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【説明】歯科医療（その２）について 

 

 

 

 

 

 次に、「歯科医療について（その２）」を議題といたします。 

 事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほうより説明のほうをお願いいたします。 

 では歯科医療管理官、よろしくお願いいたします。 

 

  ▼ これが最後の議題だが、関心の薄いテーマなのか、傍聴者が一斉に退出。でも、こんなに盛り上がるとは。 

 

 

 はい。歯科医療管理官でございます。 

 資料「総－６」をご覧ください。 
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 ２コマ目でございますが、「歯科医療（その２）」につきましては、 

  

 歯科の外来診療と、 

 口腔疾患の重症化予防、口腔機能の低下への対応 

  

 という２点の観点から説明をさせていただきます。 
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 ３コマ目をご覧ください。 

 これは既存の資料でございます。 

 歯科外来診療の特徴を示したものでございます。 
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 ４コマ目。 

 こちらも既存の資料でございまして、院内感染防止対策、 

 平成 30年度に行いましたイメージ図を示してございます。 
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 資料５（＝５コマ目）をご覧ください。 

 歯科医療における院内感染対策でございますけれども、 

 平成 30年度に院内感染対策を推進する観点からですね、基本診療料の見直しを行っております。 

 そちらの施設基準が真ん中の点線で囲っている所でございます。 

 施設基準の赤色で示している所でございますが、 

 「研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上が配置されていること」 

 というような施設基準がございます。 

  

 そちらの下の院内感染防止に必要な対策といたしまして、 

 診療報酬の評価の充実というようなこととか、 

 医療従事者に対する研修の充実 

  

 というようなことがアンケート調査で分かっております。 
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 それと６コマ目でございますが、 

 院内感染防止対策に対する関心がですね、現在高まってきており、 

 適切な滅菌処理方法の周知、運用というようなことについては喫緊の課題 

というふうに考えております。 

 

 そこでですね、平成 31 年、今年の３月 29 日に、 

 歯科診療時の院内感染対策に係る指針の第２版 

 というようなものが日本歯科医学会から取りまとめられております。 

 この中で、機器の取扱い方法とか洗浄とか仕分けなどですね、 

 院内感染防止対策に係る一連の取組につきまして、より適切に実施するよう、 

 当該業務を行う職員に対しても研修を実施することが重要というように考えております。 
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 ７コマ目をご覧ください。 

 ７コマ目からは、こちらのほうからは歯科の外来診療環境体制加算についてでございます。 

 

 こちらの歯科の外来診療環境体制加算の、 

 こちらの施設基準が真ん中の点線の所に示してございます。 

 この中に赤字で示しておりますが、 

 「歯科衛生士が１名以上配置されていること」 

 というような施設基準がございます。 

 

 ちょっと真ん中にですね、すごいちっちゃい字で恐縮ですけれども、 

 歯科衛生士要件が施設基準になっている主な届出というようなものが書かれておりまして、 

 こちらのほうに書かれているものにつきましても、施設基準の中に、 

 「歯科衛生士が１名以上配置されていること」 

というような施設基準が設けられてございます。 
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 ８コマ目をご覧ください。 

 歯科医療機関における歯科衛生士についてでございますが、 

 歯科衛生士の歯科医療機関の歯科衛生士の数につきましては、 

 ０から１人というようなものが多い傾向となっておりまして、 

 歯科衛生士１名の動向によって施設基準を満たさなくなったりというような可能性もございます。 

  

 右下の図をご覧ください。 

 こちらのほうは、近年の歯科衛生士の求人倍率でございまして、 

 近年は 20 倍を超えているというような状況になっておりまして、 

 歯科衛生士の雇用は困難となっております。 
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 次、９コマ目をご覧ください。 

 こちらのほうは「参考」でございますが、 

 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準をこちらに示しております。 

  

 この下線部が引いてある所でございますが、 

 こちらの施設基準につきましては、 

  

 「歯科医師が複数名配置されていること又は 

 歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ１名以上配置されていること」 

  

 というような施設基準になってございます。 

 こちらも「参考」でございます。 
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 10コマ目をご覧ください。論点でございます。  

 

 歯科外来診療における院内感染防止対策を充実させるため、 

 常勤の歯科医師だけでなく、 

 関係する職員を対象とした研修を行うこととしたうえで、 

 基本診療料の評価を見直すこととしてはどうか。 

  

 ２つ目の論点でございます。 

 歯科衛生士の配置等の歯科外来診療環境体制加算の施設基準について、 

 必要な見直しを行うこととしてはどうか。 

  

 また、歯科外来診療環境体制加算以外の施設基準における 

 歯科衛生士の配置要件についても見直してはどうか。 

 という２点でございます。 
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 11コマ目以降が、 

 口腔疾患の重症化予防、 

 口腔機能低下への対応の充実について、でございます。 
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 12コマ目をご覧ください。 

 こちらのほうは「歯科疾患管理料」という管理料の概要を示してございます。 

 この歯科疾患管理料には、下のほうの一覧でございますが、 

 歯科疾患管理料の加算というものは、かなり付いておりまして、 

 後ほど、下から２つですけれども、 

 

 小児口腔機能管理加算と、 

 口腔機能管理加算 

  

 につきましては、後ほど説明させていただきます。 
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 13コマ目をご覧ください。 

 13コマ目でございますけれども、こちらも既存の資料でございまして、 

 初診時に歯科疾患管理料を算定して、その３カ月後までに再診がないケースが一定程度 

認められているというような現状でございます。 
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 14コマ目をご覧ください。 

 こちらのほうは、歯科の「長期的な継続管理の効果」について示したものでございます。 

 

 歯科治療が終わったあとにですね、長期的な継続管理を行うと喪失歯が減少するなど、 

 良好な口腔状態を維持できるというようなことが歯科の中ではかなり前から認められている 

というような状況になっておりまして、 

 10年後の効果でありますとか、 

 ６年後の効果というようなものも、こちらのほうに記載してございます。 
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 15コマ目をご覧ください。 

 こちらのほうは、「歯周病安定期治療」というようなものでございますが、 

 こちらのほうは歯周病の継続管理の一例でございます。 

 

 ただし、こちらの算定要件といたしまして、 

４mm以上の歯周ポケットを有していないと算定できない、 

というような算定要件が記載されております。 
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 16コマ目が……。 

  

  ▼ マイクから音が出なくなったため交換。会議開始からもうすぐ３時間。バッテリー切れか。 

  

 すいません。失礼いたしました。 

 16コマ目が歯周病の特徴とかを示したものでございます。 
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 17コマ目は、う蝕の継続管理について示したものでございます。 
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 18コマ目からは、先ほどの歯科疾患管理料の加算のものについて説明をしております。 

 18コマ目は、小児口腔機能管理加算というようなもので、 

 真ん中のオレンジの所ですね。 

 オレンジの所の、検査とかを行っているという形になっているおりまして。 
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 全ての検査とかを行おうとすると、検査の診察等に時間がかかる 

というようなことがアンケート結果で、19コマ目に記載されてございます。 
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 20コマ目でございますが、 

 こちらのほうは口腔機能管理加算でございまして、 

こちらのほうも真ん中のオレンジの検査とかを行っているという形になっておりまして。 
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 21コマ目に、 

 「検査・診察等に時間がかかる」というような方が一定程度いる、 

 というようなアンケート結果になってございます。 
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 22コマ目の論点でございます。論点、３つございます。 

 １つ目でございますが、  

 歯科疾患管理料において、その趣旨等を踏まえ、初診時の評価を見直す等、 

 必要な見直しを行うこととしてはどうか。 

 また、歯科疾患の継続管理において、長期的な継続管理の評価を充実させることとしてはどうか。 

  

 ２つ目でございます。 

 歯周病安定期治療の対象となっていない歯周病患者に対する継続的な治療を新たに評価してはどうか。 

  

 最後の論点でございます。 

 歯科疾患管理料の口腔機能管理加算および小児口腔機能管理加算は、 

 現在と同様に歯科疾患管理料と関連づけたうえで 

 歯科疾患管理料とは別の日でも算定できるようにするなど、必要な見直しを行ってはどうか。 

 でございます。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。 

マイクがちょっと、皆さん切れて……、あ、再開しましたか。  
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【質疑】歯科医療（その２）について 

 

 

 
 

 

 では、ただいまの説明に関しまして、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 では林委員、よろしくお願いいたします。 

 

 はいありがとうございます。 

 まず、９コマ目（＝10 コマ目）の論点に従って発言いたします。 

 １つ目の論点ですが、院内感染防止対策につきましては、前回の議論の際にも申し上げておりますが、 

 日本歯科医師会といたしましても、その普及を進めてまいりました。 

 今後も、引き続き推進し、稼働している全ての保険医療機関が届出をし、 

結果、残りの減算による部分は早期に撤廃できるよう努力したいと思っております。 
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 研修につきましては、日本歯科医師会は、e ラーニングシステムなど、 

さまざまなメニューを実施しており、関係職員も含め、 

今後も引き続き推進に取り組みたいと考えております。 

 その上で、基本診療料について地域歯科医療においてあるべき姿を維持できるよう、 

充実した制度設計を検討いただきたく思ってございます。 

 

 ２つ目の論点でございます。 

 歯科衛生士不足はこれまでも主張しておりますので、厚労省の提案に賛同いたします。 

 該当するいくつかの施設基準に関し、現場での混乱が少なくなるよう配慮し、 

施設基準を届出した医療機関が地域で継続して歯科医療貢献ができるよう、 

お願いいたしたく思ってございます。 

  

 

  

 次に 22コマ目の論点に沿って発言いたします。 

 １つ目の論点ですが、歯科疾患管理料の在り方の見直しについては、 

継続的な管理として初診時の見直しと、長期管理の導入ということで理解いたしました。 

 ただ、現場では長期管理を妨げる「１初診中に１回限り」といった通知内容にも影響を受けており、 

柔軟に実施できていない部分に関しましては、より推進するよう整備していただきたく思っております。 
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 ２つ目の論点ですが、歯周病予防は「骨太方針」にも記載されており、重要な課題と考えております。 

 口腔の健康は全身の健康につながることより、できるだけ早期から歯周病の継続管理ができ、 

結果、国民に資するような制度設計をお願いいたします。 

 また、糖尿病と歯周病の相互関係のエビデンスも明確となってきており、 

医科歯科連携のさらなる推進の下、多くのかかりつけの歯科医が取り組みやすく、 

 さらに歯周病患者へ、より効果の上がる対策を講ずるようお願いいたします。 

 

 

 

 最後の論点ですが、前回の改定で導入されました口腔機能管理加算や、小児口腔機能管理加算は 

まだまだ算定が伸びておりません。 

 現状、歯科疾患管理料の「加算」という立て付けになっており、 

歯科の本体の算定における、さまざまな制約のため弊害が出ていることも分かっております。 

 特に、初診から一定期間経過した後に発症した場合、 

疾患がないと口腔機能管理加算が算定できない不合理は見直しをお願いいたしたく思っております。 

 また、歯科疾患管理料は虫歯患者の入れ歯のみの場合は算定できないので、義歯を作成した場合は、 

その後の調整等は低栄養など超高齢社会において非常に重要な視点でございます。 

 現場の実態に合わせ、必要な患者に必要な管理が実施できる視点からも見直しをお願いしたく 

思っております。以上でございます。 
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 ありがとうございましたほか、ほか、いかがでございましょう。では吉森委員、お願いいたします。 

 

 

 すいません、10ページ目の１つ目の論点ですけれども。 

 

 

  

 院内感染防止対策の充実の目的として、職員対象者研修を行う、 

これを条件として基本診療料の評価を見直す。 

 こういう、この流れの意図がいまいちよく理解できておりませんし、 

 研修……、95％はもう、こう、やってるわけで、残りの５％のためにさらに研修をする。 

 研修をするのは当然の責務だと思ってますんですが、この辺の、 

 それで、こう意図を、見直すという意図っていうのを、いまいち理解ができておりません。 

 また、職員を対象にする研修っていうことで、 

 歯科衛生士でもない無資格という方なのかどうなのか、よく分かりませんけれども、 

 そういう方が専門知識が全くあるのかないのかも含めて、 

 この洗浄、滅菌等の重要性を認識して正確な手順で行えるようにするっていうのは、 

 研修内容っていうのは、相当、こう、きちんとした歯科医師会 e ラーニングっていう、 

今、お話がありましたけれども、 

 その中身、在り方が非常に重要な論点になるんだろうというふうに思いますんで、 

 歯科医師会との連携とか、日本歯科医師学会（ママ）の院内感染に関わる指針、 

 まあ、こういうものをしっかりと踏まえた研修内容と、その実施主体のどこがやるのか、 

 こういうことも明確にこう……、して、 

 具体的な標準的な研修対応案というものが必要ではないかなあというふうに思っております。 

 

  ▼ 歯切れが悪い。中医協の伝統なのか、保険者は日本歯科医師会に甘い。 

http://chuikyo.news/


 

159 
Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

  

 そういうものを踏まえて、明確にした上で、 

 基本診療料を見直していくっていうのは、 

どういうところを見直すのかっていうところの議論をしていく必要があるのかなあ 

というふうに考えております。 

 現行の施設基準では、研修を受けた常勤の歯科医師１名以上配置ということになってますけれども、 

 この評価の見直しをするっていうんであるならば、例えば歯科医師の研修を受けた１人以外に、 

研修を受けた職員が勤務している日に限って算定するとか、 

 いろいろ考え方として算定要件の工夫が必要なのかなあというふうに考えております。 

 

 ２つ目の論点ですけれども、これはちょっと、もう１つ理解が進まないんですが、 

 歯科衛生士の深刻な人材不足。それによって配置が困難だと。 

 この資料を見ますと、（求人倍率が）20倍の、ということなんですけれども、 

 配置基準における、その配置要件、 

 施設基準における配置要件を見直したいっていう論点の提示にとってですけれど、 

 やはり患者にとって、より安全で安心な診療環境の観点ということから言えば、 

 歯科衛生士さんが全くいなくて大丈夫なの？ 

 歯科衛生士さんが、こういう要件に入っている根拠は何なの？ 

 というところは、現場実態が分かりませんのでちょっとご説明をいただければありがたいなあ 

というふうに思っております。 

 求人倍率が現在でも 20 倍以上だと。 

 さらに、増加傾向にある現状を踏まえると、 

 確保困難な状況というのは、今後すぐに、これは解消できるっていうことではない 

というふうに思いますし、 

 こういう状況を勘案しますと、 

 やはり、人手不足の対症療法的な施設基準の見直しって言うんであれば、 

その場合、医師のみ緊急対応になるっていうことでございますんで、 

 やはり原則的には歯科衛生士さんの役割は何なのか、 

今後、どのような、そういう対応策、役割をシフトしていくのか。 

 さらには、現状の観点から踏まえれば、 

将来に向けて歯科医療機関がどういうふうな対応をしていくのか。 

 これは中医協の議論ではないと思いますけれども、 

 やはり、日本歯科医師会の皆さんも含めて、歯科医師の医療機関の在り方の骨太の議論というのは、 

あってしかるべきなのかなあというふうに考えております。 

 今後、こういう改定をしていく、見直しを図るということでは、 

 こうした前提となる基本方針をしっかりとこう、踏まえた上で、 

 将来の歯科医療機関の在り方について、それを実現するための具体的な取組を体系的に議論し、 

 評価項目の見直しをしていく、 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

160 Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 基準の報酬を見直していくっていう手順が必要ではないかというふうに考えております。 

 以上が意見でございます。 

 ちょっと、歯科衛生士さんの考え方、状況について 

事務局か歯科医の先生から教えていただければと思います。 

  

  ▼ 本当にこの人の話は長い。酔っ払いの上司がグダグダと部下に説教しているような感じだが、たまに面白いことを言う。 

  

 

 じゃあ、補足をお願いいたします。 

 

 

 はい。歯科衛生士の状況でございますが、 

実際に今、現段階では就業している歯科衛生士の数がだいたい 12万人ぐらい 

というように言われておりまして、 

 歯科クリニックの数がだいたい６万８千軒というような状況となっておりますので、 

 だいたい１人から２人と。平均するとですね。 

そういうような状況ですが、そういうような状況になっているんですけれども、 

 

 

 

今、やはり募集をしてもほとんど来ないというような現状になっておりまして、 

 施設基準につきましては、９コマ目に示しておりますように、 
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 歯科衛生士が、 

確保が困難であるので歯科衛生士の要件を全て撤廃してしまうというようなことではなくて、 

どちらかと言うと、こちらの９コマ目に示しておりますように、 

 「歯科衛生士が複数名いる」というようなものも、 

その施設基準に加えたいというふうに思っております。 

 

 

 

 業務範囲としては、歯科医師は歯科衛生士の業務範囲を全て網羅しておりますので、 

 どちらかと言うと、 

 

まあ……、レベルアップ（苦笑）、 

 

 というようなものになるのかなあというふうに考えておりますし、 

 その歯科医師の……、 

 そういうような施設基準を目指したいというふうに思っております。 

 ただ、「歯科医師が複数名いる」っていうような歯科医療機関も、 

そう多数あるわけではございませんので、 

 若干の緩和にしかならないかもしれないですが、 

 今、現段階ではこういうような対応を図りたいというふうに思っているところでございます。 
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 はい。ありがとうございます。 

 歯科衛生士さんの代替えとして、歯科医師っていうことですよね？ 

  

 （委員ら、笑い） 

 

  ▼ ウケる。 

 

 

 

 

 では林委員、若干、補足をお願いいたします。 

 

 はい……、まあ、あの……（笑い）、 

 補足、 

 「歯科衛生士の補足に歯科医師」という、そういう考えは全くございませんけれども、 

 歯科衛生士を雇用していて、それなりの施設基準を算定していた医療機関が、 

 １人以上おればいいんですけれども、 

 多くは０から１人という所が多ございますので、 

その１人が何らかの形で休職したり退職したりという形になった場合に、 

 歯科衛生士の雇用が今、現状、非常に厳しい状態ですので、 
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それに代わるという意味合いでの歯科医師の担保というところを含めて。 

 地域医療の継続性というか、重要性で国民に迷惑をかけない、 

そういった医療機関を継続して続けていきたいって、そういう意味合いがございます。 

  

 

 実情はよく分かりましたけれども、 

今は（改定基本方針の）「重点課題」になっている医師の働き方改革に関して、 

 タスクシフトに関してっていう観点から言うと、 

どんなもんなのかなっていうふうに思わざるを得ないっていうことだけ、これは意見です。 

  

 

 ほか、いかがでございましょう。 

 では事務局、よろしくお願いいたします。 

  

 

 はい。もともとの施設基準の趣旨としては、歯科医師と歯科衛生士ということでしたが、 

 「歯科専門職が複数名」というようなことが、もとの趣旨でございます……、 

もとの趣旨というふうに考えておりますので、 

 「歯科医師が複数名」というようなことになっても、 

もとの趣旨と変わることはないというふうに考えております。 

 

 

 ほかいかが、では佐保委員、お願いいたします。 

 

 

 はい、すいません。 

参考までに教えていただきたいんですけど、歯科衛生士で国家試験合格したら登録、 

 有資格者になるんだと思うんですが、 

 有資格者の数ってどれぐらいいるんでしょうか？ 

 

 

 すいません、国で実施している調査につきましては、 
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就業している歯科衛生士の数しか把握できておりませんで、 

 就業歯科衛生士につきましては、12 万人というような数になっております。 

 

  ▼ 診療報酬改定を審議する中医協では、医科・歯科・調剤はきっちりやるが、歯科はテキトーである。 

 

 

 あの……。 

 今日じゃなくても教えていただければ……。 

 たぶん、多分登録しているはずなんで数は分かると思いますんで、よろしくお願いします。 

  

 

 では幸野委員、お願いいたします。 

  

 

 歯科衛生士のことになったんで、歯科衛生士の所からちょっと発言させていただきますが、 

 今、事務局のほうから歯科衛生士の業務については、医師が担ってやるということであれば、 

それは異論なかろうかと思います。 

 

 そもそも歯科衛生士が不足しているということなんですけど、 

 これ、歯科診療所の数の多さにも問題ありますし、 

 この間出た実調（＝医療経済実態調査）でですね、給与水準を見てみると、 

非常に下位ランクに位置されているということで、 

 不足してるっていうことじゃなくて、 

採用競争力が弱いっていうことじゃないかというふうに思います。 

 歯科もプラス改定が続いてる中で、 

そのプラス改定がこの歯科衛生士の給与に反映されてないんじゃないかなと、 

 そういったところも１つ、競争力を弱めてるところがあるので、 

 そういった努力もしていただくということで、あえて反論は申し上げない、というふうに思います。 

 

 それから２点目の、院内防止対策なんですけど、これは充実していく方向ということで、 

 本来であればエビデンスを出していただきたかったんですけど、 

出していただけないということなので、 

 この点数については、改定率を見て、 

 ほかの診療報酬点数と整合を取るような形での設定をぜひお願いしたいというふうに思います。 
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 それから、２点目の 22 ページ目の歯科疾患管理料なんですが、 

 これは継続的な管理を行う観点から、継続した場合に取るというのが本筋なんですが、 

 初診料の評価については、ぜひ見直しを行っていただきたいというふうに思います。 

 それと、これを継続的に取るんであれば、 

これ、算定要件が患者の同意と管理計画をしっかりと説明するということになってますんで、 

 そこはしっかりやっていただきたいというふうに思います。 

 

 それから、４mm未満の歯周ポケットを有する軽度な歯周管理に対する継続的な治療 

ということについては、 

 やはり、漫然とした治療が行われないように、一定度のアウトカム評価を入れるべきじゃないか 

というふうに思います。 

 

 それから口腔機能管理加算とか、小児の加算の別日算定については、特に異論はありません。 

以上です。 

  

 

 はい、ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。 

では宮近委員、よろしくお願いいたします。 

 

 院内感染防止対策についてですけれども、 

 これを振り返って前回の改定時のことを考えますと、 

 そもそも医療機関が自主的にやる院内防止対策は、 

感染防止対策は医療機関が自主的に行うということが大前提である、 

そういう前提のもとに議論があって、 
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 初診料あるいは再診料が引き上げられた経緯があったかと思います。 

 今回はさらに職員に対する研修を行うということで、 

基本診療料を見直して評価するという提案がなされているわけですけれども。 

 診療業務に必要な研修を行うということは、歯科に限らず当然のこととして、 

やはり医療機関では行われていると思います。 

 特に、研修というものは先ほど林委員から e ラーニングとか、そういう話がありましたけれども、 

 例えば、 eランであれば、もう 15 分とか 50分で終わりますんで、 

 具体的に、どういうイメージをしているのか、事務局にお伺いしたいんですけれども。 

  

 

 では事務局。 

  

 

 はい、ありがとうございます。こちらの、今、現行の施設基準におきましては７コマ目にございます。 

 ７コマ目ではないか、５コマ目にございますけれども、今は研修を受けた常勤の歯科医師が１名以上

というような形になっておりまして、 

 おそらく、この６コマ目の、 
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 歯科の医療機関の中でですね、 

 器具を洗浄したり滅菌したりというのは、 

おそらく歯科衛生士以外の院内のスタッフが行っているんだろうというふうに想像されます。 

 

 

 

 そういうような歯科医師以外の職員が滅菌とか、その重要性とか、意義を知らずにですね、 

やっていたら、 

 何て言うんですかね、言葉は悪いですけども、 

 

 「ここは省略しちゃおうかな」 

 

とかですね、 

そういうようなことが起こらない、というようなことも限らない、ということもありまして、 

 研修を受けた常勤の歯科医師以外のですね、スタッフについても、 

きちんと研修を受けていただくというように考えております。 

 院内感染のための基本的考え方とか具体的方策とかっていうようなことを周知徹底する、 

 ということで院内感染対策の向上を図る。 

 最終的には、今、現段階でこのような規定を設けておりますけども、 

 最終的には 100％を目指してですね、 

 このような施設基準は将来的には撤廃したいというふうに考えているところでございます。 
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 ありがとうございます。説明はお伺いしましたけれども、 

 100％院内感染防止対策をするというのは当然のことだと思いますし、 

 医療機関としては例外があってはいけないことだと思う思います。 

 ６ページ目に院内感染対策、防止の流れが表示されてるんですけれども、 

 これはもうマニュアルであって、 

 「こういうことをやりなさい」ということを書いてるだけのことであって、 

 別に研修でどうのこうのっていう話では必ずしもないような感じがします。 

 やはり、院内感染防止対策は医療機関が当然、自ら行うべきものであって、 

 診療報酬で評価するということは果たして適切なのかということについては、 

そもそも疑問があります。 

 いろんな状況あるんでしょうけれども、 

 診療報酬でさらに、 

 前回の改定に加えて、さらに評価するということは慎重に対応していくべきではないかと思います。 

 

 

 ほかいかがでございましょう。では林委員、お願いいたします。 

 

 はい。今、宮近委員のおっしゃったことの補足になるわけですけれども、 

 これ、院内感染対策に対してのしかるべきホスピタルフィーとしての基本診療料の評価っていうのは、 

 もう 30年度改定のところで一定の議論をいただきまして、 

 「歯初診」という形の施設基準で紹介いただいたというように理解しております。 

 ただ、その時の評価がより高度な滅菌を行うにあたってのいろいろな経費等を考えた中での、 

 しっかりとした評価になっているかどうかというところは今一度、 

また見直していただきたいというところもございまして、 

 当然のことながら、われわれが国民に資する医療提供をするにあたっての、 

 あるべき姿の追求という意味合い、推進という意味合いでは当然やっていくべき姿でございますので、 

 これは、われわれ、しっかりと受け止めて進めていきたいと思ってございますので、 

引き続き検討のほうをよろしくお願いいたします。 

  

 

 ほか、いかがでございましょう。では幸野委員、お願いいたします。 
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 すいません。ほかに発言なかったら、ちょっと議題からそれるんですが、 

 非常に今、保険者が困っている切実な問題があるんで、ぜひ検討していただきたいということで、 

 限られた時間の中で恐縮なんですが、有床義歯の算定要件について、入れ歯です。 

 入れ歯なんですが、入れ歯の算定要件の、 

 原則として前回作成してから半年以上経過しないと新たに入れ歯を算定できない 

という規定があるんですが、これには例外規定がありまして、 

 認知症等で入れ歯の管理が難しい場合とか、 

 急性期状況で歯の本数が変わってしまった、 

 というふうな、やむを得ない場合は再度作成することが認められてます。 

 

 

 

 この例外規定の中には、「その他特別な場合」という曖昧な要件が定められているんですが、 

 保険者としては「その他特別な場合」というのは、例えば災害とか事故とか、 

 本人の瑕疵がないもの（＝過失によらない不可抗力）にあるべきというふうに思ってるんですが、 

 今、現場ではですね、誤って捨ててしまったとか、なくしてしまったという場合が結構あって、 

 そういう場合にも支払基金とかのほうでは査定が行われないというふうな問題が生じてて、 

非常に困っているという状況です。 

 １本作れば技術料含めて２万から３万円するというふうに聞いておりますが、 

 決してたくさんあるというわけではないんですが、 

 これ、適切な運用を行われるように多くの保険者が希望してますんで、 

 この入れ歯を作るときの例外規定について、「その他」というところを明確に通知なりで結構ですので、 

ご検討いただければというふうに思います。すいません。以上です。 
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 ほか、いかがでございましょう。では間宮委員よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 さっきの院内感染対策の件ですけど。 

 過去に、こう、不適切な事例というのが確かにあったというのは覚えてますけど、 

 今、さっき説明にあったような歯科医師以外のスタッフが 

 

 「もう、ここ、はしょっちゃっていいかな～～」 

 

って言って作業をした結果、 

 何か重大なことが起きたっていう事例が実際あるんでしょうか？ 

 

 

 ではよろしくお願いいたします。 

 

 

 そのような事例は認められておりません。 
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 すいません、私の先ほどの発言、少し不適切だったかと。 

改めたいと思います。失礼いたしました。 

  

 

 そういうこう、なんて言うか、事例があるんであれば、いいと思うんですけど、 

 今、本当に適当にやってるお医者さん、歯科医院があったとしたらそれは問題ですけど、 

 ほとんどの歯科の病院というのはちゃんとやってるんじゃないかと思うんですよね。 

 その辺あたりも含めて、ちょっとやっぱり検討してもらえたらなと、私は思います。以上です。 

 

 

 ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ご質問等もないようでございますので、 

本件に関わる質疑はこのあたりとしたいと存じます。 

 本日の議題は以上でございます。 

 

 なお、次回の日程につきましては追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。 

 ご参集、どうもありがとうございました。 

 

 （散会）  
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