柔道整復術公認100周年記念事業

「匠の技 伝承」プロジェクト始動！
学術教育部長

長尾

淳彦

明治18年から消滅の危機に陥った「接骨業」
。大正 2 年に竹岡宇三郎氏、萩原七郎氏が中心となり「柔
道接骨術公認期成会」を結成、その復活の道を目指します。以後、講道館柔道の創始者・嘉納治五郎師
範、山下講道館初代十段らの助力も得た先達者の刻苦により、日本古来の伝統医療である
「柔道整復術」
として再起。国から公認され、明治、大正、昭和、平成、令和へと地位確立のためにタスキをつなぎ
100年を迎えます。

なぜ、
「匠の技 伝承」プロジェクトが必要か
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平成の時代に入り、業界も規制緩和の名のもと

す。医療制度政策に組み込まれないどころか、早

に利益を重視する傾向に拍車がかかっています。

晩、柔道整復師の存在価値すら認めてもらえない

資質とモラルの低下が深刻化し、
「いらっしゃい

状況に陥ってしまうでしょう。

ませ！ またどうぞ！」
「骨折や脱臼は無理ですか

日本柔道整復師会では、この問題に対して「技

ら、病院に行ってください」
「ウチには包帯や固

術の充実」という基本に立ち返ることが最大の王

定材料はありません」
「ここはマッサージ店か？」

道と考えました。その決意を 3 月 7 日に開催され

というような接骨院が氾濫しています。こうした

た柔道整復術公認100周年祝賀会において工藤会

現状は、先達が血の滲む思いで復活し、100年間

長が全国に向けて「匠の技」復活として力強く宣言

堅守した既得の権利を自ら放棄するようなもので

されました。

この考えを幹として学術教育部が中心となり、

組まなければなりません。国が掲げる医療政策に

これからの100年を見据えた「匠の技 伝承」プロ

も対応するために確固たる柔道整復術の技と理論

ジェクトを立ち上げました。しかし「基本に立ち

の鎧を纏い、常在戦場の気持ちを忘れず、安定し

返る」と言葉で言うのは簡単ですが、100年の蓄

た未来を念頭に、多くの仲間がともに歩むことを

積を見直し、崩れたものを再構築することは一朝

願っています。

一夕では成しえません。肝を据え、じっくりと取
り組む覚悟が必要です。

これまで平成31年 1 月27日
（日）
（公社）
東京都柔
道整復師会会館・ 3 月24日
（日）
日本柔道整復師会

つまり、この「匠の技 伝承」プロジェクトを全

会館と 2 回のプレ開催を経て、 4 月 7 日
（日）
第1

国の柔道整復師に向けて発信することは、単なる

回「匠の技 伝承」プロジェクトを
（公社）東京都

技術のみの伝承が目的なのではありません。モラ

柔道整復師会会館にて開催しました。今年度は今

ルの低下した柔道整復師の信頼を回復するための

後、東京都 6 回、福岡県と北海道で各 1 回の 8 開

原点回帰への大切な事業なのです。

催を予定しています。

この将来を見据えれば、柔整業務の拡大にもつ

各回ともに「匠の技」を継承され現役で活躍し

ながり経営の安定化をめざすことができます。こ

ている熟達の先生を講師に招き、骨折・脱臼・打

の先、柔道整復師の職業が国民から理解と支持を

撲・捻挫・挫傷の整復、固定、後療まで、経験と

得るためには、この「匠の技」を核とした心技一

理論に裏打ちされた技術を講義していただきます。

体の向上に向け、全国の柔道整復師が真剣に取り

患部に対しての手指及び身体全体の使い方、牽引
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「匠の技 伝承」プロジェクト

年間スケジュール

第1回

2019/ 4 / 7

肘関節の脱臼

高崎

光雄

東京都柔整会館

第2回

2019/ 5 /26

前腕骨の骨折

富永

敬二

東京都柔整会館

第3回

2019/ 8 / 4

手根骨・中手骨・手の指の骨折

渡辺

一民

東京都柔整会館

第4回

2019/ 9 /29

肩甲上腕関節の脱臼

田邊

美彦

東京都柔整会館

北海道講座

2019/11/10

鎖骨の骨折

萩原

正和

北海道柔整会館

第5回

2020/ 1 /12

下腿骨・足根骨・中足骨・足の指の骨折

山口登一郎

東京都柔整会館

第6回

2020/ 2 /23

手の指の脱臼

高崎

光雄

東京都柔整会館

福岡県講座

2020/ 3 / 1

前腕骨の骨折

富永

敬二

福岡県柔整会館

時の力加減、独自固定具の使用、包帯の巻き方と

の啓蒙活動も行っていきます。昨年度から養成学

緊迫度合など、匠ならではの「安心の技術」をわ

校カリキュラムにも新たに加えられた、超音波観

かりやすく丁寧に披露していただき、その技法を

察装置を用いた各部位の観察方法や機材の使い方

参加者同士で実技で習得します。そこで学び得た

などを実技を交えて体験できます。地域の医師の

技術は、それぞれが接骨院・整骨院の現場に持ち

診察と共通認識を持ち連携できるよう、観察装置

帰り、早々に活かすとともに多くの柔道整復師に

の正しい理解と正しい使用方法を学び施術の一環

広く伝承していただきたいと思います。

に活用することを浸透させる講義を「匠の技」の

このプロジェクトは同時に
「目で見せる重要性」
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「匠の技」を実技によって身につけていく

実技内容と同時進行していきます。こうした患部

平 成31年 4 月 7 日
（日）第 1 回「 匠 の 技 伝 承」
プロジェクトには関東近県・東北・九州などから
会員、準会員、非会員合計50名が参加し、午前10
時から東京都柔道整復師会会館3F 会議室にて工
藤会長、松岡副会長、三橋総務部長、石原財務部
長、高崎光雄講師同席のもと次ページのようなプ
ログラムで開催されました。
豊富な臨床経験に基づいた伝統の技をわかりや
すく、かつポイントを押さえた整復動作から固定
完了までの「匠の技」を余すことなく披露してい
ただき、参加者は食い入るように講義を受けてい
の観察技術が今後の接骨院における施術の信頼性

ました。整復・固定の壇上での実演後、会場を 4

を高める裏付けとなります。

班に分け、高崎会員が各班ごとに回り整復から固

また、これらの内容を募集の選にもれた方や仕

定を参加者に手を添えながらていねいに指導しま

事などの都合で参加できない方のためにもお届け

した。経験豊富な参加者はお互いの経験と照らし

できるよう、動画配信などによる発信も積極的に

合わせての質問をしながら、若手の参加者は牽引、

検討していく予定です。

圧迫の力加減や整復時の手指の使い方のなどの疑

これら「匠の技 伝承」プロジェクトは柔道整
復師の未来を見据えた大切な事業であり、10年後

問を解決しながら「匠」に触れる大変貴重な時間
を共有しました。

の完遂を目標に長期展望で取り組みたいと考えて
います。
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開催に向けての工藤会長からの挨拶（要旨）
平成に入り規制緩和の名のもとに個人契約、養成学校が急増しました。以降、

利他の精神を忘れた柔道整復師が多くなり、そのうえに無資格者が闊歩する時代
となっています。今ふたたび国民に選択される施術に、そして、若い方々が職業
として自信を持って取り組める技術に、民族医療である柔道整復術を復活させま
しょう。柔道整復師に「診断」や「治療」という文言の使用が認められるよう法の改
正をするために「技術の伝承」や超音波観察装置の使用は必要です。この「匠の技
伝承」プロジェクト完成に10年は要するでしょう。参加者全員が業界の将来に責任
を持って学び、技術を地域で広めてほしいと思います。

第 1 回「匠の技 伝承」プロジェクトプログラム
東京都柔道整復師会 会館

10：00〜

開会の辞

副会長

松岡

10：05〜

会長挨拶

会

工藤鉄男

10：30〜

「匠の技
伝承」プロジェクトの趣旨説明（20分）

肘関節周辺の機能解剖

10：50〜

学術教育部長
学術教育部
協力

13：00〜

長尾淳彦

 音波観察装置による観察（実技を含む）（70分）
超


12：00〜

長

保

佐藤和伸

株式会社エスエスビー

昼食
「骨模型シミュレーターによる」整復手技の原理の理解

肘関節脱臼の発生機転と整復手技のシミュレート（40分）


高須周平会員

13：40〜

肘関節の整復・固定（150分・休憩含む）


高崎光雄会員

16：00〜

質疑応答（20分）

16：20

閉会の辞

学術教育部長

長尾淳彦

訃 報
長谷川 貴一氏 学術教育部員
（愛知県柔道整復師会副会長）
「匠の技 伝承」プロジェクト推進に尽力
されましたが、3 月20日に病没されました。
ご冥福をお祈りいたします。 合掌
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