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柔道整復術公認１００周年記念

　接骨術が柔道整復術として公認され今年で100年の歴史が刻まれる。これからの100年、我々にはどの
ような役割が求められ、何を為すべきか。節目の新年にふさわしく、公益財団法人柔道整復研修試験財
団代表理事の福島統氏、公益社団法人全国柔道整復学校協会会長の谷口和彦氏をお招きし、日整の工藤
鉄男会長とともに新しい時代の柔道整復師のあり方や業界展望について語り合った。

（聞き手　渉外部長　富永敬二）
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改正カリキュラムに 
込められた狙いを読みとる

富永部長：今年は柔道整復
術公認100周年を迎えます。
そこで「これからの100年
に向かっての業界展望」と
いうテーマでご意見を賜り
たく思います。
工藤会長（以下、工藤）：業
界におけるこれからの100
年を展望するには、内部だ
けでなく我々とともに柔道
整復師業界を支えてくださ
っている試験財団の福島統
代表理事、学校協会の谷口
和彦会長をお招きして、忌
憚のないご意見を伺うこと
が望ましいと考え、このよ
うな席を設けました。
　わが業界は今、様々な問
題を抱えていると認識して
います。保険の取り扱いや
技術的な問題。また社会保
障が変化していくなかで、
柔道整復師の位置付けも捉
え直す時期ではないか、と
いう思いもあります。この
対談を通じて、養成教育お
よび国家試験の今後のあり
方という観点から、国民に必要とされる柔道整復
師像の明確な方向性が示されるのではないかと期
待しております。
　平成30年度から実施された柔道整復学校養成施
設（養成校）のカリキュラム改正には、このテーマ
を考える上でのヒントが隠されていると聞きました。
　まずは国が設置した「柔道整復師学校養成施設

カリキュラム等改善検討会」に委員としてかかわ
られた福島代表理事に、改めて改正内容について
ご解説いただきたく思います。
福島代表理事（以下、福島）：この検討会では、日
本医師会や日整、学校協会、試験財団など様々な

分野の人々が委員となり柔
道整復師の養成校のカリキ
ュラムを検討しました。こ
うした会議は12〜 3 年ぶり
ではないかと思います。
　カリキュラムを考えると
いうことは、そこで学んだ

柔道整復師が社会に出て働く際に
どのような役割を担うのか、ひい
ては、これからの社会に求められ
る柔道整復師像は何か、をも視野
に入れて検討するということです。
その意味では、とても重要な会議
でした。
工藤：その報告書で、新たなカリ
キュラムの導入が提案されました。
福島：報告書には、新たに追加す
べきカリキュラムとして11項目が
掲載されました。これらをよく読
むと、どのような狙いがあるのか
が浮かび上がってきます。
　たとえば「外傷の保存療法」や

「柔道整復術適応の臨床的判断（医
用画像の理解も含む）」は柔道整
復理論で教えることになっていま
すが、「柔道整復術の適応」は整
形外科で教えます。これら 3 項目
からは、柔道整復師が扱う外傷と、

整形外科の医師が扱う外傷を切り分け、それぞれ
の領域でカリキュラムを組みましょう、という意
図が明確に見て取れます。
　つまり、柔道整復師と整形外科の医師それぞれ
が、責任を持って担う医療の範囲が示されている
わけです。この役割分担の明確化は、医療への保
険適用を考える上でも非常に注目すべき点です。
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地域包括ケアに関わる 
改正ポイントとは

工藤：その他に、注目すべき項目はありましたか。
福島：「高齢者の生理学的特徴・変化」は生理学
およびリハビリテーション医学で教える一方、「高
齢者の外傷予防」は柔道整復理論で教えるとされ
ています。これらの項目からは、柔道整復師には
運動器の外傷の保存治療の専門家として、高齢者
の生活の質の保全、すなわち生活支援の役割を担
ってもらいたい、と要請されているようにも読み
取れるのです。
　令和 2 年 4 月からは、OT（作業療法士）とPT

（理学療法士）の養成カリキュラムも改正されます
が、「高齢者の外傷予防」は追加されませんでした。
外傷の基礎知識を持っている柔道整復師だから外
傷予防も含められる、OTやPTとは違うとはっ
きり示されたわけです。
　しかも、高齢者の外傷予防と明示されたのはい
いことです。高齢者は運動機能が落ちると、活動
範囲が狭まり、生活の質が落ちてしまう。外出が
できなくなり、人とも会いに行かなくなります。
柔道整復師は、接骨院・整骨院の開業権があり、
地域の人々とより密接な関係を築きやすいという
利点もあります。そうした点も踏まえて、国は柔
道整復師なら地域において高齢者の生活支援に十
分貢献してくれると期待しており、カリキュラム
にかなり明確に「高齢者の外傷予防」を加えたの
だと考えられるのです。
　このように、今回のカリキュラム改正の中身を
よく読み解くと、国が求めている柔道整復師像と
いうものを感じ取ることができます。
工藤：柔道整復師の将来像を考えるとき、「地域
包括ケアシステム」にどう関わっていくかは重要
な観点だと思うのですが、「高齢者の外傷予防」
が追加されたのは、そのシステムの構築の上でも、
非常に有益だと思います。

福島：地域包括ケアの議論の中で、「高齢者の外
傷予防」という領域は柔道整復師の役割の一つで
はないか、という提案がまずありました。次に、
では柔道整復師は地域住民に対して何ができるの
か、そのために必要な基礎学力は何か、という流
れで検討が進んだ末、「高齢者の外傷予防」を追
加することで意見がまとまりました。
　国民に喜んでいただける「高齢者の外傷予防」
を実現するためには、日整と学校協会が同じ目線
で議論を行い、提携関係を強化する必要があると
私は思います。

教育現場においても 
カリキュラム理解を進めたい

工藤：今回の改正を受けて、教育現場ではどのよ
うに対応を進めているのでしょうか。
谷口会長（以下、谷口）：実は当初、学校協会とし
てはそれらの意図を意識した議論として参加でき
ていませんでした。今、改めて福島代表理事のお
話を伺い、改正カリキュラムに込められた狙いを
理解した上で、それを今後の教育にどう活かすべ
きか検討する必要があると考えています。
　「教育の質を上げる」とよく言われますが、「何
をすれば質が上がるのか」根拠を持って行うこと
が必要だと思います。時間数や単位数もそうです
が、何よりも本質を見据え、次回のカリキュラム
改正に向け対応したい所存です。
　そして、「連携」と簡単に言葉にはできますが、
これまでは本当の意味で、厚生労働省や試験財団
と連携を図れていなかったのではと気付かされる、
いい機会となりました。
工藤：改正に伴う教育現場の混乱などはありまし
たか。
谷口：当初はありました。先ほど申し上げたよう
に、出てきた情報の読み込みが十分ではなく、時
間数を増やすには、既存のカリキュラムに追加す
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るだけのようなシラバスになっていました。例え
ば、生理学そのものを見直すのではなく、「生理
学にこれを追加しましょう」と、方針を変えず材
料を付け加えるだけになってしまったのです。
そういう意味でも、カリキュラム改変の本質をど
れだけの学校が本当に理解し、教育しているかと
いうと、疑問が残ることが多いと思います。
　学校協会では、これまで各会員校に対し、改正
への対応を進める際に生じた問題点等について調
査してまいりました。今後は、これら課題を整理・
分析し、解決策について検討を進めることとして
います。
工藤：谷口会長とお会いした時はよく、教育は「人
づくり」だ、というお話をします。教育あっての
人づくり、人づくりあっての柔道整復師。柔道整
復師である前に 1 人の人間である、というのが私
の考えです。日ごろから、人づくりのための教育
をしっかりと担っていただき、谷口会長をはじめ
とする学校協会には感謝しております。
　かつて養成校での教育は 2 年制が主流でした。
当時私は「柔道整復師の勉強は 2 年あれば十分。
3 年は必要ない」と言われたことすらあります。
　今回のカリキュラム改正に伴い、卒業に必要な
総単位数が85から99に、履修時間も1530時間から
2750時間以上に増え、 3 年間ですべてを教えるの
は難しくなっているのではと推察します。個人的
な意見として、 3 年制で時間が足りなければ、 1
年増やして 4 年制に転換することも検討の価値は
あると思います。また、 3 年制を維持するととも
に、その後の 1 年を使って卒後研修を十分に行う
ことも考えられます。養成校の皆様には、新カリ
キュラムに合わせて柔軟に対応していただければ
と思います。

国家試験は2段階で 
カリキュラムに従い変更

谷口：カリキュラムの改正に伴い、国家試験の見
直し作業も進められていますね。
福島：新しいカリキュラムに完全に対応した国家
試験は、2022年 3 月から導入の予定です。養成校
の中には 4 年制の学校もあるため、新カリキュラ
ム導入初年度の平成30年度に、 4 年制の養成校に
入学した人の卒業時期に合わせました。今は、試
験の改善と出題基準の作り直し作業が大詰めを迎
えている段階です。
　ただし、改正された部分が多いため、国家試験
の変更は 2 段階で実施することとしました。来年
3 月の国家試験は、 1 段階目の変更後の最初の試
験となります。
工藤：どういった変更がなされるのでしょうか。
福島：来年は必修問題を30問から50問に増やしま
す。必修問題では「柔道整復施術の基礎」や「保
険診療に関する知識」、「関連法規に関する知識」
から出題します。これにより、試験問題数は従来
より20問増の250問となります。
　出題内容ですが、従来の国試では柔道整復領域
の科目から出題されている問題数は全230問中59
問と、全体の約 4 分の 1 にとどまっていました。
この比率は柔道整復師の国試であるにもかかわら
ず少なすぎないか、と以前から疑問に思っていま
した。
　今回のカリキュラム改正で、卒業に必要な総単
位数のうち、柔道整復理論の単位数が占める割合
は48.5％となっています。今後は出題数も、柔道
整復領域からの割合をできるだけそれに近づけて
いくことが必要ではないかと考えます。
谷口：教育内容については、各校にある程度委ね
られていますが、基本的には国家試験の出題基準
に沿って進められますし、学校協会においても、
これに準拠して教科書を作成しています。設問数
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が増えたことや、どの領域からどのような問題が
出題されるかなど、我々も非常に注目しています。
工藤：地域包括ケアシステムに関わる設問も盛り
込まれていくのでしょうか。
福島：2022年の国家試験には「高齢者の外傷予防」
を出題基準に盛り込んでいる他、出題基準には機
能訓練とともに生活支援に関する内容も加えてい
ます。リハビリテーションの理論を柔道整復理論
を通じて学ぶ、という形の出題基準を作っていま
す。
工藤：国家試験の改革は、これで一段落ついたと
言えそうでしょうか。
福島：国家試験のあり方は、今まであまり議論さ
れてこなかったように思います。カリキュラム改
正のお陰もあって、ようやく議論が活性化したの
ではないでしょうか。
　カリキュラムは改正されましたが、そこに込め
られた狙いが学校教育へ完全に浸透するまでには
多少時間がかかると見ています。新たに教育すべ
き領域も増えましたので、それらに対する各校の
対応状況は、もう少し時間を置かないと明確に見
えてこないとも思います。それに整形外科の教育

領域が非常に増えたので、それに対して各学校が
どこまで対応できているのかなど、時間をかけて
見ていくべき部分もあります。
　そういう意味で、国家試験の改善は継続的に、
かつ学校教育の進行度とともに行われるべきでは
ないでしょうか。
　2022年 3 月の国家試験の改革で、新カリキュラ
ムへの対応は一段落しますが、試験財団としては、
柔道整復師国家試験改善検討委員会を常設の委員
会にして、今後も国家試験のあり方を必要に応じ
て検討、改善していく取り組みを継続したいと考
えています。

超音波観察教育は 
今後の教育の大きな柱に

工藤：検討会の報告書では、超音波画像観察装置
を活用することの有用性について指摘されていま
した。我々としてもこの装置を使用できることは、

谷 

口
「新カリキュラムの本質を
 理解した教育が必要」

工 

藤
「超音波観察装置の導入は
 社会ニーズにも合致する」
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社会ニーズに応える上でも大変有益だと思います。
ただ心構えだけでは扱うことはできません。現在
は設置基準とされていないこの装置について、教
育環境は今、どのようになっているのでしょうか。
谷口：今回のカリキュラム改正では「備えるべき
備品」として定められませんでしたが、各校とも
当然、これを整備すべきだと認識しているはずで
す。私は今回、追加されなかった理由の一つに「何
のために使うのか」が、問題になったのではと思
っています。あくまで推測ですが、医師にとって、
我々柔道整復師が超音波画像を使用することに対
し、「診断の根拠にする」ことを危惧されたのだ
と思います。このことから、単に装置が不要とい
うわけではなく、使用方法を学ばせること以上に
使用する意義を理解させるための教育に取り組む
必要があると、強く感じているところです。
工藤：谷口会長のご懸念は、私も十分理解します。
超音波画像観察装置の使用は適切に行うよう、各
会員に周知徹底する必要があります。
　ただ現在、我々の現場において足りないものの
一つに、「見るための道具」があると思うのです。
柔道整復師が高齢者を含む患者さんに対応する際

に、医師との連携はどうしても不可欠です。骨折
している患者さんがいたなら我々がこの装置で患
部の画像を撮影し、それを医師が見て診断すると
いった流れが実現すれば、医師との連携がスムー
ズに図れ、国民によりいっそう貢献できるのでは
ないかと考えます。
福島：報告書では、「超音波画像観察装置を活用
することは有用」との意見を紹介する一方で、「整
備状況を考慮すると、備えるべき備品に加えるに
は時期尚早」とも記しています。ただし、これは
備品として認めないと言っているのではなく、ま
だ普及が進んでいないので国が基準を定めるとこ
ろまではいっていない、と指摘しているに過ぎな
いのです。つまり、状況が整いさえすれば、十分
検討する余地があるということです。
　厚生労働省側は先の検討会で、 5 年ごとにカリ
キュラムを見直す方針を示していますので、次回
の改定の検討はそれほど先の話ではありません。
その際に、「備えるべき備品の一つ」として認め
られる可能性もあります。次回のカリキュラム検
討までに、学校協会はこの装置に関する授業の実
績を積み重ねるとともに、日整は会員における装

福 

島
「国家試験の改正は
教育とともに行われるべき」

渉外部長　富永敬二
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置の普及率をさらに向上させ、日本柔道整復接骨
医学会も柔道整復施術における超音波画像の重要
性を確立し、この装置が備品として認められる可
能性を高められるように、関係団体がお互いに協
力し合うことが必要ではないかと思います。
工藤：おっしゃる通りです。我々が今年から始め
た「匠の技 伝承」プロジェクトでも、熟練者の
技術伝承とともに超音波画像観察装置も、装置の
取り扱いに慣れた講師がマンツーマンで撮影方法
や画像の見方を指導しています。このプロジェク
トは非常に好評で、今年度はほぼ東京での実施で
したが、来年度からは各ブロックごとに開催しよ
うと計画中です。
福島：柔道整復師業界側が状況をしっかり整えれ
ば、超音波画像観察装置の使用について医師会が
反対することはないと考えます。骨折や脱臼治療
の他、軟部組織の炎症の治療でもこの装置は非常
に役に立ちます。軟部組織損傷の経過観察に関し
て極めて強力な武器であることは事実です。
谷口：私も超音波画像観察装置に関する授業の実
績を積み重ねることが、学校協会に課せられた宿
題だと認識しています。今後、普及啓発に一層努
力していきたいと考えています。

三者のより強い連携が 
これからの業界をつくる

工藤：学校協会では、各校で行われる教育の質の
維持・向上のための活動にも取り組んでおいでで
すね。
谷口：はい。来年から始まるOTとPTの新カリ
キュラムでは分野別第三者評価受審が義務化され
ます。柔道整復分野においても次回カリキュラム
改正時にそうなる可能性が十分あることを見越し、
まず我々学校協会と試験財団とで協議し、「学校
評価は学校を運営する立場から行うことが望まし
い」と、これまでNPO法人私立専門学校等評価

研究機構が文部科学省から委託を受け実施してき
た学校の評価に関する事業を、学校協会主体で進
めていくことになりました。もともと、学校協会
の設置目的は柔道整復師の学校や養成施設の教育
水準の向上、運営改善、生徒の修学意欲や資質の
向上を図ることですので、今回新たに評価事業に
取り組むことはある種必然と言えるかもしれませ
ん。今回、学校協会としてそれを牽引することは、
大きな意義があることだと思っています。
工藤：今、学校協会と日整では懇談会を開いてい
ます。これから先の100年を考えた時、国民に求
められる柔道整復師像を具現化するためには、学
校協会と業界がしっかりとタッグを組んで取り組
む必要があります。また、次回のカリキュラム改
正に備えて、試験財団を含めた三者のさらなる連
携強化も図らねばならないと私は思います。
谷口：以前工藤会長に、今後、学校教育に盛り込
むべきテーマを教えていただけないかとお願いし
たことがあります。なぜならそれこそが、学ぶべ
きトレンドだからです。
　学校協会では今、教育改革を進めようとしてい
ます。その中の一つに、施術の動きを立体的に捉
えられる教材を用いた指導方法の確立を目指すこ
とがあります。そのための各種データの提供や、
例えば、超音波画像観察装置の教育のため、柔道
整復師の皆様が撮影された画像等をご提供下され
ば、教材や教科書に反映させることができ、更な
る教育の充実にもつながります。今後、後進育成
のための連携についてもご検討いただきたいです
ね。
福島：今回の改定によって、新カリキュラムに「臨
床実習」が盛り込まれ、卒業前の臨床実習を学外
の施術所でも行えるようになりました。これはい
いチャンスです。日整会員による実習受け入れな
どの取り組みを通じて、学校協会と日整との連携
をより強固にできると考えられます。
　将来的には、両者が協力して卒前・卒後の臨床
実習を指導するような仕組みを共同で作り上げる
ことも可能な環境が整ったのではないでしょうか。
また連携が強まれば、養成校を卒業後、日整に加
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入する動きが加速する可能性もあります。日整と
学校協会には、ぜひこうした取り組みを検討して
いただきたいですね。
工藤：先ほど教育は人づくりだとお話ししました
が、養成校での教育は、今後の柔道整復師業界を
支える人の養成であり、極めて重要です。今後、
養成校での教育の向上に役立つ情報提供などを通
じて、学校協会との連携をさらに強化したいと思
います。

　本日のこの席で、三者の関係をさらに深め、柔
道整復師をさらに国民の健康保持に貢献できる存
在に育てていくことで方向性が一致した思いを持
ちました。これからも互いに協力し、意見交換を
行い、さらに良い業界にしていきたいと思います。
　本日は、誠にありがとうございました。

100周年記念に建立された「鉄心石腸」の石碑の前で

※18ページからの合同部会「福島代表理事特別講演」も併せてお読みください。 


