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留意点
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• 本資料は令和２年度診療報酬改定が行われた当初の内容に基づいて

作成している。

• 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した算定要件変更や施設基

準の届出の取扱いの臨時的な変更があるので、算定に当たってはそ

の時点での要件等を確認して請求を行うこと。
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保険診療の仕組み

療養の給付

保

険

者

診療報酬請求保
険
医
療
機
関

審
査
支
払
機
関

保険料

税
事業所

負担金

国・都道府県
市町村

保険料

療養の給付・費用の負担の流れ

例）３割

例）７割

診療報酬支払

一部負担金

患者
（被保険者）



保険診療の仕組み
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わが国の医療保険制度

医療保障

被用者保険

自費診療

国民健康保険

後期高齢者医療

公費負担医療

健康保険法

各共済組合法

船員保険法

国民健康保険法

高齢者の医療の確保

に関する法律

生活保護法 障害者総合支援法

母子保健法 感染症法

精神保健福祉法 他

医療保険各法により、医療保険制度が構成されている



保険診療の仕組み

保険診療は
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• 健康保険法等の医療保険各法に基づく、保険者と保険医療機関との間の公法上

の契約である。

• 保険医療機関の指定、保険医の登録は、医療保険各法等で規定されている保険

診療のルールを熟知していることが前提となっている。



保険診療の仕組み
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健康保険法

目的

基本的理念

第１条 疾病、負傷等に対して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄

与することを目的とする。

第２条 健康保険制度については、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用負

担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施さ

れなければならない。



保険診療の仕組み
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保険診療に係わる各法令

医師法
歯科医師法

医療法 薬剤師法 保助看法 医薬品
医療機器等法

健康保険法

保険診療

療養担当規則（省令）



保険診療の仕組み
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保険診療として診療報酬が支払われるには

保険医が

保険医療機関において

健康保険法、歯科医師法、医療法、医薬品医療機器等法等の各種関係法令の規定を遵守し

「療養担当規則」の規定を遵守し

歯科医学的に妥当適切な診療を行い

保険医療機関が診療報酬点数表に定められたとおりに請求を行っている



保険診療の仕組み
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歯科医師と保険医

歯科医師

歯科医師法で規定される、歯科医業を行える唯一の資格

保険医

健康保険法等で規定される、
保険診療を実施できる歯科医師



保険診療の仕組み

健康保険法

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師は、厚生労働大臣の登録
を受けた医師若しくは歯科医師でなければならない。（健康保険法第64条）

保険医

第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。（法第71条）

保険医の登録

→ 自らの意思で保険医となる

保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、
厚生労働省令*で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。
（法第72条）

保険医の責務

→ 保険医は保険上のルールを守る必要がある。
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保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調
剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。（法第73条）

厚生労働大臣の指導

＊保険医療機関及び保険医療養担当規則



保険診療の仕組み
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病院、診療所と保険医療機関

病院、診療所

医療法で規定される

保険医療機関

健康保険法等で規定される、
保険診療を実施できる医療機関



保険診療の仕組み

健康保険法 保険医療機関

病院または診療所の開設者の申請により厚生労働大臣が指定する。（法第65条）

保険医療機関の指定

保険医療機関の責務

療養の給付に関する費用

保険医療機関は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医に、第72条第1項

の厚生労働省令*で定めるところにより、診療に当たらせるほか、厚生労働省令*で定

めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。（法第70条）

＊保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）

療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところ＊ ＊により、算定する

ものとする。（法第76条）
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＊ ＊算定告示



保険診療の仕組み
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保険医療制度の特徴

国民皆保険制度

現物給付

フリーアクセス

すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。

医療行為（現物）が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ

事後に支払われる。

自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことができる。
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歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について
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歯科医師法

第４条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

相対的欠格事由

第７条 歯科医師が第４条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような
行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告

二 ３年以内の歯科医業の停止

三 免許の取り消し

免許の取消・業務停止及び再免許



歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について

18

歯科医師法

第17条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。

歯科医師の独占業務

応召義務及び診断書等交付義務
第19条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、

これを拒んではならない。

２ 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があった場合は、正当な事由がなければ、
これを拒んではならない。

第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付しては
ならない。

無診察治療等の禁止

第23条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなけれ
ばならない。

２ 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、
その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師に
おいて、5年間これを保存しなければならない。

診療録の記載及び保存義務



歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について

医療法

医療法 目的
第1条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事

項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理

に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及

び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利

益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の

健康の保持に寄与することを目的とする。

業務等の広告
第６条の５第3項 （略）次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

記載可能な事項 （抜粋）

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所、管理者の氏名

四 診療日、診療時間、予約診療の有無 等



歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について

医療法 入院診療計画書

記載が必要な事項 （抜粋）

一 患者の氏名、生年月日及び性別

二 当該患者の診療を主として担当する歯科医師の氏名

三 入院の原因となった傷病名及び主要な症状

四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療

（入院中の看護及び栄養管理を含む。）に関する計画 等
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医療法 入院診療計画書

第６条の４ 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で

定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師によ

り、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族

への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。



歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）
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医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認（法第14条関係）
医薬品の製造販売に係る承認にあたっては、当該医薬品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、
効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査を受ける必要がある。

医薬品医療機器等法により承認された用法・用量、効能・効果等を遵守すること
が、有効性・安全性の前提となっている

注意事項等情報の公表（法第68条の２関係）

医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、注意事項等情報につ

いて公表しなければならない。注意事項等情報とは次に掲げる事項を言う。

一のイ 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意

ロ 日本薬局方に収められている医薬品にあっては、日本薬局方において当該
医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として公表するように定
められた事項 等

医薬品は添付文書とともに同法で審査及び承認されている。

最新の添付文書を確認及び遵守することが求められる。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則について

保険医療機関及び保険医療養担当規則 （厚生労働大臣が定めた命令：省令）

療養の給付の担当範囲、担当方針 等

（第１条～第１１条の３）

第１章 保険医療機関の療養担当

診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等

（第１２条～第２３条の２）

第２章 保険医の診療方針等

保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で守らなければならない基本的な規則
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保険医療機関及び保険医療養担当規則について

「医療の範囲」とは異なる

入院と看護
薬剤、治療材料

の支給

診察

処置、手術
その他の治療

在宅医療
と看護

療養担当規則

「療養の範囲」＝「保険診療の範囲」

療養の給付の担当の範囲（第１条）

第１章 保険医療機関の療養担当



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則

療養の給付の担当方針（第２条）

保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。

保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければならない。

適正な手続きの確保（第２条の３）

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生（支）局長に対する
申請、届出、療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

経済上の利益の提供による誘因の禁止（第２条の４の２）

患者に対して、受領する費用の額に応じて収益業務に係る物品の対価の値引き等、健康保険事業の
健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により自己の保険医療機関で診療を受けるよ
うに誘引してはならない。

特定の保険薬局への誘導の禁止（第２条の５、19条の３）

処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行って
はならない。

処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うこ
との対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則

領収証等の交付（第５条の２）

保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の

費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目

ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則

第２章 保険医の診療方針等

一般的方針（第12条）

療養及び指導の基本準則（第13条）

適正な費用の請求の確保（第23条の２）

保険診療の禁止事項について

特殊療法・研究的診療の禁止（第18条、第21条）

健康診断を療養の給付の対象とする事の禁止（第1２条、第21条）

濃厚（過剰）診療の禁止（第21条）

特定の保険薬局への誘導の禁止（第２条の５、第19条の３）
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歯科診療の具体的方針（第21条）

診療録の記載（第22条）



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則

28

歯科診療の具体的方針（第21条）

• 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。

• 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。

• 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

• 投薬は、必要があると認められる場合に行う。

• 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなけ

ればならない。

• 投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮する。

• 注射は、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によっては治療の効果を期待するこ

とができないとき等に行う。

• 手術は、必要があると認められる場合に行う。

• 処置は、必要の程度において行い、みだりにこれを行ってはならない。

• リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

• 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。 等



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則 診療録の記載、整備

診療録の記載（第22条）

保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の

診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

29

・歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
・前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療
所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければな
らない。 （歯科医師法第23条）

診療録の記載事項 （歯科医師法施行規則第22条）
・診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 ・治療方法（処方及び処置）
・病名及び主要症状 ・診療の年月日

診療録の記載及び整備（第９条）

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日か

ら3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から５

年間とする。



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則 保険診療の禁止事項について

保険診療の禁止事項について

特殊療法・研究的診療の禁止（第18条、第21条）

健康診断を療養の給付の対象とする事の禁止（第1２条、第21条）

濃厚（過剰）診療の禁止（第21条）

評価の確立していない特殊な療法・新しい療法等は保険診療として行ってはならない。 (第18条)

各種の検査は診療上必要があると認められる場合に行い研究の目的に行ってはならない。

(第18条、第21条第１号ホ・ヘ)

保険医の診療は、診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、

患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。 (第12条)

健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。 (第21条第１号ハ)

検査、投薬・注射、手術等は、必要があると認められる場合に行う。 （第21条）
30



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則 保険診療の禁止事項について

保険診療の禁止事項について

使用医薬品及び歯科材料

保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない。（第19条第1項）

保険診療では厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴に

おいて使用してはならない。 （第19条第2項）

31

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 （医薬品医療機器等法）

医薬品、医療機器の品質、有効性、安全性等について承認等を受けなければ、医薬

品、医療機器の製造・販売は行えない（法第14条等）



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

療養担当規則 保険診療の禁止事項について

保険診療の禁止事項について

保険薬局との関係

処方箋の交付に関し、特定の保険薬局への患者の誘導の禁止 （第2条の5,第19条の3）

処方箋の交付に関し、特定の保険薬局から財産上の利益の収受の禁止 （第2条の5第2項,第19条

の3第2項）

保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切

に対応しなければならない。 （第23条第2項）

32



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

33

歯科診療録

療養担当規則第２２条

様式第一号（二）の１

（診療録第１面）

• 部位

• 傷病名

• 開始

• 終了

• 転帰

• 口腔内所見

• 主訴



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

34

歯科診療録

様式第一号（二）の２

（診療録第２面）

• 月日

• 部位

• 療法・処置

• 点数

• 負担金徴収額

上記５項目のほか、
保険医の署名又は記名押印が必要。



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

事実に基づいて必要事項を十分に記載

診療の都度、遅滞なく必要事項の記載を十分に行う。

記載はインクまたはボールペン（消せるボールペンや鉛筆は不可）で、訂正は下の文字
が見えるように二重線で行う。

読み取れる字で書く。

責任の所在を明確にするため、診療行為を行うごとに診察した歯科医師の署名又は記名
押印する。

傷病名を所定の様式に記載し、絶えず整理する。

・診療開始・終了年月日を記載する。

・傷病の転帰を記載する。

35

・診療録、診療報酬明細書に使用できる略称は定められており、独自の略称等を使用しない。

歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について（令２．３．23 保医発0323第５号）



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

見読性の確保

36

電子カルテに求められる要件

真正性の確保

保存性の確保

必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で

使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実

の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の

所在を明らかにしていること。

電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実

の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の

所在を明らかにしていること。

医療情報の電子化においては「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.1版」に

準拠すること。



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

37

医療情報システム（電子カルテ等）の注意点

• 使用前に、ログアウトの状態であることを確認。

• 長時間離席する際には、ログアウト、クリアスクリーン等の対策を実施する。



保険医療機関及び保険医療養担当規則について

診療録

38

診療録の記載

• 診療録は診療の内容を証明する重要な文書である。

• なぜその処置を選択したのか、その結果がどうだったのか、診断の根拠、治療の経過が

見えるよう記載する必要がある。

• 保険診療の場合は、『留意事項通知』により、個々の診療行為に対し、それぞれ固有の

記載事項が定められている。

• パソコン等、ＯＡ機器により作成した診療録の場合は、診療を行った保険医は、必ず診

療録を紙媒体に打ち出した後に記載内容を確認し、署名又は記名押印を行うこと。

診療録 ＝ 診療報酬の請求の根拠

事実に基づいて必要事項を十分に記載していなければ、不正請求の疑いをまねく恐れが

ある。



1. 保険診療の仕組み

2. 歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について
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4. 診療報酬の請求について
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8. 最後に



診療報酬の請求について

告示・通知

40

告示
• 診療報酬の算定方法

別表第１ 医科診療報酬点数表

別表第２ 歯科診療報酬点数表

別表第３ 調剤報酬点数表

• 基本診療料の施設基準等

• 特掲診療料の施設基準等

通知
• 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

• 基本診療料の施設基準等

• 特掲診療料の施設基準等

• 診療報酬請求書等の記載要領について

Ｗｅｂページに掲載



診療報酬の請求について

診療報酬明細書（レセプト）

41

診療報酬明細書とは

患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書

診療報酬明細書の記載方法

「診療報酬請求書等の記載要領等について（令和2年3月27日保医発0327第1号）」の

「別紙１ 診療報酬請求書等の記載要領 Ⅲ「歯科診療に係る診療報酬請求書

及び診療報酬明細書の記載要領」」に規定

「個人情報」「診療機関情報」「傷病情報」「診療情報」

「療養給付請求情報」「食事生活療養請求情報」が含まれる。



診療報酬の請求について

診療報酬明細書（レセプト）の適正記載について

42

• いわゆる「レセプト病名」を付与しない。

• 傷病名だけでは診療内容の説明が不十分と思われる場合は、摘要欄及び症状詳記で
補う。

当該診療行為が必要な理由を具体的に記載する

保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養
の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

適正な費用の請求の確保（療担第23条の２）



診療報酬の請求について

診療報酬明細書（レセプト）の確認について

43

• 診療内容の誤り

診療内容の不一致、算定ルールからみた誤り、摘要欄記載漏れ、記載欄誤り 等

• 資格関係の誤り

資格喪失後の受診、記号・番号の誤り、旧証によるもの、本人・家族の誤り 等

保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若
しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続き及び療養の給付に関する費
用の請求に係る手続きを適正に行わなければならない。

適正な手続の確保（療担第2条の３）
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歯科診療報酬点数表の解釈

歯科点数表について

45

特掲診療料に掲げていない簡単な診療行為、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置等
を、全て初診、再診または入院時の基本診療料として一括評価

基本診療料として一括して評価することが妥当でない診療行為の費用を、個別に評価

第１章 基本診療料と第２章 特掲診療料のそれぞれの算定方法によって定められた点
数を合算した点数

歯科点数表の構成

第１章 基本診療料

第２章 特掲診療料

診療報酬



歯科診療報酬点数表の解釈

歯科点数表の構成
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第１部 初・再診料

第２部 入院料等

第１章 基本診療料

第２章 特掲診療料

第１部 医学管理等 第８部 処置

第２部 在宅医療 第９部 手術

第３部 検査 第10部 麻酔

第４部 画像診断 第11部 放射線治療

第５部 投薬 第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第６部 注射 第13部 歯科矯正

第７部 リハビリテーション 第14部 病理診断



歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料
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① 基本診療料

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 初再診料等のポイント

48

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、当該保険
医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。

→定期歯科検診、メインテナンスの取扱い時に注意

○ 患者が任意に診療を中止し１月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受
ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診
として取り扱う。

○ 歯科疾患管理料を算定し、継続的な管理を行っていた患者が任意に診療を中止した後、2月
を経過している場合は、初診料を算定して差し支えない。

ただし、・欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで１月以上経過した場合、

・歯周病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
ている場合 は、初診として取り扱わない。

歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同一日に２回以上の再診を行った場合の再
診料は、1回の算定とする。

初診料

再診料



歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 初診料の注１
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• 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・

滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

• 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を講じていること。

• 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常勤

の歯科医師が１名以上配置されていること。

• 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施していること。

• 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っ

ていること。

• 年に１回、院内感染対策の実施状況について、地方厚生（支）局長に報告していること。

初診料の注１に規定する施設基準 （通知）



歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 歯科診療特別対応加算

50

• 著しく歯科診療が困難な者に対して初･再診を行った場合に加算

脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態

知的発達障害等により開口保持できない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得ら
れない状態

重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に
際して家族等の援助を必要とする状態

又はこれらに準ずる状態にある者

例： 障害者手帳交付者 ≠ 歯科診療特別対応加算を算定する患者

• 当該加算を算定した日の患者の状態を診療録に記載

• 患者の状態が「著しく歯科診療が困難な者」に該当していない診療日は算定できない

→初診等で同加算を算定したから以降の再診でも自動的に加算するのではなく、診療の都度、
該当性を評価する

歯科診療特別対応加算



歯科診療報酬点数表の解釈

基本診療料 入院基本料のポイント
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入院基本料

• 基本的な入院医療の体制を総合的に評価

• 医療機関の機能に応じ、病棟類型別に入院基本料を設定

• 以下の５つの医療提供体制が、一定の基準に適合していない場合、入院基本料が算定で

きない。

入院診療計画の基準

院内感染防止対策の基準

医療安全管理体制の基準

褥瘡対策の基準

栄養管理体制の基準

※施設基準を歯科診療について適合する場合にあっては、必要に応じて、当該基準中「医師」とあるのは、「歯科

医師」と読み替えて適用するものとする。



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理

52

② 医学管理

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理

53

医学管理等のポイント

• 医学管理等は目に見えない「技術」に対する評価である。

• 項目ごとに具体的な算定要件が定められている。

• 療養上適切な指導･管理等を行った上で、診療録等への記載が算定要件となっている。

• 保険請求の根拠となるべき医学管理の具体的内容や必要事項（指導内容などの要点）

を記載する。

• 患者に応じた内容となるよう、充実した記載が不可欠。

• 算定回数の制限や算定できない場合もある。

• 情報提供文書の交付が必要な場合もある。

• 病院等において、歯科医師自身が算定する旨を指示し、医事部門のみの判断で一律請

求を行わない。



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理料
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医学管理料

• 歯科疾患管理料

• 小児口腔機能管理料

• 口腔機能管理料

• 歯科衛生実地指導料

• 歯科特定疾患療養管理料

• 悪性腫瘍特異物質治療管理料

• 診療情報提供料（Ⅰ）

• 診療情報連携共有料

• 薬剤情報提供料

• 新製有床義歯管理料

等



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料
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歯科疾患管理料の診療録記載①

1. 管理計画作成時、又は変更時

① 管理計画について患者に説明した内容の要点

② 患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な事項等

患者の基本状況

全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、

喫煙状況を含む生活習慣の状況 等

口腔の状態

歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態 等

必要に応じて実施した検査結果等の要点

治療方針の概要

歯科疾患の継続管理を行う上で必要となる情報 等



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料
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歯科疾患管理料の診療録記載②

2. 初診時に歯周病の急性症状がある場合

歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は歯周病検査の結果を踏まえた

管理計画を立案する。

初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、歯周病検査の実施が困難

である場合は、急性症状寛解後の歯科疾患管理料算定時までに実施する。なお、

その場合は症状の要点を記載する。

3. 継続管理の場合 （再診時）

患者に対して、管理計画に基づく当該管理を行った場合は、その要点を記載

する。

管理計画に変更があった場合は、変更の内容を診療録に記載する。



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料
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歯科疾患管理料の診療録記載③

4. フッ化物洗口指導による指導管理に係る加算を算定する場合

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療

録に指示内容を記載する。

（イ） 洗口の方法（薬液の量やうがいの方法）及び頻度

（ロ） 洗口に関する注意事項

（ハ） 薬液の取り扱い及びその保管方法

5. 文書提供加算を算定する場合

文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を記載する。



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 歯科疾患管理料
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歯科疾患管理料の診療録記載④

6. かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所であってエナメル質初期う蝕管理加

算を算定する場合

エナメル質初期う蝕に対する管理について、説明した内容の要点を記載する。

7. 長期管理加算を算定する場合

歯科疾患の重症化予防に資する長期にわたる継続的な口腔管理等を評価した

ものをいう。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患者の治療経過

及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を患

者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。



歯科診療報酬点数表の解釈

医学管理 小児口腔機能管理料・口腔機能管理料
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小児口腔機能管理料・口腔機能管理料

小児口腔機能管理料・口腔機能管理料を算定する場合

• 口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係

る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。

（文書提供加算は算定できない。）

• 指導・管理内容を記載又は指導・管理に係る記録を文書により作成している

場合はその写しを添付する。 等



歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療
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③ 在宅医療

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 歯科訪問診療料
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歯科訪問診療料

在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な
患者を対象とし、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で次
のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。なお、急性症状の発症
時等に即応できるよう、切削器具の常時携行が必要。

患者の求めに応じたもの

歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療の必要が認められた患者であって、患
者の同意を得た場合

同一の建物に居住する患者数

1人
歯科訪問診療１

2人以上9人以下
歯科訪問診療２

10人以上
歯科訪問診療３

患者1人に
つき診療に
要した時間

20分
以上 【1,100 点】 【361点】 【185点】

20分
未満

【770点】
（1,100点×70/100）

【253点】
（361点×70/100）

【130点】
（185点×70/100）



歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 特別の関係にある施設等への歯科訪問診療
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歯科訪問診療料 特別の関係にある施設

① 保険医療機関が当該保険医療機関と「特別の関係」にある施設等に訪問して歯科診

療を行った場合は、歯科訪問診療料は算定できない。なお、この場合において、初

診料、再診料、特掲診療料を算定した場合においては、その旨をレセプトの摘要欄

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。

※歯科訪問診療を算定したものとみなすので、訪問歯科衛生指導料等が算定できる。

② 「特別の関係にある施設等」に規定する「施設等」とは、養護老人ホーム、軽費老

人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等をいう。



歯科診療報酬点数表の解釈

特別の関係
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「特別の関係」とは

イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の

役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合

ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、

当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場

合に限る。)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（令２．３．５保医発0305第１号）（抄）



歯科診療報酬点数表の解釈

在宅医療 歯科訪問診療の距離制限
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16kmを超える歯科訪問診療

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診

療は、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合を除

いて、認められない。

絶対的な理由： 患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中

で不在である等やむを得ない場合

患家の希望 → 保険診療としては算定できないことから、患者負担とする。

半径16km

患医※保険医療機関の所在地を中心とする半径１６キロ
メートルの圏域の外側に患家が所在地する場合



歯科診療報酬点数表の解釈

検査・画像診断
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④ 検査・画像診断

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

検査・画像診断
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検査･画像診断のポイント

個々の患者の状況に応じ検査項目を適切に選択する。

検査を行う根拠、結果、評価を診療録に記載する。

画一的に多項目を一律に実施するような検査は不適切である。

療養担当規則 第21条一のホ

各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。

（例：術前のいわゆるセット検査）

算定要件に留意すること。

単位（例：１口腔につき、１歯につき 等）、回数 等



歯科診療報酬点数表の解釈

歯科画像診断管理加算
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画像診断の留意点

不注意による再撮影

エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合は再撮影に要した費用

は算定できない。

対象部位の撮影

片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、診断料、撮影料とも健側の

撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。

全顎撮影

全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として算定する。

例 1日目７枚＋2日目3枚の撮影 → 複数日をまとめて 全顎撮影10枚法 と算定する。



歯科診療報酬点数表の解釈

時間外緊急院内画像診断加算
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時間外緊急院内画像診断加算

保険医療機関において、診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の

患者に対して診療を行った際、歯科医師が緊急に画像診断を行う必要性を認め当該

保険医療機関に具備されている画像診断機器を用いて、画像撮影及び診断を実施し

た場合に限り算定する。

緊急に画像診断を要する場合とは

直ちに何らかの処置･手術等が必要な患者であって

通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ

通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような

重篤な場合



歯科診療報酬点数表の解釈

投薬・注射
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⑤ 投薬・注射

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射
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投薬･注射のポイント

患者を診察することなく投薬、注射、処方箋の交付は認められない。

原則、薬価基準に収載されている医薬品を、医薬品医療機器等法承認事項（効能・

効果、用法・用量、禁忌等）の範囲内で使用した場合に保険適用となる。

抗生剤等は、抗菌スペクトルを十分に考慮し、適宜薬剤感受性検査を行い、漫然と

投与することのないよう注意する。

歯科医師法第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処
方せんを交付してはならない。

療養担当規則第21条ニのイ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて

投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

無診察治療等の禁止

歯科診療の具体的方針 投薬



歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射
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不適切な投薬・注射

禁忌 疾病・症状に対する禁忌、配合の禁忌

適応外 「適応病名」以外への薬剤投与

過量 定められた投与量を超える投与

用法外 定められた用法以外の投与法

重複 同様の効果・効能および作用機序をもつ２剤以上の薬剤の同時投与

多剤 同一の疾患・症状に対して作用機序の異なる薬剤を同時に多種類投与

長期漫然 同一または同種の効果・効能をもつ薬剤の不必要な長期投与

医科診療科において処方すべき医薬品



歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射 後発医薬品の使用の推進
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後発医薬品の使用の推進

保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担軽減 → 一般名処方の推進

後発品のある全ての医薬品を一般名で記載した処方箋を交付した場合は、処方箋の交付

１回につき７点、１品目でも一般名処方が含まれている場合は５点を加算する。

療養担当規則第21条二のニ 投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、
患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬
品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

一般名処方加算

歯科診療の具体的方針 投薬



歯科診療報酬点数表の解釈

投薬･注射 処方箋の記載
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処方箋の記載

保険薬剤師は、（中略）当該処方箋を発行した保険医等が
後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、
後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。
この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤する
よう努めなければならない。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第８条第３項

【歯科医師】

個々の処方薬について、後発医薬品への変更に問

題があると判断した場合には、「変更不可」欄に

「✔」又は「×」と記載し、「保険医署名」欄に、

署名又は記名・押印



歯科診療報酬点数表の解釈

処置
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⑥ 処置

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

処置
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歯周病治療
• 「歯周病の治療に関する基本的な考え方」（令和２年３月 日本歯科医学会）を参照し、

歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行う。

• 歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断、治療方針、治癒の判
断及び治療計画の修正等の根拠が不明確である。

機械的歯面清掃処置
• 歯科衛生士が機械的歯面清掃処置を行った場合に、当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載

していない。

う蝕処置
• 算定部位ごとに処置内容等を診療録に記載していない。

加圧根管充填処置
• 適切な加圧根管充填を行っていない。

等

「処置」における過去の指摘事項



歯科診療報酬点数表の解釈

処置
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算定要件の具体例

I014 暫間固定
エナメルボンドシステムにより暫間固定を行った場合の除去料は別に算定できない。
（外傷性の歯の脱臼の暫間固定を除く）

診療報酬の算定にあたっては、歯科点数表に記載されている要件を満たす必要がある。

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
「３ 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、メタルコア又は支台築造用レ
ジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの３分の１以上のポストを有するもの
をいう。

I022 有床義歯床下粘膜調整処置
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日より
前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しな
がら、粘膜調整材を用いて有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含
めて、１顎１回につき算定する。



歯科診療報酬点数表の解釈

処置 歯周病重症化予防治療
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歯周病重症化予防治療

【I011－2－3 歯周病重症化予防治療】

１ １歯以上10歯未満 150点

２ 10歯以上20歯未満 200点

３ 20歯以上 300点

• ２回目以降の歯周病検査の結果、歯周ポケットが４ミリメートル未満の患者に対する

処置等を評価したものをいう。

• 歯周病重症化予防治療の対象となる患者とは、部分的な歯肉の炎症又はプロービング

時の出血が認められる状態のものをいう。

• 歯周病重症化予防治療は、その開始に当たって、当該検査結果の要点や歯周病重症化

予防治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族等

に提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合算定する。



歯科診療報酬点数表の解釈

手術
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⑦ 手術

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法

複数手術の算定方法①

原則として、同一の手術野、同一の病巣に２以上の手術を同時に実施した場合は、主たる手術

の所定点数のみにより算定する。（通則13）

この部（第9部手術）における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数
を合算した点数の高い手術をいう。

第9部手術 （ 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 実 施 上 の 留 意 事 項 に つ い て

（ 令 ２ ． ３ ． ５ 保 医 発 0 3 0 5 第 １ 号 ）

「通則13」の同一手術野又は同一病巣の算定は、医科点数表の例により算定する。ただし、区

分番号J000に掲げる抜歯手術から区分番号J004-3に掲げる歯の移植手術を単独で行う場合に

ついては、個々の区分により規定する算定単位に応じて算定を行うものとする。

J000 抜歯手術 J004 歯根端切除手術

J001 ヘミセクション J004-2 歯の再植術

J002 抜歯窩再搔爬手術 J004-3 歯の移植手術

J003 歯根嚢胞摘出手術

これらの手術について、

単独で行った場合は

実施した歯数に応じて

算定できる取り扱い
79



歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法

80

複数手術の算定方法②

「複数手術に係る費用の特例」（厚生労働省告示）において、複数の手術料を算定

可能な場合が示されている。

主たる手術の点数
従たる手術の点数

（１００分の５０）

※主たる手術・・・加算等を合算して点数の高い手術

手術料 ＝ ＋

例）顎骨腫瘍摘出手術(歯根囊胞を除く。)(長径３センチメートル未満；2,820点)と

抜歯手術(埋伏歯；1,054点)

手術料＝2,820点＋1/2(1,054点)＝2,820点＋527点＝3,347点



歯科診療報酬点数表の解釈

手術 複数手術の算定方法
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複数手術の算定方法③ 「複数手術に係る費用の特例」
（令和2年3月厚生労働省告示第80号）別表第３

J091  皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 その他の手術

J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入
用植込型カテーテル設置
J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
J003  歯根嚢胞摘出手術 J044  歯根端切除手術（１歯につき）
J043  顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く。） J000  抜歯手術（１歯につき）
J043  顎骨腫瘍摘出術（歯根嚢胞を除く。）（顎骨
嚢胞を摘出した場合に限る。）

J004  歯根端切除手術（１歯につき）

J066  歯槽骨骨折観血的整復術 J004-2 歯の再植術
J068  上顎骨折観血的手術
J072  下顎骨折観血的手術
J075  下顎骨形成術 １ おとがい形成の場合 J075  下顎骨形成術 ２ 短縮又は伸長の場合
J101-2 神経再生誘導術 J040  下顎骨部分切除術

J041  下顎骨離断術
J042  下顎骨悪性腫瘍手術



歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴
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⑧ 歯冠修復及び欠損補綴

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴

83

歯冠修復及び欠損補綴のポイント

M000 補綴時診断料

製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を
診療録に記載する。

「１ 補綴時診断（新製の場合）」を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯
及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して
３月以内は補綴時診断料を算定できない。

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料

対象となる補綴物ごとに、クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、
保険医療機関名等を記載した文書を提供する。また、患者に提供した文書の写しを診
療録に添付する。

歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する非金属歯冠修復、ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭ冠及び高強度硬質レジンブリッジは対象としない。



歯科診療報酬点数表の解釈

歯冠修復及び欠損補綴 保険適用の歯科材料の使用
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保険適用の歯科材料の使用

1. 保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない。

（療養担当規則第19条第1項）

2. 保険診療では厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補

綴において使用してはならない。

（療養担当規則第19条第2項)

療養担当規則 使用医薬品および歯科材料



歯科診療報酬点数表の解釈

歯科矯正
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⑨ 歯科矯正

歯科点数表の解釈



歯科診療報酬点数表の解釈

歯科矯正 保険診療の対象

86

保険診療の対象

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う厚生労働

大臣が定める疾患に起因した咬合異常、３歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異

常（埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。）

厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う顎変形症

（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術の前後における療養



歯科診療報酬点数表の解釈

参考 歯科診療に関する基本的な考え方
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歯科診療に関する基本的な考え方

歯周病の治療に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

口腔機能低下症に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療に関する基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

精密触覚機能検査の基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

高強度コンポジットレジンブリッジの診療に対する基本的な考え方 (平成30年３月 日本歯科医学会)

ブリッジの考え方2007 (平成19年11月 日本歯科医学会)

有床義歯の管理について (平成30年３月 日本歯科医学会)

間接法を用いた軟質裏装材による下顎総義歯の裏装の診療指針 (平成28年３月 日本歯科医学会)

「エナメル質初期う蝕」に関する基本的な考え方 (平成28年３月 日本歯科医学会)

筋電図計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方 (令和２年３月 日本歯科医学会)

磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方 (令和３年８月 日本歯科医学会)

※ 歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン （平成21年 日本歯科麻酔学会、監修：日本歯科医学会）

日本歯科医学会 Webページに掲載
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保険外併用療養費制度について
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保険外併用療養費制度

一連の診療について、保険診療と保険外診療との併用は、原則として禁止

医学の進歩や患者のニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することにより、

保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、保険外併用

療養費制度として「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」を制度化

基礎的部分
（保険外併用療養費として医療保険で給付）

上乗せ部分
患者から料金徴収

（自由料金）

保険外併用療養費制度の仕組み



歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度について
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保険外併用療養①

評価療養（保険導入のための評価を行うもの）

• 先進医療

• 医薬品の治験に係る診療

• 医療機器の治験に係る診療

• 再生医療等製品の治験に係る診療

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の医薬品の使用

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の医療機器の使用

• 医薬品医療機器等法承認後で保険収載前の再生医療等製品の使用

• 適応外の医薬品の使用

• 適応外の医療機器の使用



歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度について
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保険外併用療養②

患者申出療養（保険導入のための評価を行うもの）



歯科診療報酬点数表の解釈

保険外併用療養費制度等について
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保険外併用療養③

選定療養（保険導入を前提としないもの）

• 特別の療養環境

• 予約診察

• 時間外診察

• 大病院の初診

• 大病院の再診

• 制限回数を超える医療行為

• 180日を超える入院

• 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金

• 金属床による総義歯

• う蝕に罹患している患者の指導管理

• 多焦点眼内レンズの支給

日常生活上のサービス、公的保険給付とは関係の無い文書料、実費徴収可能と明記されている費用

医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対する者ではないもの、その他

療養の給付と直接関係ないサービス等
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医療保険と介護保険との関係について

医療保険と介護保険の給付調整
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医療保険と介護保険の給付調整

要介護被保険者等については、原則として、介護保険給付が医療保険給付より優先

される。

ただし、厚生労働大臣が定める場合については、医療保険から給付できることとさ

れており、これを医療保険と介護保険の給付調整という。



医療保険と介護保険との関係について

介護保険施設
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老健）

介護医療院

介護療養型医療施設（介護療養病床） 【 令和６年３月まで 】

介護保険法で規定されている介護保険施設（４種類）

これらの施設には医師の配置があるが、各施設類型で医療提供の密度が異なることから、介護報
酬に包括されている部分と医療保険において給付される範囲が各々異なる。
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指導・監査等について

指導について

保険医療機関・保険薬局

保険医・保険薬剤師

・ 健康保険法

・ 船員保険法

・ 国民健康保険法

・ 高齢者の医療の確保に関する法律

「指導大綱」の規定に基づき実施

平成７年１２月保険局長通知

最終改正平成20年９月

中央社会保険医療協議会（中医協）において、

診療側・支払側等による議論を経て決定

対象根拠法令
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指導・監査等について

指導について

「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底させること」（指導大綱）

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、

保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調

剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければ

ならない。

目的

健康保険法第73条（厚生労働大臣の指導）

※ 船員保険法第５９条、国民健康保険法第４１条、
高齢者の医療の確保に関する法律第６６条につい
ても同様の内容記載あり。

「集団指導」「集団的個別指導」「個別指導」

指導形態

要監査 ＞ 再指導 ＞ 経過観察 ＞ 概ね妥当

指導後の措置
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指導・監査等について

指導

集団指導

集団的個別指導

個別指導

都道府県個別指導

共同指導

特定共同指導

地方厚生（支）局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療

機関等又は保険医等を一定の場所に集めて講習等の方式により行う。

（厚生労働省が主体となって行う集団指導もある。)

地方厚生（支）局及び都道府県が共同で、指導対象となる保険医療

機関等又は保険医等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方

式により行う。

地方厚生（支）局及び都道府県が、指導対象となる保険医療機関等

を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面談

方式により行う。

（共同指導・特定共同指導（臨床研修指定病院、大学附属病院、特

定機能病院等に限る）は厚生労働省が主体となって実施する。）

保険医療機関及び保険医に対する指導の形態
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指導・監査等について

集団的個別指導

指導対象となる保険医療機関等とは

保険医療機関等に対する指導等については、健康保険法第73条の規定に基づき実施されてい

るが、その詳細については、指導大綱、指導大綱関係実施要領等に定められている。

レセプトの１件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講義形式等で行

う指導である。

レセプト１件当たりの平均点数が次の都道府県の平均点数の一定割合を超えるもの
・歯科の場合は1.2倍
かつ
・前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除き、

保険医療機関等の総数の上位より概ね８％の範囲のものが対象となる。

集団的個別指導とは①
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指導・監査等について

算出に使用するレセプトの種類

レセプト１件当たりの平均点数の算出方法

社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会で管理されている

保険医療機関等ごとのデータを使用する。

社会保険、国民健康保険の一般分及び後期高齢者分を使用する。

保険医療機関等のレセプトの総点数をレセプトの総件数で除することにより、算出
する。

集団的個別指導とは②
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使用する基礎データ



指導・監査等について

指導対象：
診療報酬請求等に関する情報提供があった保険医療機関
個別指導を実施したが改善が見られない保険医療機関
集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお
高点数保険医療機関等に該当（※）する保険医療機関 等

指導方法：
保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別に面接懇談方式により行う。
また、個別指導の実施件数については、医科、歯科及び薬局ごとの類型区分ごとに
全保険医療機関等の４％程度を実施することとしている。

個別指導とは

101

※ 高点数保険医療機関等に該当する保険医療機関等とは、翌年度の実績において、集団的個別指導を受けたグ
ループ内の保険医療機関等の数の上位より概ね半数以上である保険医療機関等を指す。

※ 令和３年度は、高点数保険医療機関等に該当する場合による個別指導は実施しない。



指導・監査等について

監査とは

102

根拠

健康保険法第78条（保険医療機関又は保険薬局の報告等）

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、(略)出頭を求め、又は当該

職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しく

は診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

※ 船員保険法第59条、国民健康保険法第45条の２、高齢者の医療の確保に関する法律第72条についても同様

目的

「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場

合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採ること」（監査要綱）

監査後の措置･･保険医療機関 / 保険医

指定取消 / 登録取消 ＞ 戒告 ＞ 注意

監査とは



指導・監査等について

不正請求とは
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架空請求

診療の事実がない架空の診療を実施したとして請求すること。

付増請求

実際に行った診療に行っていない診療を付増して請求すること。

振替請求

実際に行った診療を保険点数の高い別の診療に振替えて請求すること。

二重請求

自費診療で行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報

酬を請求すること。

不正請求とは



指導・監査等について

不当請求とは
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算定要件を満たさない等、診療報酬請求の妥当性を欠くもの

例

1. 歯科疾患管理料

患者に説明した内容の要点、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報を

診療録に記載していない。

2. 画像診断料

歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る

必要な所見を診療録に記載していない。

3. 補綴時診断料

欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計を診療録に記載していない。

不当請求とは



指導・監査等について

健康保険法上の処分基準
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監査要綱

保険医登録・保険医療機関指定取消処分の基準

• 故意に不正又は不当な診療（診療報酬の請求）を行ったもの。

• 重大な過失により、不正又は不当な診療（診療報酬の請求）をしばしば

行ったもの。

処分の基準

故意でなくとも、重大な過失が認められれば、健康保険法上の処分の対象となりうる。



指導・監査等について

行政上の措置

経済上の措置

• 保険医療機関・保険医

指定・登録の取消（取消処分）

戒告

注意

• 取消処分となった場合原則として、５年間は再指定・再登録を行わない。

診療内容または診療報酬の請求に関し不正、不当の事実が認められた場合、

原則として５年間分を返還する。

40％の加算金が加えられることもある。
（健康保険法第58条）

監査後の処置
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指導・監査等について

監査事例 ①
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保険診療とならない16km圏外の患家への訪問診療を保険請求するため、16km圏内に医療機関
を開設し、当該クリニックが行ったものとして不正に請求していた。

事案の概要

訪問診療に係る不正請求という週刊誌報道があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 13名 戒告

措置

別の保険医療機関から訪問診療を実施していたにもかかわらず、本件クリニックから訪問診療を
実施したかのように装い、診療報酬を不正に請求していた。

主な事故内容

不正請求： 33件 245万3千円

不正請求額



指導・監査等について

監査事例 ②
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診療を行った歯科医師が診療内容をメモに残して、診療を行っていない他の歯科医師が診療録、レセプトを作
成していた結果、実際には行った保険診療に、行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求して
いた。

事案の概要

患者から、医療費通知に記載されているような高額な治療は受けていない旨の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月） 1名 戒告

措置

管理者である歯科医師が診療を行った際に診療内容をメモし、実際には診療を行っていない開設者である歯科
医師が診療録、レセプトを代行作成していた。メモには実際に行われた診療内容が記載されていた。

代行作成させた診療録について記載内容を確認しなかった結果、実際には行っていない、有床義歯新製、歯周
外科手術、歯冠修復等を不正に請求していた（付増請求） 。

主な事故内容

不正請求： 71件 104万3千円

不正請求額



指導・監査等について

監査事例 ③
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心肺停止状態で救急搬送され入院していた患者を診療したとして５ヶ月に渡り、実際には行っていない保険診
療を行っていたものとして診療報酬を不正に請求していた。

事案の概要

患者から医療費通知について、他院に入院中で通院していないにもかかわらず、通院したことになっていると
情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消相当（医療機関廃止済みのため）

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月）

他院に入院中で通院ができない状態の患者を診療したとして、歯科再診料、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指
導料、歯周精密検査、機械的歯面清掃加算、う蝕歯即時充填形成等を不正に請求していた（架空請求）。

他の患者において、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求して
いた。（付増請求）

主な事故内容

不正請求： 56件 100万8千円

不正請求額

措置



指導・監査等について

監査事例 ④
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鋳造用コバルトクロム合金で作成された鋳造鈎及びバーを、保険点数の高い金銀パラジウム合金で作成したと
して、診療報酬を不正に請求していた。

事案の概要

「二重カルテを作成している、欠損歯を治療したようにして請求している」等の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消（歯科医業停止３月）

実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。（振替請
求）

有床義歯を熱可塑性樹脂有床義歯として請求、鋳造用コバルトクロム合金を使用した鋳造鉤及びバーを金銀パ
ラジウム合金（金12%以上）として請求 等

主な事故内容

不正請求： 102件 80万７千円

不正請求額

措置



指導・監査等について

監査事例 ⑤

111

診療報酬を不正に請求した疑い。監査実施通知を６回及び監査欠席通知を３回通知したが監査を拒否し、出頭
意思がないものと判断して監査を終了した。

事案の概要

患者や匿名の者から、インプラント治療、メタルボンド等の保険外診療を受けたにもかかわらず、保険請求分
として一部負担金を請求された等の情報提供があった。

端緒

保険医療機関 指定取消

保険医 1名 登録取消

実際には行っていない保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた疑い。(架空請求の疑い)

実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた疑い。(付増請
求の疑い) 等

度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否した。

主な事故内容

不正請求： 171件 159万１千円 （疑い）

不正請求額

措置



指導・監査等について

監査を受けた

保険医療機関・保険医等 55施設、129人

登録・指定の取消（取消相当含む）を受けた

保険医療機関・保険医等 21施設、15人

指導、適時調査、監査により返還を求めた金額は 約１０９億円
（厚生労働省発表 医科・歯科・調剤を含む）

令和元年度の指導、監査等実施状況
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1. 保険診療の仕組み

2. 歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法について

3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について

4. 診療報酬の請求について

5. 歯科診療報酬点数表の解釈

6. 医療保険と介護保険との関係について

7. 指導・監査等について

8. 最後に



最後に

社会保障給付費の推移
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医療
４０．６兆円



最後に

令和３年度一般会計歳出・歳入の構成
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返済 ２３．８兆円

借入 ４３．６兆円

３３．６％

１５．８％



最後に

• 令和２(2020)年の日本の社会保障給付費は１年間に約126兆円。

そのうち約半分弱が「年金」、

1/3が「医療」、

約２割が介護を含む「福祉 その他」 が占める。

• 社会保障の財源は、社会保険料が59.4％で、公費負担は40.6％を占める。

（その他、積立金の運用収入等。）

（令和２年度予算ベース）

• 令和３年度一般会計歳出において、社会保障のための歳出（35.8兆円）は最大で、公共事

業・防衛・教育科学の費用の合計（16.7兆円）を上回る。

• 国の財政は、23.8兆円の借金を返しながら新たに43.6兆円の借金をしている状態。

• 社会保障は財政に大きく影響しており、適正化が求められている。

社会保障の費用と財政
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最後に

保険診療確認事項リスト（歯科）について
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最後に

• 保険医と保険医療機関は診療報酬のルールをよく理解し、独自の解釈に基づいて請

求しない。

• 分からない場合は診療報酬点数表を確認する。

それでも分からなければ厚生(支)局に問い合わせる。

• 厚生(支)局が実施する説明会や指導に出席する。

診療報酬請求における留意点
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今後とも保険診療の適正な運用に

ご協力いただきますようお願いいたします。


