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 アンケート  
 

Ⅰ.柔道整復師制度などについて 

質問Ⅰ－１ 

療養費の受領委任に対する支給について、およそ以下のような問題点を指摘す 

る保険者の方がおられます。重要な問題と思えるものを３つ選び、□のなかに 

順位を入れて下さい。 

①どこの業界団体にも所属しない柔道整復師からの療養費支給申請が多く 

なり、データ入力から支払業務までの事務手続も煩雑になっている。同時 

に、支払手数料の負担も増大している。 

②一人の柔道整復師の支給口座が複数になるケースがある。その分だけ支給 

    業務が煩雑になった。 

③保険者が柔道整復師に発行する変更・お知らせ等事務連絡の連絡先を把握 

することが困難ないしはできなくなって困っている。（小規模団体や団体 

に属さない柔道整復師の連絡先の把握が困難な為）。 

④現行の「支給基準」が、曖昧でわかりにくい。 

⑤現行の支給基準で審査を行っているが、その基準に関する疑問点などを問 

   い合わせするところが無くて困っている。 

⑥申請書を返戻した後に、請求した個人の柔道整復師又はその所属団体から 

返戻理由等で苦情があり、感情的クレームの対応に困っている。 

⑦その他、お困りのことがありましたら、具体的にその内容を下記にご記入 

下さい。 

 

 

 

 

 

 

質問Ⅰ－２ 

療養費受領委任払制度を廃止すべきであるとのご意見があります。このご意見 

についてどう思われますか。次のうちから一つをお選び下さい。 

□①廃止論に賛成である。この場合、被保険者の支払った施術料の償還も認め 

ないようにすべきである。 

□②廃止論に賛成であるが、被保険者の支払った施術料の償還は認めるべきで 

ある。 
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□③廃止論に反対である。廃止すると被保険者ないし家族が保険診療として整 

形外科医にかかるしかなく、被保険者らの治療内容の選択の幅を狭めてしま 

う。また、そのことによって柔道整復師の料金より割高になっている整形外 

科医による保険診療が増えて医療費の総額が上がってしまう恐れがある。柔 

道整復診療を適正にして、この制度を存続させた方がよい。 

□④療養費受領委任払制度の現在の運用状況には問題がない。したがって、こ 

  の制度をそのまま残すことに賛成である。 

□⑤わからない。 

※③を選択された方で、その理由について上記選択肢で示した理由以外に理由 

のある方は下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅰ－３ 

療養費を柔道整復師に支給するにあたって、事前に療養費支給申請書の内容を 

審査していますか。（保険者が直接審査を行っている場合、民間の企業に審査を 

委託している場合のいずれでも結構です。）次のうちから一つをお選び下さい。 

□①全く審査していない。 

□②支給申請書の請求金額が一定額以上の場合は審査する。 

□③施術回数が多い、あるいは、施術期間が長期である、また、施術部位が多 

いと思われるものに限って、審査している。 

□④全ての療養費支給申請書を審査している。 

□⑤回答はできない。 

 

質問Ⅰ－４ 

支給申請書の審査を民間の企業に委託されていますか。（質問Ⅰ－３の②③④を 

選択した方に限ります。）次のうちから一つをお選び下さい。 

□①民間の企業に審査を委託している。 

□②民間の企業に審査を委託していない。 

□③民間の企業に審査の一部を委託している。 

□④民間の企業に審査を委託していないが、近い将来委託する予定である。 

□⑤回答できない。 

 

質問Ⅰ－５ 

質問Ⅰ－４に関連して、民間の企業への審査の委託についてどのように思われ 
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ますか。次のうちから一つをお選び下さい。 

□①民間の企業に公的な業務である審査を委託することは好ましくない。 

□②民間の企業に審査を委託することに何等問題がないと考えている。 

□③患者照会をするか否かについては民間の企業に委託しているので問題がな 

いと考えている 

□④患者照会をするか否かについては民間の企業に委託することもそれは公的 

判断を民間の企業が行うものであるから問題があると考えている。 

□⑤わからない。 

□⑥回答できない。 

 

質問Ⅰ－６ 

質問Ⅰ－５に関連して、民間の企業に審査を委託している、あるいは近い将来、 

委託しようと考えている保険者の方は委託する理由を次のうちから三つお選び 

下さい。 

□①自分のところで審査することが人的にも物的にもできないから。 

□②民間の企業の審査の方が自分のところで行う審査より審査の適正化が期待 

できるから。 

□③自分のところで行う審査よりも民間の企業に委託する方が費用が安くすむ 

から。 

□④他の保険者が民間の企業に委託しているから。 

□⑤その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅰ－７ 

民間の企業に委託をしている、あるいは近い将来、委託しようと考えている保 

険者の方はその内容について、次のうちから一つお選び下さい。 

□①民間の企業には、支払いのみを任せている(任せるつもりでいる)。 

□②民間の企業には、支払いの他、一部審査に関することも任せている(任せる 

つもりでいる)。 

□③民間の企業には、支払い及び審査の全てを任せている(任せるつもりでいる)。 

□④民間の企業には、審査のみを任せている(任せるつもりでいる)。 

□⑤回答できない。 
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質問Ⅰ－８ 

柔道整復師の業界団体について、以下のようなご意見があります。ご意見・ご 

感想について、あなたが同意できるものを次のうちから三つお選び下さい。 

□①設立の目的・活動内容・組織内容・規模がわからない団体が多い。 

□②業界団体のなかには保険者に対する圧力団体ではないかと思われる団体が 

ある。 

□③業界団体のなかには専ら療養費受領受任の代行申請をして営利活動をして 

いるのではないかと思われる団体がある。 

□④団体名を使用しているが、団体的な組織体であるのか、個人なのかよくわ 

からないものも少なくない。 

□⑤業界団体の数が多くて療養費受領委任払の申請受付手続及び支給手続が煩 

雑になっている。 

□⑥療養費の申請を代行する業界団体の責任体制が明らかでないので支給した 

療養費が施術をした柔道整復師に支払われているかどうか不安を感じるこ 

とがよくある。 

□⑦格別の意見・感想はない。 

※その他にご意見・ご感想をお持ちの方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅰ－９ 

柔道整復師の業界団体が現在大小含めると100以上もあるといわれています。こ 

の数を整理すべきであるとする意見があります。あなたはどのように考えます 

か。次のうちから三つお選び下さい。 

□①業界団体というのは業界人が集まって出来る団体であるから、その数が多 

いとか少ないとか問題にする必要はない。 

□②業界団体が単なる親睦団体であるならば、その数にこだわることはないが、 

業界団体が柔道整復師の資質向上、療養費申請についての団体的規律などの 

社会的活動をすることを多かれ、少なかれ期待されているものであるから業 

界の健全な発展のためにはその数を整理してひとつにすべきである。 

□③上記②と同様に業界団体の数を整理すべきであると考えるが、その数は必 

ずしもひとつにしなくとも３団体ぐらいにするのが望ましい。 

□④既存の業界をひとまとめにした上部の団体、例えば連合体を作って業界 

ないしは業界団体に一定の団体規律を与えるべきである。 

□⑤わからない。 
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□⑥その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅰ－１０ 

柔道整復師の業界団体のなかには所属柔道整復師（会員）の療養費申請を内部 

的に審査をしてその審査にパスした申請書をその団体が代行して保険者の方に 

提出しているところがあります。これについて、あなたはどのように考えます 

か。次のうちから一つをお選び下さい。 

□①業界団体の申請書の審査は全く信用していない。 

□②業界団体のなかにはその審査が信用できるものと、できないものがある。 

□③保険者の審査の事前審査として一応の評価をしている。 

□④業界団体内の審査を信用して、そのまま支給している。 

□⑤特定の業界団体が行っている団体審査は信用できるので、そのまま支給し 

ている。 

□⑥わからない。 

 

質問Ⅰ－１１ 

業界団体の審査について、次のうちから一つをお選び下さい。 

□①保険者が審査を行うものであって、業界団体が行っている審査を保険者の 

行う審査の補完あるいは代わりにすることはできない。 

□②業界団体が行っている審査に適用基準を明確にし、且つ、審査メンバーを 

外部から参加させるなどして審査の公正さをもたせるような工夫をすれば、 

保険者の審査の事前審査としての機能をもたせてもよい。 

□③保険者のなかには審査を民間の企業に委託しているものもあるから、業界 

  団体が行っている審査の適用基準を明確にし、且つ、審査メンバーを外部 

から参加させるなど審査の公正さをもたせるような工夫をして保険者の審 

査の代替に利用するのもひとつの提案である。 

□④わからない。 

□⑤答えられない。 

 

質問Ⅰ－１２ 

柔道整復師の療養費の違法・不正・不当の請求が問題となっています。この点 

について、あなたの印象を次のうちから三つお選び下さい。 

□①ほとんどの柔道整復師が違法・不正・不当の請求をしている。 
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□②一部の特定の柔道整復師が違法・不正・不当の請求をしている。 

□③特定の地域の柔道整復師の一部が違法・不正・不当の請求をしている。 

□④違法・不正・不当請求の数が毎年増えている。 

□⑤違法・不正・不当請求の仕方が悪質になっている。 

□⑥違法・不正・不当請求のなかには被保険者と共同(なれ合い)しているもの 

もある。 

□⑦違法・不正・不当の請求はないかと疑いをもっても、決め手がないため支 

給している。 

□⑧違法・不正・不当のいずれかの請求ではないかと疑いのある請求が非常に 

多いと感じている。 

□⑨違法・不正・不当の請求はない。 

 

質問Ⅰ－１３ 

柔道整復師による療養費の違法・不正・不当の請求が増えていると指摘されて 

います。その原因について、いろいろ指摘されますが、その原因と思われるも 

のを以下にあげました。これについて、次のうちから三つお選び下さい。 

□①柔道整復師の増加に伴うモラルの低下。 

□②柔道整復師の施術力の低下による「いやし治療」への増加。 

□③柔道整復師が治療機械などの導入による施術所経費の増加。 

□④柔道整復師開業者の増加による競争激化。 

□⑤療養費審査基準があいまいであって、且つ、実際行っている施術治療と審 

査基準が予定している施術治療とがマッチしないため、実際の疾病・負傷内 

容と異なった負傷名による請求が多くなったため。 

□⑥柔道整復師に高齢者疾病の来患が増えていること。 

□⑦柔道整復師の施術料金の単価が安いために部位数・施術期間を増やしてい 

る。 

□⑧療養費の対象となる施術がどのようなものかという認識をもっていない 

柔道整復師が増加したため。 

□⑨その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 
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Ⅱ.認定・登録柔道整復師制度について 

質問Ⅱ－１ 

二次試案は療養費を被保険者から委任を受けて保険者の方に直接請求することのできる現

行のシステムを前提に、直接受領請求できる柔道整復師に対して一定の基準を設けて制限し

ようと考えています。それは療養費を直接保険者の方に請求できる柔道整復師はあらかじめ

定められた認定考査にパスしたものに限るというものであります。 

このことについてどう思いますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①現行のままでよい。 

□②認定考査に合格した柔道整復師だけが直接保険者に療養費を請求できるとすべきであ 

る。但し、その認定は柔道整復師業界で行うことは適切ではない。例えば、柔道整復研 

修試験財団など第三者機関が行うことが望ましい。 

□③②と同意見であるが、その認定には柔道整復師業界団体が適切に行うことができるシス 

テムを構築するのであればそれでもよい。 

□④わからない。 

□⑤②と同意見の方で、認定機関について別のご意見がある方は下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅱ－２ 

二次試案は上記考査を受ける資格(認定考査受験資格)について、集合研修、臨床研修を履修

することを条件としています。集合研修は、主として療養費申請書を記載する為の知識、健

康保険法などの法規の解釈、及び職業倫理等の研修を行うことになっています。臨床研修は、

適切・適格な診療・施術を提供できるように、施療内容等に関する実践研修を実施すること

にしています。 

この認定を受けるための研修(認定受験研修)制度をどのように思いますか。次のうちから一

つお選び下さい。 

□①認定受験研修は履修した者が認定考査の受験資格を付与されるということはよいが、 

それは業界が自己の責任と費用で行うものである。 

□②認定受験研修は履修した者が認定考査の受験資格を付与されるということはよいが、 

それは業界以外の機関がその責任と費用で行うべきであると思う。 

□③この認定は(効果が見込めないから)必要ないと思う。 

□④わからない。 

※②を選択された方はどこの機関が認定受験研修を行ったらよいか、下記にご記入下さい。 
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質問Ⅱ－３ 

二次試案は、認定を受けた柔道整復師は既存の業界団体に所属しているか否かを問わず、既

存のいずれかの業界団体に登録すれば、療養費受領委任払制度を利用することができるとい

うことになっています。登録を受けていない柔道整復師は、仮に認定考査に合格していても

療養費受領委任払制度を利用することができません。 

この登録制度をどのように思いますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①登録柔道整復師だけが受領委任払制度を使えるとする提案には賛成する。 

□②登録をしていないと受領委任払制度が利用できないとすることは望ましくない。 

□③わからない。 

※尚、登録を業界団体が行うのではなく、別の組織団体が行うべきだとする考えがあります。 

この考えにご賛成の方は別の組織団体としてどのような団体をお考えなのか、下記にご記 

入下さい。 

    

 

 

質問Ⅱ－４ 

二次試案の登録制度は、登録番号などの登録事項を登録簿に記入することによって、療養費

受領委任払制度を利用できる柔道整復師を特定します。登録は、登録番号のみでなく、柔道

整復師の業務状況などを把握するのに必要な施術所の情報等を登録し、療養費の審査情報と

しても利用できるようにしています。登録期間を５年として、５年ごとに登録の更新手続を

とることによって、登録事項の正確な把握と更新の拒否あるいは更新による再教育の機会な

どを設けています。 

この登録及び登録更新についてどう思いますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①この登録と登録更新は審査の為の情報量が現行よりも多くなり、また更新拒否による療 

養費不正請求者の排除又は更新毎に再教育の機会を設けることで療養費の適正化を図 

る事が可能になると思うので、大変よい制度だと思う。 

□②現行の制度で十分であり、この登録と登録更新を設ける必要はない。 

□③登録制度を設けても、違法・不正・不当の請求は減少しないと思われるので、あまり期 

待できない。 

□④よくわからない。 

※③を選択された方は、登録制度を設けても、違法等の請求が減少しないと考えておられる

理由を下記にご記入下さい。 
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質問Ⅱ－５ 

二次試案は登録の期間を５年とし、５年ごとに更新するというものであります。更新するた

めには、保険取扱事務、法規、倫理、施術内容等について一定の時間研修(５時間)を受けま

す。また、登録期間中に療養費の不正・不当請求が認められるなど、療養費審査委員会が再

研修の受講を必要と判断したものは、あらかじめ定められた研修項目を履修しなければ更新

できないようなシステムを提案しています。 

このことについてどう思いますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①この案でよいと思う。 

□②登録期間を５年とするのは短い。もっと長い期間にすべきである(例えば  年)。 

□③登録期間を５年とするのは長い。もっと短い期間にすべきである(例えば  年)。 

□④この提案でよいか、登録期間(5 年以内)中に不正・不当請求があった場合の対応をもっ 

と明確にすべきである。 

□⑤更新の為の研修時間を 5 時間とするのは短い。もっと研修時間(例えば  時間)を増や 

した方がよい。 

□⑥よくわからない。 
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Ⅲ.審査委員会について 

 

質問Ⅲ－１ 

二次試案は、第三者機関としての療養費審査委員会及び支払機構運営委員会を設けています。

この点をどのように思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①療養費適正化は業界団体が責任を持って行うことが第一であります。しかも、第三者機 

関が審査・支払業務を行うことから中立・公正性が期待されるので、賛成です。 

□②第三者機関であっても、業界団体の意見が審査に影響を与える恐れを払拭することがで 

きないと思われるので、賛成できません。 

□③②のような懸念はあるが、業界が責任をもって療養費の適正化に努めることはよいこと 

であるが、最終的には保険者の審査があるので、この方法でもよいと思う。 

□④よくわからない 

 

質問Ⅲ－２ 

二次試案の構想図(療養費受領委任払制度第二次試案 15 ページ参照)では、支払機構運営委

員会が「審査基準の設定・改定業務」を行うことになっています。このことについてどのよ

うに思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①審査基準は、第三者（支払機構運営委員会）が設定・改定をすることになっているので、 

よいと思う。 

□②審査基準は、実際に審査をする療養費審査委員会が設定・改定する方がよいと思う。 

□③審査基準は、保険者代表・柔道整復師代表・患者代表及び学識経験者の会議によって設

定･改定を行うことがよい。 

□④どちらでもよい。 

□⑤よくわからない。 

 

質問Ⅲ－３ 

二次試案は第三者機関としての療養費審査委員会を設けています。その必要性についてどの

ように思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①業界団体が審査を行うのは好ましくないから、反対である。 

□②保険者が審査をする前の審査を行うのであるから、問題がないと思う。 

□③保険者の審査負担を少しでも軽くするという意味でこのような審査委員会を設けると 

いうことは大変よい試みだと思う。 

□④療養費審査委員会が適切に機能してくれれば、保険者の審査に代わるものとして利用で 

きるから歓迎する。 

□⑤どちらとも言えない。 
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質問Ⅲ－４ 

二次試案は、審査委員会のメンバーを、保険者、学識経験者ともに 5 名、柔道整復師 3 名 

としていますが、これについてどのように思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①このような構成割合でよいと思う。 

□②構成員の中に柔道整復師が入るのは反対である。 

□③学識経験者の中に医師の委員を 2 人以上入れるべきであると考える。 

□④保険者の数を 5 名を超えた数にすべきだと考える。 

□⑤わからない。 

□⑥その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい 
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Ⅳ.支払機構について 

質問Ⅳ－１ 

二次試案は、支払機構運営委員会を第三者機関とするためにその構成メンバー 

を保険者、学識経験者ともに 5 名、柔道整復師 3 名としています。これについ 

てどのように思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①この構成でよい。 

□②柔道整復師を構成メンバーにすることは反対である。 

□③構成メンバーのうち、保険者のメンバー数は 5 名を超えた方がよい。 

□④わからない。 

□⑤その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅳ－２ 

二次試案は、療養費の支給手続の簡素化・支給手数料の負担軽減等を考えて、 

支払機構システムを提案しました。これについてどのように思われますか。次 

のうちから一つお選び下さい。 

□①支払機構によって保険者の支給手続が簡素化されるので賛成である。 

□②支払機構を設けても支給手続や送金手数料が簡素化・軽減されるとは考え 

られないので反対である。 

□③そもそも保険者は個々の柔道整復師に直接支給するのがよいと考えるので、 

このようなシステムはいらない。 

□④わからない。 

 

質問Ⅳ－３ 

二次試案は、上記の支払機構運営委員会が認定考査のための受験資格を取得す 

るために「集合研修」のカリキュラムを策定することにしています。これにつ 

いてどのように思われますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①この案に賛成である。 

□②受験資格の為の「集合研修」は必要でない。 

□③受験資格の為の「集合研修」は必要であるが、そのカリキュラムは柔道整 

復研修試験財団に策定させた方がよい。 

□④わからない。 

  

質問Ⅳ－４ 

二次試案の登録制度は、療養費の審査・支給が適正に行われるように、柔道整 



- 13 - 

 

 

復師の業務状況を把握するのに必要な情報を登録することにしています。この 

登録事項の管理を支払機構が行い、いつでも療養費審査委員会及び保険者の方 

の要請に応じてこれを開示できるとしています。このことをどのように思われ 

ますか。次のうちから一つお選び下さい。 

□①登録情報を支払機構運営委員会が、管理するのはよくないと思う。 

□②登録情報を支払機構運営委員会が、一元的に管理するのはよいと思う。 

□③登録情報を支払機構運営委員会が管理するのはよいが、その管理システム 

について個人情報等の保護を十分に考えるべきであり、そのことを条件に 

賛成する。 

□④わからない。 

※上記①を選択された方は、登録情報を管理するシステムについてのご意見を 

下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅳ－５ 

二次試案は既存の業界団体が第三者機関としての支払機構運営委員会を設置し、 

毎年同団体のホームページに５億円の基本財産を継続して保有していることを 

証する為に、金融機関発行の残高証明書を開示するようになっております。こ 

れは登録柔道整復師に対する療養費の支払を保証する旨を告知する為のもので、 

保険者の方から支給された療養費を責任を持って支払を行うことを担保するも 

のです。このことについてどのように思われますか。次のうちから一つお選び 

下さい。 

尚、５億円の残高証明書を開示することのできない業界団体は上記の支払機構 

運営委員会を設置できませんが、その業界団体は他の業界団体が設置した支払 

機構運営委員会に支払業務等を委託する方法をとることができます。 

□①担保として５億円は十分である。 

□②担保として５億円は不十分である (       円とすべきである) 。 

□③担保としては取扱い高の割合で決めた方が合理的である(例えば取扱い高 

の   ％とか)。 

□④わからない。 

□⑤その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 



- 14 - 

 

Ⅴ．療養費支給審査基準設定のための指針について 

質問Ⅴ－１ 

柔道整復師の業務範囲を、骨折、脱臼、捻挫、打撲及び挫傷の明らかな外傷に限ると 

する見解があります。しかし、一方で明らかな外傷であると判定できない、あるいは 

その判定の困難な関節、筋、腱の「痛み」・生活上の機能障害の生じている疾病・負 

傷に対する施術も認められるとの考えもあります。二次試案の指針は明らかな外傷と 

判断することのできない、あるいはその判定の困難な関節・筋・腱の「痛み」・「生 

活上の機能障害」の生じている疾病・負傷(非外傷と呼んでいる)についての施術にも 

厳格な要件を設けて、療養費の支給ができるようにすることが現実的であると考えて 

います。しかし、そのためには明らかな外傷施術の場合と区別した、より厳格な基準 

の設定の指針を示しました。これについてどのようにお考えでしょうか。次のうちか 

ら一つお選び下さい。 

□①明らかな外傷によるものと判定のできない、あるいは判定の困難な関節・筋・腱 

の「痛み」・「生活上の機能障害」の生じている疾病・負傷についての施術を望 

んでいる被保険者も少なくないので、指針が示すような一定の厳格な条件のもと 

で療養費を支給することもやむを得ないと考える。 

□②明らかに外傷によると判定のできない、あるいは判定の困難な上記負傷の施術に 

ついて療養費の支給を認めると療養費が増額される恐れがあるので認めるべき 

ではないと考える。 

□③柔道整復師による外傷以外の施術は整形外科の施術よりも安く済むので、明らか 

な外傷であるという判定のできない、あるいは判定の困難な疾病・負傷を一定の 

条件下で認めても全体の療養費の保険支給額が増額されるとは必ずしも言えな 

いから、現行通りでよいと考える。 

□④上記の外傷の判断は明確でないので、外傷かどうかでその支給の可否を決めるこ 

とはできない。より厳格な要件のもとに、弾力的に療養費の査定をしてもよいと 

考える。 

□⑤そもそも柔道整復師は上記の外傷以外の疾病・負傷の治療ができないから、この 

  治療についての療養費は生じないので、その支給は考えられない。 

□⑥わからない。 

□⑦その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

質問Ⅴ－２ 

現在行われています療養費の支給状況は保険者の方によってまちまちであります。そ 

の支給基準は保険者の方に必ずしも使い勝手がよいとは言えないという意見があり 

ます。この現行の基準が予定している施術治療と柔道整復師が現実に行っている施術 

治療とが乖離し、基準としての規律機能を果たしていないとも言われております。二
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次試案は療養費の支給基準について指針を示しております。その指針は施術に対する 

療養費の支給範囲及び支給額をできるだけ適正なものにするため、施術内容等を的確 

にとらえられるように、審査(施術)情報を具体的に申請書などに明示するよう配慮し 

ています。このことについてどのように思われますか。次のうちから一つお選び下さ 

い。 

□①指針が示している審査システムは現行の審査システムよりも審査(施術)情報が豊 

富になるので、現行よりも適正な審査ができると思う。 

□②この指針での審査(施術)情報でも不十分である。 

□③わからない。 

※上記②を選んだ方は指針で示した審査(施術)情報以外にどのような情報が必要で 

あると考えますか。また、そのための情報入手のシステムとしてどのようなシステ 

ムを考えられますか。下記にご記入下さい。 

 

 

 

 

質問Ⅴ－３ 

二次試案の指針は明らかな外傷と判定することのできない、あるいは困難な関節、筋、 

腱の痛みや生活上の機能障害の疾病・負傷の施術について、外傷の施術とは別な審査 

基準を設けています。特に、明らかな治癒効果を期待することのできない疾病・負傷 

についての施術料金を療養費として認めるためには、これを制限するためにいくつか 

の条件をつけています。その条件についてどのように考えますか。次のうちから一つ 

お選び下さい。 

□①指針は施術回数の制限などを設けて、明らかな外傷と判定できない、あるいは困 

難な関節等の痛みや生活上の機能障害に対する施術を規律しているが、もう少 

し厳しく施術回数などを制限すべきである。 

□②指針が示している初検時の症状に対する記述は十分なものではない。 

□③指針は関節、筋、腱の痛みや生活上の機能障害の施術について計画治療(漫然治 

療禁止)の制度を導入して規律しているので、試験的にはこれでよいと思う。も 

し、この基準で問題が生ずれば、その時点で改善すればよい。 

□④わからない 

□⑤その他にご意見のある方は、下記にご記入下さい。 

 

 

 

質問Ⅴ－４ 

療養費の算定方法として部位別の方式と施術部位の数に関わらず一回の施術に対し、 

料金を算出する定額方式という二つの考え方があります。あなたはどちらの考え方が 

よいと思いますか。次のうちから一つお選び下さい。 
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□①明らかな外傷による施術も、外傷と判定することのできない、あるいは困難な関 

  節等の負傷の施術も、全て一回の施術に対応した料金を定める方法がよいと思う。 

□②外傷に対する施術は部位別で料金を算出し、明らかな外傷と判定ができない、あ 

るいは困難な負傷に対する施術については施術部位の数に関係なく一回の施術 

ごとに料金を算出する方法がよいと思う。 

□③外傷施術と同じように明らかな外傷の判定ができない負傷の施術の場合も部位 

ごとに料金を算出する方法がよいと思う。但し、部位数を制限することを前提と 

する。 

□④わからない。 

 

質問Ｖ－５ 

指針は明らかな外傷と判定することのできない、あるいは困難な関節等の負傷に対す 

る施術の申請書に捻挫などの負傷名を記入しない方法を提案しています。 

この提案に対し、あなたはどのように考えますか。（この提案は虚偽の負傷名による 

施術をなくすためであります）次のうちから一つお選び下さい。 

□①負傷名のない申請書は認められない。 

□②部位別に症状が特定され、その症状の内容及び施術の部位・施術方法が特定され 

ていれば認めてよい。 

□③わからない。 

 

質問Ｖ－６ 

二次試案は明らかな外傷による骨折・脱臼・捻挫・打撲及び挫傷として判定すること 

のできない、あるいは困難な身体各部位についての負傷の施術について一定の制限を 

加えて療養費の支給を認めようとする考えを採用し、療養費支給基準の設定のための 

指針を示しました。この指針が求めている設定基準について、あなたのご意見を聞か 

せて下さい。次のうちから一つお選び下さい。 

□①指針で示された制限＝基準でよいと思う。 

□②指針で示された制限＝基準は全く機能しないと思う。 

□③指針で示された制限＝基準は全体として合理性があるが、これに下記の制限を加 

えるべきである。 

 

制限として次のような基準を加えることが必要である。 

「                  

                     

                              」 
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ご協力ありがとうございました。このアンケート調査によって、私たちはより良い改 

革案を作成し、その実現に努力していくつもりです。保険者の皆様におかれましては、 

これからもご協力の程を宜しくお願い申し上げます。尚、集計結果の公表の際に保険 

者名を公表されたくない場合は下記の保険者名欄の下の□に✔チェックを入れて下 

さい。(但し、非公表希望でも所属先についてはご記入下さい。)貴保険者名を公表し 

ないことをお約束いたします。保険者の皆様からいただいたアンケート調査資料は厳 

重に管理し、保険者の皆様との打ち合わせ・厚生労働省とのやりとり以外に使用いた 

しません。 

 

 

 

 

 

記入日            年   月   日  

 

保険者名                      

□アンケート集計結果公表について保険者名を公表しな 

いことを希望する。（非公表希望） 

※所属先に✔チェックを入れて下さい。 

□①市町村国民健康保険 □②国民健康保険組合 

□③全国健康保険協会  □④健康保険組合 

□⑤共済組合      □⑥国民健康保険団体連合会 

□⑦健康保険組合連合会 □⑧後期高齢者医療広域連合 

□⑨その他 

役職                        

氏名                        

住所                        

電話                        

 

以上 

 

 


