
診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

【全般】

−
請求に際して、とくに説明が必要と判断される内容は、簡潔
に記載する。

−

平成30年９月診療分以前の電子レセプトおよび書面による
請求については、「摘要」欄に記載する事項について、必ずし
も該当コードレセプト表示文言のとおりに記載する必要はな
いが、その旨がわかる記載または当該診療行為にかかわる記
載事項であることがわかるように記載する。

【初・再診料】

初診料

＜健康診断の結果に基づき治療を開始する場合において、初診料 
を算定しない場合＞� �
　健康診断の結果に基づき治療を開始した旨

健康診断の結果に基づき治療開
始

＜歯科疾患管理料を算定した患者について、再度初診料を算定す
る場合＞� �
　当該患者の前回治療年月日

前回治療　平成30年１月20日

治療終了後２か月以内に、予想しなかった外傷等により当初
の管理計画の対象となっていた疾患とは異なる疾病が生じた
ことにより初診料を算定する場合は、その理由。

転倒による外傷のため

初診料
歯科診療特別対応連携
加算

当該患者の紹介元保険医療機関名 ○○病院

初診料
歯科診療特別対応地域
支援加算

当該患者の紹介元保険医療機関名 ○○病院

初診料・再診料

号泣等のため、初診、再診料のみを算定した場合、その旨 号泣のため

特別の関係にある施設等に入所または入院している患者に対
して歯科訪問診療を行った場合、訪問（特別）と記載する。

訪問（特別）

再診料（同日再診）
（同日電話等再診）

＜同日に２回以上の再診（電話等再診を含む）がある場合＞� �
　同日再診、同日電話等再診のうち該当するもの

同日再診　同日病再診
同日電話等再診　同日電話等病再診

再診料（電話等再診）
電話等再診にかかわる再診料の該当するものを選択し、回数
を記載（再掲）

電話等再診　２回
電話等病再診　２回

【医学管理等】

歯科疾患管理料
総合医療管理加算

主病にかかわる治療を行っている紹介元保険医療機関名 ○○病院

歯科疾患管理料
口腔機能管理加算

＜口腔機能管理加算の年齢以外の算定要件を満たす場合＞
　脳卒中やパーキンソン病等の漸進的な疾患を有する患者
で、口腔機能低下症の診断基準を満たす患者については、65
歳未満の患者であっても当該加算を算定して差し支えない。
その場合、「摘要」欄に口腔機能低下と関連すると考えられる
疾患名を記載する。

パーキンソン病

周術期等口腔機能管理
計画策定料

＜手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づく
場合＞
　依頼元保険医療機関名

○○病院

周術期等口腔機能管理
料（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）

手術、放射線治療、化学療法等の実施日または予定日 ３月５日　手術実施

＜ 周 管（Ⅰ）ま た は 周 管（Ⅱ）の「１ 手 術 前」の 算 定 が な く、 
「２ 手術後」の算定がある場合＞
　脳卒中等による緊急手術を実施した患者に対して術後早期
に口腔機能管理の依頼を受けた旨

脳卒中等の術後早期に口腔機能
管理の依頼

歯科特定疾患療養管理
料
共同療養指導計画加算

共同療養指導計画の策定にかかわった患者の主治医（歯科特
定疾患療養管理料の「注１」に規定する別に厚生労働大臣が定める
疾患にかかわるものに限る）の保険医療機関名

は平成30年４月改定で新設された項目や変更があった項目
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

悪性腫瘍特異物質治療
管理料

実施した腫瘍マーカーの検査名 SCC抗原

歯科治療時医療管理料 当該管理の対象となる医科の主病名 高血圧

開放型病院共同指導料
（Ⅰ）

入院日

退院前訪問指導料
＜退院日に退院前訪問指導料を２回分算定する場合＞
　それぞれの訪問指導日

薬剤管理指導料１
とくに安全管理が必要
な医薬品が投薬または
注射されている患者に
対して行う場合

指導日および薬剤名

薬剤管理指導料２
１の患者以外の患者に
対して行う場合

指導日

薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算

指導日

薬剤総合評価調整管理料

＜当該保険医療機関および他の保険医療機関で処方された内服薬
を合計した種類数から２種類以上減少した場合＞
　当該他の保険医療機関名および各保険医療機関における調
整前後の薬剤の種類数を記載する。

診療情報提供料（Ⅰ）
＜保険医療機関以外の機関へ情報提供した場合＞
　情報提供先 ○○地域包括支援センター

診療情報提供料（Ⅰ）
退院患者の紹介加算

退院日（情Ⅰ加１は全体の「その他」欄） ４月２日退院

診療情報提供料（Ⅰ）
検査・画像診断提供加
算　イ

退院日（情Ⅰ加４�イは全体の「その他」欄） ４月２日退院

診療情報連携共有料 連携先の保険医療機関名 ○○クリニック

退院時薬剤情報管理指導料 退院日 ４月２日退院

新製有床義歯管理料
＜「傷病名部位」欄に記載した欠損部位と装着部位が異なる場合＞
　装着部位 ４歯欠損５歯補綴

新製有床義歯管理料
２　困難な場合

＜傷病名の部位から困難な場合であることが判断できない場合＞
イ　�総義歯を新たに装着した場合または総義歯を装着してい
る場合

ロ　�局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない場合
の中から該当するものを選択して記載する。

イ　�総義歯を新たに装着した場
合または総義歯を装着して
いる場合

【在宅医療】

歯科訪問診療料

訪問診療を行った日付、実施時刻（開始時刻と終了時刻）、訪
問先名（記載例：自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑）
および患者の状態を記載する。

４月２日　10：00～10：30　
自宅　脳梗塞で寝たきり

容体の急変や著しく歯科診療が困難な者または要介護３以上
に準ずる場合等に該当し、実施時間が20分未満で歯科訪問
診療１または歯科訪問診療２を所定点数により算定した場合
は、その理由を記載する。

容体急変し、やむをえず治療中
断

特別の関係にある保険医療機関等に訪問して歯科訪問診療を
行い、初診料もしくは再診料および特掲診療料を算定した場
合は、その旨を記載する。

訪問（特別）

歯科診療所の歯科医師が医科歯科併設の病院に入院中の患者
に対して歯科訪問診療を行い、周術期等口腔機能管理および
周術期等口腔機能管理にともなう治療行為を行った場合

周術期等連携
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

歯科訪問診療料
同一の患家において２人以上の患者を診察（診療時間が20分以
上の場合に限る）し、患者の１人に対して歯科訪問診療１を算
定する場合

同一世帯（１）

歯科訪問診療料
地域医療連携体制加算

地域医療連携体制加算である旨および連携保険医療機関名 歯地連：○○病院

歯科訪問診療料
特別歯科訪問診療料

滞在時間
同月内に歯科訪問診療とそれ以外の外来分の診療がある場
合、それぞれを明確に区分して記載する。

歯科訪問診療料
歯科訪問診療移行加算

当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日 平成30年３月30日

＜平成30年３月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者の場合＞
　平成30年３月31日以前に歯科訪問診療を開始している患
者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して３年前
までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたもの
については、算定して差し支えない。この場合、当該保険医
療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始
年月日を記載する。

外来最終　平成30年２月１日
訪問診療開始　平成30年３月１日

訪問歯科衛生指導料

日付、指導の実施時刻（開始時刻と終了時刻） ４月２日　10：00～10：20

単一建物診療患者が２人以上の場合にはその人数 ３人

１つの患家に対象となる同居する同一世帯の患者が２人以上
いる場合、保険医療機関が訪問歯科衛生指導料を算定する者
の数が当該建築物の戸数の10％以下の場合、当該建築物の
戸数が20戸未満で当該保険医療機関が訪問歯科衛生指導料
を算定する者が２人以下の場合またはユニット数が３以下の
認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにお
いて訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者
の人数とみなす場合、下記の中から該当するものを選択して
記載する。
・�同居する同一世帯の患者が２人以上
・�訪問歯科衛生指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数
の10％以下

・�当該建築物の戸数が20戸未満で訪問歯科衛生指導料を算
定する者が２人以下

・�ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所

訪問歯科衛生指導を行う患者数
が当該建築物の戸数の10％以下

＜訪問歯科衛生指導料と同月に歯科訪問診療料がない場合＞
　直近の歯科訪問診療料の算定年月日

歯科訪問診療
平成30年３月30日

歯科疾患在宅療養管理料

介護保険の居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理
指導費の歯科医師が行う場合を算定した場合、該当するもの
を選択し、算定年月日を記載する。

居宅療養管理指導費
平成30年４月２日

＜居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費を算定し
た場合に、歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなす場合＞
　居宅療養管理指費または介護予防居宅療養管理指導費を算
定していない月に、歯科疾患在宅療養管理料の算定が必要な
区分を算定する場合は、居宅療養管理指導費または介護予防
居宅療養管理指導費を選択し直近の算定年月日を記載する。

介護予防居宅療養管理指導費
平成30年３月30日

歯科疾患在宅療養管理料
在宅総合医療管理加算

＜在宅総合医療管理加算を算定した場合＞
　主病にかかわる治療を行っている紹介元保険医療機関名 ○○クリニック

歯科疾患在宅療養管理料
栄養サポートチーム等
連携加算１および２

＜栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合＞
　連携先の保険医療機関名または介護保険施設名およびカン
ファレンス等に参加した年月日

○○病院　平成30年４月２日

在宅患者歯科治療時医
療管理料

当該管理の対象となる医科の主病名 高血圧
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管
理料

当該管理の実施日および実施時刻（開始時刻と終了時刻） ４月２日　10：00～10：20

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）を算定している患者に、歯科治療時医療管理料（医管）
または在宅患者歯科治療時医療管理料（在歯管）の対象となる
処置を実施したが、訪問口腔リハの包括範囲に含まれ個別の
算定ができない項目に該当する処置を行い、医管、在歯管を
併算定した場合は、包括範囲に含まれる対象処置を記載する。

在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料
栄養サポートチーム等
連携加算１および２

＜栄養サポートチーム等連携加算を算定した場合＞
　連携先の保険医療機関名または介護保険施設名およびカン
ファレンス等に参加した年月日

介護保険施設○○苑
平成30年４月２日

小児在宅患者訪問口腔
リハビリテーション指
導管理料

当該管理の実施日および実施時刻（開始時刻と終了時刻） ４月２日　10：00～10：20

退院前在宅療養指導管
理料

＜退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤または特定保険医療材料
を支給した場合＞
　薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保
険医療材料の総点数、名称およびセット数等

在宅悪性腫瘍等患者指
導管理料

＜在宅悪性腫瘍等患者の療養に用いる薬剤または特定保険医療材
料を支給した場合＞
　薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保
険医療材料の総点数、名称およびセット数等

【検査】

歯周病検査
混合歯列期患者において、永久歯が先天欠如している乳歯を
歯周病検査の対象歯とした場合、その旨

Ⓔ　永久歯欠如

顎運動関連検査
＜少数歯欠損症例において、顎運動関連検査を実施し、当該検査
にかかわる費用を算定する場合＞
　患者の咬合状態等当該検査の必要性

犬歯誘導に影響する欠損補綴の
ため

歯冠補綴時色調採得検査
それぞれの検査ごとに検査対象となった歯冠補綴物の部位
※１

色調　₂

有床義歯咀嚼機能検査

＜新製有床義歯等の装着日より前に算定する場合で傷病名の部位
から新製有床義歯管理料の「２ 困難な場合」に準じる状態であると
判断できない場合＞
　検査を開始するときに該当するものを選択して記載する。
イ（1） �総義歯を新たに装着した場合または総義歯を装着し

ている場合
イ（2） �局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない

場合
ロ　�　舌接触補助床を装着する場合
ハ　　�広範囲顎骨支持型装置埋入手術の（5）に準じる場合
ニ　　�左右第二大臼歯を含む臼歯が４歯以上欠損している場合
ホ　　�口蓋補綴、顎補綴を装着する場合

イ（1） �総義歯を新たに装着した
場合または総義歯を装着
している場合

＜新製有床義歯等の装着日より後に算定する場合＞
　新製有床義歯等の装着日より前に行った有床義歯咀嚼機能
検査を算定した年月および新製有床義歯等を装着した年月

咀嚼機能１イ（前）：平成30年３月
平成30年４月新製装着

有床義歯咀嚼機能検査
咀嚼能力検査
咬合圧検査

＜口腔機能の低下が疑われる患者に対し有床義歯等を新たに製作
する場合＞
　咀嚼能力検査を算定した月から起算して３か月以内に新製
有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査を開始する場
合、咀嚼能力検査の結果を新製有床義歯等の装着日前の有床
義歯咀嚼機能検査の結果とみなして差し支えない。この場合
において、新製有床義歯等の装着日後の有床義歯咀嚼機能検
査を算定する際に、「摘要」欄に咀嚼能力検査の算定日を記載
する。
なお、咬合圧検査についても同様の取り扱いとなる。

※１「傷病名部位」欄の記載から、部位が明らかに特定できる場合は部位の記載省略可
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

舌圧検査

該当する患者の状態を記載する。
・口腔機能の低下が疑われる場合
・舌接触補助床を装着する場合または予定している場合
・広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる場合
・口蓋補綴、顎補綴を装着する場合

口腔機能の低下が疑われる場合

薬剤（検査）
＜検査に当たって薬剤を使用した場合＞
　薬剤名および使用量

【画像診断】

時間外緊急院内画像診
断加算

撮影開始日時 ４月２日　午後９時

＜引き続き入院した場合＞
　上記に加え、引き続き入院した旨 画像診断後、引き続き入院

造影剤
＜画像診断に当たって薬剤を使用した場合＞
　薬剤名および使用量

【投薬】

投薬

使用薬剤の医薬品名、規格・単位（％、mLまたはmg 等）お
よび使用量を記載する。
ただし、届出保険医療機関は、薬剤料に掲げる所定単位の薬
価が175円以下の場合は、使用薬剤の医薬品名・使用量等の
記載は不要とする。なお、複数の規格単位のある薬剤につい
てもっとも小さい規格単位を使用する場合は、規格単位は省
略して差し支えない。

＜常態として内服薬７種類以上を処方し、薬剤料を点数の合計の
90 / 100に相当する点数で算定した場合＞
　薬剤名の前に「減」と表示し、当該処方にかかわる薬剤名を
区分して記載するとともに、薬剤名の下に算定点数を記載し
または算定点数から点数の合計を控除して得た点数を△書き
により記載する。

＜厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養および選定療養第
１条第４号または第１条第６号にかかわる医薬品を投与した場合＞
　当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載する。

＜入院患者に対し退院時に投薬を行った場合＞
　「投薬・注射」欄の余白に「退院時�日分投薬」と記載する。

＜入院時食事療養費にかかわる食事療養、または入院時生活療養費にか
かわる生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者、または入
院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合＞
　「摘要」欄の余白に当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と
判断した趣旨を記載すること（ただし、病名によりビタミン剤
の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない）。

＜長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認
め、必要最小限の範囲において、投薬量が１回14日分を限度とさ
れる内服薬および外用薬であって14日を超えて投与した場合＞
　当該長期投与の理由

薬剤情報提供料
該当欄に書ききれない場合は、合計点数のみを記載し、点数
および回数は「摘要」欄に記載する。

処方箋料

＜万一緊急やむをえない事態が生じ、同一の患者に対して、同一
診療日に一部の薬剤を院内において投薬し他の薬剤を院外処方箋
により投薬した場合＞
　日付および理由

４月２日、疼痛強く緊急投薬、
常用薬以外院外処方

6

p000_000_tekiyouran.indd   6 2018/05/18   10:12



診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

【注射】

注射

＜皮内、皮下および筋肉内注射または静脈内注射を行った場合＞
　注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量お
よび回数等を記載する。

＜その他の注射を行った場合＞
　全体の「その他」欄に注射の種類、その内訳は「摘要」欄に、
注射の種別、所定単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量およ
び回数等を記載する。

点滴注射
血漿成分製剤加算

１回目の注射の実施日 血漿　４月２日

中心静脈注射
血漿成分製剤加算

１回目の注射の実施日 血漿　４月２日

無菌製剤処理料１
または２

無菌製剤処理料１は「菌１」、２は「菌２」と表示し、それぞれ
点数および算定回数を記載する。

薬剤（注射）

使用薬剤の医薬品名、規格・単位（％、mLまたはmg 等）およ
び使用量を記載する。
ただし、届出保険医療機関は、注射のうち皮内、皮下および
筋肉内注射または静脈注射であって入院中の患者以外の患者
に対するものにあっては１回当たりの、それ以外の注射に
あっては１日当たりの薬価がそれぞれ175円以下の場合は、
使用薬剤の医薬品名・使用量等の記載は不要とする。なお、
複数の規格単位のある薬剤についてもっとも小さい規格単位
を使用する場合は、規格単位は省略して差し支えない。

＜注射の手技料を包括する点数を算定するに当たって、併せて当
該注射にかかわる薬剤料を算定する場合＞
　「投薬・注射」欄および「摘要」欄に同様に記載する。

【リハビリテーション】

リハビリテーション

＜「制限回数を超えて行う診療」にかかわるリハビリテーション
を行った場合＞
　つぎの例により、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、
徴収した特別の料金および回数を他のリハビリテーションと
区別して記載する。
〔記載例〕
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）イ��200×18
実施日数３日
（リハ選）
脳血管疾患等リハビリテーション料��2,000円×１

摂食機能療法 実施日、実施時刻（開始時刻と終了時刻）等 ４月２日　10：00～10：20

摂食機能療法
経口摂取回復促進加算
１または２

連携している医師名

歯科口腔リハビリテー
ション料１
１　有床義歯の場合
ロ　困難な場合

＜病名の部位から困難な場合であることが判断できない場合＞
　イまたはロから該当するものを記載する。
イ　�総義歯を新たに装着した場合または総義歯を装着してい
る場合

ロ　局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない場合

ロ　�局部義歯以外臼歯部で垂直
的咬合関係を有しない場合

【処置】

時間外加算
休日加算
深夜加算

＜処置の時間外加算（時間外加算の特例を含む）、休日加算、深夜加
算を算定した場合＞
　処置名および加算の種類を記載する。

う蝕処置
充填等う蝕処置治療の翌月以降に異なる歯面のエナメル質初
期う蝕管理を開始した場合、充填歯面と初期う蝕管理のそれ
ぞれの歯面

充填（O）、初期う蝕管理（B）
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

咬合調整

咬合調整の（１）のイからホまでのいずれに該当するかを記載
する。また、その他の理由による場合は、その理由を具体的
に記載する。※１
イ　歯周炎に対する歯の削合
ロ　歯ぎしりに対する歯の削合
ハ　過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合
ニ　レスト製作のための削合
ホ　咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正

ロ　歯ぎしりに対する歯の削合

感染根管処置
＜同一初診期間内に再度の感染根管処置が必要になった場合＞
　前回の感染根管処置にかかわる歯冠修復が完了した年月日

歯冠修復終了
平成30年３月30日

根管貼薬処置
＜同一歯に対して初回の根管貼薬処置を実施した日の属する月か
ら起算して６か月を超えて治療を継続して処置を行う場合＞
　当該歯の状態および初回の根管貼薬処置を行った年月

初回根貼平成29年９月　
根尖病巣のため

根管充填
＜暫間根管充填または暫間根管充填後に根管充填を行う場合＞
　暫間根管充填または暫間根管充填後に根管充填を行う旨

暫間根管充填
暫間根管充填後の根管充填

加圧根管充填処置

＜加圧根管充填後の歯科 X 線撮影において、妊娠中であり、X 線
撮影に同意が得られない場合＞
　妊娠中であり、X線撮影に同意が得られない旨

妊娠中

加圧根管充填処置を算定し、後日に隣在歯等の加圧根管充填
時に併せて X線撮影を行い、根管充填の確認をした場合、
その旨

次回隣在歯とともに確認 X 線
撮影

加圧根管充填処置注３��
手術用顕微鏡加算

＜手術用顕微鏡加算において、連携する医療機関にて歯科用３次
元 X 線断層撮影を撮影した場合＞
　撮影した医療機関名

○○歯科クリニック

歯周疾患処置
＜糖尿病を有する患者に対して、スケーリング・ルートプレーニン
グと並行して歯周疾患処置を行う場合＞
　初回の年月日および紹介元医療機関名

P処（糖）
初回平成30年３月30日
○○内科

歯周病安定期治療�（Ⅰ）

＜当該処置の１回目の場合（初診月を除く）＞
　１回目である旨

１回目

＜２回目以降の場合＞
　前回実施月

前回平成30年１月

＜歯周病安定期治療（Ⅰ）の治療間隔が３か月以内の場合＞
　治療間隔が３か月以内になった理由の要点として、歯周病
安定期治療（Ⅰ）の（２）のイからニまでに規定するものの中か
ら該当するものを記載する。なお、ロまたはハを選択した場
合は、別途、詳細な理由（全身的な疾患の状態を含む）を記載する。
イ　歯周外科手術を実施した場合
ロ　�全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を
与える場合

ハ　�全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない
場合

ニ　侵襲性歯周炎の場合

イ　��歯周外科手術を実施した場
合

歯周病安定期治療�（Ⅱ）

＜当該処置の１回目の場合（初診月を除く）＞
　１回目である旨

１回目

＜２回目以降の場合＞
　１回目の実施年月 １回目　平成30年１月

暫間固定

固定を行った部位（固定源となる歯を含めない）およびその方法
を記載し、暫間固定の前回実施年月日（１回目の場合は１回目
と記載）および歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載
する。

₂₁₁₂　エナメルボンドシス
テム　１回目
歯周外科予定あり

なお、歯周外科手術後の暫間固定を行う場合については、歯
周外科手術の予定に関する記載は不要であり、手術後１回目
の場合は術後１回目と記載し、２回目以降は前回実施年月日
を記載する。

術後１回目

※１ 平成30年9月診療分以前の電子レセプトまたは書面による請求を行う場合、「傷病名部位」欄から該当するものが明らかな
場合は省略可
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

口腔内装置

口腔内装置の（１）のイからリまでに規定するものの中から該
当するものを記載する。なお、トを選択した場合は手術の予
定日および手術を行う保険医療機関名を記載する。※１
イ　顎関節治療用装置
ロ　歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ　顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ　�出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作し
た床

ホ　手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ　�手術創（開放創）の保護等を目的として製作するオブチュ

レーター
ト　�気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内
装置

チ　口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
リ　放射線治療に用いる口腔内装置

イ　顎関節治療用装置

睡眠時無呼吸症候群に
対する口腔内装置

紹介元保険医療機関名を記載する（医科歯科併設の病院であっ
て院内紹介を受けた場合は、院内紹介元の担当科名を記載）。

○○睡眠クリニック

歯冠修復物または補綴
物の除去

除去した歯冠修復物ならびに補綴物の部位および種類を記載
する。※２

₆�FMC

心身医学療法

確定診断を行った医科保険医療機関名（医科歯科併設の病院で
あって心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が
可能な医科診療科が設置されている場合は、確定診断を行った診
療科名）、紹介年月日、治療の内容の要点、実施日、実施時刻（開
始時刻と終了時刻）を記載する。

○○病院内科
平成30年４月２日　自律訓練法
４月16日�10：00～10：45

周術期等専門的口腔衛
生処置１または２

＜周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定した患者に対し
て当該処置を行った場合＞
　当該患者の手術を行った年月日または予定年月日、手術名

平成30年３月１日　
胃悪性腫瘍切除術

＜患者の状況により周術期等専門的口腔衛生処置２を算定せずに
特定保険医療材料料を算定する場合＞
　前回の周術期等専門的口腔衛生処置２の算定年月日

前回算定　平成30年４月２日

周術期等専門的口腔衛
生処置２

＜「周術期等専門的口腔衛生処置２」を算定し、さらに追加で口腔
粘膜保護材を算定する場合＞
　特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合、
「摘要」欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況
等を記載する。

機械的歯面清掃処置

＜当該処置の１回目の場合（初診月を除く）＞
　１回目である旨

１回目

＜２回目以降の場合＞
　前回実施月 前回実施２月

＜妊婦の場合＞
　妊娠中である旨

妊婦または妊娠中

同一初診期間内に歯科診療特別対応加算または初診時歯科診
療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定し
ていない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支
えない。同一月に歯科診療特別対応加算または初診時歯科診
療導入加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療
特別対応加算または初診時歯科診療導入加算を算定した旨を
「摘要」欄に記載する。

フッ化物歯面塗布処置

＜当該処置の１回目の場合（初診月を除く）＞
　１回目である旨 １回目

＜２回目以降の場合＞
　前回実施月

前回実施　１月

※１ 平成30年9月診療分以前の電子レセプトまたは書面による請求を行う場合、「傷病名部位」欄から装置の種類が明らかな場
合は装置名の記載省略可

※２「傷病名部位」欄の記載から、部位が明らかに特定できる場合は部位の記載省略可
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

【手術】

時間外加算
休日加算
深夜加算

＜手術の時間外加算（時間外加算の特例を含む）、休日加算、深夜加
算を算定した場合＞
　処置名および加算の種類を記載する。

抜歯手術

以下の２つの理由以外により抜歯を中止した場合は、その他
を選択し、その理由を記載する。

＜難抜歯加算の対象となる歯または埋伏歯において完全抜歯が困難
となりやむをえず抜歯を中止した場合で抜歯料を算定した場合＞
　完全抜歯が困難となりやむをえず抜歯を中止した旨

完全抜歯が困難となりやむをえ
ず抜歯を中止

＜抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜
歯の態勢に入ったが、脳貧血等の患者の急変によりやむをえず抜
歯を中止した場合＞
　抜歯を中止と記載する。

抜歯を中止

歯根端切除手術
歯科用３次元 X 線断
層撮影装置および手術
用顕微鏡を用いた場合

処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載する。

＜連携する医療機関にて歯科用３次元 X 線断層撮影を撮影した場合＞
　撮影した医療機関名

○○歯科クリニック

歯の再植術 手術部位を記載する。※１ ₁

歯の再植術

＜歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯または
大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除術が困難な症例
に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合＞
　部位および算定理由　※１

₅舌側転位のため

歯の移植手術 手術部位　※１ ₇

頬、口唇、舌小帯形成術

＜複数の頬小帯に対して形成術を行った場合＞
　部位がわかるように記載する（例：上顎左側）。なお「傷病名
部位」欄に記載できない場合は、「摘要」欄に記載して差し支
えない。

皮膚移植術

皮膚移植者のレセプトの「摘要」欄に皮膚提供者の氏名および
療養上の費用にかかわる合計点数を併せて記載するととも
に、皮膚提供者の療養にかかわる点数を記載したレセプトを
添付する。

広範囲顎骨支持型装置
埋入手術

処置・手術の「その他」欄に手術を行った部位を記載する。

＜当該手術の実施範囲が１ / ３顎未満である場合＞
　顎堤欠損の原因となった疾患名

【麻酔】

時間外加算
休日加算
深夜加算

＜時間外加算（時間外加算の特例を含む）、休日加算または深夜加算
を算定した場合＞
　麻酔名および加算の種類

【歯冠修復・欠損補綴】

歯冠修復および欠損補綴

＜歯冠修復物または欠損補綴物の装着予定日から起算して１か月
以上患者が来院しない場合＞
　「平成　年　月分」欄に製作月を、「診療実日数」欄に０を、
「転帰」欄に中止を、「摘要」欄に未、装着物の種類、装着予定
日および装着できなくなった理由　※２

未　インレー
平成30年３月１日　転居のため

＜未来院請求後に患者が再び来院し、すでに未来院請求を行った
歯冠修復物または欠損補綴物を装着する場合の装着料および装着
材料料を算定する場合＞
　未来院請求後および装着物の種類　※２

未来院請求後　インレー

※１「傷病名部位」欄の記載から、部位が明らかに特定できる場合は部位の記載省略可
※２「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から、当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は装着物の種類の記載省略可
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

歯冠修復および欠損補綴

＜有床義歯製作中であって咬合採得後における試適前に、患者が
理由なく来院しなくなった場合、患者の意志により治療を中止し
た場合または患者が死亡した場合＞
　装着物の種類および装着（または試適）予定日および装着で
きなくなった理由　※１

総義歯　平成30年３月16日
患者死亡のため

＜歯冠修復および欠損補綴にかかわる歯冠形成および印象採得後
において、偶発的な事故等を原因とする外傷による歯冠形成歯の
喪失等やむをえない場合＞
　装着物の種類および装着（または試適）予定日および装着で
きなくなった理由

前装MC　平成30年３月１日　
転倒による歯の破折のため

＜欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合＞
　傷病名と歯数不一致と記載する。

傷病名と歯数不一致

開設・管理者急死により製作済みの補綴物を未装着補綴物と
して装着料を差し引いて請求した場合、その旨

開設・管理者急死により製作済みの補綴物を未装着補綴物と
して他院で装着した場合、その旨

補綴時診断料
＜補綴時診断料（有床義歯修理を実施した場合に限る）を算定する場合＞
　１回目の場合は１回目と記載すること。２回目以降の場合
は当該装置にかかわる当該診断料の前回実施年月日

１回目

クラウン・ブリッジ維
持管理料

クラウン・ブリッジ維持管理料を算定した補綴物の再製作等
（再装着、充填を含む）は、当該部位に対してクラウン・ブリッ
ジ維持管理料算定した年月日および補綴物の種類等

平成29年４月１日　FMC

クラウン・ブリッジ維持管理中に金属アレルギーを発症し、
CAD／CAM冠・硬質レジンジャケット冠にする場合、アレ
ルギー発症の旨および紹介元医療機関名

補管中金属アレルギー発症
○○病院

歯冠形成�３�窩洞形成�
う蝕歯無痛的窩洞形成
加算

部位　※２

う蝕歯即時充填形成
う蝕歯無痛的窩洞形成
加算

部位　※２

支台築造
＜後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して支台築造を算
定する場合＞
　永久歯代行と記載する。

永久歯代行

充填
＜２歯以上の充填に際し１歯に複数窩洞の充填を行った場合＞
　当該歯の部位を記載する。

₁　２窩洞

金属歯冠修復

＜後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して鋳造用金銀パ
ラジウム合金を用いた金属歯冠修復を行った場合＞
　永久歯代行と記載する。

永久歯代行

＜同一歯の複数の窩洞に対して、充填およびインレーまたはレジン
インレーにより歯冠修復を行った場合＞
　同一歯の複数窩洞に対する歯冠修復であることおよび部位
を記載する。※２

₄　同一歯の複数窩洞に対する
歯冠修復

コンビネーションインレーを製作した場合は、その旨および部位 ₄　コンビネーション

非金属歯冠修復　
２� 硬質レジンジャ
ケット冠

＜歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯
に用いた場合＞
　紹介元保険医療機関名

○○皮膚科

CAD／CAM冠
＜歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯
に用いた場合＞
　紹介元保険医療機関名

○○皮膚科

小児保隙装置 装置の種類を記載する。 クラウンループ

※１「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載から、当該装着物の種類が明らかに特定できる場合は装着物の種類の記載省略可
※２「傷病名部位」欄の記載から、部位が明らかに特定できる場合は部位の記載省略可
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

ポンティック

＜地方厚生（支）局長に事前に模型等を提出したうえでブリッジを
製作した場合＞
　事前承認と記載する。

事前承認

＜地方厚生（支）局長に対して、保険適用の有無を判定するために
提出する X 線フィルムまたはその複製の費用を算定する場合＞
　算定の理由を記載する。

事前承認のため複製

＜犬歯のポンティックが必要な場合で、中切歯がすでにブリッジ
の支台として使用されている等の理由で新たに支台として使用で
きない場合に限って、ブリッジの設計を変更する場合＞
　中切歯の状態等を記載する。

�₁₂　ブリッジ装着済

＜側切歯および犬歯、あるいは犬歯および第一小臼歯の２歯欠損
であって、犬歯が低位唇側転移していたため間隙が１歯分しかな
い場合であってポンティック１歯のブリッジの設計とした場合＞
　低位唇側転移の犬歯を含む欠損歯数と補綴歯数の不一致の
旨を記載する。

２歯欠損１歯補綴

有床義歯
熱可塑性樹脂有床義歯

＜残根上に義歯を装着した場合＞
　残根上の義歯と記載する。 残根上義歯

＜人工歯料の算定に当たって、同一組の人工歯を月をまたがって
分割使用し、すでに請求済である場合であって、当該月には人工
歯料の請求がない場合＞
　人工歯請求済みと記載する。

人工歯請求済み

＜欠損歯数と補綴歯数が一致しないため、算定点数が異なる場合＞
　欠損歯数と補綴歯数の不一致の旨を記載する。 ４歯欠損５歯補綴

＜小児義歯にかかわる費用を算定する場合＞
　装着部位および小児義歯が必要となった疾患名または必要
となった理由を記載する。

ⒺⒹⒹⒺ　先天性無歯症

即時義歯を製作する場合、その旨 即時義歯

＜前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から６か月
が経過していない場合であって新たに有床義歯の印象採得を行っ
た場合＞
　イからニまでのうち、ハまたはニの理由による場合は該当
するものの記号および具体的な内容を記載する。
イ　遠隔地へ転居のため通院が不能になった場合
ロ　急性の歯科疾患のため、喪失歯数が異なった場合
ハ　�認知症を有する患者等であって、有床義歯が使用できな
い場合

ニ　その他特別な場合

ハ　認知症

口蓋補綴、顎補綴

口蓋補綴、顎補綴の（１）のイからホまでに規定するものの中
から該当するものを記載する。
イ　�腫瘍等による顎骨切除等に対する口蓋補綴装置または顎
補綴装置

ロ　オクルーザルランプを付与した口腔内装置
ハ　発音補整装置
ニ　発音補助装置
ホ　ホッツ床

イ　口蓋補綴装置

有床義歯修理
歯科技工加算２

＜有床義歯修理において、歯科技工加算２を算定した場合＞
　預かり日および修理を行った当該有床義歯の装着日

歯技工２　預かり日４月２日
　　　　　装着日４月３日

有床義歯内面適合法
歯科技工加算２

＜有床義歯内面適合法において、歯科技工加算２を算定した場合＞
　預かり日および修理を行った当該有床義歯の装着日

歯技工２　預かり日４月２日
　　　　　装着日４月３日

広範囲顎骨支持型補綴
物修理

装着を実施した医療機関名（自院は除く）および装着日（不明で
あれば装着時期）
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診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

【歯科矯正】

歯科矯正

咬合異常の起因となった疾患名
＜６歯以上の先天性部分（性）無歯症または３歯以上の永久歯萌出
不全による咬合異常により歯科矯正を行う場合＞
　先天性欠如部位または埋伏歯の部位を記載する。

唇顎口蓋裂

当該疾患にかかわる顎切除または顎離断等の手術を担当する
連携保険医療機関名を記載する。

○○病院

また、歯科矯正診断料または顎口腔機能診断料を最初に算定
した年月日を診断料の名称に併せて記載する。

歯科矯正診断料　
平成29年12月12日

歯科矯正診断料

全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット
法および保定の開始の区別を記載し、それぞれ最初の診断に
かかわる記載とは別に前回歯科矯正診断料の算定年月日を記
載する。

顎口腔機能診断料

全体の「その他」欄に歯科矯正、動的処置、マルチブラケット
法および保定の開始の区別（顎口腔機能診断料は顎離断等の手
術を担当する連携保険医療機関名）を記載し、それぞれ最初の
診断にかかわる記載とは別に前回顎口腔機能診断料の算定年
月日を記載する。

植立

＜歯科矯正診断料または顎口腔機能診断料を算定した保険医療機
関からの依頼による場合＞
　当該診断料を算定した保険医療機関名を記載する。

○○矯正歯科クリニック

＜アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療材料
を算定する場合または治療途中で新たにアンカースクリューを追
加で植立する場合＞
　アンカースクリュー脱落後の再埋入において特定保険医療
材料を算定する場合または治療途中で新たにアンカースク
リューを追加で植立する旨を記載する。

アンカースクリュー脱落後の再
埋入

撤去

＜歯科矯正用アンカースクリューの撤去について、歯科矯正診断
料または顎口腔機能診断料を算定した保険医療機関からの依頼に
よる場合＞
　当該診断料を算定した保険医療機関名を記載する。

○○矯正歯科クリニック

【その他の記載事項】

− 傷病名が当該欄に書ききれない場合は「摘要」欄に記載する。

− 同月中に保険種別の変更があった場合、その旨を記載する。 保険者変更

−

同一の患者に対する診療継続中に、当該保険医療機関におい
て、開設者、名称、所在地等の変更があった場合は、当該保
険医療機関の診療内容の継続性が認められて継続して保険医
療機関の指定を受けた場合を除き、その旨を記載する。

−

括弧外、括弧内および「摘要」欄に、それぞれ医療保険（健康
保険、国民健康保険、退職者医療および後期高齢者医療をいう。
以下同じ）、第１公費および第２公費にかかわる診療実日数
を記載する。なお、公費負担医療のみの場合の第１公費の診
療実日数は、括弧内に記載する。
ただし、第１公費にかかわる診療実日数が医療保険にかかわ
るものと同じ場合は、第１公費にかかわる診療実日数を省略
しても差し支えない。
また、第２公費がある場合において、当該第２公費にかかわ
る診療実日数が第１公費にかかわる診療実日数と同じ場合
は、第２公費にかかわる診療実日数の記載を省略しても差し
支えない。

−
各項目の「その他」欄に書ききれない等の場合は、合計点数の
みを「その他」欄に、それ以外は「摘要」欄に記載して差し支え
ない。

13

p000_000_tekiyouran.indd   13 2018/05/18   10:12



診療行為名称等 記　載　事　項 記　載　例

−

内訳を記載するに当たって、「摘要」欄に書ききれない場合は、
明細書と同じ大きさの用紙（用紙の色は白色で可とする）に、診
療年月、医療機関コード、患者氏名、保険種別番号（例：１
社・国　１単独　２本外）、保険者番号（公費負担医療のみの場
合は第１公費の公費負担者番号）、被保険者証・保険者手帳等
の記号・番号（公費負担医療のみの場合は第１公費の公費負担医
療の受給者番号）を記載したうえ、所定の内容を記載し、続紙
として、当該明細書のつぎに重ね、左上端を貼り付ける。

−
高額療養費が現物給付された者に限り記載し、支払いを受け
た一部負担金の額を記載する。「一部負担金」の項に記載しき
れない場合には、「摘要」欄に（�）で再掲して差し支えない。

−

特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算
定し、同月内に同患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き
行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それ
ぞれ明確に区分し「摘要」欄に記載する。

−
患者が要介護者または要支援者の場合に、介護保険に相当す
るサービスのある診療を行った場合、介�と記載する。

介

− 遡及指定において診療継続中の患者の場合、遡及指定年月日 平成30年４月２日　遡及指定

−

請求に際して、とくに説明が必要と判断される内容について
は簡潔に記載する。
〔記載が望ましい例〕
・歯冠形態修正を行った場合、部位
・MCの除去で困難なものを算定する場合、急性症状がある
　旨
・同一術野または同一病巣に対して複数の手術を行った場合、
　従たる手術の部位、名称
・乳臼歯の難抜歯を算定する場合、理由および術式
・著しく歯科診療が困難で薬物塗布を行った場合、その旨

₄抜歯 (抜歯と歯根嚢胞摘出手術
の同時施術の場合）
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