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序文

　医業類似行為とくに柔道整復師に関しては、健康被害の増加、高騰する療養

費、規制が効かない養成学校設立など様々な問題点が指摘されている。

　日本整形外科学会は、過去３回にわたり時の厚生労働大臣宛に国民の立場から

の要望書（３資料）を提出し、注意喚起を行って来た。　しかしながら、平成24

年８月、国民生活センターが発表したように医業類似行為による健康被害は増加

している。さらに、柔道整復、あ
・

は
・

き
・

（あ
・

んま、は
・

り、き
・

ゅう）の療養費は増加

の一途をたどり、特に柔道整復療養費は小児科、産婦人科、皮膚科、耳鼻科など

の入院外医療費を追い越し4,000億円以上となっている。この原因の一つには柔

道整復師養成校が乱立し、医学部の全定員数とほぼ同じ定員数となり、毎年、多

くの柔道整復師が誕生していることにある。更に、卒業と同時に開業でき、未熟

なまま施術し、規則が解らないまま公的医療保険制度を使用していることがより

多くの問題を生じさせている。

　この問題は、まだまだ我々医療関係者においても理解不足である。今回、平成

18年に作製した小冊子「医業類似行為関連Q＆A」を見直し、最近増加している介

護保険制度や交通事故の問題も取り上げ、保険制度を理解するための一助となる

ことを期待している。
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1．医業類似行為の基礎知識

Ｑ１　 医業類似行為とは？
Ａ１　 医業類似行為とは、医師でなければ行うことを禁止されている医療行為を

医師以外の者が業として行うこと。

　　◎医師法第17条　「医師でなければ、医業をしてはならない」
　　法で認められた医業類似行為者

 （国家資格、開業時に保健所に届け出が必要）
 Ａ．あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師

 Ｂ．柔道整復師（接骨師、整骨師、ほねつぎは同意語）

　　法に基づかない医業類似行為

 （国家資格なし。保健所への届け出は不要）
  整体、カイロプラクティック、オステオパシー、キネシオロジー、リフレ

クソロジー、リラクゼーション、クイックマッサージ、アロマセラピー　

etc.

Ｑ２　「あ
・

は
・

き
・

」とは？
Ａ２　 国家資格である「あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師」の頭
文字を読んだ省略語。

Ｑ３　療養費とはどんな制度か？
Ａ３　健康保険の医療給付は、保険医現金給付医療機関において現物給付として
「療養の給付」を行うのが原則であるが、例外として現金給付として「療養
費」の制度がある。

 　健康保険法（第87条）では「療養の給付を行うことが困難であると認める

とき」または「被保険者が保険医療機関等以外の医療機関等で手当てを受け

た場合において、保険者がやむを得ないと認めるとき」は、療養の給付に代

えて療養費を支給することができるとされている。

 療養費は償還払いが原則であり、以下が支給対象とされている。
 ① 無医村等で売薬を服用した場合、やむを得ず保険医以外の医師の診療を受

けた場合の医療費

 ②治療用装具（保険診療において、保険医が治療上必要と認めた装具）

1．医業類似行為の基礎知識
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 ③柔道整復師による施術
 ④あん摩、はり、きゅう師による施術
 ⑤生血（輸血）

 ⑥移送費（保険診療を要するが、患者の移動が困難であり、緊急等の場合）

 現物給付（保険医療機関の医療）
 　医療を現物で給付する療養の給付のことで、患者は医療費の自己負担分を

支払うだけで治療が受けられる制度（残りの費用は医療機関が保険者に請求）。

 現金給付（療養費）
 　現金を給付する保険給付の総称であるが、その中でも「療養費」は療養の

給付を補完する特例的なもの。

 償還払い（療養費）
 　医療機関の窓口で医療費全額を立て替え払いしたとき、後で申請すること

により、医療費の自己負担分を除いた額が療養費として払い戻される制度の

こと。

Ｑ４　接骨院（整骨院、ほねつぎ）とは？
Ａ４　柔道整復師が施術を行う施術所のこと。接骨院は保険医療機関ではない。
 　最近、「あ

・

は
・

き
・

」の資格を持っている柔道整復師が増え、接骨院が柔道整復

師の施術所と「あ
・

は
・

き
・

」の施術所を兼ねており、患者がどちらの施術を受け

たのか判断できないことが多い。受領委任払い制度（A5参照）の不適切な使用

が危惧される。近年、接骨院は激増している。（A26参照）。

Ｑ５　接骨院と医療機関で同じ窓口負担なのはなぜ？
  （受領委任払い制度）

Ａ５　整形外科医の不足していた第二次世界大戦以前に、外傷の応急処置に関し
ては柔道整復師を利用する者も多く、昭和11年に柔道整復師の健康保険取り

扱い運動の結果、療養費の受領委任払いという、患者柔道整復師両方に都合
のよい（後払いの必要がない）特殊な支払制度が認められた。この受領委任
払いとは、柔道整復師が保険者（健保組合等）と受領委任の協定または契約
を結び、被保険者（患者）の委任を受けて「療養費支給申請書」を作成し、

被保険者（患者）からは自己負担金に相当する金額を受け取って、残りを被

保険者に代わって保険者に療養費（Ａ3参照）を請求する制度である。

 　最近の受領委任払い関連訴訟判決（千葉地方裁判所平成16年１月16日判決

ワ第112号損害賠償等請求事件）の中で、裁判官はこの制度の意義に「かつて
は合理性を有していたとしても、その後、整形外科医が増加していることな

2



どがうかがわれる現在、果たしてその合理性があるかについては疑義がない
ではない」と疑問を呈している。

 　このように打撲・捻挫などの急性期の外傷しか扱えない接骨院（Ａ7参照）

で、腰痛や肩こりを打撲や捻挫と称して健康保険を用いてマッサージなどの

施術を行うこと、あるいは行うように紹介・依頼することは不適正である。

Ｑ６　接骨院では患者が署名や捺印をする必要があるのか？
  （健康保険証の提示だけでは違法？）
Ａ６　接骨院は保険医療機関ではないので、接骨院が保険者に施術費用（療養費）
を請求するためには、被保険者から療養費の受領の委任を受けることが必須

条件であり、保険証の提示だけで療養費を請求することは白紙委任となり認

められていない。受領委任払い制度では柔道整復施術療養支給申請書の受け
取り代理人の欄に患者自身が署名するか、捺印をしなければならない（療養
費の受領を柔道整復師に委任する委任状として）。「受取代理人」欄は、患者

の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き

手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由があ

る場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けるこ

と。しかし、多くの施術所ではこれを行わず（会計検査院５検第480号　平成

５年12月３日）、患者は医療機関における現物給付（A3参照）と勘違いされる

可能性がある。柔道整復施術療養費支給申請書についての説明が被施術者

（患者）に十分にされないこと、署名、捺印することの大切さが被施術者（患

者）に理解されていないことが問題である。さらに、今年からは申請書の「住

所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることになっている。

柔道整復施術療養費支給申請書（様式第5号　下欄抜粋）
上記請求に基づく給付金の受領方を下記の者に委任します。
　平成　　　年　　月　　日　　　　　　
　住　所（上記住所欄と同じ）
　被保険者
　世帯主
　組合員　　　　　氏名
　受給者
（この欄は、患者が記入してください。ただし、患者記入することができない
場合には、代理記入の上、押印して下さい。）　

受
取
代
理
人
の
欄

Ｑ7-1 柔道整復師の業務（扱う疾患）とは？
Ａ7-1 療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、
打撲及び捻挫であり内科的原因による疾患は含まれない。単なる肩こり、筋

肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外である。

1．医業類似行為の基礎知識
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 慢性疾患を施術することは認められていない。
 「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術
をしてはならない。ただし、応急手当てをする場合は、この限りではない」
（柔道整復師法第17条）「応急の手当とは」とは、骨折または脱臼の場合に、
医師の診断を受けるまで放置すると、生命または身体に重大な危害をきたす
おそれのある場合に、柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整

復する行為をいう。

Ｑ7-2 亜急性の外傷との文言があるが、どういう意味か？
Ａ7-2 医学的に、亜急性（subacute）という用語は、急性（acute）と慢性（chronic）の

中間的な意味で使われる。「亜急性」は病期・時系列についての用語である。

 「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、

打撲及び捻挫」の「外傷性の骨折、脱臼」は、「骨折・脱臼」に外傷性のものだ

けではなく、病的骨折や先天性脱臼など非外傷性のものが含まれるため、わ

ざわざ骨折・脱臼の前に「外傷性の」という断り書きを入れたと考えられる。

 　柔道整復師は緊急時に骨折・脱臼の応急処置を行うことができるが、「非外

傷性の骨折・脱臼」については医師による診断が必要となり、施術の対象外

となる。また、「打撲・捻挫」については非外傷性のものはなく、全て外傷性

である。「亜急性の外傷」という言葉は、文節の区切り方を間違えることによ

って生まれたと思われるが、医学的にはそのような概念は存在しない。何故

なら「外傷」はすべて急性だからである。あるのは、外傷の急性期、亜急性

期、慢性期という、時系列を示す表現だけで、表現的に正しいのは「亜急性

の外傷性骨折」ではなく「外傷性骨折の亜急性期」である。

Ｑ7-3 脱臼、骨折の施術に医師の同意を得なければならないと規定されていま
す。柔道整復には「整復」の文言があるのに、自由に脱臼骨折を施術出来な
い理由は何でしょうか？

A7-3 骨折脱臼は正しい検査診断の上で加療しなければ、大きな障害を残す危険

性がある。骨折、脱臼の整復は医師のみに許される医行為に相当する。打撲

捻挫の急性に限れば、被施術者（患者）が受傷機転を説明でき負傷原因が明

らかな時のみ、医師の診断なく応急の施術が認められている。しかし、診断

がないまま、長期に施術を継続することは大きな傷害疾病を見逃す恐れがあ

り適正な医療を受ける機会が遅れることが考えられる。慢性疾患には正しい

診断を要するので、施術は認められない。

 　柔道整復師法17条条文「応急手当をする場合は、この限りでない」との但

し書きのために、応急手当の名目で骨折、脱臼の施術が広がる恐れがあった

が、実際の柔整療養費の内訳は、99.5％が打撲、捻挫で、骨折、脱臼の施術は
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0.5％に過ぎない。柔道整復という名前とその施術内容には相当の乖離がある。

Ｑ８　捻挫の定義とは？
Ａ８　捻挫は寝ていても起きるとの迷信もあるようだが、捻挫の定義がはっきり
しないために、明らかな外傷起因のない捻挫が柔道整復施術療養費支給申請

書負傷名として横行している。

 　柔道整復師法（昭和45年法律第19号）には、捻挫の定義を定める規定はな

いが、「神中整形外科学」によれば、捻挫とは、「関節部に介達外力が作用し関

節の生理的運動範囲を越えてあるいは関節の運動方向とは異なる方向の運動

が強制された場合に関節包、靭帯の一部に損傷を起したもの」とされている。

Ｑ９　柔道整復師の具体的施術内容とは？
Ａ９　柔道整復師の施術は骨折脱臼の整復固定（応急時のみ）および冷罨法、温
罨法、電療、後療法としてのマッサージや物理療法であり、その大部分は医

科点数表の項目名では消炎鎮痛等処置にあたる。接骨院で打撲、捻挫以外の
慢性疾患に対して健康保険を使ってマッサージなどの施術はできない。柔道
整復師が取り扱えるのは打撲・捻挫と、応急の手当としての骨折・脱臼であ
り、すべて急性期のものに限る（A7参照）。柔道整復師法には柔道整復の定義

が書かれておらず、柔道整復手技が医科の一般的な保存療法やあん摩・マッ

サージ・指圧師（あ
・

マ
・

指
・

師）による施術と何が根本的に異なるかは不明のま

まである。

Ｑ10　柔道整復師の資格はどうすれば取得できるのか？
Ａ10　現在は、高校卒業後柔道整復師養成校で３年間研修し、その後柔道整復研

修試験財団が行う国家試験に合格すれば、柔道整復師の資格が取得できる。

元々は２年間の履修期間で都道府県知事が認可する、准看護師並みの資格で

あったが、平成４年から、柔道整復研修試験財団が認可する「免許証明書」

となり、その財団を厚生大臣が認定するという形で大臣名が入るようになっ

た。さらに、平成11年から厚生大臣が直接免許を与える形式となった。ただ

し、医師免許とは異なり、免許証を交付する主体は厚労省ではなく柔道整復

研修試験財団である。

　　【整形外科医】
高校 大学

（６年間）

新医師臨床
研修制度
（２年間）

研修

（４年間）

整形外科専門医　
（専門医）

医師国家試験 整形外科医専門医試験

1．医業類似行為の基礎知識
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　　【柔道整復師】
高校 専門学校

（３年間）
柔道整復師

柔道整復師国家試験

Ｑ11　柔道整復師は超音波画像診断装置の使用ができるのか？
Ａ11　厚生労働省の見解が曖昧であり違法なのか合法なのか分からないが、少な

くとも検査結果を患者さんに説明することは許されない。検査を行い、患者

に患部の状態を説明することは診断行為に他ならず、これは医師にしか許さ

れない医行為であるからである。「柔道整復師が施術できるのは急性期の打
撲・捻挫」とされているのは、問診と視診と触診で施術の判断が可能である
という解釈であって、それ以上の検査は医師の判断で行うべきである。

 　この質問に関して、厚生労働省医政局医事課長の回答は（平成15年９月９

日医政医発第0909001号）、「検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道

整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の

業務の中で行われていることもある。ただし、診療の補助として超音波検査

を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものである」として

いる。

 　ところが2006年に、「超音波検査が胎児の脳の発達に影響を及ぼすおそれが

ある」との研究結果が米国で発表されており、「検査自体に人体に対する危険

性がなく」という厚労省認識は誤りである可能性がある。

Ｑ12　柔道整復師からX線検査やMRI検査のみを依頼された医師のすべきこと
は？

Ａ12　柔道整復師に検査の適応を判断することはできない。依頼を受けた医師

は、医師法第20条の「自ら診察をしないで治療をしてはならない」に従って

自らが患者を診察し、その判断により必要に応じて検査を行うべきである。

急性期の打撲・捻挫以外で柔整師が扱えない慢性疾患（A7参照）の検査依頼で

あれば、医師は検査を受けた患者に接骨院では健康保険を使った施術はでき

ないことを説明すべきである。

Ｑ13　柔道整復師は診断書を発行できるのか？
Ａ13　自賠責などで柔整師が「証明書」を発行する場合があるが、医師の発行す

る「診断書」と混乱しやすいため、通常は「施術証明書」等に変えるのが妥

当である。ただし、警察現場の判断で柔整師の書いた書類を医師の診断書と

見なして人身事故証明を出している場合もあり、今後問題にされるべきであ
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る。

 「柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病または負傷の状

態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等判断した結果記載

する書面と医師が患者診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果を記載する

診断書とは異なるものであるため、同一の用語を用いることは適当ではない

と考えている。」

 （平成17年2月10日　　質問主意書答弁第13号　内閣衆質162第13号）

Ｑ14　接骨院と医療機関（整形外科）の両方に通院できるのか？
Ａ14　健康保険法において、現に医師が治療を継続している外傷に対して柔道整

復師が行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。

 　同一外傷については、柔道整復師からの紹介で医療機関を受診するか、医

師の同意で骨折後の施術を柔道整復師がする際に医師が経過観察又は一定期

間後に再検査の指示を行う場合以外には、接骨院・整骨院と医療機関（整形
外科）の両方を重複並行的に受診することはできない。また、2カ所以上の柔
道整復師の施術を重複並行的に受けることもできない。

Ｑ15　「あ
・

は
・

き
・

」施術所と医療機関（整形外科）の両方に通院できるのか？
Ａ15　施術による療養費支給と医療保険の併用は認められていない。

 　施術期間中は、同意書を発行した医療機関には、同一疾病での診察は認め

られるが、薬物療法その他の治療は認められない。具体的には、医療機関が

関節リウマチで治療中の患者に施術同意をした場合、医療機関は、施術期間

中においては、関節リウマチに関する治療薬は保険請求ができない。あくま

でも同意書は『医師による適当な治療手段のないもの』が対象である。

 　健康保険法においては、保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行

うことが原則とされている一方で、「保険者は、療養の給付を行うことが困難

であると認められるとき等は、その費用の一部を療養費として支給できるこ

と（第87条第1項）」とされているが、現に医師が治療を継続している疾患に
対して、あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師、または柔道整復
師が施術を行ったとしても、療養費を支給することは認められていない。

Ｑ16　マッサージの施術対象（療養費）とは？
Ａ16　医療上必要があって行われたと認められるマッサージは、医療保険（療養

費）の支給対象になる（医師の同意書が必要）。

 　このマッサージの適応は一律に診断名によるということはなく、筋麻痺・

関節拘縮等であって、保険医療機関で十分に治療目的を果たすことができな

1．医業類似行為の基礎知識
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い場合についてのみ支給対象とされている。したがって、単に疲労回復や慰
安を目的としたもの、疾病予防のマッサージ等が支給の対象にはならないと
いうことは言うまでもない。近年、医師の同意を得て、利用者の自宅を訪問

する往療マッサージが増加し、高額な往療費が問題視されており、安易に同

意すべきではない。（A20参照）

Ｑ17　はり、きゅうの施術対象（療養費）とは？
Ａ17　慢性病で、かつ医師による適当な治療手段のないものが、はり師、きゅう

師による施術の対象である。主として神経痛、リウマチ、およびこれら疾病

と同一範疇と認められる類症疾患（頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫

後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主訴とする疾患をいう）に限られ

ている（医師の同意書が必要）。

Ｑ18　「あ
・

は
・

き
・

」や柔道整復師の施術期間に制限はあるのか？
Ａ18　あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術における医師の同

意書には「初療の日から３カ月以内」の制限がある。以後は医師の再度の同

意が必要（同意書の再度の添付は要せず）。柔道整復師の施術期間について

は、平成25年５月からは、初検の日から３カ月を超えて施術を継続するとき

には長期施術継続理由書を提出する必要がある。

Ｑ19　保険医療機関に入院中の患者が健康保険で、あん摩・マッサージ・指圧師、
はり師、きゅう師の施術を受けることができるのか？

Ａ19　保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該医療保険に往療した場合、患

者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給対象にはな
らない（平成17年３月30日保医発第0330001号）。

Ｑ20　介護保険でマッサージしてもらえるか？
Ａ20　介護保険の制度にはマッサージというサービスはないが、機能訓練の一部

としてマッサージを行うことは可能である。しかし「医師の同意書」があれ

ば医療保険の適応となり、介護保険と医療保険の併用が可能になる。

 　あたかも介護保険でマッサージができると介護保険利用者に説明し、「医師

の同意書」を求めさせる介護関係者がいるが、これは医療保険を利用させて、

介護保険の費用負担を医療保険に振り替えようとしているものである。

 　医師は療養費の支給となるマッサージの適応症については正確な診断に基

づいて「医師の同意書」の有無を決定すべきである。

 　同意書は原則として当該疾病にかかる主治の医師による。
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 　療養費の支給となるマッサージの適応症の条件（Ａ16参照）

 　◎保険医療機関で十分治療目的を果たすことができない。
 　◎筋麻痺・関節拘縮等。

Ｑ21　交通事故による受傷（自賠責）で接骨院に通院できるのか？
Ａ21　打撲・捻挫と、応急の手当としての骨折・脱臼であれば、損害保険会社が

認める限り、通院は可能である。多くの接骨院は「モノ」と「技術」に分け

て医療機関と同様に自由診療として損保会社に請求している。

Ｑ22　交通事故による受傷（自賠責）で、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、
きゅう師の施術が受けられるのか？

Ａ22　原則として損害保険会社が認めるならば可能である。

Ｑ23　労働災害で接骨院に通院できるのか？
Ａ23　労災保険指定医療機関と同じ取り扱いができるようにと設定された指名柔
道整復師制度（都道府県労働局長が指名し、指名期間は２年間、その後更新）
があるために疾病労働者が施術費用を払うことなく、打撲、捻挫と、応急の
手当てとしての骨折、脱臼については、通院が可能である。

Ｑ24　労働災害で「あ
・

は
・

き
・

」の施術所に通院できるのか？
Ａ24　主治医が医療上マッサージを必要と認め、「マッサージ診断書」を交付した
ものに限って療養給付の対象とされ、施術が受けられる。

Ｑ25　柔道整復師のレセプト（療養費支給申請書）の開示と医科レセプトの開示
は、なぜ違うのか？

Ａ25　柔道整復師の療養費支給申請書はすでに被保険者等の本人に内容が明かさ

れていることから（患者が署名にて確認済み）（A6参照）「被保険者本人または

第３者の権利利益を害する恐れがあるかどうか」の判断を必要とせず、医科

レセプト開示と同じ取り扱いをする必要はない。そのため、療養費支給申請

書は医科レセプト開示のような医療機関に診療上支障が生じないことの確認

はせずとも開示することができる。

Ｑ26　柔道整復師養成校や「あ
・

は
・

き
・

」養成校はなぜ増加するのか？
Ａ26　平成10年福岡地裁判決で柔道整復師養成施設の新設許可をしなかった厚生

労働省が敗訴したために、以後養成校は急増して８倍近く（14校から約110

1．医業類似行為の基礎知識
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校）となった。定員は既に９千人となり、国家試験合格者も５倍の約５千人

となった。それに伴い、「あ
・

は
・

き
・

」養成校までも増加している。

整形外科専門医

合格者

医師国家試験

合格者

柔道整復師国家試験

合格者

平成10年 606名 7806名 1071名

平成18年 497名 7742名 3755名

平成24年 400名 7688名 5227名

平成26年 475名 7820名 5349名
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２．医業類似行為関係の実務知識

Ⅰ）施術同意書に必要な知識（療養費）

１）保険医療機関及び保険医療養担当規則
　第１章　第17条

 「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理

由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはな
らない。」

２）医師法　第20条
 「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付

し・・・（中略）・・・てはならない。」（無診察治療等の禁止規定）。

 　このため、施術業者や中間業者（医療コンサルタント）からの依頼により安

易に同意（同意書を交付する）を与える事は慎むべきである。

３）施術による療養費支給と医療保険の併給禁止
 　健康保険法においては、保険医療機関が被保険者に対して療養の給付を行う

ことが原則とされる一方、第87条第１項により、「保険者は、療養の給付を行う

ことが困難であると認めるとき等は、その費用の一部を療養費として支給でき

る」とされているが、現に医師が治療を継続している疾患に対してはり師、き

ゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師又は柔道整復師が施術を行ったとしても、

療養費を支給することは認められていない。 （平15・９・２内閣衆質156第120号）

 　例えば、施術期間中は、同意書を発行した医療機関においては、同一疾病で
の検査は認められても、薬物療法その他は認められない。具体的にはリウマチ
で治療中であった患者の施術をリウマチで同意した場合、施術期間中は、同意

を与えた医療機関ではリウマチに関する治療薬は保険請求できないことになる。

 （平17年３・30保発0330001参照）

４）施術の対象疾病（第２章Ⅱ１）２）３）参照）
 　あん摩・マッサージ・指圧師の施術は医師が必要と認める筋麻痺・関節拘縮

等である。はり師、きゅう師の施術は原則として保険医療機関で十分治療目的

を果たすことができない場合や、医師による適切な治療手段のないものに限ら

２．医業類似行為関係の実務知識
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れる。 （平17・３・30保発030001参照）

 　柔道整復師のみ打撲・捻挫、応急の手当としての骨折・脱臼が認められてい

る。 （柔道整復師法第17条参）

　

５）療養費給付期間（施術期間）
 　あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術における同意書は「初

療の日から３カ月以内」の制限がある。以後は医師の再度の同意を要す（同意
書の再度の添付は要せず）。 （昭和42年９・18保発第32号）

６）施術同意責任
 　患者に施術にかかわる事故が発生した際には、同意書を発行した医師には診

断責任が残存しており、施術同意責任が問われる場合も否定できない。

 （昭和57・３・30長野地裁判決参考）

Ⅱ）医師同意書が必要な施術対象

１）あん摩・マッサージ・指圧師の施術対象
 　医療上必要があって行われたと認められるマッサージが、医療保険（療養費）

の支給対象である。このマッサージの適応症は、一律に診断名によることな

く、筋麻痺・関節拘縮等であって、保険医療機関で十分治療目的を果たすこと

ができない場合についてのみ支給対象とされている。したがって、単に疲労回

復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等が支給対象にならない

ことはいうまでもない。 （平17・３・保発0330001）

２）はり師、きゅう師の施術対象
 　慢性病であって医師による適当な治療手段のないものが、はり・きゅう師に
よる施術対象であり、主として、神経痛、リウマチ、およびこれらの疾病と同
一範疇と認められる類症疾患（頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症

等の病名であって、慢性的な疼痛を主訴とする疾患をいう）に限る。

 （平17・３・30保発0330001）

３）柔道整復師の施術対象
 　打撲・捻挫と、応急の手当としての骨折・脱臼であり、すべての急性期のも
のに限る。「応急の手当て」とは、骨折又は脱臼の場合に、医師の診断を受ける

まで放置するときは生命の危険又は身体に重大な影響を来すおそれのある場合

に、柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいうの
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である。 （昭23・６・17医123疑義紹介通知）

 　柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術を
してはならない。ただし応急手当てをする場合はこの限りでない。

 （柔道整復師法第17条「施術の制限」参照）

 　もちろん慢性疾患を取り扱うのは違法である。国家資格を持つ柔道整復師は

一定レベル以上の知識、技術が要求されていると解釈され、患者の症状が（例

えば、いわゆる五十肩と言われる様な外傷機転による症状とはいえない、）柔道

整復師の対象疾患でないと判断した場合は医師への転送義務が生じる。

 （平成20・６・26広島高裁判決参考）

Ⅲ）労災保険に関する医業類似行為と同意書
　労災においては、主治医が医療上、あん摩・マッサージ・はり施術、きゅう施

術を必要と認め、「マッサージ診断書」「はり・きゅう診断書」を交付したものに

限り、療養（補償）給付の対象とされる。

　労災の施術における医師の同意書は、下記のように一見複雑に見えるが施術同
意書に必要な知識（前記Ⅱ参照）を踏まえ、施術が必要と判断すれば、「初療の日
から６カ月以内、以後は医師の同意を要す」ことを明記すればよい。

１）マッサージの施術期間と条件
 　マッサージの施術を受けた者は、初療の日及び初療の日から６カ月を経過し

た日並びに６カ月を経過した日以降３カ月ごとの請求書に医師の診断書を添付
する必要がある。 （平成14・７・29基発0729005）

２）はり、きゅうの施術期間と条件
 　はり、きゅうの施術を受けた者は、はり・きゅう単独施術の場合には初療の

日及び初療の日から６カ月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添付する
必要がある。また、初療の日から９カ月を経過したときは、はり師又はきゅう
師の意見書及び症状経過表、更に医師の診断書、意見書を添付する必要がある。
※１）２）ともに単独施術の場合、12カ月を経過したときは、原則として症

状固定として取り扱う。

３）一般医療（医科の医療）とはり、きゅう併施の条件
 　一般医療（医科の医療）とはり・きゅう併施の場合は、初療の日に医師の診
断書及び施術効果の評価表、初療の日から６カ月を経過したときは医師の診断
書、９カ月を経過したときは、はり師又はきゅう師の意見書及び症状経過表、

更に医師の診断書、意見書、12カ月を経過したとき及びそれ以降３カ月ごとに

２．医業類似行為関係の実務知識
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医師の診断書及び施術効果の評価表を添付する必要がある。なお、一般医療と

はり・きゅう併施で、院内はり・きゅうの場合は、診断書の提出は必要ないが、
施術効果の評価表は提出を要する。 （平成14・７・29基発0729005）

４）柔道整復師の施術の条件
 　柔道整復師の施術はその傷病（捻挫）が療養を必要とする場合に認められる

が、骨折、脱臼に対する施術は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たも

のでなければ療養上相当と認められる療養とはならない。 （昭和31・11・16基発754）

Ⅳ）交通事故診療における医業類似行為
　接骨院で打撲、捻挫以外の慢性疾患に対して健康保険を使ってマッサージなど

の施術を行うことは違法であるが、交通事故の場合は急性外傷であり、その規制

はないと解されている。しかし、柔道整復師が取り扱うことができるのは、打

撲・捻挫と、応急の手当てとしての骨折・脱臼であり、交通事故に関する長期の

施術は問題を残していると思われる。

１）自賠責保険における取扱い
 　交通事故診療が自由診療とはいえ、自賠責保険という公的な制度を使う治療

である以上、患者の求めがあるからといって、主治医の同意もなく、むやみに

医業類似行為での施術を認めることは、損害賠償の趣旨にも反する。民事裁判

においても、損害賠償上治療関係費として認められるのは、「免許を有する柔道

整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、が行う施術費用は、

必要かつ妥当な実費とする」とされ、また、「症状により有効かつ相当な場合、

ことに医師の指示がある場合などに認められる傾向にある」とされている。

 （損害賠償額算定基準　いわゆる赤い本　2012年版参照）
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柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項

第１章通則
１　療養費の支給対象となる柔道整復師の施術は、柔道整復師法（昭和45年４月

14日法律第19号）に違反するものであってはならないこと。

２　脱臼又は骨折（不全骨折を含む。以下第１において同じ）に対する施術につ

いては、医師の同意を得たものでなければならないこと。また、応急手当をす

る場合はこの限りではないが、応急手当の後の施術は医師の同意が必要である

こと。

３　医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得

てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者の診察を得た旨が施術

録に記載してあることが認められ、支給申請書の「摘要」欄に付記されていれ

ば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。また、施術につき同意を求

める医師は、必ずしも整形外科医、外科等を標榜する医師に限らないものであ

ること。

４　現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られてい

る場合のほかは、施術を行ってはならないこと。ただし、応急手当てをする場

合はこの限りではないこと。この場合、同意を求めることとしている医師は、

原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同

意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではな

いこと。なお、この場合における当該骨折又は脱臼に対する施術料は、医師が

整復又は固定を行っている場合は整復料又は固定料は算定せず、初検料、後療

料等により算定すること。

５　療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打

撲及び捻挫であり内科的原因による疾患は含まれないこと。なお、急性又は亜

急性の介達外力による筋、腱の断裂（いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場

合もある）については、第５の３の（５）により算定して差し支えないこと。

６　単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること。

７　柔道整復の治療を完了して単にあん摩（指圧及びマッサージを含む）のみの

治療を必要とする患者に対する施術は支給対象としないこと。

８　既に保険医療機関での受診又は他の施術所での施術を受けた患者及び受傷後

日数を経過して受領する患者に対する施術については、現に整復、固定又は施

料を必要とする場合に限り初検料、整復料、固定料または施療料を査定できる

こと。なお、整復、固定または施療の必要がない場合は、初検料、後療科等に

より算定すること。

９　保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当
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該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれで

あっても、支給対象としないこと。

10　骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術料は、膏薬、湿布薬等を使用した場

合の薬剤料、材料代等を含むものであること。

11　患者の希望により後療において新しい包帯を使用した場合は、療養費の支給

対象とならないので、患者の負担とするもやむを得ないものであること。な

お、その際、患者が当該材料の使用を希望する旨の申出書を患者から徴すると

ともに、徴収額を施術録に記載しておくこと。

12　柔道整復師宅に滞在して手当てを受けた場合に要した食費、寝具費、室代等

は支給対象としないこと。
 （『療養費の支給基準』46版　社会保健研究所）

3．資料
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マッサージの施術に係る療養費の取り扱いに関する留意事項等

第１章　通則
１　マッサージの施術に係る療養費（以下「療養費」という）の対象となる施術

は、「あん摩、マッサージ、指圧、はり師、きゅう師等に関する法律」「昭和22

年12月20日法律第217号）に反するものであってはならないこと。

２　患者が施術者から健康保険事業の健全な運営を損なう恐れのある経済上の利

益の提供を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は、療養費の支給

の対象外とする。

３　療養費の適切な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であ

ることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある施術者に対しては、本

留意事項の周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。

４　請求のあった療養費は、適切な支給を確保しつつ速やかに支給決定をするよ

う努めること。

第２章　療養費の支給対象
 　療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻

痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対

象とされるものであること。

第３章　医師の同意書、診断書の取扱い
１「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発第32号」により、病名・症状（主訴を含む）及び発病年月日が

明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断が出来る診断書であ

れば、同意書に代えて差し支えないとされていること。

２　同意書に代える診断書は、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記

述がなくても、保険者において当該適否の判断ができる診断書であれば足りる

こと。

３「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発第32号）により、脱臼又は骨折に施術するマッサージについて

は、医師の同意書により取扱うとされていること。

４　変形徒手矯正術については、医師の同意書により取り扱うこと。

５「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発32号」により、同意書又は診断書は、療養費支給申請の都度こ

れを添付することを原則としているが、第４章１の療養費の支給が可能とされ

る期間内における２回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支え

ないとされていること。

６　初療の日から３カ月を経過した時点（初療の日が月の15日以前の場合は当該
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月の翌翌月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の３カ月後の

月の末日とする。）において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を

得ておれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないこととするが、この場合、

支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期

間の指示がある場合はその期間を付記する取扱いとすること（変形徒手矯正術

を除く）。また、施術者が患者に代わり医師の同意を確認した場合は、同意を

した医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はそ

の期間について施術録等に記録し、療養費支給申請書の同意記録欄は、施術者

が記入する取扱いとすること。

 　以降引き続き施術が行われた場合も同様の取扱いとして差し支えないこと。

７　医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙１及び別紙２のとおりと

したので参考にされたいこと。なお、医師の記名押印は、当該医師の署名でも

差し支えないこと。

８　同意書は、医師の医学的所見、症状経緯等から判断して発行されるものであ

り、同意書発行の趣旨を勘案し判断を行うこと。なお、保険者が同意医師に対

し行う照会等は、必要に応じて行われるべきものであること。

９　同意を求める医師は、原則として当該疾病に係る主治の医師とすること。た

だし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この限り

ではないこと。

10　あん摩・マッサージの施術に係わる診断書の交付を患者から医師が求められ

た場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。

 （『療養費の支給基準』46版　社会保険研究所）

3．資料
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はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等

第１章　通則
１　はり、きゅうの施術に係る療養費（以下「療養費」という。）の対象となる施

術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」（昭和22

年12月20日法律第217号）に反するものであってはならないこと。

２　患者が施術者から健康保険事業の健全な運営を損なう恐れのある経済上の利

益の提供を受けて当該施術者を選択し、施術を受けた場合は療養費の支給の対

象外とする。

３　療養費の適正な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であ

ることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある施術者に対しては、本

留意事項周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。

４　請求のあった療養費は、適正な支給を確保しつつ速やかに支給を決定するよ

う努めること。　

第２章　療養費の支給対象
１「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発第32号）により、療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であ

って医師による適当な治療手段のないものとされており、主として神経痛、リ

ウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範疇と認められる

疾病（頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主

症とする疾患）に限り支給の対象とされていること。

２　神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症につい

て、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な

治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないこと。

３　神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症以外の疾

病による同意書又は慢性的な疼痛を主訴とする６疾病以外の類症疾患について

診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のない

ものであるか支給要件を個別に判断し、支給の適否決定する必要があること。

４　支給の対象となる疾病は慢性病であるが、これら疾病については、慢性期に

至らないものであっても差し支えないものであること。

第３章　医師の同意書、診断書の取扱い
１「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発第32号」により、病名・症状「主訴を含む」及び発病年月日が

明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書は、

同意書に代えて差し支えないとされていること。

２　同意書に代える診断書は、療養費払いの施術の対象の適否に関する直接的な
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記述がなくても、保険者において当該適否の判断ができる診断書であれば足り

ること。

３「はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」「昭和42

年９月18日保発第32号）により、同意書又は診断書は、療養費支給申請の都度

これを添付することを原則としているが、第５章１の療養費の支給が可能とさ

れる期間内における２回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支

えないとされていること。

４　初療の日から３カ月を経過した時点（初療の日が月の15日以前の場合は当該

月の翌翌月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の３カ月後の

月の末日とする）において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を

得ておれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないこととするが、この場合、

支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期

間の指示がある場合はその期間を付記する取扱いとすること。

 　また、施術者が患者に代わり医師の同意を確認した場合は、同意をした医師

の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間に

ついて施術録等に記録し、療養費支給申請書の同意記録欄は、施術者が記入す

る取扱いとすること。

 　以降引き続き施術が行われた場合も同様の取扱いとして差し支えないこと。

５　医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙１及び別紙２のとおりと

したので参考にされたいこと。なお、医師の記名押印は、当該医師の署名でも

差し支えないこと。

６　同意書は、医師の医学的所見、症状経緯等から判断して発行されるものであ

り、同意書発行の趣旨を勘案し判断を行うこと。なお、保険者が同意医師に対

し行う照会等は、必要に応じて行われるべきものであること。

７　同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。

ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この限

りではないこと。

８　はり、きゅうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合

は、円滑に交付されるよう指導願いたいこと。
 （『療養費の支給基準』46版　社会保険研究所）

3．資料
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支給対象 医師の同意

柔
道
整
復
師

外傷性打撲捻挫 ×

骨折・脱臼（応急手当） ×
骨折・脱臼（応急時以外）

（A７参照） ○
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
師

保険医療機関で十分治療目的が

果たせない場合の

筋麻痺・関節拘縮等
（A16参照）

○
原則として当該疾病にか
かる主治の医師

期間は３カ月

は
り
師
、
き
ゅ
う
師

慢性病であって、医師による適当な

治療手段のない主として神経痛、リ
ウマチ及び類症疾患

（A17参照）

○
原則として当該疾病にか
かる主治の医師

期間は３カ月

医師の同意書が必要な施術の疾患表

参照：２．医業類似行為関係の実務知識

Ⅱ）医師同意書が必要な施術対象

※医師の同意欄の○は同意書が必要な場合、×は同意書が不必要な場合

※柔道整復師のみは受領委任払い（A５参照）

※類症疾患とは、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症
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柔道整復師 あん摩・マッサージ・指圧師 はり師、きゅう師

資格
柔道整復師法［国家資格］ あん摩・マッサージ・指圧

師、はり師、きゅう師等に
関する法律（国家資格）

同左（国家資格）

資格
取得

高卒・３年間専門学校・国試 中卒以上・養成施設３年以
上・国試

中卒以上・養成施設５年以
上・国試

就業数
平成24年

58,573人 109,309人
は り 師 100,881人
きゅう師　99,118人

支給
方法

療養費払いを原則とするが
受領委任払い

療養費 療養費

支給
対象

急性又は亜急性の外傷性の骨折・脱臼・
打撲及び捻挫。
急性又は亜急性の介達外力による筋・
腱の断裂は打撲および捻挫により認定。
骨折・脱臼は応急時のみ、以降は医師
の施術同意書が必要。

医療機関で十分治療目的を
果たすことができない場合。
一律にその診断名によるこ
となく、筋麻痺・関節拘縮
等であって医療上マッサー
ジを必要とする症例。

慢性病で医師による適当な
治療手段がないもの。
神経痛、リューマチ、頚腕
症候群、五十肩、腰痛症お
よび頚椎捻挫後遺症等。

同意書
（有効
期間）

骨折脱臼における医師の同意は、患者
を診察したうえで、書面または口頭で
医師からの同意を得たことが施術録に
明記されていれば、必ずしも同意書は
必要ない。
整形外科、外科等を標榜する医師でな
くてもよい。

医師の同意書が必要で３ヵ
月間有効。
その後は医師の同意年月日、
要加療期間の付記を要す
（その後は同意を必要とする）。
変形徒手矯正術は１ヵ月有
効。

医師の同意書（または医師
の診断書）が必要で３ヵ月
間有効。
その後は再同意医師の氏名
等の記入が必要。

費用

初検料　1,450円（時間外540円、休日
1,560円、深夜3,120円加算）　初診時相
談支援料　80円　往療料1,860円　再検
料320円（初回施療日に限る）
施術行為
・整復料　骨折（4,100～9,000円）脱臼
（1,800～7,000円）
・固定料　不全骨折（2,800～7,200円）
・施療料　打撲・捻挫（760円）
・後療料　骨折630円　不全骨折・脱
臼（530円）　打撲・捻挫（505円）
復電法又は電気光線器具使用時の加算
（80～75円）
冷電法加算（80円）
施術情報提供料（1,000円）
固定材料加算（大1,030円、中910円、
小680円）

マッサージ　1局所275円　
温罨法を併施した場合：１
回につき80円加算　温罨法
と併せて、電気光線器具を
使用した場合は110円
変形徒手矯正術
１肢につき565円
往療料1,800円

初検料
・１術（はり、またはきゅ
うのいずれか一方）の場合：
１回につき1,610円
・２術（はり、きゅう併用）
の場合：１回につき1,660円
施術料
・１術（はり、またはきゅ
うのいづれか一方）の場合：
１回につき1,270円
・２術（はり、きゅう併用）
の場合：１回につき1,510円　
電気針、電気温灸器又は電
気光線器具を使用した場合
は１回につき30円を加算
往療料1,800円

回数な
ど

打撲16部位、捻挫10部位に分ける。２
部位＝１部位目＋２部位目の料金３部
位＝２部位＋３部位目60/100　4部位
目以降は３部位までの料金。打撲・捻
挫の施術が３ヵ月を超えるときは長期
施術継続理由を添付。

全身を５部位（躯幹・四肢）
に分ける５部位まで、温罨
法の加算は、１回の施術に
つき加算。変形徒手矯正術
は６大関節を対象とし、１
肢ごとに支給。

１日１回

療養費 4085億円（平成23年） 560億円（平成23年） 352億円（平成23年）

柔道整復師「あはき」比較表（平成26年）

※療養費は厚生労働省医療課推計
※往療料：1,800円　２㎞～８㎞は２㎞毎に800円を加算、８㎞～16㎞は一律2,400円を加算、片道16㎞を超える往
療は絶対的な理由以外は認められない。

3．資料
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