平成30年 ４月改定
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●訪問診療計画策定必須

訪
問
診
療
・
治
療

1人

●歯科訪問診療 1 （1,036点）《 20分以上 》

2～9人

●歯科訪問診療 ２ （ 338点）《 20分以上 》

10人～

●歯科訪問診療 ３ （ 175点）《 20分以上 》

1人
●歯科訪問診療 1（1,036点）《 20分以上 》
●歯科訪問診療２ （ 338点）《 20分以上 》

１～３ ： 20分未満 / それぞれの所定点数の100分の70で算定 （容態が急変し中止した場合は除く：診療録に記載）
歯援診・ か強診
有/ 50点
無/ 30点

【歯科衛生士：歯科訪問診療補助加算】 （訪補助）
【歯科衛生士を同行した際の加算】

歯援診・ か強診
有/115点
無/ 90点
か強診

【歯科訪問診療移行加算】 （訪移行）
※在推進と併用不可

◆施設基準届けで有or無で点数が異なる点に注意
【歯科疾患在宅療養管理料：歯在管 】（月１回算定）
Dr

医
学
管
理
等

歯援診1 ： 320点 （要管理計画作成）
歯援診2 ： 250点 （要管理計画作成）
その他 ： 190点 （要管理計画作成）

★その他（歯在管は関係無いもの）
Dr

◆レセプトの処置・手術その他欄に、「在口衛120と記載
（月１回 １２０点）
※訪衛指→同日算定不可
※歯清→同月算定不可
【機械的歯面清掃処置：歯清】 （２月に１回 ６８点）
※訪衛指と併せて算定不可
※訪問口腔リハ算定不可

【有床義歯咀嚼機能検査１．２（咀嚼機能）】
【周術期口腔機能管理計画策定料：周計（300点)】
（手術を行う医療機関からの依頼に基づいて作成）

● 歯援診1・2：在宅総合医療管理加算 所定点数に ＋50点
※他保険医療機関への必要な管理・療養上の指導等
● 栄養サポートチーム連携加算
所定点数に ＋80点

DH 【在宅等療養患者専門的口腔衛生処置：在口衛】

有/150点
無/100点

【周術期口腔機能管理料：周Ⅰ、周Ⅱ（病院歯科）、周Ⅲ】
DH

【周術期等専門的口腔衛生処置１，２：術口衛１，２】
（１： ９２点）
（２： １００点）
※在口衛→同月算定不可
※歯清→同月算定不可（同月でも手術日以降なら
算定可）
【フッ化物歯面塗布処置：Ｆ局】（月１回 １１０点）
※在宅等療養患者の場合に限る

医
学
管

DH単独加算

◆咀嚼機能、口腔機能管理に係る主な検査（施設基準あり）

【訪問歯科衛生指導料：訪衛指】 （1回/20分以上・月4回迄）
１ 単一建物居住者以外 / 同一日 ： １ 人
360点
２ 単一建物居住者
/ 同一日 ： ２～９人 328点
３ 上記以外
：
300点

理
等
（
衛
生
士
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険
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（以下のような算定日毎の書類作成提供が必要）
◆①実施指導内容 ②実施時刻 ③療養に必要な事項
④衛生士の氏名

【摂食機能療法】 （１日３０分以上１８５点、30分未満130点）
月４回まで

歯管・歯在管・訪問口腔リハ算定時のみ
この３つの項目は算定可

算定項目

所定点数

算定単位・数

適応症

装着前１回
装着後６月内
月１回

・ＦＤまたは９歯以上の
ＰＤを装着し、義歯以
外は臼歯部の垂直的
咬合関係がない
または、
・有床義歯を装着し左
右第二大臼歯を含む
臼歯４歯以上欠損

有床義歯咀嚼機能検査１

イ：下顎運動測定
と併用

５６０点

ロ：咀嚼能力測定
のみ

１４０点

有床義歯咀嚼機能検査２
イ：下顎運動測定
と併用

５５０点

・舌接触補助床を装着
・広範囲顎骨支持型装
置埋入手術の対象
・口蓋補綴、顎補綴を
装着

ロ：咬合圧測定の
み

１３０点

舌圧検査
（施設基準なし）

１４０点

月２回
６月１回

咀嚼能力検査

１４０点

６月１回

咬合圧検査

１３０点

６月１回

・口腔機能低下または
その疑い
・歯管などで継続的な
口腔機能の管理中

介護保険

【 居宅療養管理指導料 】
算定できる患者 : 《 要介護認定済み在宅・居住系の患者 》
＊ Ｄｒ算定時にはケアマネへの情報提供が必須です DH
Dr

◆ 歯科医師

507単位

単一建物居住者以外/同一日 ： 1人

月2回まで 483単位

単一建物居住者

/同一日 ：2～9人

442単位

単一建物居住者

/同一日 ：10人～

（同一建物居住者でも、同一日1人ならば 上記単位 ）

◆ 歯科衛生士 355単位 単一建物居住者以外/同一日 ： 1人
月４回まで

６

323単位

単一建物居住者

/同一日 ：2～9人

295単位

単一建物居住者

/同一日 ：10人～

（同一建物居住者でも、同一日1人ならば 上記単位 ）

①在宅患者歯科治療時医療管理料

連 携
歯科診療所

病

院

（300点 １回のみ）

②在宅患者連携指導料

（一般 点）

（再診月１回 ９００点）

⑤退院時共同指導料１
（歯援診1,2 900点）

①在宅患者歯科治療時
医療管理料（在歯管）
（１日につき４５点）

②在宅患者連携指導料
（月２回以上患者に対して指導を
行った場合：再診月１回 900点）

③在宅患者緊急時
カンファレンス料（月2回 200点）

④地域医療連携体制加算
（同１初診１回 300点）

⑤退院時共同指導料１
( 支援診１、２、 ９00点）
（その他診療所 ５00点）
⑥周術期口腔機能管理料

10
11

訪問看護ステーション
保険薬局

③在宅患者緊急時カンファレンス料
（月２回 ２００点）：右記各職種と連携

⑦栄養サポート等連携加算１、２
（月1回 ８０点）

算定・加算項目

医療機関

（１日につき４５点）

④地域医療連携体制加算

⑥周術期口腔機能管理料

医科支援診
支援病院
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他の保健医療機関（病院） ・介護保険施設

必要事項・連携先・対象者

算定要件等

レセプト記載・その他

在宅患者の血圧・脈拍・Spo2 ・全身状態の把握、管理に必要な機器、機材の整備
等及び、管理内容をカルテ
・全身疾患・在宅酸素療法の有無等の管理
に記載

「在歯管45×
」
＊施設基準の届け出必要

在宅患者を担当する医療機
《カルテ記載事項》
関より歯科医師が情報を得
患者に関しての診療情報の内容、指導等の内容の要点、
ること。医療機関間での患
指導日
者情報のやり取り。

参加した医療機関等、カンフン
ス日、指導日をレセプトに記載
＊介護保険利用者算定不可

在宅患者を担当する
関係医療機関、ケアマネ等

連携歯科診療所
地域歯科診療支援病院歯科
退院後に在宅医療を担う歯科
医師が、担当する患者が入院
している病院の医師等

手術（全身麻酔下）、放射線or
化学療法を行う病院

《カルテ記載事項》

・参加した医療機関等、カンフン
カンファレンスに参加した関係者氏名、要点、患者への指導
ス日、指導日をレセプトに記載
の要点、実施日
《カルテ記載・添付事項》

・連携先歯科医療機関からの診療情報内容（記載）
・患者、連携先歯科医療機関への提供文書（添付）
《カルテ記載事項》

在宅での療養に必要な指導内容の要点
患者に提供した文書をカルテに添付
詳細略

連携保険医療機関名
＊施設基準の届け出必要
・入院医療機関名
・指導日

＊在宅療養支援歯科診療所の
施設基準の届け出必要

・詳細略

１２

算定・加算項目

必要事項・連携先・対象者
⑦栄養サポートチーム等
連携加算１、２
（NST１、２）
月1回につき＋80点
⑧在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料
（訪問口腔リハ）
（月4回 0-9歯：350点、10-19歯：
450点、20歯以上：550点、か強診＋
75点、歯援診1 ＋125点、歯援診2
＋100点）

NST１ ：他の保険医療機関
NST２ ：介護保険施設等

算定要件等
NST１ ：入院している患者に対し、入院先の栄養サポート
チームの一員として口腔機能評価に基づく管理計
画を作成した場合
NST２ ：介護保険施設などに入所してる人に対し
口腔管理に関する技術的助言、協力を行った場合

「NST１ ８０」
又は
「NST2 ８０」

と記載する

「訪問口腔リハ× 」
加算は「か強診75× 」
摂食機能障害を有している患
「歯援診1 125× 」
者に対して、口腔機能評価 指導管理にあたって歯周病検査、全身状態の把握を行い、
「歯援診2 100× 」
に基づく管理計画を作成、説 計画の要点をカルテに記載、または管理計画書の写しを添付 摘要欄に実施日、実施時刻を記
明し、歯科医師が20分以上 する。
載する

の指導管理を行う

＊居宅療養管理指導算定月は
算定不可
「在推進100 × 」と記載
直近３ヶ月の歯科訪問診療の実績が、1月のべ5人以上で、
＊施設基準の届けで必要
そのうち6割以上が訪問診療１を算定
＊訪移行と併用算定不可

⑨在宅歯科医療推進加算
（在推進 100点）

訪問診療１のみに加算可能

●歯科訪問診療移行加算
（か強診＋150 以外＋100）

歯科外来を複数回受診してい ３年以内に歯科訪問診療を行った場合、訪問のつど
た患者
訪問診療１（20分以上の場合）に加算する

●有床義歯咀嚼機能検査
１，２
・咀嚼能力検査
・咬合圧検査
・舌圧検査（施設基準なし）

レセプト記載・その他

スライド⑥参照

※口腔機能管理加算（＋１００点）は歯管のみ加算可能であり、歯在管では算定不可

全体のその他欄に訪移行
＋150 または＋１００と記載し
外来最終日、適応欄に訪問診
療開始年月日を記載する
「咀嚼機能１ロ（前）１４０」などと
記載
＊施設基準の届出必要

