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保険請求の手引き 
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1. 受領委任制度とは 

 

まず整骨院（接骨院）で保険請求を始めるためには受領委任制度について知らなくてはな

りません。受領委任制度とは今現在の整骨院で行われているやり方で、患者様自身が自分

の保険負担割合分だけを支払い、保険者への保険請求分を、施術を行った柔道整復師に委

任し、代わりに保険者に請求を行うことです。委任についてはいわゆるレセプト「柔道整

復施術療養費支給申請書」に患者様からサインを頂くことにより委任を受けて請求を致し

ます。 

元々柔道整復師にかかった際の保険の請求方法は「償還払い」という支払い方式でした。

「償還払い」とは一度患者様に 10割分をお支払いいただいた後、患者様が健康保険組合、

協会けんぽ等（以降保険者）に直接請求する方法をいいます。この方法では手続きが煩雑

になることと、手元にお金がない場合に十分な施術を受けられない可能性があるため、患

者様保護の立場から受領委任払いが認められました。一見、医科と同様な支払い方法なの

ですが、このような経緯があるため、院から提出をしておりますが、あくまで「患者様」

の代わりに請求の代行を行っている形になります。 

この制度は大変素晴らしいものですが、このような成り立ちがあるために保険者は支払い

の際に患者様に確認の連絡を取ることが多くあります。 

柔道整復師が実務上で医科と大きく変わるものは、医科では『診療報酬の対価』を支払っ

てもらうので医科へ確認の連絡がいきます。整骨院ではあくまで『患者様の請求の代行』

をしているため、確認の連絡が患者様にいきます。ですので、いかに整骨院で正しく請求

していたとしても患者様に連絡が取れなかった、患者様の回答と請求書で内容が相違して

いたとして返戻（請求したレセプトを一度確認のために戻すこと）されることがあります。 

実は正しく請求するためには細かいテクニックや保険の知識などではなく、患者様にしっ

かりと負傷内容を確認し、説明して差し上げることが一番の返戻対策になります。 

 

2. 保険請求をするためには 

受領委任契約を行うためには、整骨院を開業する場所の管轄の保健所に開設届を提出し、

保健所の印が押された開設届をもって、管轄の厚生局に提出をします。これを行わない限

り保険の請求は行えません。 

 

3.届け出について 

各種届出の書類に関してはここでは割愛いたしますが、届出をする際にとても重要なこと

があります。それは厚生労働局への届け出は厳密でもしも遅れてしまった場合は遡って請

求が出来ないということです。保健所では「開設後 10日以内に提出」厚生局は「受領委任

の取扱を受けようとする日」に届出が必要になるため、初めての開業で事前に保健所の登

録だけを先に出来る場合を除いては、基本的には保健所と厚生労働局に同日に届出を出さ

ないといけなくなってしまいます。この厚生労働局への届け出は融通が利きません。必ず、

保険請求をするとした日に正しく手続き出来るようして下さい。 

書類の作成は当財団で行っており、期日は別表にございますので、ご確認いただきますよ

うお願い致します。 

さて、晴れて保険請求をする為の届け出が完了致しました。届出をしたということは厚生

労働省と取り決めをしたということになります。その取り決めは健康保険法第 87条に記載

されておりますが、 
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第 87条   

1. 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若し

くは保険外併用療養費の支給（以下この項において「療養の給付等」とい

う。）を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機

関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは

手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、

療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 

2. 療養費の額は、当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）について算定

した費用の額から、その額に第 74条第 1項各号に掲げる場合の区分に応

じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養

又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活

療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 

3. 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合において

は第 76条第 2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき

場合においては第 85条第 2項の費用の額の算定、入院時生活療養費を受け

るべき場合においては第 85条の 2第 2項の費用の額の算定、保険外併用

療養費の支給を受けるべき場合においては前条第 2項の費用の額の算定の

例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることが

できない。 

とだけ記載されております。 

これだけでは保険者に請求する際に困ってしまいますので「療養費の支給基準」という本

にもう少し詳しく説明されています。 

 

4.保険請求の出来る範囲は 

まず、間違えないで頂きたいことがあります。整骨院で施術をする際に保険が適用される

かどうかということはありますが、来院された患者様の施術をしてはいけないということ

ではありません。（柔道整復師法に準ずる）。外傷以外でも施術を求められる患者様はい

らっしゃいますので、保険請求を出来るもの、出来ないものを見極めて頂いて請求頂けれ

ばと思います。では保険請求が出来るものは何でしょうか？それは『外傷性が明らかな骨

折、脱臼、打撲（挫傷）及び捻挫』になります。『外傷性』とは、関節の可動域を超えた

捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、

身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。となっています。 

かみ砕いた言葉にすると『明らかな外的な負傷原因があり、慢性ではないもの』になりま

す。原因については患者様に聴取して判断するものになりますが、例えばですが『寝違え』

も立派な外傷ですし、『重たいものを持って』『急いで走っていた際』『お風呂掃除で前

かがみになった際』『反動を使って勢いよく起き上がろうとした際』等負傷する可能性は

普段の生活の中に多く潜んでいます。まずは、どのような原因があったかしっかり患者様

のお話を聞いて下さい。症状を見る検査などももちろん重要ですが、保険請求をする上で

最も重要なことは問診だと思います。例えば、元々首が悪く慢性的な痛みがあった患者様

でも寝違いなどにより負傷し、外的な負傷原因があり、慢性とは別の症状が生じれば外傷

での保険請求が出来ます。 

次に重要なのが治癒に向かっているかどうかです。よく『痛みがあるので保険請求をして

いる』と思っている方がおりますが、痛みがあること＝保険請求が可能とは限りません。

例えば痛みがあったとしても症状が改善しない、改善の見込みがない場合はいわゆる症状

固定となり、慢性状態移行していると判断されますので保険請求の対象になりません。 

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC74%E6%9D%A1
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC76%E6%9D%A1
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC85%E6%9D%A1
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC85%E6%9D%A1%E3%81%AE2
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC85%E6%9D%A1%E3%81%AE2
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5.療養費の支給基準とは 

整骨院が保険請求をする上でのルールブックになります。 

これは、保険者と厚生局と整骨院での取り決めによるものなので、どんなに素晴らしい施

術をしたとしてもこのルールに則っていない場合は返戻や不支給（保険者としては支払わ

ないという行政的な通知）になってしまいます。詳しくは実際に本を読んでいただければ

と思いますが、いくつか重要なところを抜粋してお伝えします。 

 

a.外傷でも請求出来ない場合について 

外傷の場合でも保険証が使えない場合があります。 

1)仕事中のケガ 

まずはご存知の方も多いと思いますが、一部の方を除き（自衛隊の保険証、国保の自営業

本人）、仕事中の負傷は基本的には労災での請求になります。自衛隊の方や、国保の自営

業主は仕事中でも健康保険での請求になりますので、混同しないようにしてください。 

2)患者様に非がある場合 

闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故をおこしたと認められたとき。 

簡単に言うと喧嘩や、酔っぱらってケガをしてしまったものに関しては、保険証を使えな

い場合があります。酔っぱらっての程度などは保険者判断によりますが、支給されない可

能性がありますので事前に患者様への説明が必要になります。 

 

b.請求部位について 

あくまで保険での請求上の部位になります。国家資格をお持ちの先生方は例えば膝の疾患

でも前十字靭帯損傷、後十字靭帯損傷、内側半月板損傷、外側半月板損傷、膝窩筋損傷、

膝蓋靭帯損傷など数多くの鑑別が出来ると思います。これら外傷が保険請求ではすべて

「膝関節捻挫」での請求になります。 

最初は違和感がある先生は多くいらっしゃると思います。場合によっては 1 年以上かかる

靭帯損傷や、軽度な筋の損傷までひとくくりで「捻挫」での請求になります。これはあく

まで保険請求上のルールになりますので、ルールに則った請求をお願い致します。 

 

施術料は，次に掲げる部位を単位として算定するとあります。 

  (打撲の部位) 

   頭部，顔面部，頸部，背部(肩部を含む)，上腕部，肘部，前腕部，手根・中手部，

指部，腰股部，大腿部，膝部，下腿部，足根・中足部，趾部 

 (捻挫の部位。脱臼はこの中で頚部と腰部を除いた部位名) 

頸部，肩関節，肘関節，手関節，中手指，指関節，腰部，股関節，膝関節，足関節，

中足趾・趾関節 

（挫傷の部位）上腕、前腕、胸部、背部、大腿部、下腿部 

（骨折の部位）鎖骨、肋骨、上腕骨、前腕骨、大腿骨、下腿骨、手根骨、足根骨、中手骨、

中足骨、指（手・足）骨 

（不全骨折の部位）鎖骨、胸骨、肋骨、骨盤、上腕骨、前腕骨、大腿骨、下腿骨、膝蓋骨、

手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指（手・足）骨 

※骨折については医師の診断に基づいて違う部位名も生じる 

 

c.近接について 

隣り合った部位を請求してはいけないというルールがあります。 

先ずは請求部位の記載についての理解が必要になります。 

どの様な記載かというと、「左右の別＋ 部位名＋ 負傷の種別＋ 上下の区別」と記載する

必要があります。 

例）右背部挫傷（下部）「右＋背部（部位名）＋挫傷(負傷の種別)＋下部（上下の区別）」
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となります。 

 
上記は〇を捻挫、グレイの□を挫傷で表しています。脱臼は捻挫、骨折は挫傷と部位がほ

とんど一致しますが、医師の診断などで部位の記載が変わることがありますので、骨折と

脱臼の詳細は療養費の支給基準をご確認して下さい。こちらの図で確認頂きたいのは近接

となる隣り合っている部位とは何かということです。 

○の間に□があり、□の間に○があります。このため捻挫同士、挫傷同士が近接になる事は一

部例外を除き基本的にはありません。逆に隣り合っている捻挫と挫傷は近接になります。 

近接の例）左肩関節捻挫＋左上腕部挫傷  

実はこの近接扱いを減らす方法があります。それは「上下の別」を記載することです。 

近接ではない例）左肩関節捻挫＋左上腕部挫傷（下部）  

 

左右の別、上下の別について 

左右は通常四肢では部位を確定する際に必須となりますが、胸部挫傷、背部挫傷は左右の

記載は任意になります。しかし、記載をすることで近接の範囲を減らすことが出来ます。 

例えば 

『背部挫傷』とした場合の近接の対象は「右肩関節捻挫、左肩関節捻挫、頚部捻挫、腰部

捻挫、左胸部挫傷、右胸部挫傷」になってしまいます。 

これを『右背部挫傷』とした場合は近接の対象は「右肩関節捻挫、頚部捻挫、腰部捻挫、

右胸部挫傷」と近接の対象が減ります。 

更に「上下の区別」をし『右背部挫傷（下部）』とした場合は、「右肩関節捻挫、頚部捻

挫、右胸部挫傷」と近接の対象が更に減ります。 

来院時に背部しか痛みがなく施術をしていた時でも次の来院時に、肩が痛くなった、首が

痛くなったと部位を追加することがあると思います。挫傷についてはあらかじめ出来る限

り部位を限局することで事前に近接の可能性を減らすことが出来ます。 

次に例外ルールになります。 

手足のルール 

手、足については手関節、足関節から先を区切りとして一手、一足の単位でまず、捻挫、

打撲（挫傷はない）について 1部位しか算定出来ません。 

多部位で請求できない例 

左第 2指指関節捻挫＋左第 5指指関節捻挫（あわせて 1部位） 

但し、骨折・脱臼の場合は 1 指（趾）ごとに算定が可能です。その際は、骨折・脱臼で一

部位でも算定していれば捻挫・打撲での請求は出来ません。 
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請求できる例 

左第 2指指関節骨折＋左第 5指指関節骨折（2部位での算定） 

多部位で請求できない例 

左第 2指指関節骨折＋左第 5指指関節捻挫（1部位骨折での算定） 

3部位セットルール 

頚部や背部の周りで、一つ一つのものは近接でなかったとしても一定の条件を満たすと 3

部位を 2 部位での算定にしなくてはならないいわゆる「3 部位セット」のルールというの

があります。 

①両肩＋首 この場合は首の請求は出来ず、肩 2部位での請求になります。 

②両肩、首、腰のうち 2 部位と背部を請求する際に背部の請求が出来ず 2 部位での請求と

なります。具体的な例としますと、 

腰部捻挫＋左背部挫傷（上部）＋右肩関節捻挫は近接になります。 

この 3 部位はそれぞれでは近接ではありませんが、3 つ揃うことにより近接となってしま

います。背部を含む体幹を請求する際は注意が必要です。 

近接についての詳細は別添資料「近接判定の基礎」と療養費の支給基準をご確認下さい。 

 

d.料金について 

料金については通常専用のレセプトコンピューターシステム（以降レセコン）により計算

されますが、主なものは以下になります。 

 

※平成 30年 3月現在 

名称 金額 解説 

初検料 1,520 
初回のみ算定する。自賠責から保険証に切り替わった以外、算定

できない事はほとんど無い。 

再検料 410 初検の後最初の後療日に算定できる。 

初検時相談支援料 100 
初検時に算定可。算定する際にはカルテに相談内容を記載する必

要がある。指導の対象となる為会としては算定をお勧めしません。 

施療料（初回処置料） 760 

初回のみ算定する。施術や負傷日と初検日が離れていて施療の

必要がない場合や他院から転院してきた時等には算定できない事

がある。 

冷罨法 85 初検日が負傷日の翌日か、同日の場合のみ算定可能。 

温罨法料 75 負傷日から 6日以降の来院日から算定可能。 

後療料 505 2回目の来院日から算定できる。 

電療料 30 負傷日から 6日以降の来院日から算定可能。 

往療料 
 2,300 

2,700 

4kmまでと 4km超で金額が変わります。この時の距離は道のりで

はなくあくまで施術所と患家の片道の 2点間距離。 

 

尚、骨折、脱臼の際には部位により算定金額が変わってきます。また、金属副子などを使

用した際や運動後療法を行った際の加算もありますので、ご不明点がありましたら当財団

へご連絡下さい。 

 

e施術録について 

「療養費の支給対象となる柔道整復師の施術については、別添の記載・整備事項を網羅し
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た施術録を患者毎に作成しておくこと」とあり、保険者などに施術録の提示及び閲覧を求

められた場合は、速やかに応じることとなっています。どれほど重要かご理解頂ければと

思います。例え患者様の訴えがあり負傷原因が正当で、先生方が一生懸命施術をしたとし

ても、ルールを守っていない限り、保険の請求は出来ません。レセプトを提出した際は問

題なくとも後から問合せがあった時に施術録がないと保険施術分の返還の求めに応じなく

てはならなくなってしまいます。整備要綱は療養費の支給基準に記載されておりますので、

ここでは経過の書き方について簡単に説明いたします。 

寝違えて首を痛めた患者様を例にします。 

初検 

朝起きてから痛い 伸展時痛（＋＋＋）、伸展制限有 

の初検だったとします。 

経過として書いてく部分はこれらの症状の変化なので、 

伸展時痛（＋＋＋）→（＋＋）→（＋）→（±）→治癒 

伸展制限（＋＋）→（＋）→（±）→治癒 

など、治っていくまでに症状が変わっていくことがわかるように記載して下さい。必ずし

も毎回来院時に症状が変わることはないので、毎日変化を書く必要はないですが、最低で

も 5 日～10 日に一回は症状の変化を記載し、症状が変化していることがわかるように記載

をお願い致します。 

ただ、臨床現場では必ずしも単純に治癒に向かうものではないと思います。例えば途中、

頚部を酷使した作業をした際に症状が悪化したり、中々仕事が忙しく来院出来なかったり

してしまい、施術が長期になってしまうことがあると思います。それらの理由を記載した

り、悪化した際に症状悪化の記載をして頂く事で、たとえ長期の施術となったとしても正

当な理由があれば請求は認められます。これらの記載が無かったり、 

6ヶ月施術の経過が 

伸展時痛（＋＋＋）→（＋＋＋）→（＋＋＋）→（＋＋＋）→治癒 

など症状の変化がなく急に治癒になったりするなどした場合には、本当に外傷か疑われる

ことがありますので、しっかりと日々患者様の症状の変化はお聞きください。これらの記

載はレセプトを提出する際の負傷原因、長期理由の基にもなります。 

 

f.負傷原因について 

負傷原因の記載については、まず記載の内容を検討するより前に、 

『何故負傷原因が必要なのか』 

を理解する必要があります。これは第三者である保険者に証明するために必要だというこ

とになります。患者様がいつ（急性または亜急性の証明）何がきっかけ（物理的外力）で

負傷したかをわかるように伝える必要があります。 

では、どのように記載したものが証明たり得るのかというと、例えば、 

 

『５／５歩行中に荷重がかかって負傷』 

 

と記載して、上記の証明を満足しているといえるでしょうか。答えは当然『否』となりま

す。確かに日付が特定されていますので、６／４迄に初検であれば、『急性または亜急性』

となりますし、『荷重がかかって』とありますので、『物理的外力』により負傷している

のも明らかですので一見支給要件は満たしています。が、実はこの原因においては、『５

／５』が本当に負傷日なのかが特定できないことが『否』となる理由です。特定できない

理由は、 

 

『そもそも、歩行するにおいて荷重をかけずに歩行することが不可能』であり、『歩行す

ること自体は（何かの特殊な事情がない限り）普通に毎日行われていること』。よって、
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この内容である場合、『５／５』でも『３／５』でも同じことである。また、『症状』が

『出現』した日が『５／５』だったとしても、『日常生活動作』である以上、『５／５』

はあくまで『閾値』を超えた日（つまり『認知した日』）であって、その症状を蓄積する

に至った最初の日（この最初の日が不明）ではない 

 

となります。例えばこれが、 

 

『内科的要因により１月間ベッドで寝ていて、降りて歩行しようとした際、荷重がかかっ

て負傷』 

 

であれば、『歩行することがすでに日常上ではない状態』で『ベッドから降りた際に負傷

した』ことが特定できますので、原因として『正当』となりますし、 

 

『歩行中、地面の凹凸に足を取られた際、そのまま荷重かけて負傷』 

 

であれば、『地面の凹凸に足を取られる』ことは『日常でなく』、負傷したきっかけも

『足を取られたこと』と特定できますので原因として『正当』となります。では、次の場

合はどうでしょう。 

 

『５／５野球をしていた際捻って負傷』 

 

この場合、『野球』自体が普通（プロでもない限り）『日常』とは言えませんので、何時

したのかは特定できますし、『捻って負傷』とありますので『物理的外力』により負傷し

ていますのでこれも一見支給要件は満たしています。が、やはりこの原因も要件を満たし

ているとは言えないので、答えは『否』となります。では何が問題なのでしょうか。それ

は、 

 

負傷部位が肘乃至その近辺であれば『野球肘』・腰乃至その近辺であれば『腰部椎間板ヘ

ルニア』に代表されるような『慢性の外傷』（いかなる部位を算定したとしても同様なこ

とが言えます）とどう違うのかの鑑別する根拠がない 

 

ことが最大の理由になります。そもそも『外傷』といえども、『慢性か否か』は『負傷し

た日』による区分けとは別な概念による区分けですので支給要件を満たしません。また、

『捻る』・『荷重をかける』・『筋を収縮させる』ことはスポーツ（日常でも同じですが）

をしていれば常に行っていることで、これを理由とするには無理があります。少なくとも、 

 

『５／５野球をしていてボールをダイビングキャッチした際、手を地面について捻って負

傷』 

 

程度の情報はないと『慢性の外傷』との鑑別ができません。 

つまり、負傷原因において重要なのは、動作そのものはではなく、負傷に至るトリガーと

なる動作、つまり『どうなって負傷したのか』が一番重要ということになります。 

療養費の支給基準上は、 

『いつ、どこで、どうして』負傷したのか 

となりますが、これを詳細にすると 

『いつ、どこで、なにをしていて、どうなって（これがトリガー）』負傷したのか 

となりますので、これを意識して原因の記載を行ってください。 
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g.長期理由について 

長期理由とは、『療養費の支給基準』上 

 

『打撲（挫傷）・捻挫の施術が初検の日から３ヶ月を超えて継続する場合は、負傷部位、

症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした～』 

 

と規定されています。よって例えば、初検日が５／１０で、８月の来院状況が 

 

８月：１・５・７・９ 

 

だった場合、８／９までは３ヶ月以内となりますので、長期理由は必要ありません。 

しかし、同様に 

 

８月：１・５・７・９・１０ 

 

だった場合には、８／１０が３ヶ月と１日目になりますので、長期理由が必要となります。 

この例からもわかる通り、長期理由が必要となるのは、『３ヶ月を超えた最初の日』とな

りますので、例えば、 

 

８月：１・５・７・９・１１・１５・２０・２１・２２・２５・２６・２８・３１ 

だった場合で８／３１で治癒となっていたとしても、長期理由が 

 

『歩行時の疼痛が焼失したため治癒』 

 

は、これを判定したのが８／３１となるため、長期理由としてはおかしいことになります。 

上記の場合、『３ヶ月を超えた最初の日』は８／１１ですので、長期理由はその日の『症

状及び施術の継続が必要な理由』となります。従って内容は、 

 

『歩行時の疼痛が残存し、この症状改善のため継続加療する』 

 

となります（『歩行時の疼痛』が症状、『この症状改善のため』が施術の継続が必要な理

由となります）。 

また、上記例において８／３１で治癒ではなく継続だったとすると、長期理由該当日（８

／１１）からその月の最終来院日（８／３１）まで、９回の施術を行って治癒していない

ことになりますので、 

 

『歩行時の疼痛と背屈時の可動域制限が強く残存し、この症状改善のため継続加療を必要

とする』 

 

ぐらいは記載されていないと、当月９回施術をしてかつ翌月まで継続が必要な状態とは言

えなくなります。 

以上から長期理由において、 

『老齢のため自然治癒力弱く経過が緩慢なため継続加療する』 

のような症状がないもの、 

『○○の症状消失したため治癒とする』 

のような『治癒理由』はもとからダメで、それに加えて 

『長期理由該当日からその月の最終施術日までの期間、実日数、転帰』 

を考慮したものであることが必要です。 

また、上記までの規定とは別に長期理由において、 
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『三角筋』・『内側々副靭帯』・『第４・第５腰椎間』 

等の構造物・組織名・局所を限定する文言等を使用するのは控えたほうが無難です。これ

らの文言を使用した場合、『なぜそこに症状が残存した断定できたのか』を施術録に記載

する必要が生じます。同様に、 

 

『自転車に乗った際』、『掃除をした際』 

 

のような、動きを限定するのも控えたほうが無難です。当人がそもそも『しない動き』で

ある可能性があります。 

 

更に、 

『首から肩にかけて』・『腫脹』・『炎症』・『放散痛』 

 

等の、神経症状を疑われたり、３ヶ月を超えてなお残存していると慢性の疑いが強くなる

もの又は他の傷病のほうが一般的に出やすい症状も控えてください。 

 

以上から、長期理由は 

歩行時痛、姿勢保持痛、初動動作時痛、屈曲・伸展時痛 

等のその部位における通常の運動による疼痛と 

屈曲時の可動域制限、背屈制限等の可動域制限を基本としたほうが無難です。 

h.長期頻回理由について 

長期頻回理由において、頻回必要な理由を『患者の要望・希望』と記載しているものが見

受けられますが、施術については『受領委任契約上』 

 

『施術は療養上必要の範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とな

らないよう努めること』 

 

と定められています。この条文において『必要の範囲』は、素人である患者が定めるもの

ではなく、プロである柔道整復師が定めるものであることは当然のこととなります。また、

その『必要の範囲』を『限度』とするとありますので、結果として『施術は柔道整復師が

施術上必要と判断した範囲おいて行うものである』と定義されていることになります。 

 

よって、施術が頻回必要だったとしても、それは『療養上、治癒に至るまでに最低必要な

回数』でなければならず、患者の希望や要望で行っていいものではありません。まして、

その希望や要望が、『早期回復を目指す』とか、『完全治癒を目指す』とかの施術の前提

として当然のことでは、真っ当な希望・要望とは言えません（もし、真っ当だとすると、

それ以前は『早期回復』も『完全治癒』も目指していなかったことになり、そもそも施術

の必要がなかったことになります）。 

 

あくまでも、頻回で施術が必要な理由とは、『治癒に至るまでに最低必要な回数』がその

回数だった理由ですので、柔道整復師の立場から『その回数施術が必要だったことの証明』

がその理由となります。ではその理由とは何でしょうか。 

大まかには、以下が標準となります。 

1 『（老齢のため自然治癒力弱く）（家事で安静が保てず）、（仕事で安静が保てず）

経過が緩慢で日常生活に支障をきたすため』 

2 『前記症状により日常生活に支障をきたすため』 

となります。 

 

これらを使用する際の注意点は、『症状がそれなりに強くないと日常生活に支障がない』
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です。関係性としては②の場合の残存症状が最も強く、①はそこそこの症状が必要となり

ます。 

 

例：①の場合『歩行時の疼痛と背屈時の可動域制限が強く残存しているため継続加療する。

老齢のため自然治癒力弱く経過が緩慢で日常生活に支障をきたすため頻回施術を要した』 

 

例：②の場合『挙上及び外転時の疼痛及び可動域制限が著明に残存するため継続加療する。

前記症状により日常生活に支障を及ぼすため頻回施術を要した』 

 

また、②についてその変形として、 

 

例：②－２『初検時の症状強く、未だ歩行時の疼痛と屈伸時の可動域制限が著明に残存す

るため継続加療する。前記症状により日常生活に支障を及ぼすため頻回施術を要した』 

例：②－３『経過良好に推移していたが、○○月○○日自宅で家事をした際再度負荷をかけて

しまい、症状悪化。歩行時の疼痛と屈伸時の可動域制限が著明に残存するため継続加療す

る。前記症状により日常生活に支障を及ぼすため頻回施術を要した』 

 

もありますが、②－３の場合、長期理由該当日と再負傷日のどちらが先なのかにより記載

の仕方が変わります。前記は再負傷日が先だった場合で、長期理由該当日が先の場合は、 

 

例：②－４『歩行時の疼痛が若干残存していたため継続加療する。○○月○○日自宅で家事を

した際再度負荷をかけてしまい、症状悪化。歩行時の疼痛と屈伸時の可動域制限が著明と

なったため継続加療する。前記症状により日常生活に支障を及ぼすため頻回施術を要した』 

 

と、長期理由該当日の長期理由と、再負傷した際の症状の２つを記載する必要がります。 

 

6.何が不正とみなされるのか 

 

主な不正請求としては 

・施術の事実が無いものを療養費請求 

・施術内容を付け増して療養費を請求 

・算定基準を満たしていない療養費を請求 

・監査拒否 

・往療の必要がないものを療養費請求 
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中止例 

 
 

言うまでもありませんが、実際に施術をしていないのに請求することは出来ません。手引

きを呼んでいただいた方は大丈夫だと思いますが、しっかりと患者様から問診し、柔道整

復の範囲の請求を行い、しっかりと施術録を記載していれば何も問題ありません。 

この中で、往療料についての記載があります。往療について療養費の支給基準には「歩行

困難などの真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き
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施術を行った場合に算定出来るものであり、単に患家の希望のみにより又は定期的若しく

は計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと」とあります。 

具体的に認められない場合として「患者様が買い物に行けるぐらいの行動が出来る」「家

の中に同居の者がおり、送り迎えで院に通院出来る」場合は往療をするやむを得ない理由

とはみなされず、往療を算定出来ません。具体的に往療が出来るか、不安な場合は迷わず

に当財団へお問い合わせ下さいますようお願い致します。 

 

7.終わりに 

保険請求をする際には、分からないまま対応すると返戻に対応できなかったり、請求する

際に不安なまま請求したりと、手間がかかったり、精神的なストレスにもなったりすると

思います。私たち日本保険請求財団は先生方の保険請求を徹底的にサポートします。患者

様が来院されて持ってこられたアンケートや、返戻、もし不支給となったとしても先ずは

当財団にご相談下さい。先生方が安心して保険請求できるよう心掛けて参りますので、何

卒よろしくお願い申し上げます。 


