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　本年４月１日から診療報酬が改定されます。
本書は、今回の改定に関する資料をとり急ぎま
とめたものです。
　この資料は、関係者の準備に資することを目
的とした現段階の案であり、今後、変更があり
うるため、官報及び通知の内容を改めて確認す
る必要があることにご留意ください。

本書の構成

説明会資料：冊子版とWeb版の異同

　本資料集は、中央社会保険医療協議会資料および厚生
労働省・平成30年度診療報酬改定説明会（平成30年３月
５日）の関係資料等にもとづき作成しています。
第１部：平成30年２月７日付中医協資料およびその他の
関連資料から抜粋して構成しています。
第２部：中医協の答申書（別紙）・説明会の関係資料等
にもとづき作成しています。なお、Ⅰ歯科診療報酬点数
表とⅡ調剤報酬点数表の新旧対照表（３段表）は、次の
とおり構成しています。

第３部：説明会の関係資料（歯科・調剤）から関連部分
を抜粋して掲載しています（一部は第２部Ⅲに掲載）。
第４部：説明会の関係資料（通知）から、歯科・調剤関
連部分を掲載しています。
① 医科の留意事項通知は、基本的に第２部〈参考〉医科
点数表に対応して抜粋で掲載しています。

② 施設基準関連通知は、基本的に第３部に抜粋で掲載し
た施設基準告示（案）に対応して抜粋で掲載しています。

　３月５日の説明会資料は、冊子版およびWeb版（HP）と
して公開されていますが、本書は基本的に冊子版にもとづ
き作成しており、Web版とは一部異なります。また、Web
版では、（参考）のほか、主に以下の告示・通知が追加され
ています。
○ 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事
項について」の一部改正について（通知）（平成30年３
月５日・保医発0305第６号）

○ 特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の
一部を改正する件（告示）（平成30年３月５日・厚生労
働省告示第47号）

○ 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項につ
いて（通知）（平成30年３月５日・保医発0305第10号）

項目 答申書「項目」欄に準じて記載

現行 ４月改正前の点数表告示を全文掲載
（４月に実質的変更がない部分も含む全文）

改正

答申書「改正案」欄を基本に、原則として改正
があった部分のみを項番・注番単位で掲載
→ 改正欄が掲載されていない区分番号・診療行
為や、その下の項番・注は、「（削除）」表記が
なければ基本的には「現行」どおり
※答申書未掲載の表記の整理等については、「現
行」欄該当部分に下線を附し、「改正」欄に整理
後の表記を掲載



第１部
個別改定項目について（抄）

（平成30年２月７日・中央社会保険医療協議会資料）
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1 　地域包括ケアシステム構築のための取組の強化
　①　入退院支援の推進（略）
　②　在宅復帰率の見直し（略）
　③　歯科医療機関連携加算の対象拡大（略）
　④　診療情報の共有に対する評価の新設   68
　⑤ 　地域包括診療料等における院外処方に係る服薬
管理等の取扱いの明確化（略）

　⑥ 　関係機関の連携強化に向けた退院時共同指導料
の見直し   70

　⑦ 　退院後の診療等の療養に必要な情報提供に対す
る評価（略）

　⑧ 　入退院（所）時の医療機関等と訪問看護との連携（略）
　⑨　特別の関係、入退院時の連携強化   74
　⑩ 　障害福祉サービスの相談支援専門員との連携   76
　⑪ 　地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し（略）
　⑫ 　救急・在宅等支援病床初期加算等の見直し（略）
　⑬ 　有床診療所の地域包括ケアモデル（医療・介護
併用モデル）での運用の支援（略）

　⑮　介護医療院の創設に伴う対応（略）

2  　かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬
剤師・薬局の機能の評価

　①　地域包括診療料等の見直し（略）
　②　小児かかりつけ診療料の見直し（略）
　③　小児科療養指導料の見直し（略）
　④ 　生活習慣病重症化予防推進に係る要件の見直し（略）

　⑥ 　かかりつけ薬剤師の評価（略）
　⑦ 　地域医療に貢献する薬局の評価（略）
3  　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
　① 　一般病棟入院基本料の評価体系の見直し（略）
　② 　重症度、医療・看護必要度の判定基準の見直し（略）
　③ 　療養病棟入院基本料の評価体系の見直し（略）
　④ 　医療区分の適正化（略）
　⑤ 　在宅復帰機能強化加算（略）
　⑥ 　療養病棟における夜間看護体制の充実（略）
　⑦ 　高度な放射線治療機器の効率的な利用の推進（略）
　⑧ 　医療資源の少ない地域に配慮した病床数要件の緩和（略）
　⑨ 　結核病棟のユニットに係る見直し（略）
　⑩ 　地域包括ケア病棟入院料の評価体系の見直し（略）
　⑪ 　有床診療所の地域包括ケアモデル（医療・介護
併用モデル）での運用の支援（略）

　⑫ 　回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体
系の見直し（略）

　⑬ 　診療実績データの提出への評価（略）
　⑭ 　特定集中治療室管理料等の見直し（略）
　⑮ 　短期滞在手術等基本料の見直し（略）
　⑯ 　DPC制度（DPC/PDPS）の見直し（略）
　⑰ 　入院中の患者に対する褥瘡対策（略）
　⑱ 　看護補助者の配置に係る加算の見直し（略）
4 　外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進
　① 　大病院の外来機能の分化の推進（略）
　② 　病床数要件の見直し（略）
　③ 　かかりつけ医機能を有する医療機関における初
診の評価（略）

　④ 　未妥結減算の見直し（略）
　⑤ 　生活習慣病重症化予防推進に係る要件の見直し（略）
　⑥ 　糖尿病の透析予防の推進（略）
5 　質の高い在宅医療・訪問看護の確保
　① 　複数医療機関が行う訪問診療の評価（略）
　② 　在支診以外の診療所による訪問診療の提供に係る評価（略）
　③ 　併設する介護施設等への訪問診療の整理（略）
　④ 　患者の状態に応じたきめ細やかな訪問診療の評価（略）
　⑤ 　適切な往診の推進と看取り期の患者に対する往

主要歯科項目〔抜粋〕

Ⅰ－ 1－⑭　周術期口腔機能管理の推進     4
Ⅰ－ 2－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価     12
Ⅰ－ 5－⑳　在宅歯科医療の推進等     16
Ⅱ － 1 － 7 －①　歯科外来診療における院内感染防
止対策の推進     31

Ⅱ － 1 － 7 －②　歯科外来診療環境体制加算の見直
し     35

Ⅱ － 1 － 7 －③　ライフステージに応じた口腔機能
管理の推進     39

Ⅱ － 1 － 7 －④　全身的な疾患を有する患者に対す
る歯科医療の充実     41

Ⅱ － 1 － 7 －⑤　脳血管疾患等リハビリテーション
料の対象患者の見直し     45

Ⅱ － 1 － 7 －⑥　歯科固有の技術の評価の見直し等 
    47

Ⅱ － 1 － 7 －⑦　特定薬剤料等の算定方法の見直し 
    66

Ⅰ 　地域包括ケアシステムの構築と医療機能の 
分化・強化、連携の推進

 ⑭　周術期口腔機能管理の推進     4

 ⑤ 　かかりつけ歯科医の機能の評価     12
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　資料 （参考資料は 2月 8日ウェブ掲載版を収載）
①諮問書（平成30年 1 月12日）   113
② 平成30年度診療報酬改定に係るこれまでの議論
の整理（現時点の骨子）（ 1月19日）   116

　参考① 薬価制度の抜本改革について   130
　　　② 平成30年度保険医療材料制度改革の骨子
　　　　    137
③答申書（ 2月 7日）   140

1 － 8 　薬剤師・薬局による対人業務の評価
　① 　薬局における対人業務の評価の充実（略）
2  　医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーショ
ンやICT等の将来の医療を担う新たな技術を含む先
進的な医療技術の適切な評価と着実な導入

　① 　質の高い臨床検査の適切な評価（略）
　② 　麻酔科の診療に係る評価の見直し（略）
　③ 　高度な放射線治療機器の効率的な利用の推進（略）
　④ 　デジタル病理画像を用いた病理診断の評価及び
保険医療機関間の連携による病理診断の要件の見
直し   85

　⑤ 　移植医療の評価の充実（略）
　⑥ 　性別適合手術の保険適用（略）
　⑦ 　手術等医療技術の適切な評価（略）
　⑧ 　オンライン診療料・オンライン医学管理料の新設（略）
　⑨ 　電話等再診の見直し   89
　⑩ 　在宅患者持続陽圧呼吸療法遠隔モニタリング加
算の新設（略）

　⑪ 　在宅患者酸素療法指導料遠隔モニタリング加算
の新設（略）

　⑫ 　ICTを利用した死亡診断における連携（略）
3  　データの収集・利活用及びアウトカムに着目した
評価の推進

　① 　データの収集・利活用及びアウトカムに着目し
た評価の推進（略）

4 　明細書無料発行の推進
　① 　明細書無料発行の推進   90

1  　チーム医療等の推進（業務の共同化、移管等）等
の勤務環境の改善

　① 　医療従事者の勤務環境改善の取組の推進（略）
　② 　医師等の従事者の常勤配置に関する要件の緩和 
  91

　③ 　常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の特例（略）
　④ 　救命救急入院料等における医師の勤務場所に関
する要件の緩和（略）

　⑤ 　ICTを活用した勤務場所に関する規定の緩和   95
　⑥ 　看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進（略）
　⑦ 　専従要件の緩和（略）
　⑧ 　地域包括診療料等の見直し（略）
　⑨ 　小児科療養指導料の見直し（略）
　⑩ 　情報通信技術（ICT）を活用した関係機関連携
の推進   98

　⑪ 　麻酔科の診療に係る評価の見直し（略）

 ⑤ 　脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患
者の見直し     45

 ⑥ 　歯科固有の技術の評価の見直し等     47
 ⑦ 　特定薬剤料等の算定方法の見直し     66

Ⅲ　医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進

2 　業務の効率化・合理化
　① 　事務の効率化・合理化や情報利活用の推進   102
3  　ICT等の将来の医療を担う新たな技術の着実な導入
　① 　ICT等の将来の医療を担う新たな技術の着実な導入（略）
4  　地域包括ケアシステム構築のための多職種連携に
よる取組の強化

　① 　地域包括ケアシステム構築のための多職種連携
による取組の強化（略）

5 　外来医療の機能分化
　① 　外来医療の機能分化（略）

1 　薬価制度の抜本改革の推進
　① 　薬価調査が適切に実施される環境の整備（略）
2 　後発医薬品の使用促進
　① 　薬局における後発医薬品の使用促進（略）
　② 　後発医薬品使用体制加算の見直し   104
　③ 　一般名処方加算の見直し   107
　④ 　DPC対象病院における後発医薬品の使用促進（略）
3  　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
（再掲）
　① 　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（略）
4  　外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進
（再掲）
　① 　外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進（略）
6 　医薬品の適正使用の推進
　① 　入院中等の減薬の取組みの評価（略）
　② 　向精神薬処方の適正化（略）
　③ 　抗菌薬の適正使用（略）
　④ 　処方料等及び処方箋様式の見直し   108
　⑤ 　多剤投薬の適正化の推進（略）
7  　備蓄の効率性や損益状況等に応じた薬局の評価の推進
　①　いわゆる門前薬局の評価の見直し（略）
8 　医薬品、医療機器、検査等の適正な評価
　① 　実態を踏まえた医療技術等の評価の適正化（略）
　② 　実勢価格等を踏まえた検体検査の適正な評価（略）
　③　透析医療に係る診療報酬の見直し（略）
　④ 　ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質の処方
に係る要件の見直し（略）

　⑤ 　入院時食事療養費（Ⅱ）の見直し（略）

Ⅳ 　効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可
能性の強化
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診の評価（略）
　⑥ 　入退院（所）時の医療機関等と訪問看護との連携（略）
　⑦ 　訪問看護ステーションと関係機関の連携強化（略）
　⑧ 　喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携の推進（略）
　⑨ 　地域支援機能を有する訪問看護ステーションの評価（略）
　⑩ 　複数の実施主体による訪問看護の連携強化（略）
　⑪ 　機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し（略）
　⑫ 　24時間対応体制の評価の見直し（略）
　⑬ 　理学療法士等の訪問看護の適正化（略）
　⑭ 　複数名による訪問看護の見直し（略）
　⑮ 　精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）の廃止（略）
　⑯ 　精神障害を有する者への重点的支援（略）
　⑰ 　医療的ケアが必要な児への対応の評価（略）
　⑱ 　過疎地域等の訪問看護の充実（略）
　⑲ 　連携する医師による訪問看護指示の見直し（略）

　㉑ 　訪問指導料における居住場所に応じた評価   80
　㉒ 　効率的で質の高い在宅薬剤管理指導業務の推進（略）
6 　国民の希望に応じた看取りの推進
　① 　患者の希望に応じた看取りの推進（略）
　② 　治療方針に関する意思決定支援体制の評価（略）
　③ 　訪問診療の主治医とケアマネジャーの連携強化（略）
　④ 　在宅療養中のがん末期の患者に行う酸素療法の
評価（略）

　⑤ 　特別養護老人ホーム等におけるターミナルケア
の評価の見直し（略）

7  　リハビリテーションにおける医療と介護の連携の推進
　① 　疾患別リハビリテーションにおける算定日数上
限の除外対象患者の追加（略）

　② 　回復期リハビリテーション病棟における専従要
件の見直し（略）

　③ 　維持期・生活期リハビリテーションの介護保険
への移行（略）

　④ 　医療と介護の連携に資するリハビリテーション
計画書の様式等の見直し（略）

1 　重点的な対応が求められる医療分野の充実
1 － 1 　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
　① 　緩和ケア病棟入院料の見直し（略）
　② 　緩和ケア診療加算等の要件の見直し（略）
　③ 　訪問診療の主治医とケアマネジャーの連携強化（略）
　④ 　在宅療養中のがん末期の患者に対する診療の充実（略）
　⑤ 　がんゲノム医療中核拠点病院の評価（略）
　⑥ 　高度な放射線治療機器の効率的な利用の推進（略）
　⑦ 　がん患者の治療と仕事の両立に向けた支援の充
実   83

1 － 2 　認知症の者に対する適切な医療の評価
　① 　重症度、医療・看護必要度の判定基準の見直し（略）

　② 　地域包括ケア病棟における夜間看護職員体制の充実（略）
　③ 　認知症治療病棟に係る評価の見直し（略）
　④ 　連携型認知症疾患医療センター等の評価（略）
1  － 3 　地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高
い精神医療の評価

　① 　精神科措置入院退院支援加算の新設（略）
　② 　自治体と連携した措置入院後の通院精神療法等
の評価（略）

　③ 　精神疾患患者に対する訪問支援の充実（略）
　④ 　精神障害を有する者への重点的支援（略）
　⑤ 　発達障害に対する診療の評価（略）
　⑥ 　認知行動療法の評価の見直し（略）
　⑦ 　精神科急性期治療病棟入院料等の在宅移行率の
要件の見直し（略）

　⑧ 　精神科救急入院料の算定要件の見直し（略）
　⑨ 　精神科救急入院料等における夜間看護職員体制
の充実（略）

　⑩ 　精神療養病棟入院料等におけるクロザピンの包
括範囲からの除外（略）

　⑪ 　公認心理師の評価（略）
1 － 4 　難病患者に対する適切な医療の評価
　① 　難病患者に対する適切な医療の評価（略）
　② 　難病患者に対する情報通信機器を活用した医学
管理の評価（略）

1 － 5 　小児医療、周産期医療、救急医療の充実
　① 　小児入院医療管理料の包括範囲の見直し（略）
　② 　小児慢性特定疾病に罹患する患者に対する小児
特定集中治療室管理料の対象年齢の延長（略）

　③ 　小児に対する退院支援の充実（略）
　④ 　かかりつけ医と連携した小児の運動器疾患に対
する医学的管理の評価（略）

　⑤ 　外来における妊婦加算の新設（略）
　⑥ 　精神疾患を合併した妊産婦への指導管理に係る評価（略）
　⑦ 　夜間救急における外来看護体制の充実（略）
　⑧ 　小規模病院における夜間救急外来対応（略）
　⑨ 　救命救急入院料における充実段階評価の見直し（略）
1  － 6 　感染症対策や薬剤耐性対策、医療安全対策の推進
　① 　感染防止対策加算の要件の見直し（略）
　② 　外来診療等における抗菌薬の適正使用の推進（略）
　③ 　医療安全対策加算における医療安全対策地域連
携加算の新設（略）

 ⑳ 　在宅歯科医療の推進等     16

Ⅱ 　新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得
できる質の高い医療の実現・充実

1  － 7 　口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対
応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

 ① 　歯科外来診療における院内感染防止対策の推
進     31

 ② 　歯科外来診療環境体制加算の見直し     35
 ③ 　ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
　     39
 ④ 　全身的な疾患を有する患者に対する歯科医療
の充実     41



　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

5

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

4



　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

6

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

7

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

6

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

7



　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

8

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

9

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

8

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

9



　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

10

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

11

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

10

　　　　　　  Ⅰ－１－⑭　周術期口腔機能管理の推進主要歯科項目

11



　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

12

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

13

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

12

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

13



【→68（21）頁】

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

14

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

15

【→68（21）頁】

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

14

　　　　　　  Ⅰ－２－⑤　かかりつけ歯科医の機能の評価主要歯科項目

15



　　　　　　  Ⅰ－５－⑳　在宅歯科医療の推進等主要歯科項目

16

　　　　　　  Ⅰ－５－⑳　在宅歯科医療の推進等主要歯科項目

17

　　　　　　  Ⅰ－５－⑳　在宅歯科医療の推進等主要歯科項目

16

　　　　　　  Ⅰ－５－⑳　在宅歯科医療の推進等主要歯科項目

17



第２部

点数表 新旧対照表

─　　─143

第１章　基本診療料
第１部　初・再診料………………………………… 144
第２部　入院料等…………………………………… 147
第２章　特掲診療料
第１部　医学管理等………………………………… 152
第２部　在宅医療…………………………………… 171
第３部　検査………………………………………… 180
第４部　画像診断…………………………………… 183
第５部　投薬………………………………………… 187
第６部　注射………………………………………… 191
第７部　リハビリテーション……………………… 195
第８部　処置………………………………………… 200
第９部　手術………………………………………… 211
第10部　麻酔 ……………………………………… 224
第11部　放射線治療 ……………………………… 226
第12部　歯冠修復及び欠損補綴 ………………… 229
第13部　歯科矯正 ………………………………… 239
第14部　病理診断 ………………………………… 243
第３章　経過措置…………………………………… 245
改正告示　前文……………………………………… 245
〈参考〉医科点数表の改正（抄）…………………… 246

Ⅱ　調剤報酬点数表 …………………………… 284

Ⅲ　療養担当規則等 …………………………… 295

Ⅰ　歯科診療報酬点数表



p144-146_歯科1章_v5.50.mcd  Page 3 18/02/26 22:54  v5.50

表示する診療時間以外の時間（深夜（午後

10時から午前�時までの間をいう。以下こ

の表において同じ。）及び休日を除く。以

下この表において同じ。）、休日（深夜を除

く。以下この表において同じ。）又は深夜

において初診を行った場合は、85点、250

点又は480点をそれぞれ所定点数に加算す

る。ただし、専ら夜間における救急医療の

確保のために設けられている保険医療機関

において、夜間であって別に厚生労働大臣

が定める時間に初診を行った場合は、230

点を所定点数に加算する。

→ 場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加

算として、

注� �歳未満の乳幼児に対して保険医療機関

が表示する診療時間以外の時間、休日又は

深夜において初診を行った場合は、125点、

290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算

する。ただし、注�のただし書に規定する

保険医療機関において、同注のただし書に

規定する時間に初診を行った場合は、270

点を所定点数に加算する。

→ 場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加

算又は乳幼児深夜加算として、

【注の見直し】 注� 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、歯科外来診

療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係

る取組を行った場合は、歯科外来診療環境

体制加算として、初診時�回を限度として

25点を所定点数に加算する。

注� �及び�については、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、歯科外来診療の総合的な歯科医

療環境の体制整備に係る取組を行った場合

は、それぞれ歯科外来診療環境体制加算�

又は歯科外来診療環境体制加算�として、

初診時�回に限り23点又は25点を所定点数

に加算する。

注10 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、歯科診療を

実施している他の保険医療機関（診療所に

限る。）において注�又は区分番号Ａ002に

掲げる再診料の注�に規定する加算を算定

した患者に対して、当該保険医療機関から

文書による診療情報提供を受けた上で、外

来において初診を行った場合は、歯科診療

特別対応連携加算として、月�回を限度と

して100点を所定点数に加算する。

→ に限り

注11 歯科診療を実施している保険医療機関

（診療所（注10に規定する施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関を除く。）に限る。）にお

いて、他の保険医療機関（注10に規定する

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限る。）

において注�又は区分番号Ａ002に掲げる

再診料の注�に規定する加算を算定した患

者に対して、当該保険医療機関から文書に

よる診療情報提供を受けた上で、外来にお

いて初診を行った場合は、歯科診療特別対

応地域支援加算として、月�回を限度とし

て100点を所定点数に加算する。

→ に限り

Ａ001 削除

第�節 再 診 料

Ａ002 再診料

Ａ002 再診料

【点数の見直し】 � 歯科再診料 45点

� 地域歯科診療支援病院歯科再診料 72点

48点

72点

【注の見直し】 注� �については、保険医療機関において再

診を行った場合に算定する。

注� �については、区分番号Ａ000に掲げる

初診料の注�に規定する歯科外来診療にお

ける院内感染防止対策につき別に厚生労働

― 145 ―
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Ⅰ 歯科診療報酬点数表 新旧対照表
第�章 基本診療料 第�部 初・再診料

通 則

� 健康保険法第63条第�項第�号及び高齢者

医療確保法第64条第�項第�号の規定による

初診及び再診の費用は、第�節又は第�節の

各区分の所定点数により算定する。ただし、

同時に�以上の傷病について初診を行った場

合又は再診を行った場合は、初診料又は再診

料は�回として算定する。

� 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて

行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び

歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初

診料又は再診料を算定する。

� 入院中の患者（区分番号Ａ400に掲げる短

期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。）

に対する再診の費用（区分番号Ａ002に掲げ

る再診料の注�及び注�に規定する加算を除

く。）は、第�部第�節、第�節又は第�節

の各区分の所定点数に含まれる。

第�節 初 診 料

Ａ000 初診料

Ａ000 初診料

【点数の見直し】 � 歯科初診料 234点

� 地域歯科診療支援病院歯科初診料 282点

237点

282点

【注の見直し】 注� �については、保険医療機関において初

診を行った場合に算定する。

注� �については、歯科外来診療における院

内感染防止対策につき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、初診を行った場合に算定する。こ

の場合において、当該届出を行っていない

保険医療機関については、226点を算定す

る。

注� �については、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病院である保険医療

機関において初診を行った場合に算定す

る。この場合において、�の歯科初診料は

算定できない。

注� �傷病の診療継続中に他の傷病が発生し

て初診を行った場合は、それらの傷病に係

る初診料は併せて�回とし、第�回の初診

時に算定する。

注� 同一の患者について�月以内に初診料を

算定すべき初診を�回以上行った場合は、

初診料は�回とし、第�回の初診時に算定

する。

注� �歳未満の乳幼児に対して保険医療機関

が初診を行った場合は、40点を所定点数に

加算する。ただし、注�に規定する加算を

算定する場合は算定できない。

→ 場合は、乳幼児加算として、

注� 著しく歯科診療が困難な者に対して初診

を行った場合は、175点（当該患者が歯科

治療環境に円滑に適応できるような技法を

用いた場合は、250点）を所定点数に加算

する。

→ 場合は、歯科診療特別対応加算として、

→ 場合は、初診時歯科診療導入加算として、

注� �歳以上の患者に対して保険医療機関が

― 144 ―
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第�章 第�部 入院料等

通 則

� 健康保険法第63条第�項第�号及び高齢者

医療確保法第64条第�項第�号による入院及

び看護の費用は、第�節から第�節までの各

区分の所定点数により算定する。この場合に

おいて、特に規定する場合を除き、通常必要

とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学

的管理に要する費用は、第�節、第�節又は

第�節の各区分の所定点数に含まれる。

� 同一の保険医療機関において、同一の患者

につき、第�節の各区分に掲げる入院基本料

（特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算

及び夜勤時間特別入院基本料（以下「特別入

院基本料等」という。）を含む。）、第�節の

各区分に掲げる特定入院料及び第�節の各区

分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日

に算定することはできない。

� 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて

行う保険医療機関にあっては、当該患者の主

傷病に係る入院基本料（特別入院基本料等を

含む。）、特定入院料又は短期滞在手術等基本

料を算定する。

� 第�節から第�節までに規定する期間の計

算は、特に規定する場合を除き、保険医療機

関に入院した日から起算して計算する。ただ

し、保険医療機関を退院した後、同一の疾病

又は負傷により、当該保険医療機関又は当該

保険医療機関と特別の関係にある保険医療機

関に入院した場合は、急性増悪その他やむを

得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入

院した日から起算して計算する。

� 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基

準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保

険医療機関の入院基本料については、別に厚

生労働大臣が定めるところにより算定する。

� 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安

全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制につ

いて、別に厚生労働大臣が定める基準を満た

す場合に限り、第�節（特別入院基本料等を

含む。）及び第�節の各区分に掲げる入院料

の所定点数を算定する。ただし、歯科診療の

みを行う保険医療機関にあっては、別に厚生

労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、

当該入院料の所定点数を算定する。

� 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準（歯科診療のみを行う保険医療機関

にあっては、前号ただし書に規定する別に厚

生労働大臣が定める基準）のうち、栄養管理

体制に関する基準を満たすことができない保

険医療機関（診療所を除き、別に厚生労働大

臣が定める基準を満たすものに限る。）につ

いては、第�節（特別入院基本料等を除

く。）、第�節及び第�節（短期滞在手術等基

本料�を除く。）の各区分に掲げるそれぞれ

の入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術

等基本料の所定点数から�日につき40点を減

算する。

第�節 入院基本料
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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、再診を行った場合に算定す

る。この場合において、当該届出を行って

いない保険医療機関については、41点を算

定する。

注� �については、区分番号Ａ000に掲げる

初診料の注�に規定する別に厚生労働大臣

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病院である保

険医療機関において、再診を行った場合に

算定する。この場合において、�の歯科再

診料は算定できない。

注� �歳未満の乳幼児に対して再診を行った

場合は、10点を所定点数に加算する。ただ

し、注�に規定する加算を算定する場合を

除く。

→ 場合は、乳幼児加算として、

注� 著しく歯科診療が困難な者に対して再診

を行った場合は、175点を所定点数に加算

する。

→ 場合は、歯科診療特別対応加算として、

注� �歳以上の患者に対して保険医療機関が

表示する診療時間以外の時間、休日又は深

夜において再診を行った場合は、65点、

190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算

する。ただし、区分番号Ａ000に掲げる初

診料の注�のただし書に規定する保険医療

機関において、同注のただし書に規定する

時間に再診を行った場合は、180点を所定

点数に加算する。

→ 場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加

算として、

注� �歳未満の乳幼児に対して保険医療機関

が表示する診療時間以外の時間、休日又は

深夜に再診を行った場合は、75点、200点

又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。

ただし、区分番号Ａ000に掲げる初診料の

注�のただし書に規定する保険医療機関に

おいて、同注のただし書に規定する時間に

再診を行った場合は、190点を所定点数に

加算する。

注� 患者又はその看護に当たっている者から

電話等によって治療上の意見を求められて

指示をした場合は、再診料を算定する。

→ 場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加

算又は乳幼児深夜加算として、

【注の見直し】 注� 区分番号Ａ000に掲げる初診料の注�に

規定する歯科外来診療環境体制加算に係る

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、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境

の体制整備に係る取組を行った場合は、再

診時歯科外来診療環境体制加算として、�

点を所定点数に加算する。

注� �及び�については、区分番号Ａ000に

掲げる初診料の注�に規定する歯科外来診

療環境体制加算に係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、歯科外来診療の総

合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組

を行った場合は、それぞれ再診時歯科外来

診療環境体制加算�又は再診時歯科外来診

療環境体制加算�として、�点又は�点を

所定点数に加算する。

注� 個別の費用の計算の基礎となった項目ご

とに記載した明細書の発行等につき別に厚

生労働大臣が定める施設基準を満たす保険

医療機関（診療所に限る。）を受診した患

者については、明細書発行体制等加算とし

て、�点を所定点数に加算する。
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表の第�章第�部第�節に掲げる入院基本料

等加算の算定要件の例による。

Ａ200 総合入院体制加算

Ａ201 削除

Ａ202 削除

Ａ203 削除

Ａ204 地域医療支援病院入院診療加算

Ａ204-2 臨床研修病院入院診療加算

Ａ205 救急医療管理加算

Ａ205-2 在宅患者緊急入院診療加算

Ａ206 診療録管理体制加算

Ａ206-2 医師事務作業補助体制加算

Ａ206-3 急性期看護補助体制加算

Ａ206-4 看護職員夜間配置加算

Ａ207 乳幼児加算・幼児加算

Ａ208 削除

Ａ208-2 難病等特別入院診療加算

Ａ208-3 超重症児（者）入院診療加算・準超重

症児（者）入院診療加算

Ａ209 看護配置加算

Ａ210 看護補助加算

Ａ211 削除

Ａ212 削除

Ａ213 削除

Ａ214 地域加算

Ａ214-2 離島加算

Ａ215 療養環境加算

Ａ216 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算

Ａ216-2 二類感染症患者療養環境特別加算

Ａ217 重症者等療養環境特別加算

Ａ217-2 小児療養環境特別加算

Ａ218 療養病棟療養環境加算

Ａ218-2 療養病棟療養環境改善加算

Ａ219 診療所療養病床療養環境加算

Ａ219-2 診療所療養病床療養環境改善加算

Ａ220 無菌治療室管理加算

Ａ221 放射線治療病室管理加算

Ａ221-2 緩和ケア診療加算

Ａ221-3 有床診療所緩和ケア診療加算

Ａ222 がん拠点病院加算

Ａ223 削除

Ａ223-2 栄養サポートチーム加算

Ａ224 医療安全対策加算

Ａ224-2 感染防止対策加算

Ａ224-3 患者サポート体制充実加算

Ａ225 削除

Ａ226 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

Ａ227 削除

Ａ227-2 削除

Ａ227-3 削除

Ａ227-4 削除

【区分の見直し】 Ａ227-5 退院支援加算 Ａ227-5 入退院支援加算

Ａ228 認知症ケア加算

Ａ240 削除

Ａ241 総合評価加算

Ａ242 削除

Ａ243 後発医薬品使用体制加算

Ａ244 病棟薬剤業務実施加算

Ａ245 薬剤総合評価調整加算

Ａ250 地域歯科診療支援

病院入院加算

Ａ250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点

【注の見直し】 注 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、歯科訪問診療を実

注 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、歯科訪問診療を実
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通則 � 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞ

れの算定要件を満たす患者について、別表第

一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」

という。）の第�章第�部第�節に掲げる入

院基本料（特別入院基本料等を含む。）の例

により算定する。

� 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定

要件は、医科点数表の第�章第�部第�節に

掲げる入院基本料（特別入院基本料等を含

む。）に係る算定要件の例による。

� 本節各区分に掲げる入院基本料について、

加算要件を満たす場合は、医科点数表の第�

章第�部第�節に掲げる入院基本料（特別入

院基本料等を含む。）に係る加算の例により、

本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に

加算する。

� 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算

要件は、医科点数表の第�章第�部第�節に

掲げる入院基本料（特別入院基本料等を含

む。）に係る加算要件の例による。

� 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる

費用の範囲は、医科点数表の第�章第�部第

�節に掲げる入院基本料（特別入院基本料等

を含む。）の例による。

� 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する

保険医療機関においては、第�節の各区分に

掲げる入院基本料等加算について、それぞれ

の算定要件を満たす場合に算定できる。

� 前号の規定により算定できる入院基本料等

加算の範囲は、医科点数表の第�章第�部第

�節に掲げる入院基本料（特別入院基本料等

を含む。）につき算定できる医科点数表の第

�章第�部第�節に掲げる入院基本料等加算

の例による。ただし、第�節の各区分に掲げ

る入院基本料等加算に限られる。

Ａ100 一般病棟入院基本料

Ａ101 療養病棟入院基本料

Ａ102 特定機能病院入院基本料

Ａ103 専門病院入院基本料

Ａ104 削除

Ａ105 有床診療所入院基本料

Ａ106 有床診療所療養病床入院基本料

第�節 入院基本料
等加算

通則 � 本節各区分に掲げる入院基本料等加算（区

分番号Ａ250に掲げる地域歯科診療支援病院

入院加算を除く。）は、それぞれの算定要件

を満たす患者について、医科点数表の第�章

第�部第�節に掲げる入院基本料等加算の例

により算定する。ただし、医科点数表の区分

番号Ａ204-2に掲げる臨床研修病院入院診療

加算については、「基幹型」とあるのは「単

独型又は管理型」と、「医師法（昭和23年法

律第201号）第16条の�第�項に規定する医

学を履修する課程を置く大学に附属する病

院」とあるのは「歯科医師法（昭和23年法律

第202号）第16条の�第�項に規定する歯学

若しくは医学を履修する課程を置く大学に附

属する病院（歯科医業を行わないものを除

く。）」と読み替える。

� 本節各区分に掲げる入院基本料等加算（区

分番号Ａ250に掲げる地域歯科診療支援病院

入院加算を除く。）の算定要件は、医科点数
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期滞在手術等基本料の注�本文に規定する

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、医科点数表の

区分番号Ａ400に掲げる短期滞在手術等基

本料の算定要件を満たした場合に、医科点

数表の区分番号Ａ400に掲げる短期滞在手

術等基本料の例により算定する。

注� 短期滞在手術等基本料に含まれる費用の

範囲は、医科点数表の区分番号Ａ400に掲

げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用

の範囲の例による。
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施している別の保険医療機関で区分番号Ｃ

000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号Ａ

000に掲げる初診料の注�若しくは区分番号

Ａ002に掲げる再診料の注�に規定する加算

を算定した患者であって、区分番号Ｂ000-4

に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｃ001-3

に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番

号Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビ

リテーション指導管理料を入院の月又はその

前月に算定しているものについて、当該保険

医療機関から文書による診療情報提供を受

け、求めに応じて入院させた場合に、当該患

者（第�節のいずれかの入院基本料（特別入

院基本料等を含む。）を現に算定している患

者に限る。）について、入院初日に限り所定

点数に加算する。

施している別の保険医療機関で区分番号Ｃ

000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号Ａ

000に掲げる初診料の注�若しくは区分番号

Ａ002に掲げる再診料の注�に規定する加算

を算定した患者であって、区分番号Ｂ000-4

に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｃ001-3

に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号

Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料又は区分番号Ｃ001-6

に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー

ション指導管理料を入院の月又はその前月に

算定しているものについて、当該保険医療機

関から文書による診療情報提供を受け、求め

に応じて入院させた場合に、当該患者（第�

節のいずれかの入院基本料（特別入院基本料

等を含む。）を現に算定している患者に限

る。）について、入院初日に限り所定点数に

加算する。

第�節 特定入院料

通則 � 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞ

れの算定要件を満たす患者について、医科点

数表の第�章第�部第�節に掲げる特定入院

料の例により算定する。

� 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定

要件は、医科点数表の第�章第�部第�節に

掲げる特定入院料に係る算定要件の例によ

る。

� 本節各区分に掲げる特定入院料について、

加算要件を満たす場合は、医科点数表の第�

章第�部第�節に掲げる特定入院料に係る加

算の例により、本節各区分に掲げる特定入院

料の所定点数に加算する。

� 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算

要件は、医科点数表の第�章第�部第�節に

掲げる特定入院料に係る加算要件の例によ

る。

� 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる

費用の範囲は、医科点数表の第�章第�部第

�節に掲げる特定入院料の例による。

� 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する

保険医療機関においては、第�節の各区分に

掲げる入院基本料等加算について、それぞれ

の算定要件を満たす場合に算定できる。

� 前号の規定により算定できる入院基本料等

加算の範囲は、医科点数表の第�章第�部第

�節に掲げる特定入院料につき算定できる医

科点数表の第�章第�部第�節に掲げる入院

基本料等加算の例による。ただし、第�節の

各区分に掲げる入院基本料等加算に限られ

る。

Ａ300 特定集中治療室管理料

Ａ301 ハイケアユニット入院医療管理料

【区分の見直し】 Ａ302 削除 Ａ302 小児特定集中治療室管理料

Ａ303 緩和ケア病棟入院料

Ａ304 小児入院医療管理料

Ａ305 特定一般病棟入院料

Ａ306 地域包括ケア病棟入院料

第�節 短期滞在手
術等基本料

Ａ400 短期滞在手術等基本料

注� 医科点数表の区分番号Ａ400に掲げる短

― 150 ―

項 目 現 行 改 正



p152-170_歯科2章_v5.50.mcd  Page 3 18/02/26 22:56  v5.50

規定にかかわらず、退院した日の属する月

の翌月以降から算定する。

注� 管理計画に基づく治療終了日から起算し

て�月を経過するまでの間、区分番号Ａ

000に掲げる初診料は、算定できない。

【注の見直し】 注� 歯科疾患管理料を算定した月において、

区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期口腔機能

管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げる周

術期口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番号Ｂ

000-8に掲げる周術期口腔機能管理料

（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定疾

患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げる

歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料及び区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料は、算定できな

い。

注� 歯科疾患管理料を算定した月において、

区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期等口腔機

能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げる

周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番号

Ｂ000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料

（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定疾

患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げる

歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料、区分番号Ｃ001-6

に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料及び区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料は、算定できな

い。

注� 13歳未満のう蝕に罹患している患者であ

って、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する

歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続

的な指導管理が必要なもの（以下「う蝕多

発傾向者」という。）のうち、�歳以上の

う蝕多発傾向者又はその家族等に対して、

当該患者の療養を主として担う歯科医師

（以下「主治の歯科医師」という。）又はそ

の指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗

口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する

指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施

期間中に患者�人につき�回を限度として

40点を所定点数に加算する。ただし、区分

番号Ｃ001に掲げる訪問歯科衛生指導料を

算定している患者については、当該加算は

算定できない。

→ に限り、フッ化物洗口指導加算として、

注� 注�の規定による管理計画に基づき、患

者等に対し、歯科疾患の管理に係る内容を

文書により提供した場合は、文書提供加算

として10点を所定点数に加算する。

注10 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

（歯科疾患の管理が必要な患者に対し、定

期的かつ継続的な口腔の管理を行う診療所

であって、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

長等に届け出たものをいう。以下この表に

おいて同じ。）において、エナメル質初期

う蝕に罹患している患者に対して、管理及

び療養上必要な指導等を行い、その内容に

ついて説明を行った場合は、エナメル質初

期う蝕管理加算として、260点を所定点数

に加算する。

【注の追加】 （追加） 注11 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、別の保険医

療機関（歯科診療を行うものを除く。）か

ら歯科治療における総合的医療管理が必要

な患者であるとして文書による診療情報の

提供を受けたものに対し、必要な管理及び

療養上の指導等を行った場合は、総合医療

管理加算として、50点を所定点数に加算す

る。

【注の追加】 （追加） 注12 口腔機能の発達不全を有している15歳未

満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的

として、患者等の同意を得て、当該患者の

口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、
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第�章 特掲診療料 第�部 医学管理等

Ｂ000 削除

Ｂ000-2 削除

Ｂ000-3 削除

Ｂ000-4 歯科疾患管理料

Ｂ000-4 歯科疾患管理料 100点

注� �回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯

科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又

はその家族等（以下この区分番号において

「患者等」という。）の同意を得て管理計画

を作成し、その内容について説明を行った

場合に、初診日の属する月から起算して�

月以内�回を限度として算定する。

→ 対し、当該

→ に限り

注� �回目以降の歯科疾患管理料は、�回目

の歯科疾患管理料を算定した患者に対し

て、注�の規定による管理計画に基づく継

続的な管理を行っている場合であって、歯

科疾患の管理及び療養上必要な指導を行っ

たときに、�回目の歯科疾患管理料を算定

した日の属する月の翌月以降月�回を限度

として算定する。

→ に限り

【注の見直し】 注� 区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期口腔機

能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げる

周術期口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番号Ｂ

000-8に掲げる周術期口腔機能管理料

（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定疾

患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げる

歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料又は区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に

対して、当該管理の終了後に療養上の必要

があって歯科疾患の継続的な管理を行う場

合は、歯科疾患管理料は注�及び注�の規

定にかかわらず、区分番号Ｂ000-6に掲げ

る周術期口腔機能管理料（Ⅰ）、区分番号

Ｂ000-7に掲げる周術期口腔機能管理料

（Ⅱ）、区分番号Ｂ000-8に掲げる周術期口

腔機能管理料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げ

る歯科特定疾患療養管理料、区分番号Ｃ

001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、

区分番号Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口

腔リハビリテーション指導管理料又は区分

番号Ｎ002に掲げる歯科矯正管理料を算定

した日の属する月の翌月以降から算定す

る。

注� 区分番号Ｂ000-6に掲げる周術期等口腔

機能管理料（Ⅰ）、区分番号Ｂ000-7に掲げ

る周術期等口腔機能管理料（Ⅱ）、区分番

号Ｂ000-8に掲げる周術期等口腔機能管理

料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定

疾患療養管理料、区分番号Ｃ001-3に掲げ

る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号Ｃ

001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料、区分番号Ｃ001-6

に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ

テーション指導管理料又は区分番号Ｎ002

に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に

対して、当該管理の終了後に療養上の必要

があって歯科疾患の継続的な管理を行う場

合は、歯科疾患管理料は注�及び注�の規

定にかかわらず、区分番号Ｂ000-6に掲げ

る周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）、区分番

号Ｂ000-7に掲げる周術期等口腔機能管理

料（Ⅱ）、区分番号Ｂ000-8に掲げる周術期

等口腔機能管理料（Ⅲ）、区分番号Ｂ002に

掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号

Ｃ001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、

区分番号Ｃ001-5に掲げる在宅患者訪問口

腔リハビリテーション指導管理料、区分番

号Ｃ001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔

リハビリテーション指導管理料又は区分番

号Ｎ002に掲げる歯科矯正管理料を算定し

た日の属する月の翌月以降から算定する。

注� 入院中の患者に対して管理を行った場合

又は退院した患者に対して退院の日の属す

る月に管理を行った場合における当該管理

の費用は、第�章第�部第�節、第�節又

は第�節の各区分の所定点数に含まれる。

ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療

を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外

の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該

病棟を退院した患者については、この限り

でない。

注� 初診日から入院（歯科診療に限る。）中

の患者について、退院後に歯科疾患の継続

的な管理が必要な場合は、注�及び注�の
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