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はじめに 

 医師は、医師法第十九条二項により、患者から診断書交付の請求があった場合は、これ

を記載・発行する義務がある。死亡診断書（死体検案書）・出産証明書・介護保険などの証

明書類など公的なものだけでも数十種類以上に及び、「自賠責様式診断書」もそのうちの一

つである。この他に、民間保険会社の商品である医療保険・疾病保険（がん保険その他の

三大生活習慣病保険など）があり、その数は年々増加し記載内容も書式が異なり詳細化し

ている。また一人の患者が異なった保険会社の数枚の診断書発行を求めてくることもまれ

でない。 

 その一方で、こうした診断書を作成するにあたっての留意点を述べたものや作成方法を

解説したマニュアルは少ない。さらに、医業類似行為業者との様々な問題も複雑になり、

適切な治療を施せない状況も起きている。 

 茨城県医師会では、本委員会にて損害保険協会および損害料率算出機構の協力の下、平

成 24 年 3 月に「自賠責様式診断書作成マニュアル」を作成した。 

 しかし、その後も交通事故にかかる文書に関してトラブルや問い合わせが続き、その都

度委員会で検討を重ねてきた。 

 そこでそれらを踏まえ、『交通事故関連文書作成マニュアル』と名称を変更し、本委員会、

損害保険協会そして損害料率算出機構の協力により、自賠責様式の診断書のほか、警察へ

提出する診断書作成に対しての留意点にも触れ、茨城県医師会会員向けに「交通事故関連

文書」作成の一助となるように解説を加え改訂した。複雑な対応を迫られることの多い交

通事故診療において、本マニュアルを被害者救済のために役立てていただければ幸いであ

る。 
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１．自賠責様式診断書 

初診月（例） 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 

（注１）原則本人の申告通りとなりますが，運転免許証など

の証明書に記載されたものが必要になる場合があります。 

37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

平成 27 年９月１日受傷。受傷後から頸部痛出現したため，平成

27 年９月２日当院初診。 

上記診断にて，下記のごとく患部固定。現在外来通院にて経過

観察中。なお，医業類似行為業者での療養は同意していない。

（注４）診療録に基づいて簡単に経過を記載して下さい。 

（注５）患者・同乗者の申告

通り，診療録と必ず一致させ

ます。 

レ線上，骨傷を認めず。 
（注６）診療施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋電

図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。診療録に

一致させて下さい。 

（注７）診療録に一致させて下さい。

（注８）診療録に一致させて下さい。

（注９）初診月は未定。また，「不明」の場合は「不明」と記載して下さい

（例 患者の都合で来院しなくなり診断書の提出を求められた場合） 

（注 10）診療録に一致させて下さい。

（注 13）明細書作成日と一致。 

27    10   ３ 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 11）その月の

最終日を記載 

（注３）記載しないで

下さい。

平成 27年９月 30日 

現在 通院中

27   ９  30 

なし 

29         ７ 

平成 27 ９ ２ 平成 27 ９ 30

平成27    ９    ２      平成27    ９    10 

（注 12）診療録に一致させて下さい。

(注２)診療録･自賠責診療報酬明細書(以下明

細書)に一致させて記載して下さい。 



原則本人の申告通りとなりますが，運転免許証などの証明書に記載され

たものが必要になる場合があります 

診療録・自賠責診療報酬明細書（以下明細書）に一致させて記載して下さい 

記載しないで下さい 

診療録に基づいて簡単に経過を記載して下さい。なお柔道整復師等の医 

業類似行為業者等での療養や施術に同意していない又は指示していない 

場合はそれを記載して下さい 

患者･同乗者の申告通り，診療録と必ず一致させて下さい 

診療施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波な

ど）があれば，その結果を記載して下さい。診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

初診月は未定。また，「不明」の場合は「不明」と記載して下さい（例 患

者の都合で来院しなくなり診断書の提出を求められた場合） 

診療録に一致させて下さい 

その月の最終日を記載して下さい 

診療録に一致させて下さい 

明細書作成日と一致させて下さい 

診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病者の住所について･･････ 

（注２）傷病名・治療開始日････････ 

（注３）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 

（注４）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し･･･････ 

（注５）受傷日････････････････････ 

（注６）主たる検査所見････････････ 

（注７）初診時の意識障害･･････････ 

（注８）既往症および既存障害･･････ 

（注９）後遺障害の有無について････ 

（注 10）通院治療･････････････････ 

（注 11）診断日･･･････････････････ 

（注 12）固定期間･････････････････ 

（注 13）作成日･･･････････････････ 

（注 14）受傷部位を図示について･･･ 

（注14）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



再診月（例） 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 

（注１）初回作成時に準じますが，転居や事情により改姓し

た場合は，変更後の住所や氏名を記載して下さい。 

37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

外傷性項部瘢痕 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

上記診断にて，下記のごとく患部固定。現在外来通院にて通院

リハにて観察中。受傷時に認めた項部の擦過傷が 5cm×5cm 程度

の瘢痕を呈し，ヒルドイドクリーム使用し経過観察中。 

なお，医業類似行為業者での療養は同意していない。 

（注５）患者・同乗者の申告

通り，診療録と必ず一致させ

ます。 

今月は特に検査施行せず。 
（注６）新たに施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋

電図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。 

（注７）初回作成時に一致させて下さい。

（注８）初回作成時に一致させて下さい。

（注９）未定に○をつけて下さい。「不明」の場合は「不明」と記載して下

さい（例 患者の都合で来院しなくなり診断書の提出を求められた場合） 

（注 10）診療録・明細書と一致させ

て下さい。 

（注 13）明細書作成日と一致。 

27    11   ８ 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 11）その月の

最終日を記載 

平成 27年 10月 31日

現在 通院中

27   10  30 

なし 

31         16 

平成 27 10 １ 平成 27 10 31

（注 12）診療録・明細書と一致させて下さい。

(注２)初回作成時に準じます。ただし，経過中に新た

に本件に関連した傷病名が発生した場合は，本項に追

加傷病名を記載するだけでなく以下の「経過欄」にも

記載して下さい。 

平成 

27 10 27
平成 27年 10月 31 日

現在 通院中

（注４）診療録に基づいて簡単に経過を記載して下さい。

当月分のみを記載します。 

（注３）分からない場合は記載し

ないでけっこうですが，分かった

場合に記載下さい。 



初回作成時に準じますが，転居や事情により改姓した場合は，変更後の住
所や氏名を記載して下さい 
初回作成時に準じます 

分からない場合は記載しないでけっこうですが，分かった場合は記載して
下さい 

当月分のみ診療録に基づいて簡単に経過を記載して下さい。なお柔道整復 

師等の医業類似行為業者等での療養や施術に同意していない又は指示し 

ていない場合はそれを記載して下さい。 

患者･同乗者の申告通り，診療録と必ず一致させて下さい 
新たに施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波
など）があれば，その結果を記載して下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
未定に○をつけて下さい。「不明」の場合は「不明」と記載して下さい 
（例 患者の都合で来院しなくなり診断書の提出を求められた場合） 
診療録・明細書と一致させて下さい 
その月の最終日を記載して下さい 
診療録・明細書と一致させて下さい（当月分のみを記載） 
明細書作成日と一致させて下さい 
診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病者の住所について･･････ 

（注２）傷病名について････････････ 
 ※ただし，経過中に新たに本件に関連した傷病名が発生した場合は，本項に追加傷病名を記載するだけでなく 

以下の「経過欄」にも記載して下さい 
（注３）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 
（注４）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し･･･････ 

（注５）受傷日････････････････････ 
（注６）主たる検査所見････････････ 

（注７）初診時の意識障害･･････････ 
（注８）既往症および既存障害･･････ 
（注９）後遺障害の有無について････ 

（注 10）通院治療･････････････････ 
（注 11）診断日･･･････････････････ 
（注 12）固定期間･････････････････ 
（注 13）作成日･･･････････････････ 
（注 14）受傷部位を図示について･･･ 

（注14）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



    最終月（例） 

①症状固定し後遺症なしの場合 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

外傷性項部瘢痕 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

上記診断にて，外来通院下で加療を行い，平成 27 年 11 月

27 日，症状固定した。なお，医業類似行為業者での療養は

同意していない。 

（注４）初回作成した診断書に

準じます。 

今月は特に検査施行せず。 
（注５）新たに施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋

電図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。 

（注６）初回作成時に一致させて下さい。

（注７）初回作成時に一致させて下さい。

27    11   27 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 10）症状などが消失した

医学的な「治ゆ」の状態以外

にも症状固定の際には「治

ゆ」に○をします 

平成 27年 11月 27 日

27   11  27 

なし 

27         ７ 

平成 27 11 １ 平成 27 11 27

（注９）診療録・明細書と一致させて下さい。

(注１)初回作成・経過中作成時に準じます。 

平成 

27 10 27 平成 27年 11月 27 日

（注２）最終来院日 

（注３）診療録に準じた記載をします。

（注 10）

（注８）なしに○をつけて下さい。



初回作成・経過中作成時に準じます。転帰は，症状など消失した医学的
な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には「治ゆ」に○します。日付
は診断書作成日とします 
最終来院日を記載して下さい 

診療録に準じた記載をします。なお柔道整復師等の医業類似行為業者等 

での療養や施術に同意していない又は指示していない場合はそれを記 

載して下さい 

診療録と一致させて下さい 

新たに施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音
波など）があれば，その結果を記載して下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
なしに○をつけて下さい 
診療録・明細書と一致させて下さい 
症状などが消失した医学的な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には
「治ゆ」に○をします 
診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病名について････････････ 

（注２）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 
（注３）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し･･･････ 

（注４）受傷日････････････････････ 
（注５）主たる検査所見････････････ 

（注６）初診時の意識障害･･････････ 
（注７）既往症および既存障害･･････ 
（注８）後遺障害の有無について････ 
（注９）通院治療･･････････････････ 
（注 10）転帰･････････････････････ 

（注 11）受傷部位を図示について･･･ 

（注11）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



    最終月（例） 

②症状固定し後遺症ありの場合 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

外傷性項部瘢痕 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

上記診断にて，外来通院下で加療を行い，平成 27 年 11 月

27 日，症状固定した。ただし，○○○と後遺症が残存した。

なお，医業類似行為業者での療養は同意していない。 

（注４）初回作成した診断書に

準じます。 

今月は特に検査施行せず。 
（注５）新たに施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋

電図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。 

（注６）初回作成時に一致させて下さい。

（注７）初回作成時に一致させて下さい。

27    11   27 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 10）症状などが消失した

医学的な「治ゆ」の状態以外

にも症状固定の際には「治

ゆ」に○をします 

平成 27年 11月 27 日

27   11  27 

なし 

27         ７ 

平成 27 11 １ 平成 27 11 27

（注９）診療録・明細書と一致させて下さい。

(注１)初回作成・経過中作成時に準じます。 

平成 

27 10 27 平成 27年 11月 27 日

（注２）最終来院日 

（注３）診療録に準じた記載をします。

（注 10）

（注８）ありに○をつけて下さい。後日，

後遺症診断書を作成することとなります。



初回作成・経過中作成時に準じます。転帰は，症状など消失した医学的
な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には「治ゆ」に○します。日付
は診断書作成日とします 
最終来院日を記載して下さい 

診療録に準じた記載をします。なお柔道整復師等の医業類似行為業者等 

での療養や施術に同意していない又は指示していない場合はそれを記 

載して下さい 

診療録と一致させて下さい 

新たに施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波
など）があれば，その結果を記載して下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
ありに○をつけて下さい。後日，後遺症診断書を作成することとなります 
診療録・明細書と一致させて下さい 
症状などが消失した医学的な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には
「治ゆ」に○をします 
診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病名について････････････ 

（注２）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 
（注３）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し････････ 

（注４）受傷日････････････････････ 
（注５）主たる検査所見････････････ 

（注６）初診時の意識障害･･････････ 
（注７）既往症および既存障害･･････ 
（注８）後遺障害の有無について････ 
（注９）通院治療･････････････････ 
（注 10）転帰･････････････････････ 

（注 11）受傷部位を図示について･･･ 

（注11）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



    最終月（例） 

③症状固定し後遺症未定の場合 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

外傷性項部瘢痕 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

上記診断にて，外来通院下で加療を行い，平成 27 年 11 月

27 日，症固定した。ただし，後遺症は未定である。 

なお，医業類似行為業者での療養は同意していない。 

（注４）初回作成した診断書に

準じます。 

今月は特に検査施行せず。 
（注５）新たに施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋

電図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。 

（注６）初回作成時に一致させて下さい。

（注７）初回作成時に一致させて下さい。

27    11   27 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 10）症状などが消失した

医学的な「治ゆ」の状態以外

にも症状固定の際には「治

ゆ」に○をします 

平成 27年 11月 27 日

27   11  27 

なし 

27         ７ 

平成 27 11 １ 平成 27 11 27

（注９）診療録・明細書と一致させて下さい。

(注１)初回作成・経過中作成時に準じます。 

平成 

27 10 27 平成 27年 11月 27 日

（注２）最終来院日 

（注３）診療録に準じた記載をします。

（注 10）

（注８）未定に○をつける。「未定」の場合は「いつごろ

判定できるか」，ある程度の目安（３ヶ月後に判定する予

定）を可能であれば記載して下さい。 



初回作成・経過中作成時に準じます。転帰は，症状など消失した医学的
な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には「治ゆ」に○します。日付
は診断書作成日とします 
最終来院日を記載して下さい 

診療録に準じた記載をします。なお柔道整復師等の医業類似行為業者等 
での療養や施術に同意していない又は指示していない場合はそれを記 
載して下さい 
診療録と一致させて下さい 
新たに施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波
など）があれば，その結果を記載して下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
あり・なし・未定の３種類に該当するものに○をつけて下さい 

診療録・明細書と一致させて下さい 
症状などが消失した医学的な「治ゆ」の状態以外にも症状固定の際には
「治ゆ」に○をします 
診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病名について････････････ 

（注２）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 
（注３）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し･･･････ 

（注４）受傷日････････････････････ 
（注５）主たる検査所見････････････ 

（注６）初診時の意識障害･･････････ 
（注７）既往症および既存障害･･････ 
（注８）後遺障害の有無について････ 

※未定の場合はいつごろ判定できるか，ある程度の目安（３ヶ月後に判定する予定）を可能であれば記載して下さい 
（注９）通院治療･････････････････ 
（注 10）転帰･････････････････････ 

（注 11）受傷部位を図示について･･･ 

（注11）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



中止（例）  

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 37 11 14

平成 

27 ９ ２頸椎捻挫 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

平成 27 年９月１日受傷。受傷後から項部痛出現したため，

平成 27 年９月２日当院初診。上記診断にて，経過観察をし

たが９月９日以降来院せず。 

平成 27年 11 月 27 日，本人が受診し，申し出により「中止」

とした。なお，医業類似行為業者での療養は同意していな

い。 

レ線上，骨傷を認めず。 
（注４）診療施行した検査（レントゲン，CT，MRI，血液検査，筋電

図，超音波など）があれば，その結果を記載して下さい。診療録に

一致させて下さい。 

（注５）診療録に一致させて下さい。

（注６）診療録に一致させて下さい。

27    11   30 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注９）最終来院日を

記載して下さい。 

平成 27年 11月 27 日

27   11  27 

なし 

87         ８ 

平成 27 ９ ２ 平成 27 11 27

（注 10）診療録に一致させて下さい。 

(注１)診療録・自賠責診療報酬明細書（以下明細書）

に一致させて記載して下さい。治療開始日・転帰（「治

ゆ」または「継続」「転院」「中止」「死亡」）も同様で

す。 

（注２）中止と記載します 

（注３）患者・同乗者の申告通り，

診療録と必ず一致させます。 

（注７）診療が途中中断しているので後遺障害

は「不明」と判断し「不明」と記載して下さい 不明 

治 ゆ
治ゆ見込 
中  止 

（注８）診療録・明細書に一致させて下さい。
この例は通院期間が９月２日から11月27日ま
での通算 87 日間、実日数８日間でしたのでそ
の通りに記載してあります 

平成27   ９    ２      平成27   ９    10 

なし 



初回作成・経過中作成時に準じます。転帰は，暫く来院なく，患者から「中
止」や「転院」で診断書を作成して欲しいといわれた場合，ケースによっ
ては「中止」や「転院」を記載して下さい 
中止に○をつけ，最終来院日を記載して下さい 
患者・同乗者の申告通り，診療録と必ず一致させます 
新たに試行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波
など）があれば，その結果を記載して下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
初回作成時に一致させて下さい 
診療が途中中断しているので後遺障害は「不明」と判断し「不明」と記載
して下さい 
診療録・明細書に一致させて下さい。この例は通院期間が９月２日から
11 月 27 日までの通算 87 日間、実日数８日間でしたのでその通りに記載し
てあります 
診断日は，最終来院日を記載して下さい 
診療録と一致させて下さい 
診療録・本診断書の診断名に一致する部位に記載して下さい 

（注１）傷病名について････････････ 

（注２）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 
（注３）受傷日････････････････････ 
（注４）主たる検査所見････････････ 

（注５）初診時の意識障害･･････････ 
（注６）既往症および既存障害･･････ 
（注７）後遺障害の有無について････ 

（注８）通院治療･････････････････ 

（注９）診断日････････････････････ 
（注 10）固定期間･････････････････ 
（注 11）受傷部位を図示について･･･ 

（注11）診療録・本診断書の診断名に

一致する部位に記載して下さい。 



受傷後「念のため」に受診した場合 

茨城県水戸市笠原町４８９

○○ 太郎 

（注１）原則本人の申告通りとなりますが，運転免許証など

の証明書に記載されたものが必要になる場合があります。 

37 11 14

平成 

27 ９ １

（注３）記載しないで

下さい。

交通外傷後精査 

（受傷日 平成 27年 9月 1 日）

平成 27年 9 月 1日受診。 

特に症状はないが，念のため平成 27 年 9月 1 日当院初診。 

診察の結果，特に異常を認めず。 

なお，医業類似行為業者での療養は同意していない。 

（注４）診療録に基づいて簡単に経過を記載して下さい。 

（注５）患者・同乗者の申告通

り，診療録と必ず一致させます。

レ線施行するも，特に異常所見を認めず。

（注６）診療施行した検査（レントゲン，CT，MRI，

血液検査，筋電図，超音波など）があれば，その結

果を記載して下さい。診療録に一致させて下さい。 

（注７）診療録に一致させて下さい。

（注８）診療録に一致させて下さい。

（注 10）診療録に一致させて下さい。

（注 12）明細書作成日と一致。 

27    ９   30 

茨城県水戸市笠原町４８９ 

○×整形外科クリニック 

○× 一郎 

０２９ ２４１ ８４４６ 

（注 11） 

来院日を記載 

(注２)診療録･自賠責診療報酬明細書(以下明細

書)に一致させて記載して下さい。（頸椎捻挫疑

い等，と記載することも可） 

（注９）診療録に一致させて下さい。



原則本人の申告通りとなりますが，運転免許証などの証明書に記載された

ものが必要になる場合があります 

診療録･自賠責診療報酬明細書(以下明細書)に一致させて記載して下さい。（頸

椎捻挫疑い等，と記載することも可） 

記載しないで下さい 

診療録に準じた記載をします。なお柔道整復師等の医業類似行為業者等 

での療養や施術に同意していない又は指示していない場合はそれを記載し 

て下さい 

患者･同乗者の申告通り，診療録と必ず一致させます 

診療施行した検査（レントゲン、CT、MRI、血液検査、筋電図、超音波など）

があれば，その結果を記載して下さい。診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

診療録に一致させて下さい 

来院日を記載して下さい 

明細書作成日と一致させて下さい 

｢症状がないため記載せず」の一文を入れて下さい。疑いとした場合は適宜

部位を図示して下さい

（注１）傷病者の住所について･･････ 

（注２）傷病名・治療開始日････････ 

（注３）治ゆまたは治ゆ見込日････････ 

（注４）傷病の経過・治療の内容 

および今後の見通し･･･････ 

（注５）受傷日････････････････････ 

（注６）主たる検査所見････････････ 

（注７）初診時の意識障害･･････････ 

（注８）既往症および既存障害･･････ 

（注９）後遺障害の有無について････ 

（注 10）通院治療･････････････････ 

（注 11）診断日･･･････････････････ 

（注 12）作成日･･･････････････････ 

（注 13）受傷部位を図示について･･･

（注 13）｢症状がないため記載せず」の一文を入れ

て下さい。疑いとした場合は適宜部位を図示して

下さい 



２．警察に提出する診断書を作成するうえでの留意事項 

 自院の診断書用紙に次の事項を参考に記載するとよい。

（１）本診断書は「警察提出用」であることを明記する。

（２）患者の氏名・住所・生年月日・診断名

  診療録に一致させる。

（３）受傷日  

 「患者申告によると ○年○月○日 受傷」というように診療録に一致させる。

（４）当該医療機関初診日

  診療録に一致させる。今回に関連して他の医療機関を受診しているという患者の申告

があればその旨を記載してもよい。

（５）表記等 留意すべき点

「余病併発がないかぎり ○日間の加療を要する見込みである」 

「他に合併症がないかぎり ○日間の加療を要する見込みである」

   （予後に関しては、上記のように推定・推量を示す表記を用いるとよい）

  ・医業類似行為での療養や施術に同意や指示をせず、その旨を患者に説明した場合、

診療録に記載すると同時に、本診断書に「なお、医業類似行為での施術等は同意し

ていない」又は「なお、医業類似行為での施術等は指示していない」と記載しても

よい。

  ・改ざんを防ぐために、文末に 「以下 余白」と明記するとよい。

  ・診断書作成日及び作成者を記載する。

（６）その他

  ・受傷後時間を経てから診断書の作成を患者から依頼された場合、医師の裁量で可能

であれば作成する。その時点での診断名、患者申告の受傷日、今後の見込みを記載

する。交通事故との因果関係がわからないと判断した場合は、「交通事故との因果関

係は不明である」と記載してもよい。
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