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新春インタビュー 広報部

国民の健康維持増進に向けて
萩原正会長／工藤鉄男副会長／松岡保副会長

司会＝永田官久広報部長

新しい１年がスタートしました。昨年は国内観測史上最大となる東日本大震災により、多くの

人々の尊い命が奪われ、平穏な生活を一瞬にして過酷な環境へと一変させてしまいました。

その厳しい影響は多岐にわたり長期化の見通しです。当会も連携協定している４７都道府県の社

団法人柔道整復師会（東京と大阪は公益社団法人）と共に、物心両面で復興への手助けをさせて

いただきました。これからもできる限りの支援をさせていただきます。

さて、明治以来１００年以上も続いた公益法人制度の大改革に伴い、当会は２年程前から公益社

団法人への移行に向けて取り組み、昨年の８月２６日に公益社団法人として認定され、９月１日に

登記をいたしました。

そこで、公益社団法人として柔道整復師の業務を通じ、これまで以上に社会と国民に貢献する

ためには、どのような事業を展開していくのか、当会の萩原正会長、工藤鉄男・松岡保両副会長

に語っていただきました。 （広報部）

◆多くの参加を得るために

永田広報部長：本日は大変お忙しいところ、萩
原会長、工藤副会長、松岡副会長にお集まりを
いただきまして誠にありがとうございます。
今日は先生方に、本会が信頼度の高い公益社
団法人の組織として国民の健康を維持するため
にはどのような事業を展開していくのか、など

についてお伺いしていきますが、よろしくお願
いいたします。
さっそく萩原会長にお伺いします。昨年、１０
月の当会主催生涯学習講習会は、テレビでお馴
染みの東京医科歯科大学名誉教授で人間総合科
学大学教授の藤田紘一郎先生を講師に迎え、「イ
キイキ長寿健康法―免疫力を高める生活習慣」
をテーマに、一般の方々にも聴講の場を提供す
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るために公開講座として開催しました。当会の
会場が埋め尽くされてしまうほどの参加者で好
評を博しました。今後は数百名参加できる大き
な会場を想定しておかなければならないと思い
ますが、いかがでしょうか。

◇講座模様をネット配信

萩原会長：確かに大きな会場をお借りするのも
１つの選択肢かもし
れません。
しかし、大規模会
場の借用となれば、
会場費などの支出も
増大するでしょうし、
参加者が増えるとい
っても、多くは会場
の近隣住民の方にな

ることが予測されます。
日本柔整会館では数百名のご参加を受けいれ
ることはできませんが、講座の模様をネット配
信するなどで、全国民に向けて発信する手段も
ありますし、例えば、会館内に柔道整復師に関
連したパネル等を掲示し、公開講座を通じて柔
道整復師の理解を深める活動を行うとしたら、
会館で行う意義もあるように感じます。
いずれにいたしましても、全ての事業に共通
することですが、限られた予算の中で、創意工
夫しながら事業の効率性や効果を高めることを
ポイントに検討すべきと考えます。

◆「災害救助法」指定職種に向けて

永田広報部長：昨年の東日本大震災による被災
者救護救援活動には、当会を窓口として、当会
と連携協定している各都道府県社団法人柔道整
復師会から災害救護救援ボランティアのチーム
が献身的な活動をされました。県によっては各
自治体や日赤の要請により、医療チームのメン
バーとして社団法人柔道整復師会の会員が被災
地へ派遣され、救護活動に当たりました。
また、避難者の県外避難所での救護活動など
にも地元の社団法人柔道整復師会が対応してい
るところもありました。このようにできる限り
の支援をさせていただきました。
今後、柔道整復師の「災害救助法」指定職種
の実現に向けて取り組んでいかなければならな

いと思いますが、この課題につきましては工藤
副会長にご意見をお願いいたします。

◇実現できる日はそう遠くない

工藤副会長：「災害救助法」につきましては、
制度自体と現場との
間には大きな理解の
差があります。それ
は、これまで柔道整
復師が各地域におい
て単独で開業し、医
師を頂点とする医療
統制図の枠内に位置
付けられていなかっ
たために、我々の情報が不足していたからに他
なりません。
しかし、今回、各被災地現場での柔道整復師
の活躍ぶりへの評価は高く、災害現場での緊急
対応が最も求められる現場においては、今後、
医師との連携のもとで、我々柔道整復師への期
待は非常に大きなものになっています。
しかし、現状では「災害救助法」が災害現場
において実際に我々の力を活かせない壁となっ
ているのは事実です。この障壁を取り去るため
に、これまで各方面にご理解を得るための下地
作りを進めてまいりました。
今後は、「実現」に向けて積極的に取り組む
段階まできております。防災意識は国全体で高
まっており、手応えもあります。実現できる日
はそう遠くないと考えています。

◆社会貢献活動を広げるために

永田広報部長：柔道整復師は、介護保険法で機
能訓練指導員として認められており、約９，７００
名の会員がその資質向上のため公益社団法人日
本柔道整復師会の介護予防・機能訓練指導員認
定柔道整復師講習を受講しています。そして都
道府県の各地域では行政と協力の下、地域支援
事業（介護予防事業）に約６００名の会員が携わ
っております。
柔道整復師は怪我の治療を専門職としており
ますが、介護予防の分野でも高齢社会に還元を
広め、今後も機能訓練を提供していくことを推
進しなければならないと思います。
松岡副会長いかがでしょうか。
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◇大きな意義をもつ介護予防

松岡副会長：介護予防分野というカテゴリーで
考えていくと非常に
狭い範囲のように感
じられます。しかし、
２０２５年に訪れる超高
齢者社会（高齢者人
口が約３，５００万人で
国民の３人に１人が
６５歳以上）に向けて
政府が現在進めてい

る社会保障制度改革への対応の一環として鑑み
ると、社会保障の中の療養費以外でのかかわり
や柔道整復師が国民の負託に応え続けていくと
いう観点として、介護予防分野への参入は大き
な意義があると考えます。
昨年末現在で約９，７００名もの会員の方々が本
会の介護予防・機能訓練指導員認定柔道整復師
講習を受講しており、地域支援事業（介護予防
事業）の運動器機能向上事業に多くの会員が参
画しています。
また、日整全国介護保険担当者会議などを通
じて、柔道整復師が機能訓練指導員として参画
する意義、そのノウハウや成功事例などの情報
提供を行うことにより、各県社団の必死の交渉
の結果、昨年末現在で各都道府県柔道整復師会
と委託契約を結んでいる自治体が、一次予防事
業で２１都道府県８３市区町村、二次予防事業では
２７都道府県６０市区町村となっております。
一方、今年４月から施行される介護保険法の
一部改正により、医療・介護・福祉・住まい・
生活支援サービスが連携した要介護者等への包
括的な支援「地域包括ケア」の推進や、介護予
防・日常生活支援が総合化して再編成されるな
ど、我々柔道整復師にとって関係の深い地域支
援事業にも大きな改革があります。これらは全
国一律の基準等が示される予定はなく、地域の
実情に応じたサービス内容を市区町村の裁量に
任され、実施されると聞いております。
ただ、柔道整復師として、新しい業務拡大型
のビジネスモデルにチャレンジし、成功に向け
て推進していくことも大切だと考えますが、
我々の本業が柔道整復師だということを忘れて
はいけません。あくまでも柔道整復師の業域と

介護予防分野は、業務の親和性や相乗効果はあ
っても、根本的な業務はやはり違いますし、柔
道整復師が介護予防分野ばかりに目を向けすぎ
て埋没してしまっては元も子もありません。
いずれにしましても、今後は、日整・各都道
府県柔道整復師会・会員が一体となって密接な
連携をとり、“柔整と介護”お互いのコンプラ
イアンスの重要性を認識しつつ進めて行くこと
が、将来的な可能性、新たな扉を開くカギとな
っていくのではないでしょうか。

◆どのような掲載記事を

永田広報部長：当会では、老若男女誰がどこで
もできる健康体操と
して、嘉納師範が明
治２０年に考案された
『柔の形』、昭和２
年に考案された『精
力善用国民体育の
形』をアレンジして
呼吸法を活用した
『健康柔（やわら）
体操』を、国民の健康維持増進を図る目的で産
経新聞に連載して普及活動をしました。本誌に
連載する企画も考えておりますが、いかがでし
ょうか。
また、本誌には、都道府県の社団法人柔道整
復師会で開催した公開講座の健康に関する内容
は、なるべくトップページに掲載するようにし
ております。ほかに国民の健康維持のためにな
る記事を載せるとしたら、どのようなものがよ
ろしいでしょうか。萩原会長から順次お聞かせ
ください。

◇「柔道整復師ならではの健康維持法」
会員から募集を

萩原会長：産経新聞の連載は、お蔭をもちまし
て購読者の方に好評を博しました。全国的には、
産経新聞を購読されていない方も多くおられる
でしょうし、ぜひ、「はつらつ」にも連載して
いただき、更なる普及・啓蒙は必要と考えます。
その他の企画につきましては、産経新聞も全
国の会員皆様が叡智を結集して素晴らしい連載
になったことを考えると、私の個人的考えを述
べるよりは、会員各位から、例えば、「柔道整
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復師ならではの国民の健康維持増進」などをキ
ーワードに企画を募集するのはいかがでしょう
か。幅広く会員皆様の声やご意見などを聞く貴
重な機会にもなると思います。

◇グローバルな感覚を養う

工藤副会長：我々は、健康保険の取り扱いとい
う区切りで見たときには急性外傷という枠があ
り、その活動にも制限が生まれますが、それは
我々の活躍可能なフィールドのほんの一部分で
しかありません。国民利益という原点に帰って
みれば、行うことのできる公益活動としては、
そうした枠を遥かに超えて、もっともっと地域
社会に根ざした活動を進めることができると感
じています。そして、今後加速するであろう「少
子高齢化」が、この国の進む方向性を見るとき
の一つのキーワードだと思います。
我々は、これまでも「少子化」に対しては、
柔道の精神教育を通じて青少年の健全な心身の
育成に寄与し、「高齢化」に向けては転倒予防
や筋力強化など、さまざまな体操や健康増進目
的の事業等を各地域行政と連携して行ってきま
した。
こうした対応は、そろそろ教育・医療・福祉
という単独に林立させた制度の枠を超え、互い
に複雑に絡まった社会保障の一端をどう担うべ
きなのかという段階になっていると言ってもよ
いと思います。
具体的には、子供たちへの対応の部分では、
柔道だけにかかわらず、サッカーや野球でも、
また種目にさえもかかわらず、より多くのスポ
ーツや運動の現場における救護での活動の場を
模索し、国の枠さえも越えてグローバルな意識
を広げるべきでしょう。
また、外傷や病気などではない一般的には健
康な高齢者に対してでも、高齢化による機能低
下の速度を緩め、寝たきりや介護状態にしない
ようにするための取り組みや、生き生きと自立
し、社会に支えられるだけでなく自ら生き甲斐
をもって暮らせる高齢者づくりへの対応として、
インフォーマルをも含めた活動を進んで行い、
地域行政との連携を進める必要があります。
介護保険では、今春からの改正に盛り込まれ
る「腰痛・膝痛」への対応などでも制度内で決
められた介護事業所単位での方向性が高まって

います。しかし、地域で接骨院という開業拠点
を持ち、さらに社団組織のネットワークを持つ
我が業界は、機能訓練に特化した施設として、
これまで医療で培ってきたものを確実に活かし、
介護事業所ではカバーしきれない隙間を埋める
素晴らしいシステムとなり得ます。
介護保険制度では網羅しきれない部分を医療
の枠内に無理やりハメ込むことに拘って、でき
ることに制限を設けるのではなく、枠や制度の
理論にとらわれずに、何よりも地域住民の利益
を最優先させ、より安価で容易に実現できる仕
組みづくりを地域行政と直接タイアップする方
向性での模索が今後必須となってきます。つま
り、日本全体の統一理論ではなく、各地域の現
場主義での対応が必要にならざるを得ないとい
うことです。
しかし、制度をも超えた対応には「信頼の絆」
の構築は必須となります。そのときに「公益社
団法人」の認定は必ずや役に立つでしょう。
また、全国各地におけるそうした取り組みの
紹介は、個人の力では実現不可能なことを組織
力によって実現させ、さらには地域ごとの得意
なジャンルを開拓することで、さまざまな方法
をも実現可能とし、今後の柔道整復師の活躍の
場を広げる一つの可能性を示すことになると確
信しています。

◇老若男女に読めるもの

松岡副会長：国民の健康に関する意識や関心は
年々高まってきていることは、マスコミで取り
上げられる機会も多いですし、我々も日頃の施
術の中でよく感じます。
厚生労働省が現在、国民全体の健康を支援す
るために実施している「２１世紀における国民健
康づくり運動（健康日本２１）」がございます。
具体的には、「壮年期死亡の減少」、「健康寿
命の延伸」及び「生活の質の向上」を実現する
ことを目的として掲げており、我々が普及推進
している「健康柔（やわら）体操」は、この運
動の目的に当てはまります。また、高齢者だけ
にとどまらず、幅広い世代の健康増進に寄与で
きると考えます。
産経新聞連載企画『はつらつ！元気へ一歩』
全５２回の連載は、身近な媒体である朝刊への定
期連載ということで、当会の公益活動の一環で
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ある“国民の健康増進”へ我々の業務をアピー
ルすることに一定の成果があったと思われます。
そして、連載記事は新聞連載終了後や、朝刊を
取っていない家庭でも、現在、PDFファイル
にて日整ホームページ上でいつでも誰でも閲覧
できますので、継続して情報発信ができており
ます。
このように有益な企画や記事というのは一次
利用、二次利用として有効活用ができますので、
ぜひ、『日整はつらつ！』でも継続掲載してい
きたいと考えます。
また、今年は各都道府県柔道整復師会におい
て公益社団法人への移行が大幅に増えることが
予想されますが、公益事業の中で一般向けの講
演会や公開講座などは重要な事業です。従って、
開催している公益事業内容の情報や成功事例を
共有することは、今後、日整および各都道府県
柔道整復師会全体の有益な財産になると思われ
ます。
今後の展望については、例えば以前当会が会
員向けに配布した「接骨院・整骨院のかかり方
ポスター」などは、柔道整復師の業務範囲や怪
我について安心して任せられることが一目瞭然
だと思います。
このように、『日整はつらつ！』や当会ホー
ムページでも子供から大人まで老若男女問わず
読んでいただけるように、親しみのわくイラス
トなどを交えた健康増進企画を考えてみるのも
面白いかもしれません。

◆富山大学での柔道整復術の研究成果
について

永田広報部長：工藤副会長にお伺いいたします。
当会では、柔道整復術のエビデンスをさらに明
らかにするため、平成２１年から富山大学に寄附
講座を開設し、日常の臨床で柔道整復師が行う
非観血的療法の有効性を、大脳生理学を応用し
て科学的に解明しているところです。
この研究の成果がまとまったときには報告集
を作成し、メディアを通じて報道されますか。
また、その報告集を会員の皆様に配布していた
だけますか。

◇国内および世界中に配信

工藤副会長：柔道整復術の「学の構築」という

取り組みにつきましては、これまでもさまざま
な角度から取り組んでまいりましたが、富山大
学の寄附講座では、科学的な検査機器を持たな
い我々では証明することが難しい部分について
のアプローチをお願いして、これまでとはまっ
たく違った角度から、柔整施術の根拠となるも
のを探す作業をしているといってもよいと思い
ます。
これまでに整形外科的に証明のついたことを
我々がやっていることの裏付けとしてしまった
のでは、我々が存在する意義自体を失ってしま
います。過去の歴史では、経験や結果が重要視
され、多くの人たちの支持を得てきましたが、
今、科学的な明確な根拠を示すことなく存在を
許さない時代へと変化しつつあります。
我々のオリジナルをこれまでとは違った方法
で、明確に証明し、地域住民のためになること
を示すことで、１２００年受け継がれてきたこの日
本伝統医療を何としても残したいと思います。
そして、当然のことではありますが、何らか
の成果が出た際には、その報告を業界内に留め
る必要などまったくありません。むしろ、日本
中だけでなく世界中に配信し、柔道整復術の必
要性、有効性を声高らかに報告し、我々の自信
と誇りを取り戻すべきだと考えています。

◆柔道整復術のモンゴル国普及事業
について

永田広報部長：松岡副会長にお伺いいたします。
当会は、平成１８年度から NGO（非政府組織）
から援助を受け、モンゴル国と本格的に学術交
流を重ね、同国の医師卒後研修会へ講師として
会員を派遣していました。
今年からは、JICA（独立行政法人国際協力
機構）日本伝統治療（柔道整復術）指導者育成・
普及プロジェクトとしての活動を始めたようで
すが、その目的と意義について、また前段の普
及活動により、モンゴル国の医療の中で、柔道
整復術が実際に反映されていますでしょうか。

◇診療の中で応用

松岡副会長：当会では平成１８年度から２０年度ま
での３年間、外務省の「日本 NGO連携無償資
金協力」を得て、「日本伝統治療（柔道整復術）
普及事業」を実施いたしました。
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開発途上にあるモンゴル国では、私も実際に
訪れ、肌で感じたのですが、医学的な知識と技
術および医療材料の普及が遅れております。
そこで、日本伝統治療である柔道整復師の徒
手的保存療法の技術を普及させ、モンゴル国内
の医療従事者が、正しく質の高い医療を国民に
広く提供できるような人材育成を目的として活
動を行ってまいりました。
モンゴル国内における生活水準は、首都のウ
ランバートルと地方を比べると非常に格差が大
きく、生活の水準のみならず、医療においても
同様のことが言えます。
十分なインフラの整備されていない地方では、
高価な医療機器を用いることなく、正確な外傷
の鑑別判断を行い、整復、固定、後療の自己完
結型医療である柔道整復術を普及させることは、
外傷後の変形治癒ならびに機能障害などの問題
を軽減させることができ、社会貢献に大きく寄
与することに大きな意義があります。
また、平成２１年１０月から平成２３年３月まで、

JICA（国際協力機構）の「草の根技術協力事
業（支援型）」の支援を受け、「日本伝統治療（柔
道整復術）普及プロジェクト」を実施し、昨年
９月からは「草の根技術協力事業（パートナー
型）」の支援を新たに受け、「日本伝統治療（柔
道整復術）指導者育成・普及プロジェクト」を
５年間にわたって実施する予定になっておりま
す。
現在進行中である本プロジェクトの大きな目
的の一つに、「モンゴル国内での柔道整復術の
指導・普及をモンゴル人のみにより可能となる
状態にする」ことがあります。
昨年１０月２６日には、モンゴル国立健康科学大

学医療技術大学で１ヶ月間の指導を終えた本会
会員の帰国とともに、モンゴル人指導者候補者
３名が来日し、２ヶ月間にわたり埼玉県、佐賀
県での研修を実施しました。本年度も２回、日
本での研修を行う予定です。
ご質問の件ですが、知識技術の定着を目的と
した再講習会をモンゴルで開催し、再受講生に
アンケート調査を行った結果、何らかの形で、
講習会の内容を他の医療従事者および行政関係
者に伝えていることが明らかとなりました。
また、日常の診療の中で、身近にある針金や
厚紙を用いて固定具を作成し使用しており、か

つその内容を他の医療従事者にも指導を行い、
今回の講習会の内容も伝えるとのことでしたの
で、確実にモンゴル各地にて柔道整復術が普及
するための基礎は築かれたものと考えます。
そのためにも次のステップである本プロジェ
クトを成功させるべく、柔道整復術の普及なら
びに指導者育成に力を注ぎたいと思います。引
き続き、会員皆様のご理解とご協力を何卒よろ
しくお願い申し上げます。

◆卒後臨床研修の義務化について

永田広報部長：柔道整復師の卒後臨床研修の義
務化（２年以上）に関しましては、全国の会員
の皆様に署名活動のご協力をお願いし、その総
数は４８万５，５３７件であり、要望書を添えて厚生
労働大臣に陳情したことは承知しております。
さらに、日整顧問団にも柔道整復師養成施設及
び柔道整復師の急増対策に関する要望書も提出
していることも存じております。
この２つの課題について、どのようなお考え、
あるいは解決策をお持ちでしょうか。萩原会長、
お聞かせください。

◇新たな交渉体制を構築

萩原会長：柔道整復師卒後臨床研修は、公益社
団法人日本柔道整復師会並びに社団法人全国柔
道整復学校協会協力のもと、平成１７年度から財
団法人柔道整復研修試験財団が実施してまいり
ました。これまで７回を終了しましたが、義務
化（法制化）に向けての道のりは厳しいです。
養成校の乱立による柔道整復師の急増対策とと
もに、今年度は、腰を据え対処する決意であり
ます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

◇
永田広報部長：本日は、国民の健康維持増進を
中心にお話をいただきました。自然災害から国
民を守るための「災害救助法」へ取り組み。世
界に先駆けて訪れる超高齢社会を見据えての活
動。発展途上国への柔道整復術の普及などグロ
ーバルな視野をもっての国際貢献事業。これら
の事業を展開し、さまざまな分野で柔道整復師
が能力を発揮することによって、国民の皆様の
健康維持増進につながっていくものと存じます。
本日は貴重な時間を割いていただきまして、誠
にありがとうございました。
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