り、『保険請求は外傷だ

る健保組合

に支部のあ

月に長岡市

昨 年の ９

は３例ほど県の日整役員

合いをしました。そこで

のお二人と約２時間話し

出向いて事務長と組合長

あったこともあり、私が

たまたま長岡に事務所が

た。双方の意見は全くか

ると、このような話でし

この組合長の話をまとめ

しくならざるをえません。」

から、私たちの調査も厳

いる現実があるわけです

もかんでも保険請求して

タンスが違います。何で

めなら、なりふりかまっ

自分たちの財産を守るた

いと思ってはいません。

調査のやり方が特別に悪

けてはいないから、この

労省から何らの指導も受

担当者はこのやり方で厚

かわります。組合健保の

が変われば、また回答も

す。年度変わりで担当者

患者を差し引いても、や

おり、この傾向は亜急性

さんは慢性痛で通院して

接骨院のほとんどの患者

にしろ、全国ほとんどの

性という概念がなかった

をしました。当時、亜急

査院は厚生省に是正勧告

にルーズであり、会計検

く、あまりにも負傷原因

急性という理論もまだな

タがあります。当時、亜

にも上っていたというデー

セプトの割合が平均 ％

術していたと思われるレ

ものまで、広く保険で施

慢性的なものや内科的な

に追い込まれてきていま

進行形で先細りのジリ貧

とって、保険診療は現在

は振れぬ、柔道整復師に

は保険者ですから無い袖

言ったところで、支払い

給は行き過ぎで不当だと

の審査や不備返戻、不支

しょうか。現行の保険者

持たずと言ったところで

険者からすれば、聞く耳

柔道整復師の主張は各保

として保険請求してきた

療はすべて柔道整復業務

査です。痛みに関する治

務の縮小を目的とした調

防止に名を借りた柔整業

開始しました。不正請求

組合健保と同様な調査を

年寄りが売り上げのメイ

２個持って通ってくるお

診療のみで毎日、百円玉

けるのですが、今の保険

てみれはお分かりいただ

からです。みなさん、やっ

きるようなことではない

に簡単に説明して実行で

をいただくことはそんな

説明できません。保険外

く聞かれます。簡単には

のか？仲間の先生からよ

たら保険外はいただける

かです。いったいどうし

の接骨院は未だにごく僅

診療を導入している県内

ましょう。しかし保険外

診療と保険外診療をやり

これからは、堂々と保険

けですよ』とありがたい

売り上げのある接骨院を

判断を示してくれました。

から３ヶ月
の方から提案のあったと
み合わず、現行の全ての

てはいられない状況なの

はり現在もこの傾向は変

ンになっている接骨院で

とう、社会保険もいよい

軒ほど選び、負傷原因 よ調査を始めました。国
の調査をおこないました。 保に準じた扱いを止め、

を経過して
いう長々とした作文（例

組合健保の営業妨害に近

寝入りするしかないので

難癖をつけての不備返戻、 です。もう柔整師は泣き

わってはいないと考えら

す。

100

れます。整形外科でいう
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のです。しかし電話では

と電話で話し合いをした

の健保組合の事務長さん

のか？ということを、こ

してこの理由ではだめな

もなかったのです。どう

期施術理由で返戻は一度

と同様の文面で書いた長

で、かつて長期間、これ

というもの

慢により」

動痛除去緩

は「腰部運

書いた理由

た。当院が

がありまし

理由で返戻

が悪いとの

由の書き方

長期施術理

ばなりません。税金で支

たちの財産を守らなけれ

財産です。私たちは自分

収した保険料は私たちの

れようが、組合員から徴

わけですが、「何と言わ

揃えて話し合いに臨んだ

今回もしっかりと資料を

問題解決してきました。

で長年、理論武装して、

まで組合健保問題は自分

私は個人請求ですので今

ん話し合いをしました。

柔整問題についてとこと

も同席されているので、

ことですし、組合長まで

んな機会はめったにない

しいとのことでした。こ

に分かりやすく書いて欲

文）が示され、このよう

とがないのです。柔整業

答えなんて返ってきたこ

当者が変わり、まともな

か？電話をするたびに担

を得ないじゃないんです

題があるのだから、止む

的意見では柔整の方に問

とよく分からない、個人

てください。ここに聞く

関東甲信越事務所に聞い

省に問い合わせすると、

合の問題行動を厚生労働

は明白です。この健保組

明らかに問題が多いこと

いような行き過ぎ調査、

に一つのデータがありま

なるのでしょうか？ここ

たいどのくらいの割合に

傷患者さんの来院はいっ

でも現実問題として、外

怪我を治しに来院される

挫や打撲、肉離れによる

外傷が建前ですから、捻

査を厳しくしていくこと

険者は、今後ますます調

健保組合を始めとした保

確な外傷のみとみている

柔整師の施術を原因の明

外となってしまいます。

患者さんが多いわけです。 どの柔整業務は保険診療

通達を遵守してはおらず、 しょうか。

不支給は厚労省の過去の

す。平成５年に会計検査

になります。そしてとう

されるとすれば、ほとん

急性期か亜急性期に限定

かつ負傷のタイミングが

いいんですよ。その代わ

険診療外は自費でやって

をやっていいですよ、保

厚労省が柔整の混合診療

りでしょうか？一昨年、

柔整師の未来は暗いばか

ました。しかし、私たち

下がる話になってしまい

新年早々テンションの

い、人数などいろいろな

者さん層、来院目的の違

診療と保険外診療では患

なります。それ程、保険

は間違いなく一枚も無く

泰を保っていたレセプト

枚と請求していて、安

おいしいレセプトを 枚

枚あたり２万、３万円の

私たち柔整師の下には、 挫、打撲、挫傷であり、

日位の通院日数で、一

院しなくなります。毎月

けば、間違いなく誰も来

は、実費を余計にいただ

お互いの主張が分からな

院が全国三千万円以上の

ところの骨折、脱臼、捻

いので直接あって話をす

務に関しては素人集団で

90

ることとしました。後日、 払っている保険者とはス
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あるのかなってことになっ

外診療なんてする必要が

で、めんどうくさい保険

のだから、何も好き好ん

そこそこやっていられる

こんな面倒なこと、今は

れるのか。国民総医療費

えたときに、理解を得ら

た柔整業務を将来的に考

まりにも高所得を得てい

に他業種から見ても、あ

せられるのか、世間一般

違いがあります。じゃー、 る現状を保険者に納得さ

さないと保険外の実費は

間にすばらしい結果を出

とんどです。そして短期

ではとお考えの先生がほ

をしなければいけないの

法以外の何か特別な治療

からには、今までの治療

身に付けさえすればどん

い、素晴らしい治療法を

うな治療があるに違いな

があるはずだ、魔法のよ

もっと素晴らしい治療法

けがありません。長年、

ような治療なんてあるわ

の一の来院人数です。

場合ですと一人当たりの

は変わりません。当院の

数が少なくても売り上げ

単価が上がるので、患者

患者さん一人当たりの

せん。

院はライバルではありま

な移行を目指しましょう。

期間が必要です。緩やか

の未来の接骨院を考えて

五年後、十年後のご自分

定していても、三年後、

しかし、今現時点で安

たに尋ねても、保険診療

院の現役の先生ならどな

ているのです。開業接骨

た接骨院がこの 3,340
億
円をパイの奪い合いになっ

には、全国何倍にも増え

とはありません。近未来

ご自分の治療手技を変え

います。しかし今までの

なセミナーに出席されて

技術はないかといろいろ

果が早く出てすごい治療

大人気です。皆さん、結

や講習会は柔整の先生に

療体系を変えて、一人ひ

流れ作業でやっている治

付ければいいだけです。

た治療手技に付加価値を

ます。長年やってこられ

ジ手技で十分な結果がで

果も、今までのマッサー

ことです。すばらしい結

しながら保険外診療を導

今までの売り上げを維持

短所を探すとすると、

外診療導入の大前提です。

接骨院では予約制が保険

げがあり、院長一人院の

に運び、安定した売り上

予定、段取りがスムース

予約制にする事で毎日の

すので、保険診療の３分

単価が保険診療の３倍で

てしまいます。結局、保
兆
億これが上限で 頂けないと私もずっとそ な患者さんにもいい結果
33 4000
険外診療を導入できない、 す。柔整分の１％ 3,340 のように考えていました。 がでてくると思っていた
億を超えて増え続けるこ だから技術系のセミナー 治療馬鹿の私が気づいた

みてください。果たして

たり、治療体系をかえて

入するには、ある程度の

しない理由はこの辺りに

今の売り上げ高の現状維
に明るい未来はないよと

とり丁寧に診てあげられ

毎年ですよ。ほとんどの

診療をやるしかないです

的にこれから間違いなく、 だら今は大変でも保険外

方が県人ですから近未来

よね。保険外診療との混

診療しかありません。だっ

カバーできるのは保険外

新卒柔整師が誕生します。 落ちていく保険診療分を

いつまでたっても実費分

こんなことの繰り返しで、 く問題ありません。

りと変わってしまいます。 診療はできます。まった

者さんの顔ぶれが、がら

さんは減ってしまい、患

療法を変えるたびに患者

変な困難を伴います。治

果が出なくても、保険外

くても、魔法のような結

何も特別な治療法をしな

しい結果がでてきます。

あるのです。

持できるでしょうか？県

るようになれば、素晴ら

加速度的に接骨院の数は

合診療は国が認めている

る時代です。整形では治

れば腰痛は心療内科の診

できても、ターゲットと

回りにたくさん接骨院が

者層が違います。いくら

なります。来院される患

いうことで、三年間とい

②

療に組み入れることは大

増加していきます。また

のですから堂々と患者さ

らないから心療内科が診

している患者層が異なる

①

いう答えが返ってきます。 新しい治療法を自分の治

保険請求は今後ますます

を頂くことなんてとうて

ているのです。けっして

う短期間の専門学校卒で、

③

①年金生活者（共済年金）
→健康のためならお金を惜しまない。
・安定した職業に就いていた
・ある程度お金を自由にできる
・年に何回か海外旅行に出かける
・子どもたちも成人し、教育資金 がかからない
②厚生年金（低い）層、中間層
→健康のためにある程度のお金を使うことが可能
③国民年金、農業者年金等で比較的収入が少ない
→健康のために最低限のお金は使う
・保険が適用されるマッサージを求めて来院
・老人保険の割合が多い

保険診療

内も今年より 名ほどの

厳しさを増すことになり

んに自費分を頂けます。

いできません。

ます。まるで、回数制限
等の話が現実味を帯びて

特別な治療法は必要あり

まずライバルがいなく

皆さんは保険の一部負

しかし、よく考えてみ

担金の他、はるかに高額

ので保険診療のみの接骨

のみが保険診療できると

社会通念からすればはる

ません。けっして魔法の

きます。現実に世の中の

長
所
と
短
所

保
険
外
診
療
導
入
の

の保険外診療費分を頂く

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
か
？

景気低迷の中で、柔整師

保
険
外
診
療
は
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か
特
別
な
治
療
法
を
施
術
し

かに高額の収入を得てい

保険外診療
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本年は４月より
第２期の講習 会を
開講します。 ３月
には本講習の 前に
２回のプレセミナー
を開催予定で す。
詳しい日程等 決ま
りましたら改 めて
案内を送らせ てい
ただきます。

今後も柔整 師に
とって必要な 情報
を発信してい きま
す。２０１２ 年は
柔整業界にと って
も大きな変革 の年
になります。 新た
な診療体制を 構築
して、この荒 波を
いっしょに乗 り越
えていきましょう。

