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概要  
 日本を取り巻く社会環境は目まぐるしく変化しています。4 月の保険改定はその動きに対する対応であり、歯科医院はチーム一

丸体制で取り組む必要があります。 

  この度の研修は、診療報酬の変更要点を確認し、考え行動すべき内容に再提案致します。歯科医療にとり組むための『基礎作り』

を、他の歯科医院と一緒に考えてみました。また、各年７月に開催しています歯科医院変革フォーラムでは、臨床スキルで優秀な

方を表彰しています。個別の自由エントリーで SRPや口腔内写真の技術・精度やスピードなどを評価致します。 

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

第1部　2018年4月保険改定の特徴

　　　　スタッフが知っておくべき保険改定

第3部　病院歯科との連携（周術期）

12:00

第4部　保険新項目

　　　　口腔機能管理にどのようにチャレンジすべきか

第5部　治療計画と患者説明の再確認

　　　　セカンドカウンセリングの重要なポイント

第6部　口腔内の見方と具体的なケアグッズの提案

第7部　症例検討　グループワーク

15:55 まとめ エントリー者以外は終了

16:00
～

　希望者のみ（歯科医院フォーラム時に表彰と認定）

第8部　臨床スキルの確認

SRPベーシックコース    …前歯部

SRPアドバンス コース　 …前歯・小臼歯部

SRPスペシャルコース 　…前歯・小臼歯・大臼歯部

口腔内写真コース       …5枚法・9枚法・12枚法以上

各医院の治療計画と・資料の確認

昼休憩・写真撮影

13:00
小児の口腔機能管理

高齢者の口腔機能管理　評価法

資料を基にした治療計画をDrに確認する

撮影した口腔内写真、検査結果の資料を説明する

患者さんに合う歯ブラシの選択

目的別歯磨剤の薬効成分の理解

症例別の歯ブラシと歯磨剤等の選択

09:30
2018年度の診療報酬の改定の内容と特徴

かかりつけ強化型歯科医院・外来環の再届出でクリアすべきこと

第2部　初めて訪問診療をするときの要点 訪問診療の基本

病診連携

周術期・訪問診療の変更点

 
 

セミナー全参加者の声 

訪問や周術期は全く未知なので、実際されている方の話を聞けてよかったです。改正された部分は今後やっていけるように勉強して

いきます。 

保険点数の改正のことは前々から聞いていましたが、全く理解していなかったので少し分かったように思います。ただ、まだ分かっ

ていないことのほうが多いと思うので、分からないことは勉強していこうと思います。ホームケアのことを知りたいと思っていたの

で、お話しして頂いて嬉しかったです。 

とても参考になりましたが、内容が難しく今日 1 日では理解できていないところもたくさんあるので、またスタッフで話し合いたい

と思います。ありがとうございました。 

保険の改正で分からないことが多くて困っていましたが、お話を聞いて分からないことが減りました。他医院の方との症例検討もこ

こを真似てみようと思うことがあったので、自分の医院に持ち帰りたいと思います。 

新たに加わった保険の算定など、まとめて聞くことができ良かったです。舌圧計などまた何か買っているなと思っていましたが、感

謝の気持ちを院長に伝えながらまた明日からも頑張りたいと思います。 

保険改定がされて、新しいことに取り組むことにうまくできるか不安なところもありますが、院長、スタッフと団結して明日から早



Seminar Report 
速頑張っていこうと思いました。ケアグッズの取り組みも挑戦してみます。今後もアドバイスをお願いいたします。 

ＰＴＭＣのペーストの種類など自分で調べてはいたのですが、作用などを改めて詳しく学ぶことができてとても勉強になりました。

訪問診療については学生時代に軽くしか学んだことがなかったので、たくさんお話が聞けて良かったです。本日はありがとうござい

ました。 

保険改正されたのがよく分かっていなかったので、今回詳しくお聞きすることができてよかったです。ホームケアグッズも、今ある

ものを何となく売っている感じだったので、これからは作用や成分もしっかり把握していきたいと思いました。 

本年度大きな保険改定があり少しとまどっていたところや、疑問に感じていたところが今回のデンタルタイアップの講演で理解でき

たところも多く、明日から即座に生かしていけそうです。カウンセリングや口腔ケアグッズもまた少しスタッフと話し合い、より円

滑に診療していけるようにしていきたいです。ありがとうございました。 

治療計画の立て方からセカンドカウンセリングへの流れまで細かく知れてよかったです。治療計画をしっかり立てることにより患者

さんへの説明なども行いやすくなると思いました。 

高齢者が多いので他の病気にかかっているかなど、確認することが大切だと思いました。口腔内が原因で病気にかかったと言われな

いよう頑張りたいと思います。 

新しく改定された保険制度のことを知れてよかったです。事例を用いて行ったので分かりやすかったです。歯磨剤の成分についての

知識がまだまだ不十分だと思ったので、これからもっと知識を増やしていきたいと思います。 

取得すべき施設基準がよく分かりました。ありがとうございました。 

2018 年の診療報酬改定に合わせ、医院で体制を整えなければ今後の発展が難しくなることを非常に強く感じました。医院全体で足

並みをそろえて取り組まなければならないと奮起しました。本日は貴重なご講演ありがとうございました。 

すごく勉強になりました。医院に戻って皆に伝えます。 

できることからしっかりと中途半端にならないようにしていきたいと思います。点数をしっかりと理解していきます。 

保険点数について学べる機会が増え、少しでも医院に貢献できるようたくさん知識をつけて頑張ろうとモチベーションがとても上が

る研修会でした。ありがとうございました。 

点数改定について詳しく勉強する機会がなかったためとても勉強になりました。また、他の医院様の治療計画表などをみせていただ

き、良い部分などは取り入れていきたいと思いました。 

本日はありがとうございました。患者さんに歯ブラシを持っていただくか、消毒したものを使うかどちらがよろしいですかのＰＯＰ

がとても良い案だと思いました。ケアグッズのお話も理解することができました。 

自分の知識を再確認できる時間になりよかったです。 

かかりつけ歯科の大切さ、地域に貢献、支援を継続する必要性を感じました。参加させていただき情報をスタッフへアウトプットで

きるようにしたいと思いました。 

診療報酬について詳しく学んだことがなかったため勉強になりました。当院では未だ始めていない周術期等口腔機能管理は今後院内

で勉強するにあたり役立てたいです。他医院の方とも知り合え、楽しかったです。 

他医院の方との情報交換ができ、とてもいい刺激になり、当院にぜひ取り入れたくなるようなことがありました。保険点数のことが

詳しく分かり、またそのためにＤＨが行わなければいけないこともたくさんあり、今回のセミナーでいただく資料はとても重宝しそ

うです。 

あらためてカウンセリングの大切さをグループワークにて知ることができました。今後は課題となっているセカンドカウンセリグに

ついても医院内でもすすめていきたいと思います。 

保険の改正などポイントを教えていただけてよかったです。か強診をとれるようになったので、訪問が課題だと思うので連携をとっ

て取り組みたいと思いました。ケア用品の特徴や計画の立て方など知れてよかったです。 

保険改定のセミナーでは、分かりやすく説明していただき、具体的に何から始めるかイメージがわきました。デンタルタイアップさ

んの資料を使って行っていきたいです。ＰＭＴＣのペースとも今は何種類ものペーストを使っているのでルシェロのペーストに魅力
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を感じました。 

貴重な時間をありがとうございました。医科との連携しながら保険点数を算定していくのは、地域連携でも大切だということが勉強

になりました。保険点数をあげていくには、Dr.と打ち合わせをしていき、治療計画を立てていくことが大切だと分かったので、ま

だ分からないことだらけなのでこれから学んでいきたいと思いました。 

先を見据えた医療の提供が必要になってきていることが分かり、それにともない自分になにができるのか、患者さんは何を求めてい

るのかを考えながら日々仕事をしていかなければと思いました。 

今日は研修を受けてとても勉強になりました。保険改正でやらないといけないことがたくさんみえてきたので、明日からそれを整理

して一つ一つしていきたいです。本当にありがとうございました。 

当院が今どの保険点数がとてるようになっているかというのを知らないと、今日教えていただいたことが無駄になってしまうので、

今どれがとれるのかを院長に確認して積極的にしていかないといけないなと思いました。1 日ありがとうございました。 

今日はセミナーを開いていただきありがとうございました。私もルシェロホワイトを使用しているのですが、ルシェロホワイトの利

点を以前よりも詳しく知れてとてもよかったです。 

今日は様々な内容の講習をしていただきありがとうございました。受付として、購入物品の違いを説明できようにしておくのも重要

だと改めて思いました。他の医院さんと当院との治療計画表の活用の違いなどを知ることができてよかったです。 

抗がん剤投与により口腔粘膜炎になっている方のケア方法を学べてよかったです。また、グループワークにより、他医院さんのお話

もいろいろ聞けて大変参考になりました。 

診療報酬改定を再度確認することができ、良い機会となりました。 

保険点数がこんなに複雑でややこしいとは知りませんでした。予防の内容も復習になり勉強になりました。 

本日はありがとうございました。保険改正については、様々な変更点があり、すべて理解するには難しいと感じましたが、今日のセ

ミナーを参考にしたいと思います。 

ケアグッズの話が興味深く、歯科助手・受付をしているので、医院で活用できればと思いました。特に種類別に分けていると患者様

も分かりやすく購入しやすいと思うので取り入れるといいなと思います。 

今回の保険点数改定についての説明や具体的なポイントを教えていただきありがとうございました。明日からの診療に役立てれるよ

うに学習することができました。 

点数改定をきちんと理解し、算定漏れがない様に注意していきたいと思います。他の医院さんの初診カウンセリングや治療計画の取

り方等のお話を聞け、参考になりました。 

他の医院さんの治療計画表やリコールでの時間に使い方、業務記録用紙など拝見させていただき、お話でき、参考、勉強になりまし

た。ありがとうございました。 

保険改定に伴い、スタッフとしてできることを考える素晴らしい機会を頂きましてありがとうございました。まずはかかりつけ歯科

医機能強化型診療所をとることを目標に自分にできること、医院としてやるべきことを考え、行動したいです。 

改革をはじめている他の医院さんの話も聞けて勉強になりました。地域の人口状態をみて戦略を練るというのが考えになかったの

で、すごいと思いました。 

複雑なお話もたくさんあり、持ち帰って整理をしたいと思いますが、非常に勉強になりました。医科歯科の連携について、今後患者

様の健康により深く関わっていけるようになることは私たちの喜びでもありますし、よりよい歯科治療を提供できるように私たちも

準備しなければならないと思いました。今日は同じ医院のスタッフと一緒に意義ある内容をきけてよかったです。ありがとうござい

ました。 

保険に対して、分からない、苦手意識がありましたが、保険を理解することは、DH として求められていることや今後の流れを理解

することにつながると分かり、興味がわきました。 

初めて研修会に参加させていただきました。レセコンを入力するうえできになることがたくさんあったのですが、詳しく簡単に教え

て頂けたのですごく学びになりました。他の医院の方とも交流でき、よかったです。ありがとうございました。 
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本日はとても勉強になりました。デンタルタイアップさんの動き、チームワークも気持ちよく、そこからも学べることがたくさんあ

りました。他医院さんとも交流しやすい環境で話しやすい場でした。受付の立場から、技術と連携をとって行動していきます。 

本日は貴重なお話をありがとうございました。今回は今までなんとなく知っていた、聞いたことがある…ぼやっとしていたことを細

かく分かりやすく聞かせてもらい、すっきりしました。（例えば、カルテの内容、レントゲンの見方、歯みがき粉、ハブラシの具体

的な選び方）ぜひ明日から早速活用していこうと思います。ありがとうございました。ディスカッションも楽しかったです。 

準備等貴重なお時間をさいていただきありがとうございます。自分は歯科助手なので、保険の算定は全く知らず改定されたので、歯

科医師、歯科衛生士さんたちが毎日大変なのが改めて分かりました。 

保険改定のお話から始まり、普段の仕事内容とは違った角度からいろんなことを考えることができました。今回のテーマでもあるよ

うにチーム一丸となって自分ができることを自ら考え行動できる医院でありたいと再確認しました。 

セミナーの始まりから終わりまで、5Ｓがしっかりされていて、気持ちよく受けることができました。当院はデンタルタイアップさ

んとこれから連携がされていきますので、3年経過されたスタッフの方々とお話ができたので少し今後のことがイメージできました。

診療報酬改定に絡んで、これからの歯科医院の戦略を考えるという視点に立つのが初めてで、もっといろんな視点に立つこと、そし

て総合的に院長、患者様、スタッフ、自分自身がここで働くこと、当院を利用することに価値を見出すことができるようにしていき

たいと感じました。 

診療報酬改定に関して、その背景、意図も含めて皆で共有できたと思います。 

口腔ケアグッズの提案の内容をもう少し専門的にお伝えしなければならないといけませんし、TBI の時間、仕組みを考える必要はあ

ると実感しました。 

点数説明分かりやすかったです。ハブラシ、歯みがき粉の選び方が論理的で素晴らしいと思いました。 

セカンドコンサルの章は、話し合う時間の作り方を特に知りたかったです。 

本日はありがとうございました。明日からの診療に役立てていきたいと思います。 

保険の改正について、非常に分かりやすく説明していただいて、しかも内容の充実もしていて、スタッフ共々参加させていただき有

意義なセミナーでした。ありがとうございました。 

本日はありがとうございました。診療報酬改定につきましては、全く無知でしたので、今後少しずつ理解を含めていきたいと思いま

した。GC さんのルシェロホワイトを使用してみたいと思いました。 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 
介護保険の点数をとるには、レセコン上で何か手続きをする必要はありますか。介護保険証の写しなどがいるので

しょうか。 

回答 

カルテの入力のためには、レセコン会社に確認される必要があります。 

介護保険の入力システムが入っていれば大丈夫です。 

また、請求の方法につきましては、 

『居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第二』 

『介護給付費請求書 様式第一』 

を使用いたします。 

これは、ダウンロードできますのでご確認ください。 

記載方法もダウンロードできますので併せてご確認ください。 

介護保険証は医療保険証と同じ扱いをしてください。 

医療保険と同様で番号など必要な項目がございます。 

2 質問 
第 1 部②の事例の 1、院内感染防止対策の比較～の算定のところで、初診の時にＰ精検を算定していますが、これ

は基本検査では算定できないのでしょうか。 
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回答 

算定可能です。私どもでは、基本検査と精密検査では得られる情報量が違うため、・主訴が歯周病関連・慢性歯周

病の発生リスクが高くなる 35 歳以上のケース（日本歯周病学会指針より）につきましては精密検査をお勧めして

います。しかしながら、算定方法のルールは地域によって異なる場合がございますのでご確認いただければと思い

ます。 

3 

質問 

エナメル質初期う蝕を初診ごとに算定すると、返戻がきました。その場合、最新で診ていくのであれば永久歯列に

なった時点では、最新＋精検で算定すればよいのでしょうか。（子供の場合） 

それとも、初診でエナメル質をとらず、Ｐ混検、スケーリング、機械的歯面清掃で算定していくほうが良いのでし

ょうか。 

回答 

エナメル質初期う蝕管理加算は、歯科疾患管理料（歯管）の加算ですので、基本的には再診で継続して算定するよ

うになります。 

歯周病検査につきましては、小児の状態に合わせたものになりますが、P 混検か P 基検が適当かと思われます。 

4 
質問 歯科治療時総合医療管理科・総医管は一緒にとっても良いのでしょうか。 

回答 可能です。対象患者さんはそれぞれ異なりますのでご注意いただければと思います。 

5 
質問 歯科衛生士業務記録のデータをいただきたいと思います。 

回答 歯科医院様に、データをお送りさせていただきます。 

6 

質問 
冊子 8 ページの総合医療管理加算の事例ですが、総合医療管理加算を算定したときのみ妊娠中は毎月の歯清算定で

きるのでしょうか。算定していないときは妊娠されいても算定不可ということでしょうか。 

回答 
妊娠中であれば無条件に毎月算定可能です。その場合は、カルテおよび診療報酬明細書にその旨を記載する必要が

あります。 

7 

質問 複数のＤｒ.がからむと治療計画が十分にたてにくいのですが工夫すべきことはありますか。 

回答 

治療計画を立てる時は、Dr の担当をお決めいただき、スタッフ（DH・DA 等）を含めたチームを組んでいただけ

ればと思います。 

担当者中心に治療計画を立て、全員がその計画に則って取り組まれることをおすすめいたします。 

8 

質問 

インプラントの方のホームケアグッズはどうしたら良いですか？ 

SPTIM で来てくださっている方で、ＰＣＲも下がって意識も高いのですがなかなか改善が見られない患者さんに

対してはどうしたらいいですか。 

回答 

本来は、歯科医師と相談の上、総合的な診断を受けて、歯科衛生士としての担当部分を明確にして対応という形に

なりますので、その話し合いをされることが基本かと思います。 

インプラント対応用の歯ブラシ等が出ていますが、挿入されている部位や形態によって、管理できるものを選択す

る必要があります。 

やわらかめのタフトブラシ、音波歯ブラシのタフト、歯間ブラシもワイヤーが金属でないインプラント用のものも

あります。 

お伺いした時に、一緒に資料を拝見しながら対策を練らせていただいてよろしいでしょうか 

9 

質問 ビスフォスフォネート製剤を服用している方がどのような原因で顎骨壊死が起こるか詳しく知りたいです。 

回答 

この製剤は、全く別の疾患で、他の治療を目的として使われているのに、口腔内に症状が出てしまうという特徴が

あります。 

本来は、破骨細胞を抑制することで骨吸収を止める薬剤として使われています。 

簡略してお伝えすると、正常な状態であっても、歯の周り組織は、咀嚼によって骨は軽く崩されます。 

また、歯周病は細菌と身体との闘いですので、絶えず侵略してくる細菌に対して、防御反応のひとつとして骨の吸

収が起こっています。 
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その反応があるからこそ、侵略してくる細菌に撤退してでも対応しているのですが、その反応ができなくなれば、

直接細菌の侵略を骨に受けて、骨壊疽を起こしてしまうわけです。あくまで簡略化したイメージです。 

一度は、学会のポジションペーパーなどをご確認ください。 

https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2015/08/position_paper2016.pdf 

10 

質問 
在宅患者歯科治療時医療管理科は治療内容にかぎらず算定が可能でしょうか。歯科治療時医療管理科と同じく算定

対象がありますか。無歯顎の患者さんに歯管を算定することは可能ですか。 

回答 

○在宅患者歯科治療時医療管理料の算定対象 

●以下の処置は除外 

  ・外科後処置 ・創傷処置 ・歯科ドレーン法 ・上顎洞洗浄 

  ・歯周疾患処置 ・歯周基本治療処置 

●対象手術、歯冠修復及び欠損補綴 

  ・手術に区分される項目 ・歯冠形成 ・充形 ・支台築造 

  ・支台築造印象 ・印象採得（全身麻酔下で行うものを除く） 

○歯管は有床義歯に係る治療のみ行う患者さんは算定不可です。 

  歯在管は MT 病名のみ患者さんでも算定可能です。 

11 

質問 
歯周病が重度で見た目も気になるので P ケアの歯磨剤＋美白系歯磨剤どちらも使う場合どのように指導すればよ

いか教えていただきたいです。 

回答 

まずは、何を第一に希望され、医療としてどのように対応するかという治療計画が必要となります。 

刻々と変化する口腔内をキャッチして、微妙な変化に合わせた対応していきます。 

その情報を患者さんといつも共有していけば理解を得やすいでしょう。 

口腔内写真での確認は、とても重要です。 

12 

質問 周術期等口腔機能管理について、今まで詳しく知りませんでしたので、もう少し詳しく教えてほしいです。 

回答 

末永書店から出ています「これからはじめる手術期 口腔機能管理マニュアル」がございます。保険点数は変更に

なっていますが、基本的な考えが記載されていますのでご覧ください。 

また、「 全国共通がん医科歯科連携マニュアル」をダウンロードなさって下さい。古いものですが，基本はしっか

り把握できます。 

ケア方法などは，「5 疾病の口腔ケア」も参考になります。 

13 

質問 大体どれくらいの種類（数）の歯磨きなどを置くのが基本ですか。 

回答 

歯科医院の規模や独自性が発揮できる分野によって、数や種類は違ってくると思います。 

歯科衛生士が中心になって考えると、数は増えすぎとなります。受付・助手の方々は販売・管理の部分から発言い

ただき、調整していくことになります。 

歯磨き剤・歯ブラシについては、在庫がたくさんあるのに中途半端に物品を導入すると混乱が起きますのでご注意

ください。 

14 

質問 
カリエスリスクの高い子供に MI ペーストを勧める場合、夜はフッ素洗口をしてもらっているのですが、いつ使用

するのが効果的なのか教えていただけると助かります。 

回答 

歯磨きでプラークを落とし、フッ素洗口後に、ＭＩペーストを使用していただくのが理想であろうと思います。 

カリエスリスクは、歯磨きだけの問題では解決できませんので、総合的にお考え下さい。 

また、目的意識を持って、ご提案することが必要かと考えています。 

15 
質問 

病院内に歯科がある場合、入院、オペ前、ケモ開始時などにスクリーニングされて、病院内で完結してしまって、

なかなか開業医にこないと思うのですが…どのように紹介してもらえるのかなぁと思いました。 

回答 呉共済病院では、術後の口腔管理を開業医さんへお願いしております。その時に情報提供１を出して連携していま
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す。基本的にはかかりつけを聞いて対応していただいています。 

16 

質問 

歯磨剤について質問です。クロルヘキシジンは濃度、使用法について注意とあります。薬事法で定められている濃

度が低いので、コンクールジェルは有効濃度を下回っているというような聞いたことがあるのですが、使用してい

て効果はありますか。 

回答 

日本では、アナフィラキシーの報告もありましたので、使い方には注意を払うこととされています。 

この度ご紹介しましたジェルは、その使用方法が簡単なため、事故へのリスクが回避されています。 

全ての薬が、利点（効果）と欠点（副作用）がありますので、その薬剤の事を勉強しておく必要があると思います。

現在のところ、薬用成分として入っているからには、薬効での期待を込めてご提案しています。 

17 

質問 デンタルタイアップさんの教育システムはどんなものですか。 

回答 

理念公開を終えた後に、ブレーンストーミングを行って年間を通しての事業計画を立てます。 

その状況に合わせて研修計画を立ててまいります。 

はじめは、組織としての法令遵守や、人を理解して協働するための内容が入ります。 

基本一時間半程度です。 

18 

質問 報告書はデンタルタイアップさんからメールなどでいただけるのでしょうか。 

回答 

私共では、まずはご参加いただきました歯科医院様には報告書を提出させていだいております。 

その上で、ホームページ上で情報公開しています。 

全てのセミナーは、感想と質問内容、また直接支援させていただいている歯科医院以外の方が参加されるセミナー

は、いただきました評価までを 100％情報公開しています。 

19 

質問 受付、歯科助手でも理解できるような診療報酬の仕組みのセミナーや参考資料があれば教えてください。 

回答 

診療報酬に対しての民間資格は、つぎのようなものがあります。 

単発ではなく、継続的に勉強することが大切であろうと考えています。 

 

調剤報酬請求事務専門士 

医療秘書技能検定 

医事コンピュータ技能検定 

医療事務管理士 

医療保険士 

診療報酬請求事務能力認定 

20 
質問 画像活用指導料が算定できるタイミングは従来通り P 検査の前後一カ月間でよろしいでしょうか。 

回答 はい。「歯周病検査を実施する場合において」となっておりますので、前後 1 カ月以内が適当かと思われます。 

 

 

アンケートにご協力頂きましてありがとうございました。 
 


