
 

【重点課題１－３(医療の機能分化等／在宅医療の促進)－③】 

在宅不適切事例の適正化 

骨子【重点課題１－３－(4)】 

第１ 基本的な考え方 

 

 在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに、質の高い在宅医療を

提供していくために、保険診療の運用上、不適切と考えられる事例へ

の対策を進める。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１.在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について、同

一建物における同一日の複数訪問時の点数を新設し、適正化を行うとと

もに、在支診・在支病以外の評価を引き上げる。 

 

現 行 改定案 

【在宅時医学総合管理料】 

１ 在宅療養支援診療所又は在宅療

養支援病院であって別に厚生労働

大臣が定めるものの場合 

イ 病床を有する場合 

(1)保険薬局において調剤を受

けるために処方せんを交付

する場合 

 5,000 点 

 

(2)処方せんを交付しない場合 

 5,300 点 

 

ロ 病床を有しない場合 

(1)保険薬局において調剤を受

けるために処方せんを交付

【在宅時医学総合管理料】 

１ 在宅療養支援診療所又は在宅療

養支援病院であって別に厚生労働

大臣が定めるものの場合 

イ 病床を有する場合 

(1)保険薬局において調剤を受

けるために処方せんを交付

する場合   

5.000 点 

※ 同一建物の場合   ○点(新) 

(2)処方せんを交付しない場合 

 5,300 点 

※ 同一建物の場合   ○点(新) 

ロ 病床を有しない場合 

(1)保険薬局において調剤を受

けるために処方せんを交付
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4,300 円 

ロ 週３日目まで 30 分未満 

3,300 円 

ハ 週４日目以降 30 分以上 

5,300 円 

ニ 週４日目以降 30 分未満 

4,060 円 

 

 

 

 

 

 

２ 准看護師による場合 

 

イ 週３日目まで 30 分以上 

3,800 円 

ロ 週３日目まで 30 分未 

2,910 円 

ハ 週４日目以降 30 分以上 

4,800 円 

ニ 週４日目以降 30 分未満 

3,670 円 

イ 同一日に２人まで 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

ロ 同一日に３人以上 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

２）30 分未満の場合 

イ 同一日に２人まで 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

ロ 同一日に３人以上 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

２ 准看護師による場合 

１）30 分以上の場合 

イ 同一日に２人まで 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

ロ 同一日に３人以上 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

２）30 分未満の場合 

イ 同一日に２人まで 

(1) 週３日目まで  ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

ロ 同一日に３人以上 

(1) 週３日目まで   ○円(改) 

(2) 週４日目以降   ○円(改) 

 

 

４．保険医療機関等が経済的誘引により患者紹介を受けることを禁止する。   
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【重点課題１－３(医療の機能分化等／在宅医療の促進)－⑩】 

在宅歯科医療の推進等 

骨子【重点課題１－３－(12) (13) (14)】 

第１ 基本的な考え方 

 

１．在宅歯科医療を推進する観点から、在宅を中心に訪問歯科診療を実施

している歯科診療所の評価を行う。 

 

２．在宅歯科医療を推進する上で、歯科医療機関と医科医療機関との連携

が重要であることから、在支診又は在支病の医師の訪問診療に基づく、

訪問歯科診療が必要な患者に対する在宅療養支援歯科診療所への情報提

供を評価する。 

 

３．歯科訪問診療が 20 分未満であった場合の歯科訪問診療の評価体系を 

見直すとともに、同一建物において同一日に複数の患者に対して歯科訪

問診療を行った場合等について、歯科訪問診療料の適正化を行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．訪問歯科診療のうち、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心

に実施している歯科診療所の評価 

 

(新)  在宅かかりつけ歯科診療所加算   ○点  

    （歯科訪問診療１の加算）  

 

 

[算定要件] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関において、在宅で歯科訪問診療を実施した場

合に歯科訪問診療１に加算する。 
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[施設基準] 

① 歯科診療所であること。 

② 当該歯科診療所で実施される直近３か月の歯科訪問診療の実績が、月平

均５人以上であり、そのうち少なくとも８割以上が歯科訪問診療１を算定

していること。 

   

２．在宅歯科医療における医科医療機関と歯科医療機関の連携に係る評価 

 

(新)  歯科医療機関連携加算   ○点【医科点数表】  

    （診療情報提供料の加算） 

 

[算定要件]  

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に属する医師が訪問診療を行

った栄養障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要があり、在宅療

養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合に算定する。 

 

３．歯科訪問診療２の見直し及び歯科訪問診療３の新設等 

 

【歯科訪問診療料の評価体系】             

（現 行）  

 

 

 

 

 

（改定案） 

 同一の建物に居住す

る患者数 

同一の建物に居住する 

患者数 

1 人 2 人以上 1 人 2 人以上 

9 人以下 

10 人以上 

患者一人に 

つき診療に 

要した時間 

20 分

以上 

 

歯科訪問

診療１ 

歯科訪問

診療２ 

歯科訪問 

診療１ 

歯科訪問 

診療２ 

 

 

 

歯科訪問 

診療３ 

20 分

未満 

歯科初・

再診料 

歯科初・

再診料 

 

 

 

現 行 改定案 

【歯科訪問診療料】 

１ 歯科訪問診療１     850 点 

２ 歯科訪問診療２     380 点 

【歯科訪問診療料】 

１ 歯科訪問診療１    850 点 

２ 歯科訪問診療２   ○点(改) 
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（新設） 

 

注２ ２については、在宅等において

療養を行っている患者（同一建物

居住者に限る。）であって通院が

困難なものに対して、当該患者が

居住する建物の屋内において、次

のいずれかに該当する歯科訪問診

療（診療時間が20分以上の場合に

限る。ただし、当該患者の容体が

急変し、やむを得ず治療を中止し

た場合においては、この限りでな

い。）を行った場合に算定する。

この場合において、初診料又は再

診料は、算定しない。 

 

 

イ 患者の求めに応じた歯科訪問

診療 

ロ 歯科訪問診療に基づき継続的

な歯科診療が必要と認められた

患者に対する当該患者の同意を

得た歯科訪問診療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 歯科訪問診療３   ○点(新) 

 

注２ ２については、在宅等におい

て療養を行っている患者（同一

建物居住者に限る。）であって

通院が困難なものに対して、当

該患者が居住する建物の屋内に

おいて、当該保険医療機関が、

次のいずれかに該当する歯科訪

問診療（診療時間が20分以上の

場合に限る。ただし、当該患者

の容体が急変し、やむを得ず治

療を中止した場合においては、

この限りでない。）を行った場

合（同一日に９人以下）に算定

する。この場合において、初診

料又は再診料は、算定しない。 

イ 患者の求めに応じた歯科訪問

診療 

ロ 歯科訪問診療に基づき継続

的な歯科診療が必要と認めら

れた患者に対する当該患者の

同意を得た歯科訪問診療 

 

注３ ３については、在宅等におい

て療養を行っている患者（同一

建物居住者に限る。）であって

通院が困難なものに対して、当

該患者が居住する建物の屋内に

おいて、当該保険医療機関が、

次のいずれかに該当する歯科訪

問診療を行った場合（同一日に

10人以上）又は在宅等において
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注９ 歯科訪問診療を行うに当たっ

て、切削を伴う処置、手術、歯冠

修復及び欠損補綴が必要な場合に

即応できるよう切削器具及びその

周辺装置を常時訪問先に携行して

いる場合は、在宅患者等急性歯科

疾患対応加算として、次に掲げる

点数を、１日につき所定点数に加

算する。 

イ 同一建物居住者以外の場合 

170点 

ロ 同一建物居住者の場合（同一

日に５人以下）      85点 

ハ 同一建物居住者の場合（同一

日に６人以上）      50点 

［算定要件］ 

療養を行っている患者であって

通院が困難なものに対して、当

該患者が居住する建物の屋内に

おいて、当該保険医療機関が次

のいずれかに該当する歯科訪問

診療（診療時間が20分未満の場

合に限る。）を行った場合に算

定する。この場合において、初

診料又は再診料は、算定しな

い。 

イ 患者の求めに応じた歯科訪問

診療 

ロ 歯科訪問診療に基づき継続的

な歯科診療が必要と認められた

患者に対する当該患者の同意を

得た歯科訪問診療(新) 

  

注９ 歯科訪問診療を行うに当たっ

て、切削を伴う処置、手術、歯

冠修復及び欠損補綴が必要な場

合に即応できるよう切削器具及

びその周辺装置を常時訪問先に

携行している場合は、在宅患者

等急性歯科疾患対応加算とし

て、次に掲げる点数を、１日に

つき所定点数に加算する。 

イ 同一建物居住者以外の場合 

170点 

ロ 同一建物居住者の場合 

○点(改) 

（削除） 

 

［算定要件］ 
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（新設） 介護施設等に入居又は入所して

いる患者に対して「歯科訪問診療

２」又は「歯科訪問診療３」を算

定した場合にあっては、歯科訪問

診療を実施した日の属する月に、

歯科訪問診療を行った日時及び訪

問診療を行った歯科医師の氏名が

記載された文書を患者又その家族

若しくは介護施設職員等の関係者

のいずれかに提供するとともに、

提供文書を保険医療機関に保管し

ておくこと。なお、同一施設にお

いて、歯科訪問診療を実施した日

の属する月に「歯科訪問診療２」

又は「歯科訪問診療３」を複数回

算定した場合であって、患者又は

その家族以外の介護施設職員等に

当該文書を提供する場合は施設単

位として一覧表で作成しても差し

支えない。 

 

 

 

４．歯科訪問診療時の著しく歯科診療が困難な者に対する評価の見直し 

著しく歯科診療が困難な者について、外来及び歯科訪問診療時に処置、

手術、歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、個々の患者の状態や歯科

診療の負担感等を考慮して、それぞれの項目において所定点数の 100 分

の 50 加算として算定する取り扱いとなっているが、当該患者に対する

歯科訪問診療時の取り扱いが外来時と一部異なることから、外来と同様

の取り扱いに見直す。 

 

 

 

- 74 - 

 



 

【重点課題１－４(医療介護連携等の推進／医療・介護の円滑な連携の推進)－④】 

周術期における口腔機能の管理等、 

医療機関相互の連携 

骨子【重点課題１－４－(6)】 

第１ 基本的な考え方 

 

周術期における口腔機能管理を推進する上で、歯科医療機関と医科医

療機関との連携が重要であることから、周術期における口腔機能管理が

必要な患者に対して、歯科を標榜していない医科医療機関から歯科医療

機関への情報提供を評価するとともに、歯科医師による周術期の口腔機

能管理後に手術を実施した場合の手術料を評価する等、周術期口腔機能

管理の充実を図る。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．周術期口腔機能管理が必要な患者における医科医療機関から歯科医療

機関の診療情報提供に係る評価 

 

(新)  歯科医療機関連携加算 ○点【医科点数表】 

（診療情報提供料の加算） 

※再掲 周術期口腔機能管理の連携に係る部分を記載 

 

[算定要件]  

歯科を標榜していない病院で、手術の部の第６款（顔面・口腔・頸部）、

第７款（胸部）及び第９款（腹部）に掲げる悪性腫瘍手術、第８款（心・

脈管（動脈及び静脈は除く。））の手術若しくは造血幹細胞移植を行う患者

について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要があり、歯

科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合に算定する。 

 

２．周術期口腔機能管理を実施した患者に対する手術料の加算の新設等、

周術期口腔機能管理の充実 
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現 行 改定案 

【手術 通則（医科点数表）】 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手術 通則（歯科点数表）】 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

【周術期口腔機能管理料（Ⅰ）】 

１ 手術前         190 点 

２ 手術後         190 点 

 

【周術期口腔機能管理料（Ⅱ）】 

１ 手術前         300 点 

２ 手術後         300 点 

【手術 通則（医科点数表）】 

注 歯科医師による周術期口腔機能

管理の実施後１月以内に、第６款

（顔面・口腔・頸部）、第７款

（胸部）及び第９款（腹部）に掲

げる悪性腫瘍手術又は第８款

（心・脈管（動脈及び静脈は除

く。））を全身麻酔下で実施した場

合は、周術期口腔機能管理後手術

加算として、手術の所定点数に○

点を加算する。 

 

【手術 通則（歯科点数表）】 

注 周術期口腔機能管理料（Ⅰ）

（手術前）又は（Ⅱ）（手術前）

の算定後１月以内に、悪性腫瘍手

術を全身麻酔下で実施した場合

は、周術期口腔機能管理後手術加

算として、手術の所定点数に○点

を加算する。 

 

【周術期口腔機能管理料（Ⅰ）】 

１ 手術前       ○点(改) 

２ 手術後      190 点 

 

【周術期口腔機能管理料（Ⅱ）】 

１ 手術前       ○点(改) 

２ 手術後      300 点 
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【Ⅰ－６（充実が求められる分野／歯科医療の推進)－①】 

生活の質に配慮した歯科医療の充実 

骨子【Ⅰ－(1) (2) (3)】 

第１ 基本的な考え方 

 

１．全身的な疾患を有し、著しく歯科診療が困難な者に対する歯科医療の

充実を図る観点から、歯科診療特別対応連携加算の施設基準を見直す。  

 

２．各ライフステージの口腔機能の変化に着目して、以下の対応を行う。 

(1)小児期において、正常な口腔機能の獲得・成長を促すために、第一乳

臼歯の早期喪失症例に対する小児保隙装置を評価するとともに、外傷

による歯の欠損症例に対する小児義歯を評価する。 

(2)成人期において、口腔機能の維持・向上を図るために、舌接触補助床

等の床装置を用いた訓練を評価するとともに、歯周治療用装置につい

ては、歯周外科手術が前提となっている要件の見直しを行う。 

(3)その他、有床義歯の評価については、評価体系の簡素化や評価の位置

づけの見直しを行うとともに、口腔機能の管理等に係る文書提供等に

ついては患者の視点と事務負担を考慮して適切に対応を行う。 

 

３．歯の喪失のリスク増加に着目して、以下の対応を行う。 

(1)歯周病の病状安定後の包括評価である歯周病安定期治療の評価体系

を一口腔単位から歯数単位に見直す。 

(2)根面う蝕については、自立度が低下した在宅等で療養を行っている者

の初期根面う蝕に対するフッ化物歯面塗布の評価を行う。 

(3)根管治療については、治療の実態に合わせて適正に評価を行う。 

 その他、口腔機能の維持・向上に資する技術については、医療技術評

価分科会等の検討を踏まえつつ、適切な評価を行う。 

 

４．在宅歯科医療を推進する観点から、在宅を中心に訪問歯科診療を実施

している歯科診療所の評価を行う。 

「重点課題１－３－⑩」を参照のこと。 

 

 

- 134 - 

 



 

５．在宅歯科医療を推進する上で、歯科医療機関と医科医療機関との連携

が重要であることから、在支診又は在支病の医師の訪問診療に基づく、

訪問歯科診療が必要な患者に対する在宅療養支援歯科診療所への情報提

供を評価する。 

「重点課題１－３－⑩」を参照のこと。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．著しく歯科診療が困難な者に対する歯科医療の充実を図る観点から、

歯科診療特別対応連携加算の施設基準を見直す。 

 

 

現 行 改定案 

【歯科診療特別対応連携加算（初・

再診料の加算）】 

[施設基準]  

・歯科医療を担当する保険医療機関

（診療所（医療法第一条の五第二

項に規定する診療所をいう。）に

限る。）であり、かつ、当該保険

医療機関における歯科点数表の歯

科診療特別対応加算を算定した外

来患者の月平均患者数が二十人以

上であること。 

【歯科診療特別対応連携加算（初・

再診料の加算）】 

 [施設基準]  

・歯科医療を担当する保険医療機関

（診療所（医療法第一条の五第二

項に規定する診療所をいう。）に

限る。）であり、かつ、当該保険

医療機関における歯科点数表の歯

科診療特別対応加算を算定した外

来患者の月平均患者数が○人以上

であること。 
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２．各ライフステージの口腔機能の変化への対応 

(1)小児期において、第一乳臼歯の早期喪失症例や乳歯が外傷により欠損

した症例について、小児保隙装置（クラウンループ又はバンドループ）

を新たに評価するとともに小児義歯の適応に外傷を加える。 

   

（クラウンループ）            （小児義歯） 

 

① 小児保隙装置の評価 

 

(新)  小児保隙装置   ○点  

 

[算定要件] 

① 小児保隙装置は、う蝕によって乳臼歯１歯が早期に喪失した症例に対し

て装着されるループが付与されたクラウン（又はバンド状の装置）を装着

した場合に算定する。 

② 保険医療材料料は所定点数に含まれる。 

 

その他、当該技術に係る歯冠形成、印象採得、装着及び除去につい

ても評価を行う。 

 

② 小児義歯の適応の見直し 

 

現 行 改定案 

【小児義歯（有床義歯の取扱い）】 

［算定要件］ 

小児義歯は原則として認められ

ないが、後継永久歯が無く著しい

【小児義歯（有床義歯の取扱い）】 

［算定要件］ 

小児義歯は原則として認められ

ないが、後継永久歯が無く著しい
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言語障害及び咀嚼障害を伴う先天

性無歯症、象牙質形成不全症、象

牙質異形成症又はエナメル質形成

不全症であって脆弱な乳歯の早期

崩壊又は後継永久歯の先天欠損を

伴う場合、外胚葉性異形成症、低

ホスファターゼ症、パピヨン＝ル

フェブル症候群及び先天性好中球

機能不全症、その他の先天性疾患

により後継永久歯が無い場合若し

くはこれに準ずる状態であって、

小児義歯以外には咀嚼機能の改

善・回復が困難な小児に対する小

児義歯に限り、有床義歯により算

定する。 

言語障害及び咀嚼障害を伴う先天

性無歯症、象牙質形成不全症、象

牙質異形成症又はエナメル質形成

不全症であって脆弱な乳歯の早期

崩壊又は後継永久歯の先天欠損を

伴う場合、外胚葉性異形成症、低

ホスファターゼ症、パピヨン＝ル

フェブル症候群及び先天性好中球

機能不全症、その他の先天性疾患

により後継永久歯が無い場合、外

傷により歯が喪失した場合若しく

はこれに準ずる状態であって、小

児義歯以外には咀嚼機能の改善・

回復が困難な小児に対する小児義

歯に限り、有床義歯により算定す

る。 

 

 

(2) 成人期において、舌接触補助床等の床装置を用いた調整や指導等を

評価するとともに、歯周治療用装置については、その製作について、

歯周外科手術が前提となっている要件の見直しを行う。 

 

   

 

 

 

 

（舌接触補助床）             （歯周治療用装置） 

 

① 舌接触補助床の訓練の評価及び有床義歯の継続的な管理の見直し 

 

 

冠形態 

床義歯形態 
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(新)  歯科口腔リハビリテーション料１ 

１ 有床義歯の場合 

イ ロ以外の場合     ○点 

ロ 困難な場合      ○点 

２ 舌接触補助床の場合   ○点 

 

[算定要件] 

① 有床義歯又は舌接触補助床を装着している患者に対して、実施した場合

に算定する。 

② 「有床義歯の場合」については、有床義歯を装着している患者に対し

て、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図

った場合に月１回に限り算定する。 

③ 「有床義歯の場合」における「困難な場合」とは以下のいずれかに該当

する場合をいう。 

ア) 総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者 

イ) ９歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外には対合歯間

の接触関係を有しない患者 

④ 「舌接触補助床の場合」については、床副子（摂食機能の改善を目的と

するもの（舌接触補助床））を算定した患者であって、舌接触状態等を変

化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために床を装着した場合又は

有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整、指導又は修理

を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に月４回を限度とし

て算定する。なお、同一初診期間中に「舌接触補助床の場合」の算定以降

は「有床義歯の場合」を算定することはできない。 

⑤ 実施内容等の要点を診療録に記載すること。 

 

② 歯周治療用装置の要件の見直し 

現 行 改定案 

【歯周治療用装置】 

注 歯周病検査の結果、歯肉切除手

術、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組

織再生誘導手術を行った場合に算

定する。 

【歯周治療用装置】 

注 歯周病検査（歯周精密検査）を

実施した患者に対して算定する。 
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(3)その他、有床義歯の評価については、評価体系の簡素化を図るととも

に、有床義歯製作後の調整等の継続的な管理については評価の位置づ

けをリハビリテーションに見直す。また、歯科疾患管理料の文書提供

の要件等については臨床の実態や患者の意向を踏まえた見直しを行う。 

 

現 行 改定案 

【義歯管理料（１口腔につき）】 

１ 新製有床義歯管理料  150点 

２ 有床義歯管理料     70点 

３ 有床義歯長期管理料   60点 

 

 

 

 

 

 

 

注 咬合機能の回復が困難な患者に対

して有床義歯の管理を行った場合

は、それぞれの所定点数に40点を加

算する。 

 

【有床義歯調整管理料（１口腔につ

き）】          30点 

 

 

【歯科疾患管理料】 

［算定要件］ 

２回目以降の継続管理計画書の

提供時期については、管理計画の

内容に変更があったとき、検査に

より疾患の症状が一時的に安定し

【新製有床義歯管理料（１口腔につ

き）】          

１ ２以外の場合    ○点(新) 

２ 困難な場合     ○点(新) 

 

【歯科口腔リハビリテーション料１

（１口腔につき）】（※再掲） 

１ 有床義歯の場合 

イ ロ以外の場合  ○点(新) 

ロ 困難な場合   ○点(新) 

 

（注による加算については、新製有

床義歯管理料及び歯科口腔リハビ

リテーション料１に包括） 

 

 

（有床義歯調整管理料については、

新製有床義歯管理料及び歯科口腔

リハビリテーション料１に包括） 

 

【歯科疾患管理料】 

［算定要件］ 

① ２回目以降の継続管理計画書の

提供時期については、管理計画の

内容に変更があったとき、検査に

より疾患の症状が一時的に安定し
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たと判断されるとき（歯周病にお

いては、歯周病検査により一時的

に病状が安定したと判断されると

き等）、一連の補綴治療が終了し

たとき、その他療養上必要な時期

に提供するものとするが、少なく

とも前回の管理計画書の提供日か

ら起算して４月を超える日までに

１回以上提供すること。 

ただし、区分番号Ｉ０１１－２

に掲げる歯周病安定期治療を行う

患者に対して、歯周病安定期治療

を実施する間隔が４月を超える場

合は、この限りでない。この場

合、継続管理計画書は歯周病安定

期治療を実施した際に提供するこ

と。 

 

 

 

（新規） 

 

たと判断されるとき（歯周病にお

いては、歯周病検査により一時的

に病状が安定したと判断されると

き等）、一連の補綴治療が終了し

たとき、その他療養上必要な時期

に提供するものとするが、少なく

とも前回の管理計画書の提供日か

ら起算して４月を超える日までに

１回以上提供すること。 

② 上記にかかわらず、以下の場合

における２回目以降の継続管理計

画書の提供時期については、患者

の求めがない限りにおいて、前回

の管理計画書の提供日から起算し

て４月を超えても差し支えないこ

と。 

イ 歯周病安定期治療を行う患者

に対して、歯周病安定期治療を

実施する間隔が４月を超える場

合。 

ロ 患者又はその家族が、管理計

画書（初回用又は継続用）の備

考欄に、文書提供が次回来院以

降不要である旨の内容（例：次

回から文書提供不要）を記載し

た場合。 

 

 

３．歯の喪失リスク増加への対応 

 

(1)歯周病に係る歯周病安定期治療の評価体系を一口腔単位から歯数単

位に見直すとともに評価等を見直す。 
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現 行 改定案 

【歯周病安定期治療（一口腔につ

き）】 

300点 

 

 

 

［算定要件］ 

歯周病安定期治療は、歯科疾患

管理料又は歯科疾患在宅療養管理

料を算定している患者であって、

中等度以上の歯周病を有するもの

に対して、一連の歯周基本治療等

の終了後に、一時的に症状が安定

した状態にある患者に対し、歯周

組織の状態を維持し、治癒させる

ことを目的としてプラークコント

ロール、機械的歯面清掃、スケー

リング、スケーリング・ルートプ

レーニング等を主体とした治療を

実施した場合に１口腔につき月１

回に限り算定する。なお、中等度

以上の歯周病を有するものとは、

骨吸収が根の長さの３分の１以上

であり、歯周ポケットは４ミリメ

ートル以上で、根分岐部病変を有

するものをいう。 

【歯周病安定期治療（一口腔につ

き）】 

１ １歯以上 10 歯未満  ○点(新) 

２ 10 歯以上 20 歯未満 ○点(新) 

３ 20 歯以上      ○点(新) 

 

［算定要件］ 

歯周病安定期治療は、歯科疾患

管理料又は歯科疾患在宅療養管理

料を算定している患者であって、

中等度以上の歯周病を有するもの

に対して、一連の歯周基本治療等

の終了後に、一時的に症状が安定

した状態にある患者に対し、歯周

組織の状態を維持し、治癒させる

ことを目的としてプラークコント

ロール、機械的歯面清掃、スケー

リング、スケーリング・ルートプ

レーニング等を主体とした治療を

実施した場合に１口腔につき月１

回に限り算定する。なお、中等度

以上の歯周病を有するものとは、

骨吸収が根の長さの３分の１以上

であり、歯周ポケットは４ミリメ

ートル以上（削除）有するものを

いう。 

 

(2)根面う蝕については、自立度が低下した在宅等で療養を行っている者の

初期根面う蝕に対するフッ化物歯面塗布の評価を行うともに、併せて、

小児のう蝕多発傾向者に関するフッ化物歯面塗布についてもその位置

づけを見直す。 

 

(新)  フッ化物歯面塗布処置 
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１ う蝕多発傾向者の場合 80点（現行評価の移行） 

     ２ 在宅等療養患者の場合 ○点 

 

[算定要件] 

① １については、歯科疾患管理料を算定した 13 歳未満のう蝕多発傾向者に

対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面

塗布処置を行った場合に月１回に限り算定する。ただし、２回目以降のフッ

化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して２月を経

過した日以降に行った場合に限り、月１回算定する。 

② ２については、歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している

在宅等で療養を行う患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯

科衛生士が、フッ化物歯面塗布を行った場合月１回に限り算定する。ただし、

２回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から

起算して２月を経過した日以降に行った場合に限り、月１回算定する。 

 

(3)根管治療については、治療の実態に合わせて適正に評価を行う。その他、

口腔機能を維持・向上等に資する技術については、医療技術評価分科会

等の検討や現場の実態を踏まえつつ、適切な評価を行うとともに、一部

の項目について評価体系等を見直す。 

 

① 歯の保存治療等、口腔機能の維持・向上等に資する技術 

現 行 改定案 

【根管貼薬処置（１歯１回につき）】 

 

 

 

 

 

【根管充填（１歯につき）】 

注１ 加圧根管充填を行った場合は、

単根管、２根管又は３根管以上の所

定点数に、128点、152点又は184点

をそれぞれ加算する。ただし、クラ

【根管貼薬処置（１歯１回につ

き）】 

※「診療報酬請求書等の記載要領」

において、長期的に行われる同一

歯に対する根管貼薬処置に関する

取り扱い記載 

【根管充填（１歯につき）】 

（削除） 
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ウン・ブリッジ維持管理料に係る地

方厚生局長等への届出を行った保険

医療機関以外の保険医療機関におい

て行われる場合は、この限りでな

い。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【初期う蝕早期充填処置】  

 122点 

【充填（１歯につき）】 

充填１（複雑なもの）    152点 

 

【歯周疾患処置（１口腔１回につ

き）】           10点 

 

【暫間固定】 

１ 簡単なもの        300点 

２ 困難なもの       500点 

３ 著しく困難なもの    650点 

 

【歯周外科手術（１歯につき）】 

４ 歯肉剥離掻爬手術    620点 

５ 歯周組織再生誘導手術 

 イ 一次手術         760点 

 ロ 二次手術        320点 

 

 

 

 

 

【加圧根管充填処置（１歯につ

き）】 

１ 単根管      ○点(新) 

２ ２根管      ○点(新) 

３ ３根管以上    ○点(新) 

注 クラウン・ブリッジ維持管理料

に係る地方厚生局長等への届出を

行った保険医療機関において算定

する。 

【初期う蝕早期充填処置（１歯につ

き）】      ○点(改) 

【充填（１歯につき）】 

充填１（複雑なもの） ○点(改) 

 

【歯周疾患処置（１口腔１回につ

き）】         ○点(改) 

 

【暫間固定】 

１ 簡単なもの     ○点(改) 

２ 困難なもの     500点 

３ 著しく困難なもの  650点 

 

【歯周外科手術（１歯につき）】 

４ 歯肉剥離掻爬手術    ○点(改) 

５ 歯周組織再生誘導手術 

 イ 一次手術     ○点(改) 

 ロ 二次手術     ○点(改) 
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② 補綴治療等、口腔機能の回復等に資する技術 

現 行 改定案 

【支台築造印象（１歯につき）】 

    22点  

 

【テンポラリークラウン（１歯につ

き）】           30点 

 

【咬合採得】 

欠損補綴 ブリッジ 

(1)ワンピースキャストブリッジ 

(一)支台歯とポンティックの数の

合計が５歯以下の場合 

70点 

(二)支台歯とポンティックの数の

合計が６歯以上の場合 

              140点 

(2)その他のブリッジ    70点 

 

【有床義歯】 

（例） 

２ 総義歯（１顎につき） 

              2,100 点 

 

【鋳造鉤（１個につき）】 

 双子鉤          230点 

 二腕鉤          212点 

 

【補綴隙（１個につき）】   30点 

 

【有床義歯修理（１床につき）】      

224点 

歯科技工加算        22点 

【支台築造印象（１歯につき）】 

    ○点(改) 

 

【テンポラリークラウン（１歯につ

き）】        ○点(改) 

 

【咬合採得】  

欠損補綴 ブリッジ 

（削除） 

(1)支台歯とポンティックの数の

合計が５歯以下の場合 

○点(改) 

(2)支台歯とポンティックの数の

合計が６歯以上の場合 

○点(改) 

（削除） 

   

【有床義歯】 

（例） 

２ 総義歯（１顎につき） 

○点(改)   

 

【鋳造鉤（１個につき）】 

 双子鉤        ○点(改) 

 二腕鉤        ○点(改) 

 

【補綴隙（１個につき）】○点(改) 

 

【有床義歯修理（１床につき）】 

   ○点(改) 

歯科技工加算    ○点(改) 
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③ その他、口腔機能の回復等に資する処置や手術に関する技術 

 

(新)  広範囲顎骨支持型装置掻爬術   ○点 

 

[算定要件] 

広範囲顎骨支持型装置掻爬術とは、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を

装着した患者であって、インプラント体周囲の粘膜組織や骨組織に炎症が認

められ、機械的清掃や抗菌薬投与等を行ったにもかかわらず炎症が治まらな

い場合に、消炎処置として粘膜骨膜弁を剥離し、インプラント体表面の汚染

物質や不良肉芽の除去等を行う手術をいう。 

 

(新)  口腔内分泌物吸引   ○点 

 

[算定要件] 

口腔内分泌物吸引は、歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難

な患者に対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して、口腔内及びその

周辺部位の唾液及びそれに類似する分泌物の吸引を行った場合に月２回を

限度として算定する。 

（位置づけや表現の見直し等）  

現 行 改定案 

【床副子】 

３ 著しく困難なもの又は摂食機能

の改善を目的とするもの（舌接触

補助床）        2,000点 

 

 

 

 

 

 

 

【病理診断管理加算（口腔病理診断

料の加算）】 

【床副子】 

３ 著しく困難なもの 

 

2,000点 

４ 摂食機能の改善を目的とするも

の（舌接触補助床） 

イ 新たに製作した場合 

2,000点 

ロ 旧義歯を用いた場合 

○点(新) 

 

【口腔病理診断管理加算（口腔病理

診断料の加算）】 
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４．訪問歯科診療のうち、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心

に実施している歯科診療所の評価 

「重点課題１－３－⑩」を参照のこと。 

 

５．在宅歯科医療における医科医療機関と歯科医療機関の連携に係る評価 

「重点課題１－３－⑩」を参照のこと。  

- 146 - 

 



 

【Ⅰ－６（充実が求められる分野／歯科医療の推進)－②】 

新規医療技術の保険導入等（歯科） 

骨子【Ⅰ－６－(3)】 

第１ 基本的な考え方 

 

医療の高度化等に対応する観点から、診療報酬調査専門組織の医療技

術評価分科会における検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入等を行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯科矯正治療の評価 

 

 

 
4.0 ㎜ 
6.0 ㎜ 
8.0 ㎜ 

 

 

 

(新)  植立   ○点（１本につき） 

 

[算定要件] 

① 歯科矯正用アンカースクリューを歯槽骨内に植立し、当該装置を固定源

として、歯科矯正治療を実施した場合に算定する。 

② 麻酔に伴う費用は所定点数に含まれる。  

③ 特定保険医療材料料は別に算定する。   

 

その他、当該技術に係る装着及び除去についても評価を行う。 

 

２．局部義歯に係るコンビネーション鉤の評価 

 

(新)  コンビネーション鉤   ○点 

 

φ1.6 φ1.9 

- 147 - 

 



 

 

[算定要件] 

二腕鉤の維持腕と拮抗腕にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作し

た場合に算定する。  

 

３．顎関節症治療用装置（スプリント）装着患者に対する訓練等の評価 

 

(新)  歯科口腔リハビリテーション料２ ○点 

 

[算定要件] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者

に対して指導又は訓練を実施した場合に月１回に限り算定する。 

 

[施設基準] 

① 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る５年以上の経験及び

当該療養に係る３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置されてい

ること。 

② 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮

影）機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保険

医療機関にあっては、当該医療機器を設置している病院と連携が図られて

いること。 

 

４．再評価を行う技術 

 

現 行 改定案 

歯科矯正の適応症の拡大 

［療養の給付の対象とする適応症］ 

① 唇顎口蓋裂
しんがくこうがいれつ

に起因した咬合異常 

② 顎離断
が く り だ ん

等の手術を必要とする顎

変形症 

③ 以下の疾患に起因する咬合異常 

 ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症 

を含む。)ほか41疾患 

 

［療養の給付の対象とする適応症］ 

① 唇顎口蓋裂
しんがくこうがいれつ

に起因した咬合異常 

② 顎離断
が く り だ ん

等の手術を必要とする顎

変形症 

③ 以下の疾患に起因する咬合異常 

 ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症 

を含む。)ほか41疾患 
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（新規） 

 

 

 

 

頬、口唇、頬小帯形成術の算定要件

の見直し 

【頬、口唇、舌小帯形成術】 

頬、口唇、舌小帯形成を、複数の

小帯に対して行った場合は、主たる

手術の所定点数のみにより算定す

る。 

 

 

う蝕多発傾向者の判定基準の見直し 

［歯科疾患管理料に係るう蝕多発傾

向者の判定基準］ 

年 齢 歯冠修復終了歯 

乳歯 永久歯 

0～2歳 1歯以上 

3～4歳 3歯以上 

5～7歳  8歯以上及び2歯以上 

8～10歳        4歯以上 

11～12歳       6歯以上 

 

 

○手術時歯根面レーザー応用加算

（歯周外科手術の加算）の施設基

準の見直し 

［施設基準］ 

当該レーザー治療に係る専門の知

識及び５年以上の経験を有する歯科

医師が１名以上いること。 

④ チャージ症候群、マーシャル症

候群、下垂体性小人症、ポリエッ

クス症候群（クラインフェルター

症候群）、リング18症候群  

 

 

 

【頬、口唇、舌小帯形成術】 

頬、口唇、舌小帯形成を行う場

合に、２分の１顎の範囲内におけ

る複数の頬小帯に対して行った場

合は、２か所以上であっても１か

所として算定する。 

 

 

［歯科疾患管理料に係るう蝕多発傾

向者の判定基準］ 

年 齢 歯冠修復終了歯 

乳歯 永久歯 

0～4歳 1歯以上 

5～7歳 3歯以上及び1歯以上 

8～10歳        2歯以上 

11～12歳       3歯以上 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

当該レーザー治療に係る専門の

知識及び○年以上の経験を有する

歯科医師が１名以上いること。 
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同様の施設基準である、う蝕歯

無痛的窩洞形成加算（う蝕歯即時

充填形成の加算）も同様の見直し

を行う。 
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【Ⅰ－６（充実が求められる分野／歯科医療の推進)－③】 

先進医療技術の保険導入（歯科） 

骨子【Ⅰ－６－(3)】 

第１ 基本的な考え方 

 

医療の高度化等に対応する観点から、先進医療会議における検討結果

を踏まえ、先進医療の保険導入を行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュータ支援設計・製造ユニット）装置

を用いて製作された歯冠補綴物について評価する。 

 

 

(新)  ＣＡＤ／ＣＡＭ冠   ○点 

 

[算定要件] 

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生

局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要す

るコンピュータ支援設計・製造ユニット（歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置）を

用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物（全部被覆冠に限る。）を設計・製作

し、装着した場合に限り算定する。 

② ＣＡＤ／ＣＡＭ冠は、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料との互換性が制限されな

い歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置を用いて間接法により製作された歯冠補綴物

をいう。 

③ 特定保険医療材料料は別に算定する。 
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その他、当該技術に係る歯冠形成、印象採得、装着等についても

評価を行う。 

 

[施設基準] 

① 歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が

１名以上配置されていること。 

② 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。なお、歯科技工士

を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られているこ

と。 

③ 保険医療機関内に歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置が設置されていること。な

お、保険医療機関内に設置されていない場合にあっては、当該装置を設置

している歯科技工所と連携が図られていること。 

 

２．歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術を評価す

る。 

 

現 行 改定案 

【歯根端切除手術】 

1,350点 

 

【歯根端切除手術】 

１ ２以外の場合    1,350点 

２ 歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕

微鏡を用いた場合   ○点(新) 
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【Ⅰ－８(充実が求められる分野／医療技術の適正な評価)－④】 

先進医療からの保険導入 

骨子【Ⅰ－８－(3)】 

第１ 基本的な考え方 

 

先進医療会議における検討結果を踏まえて、先進医療として実施して

いる医療技術について検討等を行い、優先的に保険導入すべきとされた

医療技術の保険導入を行う。 

 

第２ 具体的な内容 

 

先進医療専門家会議における検討結果を踏まえ、新規技術について保

険導入を行う。 

 

(優先的に保険適用すべきとされた医療技術) 

 

① 難治性眼疾患に対する羊膜移植術 

② Ｘ線ＣＴ画像診断に基づく手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術 

（再掲） 

③ 腹腔鏡下子宮体がん根治手術 

④ 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助 

⑤ 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術 

⑥ 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いたハイブリッドレジンによる

歯冠補綴（再掲） 

⑦ 胸腔鏡下動脈管開存症手術 

⑧ 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 
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【Ⅱ－１(患者の視点等／医療安全対策等の推進)－②】 

患者の視点に立った歯科医療 

骨子【Ⅱ－１－(3)】 

第１ 基本的な考え方 

 

歯科の外来診療の特性を踏まえつつ、患者にとって、安全で安心でき

る歯科医療を提供できる総合的な環境整備を行うために必要な施設基準

を満たした歯科医療機関における再診を評価する。 

 

第２ 具体的な内容 

 

初再診時における歯科外来診療環境体制加算の評価の見直し 

 

現 行 改定案 

【歯科外来診療環境体制加算（初診

料の加算）】 

              28 点 

 

【歯科外来診療環境体制加算（再診

料の加算】 

2 点 

【歯科外来診療環境体制加算（初診

料の加算）】 

○点(改) 

 

【歯科外来診療環境体制加算（再診

料の加算】 

○点(改) 
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【Ⅱ－１(患者の視点等／医療安全対策等の推進)－③】 

明細書の無料発行の促進 

骨子【Ⅱ－１－(4)】 

第１ 基本的な考え方 

 

前回の改定において、レセプトの電子請求を行っている保険医療機関

（400 床以上のものに限る。）及び保険薬局については、例外なく、平成

26 年４月より、詳細な個別の点数項目が分かる明細書の発行が義務づけ

られた。 

患者への情報提供の促進、医療の透明化の観点から、さらに促進して

いく。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．レセプトの電子請求を行っている 400 床未満の病院については、平成

27 年度末まで２年間の猶予期間を設けた上で、「正当な理由」による例

外（レセプトコンピュータあるいは自動入金機の改修が必要な場合）を

認めないこととする。 

 

２．400 床未満の病院及び診療所であって、「正当な理由」に該当する保険

医療機関については、今後、レセプトコンピュータを改修する時期等を

届け出ることとする。 

 

３．400 床未満の病院及び診療所であって、「正当な理由」に該当する保険

医療機関であって、1,000 円を超える明細書の発行料金を徴収している

ものについては、その料金設定の根拠を明らかにする。 
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【Ⅱ－２（患者の視点等／診療報酬点数表の平易化・簡素化）－①】 

診療報酬点数表の簡素化 

骨子【Ⅱ－２－(1) (2)】 

第１ 基本的な考え方 

 

臨床上行われていない行為や一部の加算について、診療報酬点数表上

の評価の見直しを行う。 

 

第２ 具体的な内容 

   

１．代替の医療技術に置き換わり臨床上行われていない行為等については、

医療技術評価分科会における議論等を踏まえて、診療報酬点数表等の簡

素化を図る。 

 

（廃止を行う技術の例） 

  ① 密封小線源治療（旧型コバルト腔内照射） 

  ② 遊離脂肪酸（NEFA） 

  ③ 静脈形成術、吻合術（指の静脈） 

  ④ ブリッジ修理（歯科診療報酬点数表） 

 

２．回復期リハビリテーション病棟入院料 1 の休日リハビリテーション提

供体制加算について、算定の要件を回復期リハビリテーション病棟入院

料１の算定要件として、包括して評価する。 

「重点課題１－１－３－(2)」を参照のこと。 

 

  

- 194 - 

 



 

【Ⅳ－４(効率化余地がある領域の適正化／医薬品等の適正な評価)－③】 

うがい薬だけを処方する場合の取扱い 

骨子【Ⅳ－４－(2)】 

第１ 基本的な考え方 

 

医療費の適正の観点から、治療目的でない場合のうがい薬だけの処方

の評価を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

医療費適正化の観点から、治療目的でなく、うがい薬のみが処方され

る場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方

せん料を算定しない。 

 

現 行 改定案 

【投薬 調剤料・処方料・薬剤料・処

方せん料】 

（新規） 

【投薬 調剤料・処方料・薬剤料・処

方せん料】 

入院中の患者以外の患者に対し

て、うがい薬（治療目的のものを

除く。）のみを投与された場合につ

いては、当該うがい薬に係る処方

料、調剤料、薬剤料、処方せん料

を算定しない。 
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【Ⅴ 消費税率８％への引上げに伴う対応】 

消費税率８％への引上げに伴う対応 

骨子【Ⅴ】 

第１ 基本的な考え方 

 

消費税引上げに伴い、医療機関、薬局等の仕入れに係る消費税負担が

増加することから、診療報酬において、基本診療料・調剤基本料に点数

を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目に上乗せする。 

 

第２ 具体的な内容 

     

１．医科診療報酬 

 

(1) 診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料を引き上

げる。 

(2) 病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の

初・再診料等において引き上げるとともに、残りの財源により入院料

を引き上げる。 

 

現 行 改定案 

【初診料】 

初診料           270点 

 

初診料（同一日２科目）   135点 

 

初診料（紹介のない場合）  200点 

 

初診料（同一日２科目・紹介のない場合） 

100点 

 

（新設） 

 

【初診料】 

初診料          ○点(改) 

（うち、消費税対応分＋12点） 

初診料（同一日２科目） ○点(改) 

（うち、消費税対応分＋6点） 

初診料（紹介のない場合）○点(改) 

（うち、消費税対応分＋9点） 

初診料（同一日２科目・紹介のない場合） 

○点(改) 

（うち、消費税対応分＋4点） 

初診料（妥結率が低い場合） 

○点(新) 
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２．歯科診療報酬 

 

(1) 初・再診料（地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。）を引き

上げる。 

(2) 歯科訪問診療料を引き上げる。 

 

現 行 改定案 

【初診料】 

１ 歯科初診料        218点 

 

２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 

270点 

 

 

【再診料】 

１ 歯科再診料        42点 

 

２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 

69点 

 

 

【歯科訪問診療料】 

１ 歯科訪問診療１      850点 

 

２ 歯科訪問診療２      380点 

 

（新設） 

 

【初診料】 

１ 歯科初診料      ○点(改)  

（うち、消費税対応分＋16点） 

２ 地域歯科診療支援病院歯科初診料 

○点(改)  

（うち、消費税対応分＋12点） 

 

【再診料】 

１ 歯科再診料      ○点(改)  

（うち、消費税対応分＋3点） 

２ 地域歯科診療支援病院歯科再診料 

○点(改)  

（うち、消費税対応分＋3点） 

 

【歯科訪問診療料】 

１ 歯科訪問診療１    ○点(改)  

（うち、消費税対応分＋○点） 

２ 歯科訪問診療２    ○点(改) 

（うち、消費税対応分＋○点） 

３ 歯科訪問診療３    ○点(新) 

（うち、消費税対応分＋○点） 
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