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１．はしがき(これまでの経緯) 
 1）柔道整復診療の療養費受領委任払い制度(以下、本制度という)に関し、療養費の不正・

不当請求の多発･常態化が新聞等で報道され、これが社会問題化されています。さらに加

えて、平成 21 年 11 月 11 日政府の行政刷新会議における「事業仕分け」作業において、

不正・不当の請求の実態をとらえてか、柔道整復診療に係わる療養費の国庫負担の削減

が取上げられ、この制度が政治問題化されました。上記の不正・不当あるいは違法と評

されるような請求は一部の地域・一部の柔道整復師(以下、柔整師という)に集中して見ら

れ、これが常態化していますが、このような状態が拡散しないうちにその防止策を実施

しなければならないことは言うまでもありません。私達はこの問題を真摯に受け止めて、

本制度の改善を、これまでの経緯にとらわれることなく、また恐れることもなく、問題

の本質を客観的にとらえ、「公開」の討議を通じて、検討することが肝要であると考えま

した。 

ところで、上記の問題は単に柔道整復師業界(以下、本業界という)で内部的に論議すれ

ば足りるというものではなく、国民(市民)医療のあり方につながる事柄でありますから、

社会に向かって説明責任を果たさなければなりませんし、問題解決に早急に取り組まな

ければなりません。そのために、私達は柔道整復診療(以下、柔整診療という)を受診され

ている患者、それをとりまく市民、支払者側の保険者、厚生労働省等の行政関係者、議

会関係者、本業界の各団体ないし個々の柔整師等の多方面の方々に参加をお願いして平

成 20 年 11 月 16 日、「接骨院治療の医療保険(療養費)の運用を考える」というテーマで

公開シンポジウムを開催し、多数・多方面の方々から御意見を頂きました。このシンポ

ジウムの成果を持続的なものとし、より具体的な成果を求めて本協議会を立ち上げ、平

成 21 年 10 月 12 日、同年 12 月 13 日、平成 22 年 1 月 24 日及び、同年 2 月 28 日の合
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計 4 回にわたって市民参加型の公開の協議会を実施致しました。開催の都度、多数・多

方面の方々の参加を頂き、貴重な御意見を頂きました。また、上記協議会毎にそこでの

協議内容を速記して、これを参加者・関係者各方面に配布し、御意見を伺うことに致し

ました。各方面から厳しい御意見もありましたが、比較的多くのところから好意的な御

意見を頂くことができました。私達は、厳しい御見解に対しましては次の協議会におい

て、その足らないところを反省し、誤解を受けたところはその解消に努めてまいりまし

た。また、好意的な御意見から多少の自信を頂き、その結果、気持ちを強くもって計画

通り 4 回の協議会を終える事ができました。私達は、上記協議会の結果を次の通り「柔

道整復診療の療養費受領委任払い制度改革基本案」を試案としてまとめることができま

した。本試案を政府・政党・保険者及び業界団体並びにインターネット等を通じて社会

の各方面に公表し、各方面からの御意見を頂いて、より具体的かつ実行可能な改革案と

して、保険者側の御理解、政府関係者方の御協力を頂いて、その実現に努めたいと考え

ております。 

   

2）ところで、本試案は、本制度のもとで柔整診療を行う柔整師に向けられた改革案であ

りますが、それは本制度を利用する柔整師に対し、多かれ少なかれ一定の出血を求める

ものです。本制度を現状のままにしていたら、本制度の趣旨を認識していない一部の柔

整師による不正・不当請求の多発・常態化がますます増加・拡散し、保険医療に準じて

取り扱われている柔整療養費診療がその社会的信用を失い、崩壊につながるおそれが生

じるからです。本試案はこのような危機意識のもとに立案されたものであります。もと

より私達は、本試案をもって本業界をまとめて、これを実行しようとするものではあり

ません。本制度を社会的信頼の得られるシステムに改善し、これを実施することによっ

て、社会の負託に応えることのできる本業界の再生を求めようとするものです。したが

って、本試案は本業界がまとまって作られたものではありません。否、これによって社

会的基盤を持った本業界の再編成を願うものであります。 

 

3）本制度は、これを支えている保険者及びこれを利用される市民の御理解と御協力が絶

対的に必要なものであり、私達が患者ないし市民及び保険者に本協議会への参加を呼び

かけ、また、開催された協議会の速記録等を各方面に配付させて頂きましたのは、本試

案に保険者等の考え方を吸収し、本制度をより客観的なものにしたいと考えたからであ
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ります。患者ないし市民の参加はある程度得られましたが、保険者側の参加は得られま

せんでした。もっとも、数名の保険者の職員の方が個人として参加して頂き、療養費支

給の基準が曖昧であることから無用のトラブルが生じ、その解決に時間を要したり、不

公平な取扱いがなされている恐れがある等という指摘があり、また、参加されませんで

したが、一部の保険者から本制度それ自体を廃止すべきであるという厳しい御意見もあ

りました。私達は、この厳しい御意見を協議会の中で、相当の時間を割いて討議致しま

した(もっとも、このような御意見をもたれた保険者からの本協議会に対する意見書の提

出や参加がなかったので、この御意見の真意を十分に理解できずに討議をしたという問

題は残ります)。また、この協議会は柔整師寄りに議論が進行しているのではないかとの

御意見もありましたが、。本協議会は柔整師が主催したということからその批判は当たっ

ているところもありますが、私達は、そのような批判をできるだけ払拭したいと考えて、

一般の市民や各方面の保険者の参加をお願い申し上げました。しかし、残念ながら、個

人として参加された方はおられましたが、いわゆる保険者としての参加は得られません

でした。本試案はできるだけ中立的な討議をするように心がけてきましたが、保険者の

御意見に必ずしも応えたものでないことは事実であります。そこで、私達は本協議会終

了後、「患者と柔整師の会」(代表 今城 康夫、東京都港区高輪 2-16-49 カムロ高輪ビル２

F)において、「保険者会議」(保険者・患者及び柔整師の会議)を平成 22 年 4 月 14 日・20

日の２回に亘って行い、特に、後記の柔整診療の適格基準について討議を行いました。 

また、認定柔道整復師制度研修(集合研修・臨床研修、5・6 ページ)の科目内容について

大学教授及び医療ジャーナリストの先生方の参加を得て、平成２２年４月９日・２７日

に柔道整復師認定講習会カリキュラム委員会を開催し、本基本試案に反映させました。 

  

２．本試案の視点とその概要 

本試案は業界の自浄力によって以下 2 点の枠組みのもとに本制度の改革を提案すると

いうものであります。 

本試案は現行の療養費受領委任払い方式についての「協定方式」と「個人契約方式」

との二元的な取扱いを廃止し、療養費受領委任に基づく柔整診療を行うことのできる柔

整師を一定の条件のもとに第三者機関が認定し、その認定を受けた柔整師のみが本制度

による診療を行うことができるとすることを前提としております。その内容の骨子は以

下の通りであります。 
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1）療養費受領認定柔道整復師制度(以下、認定柔道整復師制度という) 

本試案は本制度によって柔整診療がこれまで国民(市民)医療の一つとして大きく貢

献してきたという事実をふまえて、本制度それ自体を残し、これをより現実に適した

運用のできるものにしようとするものであります。柔整診療は人々の日常の生活活動

の中で不可避的に生ずる筋骨・関節等運動器系の負傷に対し無血の徒手整復術を用い

て行う療法であります。この療法は国民の健康な生活を保持するために必要不可欠の

ものであります。本制度はこの療法を専門とする柔整診療をできるだけ多くの人々に

良質で且つ、安心・安全及び廉価に提供することを目的とするものであります。 

本試案はかかる視点から本制度に療養費受領委任を受けることのできる“認定柔道

整復師制度”を導入することを提案するものであります。これによって、一方で、多

くの国民に平準化された医的効果のある柔整診療サービスを供給することができ、他

方で、療養費の適正な支給を確保することができるものになります。しかし、認定制

度を適正に運営するために次のことが必要となります。 

     

(イ)上記の認定を行う第三者機関(本試案では認定委員会という)は本業界の団体

と独立した機関としますが、その運用費用は各業界団体自身が負担すること。 

 

(ロ)認定を行う前提として、その認定を受けようとする柔整師はあらかじめ定めら

れている研修科目等を履修しなければならない。この研修は認定委員会が定め

た基準に適した科目を各業界団体がそれぞれの責任で主催すること。但し、業

界団体に所属していない柔整師に対して研修を受講できるような処置をとる

こと。 

 

(ハ)認定期間の更新制度を定め、不適切な療養費請求者を排除すること。 

 

(ニ)不正・不当請求者に対する教育・制裁制度を定め、その改善の機会を提供する。

また、不正・不当請求の常態化を回避する為、違反者に対して、認定の取消と

一定の期間、再認定を受けられないようにすること。 

 

上記の認定制度のもとに本制度による療養費の支給のできる適格な診療の枠組み・基 

準を現実に即して設定することにします。 

 

2）療養費受領委任対象の柔道整復師診療の適格基準 

次に上記の認定柔道整復師制度の導入を前提に、本制度による療養費の支給に適合

する柔整診療の基準を現実に適したものに改定する必要があります。本試案はこれを

“柔整療養費適格診療”と呼んでいます。前述の政府の行政刷新会議での「事業仕分

け」の作業では治療部位数の制限とその療養費の逓減策が検討されておりますが、本

試案はこれに反対するものであります。本制度の不正・不当請求は多部位、長期の治

療に多くみられますが、そうであるからといって、上記の政策が柔整診療の現実に合

った合理的なものであると見ることはできません。柔整診療は必ずしもその発症部位

のみに施術すれば足りるというものではなく、発症部位以外の部位に対する治療を必

要とする症例も数多く存在するものであります。また、患者の年齢・生活状況・職業・
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性別等の特性に応じて治療の長期化が避けられない症例も少なくありません。したが

って、多部位・長期治療を一律に制限し、療養費の額を抑えることは効果的な柔整診

療の提供を歪めるものにつながり、本制度の趣旨にそぐわないおそれがあります。こ

の問題の解決は第一義的には療養費支給のできる適格のある柔整診療とは何かとい

う現実に即して明確な基準の設定を設けることにあります。これによって不正・不当

請求をおさえ、全体として療養費を適正なものにおさえることができると考えており

ます。 

 

３．本基本試案の内容 

１．療養費受領認定柔道整復師制度（以下、認定ないし認定制度という） 

 
現行の養成学校制度では、資格試験の準備教育等にとらわれ柔整師の「医療家」

としての「質」の確保・平準化を期待することが事実上困難であるといわれており

ます。そこで、本試案では柔整師のうちで、療養費受領委任払いの適用を受ける柔

整診療(以下、療養費診療という)を行うことを希望するものに、一定の認定を受け

なければならないとしたものであります。この認定を受けたものを(仮称)療養費受

領認定柔道整復師(以下、認定柔道整復師という)と呼ぶことにします。保険者は認

定柔道整復師に対し、直接、そのもののなした後記の基準に適った診療に限って療

養費を支給するものとします。 

 
１）認定柔道整復師のみが療養費診療を行うことができるものとします。この認定を受

けない柔整師はその治療について、原則として療養費の償還も受けられないものと

します。 

 

２）柔整師の資格を有するものであれば、臨床経験の有無を問わず、認定委員会の定め

と基準に適した下記研修を履修した後に行う認定委員会の考査に合格したものに

療養費診療を行うことのできる旨の認定を付与することになります。 

 

３）研修システム 

    研修の条件・実施機関・研修費用･終了証明書の発行は下記の通りとします。 

    (a)集合研修（講義・セミナー方式・症例報告及び研究発表） 

(1)研修の条件･･･研修科目と各科目毎の研修時間 

        (2)実施機関･･･それぞれの業界団体が上記研修条件を具備した研修を実施する

こととします。但し、各業界団体は当該研修会の内容等は後記

認定委員会に届け出るものとします。 

 

        (3)研修費用･･･各業界団体の費用で行なうものとします。但し、各業界団体は 

受講生から認定委員会が決定した受講料以下の費用を徴収する 

ことができるものとします。 
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        (4)終了証明書の発行･･･各業界団体は受講生に対して研修終了証明書を発行す

るものとします。 

 

(5)集合研修科目と研修時間（40.5 時間） 

         (イ)臨床に係わる解剖学・生理学・内科学・感染学・神経内科学 

組織学・その他  [計 21 時間] 

(ロ)柔整理論・柔整診断学(リスクマネジメント・鑑別診断を含む)[計 6 時間] 

(ハ)倫理学（ケーススタディー方式）  [3 時間] 

(ニ)コミュニケーション学  [3 時間] 

(ホ)臨床研修を受ける為の準備講座  [3 時間] 

(ヘ)療養費の請求に関する知識と実践  [4.5 時間] 

(ト)症例報告及びその他の研究発表(２年以内のもの)  [1 点以上] 

 

    （b）臨床研修 

 

(1)臨床研修と研修時間 

臨床経験 1年未満 
1年以上 

5年未満 
5年以上 

一般研修 1年間 6ヶ月 ― 

研修(特化された治療の研修)[選択] 6ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 

  ＊[選択]であるので、受講しなくても認定は受けられます。 

 

(2)臨床研修の場所 

以下のいずれかの施術所または病院(医院)で臨床研修を行うこととします。 

 

（イ）7 年以上療養費治療についての臨床経験を有する柔道整復師のいる施術 

   所(治療所)の指導の下での研修 

（ロ）保険指定等を受けている整形外科病院（医院も含む）での研修 

 

＊但し、臨床研修を指導する柔整師ないし医師が療養費受領委任払い診療・

保険診療で行政指導等の処置を受け、認定委員会で研修指導者として適し

ていないとされた者は除かれるものとします。 

      

（c）その他 

ボランティア活動 64 時間 

（医療に関連していないボランティア活動でも可） 

 

４）考査システム―認定委員会による審査 

構成員 ：医師（15 名）・柔道整復師（15 名） 

保険者、患者代表者及び学識経験者等（15 名）・事務局（10 名）  

計 55 名 

       編 成 ：１チーム（医師 3 名・柔道整復師 3 名・保険者、患者代表者及び学 

          識経験者等 3 名・事務局 2 名）計 11 名として 5 チームを作ること
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とします。 

審査方式：口頭試問・集合研修履修報告書・臨床研修報告書・ボランティア活

動報告書・症例報告書・研究発表報告書などに基づいて行うことと

します。 

 

５) 認定有効期間は、5 年として、更新を希望するものは集合研修のうち 2 つ以上の 

  研修科目を履修することとします。 

 

６) 認定申請費用は、受講者負担とします。 

 

７）研修・認定システムの管理 

 上記管理は、柔道整復師業界の団体(柔道整復師が会員となっていて、その会員

によって団体の意思決定・業務の執行などがなされている組織をいう、以下同

じ)が自己の計算と責任で行うことにします。但し、上記業界団体は以下(イ)・(ロ) 

 の方式のいずれかを選択するものとします。 

 

（イ）業界団体が単独で直接管理する方式(この方式を採用した団体を単一方式を

選択した団体として、以下、単一団体という) 

 

単一団体は、その団体と独立した組織体としての認定委員会を設立すること

とします。その認定委員会はその設置団体と組織上区分されたものとして自

らこれを運営するものとします。また、単一団体は上記認定委員会の定める

基準に適した上記の集合･臨床の各研修を実施します。 

 

（ロ）2 つ以上の業界団体が共同して認定委員会を設置する方式 

 

この方式を採用する各業界団体は、(仮称)療養費受領委任払い運営協議会(以

下、運営委員会という)を設立することとします。運営委員会はこれを構成す

る業界団体の協議によって運営協議会と組織を分離・独立した認定委員会を

設置することとします。認定委員会の運営は同委員会で独自に行います。認

定委員会の運営に要する費用はこれを設置した運営協議会が負担するもの

とします。 
 

２．療養費受領委任対象の柔道整復師診療の適格基準は以下のものとし、第一次基準を 

  基本とし、第二次以下の基準を例外とします。 

 

  １）第１次基準＝治癒を目的とした診療 

    a)治癒目的診療としての徒手整復をする一般的な臨床水準に適した診療で 

あること 

        b)患者の有効な同意に基づいた診療であること 

    c)負傷ないし発症原因と整合性のある部位に関する治療であること 

        d)３回目までに治癒見込みを施術録に明示し、その治療を行うこと 

        e)同一原因による負傷について治療部位が３部位以上に及ぶ時は施術録に負傷原
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因ないし発症原因とそれぞれ治療部位との間の医的関連を明らかにすること 
 

        f)治療毎に、治療内容・治療効果を施術録に具体的に明示すること 

 

    ２）第２次基準＝痛みや運動制限などの緩和～痛みからの一時的解放などに向けられ 

た診療 

 

  上記の疾患ないし症状の柔道整復師による診療について本制度を適用すること

には、従来から、特に、医師ないし保険者側から、強い異議のみられるところであ

ります。しかし、私達はこの問題を次のような考えのもとに本制度の適用によって

この種の施術に明確な規律を加えることが ― 現行の運用と較べて ― より妥当

であると考えるものであります。 
 
そもそも、痛みや多かれ少なかれ生活障害を伴う運動機能の制限をもって不調・不

便な生活を強いられている人々は、とくに、中高齢層に少なからず存在します。そ

れは長期持続的な方もおられるが、短期的な人もおられます。 

このような人達はこのような不調や不便の生活からの一時的あるいは長期的な解放

を望むところでありますが、それはどのような方法で、現実的に対応しているので

しょうか。私達の経験から考えますと、大体３つの対応がみられます。 

 
 

  その１．我慢して、自家治療等でその場を凌ぐという方法 

その結果、①自然治癒、②痛みや運動制限の慢性化をもたらし、

結果的に次の２つの方法に求めるようになります。 
 
  その２．整形外科等の医師の診療を受けるという方法 

しかし、整形外科ではどのような治療を受けるのでしょうか  

→ 薬・徒手整復術･理学療法 

それは、次の柔道整復師施術とどこが、どの程度異なるか、明確な区分

がみられないように思われます。 
 

  その３．医師以外の柔道整復師等の施術を受ける方法 

 

上記その２・その３の場合、以下２つの点を留意しておく必要があります。 
 
１） まず第１に、その２・その３の選択を誰がするのでしょうか。それは患者

ないしその家族らが行っております。では、そのときの選択の基準は何でし

ょうか。およそ３つの要素がその選択に働きます。 
 
  その１．医療効果（副作用を含めて）及び危険度等の医療サービスの 

内容が患者に適合するかどうか 

  その２．経済的な観点 

  その３．利便性（通院・気安さ・親切等）の観点 

 

２） 第２に、上記の選択を公的制度で制約すべきことが正しいことでしょうか？ 

もし、公の政策で、そのどちらかに有利な利点を与えることが基本的に妥当な

ものでしょうか？ 

この観点から、本制度をこの種の施術に適用すると、その２・その３の選択肢
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を患者・家族によることになりますが、その選択の幅が大きく制限されること

になります。 

 

３） 第３に、もし、その３の施術に本制度を適用しないとすると、患者は次の

ような行動をとるものと思われます。 

そのａ．その２を選択する。もし、これが恒常的になると、この種

の治療は整形外科に集中し、柔道整復師料金の対比からす

ると、保険者負担が大幅に上昇することになる虞が生じま

す。 
 
そのｂ．その３の施療を選択し、自由料金による施術を受けるこ

とになります。 

しかし、料金が自由選択になりますから、料金にかなった

施療を受けられたかどうかという問題が生じ、これが社会

問題化する虞があります。 

また、収入との関係で、その３の施療を受けられない人が

生じ、その人達が脱法的にその３の施療を受けるようにな

ると、医療保険制度の歪みが生じるようになります。現在

の状況がそれを現しているが、その一歩手前にあるとも考

えられます。 

 

以上のことから、その３の施療に本制度を適用し、そこからより明確且つ公正・

妥当な規律によることがあらゆる点からみて合理的であると考えます。 

そうであるとすると、その規律のあり方をどのように設定するかということにな

ります。どの最大の規律は本改革基本試案が提唱する認定柔道整復師制度の導入

でありますが、その点は後述するとして、それを前提としてさらに以下の基準＝

規律を設けることが必要であると考えます。 

          

    a) 痛みや運動制限などの程度・内容等から柔整診療が有効且つ必要なものであ

ると客観的判断されるものであること ― できる限り、痛みや運動制限の原因

となっている因子を特定するように努めること 

 

        b)上記の目的に対応した徒手整復としての一般的な臨床水準に適した診療であ

ること 

 

    c)患者の有効な同意に基づく診療であること 

 

  d) 痛みや運動制限の発症原因を特定し、又はそれができない時は発症部位を 

特定し、それに整合性のある治療であること 

 

        e)痛みや運動制限などの程度・状況等を明確に記録し、その緩和等に適した治療 

     であること 

 

        f)痛みや運動制限の緩和状況を治療毎に明記すること 

 

g) 痛みや運動制限の緩和が継続して 10回まで治療で一定の成果見込みが得られ
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ない場合は、それ以降の治療は本制度の適用を受けることができない 

 

    h)上記 g)のケースを除いた治療を行う場合に、その回数は一年間 60 回(月平均 5 

回)として、必ず患者による来院簿の署名を得ること  

 

        i)本基準による治療部位は２部位以下とすること 

 

  ３）第３次基準＝同一負傷(負傷原因及び部位が同一の場合、傷病が同一である必要 

はない)の併療 

     上記基準は柔整診療とその他の医師診療以外の診療の混合・併用診療について  

     の本制度の適用関係を明確にし、本制度の転用を禁止するとともに医師の診療

との併療についての基準 b)を定めることで「医・接」併療を下記の基準 b)のも

とに認めようとしたものであります。これは実際的な需要に応えようとしたも

のであります。 

 

    a)同一の負傷(負傷原因及び負傷部位が同一の場合)での同一施術所(治療所)による 

併療の場合は原則として、いずれかの治療のみについて療養費・医療保険の適用

とします。 

 

    b)施術所(治療所)が異なる同一の発症原因ないし部位において併療(但し、医師 

の検査に伴う診療は除く)の場合は、とくに柔整診療を受診する特段の理由を

明示し、その治療費は併療治療ではない場合の料金の３分の２とします。但し、 

医師の治療が１回のみの場合、または検査(経過観察に伴う診療を含む)はこの

基準を適用しないものとします。 
 

４．不正・不当請求者に対する対策と再教育 
 

１）保険者側及び知事・厚生局長が、不正・不当請求の決定をしたものに対しては、

その認定を取消し、1 年間は再認定申請をすることができないものとします。 

 

２）保険者より、不正・不当請求の勧告を受けたものは、集合研修の科目のうち療 

養費請求科目の他、3 科目以上の研修を受けるものとします。 

 

 

５．本制度の実施要項 
 

本制度が厚生労働省によって正式に採用された場合、その実施はおよそ次のよ

うな手続で行うこととします。 

 

１）厚生労働省より各保険者及び労災保険関係者等におよそ次のような通知を

発することになります。 

現行の柔整師の療養費受領委任払い制度は認定委員会によって療養費受

領委任払いの取扱いの認定を受けた柔整師が行う一定の条件に適合した施

療に限って適用されます。 

但し、この取扱いは上記認定制度採用の日から直ちに実施されますが、



 

- 11 -  

現在、療養費受領委任払い制度を利用している柔整師に限って、認定制度

採用の日から２４ヶ月間は現行通りとし、その間に認定を受けられないも

のは療養費受領委任払い制度による施療はできなくなります。認定制度採

用に伴い、これまでの協定・個別契約の取扱いを全面的に廃止し、現行制

度の中で取り扱われてきた各種の定め、ないし措置等は全て新制度に移行

することを周知させます。 

 

２）厚生労働省は認定制度の採用と同時にインターネットなどの伝達媒体を利

用して各柔道整復師業界団体に、柔道整復師団体連絡協議会（以下 連絡協

議会という）の設立を必要とする団体は連絡協議会の設立を要請します。連

絡協議会に入った上記団体はその連絡協議会を通じて下記事項を明らかに

した書面の提出を求めるものとします。尚、上記連絡協議会に参加しない単

一団体に対しては直接、下記書類の提出を求めるものとします。 

(1）名称（法人格の有無） 

(2）住所 

(3）主な事業内容 

(4）代表者氏名と住所 

(5）入退会条件 

(6）会員数及び療養費取扱い会員の数 

(7）定款及び療養費取扱いに関連する規則 

(8）団体内の療養費申請の審査の手続と内容に関する概要 

(9）過去 3 年間の会員向けの研修実績 

(10）過去 3 年間の決算書 

(11）役員及び役員会等に関する諸規則 

(12）役員名簿 

 

３）連絡協議会ないし単一団体(以下 連絡協議会らとする)はその運用規則及 

び、代表者及びその他の役員等の他、次の事項を厚生労働省に提出します。 

①認定委員会を構成する委員の名簿 

②認定委員選任等の規則及び認定委員会の運用規則 

 

４）連絡協議会らは認定委員会が定めた研修カリキュラム等、研修に関する諸 

 事項を厚生労働省に提出します。 

 

５）連絡協議会に参加した各業界団体はそれぞれ速やかに研修カリキュラムを

作成し、その実施予定表及び柔整師への告知方法を連絡協議会に連絡しま

す。 

 

６）認定委員会は連絡協議会らに対し、それぞれの計画した研修カリキュラム

等を審査し、補正等の必要がある時は速やかにその補正等を求め、認定研

修が円滑に実施できるようにします。 
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７）連絡協議会らは認定を受けるのに必要な研修を一般に告知するなどして、

自己の所属会員以外の柔整師に対しても研修を受講できるよう積極的な処

置を行います。 

 

 

以上  

 

 


