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平成２１年１２月１３日午後１時００分 開会 

 

―代表代行挨拶――代表代行挨拶――代表代行挨拶――代表代行挨拶―    

 

○早津 それでは、定刻となりましたので、これより第２回柔道整復診療と療養費の問題協議

会を開催いたします。 

 代表代行の早津泰治でございます。 

 本日はせっかくの休日の中、何かとご多用の折、ご参加いただきありがとうございます。 

 前回に引き続きまして、今回の協議会では、約100名近い方の参加申し込みがありました。

皆様の関心の高さを痛感しております。 

 特にまた今回は、お忙しい中、民主党の参議院議員、大島九州男さんもこの問題に対して強

い関心をお持ちになり、ご参加いただくことになりました。私どもとしては大変光栄と思って

おります。 

 また、元厚生労働省保険局医療課療養指導専門官の上田孝之さんも参加していただけること

になりました。 

 保険者関係からは、東京都国民健康保険連合会、そのほか、日整ならびに多数の業界団体の

方々、また、マスコミ関係、そして多数の柔道整復師の方々、患者様の方々がご参加いただけ

るということで、このような開かれた協議会が行われることになりましたことに御礼申し上げ

ます。 

 この協議会は、議論のための議論というものではなく、しっかりとした果実をもってして、

各政党へ政策提言をしていきたいと思っております。 

 このところ、我々業界には不正・不当請求の傾向があるのではないかというバッシングが、

いたるところから聞かれます。やはりこの状況の中において、襟を正して、真に国民のための

医療を構築すべく本協議会を開き、これを公開といたしました。活発なご意見を賜ればと存じ

ております。 

 司会進行に関しましては、前回に引き続きまして本多清二さんが行いますので、よろしくお

願いいたします。 
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―療養費受領委任払い制度は誰の為に必要か、またそのメリットは何か――療養費受領委任払い制度は誰の為に必要か、またそのメリットは何か――療養費受領委任払い制度は誰の為に必要か、またそのメリットは何か――療養費受領委任払い制度は誰の為に必要か、またそのメリットは何か―    

 

○本多（司会） 本多でございます。 

 前回も多くの方々にご参集いただき、ご意見も賜りました。ありがとうございました。 

 今回も、お声をかけたところ多数のご参加をいただいたということで、大変意義のある協議

会にできるのではないかなと期待しております。お寒い中、本当にご参集ありがとうございま

す。遠くからも来ていただいております。ありがとうございます。 

 実は、前回、議事録、速記録をつくっていただきまして配布したところ、こういうご意見が

寄せられましたので、ちょっとご披露申し上げます。 

 それは、「この協議会は初めから療養費受領委任払いをよしとする、それありきとして議論

しているのではないか。この制度の当否をもう少し議論してはどうか」、そういうお考え方の

ご意見をいただきました。 

 必ずしもそういうつもりで議論したわけではありませんが、そう受けとめられたということ

でございます。確かに、柔道整復師の方々の集まる中での議論でございますから、当然そうい

う前提があったと理解されてもやむを得ない。 

 そこで、この協議会をもう少し充実させるためには、その点をもう一度振り返ってみたい。

今回は、前回でその議論は尽きたと考えておりましたけれども、そういうご意見を賜った以上、

そこについてももう一度ちょっと議論しておいたほうがいいのかなと、こう考えましたので、

前回と若干重複するかもしれませんが、皆さん方のご意見を聞いておきたい、こういうふうに

考えております。 

 柔道整復師の療養費受領委任払い、この制度についての議論につきましては、「やはり廃止

するべきだ」というご意見が、特に保険関係者の側からのご意見が出ております。きょうお配

りした資料の中にはそのご意見が出された資料が添付されておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

 ちょっと事務局のほうでその資料を提示してください。 

○八島（事務局） 資料は、ホチキスどめになっているものの一番最後の４ページの健保連合

会からの資料、これが今司会進行係のほうから言った資料でございます。 

○本多（司会） ここの左側の下段のところに、【別紙】として、「（１）受領委任払いの廃

止について。受領委任払いを廃止し、償還払いに改める」、こういうくだりがあります。 

こういうことを受けて、ちょっともう一度ここの辺をおさらいしておくほうがよろしいかと思
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います。 

 この点について、もし何かご意見が会員の方からあればご発言をお願いしたいと思っており

ます。どなたか、おありでしょうか。 

 では、ちょっとどなたもないようなので、こちらから指名させてもらいますけれども、埼玉

で開業されている柔道整復師の村上さんに、まず、ある程度、業界というのは柔道整復師の 

療養費委任払い制度についてどういう理解をしているかを、まず、あなたの理解のところをご

披露願いたいと思うんですが。どうぞ。 

○村上 私は埼玉で開業いたしております村上と申します。よろしくお願いします。 

 私のところは埼玉県の本当にど田舎の、団地の近くの、本当に昔からあるようなところ、 

そういうところで開業しておりますので、非常に生活が豊かな方々ばかりではありません。 

そして、療養費委任払い制度につきましては、本当にいつでも安価で治療費の負担が少なくか

かれるということで、療養費委任払い制度にはいつも頼っておる次第でございます。 

○本多（司会） この制度については、柔道整復師の皆さんはどういう理解をしているのか、

だれのための制度だということで理解しているかということをちょっと認識を教えてください。 

○村上 私は、これは患者様のためだと思っております。この制度そのものは、患者様のため

にあり、国民全体の社会保障制度の一部になっているのかなというふうに思っております。 

○本多（司会） 具体的には、患者さんのどういうところの福祉というか、メリットというか、

があるというふうに理解しているのでしょうか。 

○村上 やはり、先ほども言いましたけれども、とにかく困っていらっしゃる方がいつでも、

本当に安価な形で治療に来られるというところに、非常に魅力があるのではないかなというふ

うに思っております。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 ほかに、柔道整復師の方で、この制度について、僕はこういうふうに理解しているんだとい

う方がおられたらご発言をいただきたいと思いますが、どうでしょうか。柔道整復師の方に 

ちょっとご意見を賜りたいと思います。だれかおられますか。 

○田畑 大阪の療養費を支給している代行団体の道友協会からまいりました田畑と申します。 

 まず、受領委任なんですけれども、これは先ほどの村上先生もおっしゃられたとおり、患者

様のためにあるものだと思います。 

 この今の資料を拝見しますと、償還払いの対局に、二重になるような形で書かれていますが、

償還払いを適用した場合、患者さんが領収書を持って保険者さんのところへ行かんとあかん。
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その部分で患者さんに利便性が出てくるというのが受領委任の始まり、起源だと思いますので。 

 そして、ここの文章を読ませていただきますと、「償還払いにすることで不正がなくなる」

というような書き方がありますけれども、それは決してそうではないと思います。なぜかとい

うと、先ほど、発行する領収書を不正を働いて高めに発行すればそれはそれで不正になるわけ

ですから、償還払いを適用することで不正がなくなるということにはならないと思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 山岸さんのほう、いかがでしょうか。ご意見があればお願いいたします。 

○山岸 埼玉接骨師会の会長の山岸といいますけれども、この世界、私はちょうどことしの１

月からなので、いい機会で、勉強させていただこうと思って参加しているんですけれども、確

かに患者様のメリットが非常に大きい。これが、私どもの組織のほうは会費制度ですから、そ

れの適用という考え方をすると、このまま償還払いということはちょっと考えられないのでは

ないかなと思っております。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 ほかに柔道整復師の方で、自分の意見はこういう意見だとつけ加えたい方がおられましたら、

ご発言をお願いします。だれかおられませんか。大体同じようなご意見だというふうに理解し

て、よろしゅうございますか。 

 それでは、患者さんの方で、現にこの制度を利用して治療を受けている方に、ちょっとこの

制度についての感想というか、意味というか、そういうことをお話賜りたいと思うんですが、 

ご遠慮されているようでございますので、僭越ですけれども私のほうからご指名させていただ

きます。 

 患者様のほうでは、長山さん、いらっしゃいますか。柔道整復師の療養費で治療を受けられ

るということの感想ということですけれども、お話しください。 

○長山 やはり治療をしていただいて、お金を支払うというときに、全額、保険、全額お支払

いするということと、またそのときに、この償還払いしたときに、その書類をいただいて、ま

たその書類を持って役所とか行かなくてはいけないということになりますと、どうしても体の

調子が悪いときにそういうことができるかというと、やはり「じゃあ、もうそれでいいわ」と

いうことになってしまうと思うんですね。ですから、この受領委任払いをしていただけるとい

うことは、やはり患者さんにとってもありがたいことだと思います。 

○本多（司会） 償還手続に煩雑さがあるのではないか、それは患者の手続負担を多くするの

ではないか、こういうご趣旨だろうと思います。また、これについても議論をしていきたいと
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思っております。 

 １人だけ指すと恨みが残りますのでもう一方お願い申し上げますが、今城さん、今城康夫様、

ご発言、ご意見をお願いできればと思うんですが。どうぞ。 

○今城 今言ったように、全く同じ意見なので特にないんですけれども、ただ、不正が行われ

るというのは非常に今、先ほど大阪の方が言ったように安いんですよね。やっていることが大

変だからそういうことになるのではないかなと思うので、だから、もうちょっと高く医療措置

料とか、そういうものも考えてあげないといけないのではないかなと思います。 

 ですから、今度の新しいのも、先ほどの手続をやると本当に面倒くさくなって、行くのも嫌

になってしまう。かなりお客さんも減ってしまうのではないかなと思いますのでね、これはや

めたほうがいいんじゃないかなと思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 保険関係を担当されている方にも、何らかの立場があってお話をしにくいかもしれませんの

で、もししにくければ「しにくいから」と言っていただければそれでようございますので、 

保険関係のご担当でお仕事をされている方にもちょっと、もし療養費委任払いから償還払いに

切りかわった場合にどのようなことになるのか。やったことはないので予想でお話を賜ること

しかないと思うんですが、お話を聞かせていただければと思います。 

○石井 国保連合会の石井と申しますけれども、本日初めて参加させていただきましてこの場

で発言というのはとても緊張してしまうんですけれども、実際に私のほうは、審査というより

も後期高齢者の方の事務代行ということで、確実にかかわっているわけではないんですけれど

も、療養費払い、療養費を償還払いというようになりますと、やはり今患者さんのほうからも

言われたように、医療費が安いのではないかというところをちょっと考えさせていただきたい

んですけれども、その辺も、やはり今後厚労省の方がどう考えるかというところにあると思う

のと、もう１つは、やはりどうしても、普通の医療と療養費の違いというところがもう少し明

確にされていればいいのではないかというところもちょっと感じるところではありますが、そ

ういう医学と整復学のところの境というものもあるかと思いますので、その辺をもうちょっと、

私なりに今後勉強していきたいと思いますが、確かに窓口に行って請求をして、もらうという

形が、患者さんにとっては、特に私は後期高齢者を担当しておりますので高齢の方にはとても

不便な制度になると思うので、今のままで続けていかれればと思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 では、学識経験的な方にお話を聞いていきたいと思います。 
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 今お手を挙げていただきました鈴木様にお願いいたします。 

○鈴木 前回もお話ししたんですけれども、まず私の体験でも、１人の患者としていろいろな

ところに行ったんですよ、腰を痛めてしまって。それで行ったんですけれども、やはり先生と

の出会いというか、そういうタイミングもあるなと思いました。 

 それと、恥ずかしかったんですけれども、償還払いという制度を今の今までわからなくて、

あんな請求をしてやるのでしたら、逆に健康保険みたいな対応をとるということはできないの

でしょうか。 

 以上です。 

○本多（司会） 昔これを担当されていて、学識経験者としての知識を持っておられる上田さ

んに、まとめの意味も含めてお話をお聞きしたいと思います。 

○上田 償還払いは、法律上そうなっているけれども、償還払いというのは、要は柔道整復料

金を償還払いするということは、保険が効かなくなるということに等しいというのは当たり前

なんですね。 

 だから、償還払いにするということは、柔道整復療養費を保険から外すということを言って

いるのと同じなんですね。それを国は重々知っているから、再三にわたって整形医科のほうか

らも、また保険者さんのほうからも、受領委任払いを外してください、廃止してくださいと。

請求は限りなくゼロになるんです。それは、針灸療養費やマッサージ療養費を、今、健康保険

組合を中心として、あたかも委任払いを償還払いに移行している 

保険者の実績がふえているぐらいで、請求は、何千円であっても、限りなくゼロになるんです。

当たり前なんですね。患者さん自らが請求はしないんです、そんな面倒くさいことを。 

 今回も、大阪の健保連が要望書を出していますけれども、これに対して、この部分に対して

国が何で動かないかというと、そこまでやっていいのかというのがあるんですね。外していい

のかということなんですね。 

 だから、償還払いへの移行というのは、柔整のほうはないんですよ。むしろ、先月、11月で

したか行政刷新会議のワーキンググループで出されたように、限りなく柔整療養費をゼロに持

っていく。そういう手法をここで取るわけでね、償還払いがどうのこうの、受領委任を守れ 

どうのこうのという議論の前に、今、患者さんから出たとおり、急性外傷性疾患をわずか470

円で診させている、この料金が妥当かどうかという議論が必要だと私は思うんですけれども。 

 償還払いに移行するという議論は、将来においてはないんですよ。なぜないかというと、患

者さんの保護の見地からはあり得ないんですね。 
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○ 本多（司会） ありがとうございました。 

ちょっとこの辺でお話ししますけれども、療養費の償還ができるのは、保険者が柔道整復師

の治療が、保険医療機関の治療を受けることができないやむを得ない事情があったとか、ある

いはそれが相当な理由があったとかというような、非常に抽象的な基準で設定されます。償還

される額も、保険者が決めるということになります。 

 そうなりますと、事実上、実際請求しても、払った費用がそのまま満額返ってくるという保

証は一つもないんです。 

 だから、今、上田さんがおっしゃったように限りなくゼロというのは、そういう趣旨も含め

てお話を賜ったと思うんですけれども、そういうことでございます。保険者が全部イニシアテ

ィブを握って、保険者の裁量で、支給したり支給しなかったりします。また、支給する場合で

その額は実際に患者さんが支払った額ではないということになります。 

 もしこういうことが行われた場合、現場でどんなことが起こるか、想定問題でございますが、

私の感想を言いますと、皆さんのところに患者さんが来ます。現金治療を受けます。領収書を

発行します。その領収書はどんなことを書くかというと、品物の領収書ではありませんから、

どういう治療をしたかというサービス、給付内容を特定して書かなければわかりません。どん

な給付を受けたかとか、これは物の給付ではありません。行うサービスですから、どんな内容

がやられたかということを一々書かないとならない。さあ、書けますか、現実に。どんな治療

をどうやったか。コアの部分は書けますが、細かいところ書けますか。というのがまず１点で

す。どういう領収書を発行したらいいかということです。 

 同時に、まあ、それも書けるとしましょうか。それを患者さんが役所に持っていって償還払

いを受ける、償還金を受けるとしますね。もしゼロだったら、あるいは減額された場合には、

その差額はだれが負担するんですか。患者さんが負担するんですか。柔道整復師が返すんです

か。こういう問題を、制度的にははらんでいるわけです。 

 それに対して不服申し立てができますか。行政を含めて、できますか。裁量の範囲内という

のがありますから、ほとんど不服申し立てはできないということになります。すべてこれは、

患者さんか、柔道整復師の自己負担ということで、この仕組みがつくられることになります。 

 というのは、やむを得ないんです。もともと制度が、療養費払いというのは例外ですから。

保険給付で行うべきことを現金給付で行うという、ただそれだけのことですから、これは制度

的にはやむを得ないということになってしまうのではないか。こういうことがこの制度の問題

点で、こういうことが今の上田さんの発言の中の趣旨には、一部入っているというふうに理解
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してもらうということだと思います。 

 さて、今のような問題点を完全にクリアしないで、安易に償還払いにかえたほうがいいとい

う提案にはなかなか国民の支持は得にくいだろうというのも、上田さんのほうの発言にありま

したけれども、なかなかそういうところは問題だろうと思っております。 

 この議論はもう前回少し触れましたので、あまりこれをやっていますとほかのほうの議論が

できませんので、一応、前回の協議会を受けた後、一部の保険者のほうから「司会はどちらか

というと療養費受領委任払いありきの議論である。この当否をもう少し議論すべきだ」という

ようなご指摘を受けましたので、あえてお時間を割かせてもらいました。 

 

―民主党の事業仕分け作業との関連について―民主党の事業仕分け作業との関連について―民主党の事業仕分け作業との関連について―民主党の事業仕分け作業との関連について――――    

 

 次に、今日の本当の、今回の２回目の協議会の本題に入らさせていただきます。 

 ここで、民主党の政策の中で、大変国民的に共感を呼んで、私も大変すばらしいことをされ

ているんだなというふうに思っている部分の一つに、仕分けの作業が行われました。大変国民

が関心を寄せ、しかもオープンでおやりになったので、非常に国民としては、わかりやすいな、

政府、頑張っているなという、あるいは民主党、頑張っているなという印象を持っているわけ

であります。べつに民主党の議員さんがいるからお世辞を言っているわけではありませんで、

実際にそういうふうに思っております。 

 ただし、その仕分け作業の中で議論されていることをどうやって政治の中で、あるいは行政

で実現していくかが次の課題になる。それには、関係者からのいろいろな意見を申し上げてお

いたほうがよろしいだろうと、こういう趣旨であります。 

 そういう意味で、実は資料、事務局、資料をちょっと教えてください。 

○八島（事務局） 資料の２ページをごらんください。 

 資料の２ページは、11月11日に事業仕分けの第１日目が行われましたが、その内容が書かれ

ております。右側のところに、「柔道整復師の療養費に対する国庫負担」というところで、５

項目の事業仕分け後の結論が出ております。見直しを行う、どういう見直しなのかという部分

であります。 

 その見直しの中で、２部位が80％、３部位が50％と具体的に出てきている数字がございまし

たので、当事務局のほうでは、次３ページ目、２部位目が80％、３部位目が50％になった場合

は具体的にどうなるのかというのを、当会は２階でＪＢ接骨院も経営しておりますので、そこ
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のデータを使いまして、こんなふうになるんだなということを出してみました。 

 結論から言いますと、9.2％もしくは8.5％ぐらい請求額がダウンするかなというような結論

も出ております。 

○本多（司会） そこで、この行政刷新会議でご議論をいただいたところの柔道整復師にかか

わるところでございますが、まとめが５つあるんですが、私がそれをもう少しまとめてみます

と、次のような３つに議論が集約されるのではないか。 

 １つは、「柔道整復師の総数の抑制をどうしたらいいか」というご提案があるということで

ございます。 

 それから、もう１つは、柔道整復師の療養費による保険支給の適正化、あるいは厳格化と言

ったらいいのか、不正を防止する方策はどうしたらいいかということ。 

 それから、柔道整復師の養成制度をどのように考えたらいいか。 

 大体、この３つが中心であろうかと思うわけでございます。 

 そこで、私どもが提案しているのはこういうことでございます。 

 柔道整復師の数を減らせ、抑制しろ、あるいは養成校というのでしょうか、養成校の数を 

減らせと、これは実は憲法上大きな問題が出ます。職業選択の自由という大原則があります。

これを切り込んでいくというのはなかなか至難でございます。多分、憲法論争が出てしまう恐

れがあります。それは避けなければいけない。それは決して賢明な政策ではありません。勝ち

負けの議論をしてしまったら、時間がかかります。裁判になる可能性もあります。うっかり養

成校の認可を厳しくすれば、「私立学校、養成学校をつくるのは自由ではないか、なぜ国が干

渉するんだ」というような、こういう議論が当然出てきます。なかなか難しいところでござい

ます。 

 それから、もう１つは、数を抑制しろと、「私は柔道整復師になりたいのを、どうして国が

そんなに厄介なことを言うんだ」と、こうなります。なかなか国民的な支持は得にくいという

ことになってきます。 

 そういうことを避けるためにはということで私どもが考えた制度は、柔道整復師の中で特に

療養費による保険治療ができる柔道整復師、保険給付を受けられる人を認定するという方法で

その数を間接的に制限していくことによって、その刷新会議がねらおうとしている目的は達成

できるはずだ。そちらのほうが抵抗が少ない。初めから切り込むような論争をされるようなこ

とよりも抵抗は少ないだろう、こういう思惑が働いた上で、認定制度の構築を考えていくとい

うのが当方の考え方です。その点についてのご議論を今日、協議会では十二分に議論していた
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だきたいということでございます。 

 したがいまして、刷新会議のねらい目と私どもがこれから提案するものとは目的は同じで、

ただ、若干手段が違うということになろうかと思うわけであります。 

 さて、そういう中で、まず、どういう形で療養費の保険給付という制度、今で言うと療養費

の受領委任払い制度がやや運用上、不正・不当な部分があるということ、これはそういう傾向

を持っているということは私どもも認めざるを得ない、あるいは認めていかなければいけない

ということになりますが、それをどうやって是正していったらいいかということでございます。

それで認定制度というものを考えたわけでございますが、その点に関して、もうある程度前回

も議論していますのでご意見があろう方もおると思いますので、フロントからご意見を聞きた

いと思います。どなたか、ご意見のある方、何かご発言ください。どうですか。 

 どうぞ。ちょっとお名前を。速記録をとっておりますので。 

○大島 民主党の総合医療を推進する議員の会で事務局長をしております、柔道整復小委員会

の大島九州男といいますが、我々が議論をしている、今、認定という１つのことをおっしゃい

ましたけれども、やはり政府として制度の中で、同じ柔道整復師の先生の中で、この人は療養

費が受け取れて、この人は療養費は受け取れないなんていうものを中で整理するというのは、

非常にこれこそ難しい。 

 だから、我々は議論としては、今の問題点に１つ絞って言うと、接骨医という１つの、非常

に柔道整復師の先生の中でも経験と技術のあられる先生については、そういう１つ高いグレー

ドの資格をつくったらどうだろうかと。 

 今まさに、専門学校がたくさんふえすぎて、100校ぐらいになってしまった。この現状があ

って、では柔道整復師の先生の数を抑制するということになると、専門学校の存続にもかかわ

ってくるので、そこを我々はどうするかというと、まるきりもう無資格、無認定のような人が、

「手もみん」だとか、普通サウナでマッサージをするというような、そういうことはちょっと

やめて、今ある専門学校のところで１年か２年ちゃんと勉強してもらった人が、そういうとこ

ろで、施術までは言いませんけれども、マッサージをするような部分で資格を取ってもらうよ

うにして、専門学校も立ってもらうようにしていこうではないかという、そういう方向の議論

はしているところであります。 

 基本的に、療養費を償還払いにするというのは、さっき上田さんがおっしゃったように、そ

ういうことは我々、議論として民主党の中では言っておりませんし、そういう制度も、我々と

しては考えていない。 
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 この事業仕分けの中で柔道整復師の先生たちの療養費の関係で言われたのは、ごく当たり前

の話で、やはり多部位の背景があるというのはちょっとこれは不自然であると。だから、基本

的に、２部位が５であるなら、３部位が３か、割合的にはそういう割合であるのが自然なので

はないだろうかという、そういう純粋な我々のこういう事業仕分けの中でありまして、仕分け

の皆さんとも我々、議論をしたときに、柔道整復師の先生たちの、いまの受領委任払いとか、

療養費の関係について、厚労省も、それをなくすなんていうようなことは、まあ、非常にあり

得にくいというか、難しい部分があるという認識を持っている。我々はそういう理解でござい

ます。 

○本多（司会） ここで、大島さんのご発言の中で重要な問題がありますね。 

 １つは、これは私が見てですよ、ほかの人はどうかは知りませんが、１つは接骨医という別

の枠組みをつくったらどうだという制度でございます。 

 さあ、これは医師会とどう折り合いをつけるか。果たしてそれは、極めて近い時期に実現で

きるような仕組みでしょうか、ということが１つ大きな問題としてあります。 

 というのは、整形外科がこれだけふえてきて、整形外科が１つの大きな分野を持っていると

きに、それと別のものをつくるということは、なかなか大変なエネルギーが必要になろうと私

は思っております。 

 それから、同じ柔道整復師で、片方は保険治療ができて片方はできないというのは、仕組み

としておかしいではないかということで、では、タクシーの運転手さんはどうですか。２種免

許があるではないですか。運転手だったら、全部できるはずです。２種免許を取ったら。なぜ

なら、お客さんを扱うからですよ。そうでしょう。そして、公定料金でやるんでしょう。だか

ら、同じ制度であっても、その中で分けることに何ら違和感はない。 

 それよりも、同じ制度できちっと勉強してもらう。研修を受けてもらって、２種免許を取っ

てもらう。そして、きちっとした公的な医療を行えるようにしたい。これも１つの姿としてあ

り得るわけで、そっちのほうが政治的には、あるいは抵抗勢力が少なく実現しやすい。整形外

科医を向こうに回して整形外科医と類似する、新しい接骨医をつくることよりも、はるかに 

実現の可能性が高いと、私は素人ながらに思っております。 

 そういう意味では、ここら辺は民主党の政策と大いに議論したい。本当にそれは実現できる

のか、本当に可能なのか。 

 私も、歯科医師と同じように、専門家としての接骨医という新しいジャンルをつくることは

反対ではありません。短い期間で本当にそれができるのか。その間にこの療養費問題はもっと
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もっと不正な方向に、あるいは変な方向に行ってしまう。その歯どめをかけなければいけない。

そういうことを考えますと、この制度、将来的に接骨医というのができるとしても、それまで

の間のつなぎとしても、こういう制度について認定制度をつくって、きちっと国民の支持を得

られるような保険医療を行えるような仕組みを早く達成することが大事だと、こういう政策判

断をこちら側はしているわけです。 

 この点について、申しわけありません、議論を交えるような形で大変申しわけありませんが、

ご意見を賜りたいと思います。 

○大島 いろいろな考え方があるんですが、国家試験である皆さんの資格は、やはり、今タク

シーに例をとられましたけれども、１種・２種の部分とは少しちょっと違うのだろうなという

私の認識です。 

 我々が議論する中で、ではどういうふうに接骨医の先生たちと整形外科を整理するかという

と、先生方の技術である徒手整復の部分についてはもう先生方の、これは日本の本当にすばら

しい技術だと、そういう認識を持ち、そして、やはり外科手術をしなければならないところの

部分についてはしっかりと整形外科の先生にしていただく、そういうすみ分けをやったらいい

のではないか。 

 私自身は、こういうことを言うので整形外科学会からは大変嫌われておりまして、徹底的に

医師会の先生たちは、私を見つけると「ああ、あんたと話がしたかったんだ」なんてよく言わ

れてしまいますが、どこを基準に持つかなんですよ。 

 だから、この療養費の受領委任払いも、先ほどおっしゃったように患者さんのためなんです

よ。だから、我々は、国民、患者さんのための視点に立ったときに、この制度は、先生たちの

技術は絶対にこれは必要なんだという、そういう認識なんですね。 

 ただ、その制度を金のためにとか、先生たちの経営のためにとか、そういうふうに悪用する

ところがあるものだから、５部位だとかそういうふうな請求をするとか、不正請求だと言われ

ているので、私どもは先生方にお願いをしたいのは、自主・自立の中で先生方の中の自主規約

の規制をつくって、そして、「我々業界はこういうふうに不正を防ぐようなことをしています

よ」ということをぜひアピールしていただきながら、業界の浄化をしていただくことがまず第

一歩で、今までもずっとやられているとは思うんですが、それがなかなか、悪いことをした人

だけぽーんとマスコミが取り上げるものだから、イメージ的にそういうふうについている。 

 だから、逆に言うと、先生方の業界が、こういう勉強会を通じてとか、それをもっともっと

発信をしていただくこと、我々はそれをまた受けて、政府にも言っていくし、厚労省にもアピ
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ールをしていきながら、国民の皆さんにしっかり理解してもらうということがすごく大事だと

思います。 

 先生方が国家資格を持っていて、宣伝はあまりできなくて、例を挙げるとあれですけれども、

いろいろな宣伝をしている、リラクゼーション何とかとか、ああいう人たちがなんかはびこる

部分は非常におかしいと率直に思います。だから、国民の皆さんはその違いがわかっていない

わけですから、そういうことを周知させるのも我々の仕事だという、そういう理解をしていま

すけれどもね。 

○本多（司会） ありがとうございます。 

 今の大島先生のお話の中で、整形外科はオペを中心にして、柔道整復師の方々には徒手整復

というかな、そういうものを中心で、すみ分けができるのではないかと、こういうご指摘でご

ざいましたが、現実には整形外科医の方で、オペはやらない整形外科医もふえております。 

柔道整復師や理学療法士を採用して、徒手整復あるいはそれに類似した治療を行っております。 

 さあ、本当にそういうすみ分けができるかどうか、またこれは政治の世界にも入っていくの

で、私の素人の判断ではできませんけれども、私は懐疑的であることをお話し申し上げておき

ます。 

 さて、お話としては、どっちにしても、今、先生がおっしゃったように浄化する、国民に支

持を受けられるような保険医療ができるような、そういう部分をきちっとつくるべきだ、ある

いはメッセージを送るべきだ、こういう点については全く同感でございまして、ぜひそれをや

りたいということがこの協議会の目標であります。 

 しかし、頑張れ頑張れ、さあ、しっかりやれ、いい子になれというだけではとてもいい子に

はなれないわけなので、仕組みをつくらないとなかなか国民、我々はいい子になれないという、

そういうものを持っております。 

 したがって、仕組みをつくっていきたいというのが、我々が提案している認定柔道整復師制

度であり、ここでふるい分けをしていかないと、どうもきちっとした仕組みができ上がらない

のではないか、こう思うのでございますが、さあ、フロントの皆さん、今、私がちょっと議論

をしました。ちょっと話が長くなって、大変失礼でございますけれども、せっかくの機会でし

たから私の考えも述べさせてもらいながら、大島議員と議論しました。 

 この議論を通して、感想がありましたら、どなたでも結構ですけれどもお話しください。 

 どうぞ、お名前を言ってください。 

○荒井 文京区の荒井と申します。接骨院を開業しております。 
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 もうこういう問題というのは、もう５、６年前に実は想定されていたんですね、学校がふえ

たときから。こういうことをもう予想して活動するべきであって、私が思うには、反省しなけ

ればいけないなと。 

 それで、今議員の先生がお話しになった件なんですけれども、やはり役人の方が机上で決め

るルールというのは非常に現場に即していない。ですので、なるべく我々柔整師が、ある程度

の適正なことをできるように、我々が現場からルールを考えなければいけなかったと私は反省

しております。 

○本多（司会） 現場をよく見ながら議論をしてというご指摘だと思うんですけれども、何か

もし具体的に、今私と議員さんの議論、あるいはそれを含めた感想でもいいし、ご意見があり

ましたらお話をしていただきたいと思うんですが。少し議論を深めたいという意味で言ってお

ります。どうぞ。 

○福岡 柔道整復師の福岡と申します。 

 私、柔道整復師の国家資格を得て、約30年たちました。 

 今のお話を伺う中で、私は、今、現在私たちが保険を取り扱う中で問題とされている、また

は問題意識を持っている点が、ずれがある。 

 というのは、適正な保険をしなければ、当然これは裁かれて、不正請求はいけない。これは

もう内外、我々自身もそうでありますし。しかし、グレーな部分、本当に適正かどうかという

部分を判断しているのは、実は柔道整復師ではなくて保険者さんなんですね。いわゆる国民健

康保険であるとか、健保さんだとか、共済さんだとか。 

 ということは、私たちが自らハードルを高くしていったとしても、それを受け入れて、適正

であるとして払っていただく側の患者さんが加入している保険者さんが「ノー」と言ったら、

支払いがされないんです。 

 現に私は30年やってきて、ここ数年間、100円単位ぐらいで、不正ではないか、まあ、不正

とは言わないが適正な請求ではないというので返戻されます。それは、一方的に保険者さんが

患者さんに調査をされて、ある程度判断されるケースが非常に高いですね。 

 そうすると、私たちが今問題提起している、自分たちは適正な保険が扱えるような柔整師に

なりましょうと宣言しても、それを認めていただける都道府県であるとか、各種保険の保険者

さんが、どの程度ご理解していただけるか。 

 もう一歩言えば、実はそこの点で保険者さんにある程度のレベルを出していただいて、そこ

を私たちが「あ、こういう柔道整復師ならいいでしょう」という認定なり、資格、もしくは
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我々の資質というものも同時に出していただかないと、具体的な部分で進まないのではないか

なというふうに感想があります。 

○本多（司会） 少し議論が違ってしまうんですね。私が議論したいのは、今民主党さんの中

で議論されている接骨医という部分をつくって、療養費の適正な運用をしたほうがいいという

議論がいいのか、それとも、認定柔道整復師の制度を前提として、認定柔整師制度をつくって

療養費の適正化を図ったほうがいいのか、どちらが政治的にも、政策的にも、社会的にも支持

されるかという議論なんです。そこの感想を聞きたかったんです。 

 どうぞ。お名前を言ってください。速記を取っていますので。座ったままで結構です。 

○田中 柔道整復師をしています。今江戸川区でやっているんですけれども、田中と申します。 

 今お話を聞いていて、新たに資格をつくるか、それとも私たちの資格の中でグレード分けを

するか、どちらかということなんですけれども、今医師は、医師自体がやはり自分たちと一緒

のものを持つのは、はっきり言って医師は医療界の頂点なので、自分たちと並ばれるのは嫌な

んですよ。 

 なので、私たちは私たちでやはり、医師のまねではないですけれども、ある程度一定の研修

を経て、期間を経て、それから認定柔道整復師なり、何かもう１つのグレードのものをつくっ

て、それから保険を取り扱えるための、やはりそこで研修を受けるようにしていかないと、恐

らく、自分たちが適正な点を取り扱えるかどうか、運用できるかというもの自体を、そこをつ

くっていかないとちょっとだめだと思います。 

 あと、福岡先生がおっしゃっていたことなんですけれども、それに対して各保険者が歩み寄

りがないとだめだと思うんですよね。ただ、では、これはだめです、では保険者の人は現場が

わかりますか。わかりませんよね。 

 なので、保険者もそうですけれども、私たち、適正に運営していくにはどうすればいいかと

いうことをやはり、そういうものを話し合わなければ絵に描いた餅になってしまうと思うので、

その辺、制度を分けるものと、あと、適正に運用するためにはどうすればいいかということを

やっていったほうがいいと思います。 

○本多（司会） この点について、田畑さん、どうですか。ご意見があったら。 

○田畑 まず、きょうは患者様の皆様もいらっしゃって、我々柔道整復師の中に、そういう認

定とか、制度的に分けられたものがないのだなと、きょう初めて知られる方もいらっしゃって

お恥ずかしい話だと思いますけれども、まず、療養費の運用云々は抜きにして、患者様の目線

から言って、我々は広告宣伝で書けることと書けないことというのがありまして、患者さんか
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ら見て、接骨師を外から見て、「この先生、どれぐらい勉強してはるのかな」というのはさっ

ぱりわからないのが現状です。どこで勉強したと、経歴を書いてあるだけなんですね。 

 なので、まずその部分で、患者さんからわかりにくいから、制度で分けて、それが表示でき

れば一番いいと思います。 

 以前に大島先生とお会いしたことがございまして、大島先生は、「柔道整復師にレントゲン

が撮れるようにするよ」と私におっしゃってくださいましたけれども、私はそのとき、「要ら

ない」と言ったんですね。 

 要らないというのは何で要らないかというと、「じゃあ、先生、僕、レントゲンは要らない

ので、僕は専門学校しか出ていませんけれども、大学と単位の互換性を持たせてください」と

言いました。「大学と単位の互換性が持てれば、僕は医学部に行きたいし、やる気のある柔道

整復師はたくさんいますので、ぜひそういう制度をつくってください」というふうにそのとき

にお願いしたのを覚えております。 

 だから、今の制度の中で単位の互換性を持って、医学部に行く人もいれば、私も一時、アメ

リカの留学というのも考えていて、そこでもまた単位の互換性というところで壁があって、今

でも行けずじまいですけれども、そういう、ほかと言ったらいいんですかね、ところに行ける

制度もあればいいなと思いますし、本多先生がご提唱の新制度ですね、新しい、我々の枠組み

の中で療養費の側面と学術の側面と両方を踏まえたグレード分けというのがあれば、なおよろ

しいかと思いますし、患者さん目線で言うと、お恥ずかしい話ですけれども、今現状、多分、

柔道整復師の中で公的に何かグレードが分かれている、認められているものといったら、恐ら

く専門学校の専科教員免許ぐらいしかないのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○本多（司会） 山岸さん、どうですか。ご意見があれば。今の議論です。別枠をつくるか、

今の制度の中で新しい、プラスアルファをつけるかという、簡単に言えばそういうことですけ

れども。 

○山岸 私、この世界に入る前は普通の医療のほうのコンサルだったんですよ。自分の会社に

入って、柔道接骨師の先生方の目の前に立ったときに、第一声が「皆さん、若いですね」とい

う話だったんですよ。これが本当にびっくりした形です。 

 今までお話ししていた人で、「開業したいよ」という話を聞いて、若い先生でも45歳以上な

んですね。中には50歳。その中で、ぱっと目の前に座った方が20歳の前半で、それで白衣を着

ていらっしゃる。違和感が非常に大きかったです。 
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 だから、今おっしゃったように、グレード分け、あるいは認定制度、それから、経験年数ご

との、どんなものでしょう、免許が欲しいというのかな、ちょっと変な言い方かもしれません

けれども、そういうのもいずれは必要になってくるのではないのかなというのが、この世界に

ぽんと入って半年ぐらいでの感じは非常に持っています。 

○本多（司会） だれか。はい、どうぞ。 

○渡辺 世田谷区で接骨院をやっている渡辺という者です。 

 当面は、認定制度というものを目指すのがいいと思います。ただし、将来的には、接骨医と

いう制度ももう１つだと思います。 

 ６年制の大学を出た先生が、私たちができる徒手整復の分野をやる人はいません。もっと難

しい病気を扱うんです。実際に、医師不足と言われております。そうすることによって、医師

不足も解消できるし、こっちは、大局的に見て、整形の先生方にはもっと難しい分野をやって

ほしいという願望があります。 

○本多（司会） ほかにご意見、どうぞ。金子さんのほうをちょっと初めに。どうぞ。 

○金子 埼玉県からまいりました金子と申します。 

 制度をつくる上で、基準がどの基準かというのがすごく問題になると思うんですけれども、

例えば年数で決めるのか。 

 僕が身近に聞いた話なんですけれども、整形外科で仕事をしている若い先生、特に救急が来

るような、救急指定にされているような病院で、若い先生でも、救急外来のところは整復する

機会がたくさんありますので、学校ではできない整復をたくさんすることによって、たとえ２、

３年でも救急の外来に実習できたそのところではかなり技術が高いです。 

 そういう整形外科とかで実際に徒手整復ができないと、資格を取った後に何年勉強したとし

ても、机上の理論だけで実際に手は動かないということもあります。ですから、年数があるか

ら技術があるというわけではなくて、その辺の基準が非常に難しいと思います。 

 実際に僕が開業して、本当に整復で来るという方は少ないですし、やはり整形外科に行く時

代になってしまっていると思います。その中で、柔道整復師が整復の技術を高めるということ

は、年数ではなくて、どの施設でどのような実習を積むかというところが非常に大切なことで

あって、その辺を含めて保険給付を受けられる認定制度が、その整復の技術を持ってなのか、

それとも頭の中の机上の理論がしっかりできている者に給付できるようなシステムなのか、そ

の辺の基準がすごく難しいことだと考えました。 

○本多（司会） ありがとうございました。 
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 それは、後ほどそこら辺を議論していきます。 

○竹田 愛知県からまいりました竹田と申します。 

 今の定義の部分で、接骨医というものと、それから認定柔道整復師という、２つのどちらを

選択していくのかというようなことを問題提起として挙げられておるというふうに思っており

ますけれども、これには当然、なぜそうするのかというと、経験や体験を十分に積んだ先生方

を認定柔道整復師、あるいは接骨医というワンランク上げたものにしていこうということは、

一局面では理解はできておるわけですけれども、現状の保険という、療養費というものとの兼

ね合わせの中で、なぜそうするのかという１つの側面は、現状5,000人、6,000人という国家資

格のある者を、旧来の1,200人程度に抑えたいという１つのことがあるというふうに理解して

います。 

 ただ、福岡先生が言われたように、ただ人数を減らすことによって、以前のような保険の取

り扱い総額を落とすことが求められているのか、あるいは、本当に柔道整復師として療養費の、

柔道整復師の業務範囲という問題点が、これはマッチングしていかないと、業界も、あるいは

保険者も、理解されないままこれはずっと進む論議だというふうに感じています。 

 ですので、接骨医というものと認定柔整師という、その資格条件というのがどちらが正しい

のかはわかりません。ただ、２局面を必ずこれは解決をしないと完成できないのだろうという

ふうに思っております。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 もう一方、ご発言をお願いします。 

○本橋 埼玉で開業している本橋です。 

 私はこの業界に入って三十年弱、自分で開業して25年たつんですけれども、今の２つの、接

骨医、認定制度、どちらを選ぶかと言われて、もちろん急にはなかなか結論は出ないと思うの

で、いろいろなご意見を交えながら、これから徐々に考えていけばいい問題だと思うんですけ

れども、今の現状の接骨院が置かれている立場で、大島先生が徒手整復とおっしゃったんです

けれども、今の患者さんはほとんどまずレントゲンを撮って、対外的に証拠になるものを求め

るので、接骨医が幾ら技術があってもレントゲンが撮れないと患者さんも、まして学校がまず、

骨折とかそういうものを接骨医にはほとんど持ってこないのが現実なんですね。 

 何かのときの責任問題が起きるので、必ずレントゲンとか、薬だとか、そういうものもあり

ますので、ちょっと今の柔整師は、特に新しい先生はほとんど徒手整復なんかしたことのない

人がほとんどだし、捻挫、骨折、脱臼というのはちょっとかけ離れてきた業務範囲になりつつ
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あるんですね。 

 患者さんこれだけいてくださって私たちを応援してくれるんですから、もう少し、医者すべ

てではなくて医療全体を考えて、ほかの立場もそうですけれども、柔整師を、もう少し立場を

その組織の中に組み入れた制度をつくっていただかないと、これからの今話している制度も、

医者がすべてで、そのほかは例外で認めてあげているんだという根本をもうちょっと考えてい

ただかないと、いろいろなことを変えたとしても私たちの立場は決して上がらないのではない

かと思うので、その辺、国会でいろいろ頑張っていただいて、立場をきちっと認識していただ

きたいというのが今の意見です。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 大島先生が時間の関係で退席されるので、ちょっといろいろな意見をお持ちでしたら、 

どうぞよろしくお願いします。 

○大島 どうもありがとうございました。大変、いろいろ皆さんの活発なご意見を聞かせてい

ただいて、本当に感謝申し上げます。 

 それで、これは政治的な１つの手法として整理しておいていただきたいのは、認定制度を求

めていろいろ運動しても、そこまで行き着かないんですよ。 

 私が言うような接骨医というのをぼーんと打ち出したとして、医師会と徹底して戦っていっ

たときに、「いや、それはちょっと、認定制度でいいんじゃないの」というふうに、必ずこう

いうふうな駆け引きになってくるというのが、これは現実の世界です。 

 ただ、僕は、理想、あるべき姿をやはり目指さなくてはいけない。まさに、今までの柔道整

復師というこの制度は、それこそ講道館柔道で本当に柔道をされていたような諸先輩方が、そ

の技術を生かして仕事として確立されたものであると認識しているわけですね。 

 そうすると、やはり骨折、脱臼という部分を徒手整復でできる人、諸先輩ってすごいたくさ

んいらっしゃるわけではないですか。もともとヤミでレントゲンを使うといってね、それで、

大学なんかでわっとやっていた先生たちはその技術をお持ちなんですよ。だから、そういう技

術をお持ちの人がレントゲンを撮れないなら、今の制度で言うと、「お医者さん」という名前

がつけば撮れるって、徒手手技ができるわけですから、そういった意味でも、先ほど田畑さん

がおっしゃったように、６年制に、医学部に編入できたりして、そういう形で１つワンランク

行けるという１つの道をつくることは、僕はこれは正しいことだと思っているんですね。 

 それで、今おっしゃるように我々も、若い人で３年間勉強してぽんと出て開業されたら、ち

ょっと、非常に不安なわけですよ。だから、そういう先生たちが、では保険を使えるかどうか
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というようなことを議論するというのは、制度ではやはり非常に難しい。 

 だから、先ほど言ったマッサージの人たちが、無資格でやっている人たちが、認定というか、

資格を持ってやるような部分とすみ分ける。そして、ある程度の、今の柔道整復師の先生方の

業務範囲は、機能訓練の回復だとかいろいろな、介護だとかの分野でしっかりとまた道をつけ

ていくというのも１つの方法ではないかというような部分で、制度は、今後皆さんといろいろ

な議論をさせていただきながら整理をしたいと思います。 

 それと、先ほど福岡先生もおっしゃった今一番当面の問題は、保険組合が第三者の民間に審

査を委託して、それで患者さんのところなんかに電話をしていくわけですよ。そうするとどう

いうことが起こるかというと、もう皆さんもよくご存じのように、もう患者さんが「何かもう、

それだったら接骨院に行けないわね」というふうにして、どんどんそうやって保険請求を組合

が減らそうとしている。 

 だから、これは本当、２日前ですよ、厚労省の役人と議論をしました。どういうことを議論

したかというと、その審査請求をしたり調査するのは組合がちゃんとやるべきもので、それを

第三者に委託するというのはだめでしょうと。もっとはっきり言うと、厚労省の認識としても、

「まずいな」というのは思っているみたいです。ただ、今、現状そういうふうになっているも

のだから、なかなかそれを「バツ」とは言えないということを感じ取りました。 

 でも、その中で私が言ったのは、少なくともいろいろな電話かけしたりするのを、郵送だと

かそういった調査を仮に第三者に委託したとしても、その情報を得て、保険組合のその人から

直接電話するような、しっかりとしたマニュアルをつくって、これは国保だとか、健保組合だ

とか、そういうところに一律の同じ回答ができるように整備しろと言っています。 

 それはなぜかというと、みんな、市役所の窓口の人だとか健保の人たちはそういう知識があ

りませんから、柔道整復師の件とかいろいろ言われて、このレセプトのこの部分がどうです、

ああですなんて言われても、答えられる人はだれもいないんですね。 

 だから、少なくとも、そういう民間会社の人が直接患者さんに電話をしたりするようなこと

を抑制することだけはしなさいと、今ちょっとそこを、本当に２日前の話なので、厚労省から

文章で私のところにもらうようにしています。 

 あと、いろいろな問い合わせがあったときに、きっちりと窓口でも、市町村のお嬢さんの窓

口でも同じような回答ができるようなマニュアルをつくって、基本的に保険組合の人でないと、

そういうふうなことを聞いたり調査したりすることはできないんですよというぐらいのことは、

きっちりわかると。どことは言いませんが、そういう民間会社の名前を挙げてね、厚労省と議
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論したら、悪質と言ったら悪いですけれども、やはり業者が幾つか特定されますからね。だか

ら、そういう特定される業者については徹底して指導しろという話をしています。 

 まさに今非常に組合も財源が厳しい中で、保険請求を抑えることによって、その民間会社と

組合が儲かるような、そういう制度は患者さんのためにはならないのだから、そういうことを

許すなということは厳しく言って、厚労省さんも、「わかりました。それは整理して文書を出

します」と言っていますので、それはまた報告します。 

 だから、我々としては、現実的にあるところをつぶせとは言いません、だから、そこは少し

でもそういう、あからさまに柔道整復師の先生たちのレセプトについて、直接電話をしていろ

いろやるようなことは抑制する方向をつける道を探しなさいと、今そういう議論をしていると

ころでございます。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 では、ちょっと休憩に入りまして、第２幕は、先ほどお話が出たように、どういう認定制度

がいいかというのの中身を議論したいと思います。 

 ５分ぐらい休憩に入ります。 

（休 憩） 

 

―認定制度の具体論――認定制度の具体論――認定制度の具体論――認定制度の具体論―    

 

○本多（司会） それでは、よろしゅうございますか。お席におつきになりましたでしょうか。

よろしいですか。 

 少し議論が活発になって、大変ありがたいと思っております。もう少し議員がいると、もう

少し議論をしたかったところもありましたけれども、またの機会に議論を重ねたいと思います。 

 さて、民主党の政策の中で、接骨医という新しい枠組みをつくるというお話を、私は初めて

きょう聞いたわけでございますけれども、それと、私どもが考えている認定柔道整復師にどれ

だけの違いがあるのかはまだ十分に議論されておりません。あるいは、これは二者択一ではな

くて併設してもいいのかと思っております。 

 そういう意味では、まだまだ議論の足りないところでございますが、何はともあれ、この制

度をそのまま残しながらグレード分けをしていくという、そういう趣向についてきょうは議論

を深めてみたい、こういうふうに考えております。 

 接骨医という新しい枠組みをつくるというのは、まだまだ青写真も見えておりません。どう
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いうものかということもちょっとわかりませんので、ここでこれ以上議論にすることができま

せん。そこで、もし、そういうものが具体的になれば、また別の場所で議論をしたいと思って

おりますが、とりあえず今回は、認定柔道整復師制度について、その骨格をお示ししながら議

論を深めていきたい、こういうふうに考えております。 

 柔道整復師のグレード分けというのには、大体３つの枠組みがあると思っております。 

 １つは、医療家としての専門性を高める。これがなければ、もはや医療保険を使える資格は

ないはずでございます。 

 先ほどの、柔道整復師の数の多さは、数だけが多いわけではなくて、それに伴って質の低下、

これを憂いているわけでございますので、まずは医療家としての専門性というか、専門力とい

うか、そういうものを高めるための研修というものをきちっと確立していかなければ、認定柔

道整復師としての制度は立ちいかないというのがあります。 

 それから、もう１つは、柔道整復師は医者と同じでございまして、人間を診るわけでござい

ます。生きている人間を診るわけですから、ヒューマニティに富んだ、そういう職業でござい

ます。そういう意味でのいわば専門家としての倫理性、倫理観というか、そういうものをきち

っとした形で持たない限り、国民の支持は到底得られないということになります。 

 単なる慰安行為しているわけではありません。治療という、治すという大きな目標を設定し

て、そしてできる限りの技能をそこに傾注して、そして患者さんに一日も早く社会復帰を達成

させる、あるいは苦しみ・痛みから解放していく、こういうことでございますので、その過程

の中では人間を知らない限り治療はできない。そういう意味では、ヒューマニティに富んだ治

療、やはり倫理観を持った治療、こういうことが大変重要だと言われております。 

 それから、もう１つは非常にテクニカル的なことでございますけれども、公的な資金、国庫

の一部をいただくわけでございますから当然、療養費というものがどういうものであり、どう

いうような仕組みになっているのか、あるいは、それに対してどういうように考えていかなけ

ればいけないかという、そういう保険請求についての知識、そういうものを十分に会得してお

かなければいけない。 

 臨床、そして倫理、そして保険請求のあり方、こういう３つのテーマで研修を重ねることに

よって、認定柔道整復師制度は目的を達成する仕組みになるのだろうと、こういうふうに考え

ているわけです。 

 このほかに、次回あたりには議論したいところは、そうやってもやはり運用においてきちっ

としたルールをつくらないと、やはり問題はもとに戻るのではないかという懸念があります。
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認定する為の審査基準、療養費の適用基準、３回目になりますけれども、そういうものは次回

にご議論をさせていただく。とりあえず今回のところは、この制度の骨格、枠組み、骨太のと

ころを議論させていただきたいというのが今回の議論のテーマになります。 

 さて、そこで、まず今３つ、私がコア的なものを挙げました。このほかに、もっとこういう

研修をやるべきだというご意見がありましたら、フロントのほうからご議論を賜りたいと思い

ます。だれか、患者さんのほうでも結構ですよ、こういう柔整師が欲しいんだよというのがあ

りましたら、いろいろご提案を賜りたいと思います。どうぞ、どなたかおりませんか。 

 どうぞ。お名前をちょっと教えてください。 

○山田 千葉で開業しています山田と申します。 

 先ほどからお話を聞いているんですけれども、レントゲンで写真を撮って説明しなければな

らない、患者さんに説明のしようがないとかというようなことを申し上げていた方がいると思

うんですけれども、私のところでは現実的にそのようなことはもう常にそうですが、母親がつ

いてきたり、学校の先生がついてきたり、そういったことになっていますけれども、すべてが

写真で写るものではありません。 

 そういったようなことで、例えば腰痛であれば、「この筋肉が壊れているんだよ。ここを触

ってごらんなさい、こんなに痛みが出るでしょう」と、こういったような形で説明をして治療

をしています。 

 ですから、この研修制度のことなんですけれども、研修といっても、実際、教科書の上のこ

とでは役に立たないというのが現実ですよね。大半が手技です。手技で、壊れている場所を見

つける方法、あと、捻挫にしても、背屈障害なんかが現実に起きている患者さんが大勢いらっ

しゃいます。背屈障害はこれ、アジャストで治りますよね。関節の調節で治ります。これも整

復です。あと、半月板、半月板の転位等でひざが伸展できない、動かすことができない。こう

いったことも全部整復です。 

 だけれども、私たちの周りでかなりの接骨院のチェーン店が開店して、わざわざ私のところ

にまであいさつするようなことになってきていますけれども、彼らは何もできません。そうい

った状態で開業されているんです。半月板が転位して伸展できないような足を、屈曲できない

ような足を１週間も電気をかけて温めているような連中が、そこらじゅうで開業しているんで

す。そういったようなことをさせないためには、会を持って研修をしていかなければならない

のではないのかなと。 

 ここにいらっしゃる先生方はそのぐらいのことはできるような方だと思っていますけれども、
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とにかくこれだけ学校がたくさんできて、私たちがいくら襟を正しても、そういった連中がい

る限りは、どうしても白い目で見られるようになっていくのではないでしょうか。 

 私の周りでも、トヨタカツマタだとかの通院妨害とも言えるようなことをやってくるような

保険組合がいくらでもあります。 

 このままで行くと話がとんでもないところに行ってしまうような気がするんですけれども、

とにかく、研修、手技、これも思い切って審査をしていく。あるいは、アメリカのカイロプラ

クティカルと同様に各県市町村で開業試験を行うとか、やる方法は幾らでもあると思います。

きちっとした技術を持って、初めて開業できるようにしていかなければならないわけですから。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 まだご発言を賜っていない方もございますけれども、それでは、黒田さん、ご意見を何か。

研修を３つ、今私、申し上げましたけれども、ほかにつけ加えるもの、こういうのをつけ加え

たらどうかというのがありましたら、ご指摘いただければありがたいと思います。 

○黒田 今、柔道整復師の医学部編入とかありましたよね。その認知をするためには、医学部

のようにするのも必要なんですけれども、その場合に、基礎科学を含めなければならないんで

すね。 

 今カイロプラクティカルのお話をしていましたけれども、かつて、昔1890年にミッシェル・

パーマーがやったとき、首をこう、黒人がやったら、その施術を発見したんですけれども、 

さんざんっぱら、それは連邦制度ですから、ＦＢＩの前身の司法部の調査部が各都市の警察を

指揮して逮捕してやったんですね。どうやって認知したかというと、大学を幾つかつくったわ

けですね。その場合に、基礎医学を必要とするわけなんですよね。 

 そうすると、柔道整復師の場合は伝統的な技術ですよね、技術がよければいいか、基礎科学

まで必要かという議論がどうしても出てくるわけなんですね。 

 例えばこういう例があったんです。テーピングというのは大阪の柔道整復師の方が発明した

らしいんですけれども、それでどれだけスポーツの選手が、従来試合ができなかったのがテー

ピングでこうやって固定してやれた。どれだけ貢献があるかということがあったんですけれど

も、柔道整復師の場合、これを理論的には証明できなくて、名前は忘れたんですけれども、北

九州にある九州大学の医学部の人が証明したんですね。 

 そうすると、もし大学にすると、基礎科学をやると、自分たちがした技術を、なぜかという

ことを理論的にできるんですが、医学部みたいな基礎科学を持たないと、どうしても医学部に

頼らざるを得ないという問題があると思います。ですから、そういった技術、治療のみに重点
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を置くか、それともその科学理論も持たなければいけないかというのがあると思うんです。 

 例えば、最近私、横浜市の市立盲学校で実習で針を打ってもらっているんですけれども、昔

はなかったんですけれども、今は盲学校でも医学部の解剖学の教室で医学的な理論もやってい

るという現実があるんですね。盲学校ですと単に必要最小限、普通の針灸学校もそうですけれ

ども、やさしい、看護婦レベルの医学しかやらないんですよね、治療に。でも、最近は、解剖

学とかそういうので医学部に実習に行ったりするようになっているそうなんですね。 

 ですから、さっき言ったとおり、治療への集中が必要なのか、医学基礎理論も必要なのかと

いう、医学部に頼らずに独自の治療法から、その理論として証明、自主的に柔道整復師の学校

のほうでやれるかどうかという問題があると思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 認定柔道整復師をつくる場合にどういうものを、講習とか、実務経験というものを積むかと

いうのは養成学校の制度とも絡んでくるわけですよね。だから、なかなか非常に切り込みにく

いところがありますけれども、現在の養成学校のカリキュラムや、国家試験の問題の出題の部

分、そういうものを頭に入れて、そっちを変えていくというのはなかなかこれは難しい話です

から、それを頭に入れて、どういう臨床、あるいはその他の研修を行っていくか、それをクリ

アした人をグレードアップさせ、認定制をつくっていく、ということになろうかと思うんです

ね。 

 保険関係の方で、坂元さん、どんな柔整師が保険を扱ったらいいか、そういう目から見て、

どういう研修を受けさせたらいいかというのを、もしご意見があればお話をしてください。 

○坂元 某健保組合に勤めています坂元と申しますが、業病というか、このような体になって

しまって、海外に駐在することが多かったものですから、海外で事故をしまして重度の障害を

持っているものですから、仕方なく今の健保組合に勤務しているわけですが、そこでいろいろ

感じたことを申し上げますと、今のような制度のことはよくわかりませんが、実際に接骨師さ

んから上がってくるレセプトを処理しておりますが、その中で気づいた点を申し上げます。 

 まず、先ほど申しましたように海外でのことを申し上げますけれども、海外に行っても、日

本でのこういった、医師と、それから柔道整復師というふうに２つに分かれている職種の方が

いるということは、今まで経験したことがないんですね。これは日本でだけだと思うんですが、

柔整師の方のこういったすみ分けを、先ほど大島先生のほうからお話があったように、医師会

と、柔整師、会とは申しませんけれども、そういった会がありましたら、そういった会とすみ

分けたような制度をつくっていただいて、我々、給付する側と、それから患者さん側と、各接
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骨師さん側と、うまく回っていけるような制度にしていただければいいかと思います。 

 それから、レセプトを整理しておりまして１つ申し上げたいのは、患者さんから「私はこん

なところを施術したことはない」と電話がかかってくるんですね。こういったのは、ちょっと

おかしいと思うんですよね。 

 レセプトに、「署名してください」といって、本人が署名しているわけですよ。ところが、

「私はこんなことは書いていない」と言っているんですね。これはちょっとおかしいと思いま

すね。患者さんも、よく注意してからレセプトに、正しい記述かどうかというのを確認してか

ら、患者さんもしてほしいんですね。 

 それから、性別がですね、例えば何とかカオルとかいっていると、女性だというふうに書い

ているんですね。それでも、実際には男性の方もいます。それでも、署名しているわけですね。

「私は女性ですよ」といって署名しているわけですね。これは完全におかしいですよね。こう

いったことがないようにしていただきたいんですね。 

 そうしないと、我々はあくまでもレセプトを見ながら処理しているわけですから、こういっ

た面でも本当に正しい処理をしているのかなという疑問を感じるところがあるんですね。です

から、そういったところは必ず患者さんのほうはレセプトに書かれているところを確認してか

ら、「はい、私は本当に確かに施術を受けました。じゃあ、これで請求をお願いします」とい

うことを確認してからですね、その辺をお願いしたいんですよ。 

 例えば白紙のレセプトを出されて、「これに署名してください。そうすれば、それで予定請

求は来ません」と接骨師さんが言われるかもしれません。こういったことがないようにお願い

したいんですね。 

 以上です。お願いします。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 金子さん、あなたが所属する団体では、卒後研修ということについてどのようなことを取り

組んでおられるか、もしあったらご披露願いたいんですが。卒後研修ですね。 

○金子 前回の米田先生の議事録を読みましたが、そのとおりで、会全体として、かなり普及

されている制度ではないと認識しております。私自身もその制度を利用したことはまだありま

せんし、日整のほうでそういう制度をつくっていこうという方向でやっていると認識はしてお

りますが、一般の会員の方がそれに賛同して、全体的に実行しているという段階ではないと思

います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 
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 石井さん、今こちらの方、坂元さんがおっしゃったのだけれども、保険を取り扱っているレ

ベルで今、ちょっといんちきくさい請求が来て困っているという議論だと思うんですよね、基

本的にはね。そういうこともきちっとやるべきだというのはもう当然の話なんですけれども、

どういう柔道整復師を、保険者側から見て、こういう勉強をしてきた人がいいんだというよう

なのが、もしご意見でもあれば、思いつきで結構ですから、実務の中での感想を述べていただ

きたいと思います。どうぞよろしく。 

○石井 私のほうから先生方に何かご意見という立場でもございませんが、保険請求というと

ころから見ますと、やはり保険請求の制度的なものが問題になってくると思います。 

 診療報酬のように療養費のほうは審査基準というものがございませんので、その辺のところ

をきっちりと厚労省の方にお示ししていただいて、それをもって先生方が、それに従って請求

ができるという制度がやはり一番、不正請求を、防止できるというより、未然に防げることだ

というふうな認識はしております。 

 ただし、医療もそうですが、どんなところにたどり着いてもグレーゾーンがあったり、不正

請求があったりはしますので、完全にゼロにするということはまずあり得ないというふうに私

たちも思ってはおりますが、先生方が疑いなくやっていただけるのは、やはり審査基準という

ものをしっかりと設けていただきたいなというのが、私個人の意見になりますが、そう思って

おります。 

○本多（司会） ありがとうございます。 

 藤本さん、どんな柔道整復師が保険の治療を行えるようにしたらいいか、その辺のご感想も

含めて、ご意見をお願いしたいと思います。 

○藤本 レベルがまだまだなので、ちょっと内容もあまり深く理解していないんですけれども、

今回お話を伺った中でちょっと疑問というか、不思議と思っているのは、多分今の20代の先生

たちの考えというのがすごくもっと重要ではないかなと。そこがやはりおいてきぼりにされて

いるような形で、やはり業界全体の総意として何か出していかないといけない。 

 今まで長年やってこられた先生たちも多分いろいろな活動をされていたと思うんですけれど

も、多分今までうまくいってこなかった現実がある。ということは、もっと下を、もっといい

状況、これというのはこういうことですよと、倫理性も、保険請求のあり方も、みんなしっか

りその辺をどうも、開業されている先生たちがスタッフに教えたりとか、学校で教えて広げて

いくことが、多分この業界をもっとよくしていくことではないのかなと。 

 だから、もっとそこの意見が必要というのと、もう１つは、国民、患者さんがやはりメイン
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だと。患者さん以外で、柔道整復師にかかっていない国民の人というのはたくさんおられると

思いますので、そことの議論、その人たちがどう考えているのか、この柔道整復師という、国

の財産を使っての仕事ということを考えているのかなというのも、なかなか表に出てこないも

のがありますので、その辺もっと出てくるとおもしろく議論になって、私たちの業界ももっと

発展するのではないか。 

 どうもすみません。いまいちですが。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 20代の人の意見を聞けというお話でございますけれども、この中に20代の人はいますか。代

表してご発言を願いたいのでございますが。年格好から判断すると失礼になりますからお指し

しませんけれども、だれかいらっしゃいますか。 

 確かに、全体をまとめるには世代層によっていろいろな意見があると思うんですけれども、

昔の先生方は、先輩のところに徒手の丁稚奉公に行っていろいろ身につけるという、そういう

方もあれば、養成学校でそのまま柔道整復師になった方もおられるので、なかなか柔道整復師

業界は、時代層によって違いが、断層があるんですけれどもね。なかなかまとめきれることは

難しいだろうと思うんですけれども。 

 さて、私は科目としては３つの科を挙げました。これ以外に、こういうものも科目として挙

げたらどうか、先ほど基礎理論をもう少し入れるほうがいいのではないか、あるいはそういう

ことも考えたらどうか、こういうご意見も承りましたけれども、そのほかに何か、こういうの

をさせたらどうかというご意見は。 

 どうぞ、鈴木さん。 

○鈴木 ３つとは関係ないんですけれども、まず一番いいことは、普通、病院だと、下手する

と２時間待ちで５分で終わり。ところが、皆さん先生たちだと、最低でも30分か１時間は時間

をかけてくれますので、それが非常にいいと思います。 

 それと、もう１つ、今の20代と30代の若い日本人ですね、柔道整復師にかかるという感覚が

薄らいできていると思いますので、やはり活動と宣伝が必要だと思います。 

 以上です。 

○本多（司会） 時間がたってきましたので、一応この３つのコアの中で、先ほど千葉の方で

したか、ご発言があったように、理屈だけでは柔道整復師の術は上がりませんよ、技は上がり

ませんよと、もうおっしゃるとおりでございます。 

 私どもが考えている認定制度の中で、やはり臨床研修、先輩方の、それなりの方のところで
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数時間、あるいは数十時間、研修を受ける。そして、そこで本当の技を見たり経験したりする、

こういう研修をつくりたい、こういう枠組みをつくりたいと思っております。 

 この点につきまして何かご意見があれば。私は数十時間と言いましたけれども、時間帯をど

のくらいにしたらいいかとかということもあるわけでございますが、ここの点についてご意見

がありましたらお話を聞きたいと思います。だれか。 

 どうぞ、田畑さん、お願いします。 

○田畑 私はちょうど40歳でございまして、中間世代でして、意見を言わせていただきたいと

思います。 

 専門学校、養成校でも、臨床実習というのを持っている学校も多いかと思いますけれども、

私が経験した臨床実習で言いますと、接骨院実習というのがございまして、１週間だか５日ぐ

らい行かされるというのが正しいんですかね、学校から行かされるんですけれども、私、40歳

でちょっと生意気なことを言いますけれども、やはり諸先輩方は「見て覚えろ」というふうに

育っておられますので、学生がそこに１週間や10日行ったところで、「見て覚えろ」という感

じになって、５日、１週間、ただ立っているだけみたいな状態になっていたのを記憶しており

ます。 

 ですから、教える側をまず選定しないといけないのかなと思います。業界が大事で、後輩が

大事というふうに思われるなら、先輩方も後輩を大事に教えるとかいうスタンスが必要なので

はないかなと思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 今のお話の中で、やはり「見て覚えろ」というのは大変、臨床家としてはもうイロハの話で

当然の話なんですね。見ないで、その患者のいろいろなことを見られません。訓練を受けると

いうのはそういうことですから。 

 この点につきましても、私は大変、どういう方に臨床研修をやっていただけるか、指導者で

すよね。指導者を得る、指導者に人を得ることによってこの制度がよくなるということになり

ます。この指導者の選定というのは非常に難しいわけでございます。 

 この点については、この協議会では細かい議論はなかなかしにくいので、いずれこの協議会

が終わってから専門部会をつくりまして、細かいそういうところの議論はしていきたいと思う

んですね。しかし、少なくとも、だれでも、指導者になるにはその中でやはりある程度の経験

と実績を持った方にやっていただきたい。 

 １つの考えとしては、今まで出たレセプトを見ながら、その中でどんな治療がされていたか
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ということをセレクトしていきながら、１つの基準をつくっていくというのも１つの手法であ

ろうと、こういうふうに考えております。 

 問題は、そういう制度をつくるときに費用がかかるわけですよね。さっき議員さんが言われ

たけれども、これを国から出すというのは今の現状ではおよそ考えられない。 

 ですから、やはり業界で金をつくるということになろうかと思っております。そうしなけれ

ば、恐らく説得できないというように思っております。さあ、予算を取るといったら、必ずこ

れは議論が難しくなります。業界の中で予算をつくって、それを実施していく、こういうよう

な形になるだろうというように私は思っております。 

 さて、臨床研修でございますけれども、そういう意味での負担は会のほう、業界のほうで負

担して立派な指導者に研修を指導してもらうと、こういうことになろうかと思うんですね。 

 臨床研修ですが、２つ種類があると思うんですよ。細かく言えば２つか３つある。 

 全く、学校を卒業したばかりの方の研修はどのくらい必要か。 

 それから、５年かそのぐらいですね、５年ぐらい柔整師の仕事をしていた方にどのくらいの

研修を必要とするか。 

 それを超えた方々には研修が必要かどうかを含めて議論していきたいと思っているんですが、

その辺についてちょっと感想を、山岸さん、どうですか、その辺の感想。今言った、これは僕

の思いつきですよ。全く何も研修をしてない。それから、一応開業はしているけれどもやや経

験不足だと思う人で、５年以内。それから、それを超えた方で、やはりもう１回、洗ってもら

うと。 

 はい、整理して。 

○鈴木 私どもも15年以上実際にやっていますので、その中で、先輩から後輩にというような、

学術とあわせて保険の勉強だとか、いろいろな中でやっていますので、それをもってよしとす

るかどうかというのも、１つ今考えている最中なんですけれども。 

 あとは、体系的になかなか組み立てられないところに非常に大きな疑問があるので、やはり

学識経験者等を交えた中での体系的な段階というんですかね、その辺が確立されてくれば、多

少なりとも私どもでも、自己浄化作用という形の中でやれば出ていけるのかなというのは、今

考えているところでございます。 

○本多（司会） どうですか。大体、私は今思いつきなんですけれども、さらからの、全然研

修したことのない方、学校で研修するのは別として、臨床の研修を受けたことのない方。それ

から、５年ぐらい開業したり、あるいは勤めたりしてそれなりの経験がある方。これは５年以
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内、未満ですね。それから、５年を超えた、５年以上の方、こういう３つぐらいの枠で臨床研

修を実施していきたい、こういう提案をしているんですけれども、ご意見のある方。 

 どうぞ。 

○福岡 福岡でございます。 

 ちょうど私の子どもが、医学部を出まして、研修医として今２年やっております。６年間、

医者の学校へ行きまして、その後２年間は研修医ということでいろいろな専門のところを回る。

さらには、来年からですかね、今度は専科を決めるために、ここから本格的な研修が始まるん

ですね。さらに、この２年を経ると、大学に戻って博士号の課程を取るとすると多分あと８年

ぐらいはかかって、その後、開業するのかな。浪人しまして今28ですから、そうすると３６、

７で、確かに、先ほど山岸さんのほうからも随分若い柔整師が開業していると。 

 振り返って、私たちの、いわゆるいい時代かどうかはわかりませんが、徒弟制度であった時

代は、少なくとも、私は当時、自分も含めて、４、５年はやはりしっかりと臨床を経験したと

いう思いがあります。 

 であることを基本にしますと、やはりある程度の経験を持った先生のところでは、４、５年

の間にまず臨床、それと併設として、倫理観や、それからやはり保険請求等々がきちっとでき

る。というのは、現に保険請求は現場では教えておられる方々は少ないんですね。開業のとき

に初めて、保険請求の仕方を勉強する方が多いんです。 

 ちょっと保険請求業務の関係でお仕事をされている方がいらっしゃるので、多分ご意見もい

ただけると思うんですが、今はコンピューターに入れ込めば、知識がなくても保険請求が適正

な形ですっと出ます。 

 ですから、本当の意味での保険請求のあり方や保険制度というものを学ぶという、本多先生

のほうからご提示されましたが、やはりこの部分は、専門的には４、５年は絶対に必要である

し、さらには保険請求というのは、開業の先生ではなくて、やはり専門的なところで勉強をで

きるようにしてあげないと、これからは難しいのかなと。 

○本多（司会） この臨床研修をどの程度やるかというのは、その間、研修生はほかの仕事に

つけないわけですよね。あるいは制限されるわけですよね。その辺の生活の問題というか、生

活の利益というか、そういうものもバランスの中へ入れていかないといけない。せっかく柔道

整復師の資格を取って、さあ、これから生活をしていこうというときに、何年も研修しなけれ

ばならないとなると、これはもう生活はパンクしてしまうということになる。これは、理想を

追いすぎて現実を無視するということになりますので、その辺の理想と現実のバランスを図っ
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ていかなければいけないと思っております。 

 要は、患者さんのいろいろな疾病の種類がありますよね、いろいろな種類がある。一通りは

実地で訓練するというのは最低限必要だと。そうすると、先生方の治療室の中で、一通り、い

ろいろな種類の患者さんを診られるのはどの程度の期間があったらいいのかと、こういうサイ

ドで議論をしないといけないんですね。 

 例えば骨折、あるいは脱臼とか、そういう外科的な、外傷的なものが来るのは、そんなに頻

繁に来るわけではないから、二月に１回か三月に１回ぐらいかもしれないとか、そういうサイ

クルだとすれば、その辺のことも考慮に入れながら研修期間を設けていくということが大事だ

と思っております。 

 ですから、やはりこの辺の視点もどうとらえていくかということになると思うんですが、ご

意見がありましたら、どうぞご自由にご発言いただきたいと思うんですが。 

 どうぞ。 

○渡辺 どこどこの接骨院とか医療機関ですと、何年研修したからできるという話ではないと

思うんです。接骨院の保険の取り扱いというのは、例えば捻挫に関しては認定を取るとか、打

撲に関してはオーケーとか、例えば私たちでも打撲とか捻挫であれば最初から上級とか、骨折

とか脱臼とか、そういうものはそういう経験で、ある程度経験がないと認定されないみたいな

ことがないと、ちょっと無理ではないかと思います。年数だけでは測れるものではないと思い

ます。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 指導者の側にもいろいろな種類があるから、そういう方を選定して、２つ３つ研修を受ける

という。例えば捻挫中心の治療室でこうすればというところで指導を受ける、こういうふうに

していけば期間を短く、短縮できるのではないかと、こういうご指摘だろうと思います。おっ

しゃるとおりでございます。ありがとうございました。 

 ほかにだれか、いい知恵があったら教えてください。どうぞ。お名前をお願いしますね。 

○奥平 埼玉で開業しています奥平といいます。 

 先ほどもちょっとお話が出たんですけれども、やはり期間で決めるというのは非常に難しい

かと思います。 

 私は埼玉で開業しておりますが、実際に徒手整復が必要な患者さんが１日にどれぐらい来ら

れるかということを考えると、単純に今の接骨院の新鮮外傷例、徒手整復が必要な外傷例の平

均値を出してみると、恐らく何年かかっても必要なものが診れるかどうかというのがすごく疑
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問な部分もあります。 

 なので、これはちょっと個人の世界では無理だと思うんですけれども、先ほどちょっと話に

出た救急病院で経験を積んだ方が、非常に短い期間内で経験を積んでいるというお話が出た、

そこがちょっとヒントだと思うんですけれども、これはちょっと会とかでも協力してほしいん

ですけれども、例えば病院等で救急的なものを実際に診れる、徒手整復で参加できるような制

度、そういったものがあると、新鮮外傷に対する徒手整復などの技術の向上というのにはすご

く役に立つと思います。それで一つひとつの課程、ノルマをクリアしていくような形の研修の

仕方がいいのではないかと私は思います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 期間を設けるというのは、研修を受ける側から、いつ終わるのか、自分はどの期間まで我慢

していなければいけないかという、ある程度予測可能性を与えないと、なかなか動きにくい。

期間がありきではなくて、そういう便宜性はあるんですね。 

 おっしゃるとおり、柔道整復師だけで指導するのではなくて、そういう柔道整復師と類似の

ようなのをやっている病院とかそういうものにも研修生を送って、指導を協力いただくという

ことは大いにやっていかなければいけないだろうと、こういうようには思っております。 

 ありがとうございました。 

 ほかにだれか。どうぞ。 

○高橋 千葉で接骨院をしております高橋と申します。 

 私もこの業界に入りましてもう30年になるんですけれども、30年前というと整形外科がなく

て、毎日のように骨折、脱臼、新鮮外傷の治療ばかりでした。年々、時代が移り変わってきま

して、そういうものも減ってきました。 

 今、柔整師がどのような位置づけでこれから社会に役立てるかというと、やはり大切なのは

外傷だけではなくて慢性疾患がすごく大事だと思うんです。というのは、これからどんどん高

齢者がふえますし、介護保険もありますけれども、だれでも介護保険のお世話にはなりたくな

いわけですよ。外傷があって、それが慢性化して残ってしまったりとか、高齢者の方ですと、

「これは私はいつ治るのだろうか」とかそういう心配があるわけですね。そういう方たちが、

今接骨院に来ていたりするわけだと思うんです。 

 病院なんかでも、実際に私の家内が夏に頸椎の大きな手術をしたんですけれども、ヘルニア

の手術なんですけれども、手術して２週間入院して、２週間のリハビリで、あとはもうほっぽ

り出されてしまうんですね。そういう方って、もうかなりいると思うんです。そういう人たち
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って、どういうふうに自分でケアをしていいかわからないとか、そういう悩みを持った人が必

ずいるはずなんです。ですから、そういった術後のリハビリだとかそういうのを、整形外科医

で十分に手が回らない部分ってかなりあるんです。そういったところで、我々の活躍する場面

というのはかなりあると思うんですね。 

 今では、そういったものに対して、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷で請求をしているんです

けれども、どうしてもその辺になってくるとちょっとずれが生じて、どうしても無理が出てく

るのではないかと思うんですね。 

 ですから、その辺でもいろいろ変えていくところがあるのではないかと思います。それをう

まく保険に適用できれば、地域密着型で地域に貢献することができるのではないか。 

○本多（司会） よろしいですか。どうぞ。名前を言ってください。 

○荒井 文京区の荒井と申します。接骨院を開業しております。 

 ちょっと話がさかのぼるんですけれども、先ほど、養成校では、保険請求の件であるとか、

倫理の問題、臨床というのは実はカリキュラムに入っていないんですよね。なぜ入っていない

かというのは、もうおわかりのとおり試験にないんですよ。 

 先ほど本多先生から、それを試験に盛り込むということはちょっと不可能というお話を聞い

たので、卒後研修で、認定制度の中ではこの３つは私は必修だと思いますよね。 

 あとは、任意の単位としては、私は教導ですか、実技であったりとか、いろいろな研修とか、

あとは、ケアであったりとか、所属の学会の発表、あと、論文発表とか、それを単位制にして

やられるといいのではないかなと。 

 今の臨床の件なんですけれども、私は臨床は臨床報告、症例数ですね。５年であれば幾つと

か、新規であれば何例とか、そのような、もう症例の報告でよろしいのではないかなと私は思

います。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 高橋さんが言ったように、柔道整復師の仕事の枠組みは広がっていますよね。というよりも、

現在の柔整師の治療というのは少し、昔の古典的な柔道整復師の治療とは若干ずれが出てきて

いる。善し悪しは別ですよ。そういう現実を踏まえながら、研修制度というものをちょっと研

究したらどうか、こういうご指摘でよろしいですか。ありがとうございました。 

 さて、今ここで、私は非常に大事だなと思っているのは、臨床研修で勉強してもらうのは、

やはり診断なんですよ。柔道整復師の診断なんです。診断というものは、必ずしもベテランで

なければ診断はできないということではあり得ないのであって、やはり最終的には自分の医療
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知識の総合的な動員なんですね。 

 だから、そういう診断をどういうようにして先輩方は下しているのかということを、やはり

臨床の中できちっと勉強してもらう。それが、医学基礎知識とどうつながっていくのか。そう

いうところをきちっと学習していくということをしっかりやっていかないといけない。 

 ここでちょっと誤解を受けるといけませんからお話をしておきますが、診断というのは柔道

整復師にはできないのではないかなんていう、極めて古い考えを持った方もおられるけれども、

診断なくして治療なしと、これは当たり前の話でございます。 

 診断をやらないで治療するなんていったら、怖くて、とても私は、患者としてかかれません。

先ほどだれかがおっしゃったですね、「あなたはこういうところが痛いんですよ。ここが痛い

んです、ここが一番厳しいところですね」というようなことをいろいろ聞かせてもらって、教

えてもらって、それで、「こういう治療をしたら多分ここの痛みは緩和されますよ」とか、そ

ういうように診断を伴いながら治療をしていくわけであります。 

 また、治療が終わった後、もう１回来院したときには、「どうですか、痛みは軽減しました

か。痛みがほかに移行していましたか」とか、いろいろなことを聞かせてもらって、そして、

「日常生活はここを注意しなさいよ」と、これは全部、診断なくして治療なし。 

 ところが、どういうわけか知らないけれども、私がこの業界で関係したときに、「先生」と

私のことを言うんですが、「先生、柔道整復師は診断権がないんですよ」というようなことを、

極めてばかばかしい話を当たり前のように言い出しているというね、私にとってはとても不思

議な世界を見たような思いでありました。 

 「それでは、あなたたちは治療していないんですか」と聞きたい。治療は、診断なくして治

療なし、こういう大原則をもう１回振り返って、そして、臨床研修できちっとしたものを、き

ちっとした所見の獲得を持ってもらいたい。 

 断定的な診断が「確定診断」と、こういうふうに診断の中には動きがあるわけですから、そ

ういうところをきちっと勉強していく。それが専門的な柔整師になっていく。そういうものは、

やはり研修できちっと勉強してもらう。 

 だから、単にいればいいのではない。いろいろな症例を扱うわけではなくて、そこを通して

診断をきちっと、診断の技をきちっと獲得し、それを基礎理論に結びつけていく。こういうよ

うなことが大変大事ではないか、こう思っております。 

 さて、問題は、次回この議論をしていきたいと思うんですが、先ほど言ったように、基準。

どういう基準で治療するかということなんです。 
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 ここも、実は療養費の基準というのは治療の基準なんですよ。療養費の基準というのは、抽

象的にはあり得ないんです。どういう治療が保険給付にかなうかということですから、基準が

先にあるのではないんですね。どういう治療が必要か、どういう治療が基準になるのかという

ことなんですが、そこら辺について、次回はどんどん柔道整復師の先生方に、どういう治療が

本当の治療なのかというところをですね、それを基準化していくにはどうしたらいいか、どう

いうことを考えたらいいかということを次回は十分に検討して頂きます。 

 それを、若い先生方や、保険請求をする先生方に学習してもらう。そうすれば、自ずから治

療というものが体系化できるはずです。 

 ですから、保険の基準と言ってしまうとやけに技術的に見えるかもしれませんが、要は治療

の基準なんです。保険治療の基準というものをどう設定すべきかというのを、次回には議論を

させていただきたいと思います。 

 さて、今度は倫理の規定なんです。柔道整復師倫理。これについて少しお話を賜りたいと思

います。 

 僕は、やはり倫理は非常に必要だと思っています。「コンプライアンス」という言葉をよく

使いますけれども、よその言葉を使わなくても日本語で立派な言葉があります。これは「倫

理」なんです。倫理というか、そういうことについてちょっとお話ししたいと思いますが、皆

さんの中で、この点についてこういう学習をやったらいいというようにもしお考えがあれば、

ご披露願いたいと思います。 

 黒田さん、何か意見はありますか。倫理ですよ、倫理。どういう学習をやったら、倫理観が

高まるか。お話しください。黒田さん。 

○黒田 倫理というと、やはり米国なんかだと企業のビジネスでも倫理学というものを設けて

いるんですね。それで、やはり柔道整復師の医学部でも、ほかの医療養成学校でも、患者さん

とトラブルとか訴訟になった判例とか、そこでどこに問題があって、それを改善するにはどう

したらいいかというような科目をやはり設けるのがよろしいかなと私は思うんですけれども。 

○本多（司会） ありがとうございます。 

 鈴木さん、あなたの知識ではどうですか。教えてください。 

○鈴木 やはり自分で勉強するしかないと思うんですね。申しわけございませんが。 

○本多（司会） 実は、私が理解している倫理学というか、倫理を勉強するのは、総論の倫理

というのはなかなか抽象的でね、わかっていますよ、大体多くの方は。人間である以上、人の

ものをとってはいけないとか、人を犯してはいけないとか、殴ってはいけないとか。 
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 ところが、いい加減なことをして、何がいい加減なのかがわからないんですよ。いい加減な

ことをしてはいけないということは、常に私は子どもに教育していますし、悪いことをしては

いけない。当たり前です。そういうことは倫理ではないんです。本当の倫理教育というのは、

具体的なケーススタディですよ。具体的に、この事案のときにどうしたらいいか。 

 例えば、自分の家族がけがをした。自分が診ていいのか。これは非常に難しいですよ。自分

のスタッフが治療室でけがをした。だから、私が、柔道整復師が治療した。それはいいのだろ

うか。これは非常にリアルな問題になります。２つ問題があります。 

 １つは、客観的に治療ができますか。手が震えませんか。つい、身内びいきしませんか。そ

ういうのは客観の医療として言えるんですかという、医療の面からのものです。 

 もう１つ、保険請求をする。これはちょっと疑われませんか。 

 倫理というのは、そういう具体的なケース、ケースで、あなたはどう生きているんですかと

いうところがある。恥ずかしい生き方はしておられませんね、専門家としてきちっとした自分

を確立していますね、そういう議論になるはずであります。 

 ここで言えば、元公務員である上田さんがここに見える。公務員というのは、ある意味では

非常に厳しい倫理規範に従って行動しているはずですので、元国家公務員だった上田さんにち

ょっとこの辺をご意見をいただきましょうか。どうぞ。 

○上田 自家診療の話ということで限定して言えば、禁止する規定がないので、本来は愛情を

もってやるのが身内の治療でしょうね。 

 あと、では愛情を議論しないで実はやったのだったら、それ費用を取れるんじゃないかとい

うのはあるのかなと思うけれども、少なくとも保険を議論するのだったら、ではその身内から

一部負担金をちゃんと取ったんですねというのは最低限聞きたいですね。一部負担金を取って

いないで、何で保険の請求ができるんだという議論になります。 

 だから、少なくとも医療保険においてはそれは当たり前のことです、請求しないのが。だか

ら、払わないと。保険者の財政の見地からは当たり前のことなんですが、たまたま自家診療に

ついての禁止がないので、ほとんどの保険者が払っている。 

 柔道整復もほとんど払われていますし、禁止がないんだから払われている。ただ、これはち

ょっと違った見方をすると、柔道整復互助会、この問題にやはり結びつくのかなと。自分の従

業員を請求するのみならず、専門学校のときの同級生で、保険の希望額を回して請求する。知

り合いでみんなで保険請求を食いものにするという、そういう土壌につながっているというこ

とが実際にあるので、そこはやはりある程度の勧告をかけないといけないのだけれども、国も、
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だれも、禁止規制がないからそれはしょうがないんじゃないかというスタンスですね。 

 だから、本来は愛情でやる身内の治療も、今後も、一部負担金を取っていないのだったら不

可能だと言えるけれども、いや、間違いなく本人から、例えば妻から一部負担金をいただきま

したと、そう言い張るのであれば、それで実際に払っているのだったら、そこはやはり倫理上

は、数限りなく問題はあるけれども、今のところはもうしょうがないなと。 

 ただ、やはり、私は何でも新たに考えていくというのはいいことだと思うんですが、卒業臨

床研修の講師もやりましたけれども、みんなが寄ってこない土壌ですね。 

 だから、この指定でも、認定でも、新たに認定上の設置制度をつくったときに、その認定上

の制度が今既に既存で存在している財団、社団、団体で構築した柔道整復の認定制度と、もう

それで柔道整復認定制度があるのに、その概念とどこがどう違うのか。少なくとも、臨床の面

と倫理の面では議論され尽くして一応つくられたものです。 

 だから、新たに保険制度という、保険請求の観点というのがないので、そこは新たなテーマ

かなと思うのだけれども、そこが、既にできている認定柔道整復師制度とどこがどう違うのか

ということと、それから臨床研究についても、既存で既にできているものにさえみんなが乗っ

てこない。ごくごく一部しか乗ってこない。 

 現状では、社団の会員の先生を中心としてしか乗ってこないということを考えると、同じよ

うな、同じようなというか新たなものを構築しても、少なくともここに参加されている方々は

興味があるかもしれないんですが、柔道整復団体が100以上で、今のトレンドは個人柔整師で

すから、団体に入っていない一匹狼ですから、彼らが乗ってくるわけがないんですね。 

 だから、そこら辺をどうするかという、まず前提が非常に難しいのかなと。何でも積極的に

議論し、構築する必要性はある。しかし、具体的なところに関していくと非常に問題なのかな

と、こういうように考えています。 

○本多（司会） おっしゃるとおりでございましてね、ＪＢの接骨師会で講演をやったり、講

習会をやっても、いつも来るメンバーは同じ人で、その人たちに話すよりも、本当はほかの人

に話をしたい。来ない人に話をしたいのだけれども、来ない人は来ない。話をしたい人たちは

来ない。もう十分にわかっている方が、十分に聞いてくれる。何かがっかりしてしまうという

か、ものはあります。 

 これは、やはり人間というのは不思議なもので、この制度、ここの講習を受けるとこういう

メリットがあるよというね、常にニンジンをぶら下げていないと走らないという、これは人間

侮辱な議論なんだけれども、現実はやはりニンジンをぶら下げなければいけない。これは、本
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当は人間失格ですよ。人間侮辱の議論なんですけれども、今、上田さんがおっしゃったように、

そういうことの実行性がないというのはもう、経験的にそうなんです。 

 そういう意味で、私が今この認定柔道整復師制度について検討しているのは、この認定を受

けたら保険療養費ができますよ、受けなかったらもらえませんよとここではっきりと制度を構

築しない限りは、恐らく、認定制度を利用する人は皆無だと。わざわざお金をかけて、時間を

かけて、しんどい議論を聞いて、それで終わりというのでは、そんな人はよほどの人でない限

りいないということになりますから、上田さんがおっしゃるように、制度をつくる以上は、き

ちっとした成果を上げられるようなものをつくらなければいけない。これはおっしゃるとおり

です。 

 それから、もう１つは、他にもそういう制度があるんじゃないかと。私は不勉強で、ほかの

制度がどこまでやっていて、どういうところで行っているかはちょっとまだまだ勉強しており

ませんが、もしその制度が非常にいいものだと思えば、それは大いに使うべきであって、何も

異を唱えて別の箱をつくる必要は毛頭ない。その箱を利用すればいいわけです。 

 ただ、目的は療養費保険請求、療養費委任払いをやるための認定という、そういうふうに問

題を限定してやりますからね、若干既存の研修制度とリンクしない部分もあるかもしれません。

そこら辺は、これから細かい議論をしていく必要があろうというふうに思っております。 

 先ほど、家族治療というのがありましたね。もっとほかにもあるんですよ。倫理というのを

勉強すれば。患者さんの言いなりに治療をするというのは治療ではないんですよ。専門家では

ないんです。やはり、患者さんを指導しながら治療しなければいけないんです。 

 患者さんが「ここが痛いから、毎日痛いから」、「はい、わかりました」とやっても、これ

は治療ではないんです。やはり患者さんと一定の距離を置きながら、しかも患者さんの疾病と

いうのを十分に把握する。そういういわば客観性を持ったレベルでの治療を行える、そういう

哲学というかな、道徳観というかな、そういうものを養っていかなければいけない。何でもか

んでも、「あっちが痛い、こっちが痛い」というのはずっと触っていくという、そういうよう

な非専門的な論理ではないんだよと、それも医者の倫理として、あるいは柔整師の倫理として、

きちっと確立していく。 

 あるいは、患者さんに、どういう知識からどういう説明をするか。これについては、もう時

代時代で違ってきますね。昔は、がんは告知してはいけない。今は、がんは告知しろ。もっと

今の議論は、せっかく告知するなら、ちゃんとケアができるようなそういう仕組みをつくって

告知しろと、今現在はそういう法的議論になっております。それぐらいに時代が変わってきて
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いますから、そういうこともきちっと時代の要請を吸収しながら、ケーススタディ的な倫理学

を勉強してくれと、そういうことによって本当の身につく倫理は学習できる、こういうことを

考えております。 

 これが一応倫理問題で、だから私どもは、この認定柔道整復師というのは、ある一定の期間、

これは期間を設定しなければいけない。しかし、どういう指導者から臨床研修を受けるか、そ

こで非常にコア部分としては、やはり診断体系というものをきちっと勉強してもらいたい。 

 それから、治療については、やはり基準というか、計画というか、そういうものをきちっと

できるような勉強をしてもらいたい。 

 もう１つは、倫理ということについては、今言った、人から疑われるような治療は絶対しな

い。そういう意味でも、治療家としての基準というか、生き方というか、そういうものをきち

っと確立していくような、そういうものを、ケーススタディを通しながら勉強していく。これ

を研修の中に盛り込んでいくという、大変厳しい要求でございますが、そうすることによって、

世間から、社会から支持される療養費委任払いを使える柔道整復師になっていくのではないか、

こういうように密かに考えているわけでございます。 

 時間があと10分ぐらいしかありませんけれども、何かほかに、こういうことも議論したらど

うかというので議論がありましたら、お話を聞きたいと思います。どうぞ。 

 どうぞ。お名前をお願いします。 

○田畑 田畑でございます。 

 研修の体系の話なんですけれども、先ほどの上田先生のご指摘のとおり、この国には100個

以上の柔道整復師の団体があるんだよということでございまして、この会も、理事さんは全国

に呼びかけておられると思いますが、来るところ、来ないところ、やはりあって、なかなか足

並みがそろわないというのが現状でございます。 

 そうやって考えるときに、我々の免許資格を一括してやっている、全員が入っているところ

はないのかなというふうに考えますと、やはり免許の登録をしている試験財団ということにな

って、「各団体から集まってよ」ってそれでやっても、それぞれ個性もございますし、主張も

違いますし、なかなか多分集まることはないと思いますので、やはり一括して進めるとなると、

財団さんが便利なのかなというふうに思います。 
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―業界のまとめ役は――業界のまとめ役は――業界のまとめ役は――業界のまとめ役は―    

 

○本多（司会） この点は、実はちょっと議論が外れてしまっているので、私も一瞬考えると

ころです。 

 まず１つは、こういう研修制度をどこの組織が、どういう組織がやるのかということなんで

す。今私が考えているのは、３つの案があります。 

 １つは、田畑さんがおっしゃった財団にその役割を担ってもらおうじゃないかという考え方

です。これは意外といいのかなと思うけれども、この人たちがどこまで民間の要求、需要とい

うものを真剣に吸収できるかというのは、大変、私としては心配しています。 

 実は、私どもは、この議論をするために、財団がどういうスタンスで療養費委任払いについ

て考えておられるかということを質問しました。いや、もっと前に、ここに出てきてほしいと。

ここに出てきて話をしてほしいという話をしましたけれども、出てきません。 

 私どものほうで、出てこられなければお考え方を書面で出してほしいとお願いしたところ、

「私どもは法令に従ってやっているだけです」というのが財団からの回答でした。今やってい

るのは法令の話ではないんです。仕組みの話をしているんです。制度の話をしているのであっ

て、現行法の話をしているのではない。将来この柔道整復師をどう持っていくのかという話を

しているのに、「私どもは法令どおりやっております」と。 

 そういうものの考え方の財団を本当に我々のために使っていけるかどうかというのは、私と

しては非常に懐疑的であります。民主党さんとどういう議論をできるかも、これからの課題で

ございますけれども、そういうところともきちっと議論をしていかなければいけない。本当に

議論をしていかなければいけない。 

 さっき国家試験とおっしゃったけれども、本当にこれ国家試験ですか。医師の国家試験とど

こが違いますか。もっと精査しなければだめですよ。国家試験と言っている試験はいっぱいあ

ります。皆さんの国家試験と医師国家試験、全く同じですか。違いはどこにありますか。そこ

をもっと議論しないと、一括して国家試験とおっしゃって、皆さんが、ああ、そうかなと思っ

ても、僕はあれは全国の統一試験だと思っています。 

 辛く言えばね。そういう意味で、国から委託を受けていますというだけでは話にならないの

で、自分たちが資格を与えて世の中に送るのだから、どういう人を送っていくかということの

議論をしていかなければいけない。 

 そういう意味では、さっき田畑先生がおっしゃったように、財団にご協力いただくのが本当
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は一番いいはずなんですが、これがなかなかブリッジがかかりにくい、こういうのが現実だと

思います。 

 今ここに金子さんがいらっしゃいますけれども、日整さんがやはり古い団体で伝統もあり、

業界のことを一番考えている会員が多く、業界の中心的団体です。指導力もあり、人材も育っ

ておられるし、組織もきちっとできている。では、この団体にお願いできるかということが議

論になります。 

 これはもう、お願いしやすい団体だろうと私は思うんですが、こういう会にも組織として 

ご出席いただけない。これでは業界はまとまりませんよ。出てきて大いに議論すればいい。 

こういう話の場を持ちたいと思っています。 

 現に、日整さんをお呼びしました。しかし、こうしておいではいただかない。こういうよう

な中で、さて、どの組織にお願いするかということ、これは実はないんです。申しわけないけ

れども。 

 そこで、私どもが考えているのが第３なんです。これはもう、苦肉の策ですね。各団体にお

願いするしかない。ＪＢはＪＢでやればいい。日整さんは日整さんでおやりいただければいい。

しかし、それだと教育内容がばらばらになってしまう。そこで、認定の資格試験をやるしかな

い。どんな研修をやるかは各団体にお任せする。しかし、認定試験はやらせてもらう。そこに

は、学識経験者、医者やいろいろな人に入ってもらう。そういう中立的な方に認定の資格付与

の権限を与えていく。こうすることによって、どの団体がやろうと、それは構わない。質は、

最終的にはその認定の委員会で決めてもらえばいい。こういう仕組みのほうが乗りやすいかな

というのが第３の案でございます。 

 それは各人が自己負担、各団体が自己負担でやる。受けたい人は手数料を払う。足りないと

ころは、各団体が自分なりの財政で補っていく。そうすることによって、国のお助けを借りな

いで、国は認定柔道整復師を否定する必要はないんです。やってください、お金は出しません

よと、それだけで結構です。我々業界がやればいいんだから。というような考え方を持ってお

ります。したがって、自分たちの仲間を自分たちでつくっていく、こういう自立の精神でこの

認定制度をつくり上げていきたい、こういうふうに考えておるわけであります。 

 ちょっと前回もしゃべりすぎて、今回もしゃべりすぎてはいかんというお達しがありました

ので、皆さんのご意見もいろいろ聞かせてもらいましたけれども、最後とすればそういうとこ

ろでございます。 

 これで、大体よろしゅうございますか。何かその他のご意見がありましたら。今大変大事な
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ことをお話ししました。だれが、どこの組織がどうやるんだということのお話でございました

けれども、一応今のところはそう考えていますが、また次回にご意見があったら、ご提案願い

たい。 

 この議論は、日整さんにも、それから財団にも提案していきたい、こう思っております。一

応、そういうことでございます。 

 ご意見がありますか。どうぞ。あまり時間がありませんので、かいつまんでお願いします。

お名前をお願いしますね。どうぞ。 

○田中（隆） 東京で開業している田中です。 

 この問題のことについて、日整さんなり、あらゆる団体の代表の方とお話し合いがありまし

たですね。 

○本多（司会） お話し合いを提案しておりますが、テーブルにつくことはありません。現段

階では。しかし、私どもはあきらめません。何回も何回も、テーブルにつくことをご提案申し

上げております。 

○田中（隆） 社団法人の日整から、動くというあれはないんですか。 

○本多（司会） 全くわかりません。日整さんは日整さんで独自の考え方を持っているのかも

しれませんけれども、私が不勉強かもしれませんけれども、今のところ、療養費委任払いの合

理化、こういうことについて組織を挙げて提案しているというふうには聞いておりません。個

人的な動きは、いっぱい持っているところは多いと思いますけれどもね。 

○田中（隆） それと、これはちょっと余談なんですけれども、診断のことで今先生がおっし

ゃったんですけれども、やはり我々はどうしても診断が、長い経験があればかなりわかるんで

すけれども、やはり開業当時の場合は診断がなかなか難しいと思うんです。学校を出たばかり

で。 

 それで、結局、例えば３年ぐらい研修期間を設けてやってみるということで、その受け入れ

側のほうも、本当に言うならばもう安い料金で治療施術をしているんですから、それで、給料

の面があると思うんですね。昔、私たちが利用するときはほとんどただ同然でしたが、今の若

い人たちはただでは来てくれないと思うので、それが問題なんです。 

 それで、本当に１日患者数が20人から30人ぐらいでは、そういう受け入れ体制は無理なんで

すよ。やはり100人ぐらい来ればわかるんですけれども。そういう面を少し、治療費に対して、

これで、どれだけ。 

○本多（司会） 今私は非常に心配しているのは、その１点ですよ。研修制度を使うことによ
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って、それが悪用されて、もし労働者に、従業員のような使い方をされるようなことがあれば、

この制度は逆に悪くなります。ここは、きちっと管理監督していくという形を取りたいと思う

んですね。 

 どういう治療をどういうふうにさせたかということをきちっと報告書を書かせて、認定する

かどうか審査の資料にしていきたい。 

 だから、そういうことで、せっかく研修を受けてもだめになってしまう可能性があるという

ことです。そういうことにして、きちんと研修制度も客観的に充実させていく。 

 要するに、社会が、「ああ、これだけの研修を受けて、これだけの訓練を受けたのだから、

もう、もちろん100％パーフェクトはないけれども、まあ、そこそこだろう」という、そこま

で持っていかなければ、療養費委任払い制度を社会的に、制度として残すということがなかな

か言いにくいでしょう。 

 ですから、そこまで上げていくには、どうしてもこの業界は相当の予算をそこに注ぎ込んで

いかなければいけません。だから、例えば１人当たり幾らぐらいの指導料をちゃんと会のほう

で払っていく。そういうぐらいの、自分たちの弟子を自分たちがつくるんだと、こういう強い

気持ちでこの制度、新しく、これをやっていかなければいけない、こういうように考えており

ますがね。予算的にはね。 

 ほかに。どうぞ。 

○金子 先ほど社団の話が出たんですけれども、私、きょうは社団の代表で来ているわけでは

なくて、ただ一柔整師で来たんですけれども、一応埼玉県のある支部で役員をしていまして、

私と同じように、これからどういうふうにしていけばいいのかというか、ほかの団体の方たち

とか、患者さんを含めて、どのようにしていったらいいのかという考えを持っている会員もた

くさんいらっしゃいます。 

 古い会員の先生もいらっしゃいますし、その辺も含めて、私も地元に戻って、ＪＢさんのい

ろいろな考えを持っている先生方、きょう大阪から来られた田畑先生を初め、そういうような

先生方のご意見を会のほうに伝えまして、社団のほうも新しく何かこう、進めていければと考

えている１人ではあります。 

○本多（司会） ありがとうございました。 

 ほかに何か。もうあと１分ぐらいしかないんですが、ほかにだれか、一言しゃべっていかな

いと帰れないという人がいたら。よろしいですか。よろしいですか。 

 それでは、事務局、次回のご案内を申し上げてください。次回だけだよ。 
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○八島（事務局） 次回の会議は、平成22年１月24日、13時から15時にかけて、同じ時間帯に

なります。場所は一緒で開催となります。 

○本多（司会） 次々回は２月の末あたりになります。この４回目が終わって、ここで具体的

な提案を形成して、各政党に提示し、もちろんインターネットに提示して各方面にご提案申し

上げたい、こういうふうに考えております。したがって、ちょっと繰り上げになりました。 

 最終回については、こうしてご出席いただいた方々に協議会で謝恩するという意味で、ちょ

っとした謝恩会を行わせてもらいたいと思っております。予算もつくっています。ぜひ、最後

の打ち上げ式までご参加をできるだけ継続的にご参加を賜りたいと、こう思っております。よ

ろしく。ありがとうございました。（拍手） 

○早津 長時間にわたりまして活発なるご意見をいただきまして、大変ありがとうございまし

た。 

 それでは、次回の第３回、ぜひご参加願えればと思います。お正月でなかなか忙しい時期で

はございますが、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、どうもありがとうございました。（拍手） 

 

平成２１年１２月１３日午後３時３３分 閉会 

 


