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○診療情報提供の基本的な考え方○

　患者に対する治療、療養上の指導管理に際して、提供する文
書は、検査結果等を踏まえた病状や治療計画、療養及び生活習
慣上の指導、留意点等について、主治医がその時点において必
要と判断した内容を分かりやすく記載して提供することが大切
である。この文書によって、患者はその説明を受けた内容につ
いての理解を深め、また、忘備録として利用し、内容を再認識
することによって、自己の療養に役立てることが出来る。これ
が文書提供の目的と考える。
　当初に過多な情報の提供は、かえって患者の理解を妨げるこ
とになる恐れもあり、記載内容はその指導の時々において必要
な内容を簡潔に記載し、指導管理を重ねるごとに内容を深めて
いくことが大切であると考える。
　なお、日本歯科医師会は、今後とも文書提供の在り方等につ
いて検討し、引き続き、関係機関等と協議を重ねていきたい。

◦具体的な指導管理および文書記載上の留意点
⑴患者の立場に立って指導管理し、診療情報を提供する。
⑵�その時点において必要な内容を簡潔に分かりやすく記載して
過不足なく情報を提供する。
⑶�前回の指導管理後の患者の状態の変化を把握して、次の指導
管理を行う。

　なお、提供文書の実際の作成に当たっては、記載要項を充分
に理解して、後段に記載の「項目別指導管理等内容一覧」を、
また、必要な場合は「歯科診療に係る指針」（日本歯科医学会，
�007 年 11 月）を参照されたい。
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○文書様式１～４の特色と利用方法○

　平成 �0 年度改定で新しく導入された「歯科疾患管理料」に使
用する文書様式を「様式１　初回用及び継続用」、「新製有床義
歯管理料」を「様式２」、「後期高齢者在宅療養口腔機能管理料」
と「退院時共同指導料」を「様式４」として策定した。

　従来からの「歯科衛生実地指導料」「訪問歯科衛生指導料」に
使用する文書様式は「様式３」とした。

　補綴物維持管理料については様式２で対応するものである。

　様式１及び様式４は厚生労働省の示した様式に準じたもので
あり、日本歯科医学会の「歯科疾患の総合的管理及び高齢者の
口腔機能評価に係る基本的考え方に関する検討会」での取りま
とめに基づくものである。

　なお、患者の指導管理および情報提供に当っては次の内容を
考慮して下さい。

　歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況、生活習慣の改善目
標、患者の基本状況（全身の疾患 (基礎疾患 )の有無、服薬状況等）、
口腔内の状態（プラーク及び歯石の付着状況、歯牙及び歯肉の
状態等）、必要に応じて実施した検査結果（エックス線写真撮影
による検査、歯周組織検査及びその他の検査）等および、治療
方針。
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文書様式１－初回用

歯と口の治療管理

使用方法

　・歯科疾患管理料を算定する際の初回には「様式１初回用」を使用

　・�患者さんに直接用紙の太枠の中の「お名前」欄の記入と、その下の６
項目について□にチェックを入れて提出してもらう。

　　※�患者さん自身で様式の必要欄へ記入することが困難な場合は、お名
前欄を含め、ご家族による記入は認められる。

　・太枠の下の項目については医療機関で記入する。
　　　①歯・歯肉の状態・検査結果欄
　　　　　所定の歯周組織検査結果に基づき□欄にチェックを入れる。
　　　　　必要に応じ歯式欄を活用する。
　　　②治療予定欄
　　　　　�その時点における治療予定を□欄にチェックを入れて情報提供

する。
　　　　　�「むし歯」については（つめる・冠・根の治療）の中に○印を付

ける。
　　　　　�その他の必要事項があった場合は「その他」欄にチェックをし

て（　）内に分かりやすく記載する。
����　③気をつけて貰う事項欄
　　　　　�喫煙、食生活習慣、歯磨きの仕方、清掃用品の使い方について

□欄にチェックを入れて情報提供する。
　　　　　具体的な内容があれば（　）欄を活用する。

　・�医療機関名、担当歯科医欄に記載し、内容を分かりやすく説明した上
で患者さんに提供する。

　・�その際に患者さんに右下の確認欄（上記の説明を受けました）にチェッ
クを入れて貰う。
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文書様式１－継続用

歯と口の治療管理

使用方法

　・�歯科疾患管理料で２回目以降の文書提供をする際には「様式１継続用」
を使用

　・�２回目以降の文書提供が必要とされるのは、管理計画に変更等があっ
た場合であるが、変更がない場合でも３ヶ月に１回以上提供する。

　・初回用と同様に各項目について医療機関で記入する。
　　　①歯・歯肉の状態・検査結果欄
　　　　　所定の歯周組織検査結果に基づき□欄にチェックを入れる。
　　　　　必要に応じ歯式欄を活用する。
　　　②治療予定欄
　　　　　�その時点における治療予定を□欄にチェックを入れて情報提供

する。
　　　　　�「むし歯」については（つめる・冠・根の治療）の中に○印を付

ける。
　　　　　�その他の必要事項があった場合は「その他」欄にチェックをし

て（　）内に分かりやすく記載する。
����　③気をつけて貰う事項欄
　　　　　�前回の注意事項の内容を踏まえて、更に留意して貰う内容を喫

煙、食生活習慣、歯磨きの仕方、清掃用品の使い方について□
欄にチェックを入れて情報提供する。

　　　　　具体的な内容があれば（　）欄を活用する。

　・�医療機関名、担当歯科医欄に記載し、内容を分かりやすく説明した上
で患者さんに提供する。



7



�

文書様式２

義歯・ブリッジ・冠の管理

使用方法

　・�「補綴物維持管理料」及び「新製有床義歯管理料」の文書提供をする際
には「様式２」を使用する。

　・�ブリッジ、冠の装着に際して補綴物維持管理料を算定する場合は、左
上の「補管」に○を付け、装着日を記載し「ブリッジ、冠の管理」欄
にチェックを入れる。

　・�義歯装着に際して、新製有床義歯管理料を算定する場合は、左上の「義
歯管理」に○を付け、装着日を記載し、「ブリッジ、冠の管理」欄にチェッ
クを入れる。

　・�いずれの場合も、その他提供すべき情報がある場合は、（その他の情報）
欄に記載する。

　
　・�補綴物維持管理料の場合は「開設者」に、新製有床義歯管理料の場合は「担
当歯科医」に○を付ける。

　　※開設者と担当歯科医が同一人の場合は○は不要。
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文書様式３

専門的口腔ケア

使用方法

　・�「歯科衛生実地指導料」及び「訪問歯科衛生指導料」の文書提供をする
際には「様式３」を使用する。

　・�２回目以降の文書提供が必要とされるのは、指導内容等に変更があっ
た場合であるが、変更がない場合でも３ヶ月に１回以上提供するもの
とする。

　・左上の「実地指」「訪衛指」のいずれかに○を付ける。

　・�「歯と歯肉の状態」欄は該当する項目にチェックを入れる。歯式欄も利
用できる。

　・�実地指に際して、プラークスコアの検査結果は原則カルテ記載である
が、必要に応じて歯式欄にチェックを入れて記録することも可能であ
る。算出結果は「プラークスコア（　%）」に記載する。

　・口腔ケアの内容は「口腔ケア指導」欄に要点を記載する。

　・指導を実施した時間を（　：　～　：　）欄内に記載する。

　・担当歯科医、担当歯科衛生士名を記載する。
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文書様式４

歯と口の機能と治療管理

使用方法

　・「�後期高齢者在宅療養口腔機能管理料」と「退院時共同指導料」を算定
する場合は「様式４」を使用する。

　・�様式４は日本歯科医学会の「歯科疾患の総合的管理及び高齢者の口腔
機能評価に係る基本的考え方に関する検討会」での取りまとめに基づ
くものである。

　　�日本歯科医学会「歯科診療に係る指針」（�007 年 11 月）の「７章高齢
者の口腔機能評価に係る基本的考え方」を参考にされたい。

　・�２回目以降の文書提供が必要とされるのは、管理計画等に変更があっ
た場合であるが、変更がない場合でも３ヶ月に１回以上提供するもの
とする。

　・�左上の「在口管」「退院時共同指導」のいずれかに○を付け、文書提供
する日付を記載する。

　・�各項目について□欄にチェックを入れ、必要な場合は（　）内に内容
を記載する。

　　　①全身の状態
　　　　　具体的な治療中の疾患名、薬剤名は（　）内に記載する。
　　　　　低栄養リスクは体重の変化等で評価する。
　　　②歯と口の状態
　　　　　�清掃の状況、口腔乾燥、むし歯、歯周疾患、口腔軟組織疾患、

義歯の使用状況、噛み合わせの安定について確認し、□欄に
チェックを入れる。

　　　　　必要があれば歯式欄も利用できる。
　　　③口腔機能の状態
　　　　　咀嚼機能、節食・嚥下機能・発音機能について評価する。

　・担当歯科医名を記載する。
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歯科保健項目
ライフステージ別
指導項目 ライフステージ別指導項目

妊産婦、乳幼児 学童・生徒期 成人期 高齢期

歯牙の構造と特徴（不
潔域、小窩・裂溝など）

食事と栄養につい
て

子どもの基礎的な
生活習慣・食生活
に関する指導

咬むことの重要性 根面う蝕について

齲蝕の原因 つわりと口腔清潔
に関する指導

家庭でのセルフケ
ア方法について

新陳代謝の減衰
に関する指導 噛むことの重要性

プラークについて 母子感染に関する
指導 間食に関する指導

咬合関係と運動能
力・集中力に関す
る指導

新陳代謝の減衰
に関する指導

齲蝕の病状について（変
色、疼痛、口臭、腫脹
など）

喫煙習慣に関する
指導

乳歯齲蝕の治療の
重要性に関する指
導

口臭に関する指導 残存歯数と全身の
関係

再石灰化について
妊娠中および出産
後の受診制約と自
己管理の重要性

食事に関する指導 喫煙習慣等の生活
習慣に関する指導

食事と栄養につい
て

むし歯の予防 口腔の発達と離乳
に関する指導

混合歯列期の指導
（歯牙の交換に関
する指導）

ストレスと歯周疾
患の関係について

生活習慣に関する
指導

歯牙の変色の原因（喫
煙、飲料等）

歯の萌出に関する
指導

幼若永久歯に関す
る指導

暴飲、暴食と歯周
病について

咬合関係と咀嚼能
力について

歯列不正とう蝕につい
て 間食に関する指導 若年性歯周病につ

いて
新陳代謝の減衰
に関する指導 口臭に関する指導

ブラッシングの必要性 幼児期の食事に関
する指導

歯列不正と歯周炎
の関連について

全身疾患と歯周病
の関係

喫煙習慣に関する
指導

歯牙の喪失に伴う全身
機能（運動、バランス
など）との関連

幼児期の全身疾患
と口腔状態との関
連に関する指導

フッ化ナトリウム
などのフッ化化合
物について

残存歯数と全身の
関係

残存歯と咀嚼機能の関
係について

キシリトールの作
用と代替甘味料の
役割

全身疾患と歯周病
の関係

全身疾患（誤嚥性肺炎、
敗血症など）との関連 噛むことの重要性 常用薬剤と歯周病

の関係

服用薬剤と口腔との関
連

摂食・嚥下機能の
状況について

自己管理の重要性

定期健診の重要性 発言機能について

①歯科疾患管理上の留意点

項目別指導管理等内容一覧
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項目別指導管理等内容一覧

義歯の指導管理上の留意点

1、プラークコントロールに関する指導
◦�染め出しによるプラークの付着状態の確認と除
去方法の指導および除去後の確認
◦�患者さんのブラッシング方法を確認した上で修
正指導

3、プラークコントロールのための技術指導
◦寝る前の歯磨きをする効果について
◦食後の歯磨き効果について
◦�歯磨きに要する時間について
◦基本的な歯磨きの方法について
�（バス法、スクラブ法、スティルマン法、チャー
　ターズ法から選択）
◦�歯磨剤の使用およびその量について

2、プラークコントロールのための用具に関する指導
◦�歯ブラシについて
◦歯ブラシの選択方法
◦電動歯ブラシの特徴について
◦歯ブラシの交換時期
◦補助用具について
◦フロスの使用目的について
◦歯間ブラシの使用目的、適応症について
◦歯間ブラシの選択について
◦舌ブラシの選択と使用法について
◦用途別歯ブラシとその使用法

4、部位特異性の口腔清掃の指導
��歯頚部のブラッシング
��根面のブラッシング
��隣接面のブラッシング
��補綴物装着部位のブラッシング
��智歯のブラッシング

　歯科医師の指示による歯科衛生士の1�分以上の実施指導を行う。

歯科衛生実地指導
訪問歯科衛生指導上の留意点

1、装着した義歯の取り扱いに関する指導
◦食後の義歯の取り扱い
◦夜間の取り扱い
◦義歯の着脱方法
◦義歯の清掃方法
◦義歯の保管方法
◦義歯による疼痛への対応法
◦定期的調整の必要性

4、義歯装着の効果に関する指導
◦咬合位、咀嚼力の回復について
◦発音機能の回復について
◦審美性の回復について
◦装着による運動機能の向上について

2、装着した義歯への慣れに関する指導
◦義歯の装着による違和感
◦義歯装着当初の発音
◦義歯での咀嚼には限界がある事の認知
◦義歯を舌でもてあそばない

5、義歯による疼痛、疾患のリスク
◦口腔カンジダ症
◦義歯による褥創性潰瘍
◦残存鉤歯の過重負担
◦デンチャープラークの影響

3、義歯装着後の口腔内の管理に関する指導
◦残存歯のプラークコントロールの重要性
◦義歯床に接する口腔粘膜面の自己観察
◦鉤歯に対するブラッシングの必要性



あとがき
　中央社会保険医療協議会（中医協）は平成 18年度改定による文書提供の実態を把
握するために、検証部会において患者調査を実施した。これらの調査結果等を踏まえ
て、文書提供のあるべき姿が検証部会及び総会において協議されたが、本会からは平
成 18年７月～９月に行われた全会員アンケート調査結果の全てと、具体的な改善要
望書を提出し、18年度改定による義務化がいかに臨床現場を混乱させ、円滑な患者
への診療提供を阻害しているかを訴えた。
　これらの協議結果と日本歯科医学会の検討会（本会から３名参加）の結果を踏まえ
て、改定原案が厚労省より平成 20年度診療報酬改定の主要項目の一つとして提案さ
れた。基本問題小委員会および総会において協議の結果承認された。
　実際の文書の様式については原案を準用することとなり、協議の上、本様式を決定
した。
　なお、本会としては歯科衛生士による実地指導等における文書提供についても改善
すべき今後の問題として考えいる。
　最後に、４月から、臨床の現場において十分に活用されて、患者への適切な情報の
提供が成されることを期待すると同時に、ご協力いただいた各関係機関ならびに関係
各位に心からの感謝の意を表します。

平成 20年３月　㈳日本歯科医師会


