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Abstract

　To evaluate the possibility of spreading Judo Therapy internationally as important and valuable medical 
techniques to care and cure injured people, we performed lectures to students in Judo schools in Switzerland and 
in France, and asked participants to fill out a questionnaire on Judo Therapy.  In both Switzerland and France, 
63％ and 45％ , respectively, of the students answered “yes” to the question “Have you ever had broken bones and 
injured joints?” More than 80％ of such students, however, answered that they have never visited Judo Therapists 
for treatment of their injuries. More than 85％ of students in Switzerland and more than 55％ of students in 
France answered that they were unaware of such non-operative (in other words, bloodless) treatments as those 
categorized as Judo Therapy for the treatment of fractures, dislocated joints, and other joint injuries. These 
results indicated that although there are many patients who might want to see Judo Therapists, they are not 
aware of such treatments as Judo Therapy.  In both Switzerland and France, some of the students said that they 
would feel uneasy with Judo therapistʼs who do not use an anesthesia and surgical approaches.  Furthermore, it 
was pointed out that in these two countries national laws would not allow Judo Therapists to treat people as a 
professional service. However, after the lecture, 63％ of students in Switzerland and 100 ％ of students in France 
answered that they would like to have Judo Therapy hospitals close to them, and moreover, 63％ in Switzerland 
and 82％ in France answered that they feel more familiar with Judo Therapy itself, since they knew a bit about 
what Judo Therapy is.  In both Switzerland and France, Judo Therapy is so far not well known.  The present 
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はじめに

　昭和63年（1988）に柔道整復師法は大きく改正され、
財団法人柔道整復試験財団が設立された。柔道整復師の
資格は、これまでは都道府県知事免許であったのが、平
成元年（1989）厚生労働大臣免許となり第1回目の国家
試験が始まった。それをきっかけに、柔道整復師の法的
な地位の確立がなされた。平成21年には、柔道整復師国
家試験と名称が変更された。
　従来、柔道整復師の養成学校は専門学校のみであった
が、平成10年（1998）8月の福岡地裁における「柔道整
復師養成施設不指定処分取消請求事件判決」以降、厚生
省は、養成施設指定規則さえ満たせば設置を認める方針
にした結果、専門学校の新設や大学における学科の増設
が相次いだ。平成16年（2004）には、柔道整復師の永年
の願いであった４年制大学が開設された。養成学校は、
平成10年（1998）の14校から平成21年（2009）には97校
に増加した。近年、就業柔道整復師の数は急増してい
る。1998年は29087名であったが、2008年には43946名と
14859名（150％）増となっている。柔道整復の施術所（接
骨院、整骨院）も、1998年23114所が2008年には34839所
で11725所（150％増）と急増している。平成21年3月31
日現在の柔道整復師の資格を持っている人は、全国に
63922名（研修試験財団発表）である。現在、全国に溢
れだすほどの柔道整復師がいるということになってきて
いる事態であり、近い将来柔道整復師の過剰が予想され
る。それに伴う教育内容の低下や、就職困難、接骨院の
乱立による経営の悪化が懸念されている現在、徒手保存
的療法の柔道整復術を日本だけに留まる事なく、世界で
活躍できる伝統医術ではないかと考えてみた。
日本柔道整復師会は平成7年（1995）頃から、柔道整復
術の国際化への努力を開始した。そして、平成16年（2004）
に「JUDO-therapy」は、伝統医学の有効な治療法とし
て正式にWHOから認知された。モンゴルやポルトガル、
韓国などでは、柔道整復術に関連した分野の国際交流が
頻繁に行われている。

世 界 に は、Chiropractic（ カ イ ロ プ ラ ク テ ィ ッ ク ）、
Osteopathy（オステオパシー）、Manipulation（マニプ
レーション）、Mobilization（モビライゼーション）等の
骨格筋を扱うさまざまな療法が存在し活動している。柔
道整復術に似たような療法ではある。しかし、骨折・脱
臼を保存的に治療する技術は、柔道整復師特有のもので
あるので、これらの療法とは異なるカテゴリーに入ると
考えられる。柔道整復師特有の徒手保存療法が日本に存
在している事を世界の人々は果たして知っているだろう
か。そして、世界で柔道整復術は通用し、理解をしてく
れるだろうか。国際化という方向で今後の柔道整復師の
新しい道がつくれないだろうかと考えてみた。そこで、
柔道整復師・柔道整復術は、世界でどのような評価を受
けるのかを調べるため、スイス・フランスでアンケート
調査を行ったので、その結果を報告する。

方法

1）スイス・ローザンヌのKWAI道場（Ch De Pierrelleur 
68‐Ch 1004Lausanne）、２）フランスリヨン第1大学
柔 道 部（43 Boulevard du 11 Novembre 1918、69622 
Villeurbanne cedex）のキネシオテラピィを勉強中の生徒、
3）フランスのポンタリエ道場（4 Rue du Toulombief, 
25300 Pontarlier, France）の生徒および、ポンタリエ市
民に同じ質問用紙を用いてアンケート調査を行った。い
ずれもフランス語圏であり、いずれの場合も著者の一人
の刈屋太郎がスライドを使用して、柔道整復師の誕生の
歴史および外傷の整復ビデオを用いて講義をした後、直
ちにアンケート調査を行った。アンケートでは次の通り、
3 ヶ国語で10項目について質問し、すべてYESかNOで
答えるようにしたが、ごくわずかではあるがどちらも分
からないという答えもあった。

1．骨や関節をケガしたことがありますか?  
　・ Have you ever had a broken bone or an injured 

joint? 
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results, however, strongly suggest that if Judo Therapy was correctly understood, it could be well accepted as a 
familiar and useful technique to recover from injury without the pain caused by surgical operation.  Our 
conclusion is, therefore, that we should do more to inform the public about Judo Therapy in countries outside of 
Japan.

Keywords: Judo Therapy, medical technique, questionnaire, Switzerland, France

キーワード：柔道整復学、医療技術、アンケート調査、スイス、フランス
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　・ Est-ce que vous vous-êtes déjà fracturé un os ou 
bien déboîté une articulation?

２． これまでに、接骨院(整骨院)に診てもらった事はあ
りますか?

　・ Have you ever visited the hospital of a Judo 
Therapist to have your injury treated?

　・ Avez-vous déjà rendu visite au Judo-Thérapeute 
pour vous faire soigner chez lui?

3． 講義の話を聞く前に、日本には骨折、脱臼などを、
手術をしないで保存的に治療する柔道整復術という
ものがあることを知っていましたか?

　・ Before listening to Kariyaʼs lecture, did you know 
that in Japan there are non-operative (bloodless) 
treatments categorized as Judo Therapy to cure 
bone  f rac tures ,  j o in t  in jur i es ,  and  jo in t 
dislocations? 

　・ Avant dʼassister à la conférence de Kariya 
dʼaujourdʼhui, saviez-vous quʼil y a au Japon un 
traitement appelé Judo-Thérapie au moyen duquel 
on vous guérira des fractures ou des déboîtements 
si vous en souffrez, sans que vous vous fassiez 
opérer du tout?

４． ローザンヌ市には骨が折れた時に手術をしないで治
療する病院（整骨院または接骨院）がありますか?

　・ In your city of Lausanne, is there any hospital or 
clinic that practices the above-mentioned Judo 
Therapy for those with broken bones?

　・ Dans votre ville de Lausanne, y a-t-il un hôpital ou 
bien une clinique où lʼon vous guérira des fractures 
si vous en souffrez, sans que vous vous fassiez          
opérer du tout?

5． 柔道整復術はカイロプラクティック治療と同じもの
だと思いますか? 

　・ Do you think that Judo Therapy is identical to 
chiropractic treatments?

　・ Pensez-vous que la Judo-Thérapie soit identique à 
la chiropractie?

6． 腕や足が折れた時に整形外科医に行かずに柔道整復
師の病院に行こうと思いますか?

　・ If you broke your arm or leg, would you like to go 
see a Judo Therapist rather than an orthopedist?

　・ Si jamais vous vous cassez le bras ou la jambe, 
vous arriverra-t-il dʼaller voir le Judo-Thérapeute 
plutôt que lʼorthopédiste?

7． 講義の話を聞いて、あなたの町にも柔道整復師の病
院があった方が良いと思いますか? 

　・ After listening to Kariyaʼs lecture on Judo 
Therapy, do you think that it would be good if you 
had in your town some Judo Therapists or their 
clinics capable of serving you?

　・ Est-ce que vous vous êtes trouvé assez intéressé 
par le discours du conférencier Kariya pour 
désirer dans votre ville avoir quelques Judo-
Thérapeutes ou leurs cliniques afin de bénéficier 
de leur soins?           

8． 治療スタッフがあなたの体に直接触れて治療する事
によってあなたは安心感を得られると思いますか?  

　・ The Judo Therapist treats you by directly 
touching the injured part of your body. Do you 
think you could relax and feel at ease with this 
treatment method?

　・ Pensez-vous que vous vous sentiez rassuré par le 
fait que le Judo- Thérapeute vous soigne tout en 
touchant la partie souffrante de votre corps?

9． 日本の柔道整復についての基本的な考え方はヨーロ
パの人々にも理解していただけると思いますか?　

　・ Do you think the basic idea of Japanese Judo 
Therapy can be understood in Europe?

　・ À propos de lʼidée essentielle de la Judo-Thérapie, 
pensez-vous quʼelle soit bien comprise par les 
Européens?

10． 講義を聴いて、柔道整復師を身近に感じていただけ
ましたか?

　・ Now that you have listened to Kariyaʼs lecture, do 
you feel more familiar with Judo Therapy?

　・ Après avoir assisté à la conférence de Kariya, est-
ce que vous vous êtes senti quelque peu familier 
avec celui quʼon appelle Judo-Thérapeute?

　尚、このアンケートの最後にコメントを書き込む場所
を設けて、自由な感想を書き込むことができるようにし
た。本報告では、YesかNoで答えさせた上記のアンケー
トの質問を円グラフで表現した、以下のすべての円グラ
フにおいて、Yesは白で、Noは黒で、どちらともわから
ないは、灰色で表わした。また、アンケート紙の最後の
箱に書き込まれていた。それを書きだして、その内容を
分析するようにした。
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結果

1）�スイス・ローザンヌ市のKWAI道場でのアンケー
ト調査

　スイス・ローザンヌ市のKWAI道場では、合計48名の

スイス人アマチュア柔道家に対してアンケートを行っ
た。それを集計し、Yes、 Noの答えを集計したところ次
のような結果が得られた。
　アンケート項目1では、アマチュア柔道家の6割の人
がケガをした事があると回答した。しかし、アンケート
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項目２ではほとんど（9割強）が接骨院に受診したこと
がないと回答した。これは、アンケート項目４からわか
るように7割の人がローザンヌ市に、接骨院がないと回
答しているので、接骨院に行かないのだと思われる。ま
たアンケート項目5では、6割の人がカイロプラク
ティックと違うと回答している。これは、アンケートに
先立って行った講演において柔道整復術がカイロプラク
ティックと異なるものであることが理解できるように説
明がなされたことを反映していることによると考えられ
る。アンケート項目3から8割の人が徒手保存的に治療
する柔道整復術を知らないと回答している。アンケート
項目6では、6割の人が接骨院ではなく整形外科を好む
と回答したが、アンケート項目7で6割の人が、接骨院
があった方が良いと回答した。これは一見矛盾のように
も見えるが、講演の内容がかなりの程度理解され、それ
によって人々が接骨院の良さを理解し始めていることを
反映しているようにも思われる結果である。柔道整復師
の説明を行ったから出て来た答えである。ヨーロッパ人
ではあるが、アンケート項目8でわかるように5割の人
が、直接体に触れられても安心感を得られると回答した
が、アンケート項目9では、6割の人が柔道整復の考え
方をよく理解出来ないと回答した。しかし、他方ではア
ンケート項目10において、6割の人が柔道整復師を身近
に感じたと回答した。
　回答者合計48名中14名が講義に対するコメントを残し
た。その中で、多かったのは「おもしろかった」・「興味
がある」という答えで、これは10名であった。口頭でも
たくさんの人が、この10名と同じ感想を述べた。その他
の４名のコメントは次のようである。
　①教育に役立つから興味がある。
　② 非常に面白い技術である。私も接骨院に受診してみ

たい。
　③ 骨折の場合は、病院を好む。しかし、脱臼は柔道整

復師を試してみる。
　④整復で麻酔をしないと、実際にはとても安心できない。
コメント④の結果から、調査したアマチュア柔道家の中
には、骨折・脱臼の外傷については麻酔をしてから整復
を行うものだと思っている人が居るようである。この考
え方からすると、アンケート項目6で整形外科に行くと
いう回答が多いのは自然だし、アンケート項目9の手術
をしない柔道整復師の治療法については、理解できない
という答えが6割を占めているのも頷けるように思え
る。しかし、アンケート10に表されているように、柔道
整復師を身近に感じてもらえ興味をいだいてもらえたこ
とは大きな収穫ではないかといえる。

2）�リヨン大学柔道部のキネシオテラピィの生徒計
8名のアンケート結果。

　リヨン第1大学柔道部のキネシオテラピィ専攻の生徒
8名につきアンケートを行い、次のような結果を得た。
　アンケート項目1では、キネシオテラピィの生徒5割
の人がケガをした事があると回答した。しかし、アンケー
ト項目２では7割の人が接骨院に受診したことがないと
回答している。これは、アンケート項目４でわかるよう
にリヨン市に、接骨院がないと7割の人が回答している
ので、接骨院が無いから接骨院に行かないのだと思われ
る。この結果は、ローザンヌのKWAI道場でのアンケー
ト結果と同じである。アンケート項目3では、徒手保存
的に治療する柔道整復術を6割の人が知らないという回
答である。またアンケート項目5では、5割の人がカイ
ロプラクティックと違うと回答している。アンケート項
目6では、7割の人が接骨院を好むと回答した。アンケー
ト項目7では全員が、接骨院があった方が良いと回答し
た。これは、アンケート調査対象者が全員キネシオテラ
ピー生徒であったために、各人の実体験に照らして柔道
整復師の業を共感してくれたのかと思われる。ヨーロッ
パ人ではあるが、アンケート項目8でわかるように8割
強が、直接体に触れられても安心感を得られると回答し
た。またアンケート項目9から5割の人が柔道整復の考
え方に理解を出来ると回答した。アンケート項目10では、
7割の人が、柔道整復師を身近に感じたと回答した。こ
れらの結果も、おおむねローザンヌのKWAI道場におけ
る結果と一致している。
　リヨン大学柔道部のキネシオテラピィの生徒は、講義
が終了後直ちに演台に近寄り、熱心に質問をした。そし
て、8名中3名が次のコメントを残した。
　① 手術をしない事はとても良い事である。何故なら、

傷が残らないから。
　② 接骨院はフランスでは流行りますが、法律でドク

ターだけしか骨折治療を出来ない。
　③興味がある。法律では許されないので残念です。
これらの結果から、キネシオテラピィの生徒が柔道整復
術を身近に感じ、大いに興味を示してくれたことが見て
とれる。柔道整復術の基本的な考えを理解してくれた人
も多かった。キネシオテラピィという職業はケガを扱う
ので、スイス・ローザンヌのKWAI道場の場合よりも一
段と強い興味を柔道整復術に対して示したのである。た
だ、ここでは法律の問題が指摘された。骨折・脱臼は、
医師だけが治療できるという法律であり、柔道整復師の
国際的展開を考える場合の一番主要な課題ではないかと
いえる。
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3）フランス・ポンタリエ道場でのアンケート結果
　フランス・ポンタリエ道場の２名とポンタリエ市民の
1名の合計3名につきアンケートを行い、次のような結
果を得た。
　アンケート項目1では、7割の人がケガをした事がな

いと回答し、アンケート項目２では全員が接骨院に受診
したことがないと回答した。これは、ケガをしていない
のだから、受診の必要性も少なかったことを反映してい
るのであろう。もちろん、アンケート項目４でわかるよ
うにポンタリエ市に接骨院がないと全員が回答している

75%

25%
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ので、接骨院に行かないのだともいえる。アンケート項
目3では、徒手保存的に治療する柔道整復術を7割の人
が知っているという回答である。これは、この柔道の選
手が日本遠征を行ってきたことからこういう「知ってい
る」という回答が出されたのであろうと思われる。また

アンケート項目5では、全員がカイロプラクティックと
違うと回答し、アンケート項目6では、全員が接骨院を
好むと回答し、また、アンケート項目7で全員が、接骨
院があった方が良いと回答した。これは、アンケート項
目9で全員が柔道整復師の内容をよく理解を示している
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と思われる。ヨーロッパ人ではあるが、アンケート項目
8でわかるように7割強が、直接体に触れられても安心
感を得られると回答した。また、アンケート項目9では
全員が柔道整復術の考え方に理解が出来ると回答した。
これらと呼応するように、アンケート項目10では、全員
が柔道整復師を身近に感じたと回答した。
ここでのコメントは、3名中1名だけが書いて残した。
その内容は、次の通りでる。
　1． ヨーロッパの人々は最近別な種類の医学に興味を

持ち始めている。たいていのヨーロッパ人は骨
折・脱臼については、病院で治療してもらうと思
います。しかし、柔道整復術は、背中や首の痛み
の治療には役に立つと私は思います。

　これらの結果から、3人という他のアンケート場所よ
り人数は少なかったがとても柔道整復師に理解があり興
味を示してくれた。

考察

　柔道整復師が治療を行う範囲は、骨折・脱臼・捻挫・
筋腱軟部組織などの損傷とされている。すなわち、これ
らの外傷の患者が来たときにのみ、治療ができるわけで
ある。スイス人・フランス人共に、アンケート1項目の
質問でケガをしたことがあると回答した者が多いと分
かった。スイスのローザンヌでは、6割という数字の人
が外傷の経験ありと述べている。この結果から柔道整復
師の対照患者数は、スイスにも多数いると考えられる。
そうであれば、柔道整復術はそれらの患者の治療に活か
され得る。柔道整復術は、カイロプラクティックとは治
療法が違うという3つの異なる場所で同じ結果が得られ
た。似たような職業であるのにも関らず、違うという結
果が得られたのは、骨折や腱の断裂など修復の非観血的
治療というような、柔道整復師特有の治療法が、あらか
じめ講演で説明を行ったことにより伝わったのではない
かと考える。しかしながら、アンケート6項目の質問で
は、スイス・ローザンヌの回答者の5割強が、また、キ
ネシオテラピィの生徒の場合は２割の人々が接骨院（整
骨院）ではなく整形外科医に治療してもらうことを望ん
でおり、しかも、アンケート3項目の質問では8割の人
が手術をしないで治す柔道整復師を知らないという結果
が出ている。これを違う視点から考えると、フランスと
スイスの人達は骨折や脱臼は手術をしないと治らないと
思っているのではないかと考えられ、また、骨折や脱臼
は麻酔をして治すものだと思っている可能性が考えられ
る。コメントの中には、麻酔をしないから安心できない
という意見も表明されている。しかも、ポンタリエのコ

メントでは軽いケガの場合は接骨院、骨折・脱臼の場合
は整形外科に行くというコメントがある。これは明らか
に以前からこうしているというのではなく、講演を聴い
て柔道整復術をある程度理解したが、やはり以前から骨
折は、整形外科と決めており、おそらく、はじめて具体
的に話を聴いた後で、軽い外傷は接骨院でよいと思った
ということであると想像される。そうであるならば、や
はりもっと外国人に柔道整復術の実際の良さを知らしめ
ることが重要であるということになる。実際に、講演中、
骨折や脱臼の整復のビデオが出てくると顔をそむける人
や、麻酔はしないのかという言葉が多かったのも事実で
あり、ヨーロッパ人の外傷の治療に対する考え方をよく
表していると思われる。
　柔道整復術は、ケガをした疼痛の1箇所を触れるので
はなく、さまざまなその疼痛に関わる筋・靭帯を手で触
れて検査する事が多い。その中で、直接患部に触れるの
で患者の安心感を得られるというのが望ましいことであ
る。ローザンヌ市民は、接骨院にほぼ10割の人が受診し
たことがないわけであるがこれらの人は、安心感を得ら
れる人、得られない人が半々の結果であった。一方、リ
ヨンのキネシオテラピィの生徒は、普段から直接体を触
れる職業なので、そのことがもとになって触れるという
ことの意味を、すぐに理解したものと思われる。その結
果として、9割が安心感を得られると回答することに
なったのではないか。整形外科を好んでいるローザンヌ
の回答者ではあったが、アンケート項目7の質問では6
割の人が、接骨院（整骨院）があったらいいと答えてい
る。これは、たくさんの人がこの講演によって柔道整復
師を身近に感じて、接骨院（整骨院）に興味をもったか
らであると思われる。
　たくさんの人達が興味を示してくれたが、フランスや
スイスでは、骨折や脱臼はドクターが治すものだと思っ
ている人が多いことや、キネシオテラピィの生徒達のコ
メントからも分かるように一番の問題は、法律の問題で
ある。現状の法律のままでは、やはり、フランスやスイ
スでは、柔道整復師が活躍するのは難しいのではないか
と考える。

結論

　我々の職業への興味はあったが、こちらから説明をし
ない限りは、一般的に理解度は少なかった事が分かった。
アンケート結果をもとに考えると今後は、法的な事が解
決すれば柔道整復術はスイス・フランスで広く受け入れ
てもらえるだろうと考えられる。WHOに認可されたの
にスイスの方々やフランスの人達は知らなかったことは
事実であり、これから輩出される若い柔道整復師がます
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ます海外へ進出していくのには、世界の人々に我々の仕
事を知ってもらうことから始めていくことが重要である
と考えられる。スイス・フランスでは、このような結果
になったが、たくさんの人々が興味をいだいてくれたの
が大きな収穫であり、講義をした直後にアンケートをす
るという形は、傍聴した人の素直な気持ちが分かる最適
な方法だったと思われる。
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