなったという形になります。現在、施術
所が乱立している状況にありますが、この料金改定
においても差別化を図ったということになります。
　医療従事者は生涯、勉強し続けることが大切だと
思います。常に患者さんのケガがより良くなるには
どうすべきか、ケガをしたことによる心の痛みもと
るにはどう接すればいいのか、真摯に取り組んでい
る柔道整復師に光を与えてくれるような保険制度に
してほしいと、日整は業界代表として、これからも
行政に意見していきたいと思っております。

ラグビー ワールドカップと 
オリパラに向けて
富永部長：本年、日本で開催される「ラグビーワー
ルドカップ2019日本大会」においてサポート事業を
計画していますが、どのような関わり方をするので
しょうか？

長尾部長：ラグビーワールドカップは、2019年 9 月
20日から11月 2 日が大会期間です。参加チームは20
チームで全48試合が12都道府県で実施されます。キ
ャンプ地は22都道府県です。早いチームで 8 月から
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来日し約 3 カ月間、全国各地を転戦します。それに
伴い、世界中からラグビーファンが集まり、各地を
転々と観戦するでしょう。参加選手は国際統括団体
であるワールドラグビーの配下にあり、我われは直
接選手のケアやトリートメントはできませんが選手
外のチームスタッフや観客などの治療やメンテナン
スは、柔道整復師が常に行っている地域のボランテ
ィア活動と同様に行えます。
　都道府県社団がキャンプ地の都道府県市町村、都
道府県ラグビー協会と協調していただき、世界各国
から訪れるラグビーファンに柔道整復師をアピール
できる機会だと考えています。

富永部長：柔道整復術を用いた、2020東京オリンピ
ック・パラリンピックのサポート事業も計画してい
ますが、どのように展開していきますでしょうか？
また、そのサポート事業の中で、「日整トリートメ
ントルーム」の設置が予定されていますが、これは
どのようなものですか？

長尾部長：日整のトリートメントルーム、コンディ
ショニングルームというのは、東京都文京区の東京
都柔道整復師会会館の 3 階に設置することが決まっ
ています。接（整）骨院と同じ電気治療機器、ベッ
ドや衛生材料などを用意し、医療スタッフが帯同し
ない国や地域の選手やスタッフに施術の場と人的技
術の提供ができればと考えています。また、世界各
国のメディア関係者へのアプローチも行い、日本で
生まれ育った柔道整復術を世界に正しく発信するこ
ともこの事業の目的の一つです。

富永部長：災害救護活動やスポーツ大会などの救護
とトレーナー活動が全国の公益活動として盛んに行
われていますが、「匠の技」プロジェクトの柔道整
復術の研鑽によりさらなる活躍が期待できますが、
いかがでしょうか？

萩原副会長：柔道整復術の国内普及は、まだまだ足
りません。公益活動である救護活動を機に一人でも
多くの方に柔道整復師による施術を受けていただく
ことで、どのような職業なのかを知ってもらい、さ
らにその必要性を再認識してもらうことが、ひいて
は職域を守っていくことにつながると考えておりま
す。またこのような公益活動の経験は、柔道整復師

にとっても非常に有益で、臨機応変な対応力、コミ
ュニケーション力、医療との迅速な連携力など多く
のことを学び、レベルアップを図ることにつながり
ます。
　今回、新たに日整初の「匠の技」という力の入っ
たプロジェクトが立ちあげられましたが、これは一
人ひとりの柔道整復術の技術・知識レベルを大幅に
向上させるための場です。柔道整復師になりたての
方も経験豊富な方も新たにこのプロジェクトセミナ
ーに参加されることで、いつもと違った側面からの
治療方針や考え方、コミュニケーション方法等を採
り入れる事ができるでしょう。さらに新しい出会い、
切磋琢磨しあう関係の構築により、治療家としての
知識・技術レベルがさらに磨かれることを期待して
います。
　そうして個々のレベルを飛躍的に底上げしていけ
ば、そこに関わる患者さん・国民の皆様のケガがよ
り良い形で快方できるようになり、ひいてはそれが
日整全体として、全国各地域にますます必要とされ
る存在となれればと思います。

富永部長：養成学校の学生を応援するサイトが今年、
立ち上がる予定ですが、その中で、長尾部長自らテ
ーピング動画の術者となっています。今後ストレッ
チや骨折・脱臼の整復固定などの動画も配信してい
くと学生にとって有益となると思いますが、いかが
でしょうか？長尾部長からお話をいただければと存
じます。

長尾部長：柔道整復師という職業を選んでくれた学
生さんを支援することは業界として当然のことです。
ただ、工藤会長の冒頭の挨拶にもありましたように
まずは、教員を含む学生さんたちが「柔道整復師の
資格を守る」ということはどういうことか、また柔
道整復師の脱臼・骨折の整復固定の「手技の伝承」は、
不滅の諭（おし）えであるということを理解され、
応援サイトの動画を見ていただくことを望みます。
　本来、柔道整復師としての持つべき知識と技能の
底辺を引き上げる努力は、養成施設は勿論のこと柔
道整復師業界全体でしていかなければならないこと
です。そうした意味で接骨院を開業するに当たり、
これだけは理解し習得しておくべき事柄を日整HP
で配信することは学生さんのみならず私たち会員に
も有益なものとなります。
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新たな時代の 
新たな形へ進化させ…
富永部長： 最後に工藤会長から総括をお願いいた
します。

工藤会長：今年 4 月30日、日本は天皇陛下がご退位
され、皇太子様が新天皇に即位され元号が改められ
ます。それに呼応して柔整業界は長い低迷の時代を
抜け、いよいよ未知の世代とも言うべき第 5 世代に
突入します。その世代に業界の制度や仕組み、柔整
の手技等を安定した状態で伝えつなげるため、今年
は特に重要な年となるでしょう。そのためにも、先
に挙げた「電子請求」、「匠の技」、「介護予防」等の
各分野で確実な成果を出さねばなりません。
　そして、今年の干支は十二支では一番最後の「亥」
年です。時代の変革期、新しい時代への継承期とし
ては、前時代の締めくくり（「平成」最後の年）に
頭（干支の最初＝亥年）を残して据えた形をとった
ことで次の時代への安定を増した最良のものとなっ
たと思います。
　そして、一人ひとりの会員のところに“改革の実
り”が少しでも早く届けられるよう、今年もさらに
一歩、もう一歩前に進みます。しかし、ただやみく
もに突き進む「猪突猛進」ではなく、周りの情勢を
冷静に判断しながらも「勇猛果敢」に日整の“意の
獅子（いのしし）”を 解き放とうと思っています。
　また、柔整業界が社団と個人とに分断されてから
の暗黒の30年間に対して単純な終止符を打って断ち
切るのでは、その残骸が多く残り混乱は増すばかり
です。柔整業界自体を新たな時代の新たな形へと進
化させ、これまでとは異なった姿に変貌させること
が叶えば、必ずや「地域社会に必要とされる柔整」
としての姿が徐々に見えてくるはずです。そのため
には、医師会の目指す方向性に沿って、地域の自治
体や各種団体との連携をこれまで以上に密にして、
さらなる前進をしていこうと思います。
　会員の皆様には、さらなるご理解ご協力をよろし
くお願いたします。

―インタビューを終えて―
◆信頼される柔道整復師像へ

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。柔道整復術公認
100年の節目に、日整執行
部が未来に目を向け、総力
を上げて取り組んできた制

度改革や整復技術の伝承と発展をどのようにしてい
くべきか、ビジョン、展望などについてお話をいた
だきました。未来を見据えた改革努力を一歩ずつ歩
み続ける「常に前進することを辞めない」ことがい
かに大切なのかよく分かりました。
　会員と業界を守り、国民に信頼される柔道整復師
像と業界に発展させていくため、執行部の熱意と行
動力で「平成の大改革」が実現しました。さらに、
日整傘下の47都道府県柔道整復師会がすべて公益社
団法人となりました。新たな改革に向けて業界に山
積する課題に取り組むべく、全国会員の皆様方も日
整と共に団結していただき、改革の実現に向けての
取り組みにご理解を賜れば幸いです。
　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。


