
掲載事例一覧（歯科・審査情報提供事例）

診療区分 事例番号
レポート

公表（更新）
レポート種類 タイトル（リンク付） 取扱区分

取扱い・情報提供

公表（更新）

医学管理等 情提 1 R4.3.25 検証不要(差異なし等) 「Ｇ」のみに対する歯科疾患管理料の取扱い 認める R2.9.28

医学管理等 情提 2 R4.9.20 検証結果(少数事例) 抜歯当日の歯科衛生実地指導料の取扱い 認める R2.9.28

医学管理等 情提 11 R4.2.28 検証不要(少数事例) 「Ｇ」のみで歯周病検査のない歯科衛生実地指導料の取扱い 認める H24.8.27

医学管理等 情提 12 R4.3.25 検証不要(少数事例) 「ダツリ、Ｃ」に対する歯科衛生実地指導料の取扱い 認める R2.9.28

医学管理等 情提 19 R4.5.11 検証不要(少数事例) 他の病名と永久歯の抜歯手術以外の処置のない歯科疾患管理料の取扱い 認める H24.8.27

検査 情提 13 R4.11.30 検証不要(差異なし等) 「歯石沈着症（ＺＳ）」のみに対する歯周病検査の取扱い 認めない H24.8.27

検査 情提 20 R4.9.20 検証結果(差異なし) 咬合採得と同時でない顎運動関連検査の取扱い 認める H24.8.27

画像診断 情提 58 R4.9.20 検証結果(少数事例) 顎変形症に対する歯科用３次元エックス線断層撮影の取扱い 認める R1.8.26

画像診断 情提 72 R4.12.26 検証前 処置又は手術のない複数回の歯科パノラマ断層撮影の取扱い 認めない R3.2.22

投薬 情提 3 R4.2.28 検証不要(少数事例) 「歯の亜脱臼」に対する投薬の取扱い 認める H23.9.26

処置 情提 4 R4.3.25 検証不要(少数事例) 「Ｃ→Ｐｕｌ」に対する間接歯髄保護処置と抜髄の取扱い 認める H23.9.26

処置 情提 6 R4.9.20 検証結果(少数事例) 「歯の亜脱臼」に対する暫間固定の取扱い 認める R2.9.28

処置 情提 15 R4.3.25 検証不要(少数事例) 「Ｐｅｒ、ＡＡ」に対する同月の抜歯前提の消炎拡大処置と切開の取扱い 認める H24.2.27

処置 情提 22 R4.5.11 検証不要(少数事例) 「Ｐ」及び「Ｈｙｓ」に対する抜歯前の知覚過敏処置の取扱い 認める H24.8.27

処置 情提 23 R4.5.11 検証不要(少数事例) 著しく歯科診療が困難な者の永久歯の前歯へのう蝕薬物塗布処置の取扱い 認める H28.8.29

処置 情提 33 R4.9.20 検証結果(少数事例) 「後出血」に対する印象採得のない止血シーネの取扱い 認める R2.9.28

処置 情提 35 R4.2.28 検証不要(少数事例) 「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」に対する画像診断のない暫間固定の取扱い 認める H26.8.25

処置 情提 36 R4.5.11 検証不要(差異なし等) 同一初診期間中に再製作した口腔内装置の取扱い 認める R2.9.28

処置 情提 40 R4.12.26 検証前 「Ｐ」のみに対する暫間固定装置修理の取扱い 認めない H28.2.29

処置 情提 46 R4.3.25 検証不要(少数事例) 間接歯髄保護処置後のう蝕処置の取扱い 認める H29.2.27

処置 情提 48 R4.5.11 検証不要(少数事例) 有床義歯床下の残根の抜歯と同日の有床義歯床下粘膜調整処置の取扱い 認める H29.2.27

処置 情提 50 R4.9.20 要フォローアップ 前歯への初期う蝕早期充填処置の取扱い 認める H29.8.28

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd001.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd002.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd011.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd103.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd019.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd013.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd020.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd058.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd072.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd003.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd004.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd006.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd015.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd022.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd023.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd033.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd035.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd036.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd040.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd046.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd048.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd050.pdf
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処置 情提 52 R4.12.26 検証前 「Ｐ」に対してスケーリングのみを実施した場合の歯周病安定期治療の取扱い 認めない H29.8.28

処置 情提 53 R4.12.26 検証前 口腔内装置に係る「ハセツ」病名のない口腔内装置修理の取扱い 認めない R2.9.28

処置 情提 59 R4.9.20 要フォローアップ 歯の鋭縁に対する咬合調整の取扱い 認める R1.8.26

処置 情提 60 R4.5.11 検証不要(少数事例) 乳歯への知覚過敏処置の取扱い 認める R1.8.26

処置 情提 85 R4.12.26 検証前 「脱離」の病名に対するう蝕処置及び歯髄保護処置の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 96 R4.11.30 検証不要(少数事例) 「う蝕（Ｃ）」に対する知覚過敏処置の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 97 R4.11.30 検証前 「う蝕（Ｃ）」以外に対するう蝕薬物塗布処置の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 103 R4.11.30 検証前 「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」に対する抜髄の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 106 R4.12.26 検証不要(少数事例) 「歯髄炎（Ｐｕｌ）」に対する感染根管処置の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 129 R4.12.26 検証不要(少数事例) 「義歯ハセツ」に対する有床義歯床下粘膜調整処置の取扱い 認めない R3.2.22

処置 情提 183 R4.11.30 検証不要(少数事例) 「歯の亜脱臼」に対するう蝕処置の取扱い 認めない R3.9.27

処置 情提 198 R4.11.30 検証前 「歯の破折（ＦｒＴ）」に対する暫間固定の取扱い 認めない R3.9.27

手術 情提 7 R4.9.20 検証結果(差異なし) 抜歯手術前の口腔内消炎手術の取扱い 認める H23.9.26

手術 情提 8 R4.2.28 検証不要(少数事例) 「萌出性歯肉炎」に対する口腔内消炎手術「智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の取扱い 認める H23.9.26

手術 情提 17 R4.3.25 検証不要(差異なし等) 「Ｐｅｒ→歯槽骨鋭縁」に対する抜歯手術と歯槽骨整形手術の取扱い 認める H24.2.27

手術 情提 28 R5.1.26 検証前 「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」に対する埋伏歯抜歯手術の取扱い 認めない H28.8.29

手術 情提 31 R4.3.25 検証不要(少数事例) 「歯の脱臼」に対する抜歯手術の取扱い 認める H25.8.26

手術 情提 45 R4.9.20 検証結果(少数事例) 「残根（Ｃ４）」に対する難抜歯加算の取扱い 認める H28.8.29

手術 情提 63 R4.11.30 検証前 「歯根嚢胞（ＷＺ）」のみに対する歯根端切除手術の取扱い 認めない R2.9.28

手術 情提 130 R5.1.26 検証前 「Ｇ」に対する抜歯手術の取扱い 認めない R3.2.22

手術 情提 132 R5.1.26 検証不要(少数事例) 「歯肉膿瘍（ＧＡ）」に対する抜歯手術の取扱い 認めない R3.2.22

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd052.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd053.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd059.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd060.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd085.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd096.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd097.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd106.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd129.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd183.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd198.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd149.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd008.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd017.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd028.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd031.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd045.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd063.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd130.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd132.pdf
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手術 情提 139 R4.12.26 検証不要(少数事例) 「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」のみに対する歯根嚢胞摘出手術の取扱い 認めない R3.2.22

手術 情提 146 R4.12.26 検証不要(少数事例) 「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」に対する「頬、口唇、舌小帯形成術」の取扱い 認めない R3.2.22

手術 情提 149 R4.11.30 検証不要(少数事例) 「エプーリス」に対する腐骨除去手術の取扱い 認めない R3.2.22

麻酔 情提 49 R4.3.25 検証不要(差異なし等) 下顎大臼歯部の「歯槽膿瘍（ＡＡ）」に対する口腔内消炎手術時の伝達麻酔の取扱い 認める H29.2.27

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 9 R4.9.20 要フォローアップ 同一部位への６か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の取扱い 認める H23.9.26

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 165 R5.1.26 検証前 根管充填前の支台築造印象の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 166 R5.1.26 検証前 同一部位へのリテイナーとテンポラリークラウンの取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 169 R4.11.30 検証不要(少数事例) 「脱離」の病名のみに対する充填の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 170 R4.12.26 検証前 「疑い」の病名に対する充填の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 175 R5.1.26 検証不要(少数事例) 「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」に対する有床義歯修理の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 176 R4.11.30 検証不要(少数事例) 「義歯ハソン」に対する有床義歯内面適合法の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 177 R4.11.30 検証不要(差異なし等) 「低位咬合」に対する有床義歯内面適合法の取扱い 認めない R3.2.22

歯冠修復

及び欠損補綴
情提 226 R4.11.30 検証不要(差異なし等) 「鉤（Ｃｌ）ハセツ」に対する有床義歯の取扱い 認めない R3.9.27

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd139.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd146.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd049.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd009.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd165.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd166.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd169.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd170.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd175.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd176.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd177.pdf
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kashikarepo/shika.files/jtd226.pdf

