
歯科：疑義解釈資料の送付について（その４）平成28年６月14日

厚生労働省保険局医療課

【在宅医療：歯科訪問診療料】

（問１）同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例え
ば夫婦２人の診療を行った場合に、１人が20分以上で、もう１人が20分未満（患者の急変によるも
のではない）であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
（答）診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療１で算定し、診療時間が20分未満の患
者については歯科訪問診療３で算定する。

（問２）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若しくは再診料及び特掲診療料
を算定した場合において、区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の注４及び注６を算定できるか。
（答）区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注４及び注６いずれも算定して
差し支えない。

【画像診断：写真診断】

（問３）区分番号「Ｅ０００」写真診断の留意事項通知（11）において、「同一部位であっても一連の症
状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場
合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日
に撮影した画像という解釈でよいのか。
（答）貴見のとおり。

【リハビリテーション：歯科口腔リハビリテーション料】

（問４）区分番号「Ｈ００１-３」歯科口腔リハビリテーション料２において、別の保険医療機関で製作し
た床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、
区分番号「Ｈ００１-２」歯科口腔リハビリテーション料１の「２ 舌接触補助床の場合」については、「疑
義解釈資料の送付について（その１）」（平成26年３月31日事務連絡）による従来どおり自院で製作
したもののみが算定対象となるのか。
（答）「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成26年３月31日事務連絡）にかかわらず、他院
で製作したものについても算定して差し支えない。

【処置：抜髄、感染根管処置等】

（問５）樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「３ ３根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜
髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管
数が１根管又は２根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。
（答）貴見のとおり。なお、実態の根管数が３根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置
を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。

【処置：床副子調整・修理】

（問６）床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着
日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月１回
を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算
定できるのか。
（答）咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定して差し
支えない。ただし、装着日と同日の算定はできない。

（問７）区分番号「Ｉ０１７-２」床副子調整・修理の注３に「同一の患者について1月以内に床副子調整
を２回以上行った場合は、床副子調整は１回とし、第１回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、
前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日（算定日）から起算して１月以内ではある



が、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱うのか。
（答）咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、
月の初日から月の末日までの１か月を単位として、１月につき１回を限度として算定する取扱いであ
ることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差
し支えない。

（問８）区分番号「Ｉ０１９」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から
「切断部位１箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った
切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「１歯単位」での算定と考えるのか。
（答）貴見のとおり。

【処置：歯冠修復物又は補綴物の除去】

（問９）ブリッジの除去について、例えば⑦⑥５④ ブリッジをの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部
分を切断した場合は、留意事項通知の（７）のニにより切断を算定できると考えるのか。
（答） 貴見のとおり。
⑦⑥５④ ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠３歯及びポンティック1
歯の除去となり、32点×５として算定できる。

【処置：有床義歯床下粘膜処置】

（問10） 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期
に行う床裏装は、区分番号「Ｍ０３０」有床義歯内面適合法の注２により所定点数の100分の50に相
当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「Ｉ０２
２」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。
（答）床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、
必要に応じて算定して差し支えない。

【処置：機械的歯面清掃処置】

（問11） 機械的歯面清掃処置の注２に「区分番号Ｉ０１１-２に掲げる歯周病安定期治療（Ⅰ）又は区
分番号「Ｉ０１１-２-２」に掲げる歯周病安定期治療（Ⅱ）を算定した月は算定できない」とあるが、区
分番号「Ｉ０１１-２」歯周病安定期治療（Ⅰ）又は区分番号「Ｉ０１１-２-２」歯周病安定期治療（Ⅱ）
（以下、歯周病安定期治療）を開始する月（初回時）において、歯周病安定期治療を開始する日よ
りも以前に機械的歯面清掃処置を行った場合は算定できるのか。
（答）歯周病安定期治療を開始する月に歯周病検査を行い、歯周病安定期治療開始の判断を行う
場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った機械的歯面清掃処置は算定して差し支えな
い。歯周病検査の算定については「疑義解釈資料の送付について」（その１）（平成28年３月31日事
務連絡）を参考にされたい。

【歯冠修復及び欠損補綴：クラウン・ブリッジ維持管理料】

（問12）クラウン・ブリッジ維持管理料の注４について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、
「区分番号Ｃ０００に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが
区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持
管理料は算定できないと考えてよいのか。
（答）貴見のとおり。

（問13） クラウン・ブリッジ維持管理料の注４について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科
訪問診療を行い、区分番号「Ａ０００」初診料又は区分番号「Ａ００２」再診料を算定した場合はクラ
ウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。



（答）「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行った場合は区分番号「Ｃ０００」歯科
訪問診療料を算定したものとみなすため、区分番号「Ｃ０００」歯科訪問診療料を算定した場合と同
様にクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。

【エナメル質初期う蝕管理】

（問14）区分番号「Ｂ０００－４」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「Ｉ０
３１」フッ化物歯面塗布処置の「３ エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔
内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場
合において、プラークコントロールの動機付けを目的として口腔内カラー写真の撮影を行った場合に、
区分番号「Ｄ００３－２」口腔内写真検査は算定できるか。
（答）算定できる。

【医療と介護の給付調整】

（問15）在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有する
ものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険
の給付を受けている場合であっても区分番号「Ｃ００１－５」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料を算定できると考えてよいか。
（答）在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料で行われる指導管理等の範囲は、療養上必
要な計画的かつ継続的な歯科医学的管理に加え、歯周基本治療に対する処置又は摂食機能障
害に対する訓練指導等を含むものであることから、介護報酬の居宅療養管理指導費（歯科医師の
場合）又は介護予防居宅療養管理指導費（歯科医師の場合）が算定可能な患者についても、在宅
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定することは差し支えない。（居宅療養管理指導
費（歯科医師の場合）又は介護予防居宅療養管理指導費（歯科医師の場合）を算定していない月
に限る。）

【診療報酬明細書】

（問16）歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行
い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「Ｃ０００」歯科訪
問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時
間・訪問終了時間の記載は必要か。
（答）歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時
間・訪問終了時間等の記載が必要である。

（問17）暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予
定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載
する必要があるか。
（答）歯周治療以外（区分番号「Ｉ０１４」暫間固定の留意事項通知（13）に規定される場合）において
暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。

（問18）次の①～④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書
の摘要欄に「初回である旨」又は「１回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は
「１回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。
①区分番号「Ｉ０１４」暫間固定
②区分番号「Ｉ０３０」機械的歯面清掃処置
③区分番号「Ｉ０３１」フッ化物歯面塗布処置
④区分番号「Ｍ０００」補綴時診断料（有床義歯修理を実施した場合に限る。）
（答）当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「１回目」であることが明らかである場合については、
記載がなくても差し支えない。



歯科：疑義解釈資料の送付について（その3/その１訂正）平成28年５月19日

厚生労働省保険局医療課

【手術：抜歯手術】

（問34）乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
（答）乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯冠歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離を
して乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認めら
れる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手
術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。

【歯冠修復及び欠損補綴：支台築造】

（問38）後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジン
ジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、
この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。
（答）貴見のとおり。
問38については、削除とする。

【歯科矯正：歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料】

（問43）歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」
から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調製制につい
ては変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
（答）診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。ま
た、模型調製制についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。



【在宅医療：歯科訪問診療料】

（問１）歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添１の第１章第２部
通則７（３）の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
（答）貴見のとおり。

【在宅医療：在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】

（問２）「疑義解釈資料の送付について」（平成28年3月31日事務連絡）において、無歯顎患者に対
しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で
算定するのか。
（答）「１ １０歯未満」で算定する。

（問３）管理計画の策定にあたり、歯科疾患在宅療養管理料の様式を使用しても差し支えないか。
（答）差し支えない。ただし、管理計画について、摂食機能療法に関する内容も含め必要事項を具
体的に記載すること。

【検査：歯周病検査】

（問４）乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。
（答） 貴見のとおり。

（問５）混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて
「歯周精密検査」を算定することはできるか。
（答）混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。ただし、薬物性又
は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支え
ない。

【処置：加圧根管充填処置】

（問６）加圧根管充填処置の「注３」の手術用顕微鏡加算は、「３については」となっているが、樋状根
の場合は「３ ３根管以上」で算定して差し支えないか。
（答）差し支えない。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。

【処置：歯周疾患処置】

（問７）糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが４ミリメートル以上の歯周病を有するものに対し
て、区分番号「I０１１」歯周疾患処置を行う場合について、
① 「歯周基本治療と並行して」とは、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケッ
ト掻爬と並行して実施するものと考えてよいか。
② 歯周基本治療を行った部位に対して、同日に特定薬剤（歯科用抗生物質製剤に限る。）を注入
した場合、歯周疾患処置及び特定薬剤の費用は算定できるか。
（答）① スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましい
が、炎症が強い場合等についてはスケーリングと同時に実施しても差し支えない。ただし、医科の保
険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供（診療情報提供料の
様式に準じたもの）を受けた日以降に行った歯周疾患処置に限る。なお、歯周基本治療（スケーリン
グ、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬）を実施していない日については、歯周疾
患処置の算定はできない。
② いずれも算定できる。

歯科：疑義解釈資料の送付について（その2）平成28年４月25日

厚生労働省保険局医療課



【処置：歯周病安定期治療（Ⅰ）、歯周病安定期治療（Ⅱ）】

（問８）歯周病安定期治療（Ⅰ）及び（Ⅱ）の算定に当たっては、同一月内に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ことが必要か。
（答） 同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定
して差し支えない。

（問９）歯周病安定期治療（Ⅱ）を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療（Ⅱ）
を算定せず、歯周病安定治療（Ⅰ）を算定することは可能か。
（答）算定できない。

【処置：歯冠修復物又は補綴物の除去】

（問10）歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更に
なったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。
① ポンティックのみを除去した場合
② ブリッジをすべて除去した場合
③ ブリッジをすべて除去した場合（第一小臼歯は全部金属冠）

（答）①ポンティック１歯の除去となり、「困難なもの」32点×１の算定となる。
②全部金属冠２歯及びポンティック１歯の除去となり、「困難なもの」32点×３の算定となる。
③全部金属冠２歯及びポンティック２歯の除去となり、「困難なもの」32点×４の算定となる。

【手術：抜歯手術】

（問11）難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむ
を得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により
日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。
（答）難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を
中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯に
ついては、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。なお、当初から、複数
日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。

【歯冠修復及び欠損補綴：補綴時診断料】

（問12） 補綴時診断料について、
① 「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定した日から起算して３月以内に同一部位の有床義歯に対
して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「２ 補綴時診断（１以外の場合）」を算定できるか。
② 「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定した日から起算して３月以内に当該有床義歯の装着部位
とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「２ 補綴時診
断（１以外の場合）」を算定できるか。
③ 「２ 補綴時診断（１以外の場合）」を算定した日から起算して３月以内に当該有床義歯の装着部
位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「２ 補綴時
診断（１以外の場合）」の算定は可能か。
（答）①算定できない。

②算定できる。
③算定できる。

（問13）補綴時診断料について、
① 「２ 補綴時診断（１以外の場合）」を算定した日から起算して３月以内に、同一部位の有床義歯
の新製に着手した場合には、「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定できるか。



② 増歯による有床義歯修理を行い「２ 補綴時診断（１以外の場合）」を算定した日から起算して３
月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「２ 補綴
診時断（１以外の場合）」を算定できるか。
③ 「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定した日から起算して６月以内に、同一部位の有床義歯に
対して有床義歯内面適合法を行った場合の「２ 補綴時診断（１以外の場合）」は算定できるか。
（答）①～③のいずれにおいても算定できる。

【施設基準：在宅療養支援歯科診療所】

（問14）現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31
日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。
（答）在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が
必要である。

（問15）現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31
日までに在宅療養支援歯科診療所の再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写し又
は最初に在宅療養支援歯科診療所の届出の副本（受理番号が付されたもの）の写しが必要か。
（答）研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要である。なお、届出内容に変更があ
る場合（研修の受講歯科医師に変更があった場合等）については、経過措置期間であっても速やか
に新たな届出を行うこと。

（問16）「疑義解釈資料の送付について」（平成28年3月31日事務連絡）において、かりつけ歯科医
機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修を新たに受講するものについては3年
以内のものとする、とされたが、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出を新たに行う場合に
係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」（平成20年5月9日事務連絡）による従来ど
おり届出日より４年以内のものをいうのか。
（答）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、「疑義解釈資料の送付につい
て」（平成20年5月9日事務連絡）にかかわらず、届出日から３年以内のものとする。

【施設基準：かかりつけ歯科医機能強化型診療所】

（問17）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の（１）において、「過去１年間
に歯科訪問診療１又は２、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実
績があること。」とあるが、１年間の算定実績が必要か。
（答）１年未満であっても、歯科訪問診療１又は２、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管
理料のそれぞれについて算定実績があればよい。



【初・再診料：初診料】

（問１）自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初
診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初
診料を算定できるのか。
（答）初診料の取扱いは従前のとおり。

（問２）初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は
負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の
慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。
（答）初診料の取扱いは従前のとおり。

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】

（問３）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者
に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算により行う必要がある
のか。
（答）患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物歯面塗布処置の
「３ エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれかを選択して差し支えない。なお、か
かりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前にフッ化物歯面塗布処置に
より管理を行っていた場合については、施設基準の届出後にエナメル質初期う蝕管理加算による管
理に移行しても差し支えない。

（問４）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定期治療を行う場合は、歯周
病安定期治療（Ⅱ）により行う必要があるのか。
（答）患者の状況に応じて、患者ごとに歯周病安定期治療（Ⅰ）又は歯周病安定期治療（Ⅱ）のいず
れかを選択して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出
を行う以前に歯周病安定期治療（Ⅰ）を算定していた場合については、施設基準の届出後に歯周病
安定期治療（Ⅱ）に移行しても差し支えない。

（問５）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準告示の(２)について、常勤歯科医師の
複数名配置が必要か。また、歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ１名以上の配置の場合、歯科
医師及び歯科衛生士ともに常勤配置が必要か。
（答） 歯科医師、歯科衛生士ともに常勤、非常勤は問わない。ただし、研修を受けた常勤歯科医師
の配置は必要である。

（問６）「疑義解釈資料の送付について」（平成20年５月９日事務連絡）にて、歯科外来診療環境体
制加算の施設基準の要件となっている研修は届出日から３年以内、在宅療養支援歯科診療所の
届出日から４年以内のものとされているが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
の要件となっている研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
(答）① 現在、外来環、在宅療養支援歯科診療所の両施設基準とも届出を行っておらず、今回か
かりつけ歯科医機能強化型診療所の施設基準の届出を行う場合は、いずれの研修についても届出
日から３年以内のものをいう。
② 現在、外来環及び在宅療養支援歯科診療所の両施設基準の届出を行っており、研修の要件を
満たしている場合は、年数を問わない。
③ 外来環又は在宅療養支援歯科診療所のいずれかについて届出を行っており研修の要件を満た
している場合は、届出を行っていない施設基準の研修について届出日より３年以内のものとする。
（在宅療養支援歯科診療所についても３年以内）

歯科：疑義解釈資料の送付について（その１）平成28年３月31日

厚生労働省保険局医療課



【医学管理：歯科疾患管理料】

（問７）歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯
以外の他の部位に、より進行したう蝕（エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第１度又はう蝕症第２度
等のう蝕）に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。
（答）算定できる。

（問８）歯科疾患管理料において、例えばブリッジを製作する場合で傷病名がＭＴのみの患者は対象
となるのか。
（答）対象となる。

（問９）歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は１回目に限り算定できる
のか。
（答）文書提供加算については、１回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料
の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。

【医学管理：歯科衛生実地指導料】

（問10）歯科衛生実施指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更
になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする
疾患（Pul,Per等を含む）や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。
（答）貴見のとおり。

（問11）歯科衛生実施指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」と
されたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。
（答）プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、
デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。

【歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料】

（問12）患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和
度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。
（答）処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的酸素飽
和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング結果については診療録に記載又は添付す
ること。

（問13）歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）又は歯科治療総合医療管理料（Ⅱ）、在宅患者歯科治療
総合医療管理料（Ⅰ）又は在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅱ）を算定する場合に、経皮的動
脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。
（答）算定できない。

【在宅医療：歯科訪問診療料】

（問14）在宅歯科医療を専門で行う歯科診療所以外の歯科診療所で、在宅療養支援歯科診療所
の届出を行っていない歯科診療所が歯科訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13に関す
る施設基準の届出（様式21の３の２）による届出を行わないと歯科訪問診療１、２又は３の算定がで
きないのか。
（答）貴見のとおり。平成29年３月31日までに届出を行うことが必要。なお、この場合において、歯科
訪問診療の実績が０人であっても差し支えない。

（問15）病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出（様
式21の３の２）は必要か。
（答）病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。



（問16）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若しくは再診料及び特掲診療
料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診
料の注６若しくは再診料の注４により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注５により算定するの
か。
（答）歯科訪問診療料の注５により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名
称、点数及び回数を記載する。

（問17）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若しくは再診料及び特掲診療
料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を
算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則８」、「通則９」、第９部
手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠損補綴の「通則６」、「通則７」等において
も歯科訪問診療料を算定したものとみなして差し支えないか。
（答）差し支えない。

（問18）特別の関係にある施設等に訪問して歯科訪問診療を行い、初診料又は再診料を算定した
場合に、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算は算定できるか。また、
訪問歯科衛生指導料は算定できるか。
（答）算定要件を満たす場合においては、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療
補助加算を算定可能。また、訪問歯科衛生指導料についても算定可能。

【在宅医療：歯科疾患在宅療養管理料】

（問19）患者が入院している病院で栄養サポートチーム加算が算定されていない場合において、歯
科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算１は算定できるか。
(答)算定できる。

（問20）患者が入所している介護保険施設で経口維持加算（Ⅱ）が算定されていない場合において、
歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算２は算定できるか。
（答）算定できる。

【在宅医療：在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】

(問21)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、無歯顎者も対象になるのか。
（答）摂食機能療法の対象となる患者については対象となる。

（問22）在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施
されていることが必要か。
（答）摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等
による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。

（問23）在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定する
ことはできるか。
（答）それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれな
い。

（問24）在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開
始する以前に、区分番号「Ｄ００２」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合に
おいては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対
する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載があるが、平
成28年３月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合に
は、同年４月以降においても、当該管理料は算定できない取扱いとなるのか。



（答）平成28年３月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている
場合には、同年４月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し
支えない。

【検査：歯周病検査】

（問25）混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれな
い乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
（答）乳歯も含めて、１口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。

【検査：口腔内写真検査】

（問26）口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実
施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても
差し支えないか。
（答）差し支えない。ただし、１回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の２回算定することは
できない。

【検査：歯冠補綴時色調採得検査】

（問27）支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えない
か。
（答）色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。

【検査：有床義歯咀嚼機能検査】

（問28）有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に２回まで算定できる
と考えてよいか。
（答）貴見のとおり。

【処置：歯周病安定期治療（Ⅰ）、歯周病安定期治療（Ⅱ）】

（問29）歯周病安定期治療（Ⅰ）、歯周病安定期治療（Ⅱ）の管理計画書の様式は歯科疾患管理
料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用の
どちらを使用すればよいのか。
（答）必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。

（問30）歯周病安定期治療（Ⅰ）を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調
整を算定することはできるか。
（答）算定できない。歯周病安定期治療（Ⅱ）と同じ取扱いである。

（問31）歯周病安定期治療（Ⅱ）は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされた
が、毎回全顎撮影を行うのか。
（答）１回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、２回目以降は管理の対象となっている部位
の撮影を行う。

（問32）歯周病安定期治療（Ⅱ）を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、
同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。
（答）例えば、
①４月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療（Ⅱ）を行う場合
②４月に歯周病精密検査を行い、４月の他日から歯周病安定期治療（Ⅱ）を行う場合については、４
月は歯周病安定期治療（Ⅱ）の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。また、４月に歯周病
精密検査を行い、５月から歯周病安定期治療（Ⅱ）の算定を開始する場合については、４月に歯周
病精密検査を算定して差し支えない。



【処置：フッ化物歯面塗布処置】

（問33）フッ化物歯面塗布処置について「１ う蝕多発傾向者の場合」、「２ 在宅等療養患者の場合」
又は「３ エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。
（答）フッ化物歯面塗布処置は１口腔単位での算定となるため、併算定はできない。

【手術：抜歯手術】

（問34）乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。
（答）乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして
乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる
場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」
欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。

【手術：歯根端切除手術】

（問35）「歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」について、施設
基準が新設されたが、４月１日以降は届出を行った医療機関以外は算定できないのか。
（答）貴見のとおり。

【手術：歯周外科手術】

（問36）「６ 歯肉歯槽粘膜形成手術」が歯周外科手術に入ったが、歯周疾患以外の治療として行う
「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」は従前通りの取扱いと考えてよいか。
（答）貴見のとおり。

【歯冠修復及び欠損補綴：歯冠形成】

（問37）区分番号「Ｍ００１」歯冠形成について、注の見直しで、注３が注５に変わり、「前歯の４分の３
冠又は前歯のレジン前装金属冠については」が「前歯の４分の３冠又は前歯のレジン前装金属冠の
ための支台歯の歯冠形成」となったが、従来どおり単冠およびＢｒの支台歯共に加算ができると考え
てよいか。
（答）貴見のとおり。

【歯冠修復及び欠損補綴：支台築造】

（問38）後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジン
ジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、
この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。
（答）貴見のとおり

【歯冠修復及び欠損補綴：充填】

（問39）歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定
するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」又は「隣接歯との
接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。
（答）貴見のとおり。

【歯冠修復及び欠損補綴：金属歯冠修復】

（問40）金属歯冠修復の「複雑なもの」が「隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。」と
なったが、例えば最後方臼歯の遠心面など、隣接歯がない場合の近心面又は遠心面にかかる窩洞
はどのような取扱いになるのか。
（答） 隣接歯がない場合であって、接触面に相当する部位（近心面又は遠心面の最大膨隆部）を含
む場合においては、「複雑なもの」として差し支えない。



【歯冠修復及び欠損補綴：硬質レジンジャケット冠】

（問41）歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯に硬質レジンジャケット冠を装
着した場合において、応分の咬合力負担に耐えられる場合についてはクラウンブリッジ維持管理料
の対象となるのか。
（答）医科からの情報提供に基づき、歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に対して小臼歯
に硬質レジンジャケット冠を装着した場合は、咬合力負担に耐えられるかどうかに関係なく、クラウン
ブリッジ維持管理料の対象外となる。

【歯冠修復及び欠損補綴：有床義歯内面適合法】

（問42）平成28年３月に新たに製作した有床義歯に対して６月以内に有床義歯内面適合法を行っ
た場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。
（答）平成28年４月１日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年３月31日以前
に製作したものについても50/100で算定する。

【歯科矯正：歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料】

（問43）歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」
から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調制について
は変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
（答）診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。ま
た、模型調制についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。

【その他】

（問44）医科点数表の区分番号「Ｌ００９」麻酔管理料（１）注４の「長時間麻酔管理加算」について、
当該管理料に係る施設基準を届け出た医科歯科併設の保険医療機関において、歯科点数表の区
分番号「Ｊ０９３」遊離非弁術又は区分番号「Ｊ０９６」自家遊離複合組織移植術を行うに当たって、
医科点数表に掲げる区分番号「Ｌ００８」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施
時間が８時間を超えた場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
（答）差し支えない。


