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「施術録等の記入についての集団指導」

医療事務代行業務担当理事 水野清志



１．最近の保険者についての動向と今後について

最近の保険者はレセプトについて数年分の縦覧をしています。パ
ターン化（３ヶ月毎に転帰し新規となっていたり定期的な負傷があ
る等）していたり整形外科との併診についても同様にチェックして
います。保険者によっては必要に返戻を繰り返し再請求を諦めさ
せるようなところもあります。

負傷原因について言いがかりともとれる内容で返戻を繰り返してく
る保険者もあります。
例えば、寝違えについて頸部捻挫で請求したところ、

「捻挫とは関節が正常可動域から逸脱した状態である。頸部捻挫
であればそれについて医学的に証明せよ。」
という理由で返戻し支払いを拒否する保険者もあります。

点検業者もより詳細な内容を求めてきていますし頻繁になってき
ています。



最近では患者さんに照会せず接骨院に直接照会してくる点検
業者があります。

このことについては患者さんへの負担が減ることからメリットも
あるのですが、照会内容が非常に細かすぎて、おおよそ３枚に
わたる書類で毎回の施術において施術録への細かな記載をし
ていないと書けないような内容のものです。１，２件であればな
んとかなりますが、数が多くなればとても対処しきれず日々の
業務に差し支えが出てくることも予想されます。

今後はより一層厳しい対策をしてくることが考えられます。今ま
ではこれで大丈夫だったからでは済まない状況になっています。

これからは請求の正当性を自ら証明していかなくてはならない
時代になります。



２．基本的な施術録の記入例について



①「負傷年月日、時間」の項
目の「時間」の部分
②「施術終了年月日」
③「転帰」

記載忘れが良くある個所

「負傷原因」の記載については
「いつ」「どこで」「何をして」[ど

こが」「どのように」なったかを
詳細に記載して下さい。

「初検時相談支援」の記載を忘
れずに。

骨折、脱臼の場合は同意医
師の記載をここか備考欄に記
載して下さい。



施術情報提供料の算定につ
いては、紹介状の年月日が

初検日と同一日である場合に
限り算定できます。

余白には斜線を引いて下さい。

「現症・経過・施術等」の記載
については出来れば毎日記載
し詳細な症状等の記載をお願
いします。特に初検時にはより
詳細な記載をお願いします。

「備考欄」には診療証明書や
傷病手当証明の発行日時、
金額を記載して下さい。

また、物販等があった場合も
日付と金額を記載して下さい。



「備考欄」について

診療証明書や傷病手当金証明等の書類の発行があった
場合は日時と金額を記載して下さい。
物販等があった場合も日時と金額を記載して下さい。

余白等が足りない場合は新しい施術録②に記載するか注
釈を付けて他の場所に記載して下さい。



補足

「現象・経過・施術等」の記載欄に書ききれない場合は施術録
②へ右上等にナンバ－リングをして記載して下さい。

物販等があった場合はその金額と日時を必ず記載して下さい。



負傷原因の記入について

最近の保険者は負傷原因について非常に神経質に詳細な
記載を求めてきています。

「いつ」「どこで」「何をして」「どこが」「どうなった」をより詳細
に具体的に照会してきます。

以前のように「朝寝違った」では返戻されるケースが増えてき
そうです。返戻されたらその時変えればいいではダメです。
返戻が多い接骨院は不正請求が多いと疑われているので、
より調査対象になっていく可能性が高いです。一度マークさ
れるとなかなか対象から外されず調査照会が増えていきま
す。

このようにならない為にも今後は負傷原因の記載に力を注
いで下さい。



負傷原因の記入について

負傷名とは別に損傷した具体的な筋や靭帯、軟部組織名をあ
げて記載するとなお良いでしょう。

患者さんは、はっきりとどの様に負傷したか覚えている人もいま
すがかなりの方は記憶が曖昧です。

このような場合は初検時の問診・検査においてどの動きで疼痛
が誘発されるか、どこが負傷しているのかを細かく調べて、その
結果から予想される負傷の状態を患者さんに説明して納得して
頂いておけば、その推測される負傷原因を記載できます。

如何にその請求が正当なものであるかを証明するかは施術録
の記載しか有りません。その根拠に問診・検査等に加えて患者
さんの同意を得ているかが大事です。



負傷原因の記入について

以前、配布させて頂いた「予診表」を是非ご利用下さい。

基本的に患者さん自身に記入して頂くことでより信頼性のある
書類になります。

ただし、わからないところや曖昧なことに関しては記載して頂か
ず、診察時に一緒に記載していくと良いでしょう。
また、負傷毎に新しく記載して頂きましょう。

返戻があった場合、この「予診表」の添付が非常に役に立ちま
す。



 

(       )(       )(       )(       ) ※負傷名 

氏名 

フリガナ 生年月日 

明・大 

昭・平 年   月   日 

電話番号 

（     ） 

受
診
者 

男 

女 

予診表  

 

来院日   年   月   日 ※枠内は全て患者様でご記入下さい。 № 

〒     － 
住
所 

1.療養費支給申請書に郵便番号・電話番号をのせてもよろしいですか？  ◦はい  ◦いいえ 

○下記 1～10 の負傷原因等について○印、または記入をして下さい。 

◦今日 ◦昨日 ◦2 日前 ◦１週間前 ◦その他（平成   年   月   日）  

※どのような時ですか？ ◦日常生活の中で ◦交通事故 ◦通勤中･仕事中(労災の申請が必要です) 

2.いつ 

3.どこで ◦自宅 ◦路上 ◦駅 ◦施設店内 ◦学校 ◦職場 ◦その他（            ） 

上記のどんな場所ですか？（           ） 例…部屋、風呂、階段、玄関、庭、畑等 

◦転倒した時     ◦つまずいた時   ◦物(   )を持った時   ◦起き上がった時  

◦運動をしていた時  ◦立ち上がる時   ◦歩いていた(走っていた)時 ◦体勢を変えた時 

◦同じ姿勢を続けていた時 ◦繰り返し同じ動作をした時 ◦その他(               ) 

5.どこを ◦頭 ◦顎(右・左) ◦顔 ◦首 ◦肩(右・左) ◦腰部 ◦臀部(おしり) 

◦胸(右・左) ◦背中(右・左) ◦上腕(右・左)  ◦前腕(右・左)  

◦肘(右・左) ◦手首(右・左) ◦手の甲(右・左)◦指(右・左)(1.2.3.4.5) 

◦股関節(右・左) ◦大腿部(右・左) ◦膝(右・左) ◦下腿部(右・左) 

◦足首(右・左) ◦足の甲(右・左) ◦足の裏(右・左) ◦足の甲(右・左) 

◦足の指(右・左) (1.2.3.4.5) 

6.どうした ◦捻った ◦つった ◦違えた ◦ぶつけた ◦打った ◦伸ばした 

◦徐々に痛くなった  ◦その他(                  ) 

4.何を 

したとき 

痛いところに○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

(右)   (左) 

(右)          (左) 

(右)          (左) 

(左)   (右) 

7.今の症状 ◦強い痛み ◦鈍痛 ◦動かすと痛い ◦安静時でも痛い ◦違和感がある 

◦腫れ ◦しびれる ◦力が入らない ◦つっぱる ◦こわばる  

◦その他の症状(                            ) 

８.今回の症状で他の医療機関で治療を受けましたか？または現在も受けていますか？ 

◦いいえ  ◦はい → ◦病院 ◦接(整)骨院   ◦受けたのはいつですか？（    年    月    日） 

９.その他の傷病等について該当するものにチェックして下さい。 

◦糖尿病 ◦高血圧◦喘息 ◦アレルギー(          ) ◦ペースメーカー◦妊娠中◦その他の疾患(          ) 

＊接(整)骨院での保険取扱いは受領委任請求です。これは患者様の代わりに柔道整復師が保険者に代理請求をする制度です。そのため、患者様には毎月ごと

に支給申請書にご署名をいただいております。また患者様の都合などにより途中で通院できなくなる場合もありますので、初検時または月初めにご署名

をお願いしております。毎月の請求内容をご覧になりたい方はお申し出下さい。請求内容が確定する翌月の 10 日以降に閲覧できます。 

＊慢性的な肩こりや疲れによるものは外傷性疾患ではないため健康保険は使えません。保険外(自費)診療となります。 

＊同じ症状で他の医療機関を受診または通院中の場合は健康保険の適用ができない場合があります。ご相談下さい。 

＊仕事中や通勤中の怪我は労災保険の扱いになりますので健康保険は使えません。労災の申請が必要となります。 

 

10.当院を何でお知りになりましたか？ ◦ご紹介(         様)◦ホームページ ◦その他(        ) 



症状についての記入について

疼痛スケールについて

疼痛は本人にしか分からず評価が難しいものです。

そこで今回はＶＡＳ（ビジュアル アナログ スケール）を用い
た評価法を紹介致します。

もっとも広く用いられている評価法で基本的には１１段階評
価で０の「痛みなし」から１０の「最悪の痛み」までで患者さん
に現在の疼痛がどの程度か示して頂きます。本来は施術前
と施術後に示して頂き、治療効果の判定を行うのが基本で
すが、前回の来院日と今回の来院日で疼痛の評価をして頂
くことでも判定は可能です。

他にも色々な評価法がありますがスケールを使うことで客観
性が得られます。



ＶＡＳ評価

０ 痛みなし
１
２ ほんの少しの痛み
３
４ 少しの痛み
５
６ 中程度の痛み
７
８ 強度の痛み
９
１０ 最悪の痛み



自覚症状

自覚症状については部位によって様々な症状があり
ますが、基本的には
①自発痛
②動作時痛
③痺れ
④その他

評価法としては４段階で「なし」「小」「中」「大」で良いと
思います。



他覚症状
他覚症状は非常に重要です。
客観的な評価が出来ますし、良く説明することで患者さんにも
それを感じ理解して頂けます。
基本的には
①腫脹
②発赤
③熱感
④圧痛
⑤ＲＯＭ
⑥運動機能障害
⑦神経反射
⑧整形外科的テスト法
⑨エコー検査
⑩その他



予想される負傷部位

前記の問診・検査等によって負傷部位の具体的な名称や損傷
状態が把握できたら必ず患者さんにもしっかり理解し自覚して
頂きましょう。

施術録には具体的な筋や関節、軟部組織をあげて記載しま
しょう。

返戻があった場合にこの記載のある施術録の提出が説得力
を持ちます。



日常動作における障害

疼痛による歩行困難や姿勢保持困難、ＲＯＭの低下による

日常動作の障害等を記載することで施術の正当性が説得力
を持ちます。
また、後述の治療計画の作成にも役立ちます。



前回施術からの改善状況

最近の保険者は施術の効果と回数、期間について敏感になって
います。
いわゆる濃厚診療です。

これを疑われない為にも前回施術から少しでも改善があることが
記載されていれば納得いくでしょう。逆に日常生活の中で再受傷
や、仕事や家事などの負担による症状の停滞や悪化がある場
合は必ずその旨を記載し、患者さんへ負担の内容を軽減するた
めの指導をしてそれを記載して下さい。

このことで、長期になったり施術回数が増えたりしたことへの理
由になります。
指導したことの記載が重要です。



治療計画について

最近の返戻で目につくものは負傷部位についての今後の
治療計画の記載を求めてくることです。

そのため、余裕があれば負傷部位の治療計画も記載しま
しょう。

細かいものでなくとも「現症・経過・施術等」の欄に何週間後
に固定除去の予定とかアイシングから温熱療法に変更する
予定日とか運動療法の予定とかを簡単に記載しておくだけ
で漫然と施術をしているわけではなく計画性を持って施術を
している印象を受けます。

当然、そのように事が運ぶとは限りませんが逆にそうならな
かった理由を記載することで説得力が出ます。



補足

あくまでも疼痛スケールなどは一例で先生が個人で用いられ
ているもので構わないと思います。

ただし、留意点は他の方が施術録を見た場合でもある程度
理解できるような記載方法をお願いします。

自分やスタッフにしか解らないような記載方法では返戻後の
再提出の際に添付しても保険者に理解されません。

今一度、施術録の記載について他の人が見ることを前提とし
て見直してみて下さい。



補足

施術録を詳細に記載することで返戻や照会があった時に
大きな説得力と信頼が生まれます。

計画通りに行かなくても施術録によって正当性が出てきま
す。

自身の請求が正当なものであるという根拠は施術録と予
診表にしか有りません。
大変ですが詳細な記載に真剣に取り組みましょう。



長期（頻回）理由について

長期（頻回）理由で特に治癒となった場合に時々見受けら
れるのですが、長期の理由になっていない記載があります。

あくまでも負傷部位の症状が様々な理由で残存していて、
加療の必要性があり長期になったということが記載されて
いなければなりません。

治癒になった場合でも長期となっていた理由が改善したこ
とで治癒となったとして下さい。



往診について

往診についてですが、最近の保険者は非常に厳しくなって
きています。１ヶ月以上も往診が続く場合は医師の受診を
強く求めてきます。

また、往診が許される場合は負傷等による歩行困難等によ
り真に安静が必要とするやむを得ない場合にのみ算定でき
ます。
基本的には下肢や腰部等の負傷で歩行困難の時のみです。
内科的な疾患や家庭の事情等の理由では認められません。

また、常識的に考えても数カ月にわたり歩行困難である状
態は柔整師の業務範囲を超えた疾患であると思われても
当然です。
節度ある判断をお願い致します。



質疑応答


