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まえがき（初版の辞）

健康保険では，保険者が療養の給付をすることが困難な場合または保険医療機関以外の医

療機関等で治療をうけたような場合で保険者がやむを得ないと認めたときは，療養の給付に

代えて療養費を支給することができることになっている。

このいわゆる現金給付としての療養費の中には，柔道整復師の施術をうけた場合の料金，

付添看護の料金及び保存血の料金等も含まれるが，その支給額は保険者としての都道府県知

事が定めたものによることとされ，健康保険組合や国民健康保険の保険者についてはこれに

準じたもので支払われている。

ところが，この都道府県ごとの定めが必ずしも一定でないために，第一線での実務の処理

に当ってとかくの不便があったので，今回，都道府県ごとの支給額，支給方法等をとりまと

めて必要に応じ一覧してわかるようにし，あわせて関係の通知や簡単な解説も加えて小冊子

とした。社会保険の実務にたずさわっている方々の便に供することができれば幸いである。

昭和39年�月�日

編 者



○四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について（平20. 3.21 保発

0321002)34

○四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について（平20.

3.21 保医発0321001)34

○輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズに係る療養費の支給について（平30. 3.23 保発

0323 1)37

○輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズに係る療養費の支給における留意事項について（平

30. 3.23 保医発0323 1)37

〇慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について（令 2. 3.27

保発0327 5）38

〇慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項につ

いて（令 2. 3.27 保医発0327 8）38

補装具の価格基準例43

第� 柔道整復師の施術101

� 沿革101

� 支給対象105

� 療養費の額106

○柔道整復師の施術料金の算定方法（昭33. 9.30 保発 64)107

【関係通知】111

○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について（平 9. 4.17 保険発

57)111

○平成20年10月以降の健康保険及び船員保険に係る柔道整復の受領委任払いに関する業務の取扱いに

ついて（平20. 9.22 保発0922001)131

○柔道整復師の施術に係る療養費について（平22. 5.24 保発0524 2)133

○柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について（通知）（平

11.10.20 保発 145・老発 683)176

○柔道整復師の施術に係る療養費の取り扱いについて（平20. 9.22 保発0922004)184

○柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について（通知）（平

11.10.20 保険発 139)188

○柔道整復師の施術に係る療養費について（平11.10.20 保険発 138)190

○柔道整復師の施術に係る療養費について（通知）（平22. 5.24 保医発0524 3)202

○柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について（平30. 1.16 保発

0116 2)206

○柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について（令 3. 2.10

保発0210 �）231

○柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例における研修修了証の

写しの提出について（平30.12.10 保発1210 �)237

○施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止に係る取扱いについて（令元. 8. 2 保発

0802 �）238

○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の改定について（昭40. 3.10 保発 11の�)238

○「受領委任の取扱いとすることが認められている柔道整復の施術所における老人保健法に定める一

部負担金に相当する金額の取扱いについて」の廃止について（通知）（平14.�.27 保総発0927001・

保医発0927001)239

○柔道整復に係る療養費支給申請書の「負傷の原因」欄の記載について（通知）（平16.�.28 保医

発0528001)239

○柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて（平16. 6.29 保医発0629001)239

【疑義解釈】241

〇柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について（その�)(平22. 6.30 医療課事務連絡） 241

（その�)(平23. 3. 3 医療課事務連絡） 245

（平25. 4.24 医療課事務連絡）252

（その�)(平25. 6.11 医療課事務連絡） 256

（平29.11. 2 医療課事務連絡）257

（平30. 5.24 医療課事務連絡）258

（平30. 8. 9 医療課事務連絡）267

（令 2. 6.19 医療課事務連絡）273

【業務に関する関係法令・通知】274

○柔道整復師法（抄）（昭45. 4.14 法律第19号)274

○あん摩，はり，きゅう，柔道整復等営業法の疑義に関する件（昭23. 6.17 医発 123)274

○あん摩，はり，きゅう，柔道整復等営業法運営に関しての疑義について(昭24. 6. 8 医収 662)275

○脱臼骨折等に対する手当について（昭25. 2.16 医収 97)275

○柔道整復師のレントゲン撮影に対する取扱いについて（昭26. 7.20 医発 90)276

○柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について（昭32. 9.18 医発 799)276

○柔道整復師等が電気光線器具を使用することの可否について（昭39. 7. 8 医事 53)277

○あん摩師，はり師，きゅう師又は柔道整復師の静電器使用について（昭33. 3.14 医発 198)277

第� あん摩・マッサージ・指圧師の施術279

� 支給対象279

� 療養費の額280

【関係通知】281

○按摩，鍼灸術にかかる健康保険の療養費について（昭25. 1.19 保発 �)281

○あんま・はり灸，マッサージの施術にかかる健康保険の療養費について（昭26. 3.� 保発 14)281

○はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について（昭56. 6.26 保発 49)281

○はり師，きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について（平 4.

5.22 保発 57)282

○柔道整復及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について（昭58. 6.28 保険発 66)282

○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書について（平 5.10.29 医事 93，保険

発 116)283

○はり師，きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等につい

て（平16.10. 1 保医発1001002)283

【疑義解釈】298

○はり，きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に

ついて（平24. 2.13 医療課事務連絡)298

（平28.10.19 医療課事務連絡)302

（平29. 2.28 医療課事務連絡)305

（平29. 6.26 医療課事務連絡)307

（平30. 5.24 医療課事務連絡)312

（平30.10. 1 医療課事務連絡)313

【業務に関する関係法令・通知】332

○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（抄)(昭22.12.20 法律第217号)332

○脱臼骨折等に対する手当について（昭25.2.16 医収 97)332

第� はり師，きゅう師の施術333

� 支給対象333

� 療養費の額334

【関係通知】335

○按摩，鍼灸術にかかる健康保険の療養費について（昭25. 1.19 保発 �)335

○あんま・はり灸，マッサージの施術にかかる健康保険の療養費について（昭26. 3.� 保発 14)335

○はり師，きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について（平 4.

5.22 保発 57)335

○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書について（平 5.10.29 医事 93，保険

発 116)336

○はり師，きゅう師及びあん摩･マッサージ･指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について

（平16.10. 1 保医発1001002)337

【疑義解釈】353



○はり，きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に

ついて（平24. 2.13 医療課事務連絡)353

（平28.10.19 医療課事務連絡)357

（平29. 2.28 医療課事務連絡）360

（平29. 6.26 医療課事務連絡)363

（平30. 5.24 医療課事務連絡)368

（平30.10. 1 医療課事務連絡)369

【業務に関する関係法令・通知】385

○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（抄）（昭22.12.20 法律第217号)385

○はり師等の業務に関する件（昭24.11.24 医発 931)385

○はり師，きゅう師が電気，光線器具を使用することの可否について（昭39. 8.14 医事 59)385

あん摩・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い387

○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いにつ

いて（平30. 6.12 保発0612 �)387

○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準につい

て（平30. 6.12 保発0612 �)436

○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する指導及び監査について

（平30. 6.12 保発0612 �)439

○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の審査要領につい

て（平31. 1.24 保医発0124 �)443

〇はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理

者の要件について（令 2. 3. 4 保発0304 1）445

〇はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理

者の要件の特例について（令 2. 3. 4 保発0304 2）464

○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理

者の要件に係る令和�年度から令和�年度までの特例について（令 3. 2.10 保発0210 �）468

○はり，きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に

ついて（平30.12.27 医療課事務連絡)478

〈参考〉受領委任の取扱規程関係（問の一覧)512

第� 生血代523

【関係通知】523

○療養費の支給について（昭24. 5.24 保文発 924)523

○生血液代の基準について（昭25. 3.15 保険発 39)523

○血液の移送に要した費用について（昭30. 2.10 保険発 28)523

第� 移送費525

○移送費を明文化525

� 制度の概要525

� 移送費の支給要件525

【関係通知】526

○移送費の支給要件（平 6. 9. 9 保険発119・庁保険発�)526

� 移送費の支給額526

【関係通知】526

○移送費の支給額（平 6. 9. 9 保険発119・庁保険発�)526

【関係法令】527

○健康保険法527

○健康保険法施行規則527

【これまでの移送に係る通知】528

○移送費について（昭28. 7.20 保文発 4,845)528

○同種死体腎移植術について（令 2. 3. 5 保医発0305 1)529

○造血幹細胞移植について（令 2. 3. 5 保医発0305 1)529

○臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて（平29.12.22 保保発1222 �・保国発1222 �・保高

発1222 �)530

○臓器移植に係る療養費及び移送費の取扱いに係るＱ＆Ａの送付について（平29.12.22 保険課・国

民健康保険課・高齢者医療課事務連絡)531



第� 療養費について

� 療養費の意義

現在の社会保険医療においては，厳正な現物給付方式を建前としている。すなわち，健康保険法に

よる場合は，保険医療機関または保険薬局等同法第63条第�項各号に定める医療機関等において一連

の医療サービスの給付で行うこととしている。

従って，現金給付である療養費はあくまで療養の給付で果たすことのできない役割を補完するもの

である。

� 療養費の支給要件

療養費の趣旨は，上述のとおり現物給付方式の補完的・特例的なものであるから，法はその支給要

件について，(�)療養の給付，入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給または保険外併用療養費

の支給をなすことが困難であると認めたとき，(�)保険医療機関及び保険薬局以外の医療機関，薬局

およびその他の者について診療や薬剤の支給および手当をうけたことを保険者がやむを得ないと認め

たときの二つとなっている。

つまり，(ア)無医村等で保険医療機関がないかまたは利用できない場合，すなわち，無医村あるい

は医師がいても相当の距離があって応急措置として売薬を服用した場合とか，その地区に保険医がい

ない場合あるいは保険医がいても，その者が傷病のために診療に従事することができない場合で，や

むを得ず保険医以外の医師の診療をうけた場合，(イ)治療用装具（詳細は後記第�），(ウ)柔道整復

師による施術（詳細は後記第�），(エ)あん摩・マッサージ・指圧師，はり師，きゅう師による施術（詳

細は後記第�，第�），(オ)生血（詳細は後記第�），(カ)移送費（詳細は後記第�），(キ)その他が

ある。

さらに，事業主が資格取得届を懈怠していたため被保険者証の交付をうけていなかった場合，その

他保険医療機関に受診して治療をうけるに際し被保険者証を提出しえなかったと認められる場合と

か，病状が緊迫した状態で保険診療を担当する医療機関をさがす余裕がなかったとか，重傷でとりあ

えずかつぎこまれた医療機関が保険診療を担当する機関でなかったとかの場合も該当する。

いずれの場合についても療養費の支給の可否を決定するのは保険者であり，療養に要した費用を事

後において現金をもって被保険者に支払うのが原則となっている。

� 療養費の額

療養費の額は，診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）で定められた診療報酬点数

表に基づき算定することとなっている。

療養費について
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すなわち，前記診療報酬点数表に基づき算定した額から，一部負担金の割合を乗じて得た額を差し

引いた額を標準とする。

現実に被保険者等が医療機関等に支払った額が，標準とする額より低いときは，被保険者等が実際

に支払った額にとどめ，標準とする額を上回った場合においても標準とする額に相当する額を支給す

ることとしている。

なお，これ以外に，柔道整復師，はり師，きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術料金は，

一定の基準により取り扱われており，保険者側との協定による又は契約により定められたところによ

り算定することができるようになっている。（なお，前述のとおり療養費支給の可否は保険者が決め

るのであり，療養費の額の決定についても具体的には保険者の定めるところによる。）

� 療養費支給手続

療養費の支給をうける手続は，健康保険法施行規則第66条（移送費は第82条）に規定する所要の記

載事項について記載した療養費支給申請書に，療養に要した費用に関する（領収書）を添付して保険

者に申請することになっている。

【関係法令・通知】

◎健康保険法（抜すい）

（療養費）

第87条 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。

� 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�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。

� 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�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�項の費用の額の算定，

入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第85条の�第�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�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。

（第�款 移送費の支給）

第97条 被保険者が療養の給付（保険外併用療養費に係る療養を含む。）を受けるため，病院又は診

療所に移送されたときは，移送費として，厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給

する。

� 前項の移送費は，厚生労働省令で定めるところにより，保険者が必要であると認める場合に限り，

支給するものとする。

（家族療養費）

第110条

� 第63条，第64条，第70条第�項，第72条第�項，第73条，第76条第�項から第�項まで，第78条，

第84条第�項，第85条第	項，第87条及び第98条の規定は，家族療養費の支給及び被扶養者の療養

について準用する。

○健康保険法施行規則（抜すい）

（療養費の支給の申請）

第66条 法第87条第�項の規定により療養費の支給を受けようとするときは，被保険者は，次に掲げ

る事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 診療，薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

三 傷病名及びその原因，発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

四 診療，薬剤の支給又は手当を受けた病院，診療所，薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名

及び住所

五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

六 診療，薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療，薬剤の支給又は手当が食事療養，

生活療養，評価療養，患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは，その旨

七 療養に要した費用の額

八 療養の給付又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を受け

ることができなかった理由

九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは，その事実並びに第三者の氏名及び住所

又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは，その旨）

� 前項の申請書には，同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

� 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは，その書類に日本語の翻訳文を添付しなけれ

ばならない。

� 海外において受けた診療，薬剤の支給又は手当（第二号において「海外療養」という。）につい

て療養費の支給を受けようとするときは，第�項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければなら

─ 12 ─
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補装具の価格基準例
（適用－令和 3 年4月1日）

◯価格について

装　　具

　身体部位の採型区分「イ」（51～53頁の図）にしたがって，次に掲げる価格の組み合わせとなる。
　⑴ 「ウ」基本価格（54頁）
　⑵ 「エ」材料・部品̶̶製作要素価格（55～65頁）
　⑶ 「オ」完成用部品（66～79頁）
　なお，84頁～99頁において組み合わせ価格基準例を掲げたので参照されたい。

区分

下　
　
　
　

肢　
　
　
　

装　
　
　
　

具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

股装具

先天股脱装具

アの基本工作法
により，エ及び
オによりそれぞ
れ必要な材料・
部品を選択し，
組み合わせて製
作すること。

イの採型区分に
よるウの基本価
格にエ及びオの
それぞれ使用す
る材料・部品の
価格を合算した
額とすること。

障害児に限る。

　骨盤から大腿下部に及ぶもの
Ａ　金属枠
　　骨盤部が金属枠で作られて
いるもの。Ｓ型支柱のものも
含まれること。
Ｂ　硬性
　　骨盤及び大腿部が陽性モデ
ルによってモールドされたも
の。補強用の支柱付きのもの
を基本とすること。
　1　不燃性セルロイド
　2　皮革
　3　プラスチック
Ｃ　軟性
　　布を主材料としたもの
　先天股脱に用いられる装具
で，両側下肢に及ぶものを基本
とすること。
Ａ　リーメンビューゲル型
　（パブリック帯）
　　布又は皮革の帯によって股
関節を屈曲位に保つもの
Ｂ　フォンローゼン型
　　三本の金属板の組合せで，
股関節を開排位に保つもの
Ｃ　バチェラー型
　　両大腿及び下腿コルセット
を金属支柱でつなぎ，股関節
を外転，内旋，屈曲位に保つ
もの
Ｄ　ローレンツ型
　　股関節を開排位に固定保持
するもの
Ｅ　ランゲ型
　　股関節を外転位，軽度屈曲

使用材料・部
品及び工作法
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区分

下　
　
　
　

肢　
　
　
　

装　
　
　
　

具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

内反足装具

長下肢装具

膝装具

障害児に限る。
外反足装具もこ
れに準ずるこ
と。

　位，強い内旋位に固定保持す
　るもの
Ａ　短下肢装具型
　　下腿の上部から足底に及ぶ
もの。
　　詳細は，短下肢装具に準ず
ること。
Ｂ　靴型装具型
　　詳細は，靴型装具に準ずる
こと。
Ｃ　デニスブラウン副子
　　両側の足部を横棒によって
結ぶもの
　1　足底板型
　　　アルミニウムにフェルト
の内張りをしたものを基本
とすること。

　2　足部おおい型
　3　靴型装具型
　大腿上部より足底に及ぶもの
Ａ　両側支柱
　　下肢の長軸に沿って内外の
両側に金属の支柱をもち，  
大腿部と下腿部においてそれ
ぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の
金属の半月をもつもの
　1　高力アルミニウム合金
　2　鋼
Ｂ　片側支柱
　　下肢の長軸に沿って内外の
どちらか一方に金属の支柱を
もつもの
　1　高力アルミニウム合金
　2　鋼
Ｃ　硬性
　　陽性モデルを用いてモール
ドされたもの。内外の両側に
金属の支柱と両支柱を結ぶ金
属の半月で補強されているも
のを基本とすること。
　1　不燃性セルロイド
　2　皮革
　3　プラスチック
Ｄ　Ｘ脚又はＯ脚（障害児に限
る。）
　大腿から下腿に及ぶもの
Ａ　両側支柱
　　内外側に金属支柱をもち,

使用材料・部
品及び工作法 区分

下　
　
　
　

肢　
　
　
　

装　
　
　
　

具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

短下肢装具 顆上部型プラス
チック短下肢装
具（ＮＹＵ型）
及びＳ型プラス
チック短下肢装
具は，硬性短下
肢装具（支柱付
き）に含まれる
こと。

　両支柱を結ぶ金属の半月を大
腿部及び下腿部でそれぞれ一
つ以上もつもの
Ｂ　硬性
　　陽性モデルを用いてモール
ドされたもの。金属支柱付き
のもの及び平ばねの入ったも
のも含まれること。
　1　不燃性セルロイド
　2　皮革
　3　プラスチック
Ｃ　スウェーデン式
Ｄ　軟性
　　布を主材料としたもの
　下肢上部より足底に及ぶもの
Ａ　両側支柱
　　下腿の長軸に沿って内外の
両側に金属の支柱をもち，両
支柱を結ぶ一つ以上の金属の
半月をもつもの
　1　高力アルミニウム合金
　2　鋼
Ｂ　片側支柱
　　下肢の長軸に沿って内外の
どちらか一方に金属の支柱を
もつもの
　1　高力アルミニウム合金
　2　鋼
Ｃ　Ｓ型支柱
　　下腿の周囲をらせん状に走
る金属の支柱をもつもの
　1　高力アルミニウム合金
　2　鋼
Ｄ　鋼線支柱
　　下腿の長軸に沿って走る鋼
線の支柱と両支柱を結ぶ金属
の半月をもつもの。鋼線の支
柱は，足関節の高さ付近で円
形に曲げられて，コイルばね
の機能をもたせてあること。
Ｅ　板ばね
　　下腿の後方に長軸に沿って
走る金属又はプラスチックの
ばねをもつもの。ばねの上端
は，金属又はプラスチックの
半月につながるものとするこ
と。
Ｆ　硬性

使用材料・部
品及び工作法
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区分

下　
　
　
　

肢　
　
　
　

装　
　
　
　

具

靴　
　

型　
　

装　
　

具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

ツイスター

足底装具 踵骨棘用装具
は，補高に含ま
れること。
スピッツイ及び
トムゼンライン
（ふまず支え）
は，Ａ－2に含
まれること。
ランゲ（ふまず
支え）は，Ａ－
2に含まれるこ
と。

靴型装具の要素
・整形靴（陽
　性モデルか
　ら作成した
　特別製の木
　型を用いる
　もの）
・矯正靴（内・
　外反足の矯

　　陽性モデルを用いてモール
ドされたもの（材料は不燃性
セルロイド，プラスチック，
皮革等）
　1　支柱付き
　　　金属の支柱と半月によっ
て補強されたもの

　2　支柱なし
　　　金属支柱のないもの
Ｇ　軟性
　　ゴムひもを用いて足関節を
背屈位に保つもの
　骨盤帯と足部を布ひも，ゴム
ひも又は鋼製ケーブルによって
結び，下肢の内外旋を制御する
もの
Ａ　軟性
　　布ひも又はゴムひもを用い
たもの
Ｂ　鋼製ケーブル
　　鋼製ケーブルを用いたもの
　足部に対する装具であって，
靴型装具以外のもの
Ａ　アーチサポート（ふまず支
え）
　　足の縦アーチを支えるもの
で，中足支えを含むものを基
本とすること。
　1　陽性モデルを用いてモー
　ルドされたもの
　2　採寸によって製作された
　もの
Ｂ　メタターサルサポート（中
足支え）足の中足アーチを支
えるもの
Ｃ　補高
　1　2cm未満
　2　2cm以上
Ｄ　内側及び外側楔
　医師の処方に基づき，変形の
矯正，圧力分散による疼痛除去
等の特定の目的のために，足部
に適合させた靴。靴型を基に製
作し，アッパーの付いたもの
Ａ　長靴
　　下腿の上部に及ぶもの
Ｂ　半長靴（編上靴）
　　側革が果部より高いもの

使用材料・部
品及び工作法 区分

体　
　
　
　

幹　
　
　
　

装　
　
　
　

具

名　　称 価　　　格 備　　　考基　　 本　　 構　　 造

頸椎装具

胸椎装具

腰椎装具

仙腸装具

側弯症装具

　　正用）

高さ調整は，カ
ラーの場合には
適用しないこ
と。

ナイトブレイス
は，金属枠腰椎
装具に含まれる
こと。
ウイリアムブレ
イス，前屈ブレ
イスは，金属枠
腰椎装具・腰部
継手付に含まれ
ること。
オスグッドブレ
イス，コールド
ウェイトブレス
は，金属枠仙腸
装具に含まれる
こと。

Ｃ　チャッカ靴
　　側革が果部に及ぶもの
Ｄ　短靴
　　側革が果部より低いもの
　肩甲骨から頭蓋に及ぶものを
基本とすること。
Ａ　金属枠
Ｂ　硬性（スポンジラバーを含
む。）
　　陽性モデルを用いてモール
ドされたもの
　1　不燃性セルロイド
　2　皮革
　3　プラスチック
Ｃ　カラー
　1　あご受けのあるもの
　2　あご受けのないもの
Ｄ　斜頸矯正用枕（障害児に限
る。）
　骨盤から胸背部に及ぶもの
Ａ　金属枠
Ｂ　硬性（頸椎装具に準ずる。）
Ｃ　軟性
　骨盤から腰部に及ぶもの
Ａ　金属枠
Ｂ　硬性（頸椎装具に準ずる。）
Ｃ　軟性

　骨盤を含むもの
Ａ　金属枠
Ｂ　硬性（頸椎装具に準ずる｡）
Ｃ　軟性
　　布を主材料にし，板ばねで
補強したもの
Ｄ　骨盤帯
　　骨盤を帯状に一周するもの
　1　芯のあるもの
　2　芯のないもの
　脊柱側弯症の矯正に用いるも
の｡原則として24時間の連続装
着しうるものであること。
Ａ　ミルウォーキー型
　　骨盤から頭部に及ぶもの

使用材料・部
品及び工作法

靴
型
装
具
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区分

下　
　
　
　

肢　
　
　
　

装　
　
　
　

具

名　称 備　　　　　　　　考型　　　　式 使　用　部　品価　格
円

股継手

6,800
6,800
6,300

8,200
6,800
6,500
6,300

7,900
12,000
5,400
5,400
5,300
20,900
22,000
22,000

29,800
33,300
88,300
46,400
47,500
50,200
46,400
46,400
46,400
46,400
46,400
46,400
46,400
46,400
42,600
42,600
42,600
42,600
19,500
8,800

139,100
157,300
139,100
292,800
46,900
312,500

鉄輪止式股関節金具　大
鉄輪止式股関節金具　中
鉄輪止式股関節金具　小

ストッパー付股関節（片側支柱左右あり）
ジュラ輪止式股関節金具　大
ジュラ輪止式股関節金具　中
ジュラ輪止式股関節金具　小

ダイヤル式・ステンレス（2.5×18）
ダイヤル式・ステンレス（3×18）
モーションコントロールプレート　Ｓ
モーションコントロールプレート　Ｍ
モーションコントロールプレート　Ｌ
伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有
ダイヤルロック股関節（片側支柱左右あり）
小児用ダイヤル式股継手

ニューポートⅢヒップジョイント
ニューポート4専用バーチャルV5股関節
スワッシュ骨盤帯付外転股継手
スコティッシュライトヒップジョイント　外転角度調節式　Ｓ
スコティッシュライトヒップジョイント　外転角度調節式　Ｍ
スコティッシュライトヒップジョイント　外転角度調節式　Ｌ
スコティッシュライトヒップジョイント　M　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント　M　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント　M　外転角25゜
スコティッシュライトヒップジョイント　M　外転角35゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　L　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　L　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　L　外転角25゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　L　外転角35゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　S　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　S　外転角10゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　S　外転角25゜
スコティッシュライトヒップジョイント 　S　外転角35゜
サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
ツイスター用股足関節金具

RGOホリゾンタルケーブル　M
RGOホリゾンタルケーブル　L
RGOホリゾンタルケーブル　S
本体
コントロール　ケーブルユニット
プライムウォークR

小原　21A－021
小原　21A－022
小原　21A－023

啓愛　KI－105
小原　21A－011
小原　21A－012
小原　21A－013

トクダオルソテック　TO-755
トクダオルソテック　TO-760
フィラワー　058528
フィラワー　058529
フィラワー　058537
リハビテック　A－2－2
啓愛　K－200－H
有薗製作所　AR－03HJ04－01

オルソメリカ　4262．05
オルソメリカ　4321
キャンプスカンジナビア　SWA－J
フィラワー　050728
フィラワー　050732
フィラワー　050757
フィラワー　058545
フィラワー　058552
フィラワー　058560
フィラワー　058578
フィラワー　058586
フィラワー　058594
フィラワー　058602
フィラワー　058610
フィラワー　058642
フィラワー　058644
フィラワー　058646
フィラワー　058648
啓愛　K－130
啓愛　KI－100－2

フィラワー　028722
フィラワー　028726
フィラワー　028728
松本　MG2001－1
松本　MG2001－2
東名ブレース　PW3

Ａ　ロック式
　１　輪止め式

　２　ストッパー付
き輪止め式

　３　ダイヤルロック式

Ｂ　遊動式

C　交互歩行式

　オ　完成用部品（装具）（令和３年４月1日適用） 膝継手
42,600

100,400
58,400

63,300

66,000

75,000

8,600
6,500
6,000
5,700
5,700
5,700
5,800
5,700
5,700
5,600
5,200
5,200

20,500
69,600

72,300

76,700

87,100

19,700
14,900
12,100
12,100
67,800

74,000

22,400
22,400
22,400
25,500
25,500
25,500
21,300
20,500

プライムウォークR専用ステー

C－Brace内側用膝継手
ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
膝関節　軽合金
ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品　大
ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品　中
ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品　中間
ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品　小
ジュラ遊動（輪なし）筋金・普通品　極小
膝継手（遊動式）　20mm　軽合金/ステンレス製
膝継手（遊動式）　18mm　軽合金/ステンレス製
膝継手（遊動式）　16mm　軽合金/ステンレス製
膝継手（遊動式）　14mm　軽合金/ステンレス製
膝継手（遊動式）　14mm　軽合金/ステンレス製
膝継手（遊動式）　12mm　軽合金/ステンレス製

モジュラー膝継手　オフセット　下腿内カーブ　ステンレス
ニューロバリオ膝継手 12㎜ 1個
（内外側使用の場合は2個必要）
ニューロバリオ膝継手 14㎜ 1個
（内外側使用の場合は2個必要）
ニューロバリオ膝継手 16㎜ 1個
（内外側使用の場合は2個必要）
ニューロバリオ膝継手 20㎜ 1個
（内外側使用の場合は2個必要）
膝関節大曲　軽合金
ジュラ遊動（輪なし）筋金・大曲　大
鉄大腿補助器筋金大曲　大
鉄大腿補助器筋金大曲　中
膝継手（はと目型回転部品および着
脱式膝継手回転ピース付き）
膝継手（はと目型回転部品および着
脱式膝継手回転ピース付き）

モジュラー膝継手　リングロック　内カーブ　ステンレス
モジュラー膝継手　リングロック　下腿内カーブ　ステンレス
モジュラー膝継手　リングロック　ストレート　ステンレス
鉄輪止筋金　大
鉄輪止筋金　中
鉄輪止筋金　中間
鉄輪止筋金　小
鉄輪止筋金　極小

東名ブレース　PW3S－LR

オットーボック　17KF100=16－T
フィオル＆ゲンツ　SJ1071

フィオル＆ゲンツ　SJ1072

フィオル＆ゲンツ　SJ1173

フィオル＆ゲンツ　SJ1175

啓愛　K－107
小原　14A－001
小原　14A－002
小原　14A－003
小原　14A－004
小原　14A－005
日進医療器㈱　T－831－1
日進医療器㈱　T－831－2
日進医療器㈱　T－831－3
日進医療器㈱　T－831－4
日進医療器㈱　T－831－5
日進医療器㈱　T－831－6

オットーボック　17B26
フィオル＆ゲンツ　SK1381

フィオル＆ゲンツ　SK1382

フィオル＆ゲンツ　SK1383

フィオル＆ゲンツ　SK1385

啓愛　K－115
小原　15A－001
小原　16A－001
小原　16A－002
望月　ko_m9_1

望月　ko_m9_2

オットーボック　17B20
オットーボック　17B21
オットーボック　17B42
小原　13A－001
小原　13A－002
小原　13A－003
小原　13A－004
小原　13A－005

Ａ　遊動式
　1　普通型

　

　2　オフセット

Ｂ　ロック式
　1　輪止め式
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治療用装具の支給

─ 69 ─

39,000
39,000
96,100
101,000
96,100
101,000
14,300
14,300
14,300
14,300
14,300
13,900
19,100
22,100
17,000
17,000
14,200
14,200
13,900
13,900
12,000
12,000
11,700
6,700
6,700
6,700
6,600
6,500
6,500

32,600
34,300
35,700
32,600
73,800

81,000

90,700

121,000

130,600

145,200

169,400

34,000
36,200

SPEX（伸展補助付　4×16　右・左）
SPEX（伸展補助付　5×16　右・左）
モジュラー膝継手　ウェッジロック　下腿内側カーブ付　チタン製
モジュラー膝継手　ウェッジロック　下腿内側カーブ付　チタン製
モジュラー膝継手　ウェッジロック　左右兼用　チタン製
モジュラー膝継手　ウェッジロック　左右兼用　チタン製
3－wayジョイント
3－wayジョイント
3－wayジョイント
3－wayジョイント
3－wayジョイント
ストッパー付膝関節　軽合金
ストッパー付PL膝関節　軽合金
ストッパー付膝関節チタンリング
膝関節角度付　軽合金
ジュラ輪止筋金　特大
ジュラ輪止筋金　大1
ジュラ輪止筋金　大2
ジュラ輪止筋金　中1
ジュラ輪止筋金　中2
ジュラ輪止筋金　小1
ジュラ輪止筋金　小2
ジュラ輪止筋金　極小
膝継手リングロック式20mm 軽合金／ステンレス製
膝継手リングロック式18mm 軽合金／ステンレス製
膝継手リングロック式16mm 軽合金／ステンレス製
膝継手リングロック式14mm 軽合金／ステンレス製
膝継手リングロック式14mm 軽合金／ステンレス製
膝継手リングロック式12mm 軽合金／ステンレス製

モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
モジュラー膝継手ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
モジュラー膝継手ベールロック 上向ショートレバー 内カーブ ステンレス
モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス
ニューロロック膝継手 14mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロック膝継手 16mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロック膝継手 20mm １個
（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロックマックス膝継手 12mm 
１個 （内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロックマックス膝継手 14mm 
１個（内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロックマックス膝継手 16mm 
１個 （内外側使用の場合は２個必要）
ニューロロックマックス膝継手 20mm 
１個 （内外側使用の場合は２個必要）
新型レバー付膝関節　軽合金
スプリングレバー膝関節　軽合金

アドバンフィット　Ａ－1311
アドバンフィット　Ａ－1312
オットーボック　17B105＝16
オットーボック　17B105＝20
オットーボック　17B106＝16
オットーボック　17B106＝20
パシフィックサプライ　B－90－13
パシフィックサプライ　B－90－14
パシフィックサプライ　B－90－15
パシフィックサプライ　B－90－16
パシフィックサプライ　B－90－17
啓愛　K－111
啓愛　K－111N
啓愛　K－111－TI
啓愛　K－116
小原　12A－001
小原　12A－002
小原　12A－003
小原　12A－004
小原　12A－005
小原　12A－006
小原　12A－007
小原　12A－008
日進医療器㈱　T－830－1
日進医療器㈱　T－830－2
日進医療器㈱　T－830－3
日進医療器㈱　T－830－4
日進医療器㈱　T－830－5
日進医療器㈱　T－830－6

オットーボック　17B23
オットーボック　17B23＝16K
オットーボック　17B23＝20K
オットーボック　17B45
フィオル＆ゲンツ　SK5322

フィオル＆ゲンツ　SK5323

フィオル＆ゲンツ　SK5325

フィオル＆ゲンツ　SK8321

フィオル＆ゲンツ　SK8322

フィオル＆ゲンツ　SK8323

フィオル＆ゲンツ　SK8325

啓愛　K－103
啓愛　K－103－P

　2　ストッパー付
き輪止め式

Ｃ　スイスロック式

22,000
22,000
22,000
22,000
22,000

24,100
24,100
24,100

88,200

22,700
17,000
55,400
22,700
135,500
120,700
60,700
56,800
24,100
33,300
32,900
32,900
29,500
28,100
31,500
33,300
43,500
31,200
30,500
29,800
28,400
26,200
19,500
55,400
54,800

24,100
32,600
60,700
66,000
66,000
60,700
66,000
60,700
60,700
59,400
96,800
66,000
28,400

ハガネ大腿用歯止筋金　特大
ハガネ大腿用歯止筋金　大
ハガネ大腿用歯止筋金　中
ハガネ大腿用歯止筋金　小
ハガネ大腿用歯止筋金　極小

装具用鉄横引筋金　鼓ネジ式　大
装具用鉄横引筋金　鼓ネジ式　中
装具用鉄横引筋金　鼓ネジ式　小

スコティッシュライト

Tスコープヒンジ

クレイン
AOPダイヤルロック（4×16㎜）
ジャックPCLヒンジ
ウルトラセーフステップ
Ultraflex ONE
伸展・屈曲補助付膝継手
無段階調整膝関節
ダイヤルロック　軽合金　5×18
ダイヤルロック　軽合金　5×16
ダイヤルロック　軽合金　5×14
ダイヤルロック　軽合金　3×13
ダイヤルロック　軽合金　4×14
3段階調整式ダイヤルロック膝関節
ダイヤルロック　軽合金　継手スモールタイプ
ダイヤルロック　チタンリング　継手スモールタイプ
ダイヤルロック　大
ダイヤルロック　中
ダイヤルロック　小
ダイヤルロック　極小
ダイヤルロック　極小の小
ダイヤルロック　片側フリー
レノックスヒル金具　長下肢用
レノックスヒル金具　膝用

Bregヒンジ
FOヒンジ
CX2Kヒンジ
CX2K調整ヒンジ
FUSIONヒンジ
X2Kヒンジ
X2K調整ヒンジ
Axiomヒンジ
Quantumヒンジ
フォーティ テュードヒンジ
ディファイアンスヒンジ
M.４sTFヒンジ
SCBF－01

小原　17A－001
小原　17A－002
小原　17A－003
小原　17A－004
小原　17A－005

小原　18A－001
小原　18A－002
小原　18A－003

フィラワー　050435/050427

Breg,Inc.　BR－TSP
FLAP技研　F－K－1
UG技研　CR001
アドバンフィット　A－1201
アルブレヒト　870
ウルトラフレックス　KO－USS－KIT
ウルトラフレックス　ONE　S～L
ウルトラフレックス　U3－SS
啓愛　K－122
啓愛　K－200－1
啓愛　K－200－2
啓愛　K－200－3
啓愛　K－200－5
啓愛　K－200－6
啓愛　K－200N
啓愛　K－200S
啓愛　K－200S－TI
小原　12B－001
小原　12B－002
小原　12B－003
小原　12B－004
小原　12B－005
小原　12B－006
小原　12B－011
小原　12B－012

Breg,Inc　BR－70010
Breg,Inc　BR－99945
Breg,Inc　BR－CX2K
Breg,Inc　BR－CX2K（H）
Breg,Inc　BR－Fusion
Breg,Inc　BR－X2K
Breg,Inc　BR－X2K（H）
Breg,Inc.　BR－AXIOM
Breg,Inc.　BR－QUANTUM
DJO　4TI－12
DJO　DEF－12
medi GｍbH & Co.KG　G037
Sakima　CB01A－01

Ｄ　横引き式

Ｅ　トライラテラル

Ｆ　ダイヤルロック

Ｇ　多軸膝
　1　遊動式



○柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について

（令 3. 2.10 保発0210 �）

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る取扱は，「柔道整復師

の施術に係る療養費について」（平成22年�月24日付け保発0524第�号）別添�別紙及び別添�のそ

れぞれの第�章�の規定により「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要

件について」（平成30年�月16日付け保発0116第�号）の別紙�「柔道整復療養費の受領委任を取扱

う施術管理者の要件に係る取扱について」により取り扱っているところであるが，令和�年度の柔道

整復師の施術に係る療養費の制度の円滑な施行の観点から，一定の条件に合致する者について，受領

委任を取扱う施術管理者の要件に特例を設けることとし，別紙により行うものとしたので，その取扱

いに遺漏なきようご配慮願いたい。

なお，別紙の取扱は，令和�年�月�日より適用することとする。

別紙 「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について」

（別紙）

柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について

� 施術管理者に係る要件の特例による取扱い

「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」（平成30年�

月16日付け保発0116第�号）の別紙�「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係

る取扱について」について，令和�年度においては，柔道整復師の施術に係る療養費の制度の円滑

な施行の観点から，一定の条件に合致する者に特例の要件を設けることとし，その取扱を以下に示

すものとすること。

� 受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例となる対象者

受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例となる対象者（以下，「特例対象者」という。）は，次

の要件を全て満たした上で，令和�年�月末日までに，地方厚生（支）局長と都道府県知事あて，

受領委任を取扱う施術管理者の届出又は申出を行った者とすること。

(特例対象者の要件）

⑴ 平成29年�月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が�年である専門学校に入学し，令和

�年�月中で卒業した者であること。

⑵ 令和�年�月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者であること。

� 特例対象者に係る施術管理者の要件としての実務経験

特例対象者に係る「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成22年�月24日付け保発0524

第�号。（以下「受領委任通知」という。）別添�別紙及び別添�のそれぞれの第�章�に規定する
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36 保険者等は，申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。

第�章 再審査

（再審査の申出）

37 施術管理者は，審査委任保険者等の支給決定において，審査会の審査内容に関し不服がある場合

は，その理由を附した書面により，健康保険組合（健保協会支部長に審査を委任している場合に限

る。）を経由して審査委任保険者等の所在地の健保協会支部長（船員保険に係るものにあっては，

全国健康保険協会東京都支部長）又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。

なお，施術管理者は，再審査の申出は早期に行うよう努めること。また，同一事項について，再

度の再審査の申出は，特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。

38 健保協会支部長又は国保連合会は，審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び施術管理

者から再審査の申出があった場合は，審査会に対して，再審査を行わせること。

第�章 指導・監査

（指導・監査）

39 開設者，施術管理者及び勤務する施術者は，厚生（支）局長及び都道府県知事が必要があると認

めて施術に関して指導又は監査を行い，帳簿及び書類を検査し，説明を求め，又は報告を徴するこ

とを要請した場合は，これに応じること。

40 開設者，施術管理者又は勤務する施術者が関係法令若しくは通達又は本規程に違反した場合は，

厚生（支）局長及び都道府県知事はその是正等について指導を行うこととし，当該指導を受けた開

設者，施術管理者又は勤務する施術者は当該指導に従うこと。

41 保険者等又は審査会は，療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうかを確認するため

に施術の事実等を確認する必要がある場合には，施術管理者に対して，領収証の発行履歴や来院簿

その他通院又は往療の履歴が分かる資料（受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関する

ものに限る。）の提示及び閲覧を求めることができ，当該求めを受けた施術管理者はこれに応じる

義務を負うこと。

42 保険者等又は審査会は，療養費（受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関するものに

限る。）の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたときは，当該施術所を管轄する厚生

（支）局長又は都道府県知事に情報提供すること。その際，不正請求について客観的な証拠がある

ものが複数患者分あるもの，あるいは，患者調査等の結果，不正請求の疑いが強いものが複数患者

分（概ね10人の患者分あることが望ましい）あるものを優先して提供すること。

（廃止後の取扱い）

43 廃止（14による受領委任の取扱いの辞退を含む。）された施術所の開設者，施術管理者及び勤務

する施術者は，受領委任の取扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類については，施術

所が廃止された後でも廃止後�年間は，厚生（支）局長及び都道府県知事が必要があると認めて施

術に関してこれらを検査し，説明を求め，又は報告を徴することを要請した場合は，これに応じる

こと。

第�章 長期・頻回な施術について（個々の患者ごとの支払方法の変更）

（保険者の行う通知・確認）

44 保険者が，施術の必要性について個々の患者ごとに確認する必要があると合理的に認めた場合に

ついては，保険者は，次に掲げる項目を通知及び確認することにより当該患者の施術について償還

払いに戻すことができること。

⑴ 施行日（令和�年�月�日）以降において，初療日から	年以上施術が実施されており，かつ

直近の	年のうち�ヶ月以上月16回以上の施術が実施されている患者について，施術回数が頻回

であり，標準的な施術回数等から勘案して，施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性が

ある旨を事前に施術管理者及び患者に対して通知する（以下「長期・頻回警告通知」という。）。

なお，患者が施術所及び保険者を変更した場合は，「初療日から	年以上」とは変更前の施術所

の初療日を基準とし，変更前の保険者における月16回以上の施術月も含めることとする。

⑵ ⑴に該当する患者について，長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に，更に月16回以上

の施術が行われた場合には，「はり師，きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る

療養費の支給の留意事項等について」（平成16年10月�日付け保医発第1001002号厚生労働省保険

局医療課長通知）の別添�（別紙�）の「�年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書（は

り・きゅう用）」又は同別添	（別紙�）の「�年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書（マッ

サージ用）」を確認し，併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必要とした詳細な理由

及び今後の施術計画書」（別添�（様式第11号）又は同（様式第11の	号））を確認する。

⑶ 上記の項目を確認した結果，施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は，施術管理

者及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知する（以下「償還払い変更通知」という。）。

（施術管理者の対応）

45 施術管理者は，44により保険者から通知を受けた場合に，当該患者の施術に係る療養費の請求に

ついて，次に掲げる対応を行うこと。

⑴ 長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に，更に月16回以上の施術を行う場合には療養費

支給申請書の提出の際に「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」（別添�（様

式第11号）又は同（様式第11の	号））を添付すること。

⑵ 償還払い変更通知が到着した月の翌月以降の施術分については，受領委任払いの取扱いを中止

すること。

（受領委任払いの取扱いの再開）

46 保険者は，必要に応じて同意を受けた主治の医師や施術管理者等に確認のうえ，療養上必要な範
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囲及び限度を超えた過度な施術でないことが判断できた場合には，償還払いから受領委任払いへの

取扱いに戻すことが可能であること。また，その場合には，保険者は，事前に当該患者に対して通

知する（以下「受領委任払い再開通知」という。）こと。

保険者から受領委任払い再開通知を受けた患者が，当該通知を施術管理者に示すことにより，施

術管理者は次回請求分（通知年月日の翌月の施術に係る請求分）から受領委任払いの取扱いを再開

できること。

第10章 その他

（情報提供等）

47 厚生（支）局長又は都道府県知事は，11の受領委任の取扱いに係る承諾を行った施術管理者に関

し，所要の事項を記載した名簿を備え，当該情報を保険者等に連絡するとともに，地方厚生（支）

局のウェブページにおいて掲示すること。また，15により受領委任の取扱いを中止した場合（中止

相当の場合を含む。）は，速やかに保険者等及び他の厚生（支）局長又は都道府県知事にその旨を

連絡すること。

この場合において，健康保険組合に連絡する際は，都道府県健康保険組合連合会会長を経由して

行うこと。

（契約期間）

48 本規程に基づく受領委任の契約の有効期間は，厚生（支）局長及び都道府県知事が施術管理者に

受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から�年間とする。ただし，期間満了�月前までに特段の

意思表示がない場合は，期間満了の日の翌日において，更に�年間順次更新したものとすること。

本規定にかかわらず，各保険者等は，委任を終了する日付の�ヶ月前までに	により通知するこ

とにより，本規程に基づく施術者との受領委任の契約を終了することができること。

厚生労働省は，当該委任を終了する日付の�ヶ月前までに，厚生労働省のウェブページにおいて，

委任を終了し受領委任の契約を終了する保険者等及びその終了する日付を掲示するものとするこ

と。

（受領委任導入前の取扱いに基づく一部償還払いによる請求）

49 保険者等が本規程に基づく受領委任の契約に係る委任をすることができる平成31年�月�日より

前に施術者又は施術所と直接療養費の取扱いに関する契約等を締結し，当該契約等を中止している

場合，当該中止した保険者等は，当該施術者又は施術所に係る施術については，本規程に関わらず，

当該中止の取扱いの範囲内で第�章による施術管理者からの請求を拒否し，被保険者等からの償還

払いによる請求を求めることができ，当該要請を受けた施術管理者はこれに応じること。

（検討）

50 本規程については，施行後，以下の項目について検討し，その結果を踏まえ見直しが行われるも

のであること。

施術管理者の登録を更新制とし，更新の際に研修受講を課す仕組みについて，現に施術を行って

いる施術所の施術者に対する影響や，新たに施術管理者となる者への研修の実施状況，さらに，施

術者団体による自己研鑽のための研修の実施状況を踏まえながら，早期の導入に向けて，平成33年

度中に結論を得るよう，検討する。
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○はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理

者の要件に係る令和�年度から令和�年度までの特例について

（令 3. 2.10 保発0210 1）

はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師（以下「施術者」という。）の施術に係る療養費に

関する受領委任については，「はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に

関する受領委任の取扱いについて」（平成30年�月12日保発0612第�号。以下「取扱通知」という。）

により取り扱われているところである。

今般，取扱通知の別添�（以下「受領委任の取扱規程」という。）の�の規定による施術管理者（以

下「施術管理者」という。）について，11の規定による施術管理者として受領委任の取扱いを承諾す

る要件の追加等を「はり師，きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を

取り扱う施術管理者の要件について」（令和�年�月�日付保発0304第�号。以下「要件通知」という。）

により示したところであるが，要件通知における取扱いについて，令和�年度から令和�年度までの

間，下記のとおり特例を設けるので，その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。

記

� 対象者

特例となる対象者（以下「特例対象者」という。）は，次の事項のとおりとする。

⑴ 令和�年�月の国家試験で施術者の資格を取得した後，令和�年	月末日までに，施術管理者

として受領委任の申出を行う施術者（以下「令和�年度特例対象者」という。）

⑵ 令和�年�月の国家試験で施術者の資格を取得した後，令和�年	月末日までに，施術管理者

として受領委任の申出を行う施術者（以下「令和�年度特例対象者」という。）

⑶ 令和	年�月の国家試験で施術者の資格を取得した後，令和	年	月末日までに，施術管理者

として受領委任の申出を行う施術者（以下「令和	年度特例対象者」という。）

⑷ 次の各号の要件を全て満たしたうえで，令和�年	月末日までに，施術管理者として受領委任

の申出を行う施術者（以下「令和�年度特例対象者」という。）

① 令和�年�月中に学校教育法に基づく大学に入学し，令和�年�月中に卒業した者であるこ

と。若しくは，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附則第18条の�第

�項の規定により，平成31年�月中にあん摩マッサージ指圧師，はり師及びきゅう師の養成施

設（以下「養成施設」という。）に入学し，令和�年�月中に卒業した者であること。

② 令和�年�月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。

⑸ 次の各号の要件を全て満たしたうえで，令和�年	月末日までに，施術管理者として受領委任

の申出を行う施術者（以下「令和�年度特例対象者」という。）

① 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附則第18条の�第�項の規定に

より，令和�年�月中に養成施設に入学し，令和�年�月中に卒業した者であること。

② 令和�年�月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。

� 特例対象者に係る施術管理者の要件としての実務経験

特例対象者に係る要件として施術者の実務を研修した経験は，特例対象者が自身で管理する施術

所以外の施術所（以下「研修実施施術所」という。）において，施術者の実務を研修（以下「実務

研修」という。）した経験とする。

� 特例対象者に係る施術管理者の要件としての実務研修の期間

特例対象者に係る実務研修期間は，次の事項のとおりとする。

⑴ 施術者の資格取得後とすること。

⑵ 受領委任の申出を行った日から受領委任の申出に添付した確約書に記載のある提出期限まで

に，次の各号の要件を全て満たす研修実施施術所において�の実務研修を行った期間とすること。

① 保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお，受領委任の取扱いを承諾されていない施

術所を含むこと。

② 特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して�年以上

実務に従事していること。また，保健所へ施術者として届出されていること。

③ 現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。

⑶ はり，きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計�日相当（49時間程度）とすること。

⑷ ⑶の期間は，�による別紙�「実務研修期間証明書」の「実務研修期間」欄を通算した期間と

すること。

� 実務研修期間の証明方法

実務研修期間の証明方法は，次の事項のとおりとする。

⑴ 実務研修期間の証明は，別紙�「実務研修期間証明書」により取り扱うものとすること。

⑵ 実務研修期間証明書は，特例対象者が実務研修をした研修実施施術所の管理者（開設者又は施

術管理者）による証明とすること。

	 受領委任の申出

受領委任の申出は，次の事項のとおりとする。

⑴ 令和�年度特例対象者は，受領委任の申出を行った日から令和�年�月末日までに別紙�「実

務研修期間証明書」の写し及び要件通知の別紙�「施術管理者研修修了証」の写しを提出する旨

を確約した別紙�―�「確約書（令和�年度特例対象者）」を添付することにより，受領委任の

申出を行うことができる。

⑵ 令和�年度特例対象者は，受領委任の申出を行った日から令和	年�月末日までに別紙�「実

務研修期間証明書」の写し及び要件通知の別紙�「施術管理者研修修了証」の写しを提出する旨

を確約した別紙�―�「確約書（令和�年度特例対象者）」を添付することにより，受領委任の

申出を行うことができる。
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