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A：施設環境に関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

広告 A-1 看板、外観おける広告規制 

●認定院 

・看板、外観に関して柔道整復師法における広告の制限（広告の

制限）を理解していること。 

  ※看板は黒板などの早急に是正可能なものが望ましい 

・看板、外観に関して柔道整復師法における広告の制限（広告の

制限）が遵守する仕組みを有すること 

 ①広告規制の遵守に関する委員会等を開催していること 

 ②同委員会等において問題点を改善するための議論が行われ、

改善が図られていること 

 ③同委員会等に関して①、②の点が記載された議事録を作成し

ていること 

 ④広告規制について保健所に問い合わせた場合の保健所の対

応・回答について記録・保管されていること 

●指導院 

・看板、外観に関して柔道整復師法における広告の制限（広告の

制限）が遵守されていること。 

・過去 3 年間に保健所から広告について是正を求められたことが

ないこと。 

・年 1 回以上、専門家による指導・講演を実施していること 

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文

書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除く

ほか、広告をしてはならない。 

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 

二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

三 施術日又は施術時間 

四 その他厚生大臣が指定する事項(※) 

※【広告し得る事項】 

一 ほねつぎ（又は接骨） 

二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨（平成 28 年

６月 29 日追加） 

三 医療保険療養費支給申請ができる旨 

  （脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の

同意が必要な旨を明示する場合に限る。） 

四 予約に基づく施術の実施 

五 休日又は夜間における施術の実施 

六 出張による施術の実施 

七 駐車設備に関する事項 
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広告 A-2 ホームページやインターネットにおける広告規制 

●認定院 

・ホームページやインターネットに関する広告の制限を理解して

いること。 

・ホームページやインターネットに関する広告に関して基準・マ

ニュアルを定めていること。 

・ホームページやインターネットに関する広告の制限が遵守する

仕組みを有すること 

 ①広告規制の遵守に関する委員会等を開催していること 

 ②同委員会等において問題点を改善するための議論が行われ、

改善が図られていること 

 ③同委員会等に関して①、②の点が記載された議事録を作成し

ていること 

 ④インターネットの広告規制について保健所に問い合わせた場

合の保健所の対応・回答について記録・保管されていること 

 

●指導院 

・医療法の広告規制についても理解していること。 

・同規制を遵守する仕組みとして上記に準じる仕組みを有するこ

と。 

・年 1 回以上、専門家による指導・講習を実施していること 

【マニュアル作成におけるガイドライン】 

“実質的”に誘因性及び特定性の要件を満たす場合｢広告｣に該当

する。 

以下の内容について看板、ホームページにて広告行為を行って

いない。 

・｢日本一、№１、最高｣などの比較優良広告 

・｢満足度○○％、リピート率○○％｣など根拠や調査方法の提

示がない虚偽広告 

・有名人や著名人との関係を強調する比較優良広告 

・合理的・客観的根拠の乏しい情報にもかかわらず、特定の症状

に関するリスクを強調する誇大広告 

・加工した写真での術前術後、撮影条件や被写体の状況を変え

た撮影での術前術後写真。また具体的な施術内容や時間、回数、

主なリスクや費用面など詳細な説明のない術前術後写真による

誇大広告 

※広告に当たらないもの 

・学術論文、学術発表 

・新聞、雑誌等の記事 

（医療機関が費用を負担して記事を依頼する“記事風広告”は広

告規制の対象となる） 

・患者が自ら掲載する体験談 

（医療機関からの依頼に基づくものや金銭等の謝礼を受けてい

るものは広告規制の対象となる） 

・院内掲示、パンフレット 
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・医療機関の職員募集に関する広告 

設備 A-3 スタッフの名札・資格 

●認定院 

・スタッフの氏名、資格の有無が分かるような名札や名札表を装

着していること。 

●指導員 

・院内の分かりやすい場所に免許証の掲示をおこなっていること 

  ※要検討 

 

 
A-4 スタッフの制服等 

●認定院 

・スタッフ（柔道整復師、受付等）ごとに所定の制服が定められ

ていること 

・履物についても統一・管理がされていること 

・制服については定期的に洗濯を行うなどして清潔に保たれてい

る。 

・履物についてはカーテンで仕切る等して患者の履物とは別に管

理がされ、清潔に保たれていること。 

 

 
A-5 院内環境 

●認定院 

・院内については清掃表等に基づき定期的に掃除が行われ、清潔

に保たれていること。 

・院内の消耗品・在庫等が患者の目につく場所に設置されていな
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いこと。 

・院内が快適な温度に保たれていること。 

  ※エアコンで空調管理されていればよい 
 

A-6 段差対策 

●認定院 

・目に付く床の凹凸については解消または注意喚起がされている

こと。 

・転倒のおそれがある段差については解消、手すりの設置が行わ

れていること 

・転倒防止について注意喚起の措置を講じていること 

・特に要注意患者については介助を実施していること 

・転倒防止について上記の事項を含むマニュアルが作成・保管・

周知されていること 

・上記に関して院内勉強会が実施されており、その開催について

書面で記録がなされていること 

・転倒事故が生じた場合については、ヒヤリハットとして報告が

なされ、書面として記録されていること 

・委員会を組織し、上記事故について議論・改善措置が図られて

いること 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 
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A-7 ベッドからの転落対策 

●認定院 

・ベッドからの転落予防処置が講じられていること 

・ベッドの高さが 60cm 以上の場合、クッションマットなどの転

落時のケガを減少させる処置がされていること 

・転落防止について注意喚起等の措置を講じていること 

・転落防止について上記の事項を含むマニュアルが作成・保管・

周知されていること 

・上記に関して院内勉強会が実施されており、その開催について

書面で記録がなされていること 

・転落事故が生じた場合については、ヒヤリハットとして報告が

なされていること 

・委員会を組織し、上記事故について議論・改善措置が図られて

いること 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 

 

 
A-8 プライバシーへの配慮 （カーテン、間仕切り） 

●認定院 

・プライバシー保護のためベッドにはカーテンや間仕切り等の遮

蔽物が設置されていること 

・プライバシー保護のためのポリシーが作成・保管・周知されて

いること 
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  ※特に女性に関して配慮する扱いを定めていること 

・上記に関して院内勉強会が実施されており、その開催について

書面で記録がなされていること 

・プライバシーに関する事故が生じた場合については、報告がな

され、書面で記録されていること 

・委員会を組織し、事故について議論・改善措置が図られている

こと 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 
 

A-9 スタッフ、患者の導線 

●認定院 

・院内の導線上に転倒の原因となる障害物・段差がないこと 

・院内に衝突事故の原因となるような狭い通路がないこと 

・導線上に障害物・段差がある場合、注意喚起の表示等を行って

いること。 

・衝突・転倒防止のためのマニュアルが作成・保管・周知されて

いること 

・上記に関して院内勉強会が実施されており、その開催について

書面で記録がなされていること 

・衝突・転倒に関する事故が生じた場合については、報告がなさ

れ、書面で記録されていること 

・委員会を組織し、事故について議論・改善措置が図られている
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こと 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 
 

A-10 駐車場の責任措置 

・院が駐車場を設定している場合、駐車可能な範囲が明確に表示

されていること。 

・駐車場の利用条件、事故・トラブルの責任の所在等が明記され

ている。 

 

感 染 症 対

策 

衛生管理 

A-11 感染症対策マニュアル 

●認定院 

・院内感染症対策に関するマニュアルを院内に作成・保管・周知

されていること。 

・上記マニュアルには下記の A12～A19 の対策内容を含むこと。 

参考資料 

【医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引

き】 

【東京都福祉保健局ホームページ】 

【国立感染症研究所感染症情報センターホームページ】 
 

A-12 感染症衛生委員会の開催 

●認定院 

・院内感染を防止するための感染症衛生委員会を年 1 回開催して

いること 

・委員会についてはメンバー構成を記載した名簿が存在すること 

・院内感染事故が生じた場合については、委員会に報告がなされ、

書面で記録されていること 

・委員会を組織し、上記事故について議論・改善措置が図られて
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いること 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

・議事録の記載事項・保存方法・保存期間 

・委員会の会則・規則が存在すること 
 

A-13 感染症対策に関する勉強会 

●認定院 

・院内感染防止を徹底するための勉強会を年 1 回開催しているこ

と 

・同勉強会において上記マニュアルの内容を指導・教育がなされ

ていること 

・同勉強会について開催の記録が作成されていること（日時・参

加者・勉強会の内容等） 

 

 
A-14 標準的は感染予防（手指衛生） 

●認定院 

・具体的には下記の対策を行っていること。 

 ①患者に直接接触する場合は手袋の有無にかかわらず手指消毒

を行う。 

 ②血液、体液あるいは分泌物。また傷のある皮膚や創傷に接触

する際は必ず手袋を装着する。 

 ③手袋を外した後は手指消毒を行う。 

 ④目に見える汚れが付いた際は速やかに石けんと流水で手洗い

を行う。 

 ⑤目に見える汚れが無いときは手指消毒を行う。 
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 ⑥目に見える感染が無くても患者に触れた後は手指消毒を行う 

  手洗い：石けんと流水の物理的な手洗い 

  手指消毒：アルコールを主成分とした速乾性手指消毒剤での

消毒 
 

A-15 標準的は感染予防（院内衛生） 

●認定院 

・具体的には下記の対策を行っていること。 

１．院内清掃は汚染区域（トイレ等）、清潔区域（水回り等）、通

常区域（待合室。診察室）とに分け、各清掃区域については下

記の事項を含む清掃を実施している。 

①汚染区域の清掃 

・便器は 1 日 1 回以上中性洗剤を使用し洗浄する。 

・便座、水洗レバー、ドアノブなどの高頻度接触部位は 1 日

1 回以上アルコールベースの消毒剤で清掃する。 

・床や壁など、尿が接触しうる場所は 1 日 1 回以上アルコー

ルベースの消毒剤で清掃する。 

②清潔区域 

・水回りは 1 日 1 回中性洗剤で水垢が残らないように清掃し

乾燥させる 

・排水口のゴミ受けにゴミが溜まらないように定期的に清掃

する 

③通常区画 

・床はほこりが溜まらないよう、日常的に清掃を行う 

・床がカーペットの場合掃除機を使用する 
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・手指が高頻度接触する表面（ベッド、デスク、スイッチ、

医療機器、ドアノブ、受付カウンター、椅子等は）は可能

な限り減らす措置を講じ、定期的に清掃し消毒を行う。 

・履物については使用後は区別して回収を行い、清掃・消毒

措置を講じていること 

２．上記清掃が適切に行われるように清掃表等が作成されている

こと。 

感 染 症 対

策 

衛生管理 

A-16 標準的は感染予防（リネン衛生） 

●認定院 

・具体的には下記の対策を行っていること。 

①肌が直接触れるリネン（タオル、シーツ、枕カバー）は 1 日 1

回以上交換し洗濯する。 

②洗濯表を作成し洗濯を管理する。 

③目に見える汚れが付着した際は直ちに交換し洗濯する。 

④感染物と接触したリネンは消毒した後速やかに洗濯する。 

 

 
A-17 感染拡大対策 

●認定院 

・具体的には下記の対策を行っていること。 

①インフルエンザ、ノロウィルス、流行性角膜炎などの感染力が

強い感染症に対する感染拡大対策を行う。 

②咳やくしゃみをしている患者に対しマスクを提供するなど初期

予防を行う。 

③感染者に対し通院を控える呼びかけを行う。 
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④万が一感染者が来院した場合、接触部に対し消毒用エタノール

や次亜塩素酸ナトリウムにて消毒を行う。 

⑤接触したリネンは速やかに交換し殺菌した後洗濯を行う。 

⑥万が一院内で嘔吐物した際、スタッフは感染予防のためマスク、

手袋を着用し嘔吐物をトイレットペーパーなど破棄できる物で

拭き取り汚物ビニールにいれ密閉し破棄する。また床やリネン

は亜塩素酸ナトリウムにて消毒する。 
 

A-18 職員感染対策 

●認定院 

・具体的には下記の対策を行っていること。 

①手洗い、清掃など標準的な予防策の徹底と、業務中に血液、体

液の直接的な接触を予防する。 

②定期的にスタッフの健康診断を実施するしその記録を管理する 

③インフルエンザ等の予防接種を実施しその記録を管理する 

④インフルエンザやノロウィルス等の感染症にかかったスタッフ

は就労禁止にし、感染拡大を防ぐ 

 

 
A-19 衛生用具の管理 

●認定院 

・石けんや洗剤、マスク、ゴム手袋、汚物用ビニール、消毒用ア

ルコールなどの衛生用品は在庫表を作成し、在庫数、購入日、

使用期限等を適切に管理していること。 
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B:院内の仕組みに関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

院内組織 B-1 院内組織と責任の所在 

●認定院 

・下記の代表者が確認できる組織図・名簿管理等が作成されてい

ること。 

①院⾧（施設責任者） 

②感染症対策の責任者 

③個人情報管理の責任者 

④労務管理の責任者 

 

受付業務 B-2 個人情報管理 

●認定院 

・個人情報取り扱いに関する社内規定が作成・保管・周知されて

いること。 

・個人情報の開示については適切なルールが定められていること 

・上記に関して院内勉強会が実施されており、その開催について

書面で記録がなされていること 

・個人情報の取扱いに関する事故が生じた場合、報告がなされ書

面で記録化されていること 

・委員会を組織し、上記事故について議論・改善措置が図られて

いること 

個人情報保護法の第三者提供 

①本人の同意がある場合 

②法令に基づく場合 

 例）プロバイダ責任法に基づいてプロバイダが発信者情報を

開示する場合 

③人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合で、本人

の同意を得ることが困難なとき 

 例）災害時などに、意識不明の本人の血液型や家族への連絡先

を医師や看護師に伝える場合 

④公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要

がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき 
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・上記委員会に関して議事録が作成されていること 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 

 例）児童虐待の防止のために学校や警察、児童相談所などで該

当児童の情報を共有する場合 

⑤国の機関や地方公共団体が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとそ

の事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき 

  例）税務調査に協力する場合 
 

B-3 電話対応 

●認定院 

・電話対応マニュアルを作成・保管・周知していること。 

・上記に基づく電話対応を実施していること。 

・電話対応については対応履歴を作成し、マニュアル外の対応を

した際には、その対応の合理的な理由を明記していること。 

・クレームがあった場合、その内容・対応について記録を作成し

ていること 

 

 
B-4 窓口対応 

●認定院 

・窓口対応マニュアルを作成・保管・周知していること。 

・上記に基づく窓口対応を実施していること。 

・窓口対応については対応履歴を作成し、マニュアル外の対応を

した際には、その対応の合理的な理由を明記していること。 

・クレームがあった場合、その内容・対応について記録を作成し

ていること 
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B-5 返金対応 

●認定院 

・返金対応マニュアルを作成・保管・周知していること。 

・上記に基づく返金対応を実施していること。 

・返金対応については対応履歴を作成し、マニュアル外の対応を

した際には、その対応の合理的な理由を明記していること。 

・クレームがあった場合、その内容・対応について記録を作成し

ていること 

 

 
B-6 受付業務に関する勉強会 

●認定院 

・上記 B-2～B-5 に関して院内勉強会が実施されていること 

・その開催について書面で記録がなされていること（日時、参加

者、内容） 

●指導院 

・上記の事故を防止するため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 

 

 
B-7 受付業務に関する改善措置 

●認定院 

・受付業務の改善に関して委員会を開催し、上記マニュアル外の

対応・クレームの内容について議論・改善措置が図られている

こと 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること 
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診察施術 B-8 保険適用基準の明確な表示 

●認定院 

・院のホームページ、掲示または院内案内に保険対象となる傷病

が明記されていること 

●指導院 

・上記について具体例等をもってわかりやすい説明がなされてい

ること 

 

 
B-9 保険治療サービスと自費治療サービスの明確な区別 

●認定院 

・院のホームページ、掲示または院内案内に保険サービスと自費

サービス内容が明記されていること 

●指導院 

・上記について具体例等をもってわかりやすい説明がなされてい

ること 

 

 
B-10 治療サービスの料金明確化 

●認定院 

・院のホームページ、掲示または料金表に施術料金が明記されて

いること 

●指導院 

・上記について具体的なケースに応じた料金例等をもってわかり

やすい説明がなされていること 

 

 
B-11 問診票 

●認定院 
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・問診票が作成され、カルテと共に適切に管理されていること 

 
B-12 物販品への使用説明と注意喚起 

●認定院 

・物販物には使用上の注意・説明が明記されていること。 

・明記されていない場合、必要な注意・説明を行っていること。 

●指導院 

・使用上の注意や説明が書かれた印刷物を購入者に配布等して注

意喚起を行っていること。 

 

 
B-13 サプリメントや健康食品の使用説明と注意喚起 

●認定院 

・サプリメントや健康食品には使用上の注意・説明が明記されて

いること。 

・明記されていない場合は、必要な注意・説明を行っていること。 

●指導院 

・使用上の注意や説明が書かれた印刷物を購入者に配布等して注

意喚起を行っていること。 

 

外傷設備 B-14 固定具の管理 

●認定院 

・ギプスなどの固定具や、付帯、綿花、さらし等の固定関連用具

の在庫が完備されている。 

●指導院 

・上記用具について、責任者を選任して在庫管理を行っている。 
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・補充日や保管期限等の管理表を作成して組織的に在庫管理がさ

れている 
 

B-15 ●認定院 

・松葉杖などの固定補助具が完備されている。 

●指導院 

・上記用具について、責任者を選任して在庫管理を行っている。 

・補充日や保管期限等の管理表を作成して組織的に在庫管理がさ

れている 
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C:診察に関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

問診 C-1 プライバシーの保護 

・問診は専門スペースを設ける。または目線や空間に遮蔽できる

設備の元行われている。 

 

問診 C-2 問診票 

●認定院 

・所定の書式の問診票を作成・使用していること 

・記入してもらった問診票についてはカルテとあわせて保管され

ていること 

 

 
C-3 負傷原因の聞き取り 

●認定院 

・受傷機転となる動作や状況を十分に聞き取りが行われているこ

と 

・上記の内容についてカルテに記載されていること。 

・記載内容は保険の適用に十分な内容が書かれていること。 

 

 
C-4 既往歴、現病歴の聞き取り 

●認定院 

・過去の傷病や現在の通院の有無を十分に聞き取りが行われてい

ること 
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・上記の内容についてはカルテに記載されていること。 

・照会を行った場合についてはその照会結果がカルテとあわせて

保管されていること 
 

C-5 ニーズの聞き取り 

●認定院 

・患者のニーズの十分な聞き取りが行われ、それに基づく治療指

針が立てられていること 

・上記の内容についてカルテに記載されていること。 

 

検査 C-6 保険診察における検査の実施 

●認定院 

・初診時に行った診察での外傷所見（圧痛、腫脹、熱感、内出血）

がカルテに記載されていること。 

・記載内容は保険の適用に十分な内容が書かれていること。 

 

 
C-7 検査の実施 

●認定院 

・初診、または検査時の記録がカルテに記入されていること。 

・検査日や検査を行ったスタッフの氏名が明記されていること。 

 

 
C-8 医師の診察を勧める対診指針の有無 

●認定院 

・脳血管障害、感染症、病的骨折、経過不良の症状などの対診基

準のマニュアルを作成・管理・周知していること。 

・上記基準に基づき対診が行われていること 
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・対診が行われた場合、実施者・説明内容等についてカルテに記

載がなされていること 
 

C-9 診察補助器 

●認定院 

・打腱器、握力計など診察補助器の設備があること。 

 

説明 C-10 説明・指導マニュアル 

●認定院 

・治療の際の説明・指導に関するマニュアルを院内に作成・保管・

周知されていること。 

・上記マニュアルには下記の C-11～C15 の内容を含むこと。 

・上記マニュアルについて定期的にその内容に関する院内勉強会

が開催されていること 

・開催について書面で記録がなされていること（日時、参加者、

内容等） 

●指導院 

・外部講師による指導・講習を年 1 回実施していること 

・患者から受けた質問、クレーム等の集積行い、院内で共有でき

る体制（委員会）を取っている 

・上記質問、クレーム等を受けたマニュアルの改定作業を定期的

に実施している。 

・典型的な治療等に関する説明文書を作成していること 

 

 
C-11 傷病リスクの説明 

●認定院 
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・受傷した傷病の併発症や後遺症のリスクについて説明し同意を

得ていること。 

・説明内容についてカルテに記載されていること 

●指導院 

・患者から質問があった事項についてカルテに記載し、院内で共

有していること。 
 

C-12 傷病の管理指導  

●認定院 

・固定や運動制限、生活での禁忌事項を説明・指導していること。 

・その説明・指導内容・日付をカルテに記録すること。 

●指導院 

・患者から質問があった事項についてカルテに記載し、院内で共

有していること。 

 

 
C-13 治療計画の説明 

●認定院 

・治療に先立ち治療計画を立案し、その内容について説明を行っ

ていること 

・その説明内容・日付についてカルテに記録すること。 

●指導院 

・患者から質問があった事項についてカルテに記載し、院内で共

有していること。 

 

 
C-14 治療内容の説明  

●認定院 
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・実施する治療の内容や目的の説明を行っていること。 

・その説明内容・日付についてカルテに記録すること。 

・効果を保証したり、断定的な誤解を招く表現を行っていないこ

と。 

●指導院 

・患者から質問があった事項についてカルテに記載し、院内で共

有していること。 
 

C-15 治療の同意 

●認定院 

・治療に際して必要な説明を十分に行い、同意を得ている。 

・危険性の高い治療法（EMS 等）については治療内容の同意書を

作成し、カルテと共に保管していること。 

 

治療施術 C-16 保険医療サービスの無資格者による施術 

●認定院 

・名札に上記資格の有無が明記をされていること 

・各資格でどんな施術や医療サービスができるのか提示している

こと。 

※保険適応の患者さんが自費のサービス併用し、その自費の内容

に関してはその限りではない 

 

 
C-17 施術内容や注意事項の説明 

●認定院 

・施術時にその目的や注意・禁忌事項を説明・配布物を渡す等し

て伝えていること。 
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・治療機器の使用法・注意点について説明・配布物を渡す等して

伝えていること。 

・新しい機器を導入する際には委員会にかけていること。 

カ ル テ 管

理 

C-18 カルテの作成・管理マニュアル 

●認定院 

・カルテの作成・管理マニュアルを作成・保管・周知しているこ

と。 

・上記マニュアルには C-2～C-7、C-19～C26、D3～9 の内容を

含むこと。 

・上記に基づくカルテの作成・管理を実施していること。 

・上記マニュアルに関して院内勉強会が実施されており、その開

催について書面で記録がなされていること 

●指導院 

・定期的にカルテの不備等について点検・改善を行う委員会等を

組織し、議論・改善措置が図られていること 

・上記委員会に関して議事録が作成されていること（日時・参加

者・内容） 

・カルテの適正な作成のため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 

※カルテの点検・作成指導・講習会の実施を盛り込むか？ 

 

 
C-19 カルテの作成・管理 

●認定院 

・カルテは診療直後記入しており、追記の形跡が見当たらないこ
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と。 

・カルテは診療直後に記入し記入者の氏名が記録されているこ

と。 

・カルテについては他の医療記録とあわせて一元管理がなされて

いること。 

・カルテについてはカルテ番号を振る等して整理して保管・管理

されていること。 

・カルテに使用する略語については統一の略語表を作成・管理・

周知していること。 

●指導院 

・カルテに使用する略語については統一の略語表を作成・管理・

周知していること。 
 

C-20 保健医療の根拠となる受傷原因の記入 

●認定院 

・受傷機転となる動作や状況がカルテに記載されている。 

・記載内容は保険の適用に十分な内容が書かれている。 

 

 
C-21 保健医療の根拠となる所見の記入 

●認定院 

・外傷の根拠となる所見が明記されている。 

・記載内容は保険の適用に十分な内容が書かれている。 

 

 
C-22 治療内容の記入 

●認定院 

・来院毎に施術内容が明記されていること。 
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・DO の記載をする際はその内容が明記されていること。 

 
C-23 経過の記録 

●認定院 

・治療経過（治療頻度、回数（月 15～16 回以上））等がカルテに

記載されていること。 

・⾧期間（約 3 か月）の治療に及ぶ場合、治療継続の合理的な根

拠がカルテに記載されていること。 

 

紹介状 C-24 紹介状・回答書 

●認定院 

・紹介状、回答書はカルテと共に保管されていること 

 

 
C-25 医師による治療指示 

●認定院 

・紹介先の医師より治療の指示があった場合、その内容がカルテ

に記載されていること 

 

 
C-26 紹介先医療機関 

●認定院 

・紹介先医療機関のリスト表があり院内に保管・周知されている

こと 

・リストについては定期的な見直しが行われていること 
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D:保険の扱いに関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

仕 組 み へ

理解 

D-1 受領委任払い 

・下記の内容についての口頭試問に回答ができること。 

１ 償還払いと受領委任払い 

２ 柔道整復に係る療養費の受領委任払い 

療養費は、いわゆる償還払いが原則であるが、柔道整復に係る

療養費については、保険者との協定又は個人契約によって、い

わゆる受領委任払いが特例的に認められている。 

柔道整復に係る療養費について、特例的に受領委任払いが認め

られてきたのは、次のような理由によるものであり、こうした

経緯やこれまでの実績を考慮すると、今後もこの取扱いを継続

することはやむを得ないものと考えられる。 

① 整形外科医が不足していた時代に治療を受ける機会の確保

等患者の保護を図る必要があったこと 

② 柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第 17 条ただし書

に基づき、応急手当の場合には、医師の同意なく施術ができ

ること等医師の代替機能をも有すること 

③ 施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので、発生原因が

明確であることから、他疾患との関連が問題となることが少

ないこと 

3 しかし、受領委任払いを特例的に認めるとしても、指摘されて

｢償還払い・代理受領・受領委任の比較｣ 

（H29 年 1 月 18 日厚生労働省あん摩マッサージ指圧、はり・き

ゅう療養費関係）抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-

Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148871.pdf#search=

%27%E5%84%9F%E9%82%84%E6%89%95%E3%81%84+%

E5%8F%97%E9%A0%98%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%8

9%95%E3%81%84%27 

｢受領委任制度の検討｣ 

（厚生労働省 H28 年 12 月７日あん摩マッサージ指圧、はり・

きゅう療養費関係）抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-

Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145051.pdf#search=

%27%E5%8F%97%E9%A0%98%E5%A7%94%E4%BB%BB%

E6%89%95%E3%81%84%27 

「柔道整復等の施術に係る保険給付について」 

（平成７年９月８日医療保険審議会柔道整復等療養費部会）抜

粋 
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いる問題を解決するために、柔道整復師に対する研修の促進等制

度の周知を図るとともに、支給の適正化の徹底を図る必要がある。 

仕 組 み へ

理解 

D-2 ３あん摩、はり・きゅうの受領委任が認められない判決理由 

・あん摩・マッサージ、鍼、灸に係る療養費の対象疾患の多くは、

外傷性の疾患でなく、発生原因が不明確で、治療と疲労回復等

の境界が明確でないことなどから、施術を行う前に保険者が支

給要件の確認ができない受領委任払いを認めると、不正請求や

業務範囲を逸脱した施術等が見逃される危険性が大きくなるこ

とを否定できないし、対象疾患も多くは慢性的な疼痛を主たる

症状とする疾患であり、治療に緊急性を要する疾患でないこと

から、現物給付的な取扱いをしなければならない特別の必要性

が高いともいえない。 

・受領委任払いを認めた場合、対象疾患との関係で、療養費の対

象となる疾患か否かが争われることがあり、施術が行われた後

に支給対象外とされた場合には、被保険者は費用の全額から一

部負担金として支払い済みの金額を控除した額を施術者に支払

わなければならなくなり、施術料金の支払手続が煩雑となる一

方、施術者も被保険者から施術料金を徴収するという負担が生

ずることになる。 

・これらの事情に照らすと、あん摩マッサージ指圧師等の施術に

受領委任払いを認めるべき特別の必要性、相当性が高いものと

は認め難い。 

・柔道整復師の療養費に受領委任払いを認めながら、あん摩マッ

サージ指圧師等についてこれを認めないという本件取扱いが不

｢償還払い・代理受領・受領委任の比較｣ 

（H29 年 1 月 18 日厚生労働省あん摩マッサージ指圧、はり・き

ゅう療養費関係）抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-

Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148871.pdf#search=

%27%E5%84%9F%E9%82%84%E6%89%95%E3%81%84+%

E5%8F%97%E9%A0%98%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%8

9%95%E3%81%84%27 

｢受領委任制度の検討｣ 

（厚生労働省 H28 年 12 月７日あん摩マッサージ指圧、はり・

きゅう療養費関係）抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-

Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145051.pdf#search=

%27%E5%8F%97%E9%A0%98%E5%A7%94%E4%BB%BB%

E6%89%95%E3%81%84%27 

「柔道整復等の施術に係る保険給付について」 

（平成７年９月８日医療保険審議会柔道整復等療養費部会）抜

粋 
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合理な差別であるとの主張については、柔道整復師に関しては、

戦前において整形外科担当の医療機関や医師が不足していたこ

と、骨折等の場合に医師の診療を受けるよりも柔道整復師の施

術を受ける患者が多かったこと等の沿革的な理由から、受領委

任払いが⾧年にわたって継続され、限定的とはいえ医師の代替

的な機能を果たしてきたという沿革を併せ考慮すると、柔道整

復師に受領委任払いを認めることには合理性がないとまではい

えない。 

・あん摩マッサージ指圧師等に受領委任払いを認めないことが柔

道整復師との対比においても著しく不合理であるということは

できない。 

仕 組 み へ

理解 

D-3 交通事故（損保） 

・下記の内容についての口頭試問に回答ができる。 

保険会社から医療機関に直接支払いを受けていると、医療機関

としては、保険会社と医療機関が契約関係にあるような錯覚に

陥ります。しかし実際は契約関係にはありません。したがって、

医療機関が請求した金額を支払う契約上の義務は、実は保険会

社にはありません。 

保険会社から見ても被保険者（患者）はお客様です。したがっ

て、保険会社としては、お客様が窓口で負担することのないよ

う、サービス向上の一環として一括払いに応じているというの

が現状であり、一括請求は保険会社による紳士協定の基成り立

っています。 

これは不正や違法な請求がないことを前提として成立すること
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です。しかし、昨今多額な医療費の請求や慰謝料、保証内容に

言及する医療機関が目立つようになってきています。当然のこ

とながら、保険会社はその分野の医療機関に対して疑心暗⿁に

なるということにつながります。 

これは、一部の心無い医療機関が同じ業界にいるということか

ら、他の真面目な医療機関に波及することになります。 

適 切 な 保

険診療 

D-4 多部位負傷 

●認定院 

・同原因での 2 部位以上の負傷は、その受傷根拠が明確に記載さ

れていること。 

 

 
D-5 ⾧期治療 

●認定院 

・3 ヶ月以上に及ぶ⾧期加療の場合、合理的な理由が明記されて

いること。 

 

 
D-6 経過不良患者への対診指導 

●認定院 

・対診を行わない場合、その合理的な理由が明記されている。 

 

 
D-7 部位転がし 

●認定院 

・不自然な治療部位変遷や治癒と負傷のサイクルがある場合、そ

の編成に合理的な理由が明記されていること。 
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D-8 必要根拠のない頻回 

●認定院 

・月 10 日以上の通院の場合、合理的な理由が明記されているこ

と。 

 

 
D-9 同日治癒 

●認定院 

・多部位の同日治癒の場合、合理的な理由が明記されていること。 

 

 
D-10 保険請求の適正化 

●認定院 

・上記のようなカルテ記載が適切に行われるように院内勉強会を

開催している。 

・勉強会については記載の記録を作成・保管する 

・上記のような不適切な保険請求について委員会に報告を行って

いる。 

・報告については書面で管理・保管すること 

・委員会において不正内容・原因を議論し改善措置を講じること 

・上記の議論・改善措置について議事録を作成・保管すること 

・不正請求を防止するために外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 
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E:医療事故に関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

医 療 事 故

予防 

E-1 転倒転落予防 

●認定院 

・施術中の体位変換の補助や転落転倒予防の声かけが施術マニュ

アルが作成・保管・周知されている。 

・転倒転落の注意喚起を促す掲示があること 

・掲示がない場合、スタッフによる声がけ等の注意喚起が行われ

ていること 

・転倒転落防止について定期的に勉強会を実施していること 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

・ヒヤリハットについて集積が行われていること 

●指導院 

・ヒヤリハットの集積結果に応じて防止策を議論し、改善措置を

行う委員会が設置されていること 

・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 

 

 
E-2 転倒転落予防の動作補助 

●認定院 

・転倒転落のリスクが高い患者はスタッフが分かるような要介助
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の記載がある。 

・動作補助について定期的に勉強会を実施していること 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

・ヒヤリハットについて集積が行われていること 

●指導院 

・ヒヤリハットの集積結果に応じて防止策を議論し、改善措置を

行う委員会が設置されていること 

・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 
 

E-3 検査基準マニュアル 

●認定院 

・骨折の疑い、内科的症状、経過の悪い患者などは院内で医師に

よる検査基準マニュアルがあり、院内に作成・保管・周知され

ている 

・同マニュアルについて定期的に勉強会を実施していること 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

●指導院 

・ヒヤリハットの集積結果に応じて防止策を議論し、改善措置を

行う委員会が設置されていること 

・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 
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E-4 施術禁忌疾患マニュアル 

●認定院 

・施術禁忌のマニュアルがあり、院内に作成・保管・周知されて

いる。 

・同マニュアルについて定期的に勉強会を実施していること 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

 

 
E-5 内科疾患のリスクファクターマニュアル 

●認定院 

・内科疾患などによるによる施術注意のマニュアルがあり院内に

作成・保管・周知されている。 

・同マニュアルについて定期的に勉強会を実施していること 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

 

 
E-6 固定時の管理指導 

●認定院 

・ギプスなど固定を行う際、阻血防止の指導や万が一阻血が生じ

た際の対応を明記し患者に提示または配布している 

・上記措置について定期的に勉強会を実施していること 

・ヒヤリハットについて集積が行われていること 

●指導院 

・ヒヤリハットの集積結果に応じて防止策を議論し、改善措置を

行う委員会が設置されていること 
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・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 
 

E-7 施術時の事故予防マニュアル 

●認定院 

・各施術事故予防のために適切な対応マニュアルがあり院内で作

成・保管・周知されていること 

・上記措置について定期的に勉強会を実施していること 

 

 
E-8 医療事故予防研修 

●認定院 

・医療事故予防に関する院内勉強会を年間 1 回以上行っているこ

と 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

 

 
E-9 感染症予防研修 

●認定院 

・感染症対策に関する院内勉強会を年間 1 回以上行っているこ

と。 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

 

 
E-10 設備の点検と整備 

●認定院 

・院内設備の点検・整備担当者を選任していること 
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・院内設備の点検、整備を行いその記録が保管されていること 

 
E-11 救命対応 

●認定院 

・AED の仕様や、119 番など救命対応におけるマニュアルが作

成・保管・周知されている。 

・救命対応に関する院内勉強会を年間１回以上行っていること。 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

●指導院 

・外部講師による講習を定期的に実施していること 

 

 
E-12 カルテ作成 

●認定院 

・カルテの作成に関する院内勉強会を年間１回以上行っているこ

と。 

・勉強会については記録を作成し（日時、内容、参加者）、その際

の資料の記録が保管されていること。 

 

ヒ ヤ リ ハ

ット 

E-13 ヒヤリハットが起きた際の対応 

●認定院 

・ヒヤリハットが起きた際の対応マニュアルが作成・保管・周知

されていること。 

・ヒヤリハットへの改善対応の記録を保管していること 

●指導院 

 



38 

 

・ヒヤリハットの集積結果に応じて防止策を議論し、改善措置を

行う委員会が設置されていること 

・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 

医療事故 E-14 医療事故が起きた際の対応 

●認定院 

・医療事故が起きた際の対応マニュアルが作成・保管・周知され

ていることこと。 

・有事の際の連絡先の一覧表を作成・保管していること（保険代

理店、保険会社の担当者名など） 

・医療事故の対応の記録が保管されている。 

・上記の医療事故を受けて防止策を議論、改善措置を行う医療事

故再発防止委員会が設置されていること 

・委員会の開催について議事録が作成されていること（日時・参

加者・内容） 

●指導院 

・同委員会の開催に関する規則・規程が設けられていること 

・医療事故の再発防止のため外部講師による指導・講習を年 1 回

実施していること 

 

 
E-15 記録について 

●認定院 

・医療事故の発生に備えてカルテ、医療記録、受付記録等の諸記

録が適切に作成されていること 
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●指導院 

・医療事故が発生した場合、速やかにカルテ、医療記録等の提出

が可能な体制が構築されていること 
 

E-16 有事の場合の対応 

●認定院 

・クレーム、医療事故等の有事の際の対応方針（ポリシー）が作

成・管理・周知されていること 

・有事の場合に相談・依頼できる弁護士等の専門家が明確である

こと 

・訴訟前後の弁護士介入条件を明記し、その条件満たすための行

動指針のマニュアルを作成・保管・周知していること。 

 

 
E-17 安全教育 

●認定院 

・２年１度の頻度で安全教育を開催していること 

●指導院 

・1 年に 1 回の頻度で安全教育を開催していること 

 

 
E-18 協力医 

●認定院 

・有事の際に相談・紹介するべき医師が明確に定められているこ 

と 

●指導院 

・平時であっても相談・紹介するべき医師が明確に定められてい

ること 
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E-19 実務内容に合わせた保険の加入 

●認定院 

・医療事故の発生に備えて適切な保険に加入していること 

・保険適用のため必要な担当者、手続を定めたマニュアルが定め

られて管理・周知されていること 
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F:労働に関する取り組み  

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

雇用 F-1 労働者名簿の作成(労働基準法 107 条他) 

●認定院 

・労働者名簿、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項

を記入した労働者名簿を作成し管理している 

 

 
F-2 賃金台帳の作成(労働基準法 108 条他) 

●認定院 

・賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で

定める事項を記入した賃金台帳を作成し管理している。 

 

 
F-3 労務管理 

●認定院 

・出勤簿、タイムカード等により従業員の労務管理を適切に行っ

ていること 

・タイムカードに不自然な記載（全員が同時刻に出社・退社して

いる等）がないこと 

 

 
F-4 労働条件通知書・雇用契約書 

●認定院 

・労働条件通知書、雇用契約書が作成・保管されており、下記の

事項が記入されていること 
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①契約期間、②就業場所、③業務内容、④始業と終業の時刻、⑤

休憩時間、⑥交替制について、⑦休日、⑧有給休暇、⑨賃金、⑩

退職 

●指導院 

・労働条件通知書、雇用契約書について定期的に専門家による見

直しを行っていること 
 

F-5 労使協定 

●認定院 

・36 協定、給料控除に必要な労使協定が締結されていること 

・労使協定における労働者代表は使用者、管理監督者ではないこ

と 

●指導院 

・労働者代表の選任手続が定められ、適切に実施されていること 

 

 
F-6 就業規則 

●認定院 

・就業規則が作成され、院内の目に付きやすい場所に備置されて

いること 

●指導院 

・就業規則等の諸規定について定期的に専門家による見直しを行

っていること 

 

 
F-7 労働安全衛生委員会 

●認定院 

・労働安全衛生委員会が開催されていること 
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・開催に際して議事録が作成されていること（日時、参加者、決

議事項、内容等） 

●指導院 

・産業医が選任され、労働安全衛生委員会に出席していること 
 

F-8 社会保険 

●認定院 

・従業員について法律に従って社会保険・労災保険等に加入して

いること 

・保険料の支払を行っていること 

 

 
F-9 賃金制度 

●認定院 

・給与規定、退職金規定が定められていること 

・固定（みなし）残業代制については①みなし残業時間、②残業

代であること、③精算規定が明記されていること 

・給与明細書を発行していること 

●指導院 

・賃金規定の諸規定・賃金制度について定期的に専門家による見

直しを行っていること 

 

 
F-10 健康管理 

●認定院 

・年１回、健康診断を受診させていること。 

・過度な時間外労働が発生している場合、その是正措置が図られ

ていること 
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・上記について労働安全衛生委員会で審議がなされていること 

●指導院 

・上記について産業医との面談を実施していること 

・高ストレス者認定を含めたストレス管理を実施していること 

 

  



45 

 

G:事業の継続性について （●指導院について） 

区分 番号 取組事項 取組に関する法令 

品質の保証等 

組織 G-1 株主総会 

・毎年、株主総会を開催して決算について承認決議を実施してい

ること 

・上記については議事録を作成していること 

 

 
G-2 取締役会 

・定期的に取締役会が開催され、議事録が作成されていること 

・重要な資産の処分、多額の借金等の要決議事項（会社法 362 条）

については取締役会を開催し、議事録を作成していること 

・取締役会規定が整備されていること 

 

 
G-3 役員 

・役員については株主総会において選任され、選任登記がなされ

ていること 

・取締役に外部の専門家を選任していること（経営の中立性の確

保） 

・役員報酬が不相当に過大ではないこと 

 

事業 G-4 経費 

・経費については決裁手続が定められ、基準額以上の支出の際に

は決裁を行っていること 
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・経費については透明性が確保され、不正な支出がないこと（過

大な交際費等） 

・経費については領収書等の証憑を管理保管していること 
 

G-5 事業計画 

・毎年の事業計画を立案していること 

・毎年、前年度の事業計画の達成状況を検証し、翌年度に反映す

る体制を構築していること 

・事業計画については専門家と議論し、実現可能性・コンプライ

アンス等の観点から検証を行っていること 

 

 
G-6 税金 

・税金については税理士と定期的に協議し、適切な納税申告を実

施している 

・税金の未払いが存在しない 

 

 


