
（第三種郵便物認可）２０１８年５月１５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（５）

【初診料の注１】
問１　初診料の注１に規定する施設基準において、
「１年以内に保険医療機関の新規指定を受けた保険医
療機関が届出を行う場合については、届出を行った日
の属する月の翌月から起算して６月以上経過した後、
１年を経過するまでに様式２の６による再度の届出を
行うこと」とされているが、新医療機関等として旧医
療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実態
が変わらないため遡及指定を受ける場合においては、
旧医療機関の実績に基づき、様式２の６の「２　当該
保険医療機関の平均患者数の実績」を記載してよい
か。また、その場合に再度の届出が必要か。
（答）記載してよい。その場合においては、再度の届
出は不要である。

【歯科外来診療環境体制加算１、２】
問２　平成30年３月31日において現に歯科外来診療環
境体制加算を算定していた保険医療機関が、歯科外来
診療環境体制加算１または歯科外来診療環境体制加算
２の届出を行う場合において、再度研修を受講する必
要があるか。
（答）平成30年３月31日時点において、歯科外来診療
環境体制加算の施設基準の届出を行っている場合は、
再度の研修受講は不要である。（研修を受講した歯科
医師に変更がない場合は、研修会の修了証の写しまた
は最初に当該施設基準の届出を行った際の副本の写し
の提出は不要）
　なお、この場合において、様式４の「２　常勤歯科
医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の欄に
は、「研修届出済み」と記載すること。
〈編注〉
　上記の場合であっても、初診料の注１に規定する施
設基準の届出は必要になる。そのため、届出から４年
以内に受講した院内感染防止対策にかかる研修の修了
証が必要になる。

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、在宅療養
支援歯科診療所１、２】
問３　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所または
在宅療養支援歯科診療所について、平成30年３月31日
までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に
再度の届出を行う場合において、旧施設基準と重複す
る研修を再度受講する必要があるか。
（答）研修受講歯科医師の変更がない場合において
は、重複する研修内容の再度の受講は必要ない。（研
修を受講した歯科医師に変更がない場合は、研修会の
修了証の写しまたは最初に当該施設基準の届出を行っ
た際の副本の写しの提出は不要）
　なお、この場合において、様式17の２の「５　歯科
疾患の継続管理等に係る研修」の欄または様式18の
「３　高齢者の口腔機能管理等に係る研修の受講歴
等」には、追加で受講した研修に関する内容を記載
し、高齢者の心身の特性等（旧施設基準と重複する研
修）は届出済みである旨を記載すること。

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
問４　かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所につい
て、平成30年３月31日までに届出を行っている医療機

関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合におい
て、歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準を
同時に届け出ても差し支えないか。
（答）差し支えない。この場合において、様式17の２
の「２　歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基
準の届出状況」の欄には「届出中」と記載すること。

問５　区分番号「Ｉ０１１－２－２」歯周病安定期治
療（Ⅱ）を算定していた患者について、かかりつけ歯
科医機能強化型歯科診療所の施設基準を取り下げた場
合に、区分番号「Ｉ０１１－２」歯周病安定期治療
（Ⅰ）に移行して差し支えないか。
（答）施設基準を満たさなくなった場合に限り、歯周
病安定期治療（Ⅱ）から歯周病安定期治療（Ⅰ）に移
行しても差し支えない。

【歯科疾患管理料】
問６　口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の患
者に対して、区分番号「Ｂ０００－４」歯科疾患管理
料を算定し、継続的な管理を行う場合に、管理計画に
はどのような内容を記載すればよいか。
（答）管理計画の作成に当たっては、「口腔機能発達
不全症に関する基本的な考え方」（平成30年３月日本
歯科医学会）または「口腔機能低下症に関する基本的
な考え方」（平成30年３月日本歯科医学会）を参考に
し、これらに示されている管理計画書の様式またはこ
れに準じた内容を記載した様式を用いること。
　また、小児口腔機能管理加算または口腔機能管理加
算を算定する場合の指導・管理内容の診療録記載また
は指導・管理に係る記録についても、「基本的な考え
方」に示されている様式またはこれに準じた内容を記
載した様式を用い、診療録に記載する場合は、これら
に準じた内容を記載すること。

問７　口腔機能管理加算について、「咀嚼機能低下
（区分番号Ｄ０１１－２に掲げる咀嚼能力検査を算定
した患者に限る。）、咬合力低下（区分番号Ｄ０１１－
３に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。）、低舌
圧（区分番号Ｄ０１２に掲げる舌圧検査を算定した患
者に限る。）」のいずれかに該当する患者」とあるが、
口腔機能低下症が疑われる患者に対して有床義歯等の
新製を行う場合において、区分番号「Ｄ０１１」有床
義歯咀嚼機能検査を算定し、咀嚼能力測定または咬合
圧測定を実施した場合に当該加算は算定できないの
か。
（答）区分番号「Ｄ０１１」有床義歯咀嚼機能検査を
算定し、咀嚼能力測定または咬合圧測定を実施した患
者については、区分番号「Ｄ０１１－２」咀嚼能力検
査または区分番号「Ｄ０１１－３」咬合圧検査を算定
したものとみなして差し支えない。

問８　口腔機能管理加算について、口腔機能低下症の
診断を行うにあたり、区分番号「Ｄ０１１－２」咀嚼
能力検査と区分番号「Ｄ０１２」舌圧検査の両検査を
実施した場合に、それぞれの検査について算定できる
か。また、区分番号「Ｄ０１１－３」咬合圧検査と区
分番号「Ｄ０１２」舌圧検査はどうか。
（答）咀嚼能力検査と舌圧検査のそれぞれについて算
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定できる。また、両検査を同日に算定しても差し支えな
い。咬合圧検査と舌圧検査についても同様に算定可能。

【歯科衛生実地指導料】
問９　区分番号「Ｂ００１－２」歯科衛生実地指導料
について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病
名が①「欠損歯（ＭＴ）」（有床義歯に係る治療のみを
行っている場合）、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみ
の場合に算定できるか。
（答）①②については、いずれも算定できない。

【歯周病患者画像活用指導料】
問10　区分番号「Ｂ００１－３」歯周病患者画像活用
指導料について、留意事項通知（１）において、歯科
疾患管理料、周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、周術期
等口腔機能管理料（Ⅱ）、周術期等口腔機能管理料
（Ⅲ）、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養
管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料または小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料（以下、歯科疾患管理料等）を算定してい
る患者に対して算定することとなっているが、歯周病
患者画像活用指導料を算定する月に歯科疾患管理料等
を算定していることが必要か。
（答）同一初診期間内に歯科疾患管理料等を算定して
いれば、同月に算定していなくても歯周病患者画像活
用指導料を算定して差し支えない。

【歯科訪問診療料】
問11　区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の注13を
算定する場合に、注５、注６、注７、注８、注９、注
11及び注15に規定する加算は算定可能か。
（答）注５、注６、注８、注９については算定可能。
注７、注11、注15については算定できない。

問12　特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を
行い、初診料もしくは再診料及び特掲診療料を算定し
た場合において、注５、注６、注７、注８、注９、注
11及び注15に規定する加算は算定可能か。
（答）算定して差し支えない。ただし、その場合にお
いて、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載す
ること。
〈編注〉
注５：診療時間が１時間を超える場合の100点加算
注６：歯科診療特別対応加算175点（または特導250点）
注８：地域医療連携体制加算300点（１回に限る）
注９： 特殊事情などによって海路や訪問先が16キロメ

ートル超の場合の歯科訪問診療料加算
注７： 別に厚生労働大臣が定める時間で、診療に従事

している場合に緊急に行う加算（点数略）
注11：歯科訪問診療補助加算（訪補助）（点数略）
注15：歯科訪問診療移行加算（点数略）

【訪問歯科衛生指導料】
問13　区分番号「Ｃ００１」訪問歯科衛生指導料の留
意事項通知（２）において、「当該建築物において訪
問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の
10％以下の場合または当該建築物の戸数が20戸未満で
あって、訪問歯科衛生指導を行う患者が２人以下の場
合には、それぞれ「単一建物診療患者が１人の場合」
を算定すること」とあるが、「当該建築物」とはどの
ような建物が対象となるのか。
（答）次に掲げる施設を除く集合住宅等が対象となる。
・養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム（「軽費老人ホームの設備及び運営に
関する基準」（平成20年厚生労働省令第107号）附則
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第２条第１号に規定する軽費老人ホームＡ型に限る）
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年４
月６日法律第26号）第５条第１項に規定するサービ
ス付き高齢者向け住宅

・認知症対応型共同生活介護事業所）
・介護老人保健施設
・介護医療院
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
〈編注〉
　ただし、上記の住宅や施設で療養中であっても、介
護保険が適応される場合は訪衛指ではなく、歯科衛生
士が実施する居宅療養管理指導費を算定しなければな
らない（給付調整）。

【歯科疾患在宅療養管理料】
問14　区分番号「Ｃ００１－３」歯科疾患在宅療養管
理料の留意事項通知（13）において、居宅療養管理指
導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料
を算定したものとみなすことができることが記載され
ているが、この場合において、当該管理料に係る文書
提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチー
ム等連携加算１または栄養サポートチーム等連携加算
２は算定できるか。
（答）いずれも算定できない。

【咬合調整】
問15　区分番号「Ｉ０００－２」咬合調整の留意事項
通知（４）について、
①「新たな義歯の製作または義歯修理の実施１回につ
き「１　１歯以上10歯未満」または「２　10歯以上」
のうち、いずれか１回に限り算定する」とあるが、上
下顎同時に新たな義歯を製作する場合または義歯修理
を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて
算定できるか。
②「修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理
を行う場合については、前回算定した日から起算して
３月以内は算定できない」とあるが、１）修理を行っ
てから３月以内に有床義歯の新製を行う場合　２）有
床義歯の新製後、３月以内に有床義歯の修理を行う場
合に算定できるか。
（答）①いずれの場合も算定できない。
　　　②１）、２）のいずれの場合も算定できない。

【暫間固定】
問16　区分番号「Ｉ０１４」暫間固定において、「外
傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除
去料が算定できる取扱いとなったが、この場合におい
て除去料はどの区分により算定すればよいか。
（答）区分番号「Ｉ０２０」暫間固定装置の除去（１
装置につき）により算定する。

【口腔内装置】
問17　区分番号「Ｉ０１７」口腔内装置の「イ　顎関
節治療用装置」を「２　口腔内装置２」により製作す
る場合において、咬合採得は算定できるか。
（答）算定できない。
〈編注〉
　口腔内装置の早見表参照（右表）

【機械的歯面清掃処置】
問18　区分番号「Ｉ０３０」機械的歯面清掃処置につ
いて、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が
①「欠損歯（ＭＴ）」（有床義歯に係る治療のみを行っ

ている場合）、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場
合に算定できるか。
（答）①②のいずれも算定できない。

【口腔粘膜処置、レーザー機器加算】
問19　「疑義解釈資料の送付について」（平成30年３
月30日事務連絡）別添３の問35（答）において、「添
付文書の使用目的に、レーザー手術装置（Ⅰ）の定義
に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び
蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならな
い」とあるが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」ま
たは「歯石除去用レーザー」として既に保険適用され
ている機器でレーザー手術装置（Ⅰ）の定義に該当す
るものはすべて使用可能か。
（答）「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」または「歯
石除去用レーザー」として既に保険適用されている機
器であっても、「レーザー手術装置（Ⅰ）」として保険
適用された機器以外は使用できない。また、「レーザ
ー手術装置（Ⅱ）」についても同様に、保険適用され
た機器以外は使用できない。
　なお、毎月新たに保険適用となる機器については
「医療機器の保険適用について」（平成30年４月１日
保険適用開始機器については（保医発0330第４号平成
30年３月30日）、以後毎月発出）を確認のうえ、施設
基準の届出を行うよう留意すること。

【歯科矯正】
問20　区分番号「Ｎ０１４－２」牽引装置について、
区分番号「Ｎ０２２」ダイレクトボンドブラケットは
所定点数に含まれ別に算定できない取扱いであるが、
区分番号「Ｎ００８」装着及び区分番号「Ｎ００９」
撤去の費用は別に算定できるか。
（答）装着及び撤去に係る費用は、区分番号「Ｎ０１４
－２」牽引装置の所定点数に含まれ別に算定できない。

【診療報酬明細書】
問21　区分番号「Ｉ０００－２」咬合調整に関する診
療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の
（１）のイからホまでのいずれに該当するものを記載
することとなっているが、平成30年９月診療分以前の
電子レセプトまたは書面による請求を行う場合におい
て、「傷病名部位」欄から明らかである場合は記載を
省略して差し支えないか。
（答）差し支えない。

問22　区分番号「Ｉ０１７」口腔内装置に関する診療
報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の
（１）のイからリまでに規定するものの中から該当す
るものを記載することとなっているが、平成30年９月
診療分以前の電子レセプトまたは書面による請求を行
う場合において、「傷病名部位」欄から当該装置の種
類が明らかである場合は装置名（レセプト表示文言）
の記載を省略して差し支えないか。
（答）差し支えない。

医科・歯科・調剤報酬点数表関係医科・歯科・調剤報酬点数表関係
【診療報酬明細書の記載要領】
問１　別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載
事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の
「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト
請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降につ
いては該当するコードを選択することになったが、平
成30年９月診療分以前の電子レセプトまたは書面によ
る請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コー
ドによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
（答）必ずしも当該文言のとおり記載する必要はない
が、その旨がわかる記載または当該診療行為に係る記
載事項であることがわかる記載とすること。

口腔内装置の早見表（１装置につき、装着料を含む）

記号  装置名 装置（装
着料含む） 印象採得 咬合採得 調　整 修　理 歯リハ

イ。顎関節治療用装置
1,530点

42点
187点 220点

（月１回）
※１ 234点

※２

54点
（月１回）
※施設基準830点 ―

ロ．歯ぎしりに対する口腔内装置

1,650点

42点

187点 120点
（月１回）

※１

―

950点
― ― ―

800点 ―

ホ．サージカルガイドプレート（顎変形症等） 1,530点
42点

187点
― ― ―

上記以外の手術に用いた場合など 680点 ―

ヘ． 腫瘍等による顎骨切除後，手術創（開
放創）の保護等を目的として製作する
オブチュレーター

1,800点
230点

187点 ― ― ―

1,100点 ― ― ― ―

リ．放射線治療に用いる口腔内装置 1,650点 222点 ― ― ― ―

製作方法によらず口腔内装置３の装置 680点 42点 ― ― ― ―

ハ．顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ．出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ト．気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ．不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して，口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置

装　置 印象採得 咬合採得 調　整 修　理 歯リハ

睡眠時無呼吸症
候群に対する口
腔内装置
（SAS-OAp）

義歯床用
アクリリック樹脂 3,300点

230点
283点 120点

（装着１月
以内１回
限り）※１

234点
※２ ―

熱可塑性樹脂シート等 2,300点 ―

舌接触補助床
(PAP)

新たに製作した場合 2,620点
230点 187点 ― 234点

※３
194点

（月４回）旧義歯を用いた場合 1,120点

※１　SAS-OApを除き，装着日は算定できない．同日に調整と修理を行った場合の調整料は修理に含まれる
※２　月に１回算定できる．ただし，装着月は算定できない
※３　月に１回算定できる．ただし，算定日は歯リハ１は算定できない


