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    平成 23 年 11 月 13 日 

 

柔道整復師療養費受領委任払制度改革第二次試案 
 

患者と柔整師の会 

代表 今城康夫 

柔整師代表 荻原啓二 

Ⅰ．はしがき 

１．本案の趣旨と本構想までの経緯 

１）柔道整復師療養費受領委任払い制度（以下、本制度と略称）は

保険者と柔道整復師（以下、柔整師と略称）との間の利害にとどま

らず、患者の柔整師による徒手診療（以下、柔整診療と略称）を受

ける地位にも、多かれ尐なかれ直接の影響を与えます。“患者と柔

整師の会”（以下、本会と略称）は、本制度がこのような関係者の

利害状況の中で運用されているという観点から、本制度の現状及び

そこでの問題状況をできるだけ具体的･現実的なものとして把握し、

保険者･柔整師及び患者との利害の関係の調整のもとに、問題事項

を解消するために、本制度の改革案（以下本案と略称）を提案しま

した。本案は、関係者の御理解と御協力を得て実現を計ろうとする

ものであります。 

 

２）平成 20 年 6 月 1 日朝日新聞は、柔整師の療養費の請求に、不

正･不当ないし違法なものが多く生じていることをとりあげ、強く

非難しました。JB 日本接骨師会は、意見書を朝日新聞･社団法人日

本柔道整復師会等のいくつかの同様の業界団体に送付し、その改善

を業界がまとまって取り組み、実行可能な対策をとることを訴えま

した。しかし、業界団体からの具体的･現実的な反応はありません

でした。朝日新聞がとりあげた問題は、すでに平成 4 年の東京新聞、

平成 11 年の毎日新聞でも報じられ、業界が自ら解決しなければな

らない喫緊事であります。ＪＢ日本接骨師会は、業界に関する政策

集団として、この問題を発生させている原因は何かを明らかにし、

それを社会に向けて説明する責任があることを痛感し、同年 11 月

16 日(日)に新宿住友ホールで “接骨院治療の医療保険(療養費)の運

用適正化について”というテーマでシンポジウムを開催し、関係者

約 250 名が参加し、討議が行われました。その後、この検討を受け

て“柔道整復診療と療養費の問題協議会”が JB 日本接骨師会会員

の中より自然発生的に作られました。同協議会は、平成 21 年 10 月

12 日より平成 22 年 2 月 28 日の約５ヶ月間の間に４回開催され、

本制度のどの部分が不正･不当及び違法な請求を生んでいるのか、

それを解消するにはどこをどのように改正したらよいかなどにつ

いて議論してきました。協議を重ねてゆく中で、柔整師だけで協議

を重ねて解決策を提言しても、それが保険者･患者などの一般社会
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からの支持を得られなければ、その改善を果たすことができません。

そのようなことから、平成 22 年 2 月 28 日“第 4 回柔道整復診療と

療養費の問題協議会”では、これまでに検討をしてきたものを『柔

道整復診療の療養費受領委任払い制度改革基本試案』（以下基本試

案という）として骨太案を作成しました。本会はこれを引き継ぎ、

新たなる展開をはかることにしました。そこで、早々に、基本試案

の中にある療養費受領委任認定柔道整復師制度の認定取得のため

の研修会･講習会はどうあるべきか、大学教授及び医療ジャーナリ

スト等の学識経験者を集め議論しました（柔道整復師認定講習会カ

リキュラム委員会を２回開催）。その後、保険者会議と患者会議を

平行して進めてゆく中で、患者会議→柔整師会議→保険者会議とい

う会議の進め方を一つのユニットとして考え、患者会議で出た意見

を柔整師会議で、柔整師会議での意見を保険者会議に持ち込み、そ

こでの議論を次の患者･柔整師の会議に反映させるという方式で、

協議を行うことにいたしました。この形で進めていく中で、この活

動の全国展開を計る必要があるとして、平成 23 年 2 月 6 日に「神

奈川県柔整師会議」を、同年 5 月 15 日･16 日に「中部･関西地区柔

整師会議･保険者会議」を、同年 9 月 11 日･12 日に「九州･中国･四

国地区柔整師会議･保険者会議」を、同年 11 月 6 日･7 日には「関西･

中部地区柔整師会議･保険者会議」をそれぞれ開催致しました。そ

の他に東京で患者会議を 7 回、柔整師会議を 3 回、保険者会議を 7

回開催しました。本会は、このような会議と 1,000 件を超える健康

保険組合等の保険者への個別の訪問などから、担当者の方々の現場

の生の意見に接することができました。本制度の現状の問題状況を

知り、その歪みを現実のものとして理解することができました。 

 

３）本制度の基本的な欠点は、個人契約の導入に伴い療養費の支給

手続きの規律システムを構築すべきところ、それがなされなかった

ことにあります。ところで、その歪みは、およそ３点にまとめるこ

とができます。その１は、本制度を利用されている柔整師の多くが、

本制度を理解することなく利用しているということであります。そ

の２は、昨今の柔整師の団体＝組織離れの傾向が多くみられること、

あるいはその傾向に関連してか、業界団体の小規模組織への細分化。

その３は、現行の療養費支給の判定基準（審査基準）が曖昧であり、

それが柔整診療の実態と乖離していること、さらに判定＝審査のた

めの情報が決定的に不足していることであります。本会はこの歪み

を利用した、一部のものによる不正･不当ないし違法な療養費の請

求が、新聞等で取り上げられている不正･不当･違法な請求にあたる

ものではないか、そうであるとすれば、その防止･改善の対策は、

この歪みを払拭することにあると考えました。柔整師業界は、これ
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を実現するために、保険者との間に今日以上の信頼関係の構築に努

め、それを通じて保険者の柔整診療に対する信頼と理解を深めるこ

とに努力しなければなりません。しかし、そのためには多かれ尐な

かれ、出血を伴うことを自覚しなければなりません。 

本問題は柔整師の急増によってますます悪化し、業界全体に及ぶ

おそれがあり、その解決が急がれています。このまま放置すれば、

本制度は廃止論者によって消滅させられてしまうおそれがありま

す。ところで、本制度は、被保険者のために保険者と柔整師との信

頼関係を支えとして、協定ないし個別の合意によって設営されてい

る、一種の合意ないし取引システムであります。これは個々の柔整

師が治癒に向けて、誠実に現行の臨床水準に適した柔整診療を実施

し、その療法について、適正な費用を療養費として支給するという

職務倫理を前提としております。 

しかし、本制度が一部の心無い柔整師によって悪用･乱用され、

それがやや特定の柔整師によって計画的･意図的におこなわれてい

るのではないかと疑われる事例が尐なからずみられます。そのよう

なことから、本制度の存在意義が問われています。この悪用･乱用

の原因は、柔整師の量産に伴う、質の低下･競争の激化にあると指

摘されておりますが、必ずしもそれのみではないように思われます。

それは、本制度に悪用･乱用をまねく前述のような歪みないし構造

上の問題があるからであります。もしそうであるとすれば、その構

造上の欠陥･歪みを除去･是正する方策を検討することが大切であ

ります。 

そこで、本会はこの問題の解決にあたって、現行の基本的な枠組

を活かしながら、それに改善を加えることによって、スピード感の

ある対策として本案をまとめました。本案のうち、後述の療養費審

査委員会と支払機構運営委員会は、保険者担当者からのご意見を参

考にまとめた対策案であります。認定･登録制度は、本会が不正･不

当請求をできるだけ事前に防止する対策として、当初から提唱して

いた案に、患者･柔整師の各会議及び、保険者会議、1,000 件に上る

保険者訪問によるご意見を参考にしたものであります。また、療養

費支給基準の指針は、柔整診療の実態を踏まえ、患者のご意見を加

え、さらに保険者の支給審査の現状などを参考にしてまとめたもの

であります。 

この指針は、支払機構が策定する支給基準の方向性を示すもので

ありますが、支払機構がこの指針が示している方向性を遵守して、

具体的な基準を策定することを期待しているものであります。本会

は現実から遊離することのない、実行性（規範性）のある基準を作

ることを提案しています。それによって、適格且つ適切な柔整診療

を、被保険者に提供し、個々の柔整師が漫然とした施療の繰り返し
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をすることなく、施術効果を目指した計画診療を行うことに徹する

基準を作ることをねらったものであります。また、とくに非外傷の

施術は、慰安行為に陥らないように、生活障害の伴う筋･骨･関節等

の痛み、不調、運動（機能）制限に限ることを求めています。また、

患者に対しても加齢等による筋･骨･関節等の痛み、不具合、運動（機

能）制限に対する施療について、漫然と受診することなく、その症

状の程度･状況を自己コントロールして、受診を自己規制すること

を求めています。さらに、支給基準の設定にとって大切なものは、

外傷と非外傷とでは施療の内容が異なりますので分けてそれぞれ

に適した基準を設定するとともに審査に必要な情報を、できるだけ

審査委員会に提供し、また同委員会も施術者･患者から審査情報の

収集ができるようにしなければならないという立場をとりました。

本案が審査委員会に照会システムを導入したのはそのためであり

ます。 

 

２．本構想の説明 

１）各構想の一体性 

「認定･登録柔道整復師制度」、「療養費審査委員会」、「支払機構運

営委員会」及び「支給審査基準の指針」は、全体として一体のもの

であります。そのいずれかが欠けても改革の実をあげることができ

ないという考えに立っております。各構想はそれぞれが連結･相互

補完することによって、本制度の合理化･適正化が達成できるもの

であります。特に、登録制度と審査制度は一体のものであります。

支払機構はその支給基準を設け、それをパスした療養費の受け皿で

あります。これは、療養費支給業務の簡素化･能率化に欠くことの

できない制度であります。支給基準の指針は、支給基準を設定する

ための方針を示すものであり、「保険者と柔道整復師」、「柔道整復

師と患者」とをつなぐ大切な絆であります。 

ところで、柔整師が取り扱うことのできる負傷は、一般的に骨折･

脱臼･捻挫･挫傷･打撲であります。捻挫とは関節をねじり、くじく

ことであります。それによって、関節が外れてしまえば脱臼という

ことになります。挫傷は打撲･衝突･墜落･転倒など、鈍性の外力の

作用によって、皮膚表面には損傷を生じないで、皮下組織、あるい

は深部の組織が損傷することであります。打撲は物に打ち付け、ま

たは、打たれて生じた傷であります。これらの負傷は外力の作用に

よって生ずる、いわゆるケガと俗称されるものであります。私たち

は日常の生活様式、あるいは労働等の諸活動に変化が生じ、外力の

作用による負傷以外に、視神経等を酷使したり、あるいは長期間に

わたって一定の姿勢をとるなどによって、筋･骨･関節の痛みや運動

制限による不調を覚えることがあります。これは厳格に考えると、
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捻挫･挫傷･打撲のいずれにもあたらないものであります。しかし、

この症状は私たちの日常生活に重大な障害を与え、社会的活動への

参加も困難にさせております。生きて行くことの気持ちを失わせる

こともあります。この症状が外科処置によって解消されることも、

投薬によって痛みが消失したり、緩和したりすることもありますが、

必ずしもそれがこのような症状の全てに適するというものではあ

りません。徒手整復術によって、このような症状が解消あるいは緩

和されることがあります。最近、整形外科医の中でも、徒手整復術

を取り入れて柔整師を雇用するなどして治療される方も多くなっ

てきました。徒手整復術が、このような症状に一定の効果を与える

ことが、臨床的に明らかになってきたからであります。柔整師は徒

手整復術を専門としている職業でありますから、このような症状に

対して徒手整復術を施して、一定の効果をあげております。 

ところが、このような症状に対する施療に要した費用を、療養費

として算出する場合、柔整師は捻挫･挫傷･打撲しか施療することが

できないという立場から、療養費の申請を可能にするために、これ

らの症状を捻挫･挫傷･打撲のいずれかにあてはめて申請書を作成

するようなケースがみられます。しかしそれは、申請書の記載内容

と異なる症状を施療したのに、申請書に記載された負傷名（たとえ

ば捻挫等）で施療を行ったということになりますから、それは虚偽

記入ということになる。このようなことが繰り返されますと、柔整

師が一方で偽りをして療養費の申請を繰り返すという、罪悪感のよ

うな気持ちを持ちながら整復業務を続けることになり、精神的にス

ッキリしない、心理的な気持ちを持ち続けることになります。本来

正当な、社会的な業務でありながら、それがそのまま社会的に評価

されないことは、徒手整復術の健全な発達を阻害するものであり、

社会的損失と言わざるを得ないものであります。 

 また他方、このように実際に行った症状と異なる負傷名を申請書

に記入し、それによって療養費の支払いを受けることを、繰り返し

行われることになりますと、それが虚偽であるのに支払いが受けら

れるということになって、真実を記入するという規範意識が減退し、

本制度を規律正しく運営しようとする柔整師の意識が乏しくなっ

てしまうおそれがあります。このことが、本制度の不正･乱用をま

ねく遠因となっていると思われます。このようなことが、さらに大

きな問題を生むことになります。申請書の不実記入でも、形式がそ

れなりに整っておれば、療養費の支払いがそのまま受けられるとい

う意識を、多かれ尐なかれ持つようになりますと、柔整師の一部に、

全く施療していなくとも、それをしたような記述をして、療養費の

支払いを受けても大した問題ではないという心理状態を作ってし

まうことにつながる恐れがあります。また、そのことが発覚すれば、
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療養費を返還しなければならないが、もしそれが発覚しなければ、

不当な利益を得ることにつながることから、発覚し難い申請書の作

成が、意図的あるいは傾向的に行われるようになります。そのよう

なことになりますと、それは詐欺罪という刑事犯罪を自ら誘発させ

ることにもなります。この点からも、審査基準のあり方をきちんと

検討し、是正して行かなければなりません。 

 

２）本構想の概要 

各システムはそれぞれの別紙の構想図及びその補足説明などで

説明していますが、若干説明を加えます。 

 

 イ）認定考査の受験資格を取得するために行われる集合研修を充

実させるために、これを実施する業界団体は各研修科目毎に「シ

ラバス」をホームページに公開し、保険者ら関係者の批判を受け

られるようにしています。臨床研修はその研修内容と、指導する

臨床経験の豊かな柔整師の獲得及びその指導者の教育としての

訓練システムが必要となります。 

 

 ロ）審査委員会･運営委員会の各機構を、それぞれ保険者５名･学

識者５名･柔整師３名によって運営することになります。その選

出方法ですが、保険者委員は保険者側から、学識委員は医師･弁

護士･公認会計士などの専門業界団体から、それぞれ推薦を頂く

ことにします。柔整師委員は上記各委員会を設置した業界団体に

所属する柔整師の中から４名、それ以外の２つの業界団体から１

名ずつ選任することにします。なお、柔整師委員の資格は、開業

７年以上の臨床経験者で、所属する業界団体の役員でないものと

します。これによって各委員会を設けた業界団体からの影響を尐

なくしようとするものであります。各委員の任期は３年とし、各

委員の委員長･副委員長は、柔整師委員以外の委員から互選する

ことにします。各委員会の運営規則は、それぞれの委員会が制定

し、これを設置した業界団体のホームページに掲載します。業界

団体は上記委員会の運営を補助するために、２名の役員を事務幹

事として委員会に出席させることができます。しかし、事務幹事

は委員会の運営について意見･表決にかかわることができますが、

審査委員会の審査、支払機構が行う支給基準の設定、及び各委員

会の運用規則の制定などの業務の表決に加わることはできませ

ん。審査委員会の保険者に対する共助業務は、保険者から審査の

内容等の照会があった場合はそれに応じ、療養費の支給の適正化

に協力するというものであります。なお、申請書の審査は、審査

委員会で行うということであっても、保険者がこれとは別に審査
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することを禁じるものではないことは言うまでもありません。 

 

 ハ）認定制度を実施するには、相当の時間を要するものと思料さ

れます。したがって、本案の実行初期に、認定制度と登録制との

リンクを厳格にしますと、本案の実現が遅れるおそれがあります。

そこでとりあえず、認定取得のための考査を受ける資格を取得す

るための集合研修を履修した柔整師に、登録を認めるということ

も考えられます。 

登録制度は登録番号を付与することによって、本制度を利用で

きる柔整師を特定するものであります。業界団体は支払機構をし

て登録簿を保管し、いつでも審査委員会及び保険者の要請に応じ

てこれを開示できるものとします。登録制度は、本制度の適正な

運用にとって重要なものであります。これを前提として療養費の

審査･支給･支払が適切に行われることになります。しかも、その

登録は番号のみではなく柔整師の業務状況を把握するのに必要

な情報を管理するという重要な内容を持つものであります。この

登録期間を５年として、５年毎に更新手続をとることによって、

登録事項の正確な把握と、更新による再教育等の機会を得るとい

うことにします。登録事項･更新手続の説明は、別紙のとおりで

あります。 

３）認定･登録制と支払機構 

 イ）登録をした柔整師のみが本制度を利用して施術を行うことが

できます。未登録者は保険者との間で本制度を利用することので

きる合意を結ぶことができませんので、施術料金を、被保険者に

代わって保険者に対し療養費として請求･受領することはできま

せん。 

 

 ロ）登録は、財団法人柔道整復研修試験財団が行う考査に合格し、

認定を受けなければなりません。この考査を受けるには、一定の

研修を受講しなければなりません。この研修を通して療養費申請

の事務的な事項･健康保険法などの法規の理解、また本制度は、

柔整師は不正･不当･違法な請求をしないという性善説を前提と

していますので、柔整師としての職業倫理を学ぶことが必要とな

ります。さらに適切･適格な施術をするための柔整診療学を修得

することが期待されます。 

 

４）審査制と支払機構 

 登録柔道整復師は、本制度に基づき、療養費支給申請書をあらか

じめ定められた日までに、登録した業界団体に提出して、被保険者

に代わって療養費の償還払いの申請を行います。当該業界団体を通
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さずに、直接、保険者に申請書を提出することはできません。申請

書は審査委員会の審査を受けます。審査基準に合格した申請書が、

当該業界団体を通して保険者に提出されます。保険者は、被保険者

の資格審査その他の審査をして問題がなければ、施術料全部または

一部を療養費として支払機構に支給します。審査委員会が適用する

支給基準は支払機構が設定することは、すでに説明した通りであり

ます。ところで、前述の歪みの一つとして、柔整師に保険給付と療

養費制度の違いを理解されていないことをあげました。そこで、こ

れについてここで若干説明します。 

 医･歯の保険医療に支払基金というものがありますが、これは現

物給付を前提としたシステムであります。これをそのまま本制度の

支払システムに借用することは困難であると考えられます。医･歯

の保険給付は、保険者が行うべき医療給付＝現物の給付を、保険者

が指定をした医療機関が、保険者に代わって行うものであります。

保険者はこれに対して、医療給付をした保険指定医療機関に、医療

報酬を支払うというものであります。 

 保険者は、自己の費用でこの支払業務を簡素化･能率化･統一化す

るために、支払基金を設立しております。療養費は、被保険者が現

物給付を受けることが困難であると、あるいは、現物給付によらな

い医療ないしそれに類似する医的サービスを受けた場合、それが止

むを得ないと保険者が判断したとき、その受けた医療等のうち、被

保険者の支払った金額を限度に、その全部ないし一部を、被保険者

に療養費として償還するというものであります。 

 したがって、その償還による支払いは、事後的･例外的なもので

あります。保険者は、被保険者から償還申請を受けると、その都度

個別ケース毎に決定して償還を行うものであります。したがってそ

れは、基本的には医･歯の保険医療のように制度的なものではあり

ません。 

 ところで、柔整師の施療は保険医療に含まれておりません（その

立法上の当否は別として）ので、その費用は一定の条件に適した場

合、療養費として被保険者に償還することができるというものであ

ります。しかし、柔整診療を受診する被保険者が比較的多く、その

需要が一般的に尐なくないということ、また、かかる施療は類型化

することが可能であります。以上のことから、その料金を定型化す

ることができます。そのようなことから、昭和 11 年通達以来、柔

整診療を現物給付に準ずるような取扱いが認められてきました。こ

れが本制度であります。 

 このことは、柔整師業界に対し、柔整診療の受診を希望される被

保険者のために、施療とその料金を、できる限り保険医療並みに類

型化･定型化して、被保険者の負担を保険医療並みにする努力が求
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められます。また他方では、保険者の療養費の支払手続を、できる

限り簡素化する努力も払わなければなりません。本案が提案する審

査システムないし支払機構は、審査手続きの充実、能率化、および

その適正化と支払業務の簡素化をそれぞれの目的としたものであ

ります。柔整師業界ないし個々の柔整師は、自らの努力と責任で本

制度を正しく利用しなければなりません。本案はこのような考えを

前提にしております。 

 

５）認定･登録制と審査機能の能率化と強化 

認定取得の考査を受ける受験資格は前述したとおり、本制度を利

用するために必要且つ十分な知識を修得したと認められる柔整師

に与えられるものであります。認定手続を厳格に行うことによって、

登録柔道整復師の質の向上を計ることが期待できます。さらに登録

事項を通じて、柔整師の免許の不正利用、不適切な施術及び、柔整

診療以外の療法を、柔道整復療法として振り替えるなどの不正請求

を、事前にチェックすることができるようになります。また、無資

格者を利用する療養費の申請をチェックすることも可能になりま

す。このほかに、認定･登録の期間を５年間とし、その更新を予定

しております。５年間に不正･違法ないし不当な申請書を提出した

ものに対し、更新による再教育や更新拒絶の処方によって、特定の

柔整師による計画的･継続的な不正･不当請求の繰り返しを防止す

ることも可能になります。 

 

３．本案実現のための条件 

 本案は次のことが前提となります。 

１）療養費は「療養の給付」ではありません。『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、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』（健康保険法 87 条 1 項）と定められています。また、

同条項２項は『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、その額に第七十四条第一

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から・・・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』とあります。 

 

２）上記規定のうち、本制度ないし本案との関連で重要なのは、療

養費の支給条件の有無は、第一次的には保険者が決定するというこ

とであります。しかも、上記の「困難性」または「やむを得ないこ
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と」の認定について、保険者に大幅な裁量を与えております。さら

に、療養費の額についても、実際にかかった施術料を基準に、その

枠内で保険者が定めることになっています。ここにも保険者に裁量

を認めております。 

 

３）現行の柔整師の療養費の支払いは、保険者と社団日本柔道整復

師会または保険者と個々の柔整師との間で交わされた協定または

個別契約によって行われています。それは協定又は個別契約の条

件･範囲に適う柔整診療であると保険者が認めたときに、上記の困

難性等の支給条件が一律に充たされたものとみなされ、協定あるい

は個別の契約で定められた額が、療養の費用の額として支給される

というものであります。 

 

４）本案は上記の現行のシステムの、基本的な事項を踏襲しており

ますが、それに保険者の同意を得て、その協定または個別契約の中

に、本案の認定･登録制と療養費審査制･支給基準および支払機構の

それぞれのシステムを加えることによって、これを実現しようとす

るものであります。したがって本案のねらいは、現行の協定ないし

契約に、本案の前記システムを導入することによって、その目的を

達成しようとするものであります。 

５）協定方式をとっている社団法人日本柔道整復師会は、組織内に

上記の各制度をとり入れて、その制度によって運営される事項を協

定に盛り込んで行えば、本案を実現することが可能になります。個

別契約方式をとっている柔整師の場合は、保険者が上記の各制度を

設置した業界団体に登録した柔整師との間で、これらのシステム等

を個別契約に盛り込むことで、本案を実現することができることに

なります。個別契約は、登録を受付けた業界団体が、登録柔道整復

師のために一括して行うことによって、集団的に処理することがで

きます。この場合、それぞれの業界団体が、上記の各システムを採

用し、且つそれが十分に運用しうる条件を備えているかどうかが大

切であります。したがって、業界団体は、その運用の方針･内容な

どをホームページで明らかにすることが必要になります。各保険者

はその情報のもとに、その業界団体に登録した柔整師と療養費受領

委任払い契約を個別に結ぶことになります。また業界団体は、自己

の会員以外の柔整師に対しても認定取得者であれば登録を受付け

る義務を負わせることにします。いずれにしても、本案は保険者と

の合意によって、これを実現しようとするものであります。ところ

で、本案は現在、保険者の一部が療養費の審査の全部または一部を、

民間の営利企業に委託していることに法制度上問題がないとされ

ていることを前提といたします。したがって本案はすでに行われて
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いる前記の委託と同様の方法でありますが、さらにそれを廉価かつ

保険者の監視の中で審査･支給が行われれることになります。 

 なお、現在、審査･支払いの手続きを、社団法人日本柔道整復師

会、あるいはＪＢ日本接骨師会等の業界団体が、自らの費用で行っ

ておりますので、本案の採用によって保険者があらたに費用負担を

することはありません。 

以上 


