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Abstract

Judo-Seifuku Therapy has been gained public support as an effective form of treatment. However, the

elucidation of their scientific elements requires precise investigations on both an individual case and

regional traits. Miyagiken Association of Judo-Seifuku Therapist（corporate juridical person）made a start

on the Society of Constructing Local Judo-Seifuku Therapy. As one of the projects, problem of

communication gap in technical terms was reported and was become an issue by the committee.
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１．柔道整復（術）の今日的位置づけ

柔道整復（術）はわが国古来の伝統医療の一つで、現

在は補完（相補）代替医療の一つとみなされている。

WHOの伝統医療と相補＊代替医療に関する報告には、

鍼灸＊按摩マッサージとともに、柔道セラピー（judo

therapy），柔道整復師（judotherapist）と紹介されて

いる。骨折、脱臼、捻挫、打撲、軟部組織損傷などの急

性外傷への非観血的治療（整復、固定、後療法、指導）

を行うのが彼らの業務範囲である。

雑誌＜治療増刊号＞89巻946－952頁、2007年には1）、

柔道整復に関する定義、歴史、資格、研修、業務範囲、

技術、保険制度などについて、塚田、白石両氏による要

領の良い解説があるので、詳細は省きたい。

ここでは、柔道整復師法により、法律上開業権を認め

られている、長い歴史と経験論を持つこの業界と、学的

専門性に関し、ローカルではあるが、２，３の客観的状

況を知る機会を得たので、その概要を報告したい。現在

のところ、もっとも柔道整復（術、学）の分野を概観す

るのに適した文献は、日本柔道整復師会編：柔道整復学、

2008、（計943頁）2）と、日本柔道整復学校協会教科書委

員会：JUDO SEIFUKU THERAPY―THEORY

BOOK--、4th Ed、2006、（計137頁）3）であろう。

２．研究委員会の取り組み

社団法人宮城県柔道整復師会では、地方からの情報発

信の重要さを意識して、＜宮城県柔道整復学構築学会＞

を立ち上げ、去る2008年６月15日に、仙台において、

第３回の学会を盛大に開催した。研究委員会の特別顧問

として、筆者は種々の問題を洗い出し、埋もれた知的財

産の発掘を始めたメンバーの方々のお手伝いをした。

当日の学会での中間報告にあった4）とおり、種々の疑

問と方策を見出した。

やるべき目標：

１）非明文化継承の県内の術法の発掘と整理

２）県内の過去の特異的非観血的整復ケースのデータ

の発掘と分析

３）治療成績と合併症に関するこれまでの治験のデー

タベース化

４）方法論の現状把握（評価、整復、固定、後療法、

カウンセリング）―とくに評価の客観化が問題

５）施術のガイドラインが作成できるか、不安と自信

のなさから、骨折、脱臼の処置ができない柔道整
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復師の増加している現在、これはどうしたら実効

性を持たせられるか。

６）整形外科、オステオパシーの分野の資料のうち、

柔道整復関連のものを集計

当面の課題：

１）用語関係

２）超音波をはじめとする診断関係

３）疾患の重症度の評価関係

医療人としての共通言語は相互のコミュニケーション

として重要なテーマと筆者は考え、これに専門外ながら

手を染め出した。この課題１）は最終的には県版用語集

なるものへ結集できればいいわけである。

３．共通言語の問題

一般用語および他学会と重複するものは省く、固有名

詞は原則除く、特有の用語に限る、聞いて理解しやすく

書いても短いもの、の＜４原則＞を立て、キーワードに

なりうる＜用語源＞として以下を探索した。

１）関連機器用語

２）学会誌（３種）のキーワード

３）関係学会用語集（解剖学、整形外科学、リハビリ

テーション医学、生理学）

４）柔道整復関係の書および事典類

５）学校の教科書

６）関連雑誌類

７）その他

課題１）２）３）も含め計16種類におよぶ文献に目を

通した。これらの資料から抜き出した仮用語類を、日本

リハビリテーション医学会が＜分類＞した概要を参考に

して、

（１）基礎

（２）柔道整復総論関係

（３）専門基礎、専門

（４）評価（判断）

（５）療法

（６）その他

とした。この分類にしたがってまとめてみると、いくつ

かの疑問な概念に出会い、これらをまず整理検討するこ

とが先決であるとわかった。

「問題１」 他の医学医療の分野には通じると思えな

い勝手な造語が非常に多い。

例１）延長性収縮、耐力、減捻、遠隔施術効果

「問題２」 独自の方法論をもっているとほとんど思

われない領域があること。

例１）測定、評価、判断（診断）法、経験論によ

る＊＊式、＊＊法の多さ。

「問題３」 これが大問題と思われるのであるが、医

学の他の分野でも使っているが、そこの概

念と異なる使われ方をしていると思われる

もの。

例１）亜急性（subacute stage, subacute

inflammation）

＃一般には：医学辞典によれば、急性と慢性の

中間で、疾病の強さを示すとされる。

＃スポーツ医学では：受傷後48～72時間ぐらい

経過した状態。炎症の５主徴が峠を越

してなければRICE、越していたら物

理療法。

＃リハビリテーション医療では：最近、急性期、

回復期、維持期と分けることになった。

＃柔道整復では：発症機序が蓄積性のもの反復

性のものも含め、突然にまたは徐々に

起こるものや、疲労性のものも含める。

誘因は、使いすぎ、誤用、不使用後の

急負荷などとする。

例２）捻挫（sprain, distorsion）

＃一般には：医学辞典によれば、外力によって、

関節に生理的範囲を超える運動が強制

されたために、関節包、靭帯などの支

持組織が断裂するなどの損傷を生じた

もの。互いの関節面は正しく相対して

いるもの。

＃柔道整復術での歴史的概念：捻＝捻る、挫＝

挫く、と広義に慣用。単一関節はもと

より、２つ以上組み合わさったもの。

多数の関節と筋運動が重なり合った部

で、例えば肩部捻挫、頚部捻挫、腰部

捻挫と呼ばれている。

＃1979年に出された「整骨学」5）によると：暴

力的に過度の関節運動や或いはその関

節に不可能な運動が強制された為に、

関節のうや靭帯が挫断され、しかも、

関節体相互の関係が正常位に保たれて

いるもの。

この場合、同じ柔道整復業界においても、歴史

的概念と、整骨学にみられるような今

日的一般的定義との間に、あきらかに

ずれがみられる。前者は臨床診療上、

後者は学問上という不一致とみられる。

その他 挫傷なども同様の問題点をもっていると

いえるが、省く。
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これらをどう整合させていくかが、これからの課題の一

つである。

もう一つ気づいたことは、前記６分類に依り、キーワ

ードとなりうる用語を整理してみると、大雑把な語数は

次のようであった。

（1）基礎　約55 （2）総論　約34

（3）専門　約148 （4）評価　約30

（5）療法　約201 （6）その他　約６、

合計　約474語。

これが多いか少ないかはわからないが、日本リハビリ

テーション医学会の「リハビリテーション医学用語集、

第７版」（2007）6）には和語6,953語、欧語6,907語収めら

れており、日本整形外科学会の「整形外科学用語集、第

６版」（2006）7）には1,038語収集されている。

筆者の個人的資料収集の偏りと、集計の誤差を考慮し

ても、歴史の長い伝統医療である柔道整復術の分野にお

ける専門用語の少なさが垣間見えた。

４．今後へむけて

独自の伝統医療たる柔道整復（整骨、接骨）を業とす

る方々の職域を拡大するには、医療知識と技術の向上を

図ることをもって以外にないと、第６回日本柔道整復接

骨医学会（1997年）の金城会長は講演で述べたが8）、今

日でもそっくりあてはまろう。そして金城氏は、術が学

になるためには、この学会の果たす役割として、研究ア

ドヴァイザー制度の導入、学会の地域化が必要であると

も述べた。11年後の今日、後者に関わりを持った筆者

は、なおさらその必要性を、隣接領域にいて感じている。

宮城県の柔道整復師には勉強家が多いし、専科教員免

許の所有者（専門学校で教えている方々）が多い。集結

して、宮城発の新知見が得られるよう、その努力に期待

したい。
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