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私は昭和５２年１月より今日まで東京の国保及び社
保の審査委員を務めてまいりました。そして現在，
東京支払基金の歯科の審査委員会の責任者として保
険の審査にあたっております。従いまして本日は保
険診療に係わる話と，私は保存修復学講座の出身で
すので，特にコンポジットレジンと保険との係わり
をお話いたします。

臨床系の先生方はもちろん，基礎系の先生方も保
険医の登録はなさっているはずです。矯正治療が保
険に導入されなかった昔の時代には矯正歯科の先生
方で保険医登録をしなかった先生もいらしたという
話を聞いたことがありますが，保険医の登録をする
ということは，いろいろな届出が必要であり，規制
もあります。開業する時は保険医療機関の指定を受
けなければならず，標榜科名の届け，登録，指定後
の変更の届け等もありますが，何よりも健康保険法
に規程されたルールに従って診療を行なうことが定
められています。それが「保険医療機関及び保険医
療養担当規則」です。

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第１
条，療養の給付の担当の範囲は，１．診察 ２．薬
剤または治療材料の支給 ３．処置，手術その他の
治療 ４．居宅における療養上の管理及びその療養
に伴う世話，その他の看護 ５．病院又は診療所へ
の入院及びその療養に伴う世話，その他の看護と定
められているところから始まり，第８条のカルテの
記載では，他の診療録と区別することとされている

ので，自費との区別をしなければなりません。第９
条はカルテの保存期間やその他の記録，帳簿の保存
期間が定められており，第１９条までは保険医の診療
録に対する規程が列記されております。第２０条は医
師としての，第２１条は歯科医師としての規程が定め
られています。診療を行なう場合は患者の服薬状況
及び薬剤服用歴を確認しなければならないこと，患
者に後発医薬品を選択する機会を提供すること，検
査，投薬，処置，手術，歯冠修復，欠損補綴は必要
があると認められる場合に行うことと定められてい
ます。第２３条は処方せんの交付に関する規定であ
り，保険薬剤師から疑義の照会があった場合はこれ
に適切に対応しなければなりません。保険医はこの
規則を熟読しておかなければなりませんし，この規
則は厚生労働省令ですので，違反をすれば罰則があ
ります。

そこで国による保険医療指導監査が行なわれるこ
ととなります（表１）。平成２０年９月で社会保険庁が
解体されたことにより，全国４７都道府県にあった地
方社会保険事務局による指導監査は厚生労働省保険
局の全国８ヶ所にある地方厚政局による指導監査と
なりました。関東はさいたま市に支局があり，東京
には事務所があります。指導形態は，集団指導，集
団的個別指導，個別指導とあり，集団指導は新規指
定の保険医療機関で概ね１年以内にすべてを対象と
して実施されます。集団的個別指導は一件あたりの
平均点数が高い医療機関順に選定，個別指導は都道
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府県個別指導，共同指導，特定共同指導とあり，支
払基金や保険者等から診療内容や診療報酬の請求に
関する情報の提供があり指導が必要と認められた場
合や，個別指導の結果「再指導」となった場合，集
団的個別指導を拒否したり，集団的個別指導の結果
大部分のレセプトで適正を欠くものが認められたり
した場合は都道府県個別指導となり，過去に都道府
県個別指導にもかかわらず改善が見られない場合は
共同指導となり，大学病院に対しては特定共同指導
です。指導後の措置として，集団的個別指導の翌年
度も高点数医療機関に該当した場合は翌々年度に個
別指導となります。個別指導後の措置は文書で医療
機関に通知があり，概ね妥当，経過観察，再指導，
要監査とあります。医療機関は改善報告書を提出し
た上で自主点検を行い，指摘された事項と同様な保
険請求が確認されたら，指摘された分と併せて保険
者に自主返還することとなります。要監査となった
場合は監査が行われますが，これには行政措置が伴
います（表２）。注意，次に戒告とあり，さらには返
還金はもちろんのこと，保険医療機関や保険医の取
消があります。不正な診療による不正請求などの悪
質な場合は医道審議会で医業の停止や歯科医師免許
の取消といった処分もあります。また正当な理由な
く個別指導を拒否した場合は即監査となります。個
別指導中に明らかな不正又は著しい不当が疑われる
場合はその時点で指導を中止して監査に切り替える
ことがあります。平成２１年度の厚生労働省保険局が

報告した指導及び監査の実施状況は表３に示してあ
る通りです。平成２３年度の新規個別指導から変更点
がありますので，これから開業する先生方は注意し
てください。指導対象となる患者名が４日前になら
ないと通知されないこと，そのレセプトは連月分を
対象とすること，指導後の措置は個別指導と同じで
あることです。

毎月一人の患者につき一枚の診療報酬明細書（レ
セプト）を作成して医療費の請求を行いますが，ど
のようにして医療機関に診療報酬が支払われるのか
といいますと，表４に示しましたように，毎月１０日
までに前月診療のレセプトを社保は支払基金へ，国
保は国保連合会へ提出します。患者からは３割分を
現金で頂いているので，残り７割分を請求するわけ
です。まず事務的な間違いをチェックします。電子
レセプトでの請求が増加していますが，オンライン
によるレセプトは即訂正が可能です。次いで社保及
び国保の審査委員会で審査がなされ，ルールから外

表１

指導と監査
指導 集団指導（新規指導）

集団的個別指導（高点数保険医療機関）
個別指導
都道府県個別指導
共同指導
特定共同指導

指導後の措置
集団的個別指導→個別指導
個別指導→概ね妥当

経過観察
再指導
要監査

⇒改善報告書，自主返還

表２

監査後の行政措置
注意→戒告→不当利益の返還

保険医療機関の指定取消
保険医の登録取消

悪質な不正の場合は医道審議会で
「医師免許の取消」「医業の停止」の処分

＊正当な理由なく個別指導を拒否⇒監査
＊個別指導中に明らかな不正又は著しい不当が
疑われる場合は指導を中止⇒監査

表３

指導及び監査の実施状況
（平成２１年度 厚労省保険局）
個別指導 ３，６６６件 監査 ８５件
保険医療機関の指定取消 １６件
保険医の登録取消 １６件
返還金額 約３０億４千万円

＊平成２３年度からの新規個別指導
指導対象者の通知 通知に記載３名以上

→４日前１０名
指導用レセプト 単月→連月
指導後の措置 無し→個別指導と同様
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れている場合や医学的に疑問があるレセプトは医療
機関に返戻されます。疑義のないレセプトは保険者
に行き，保険者においてもチェックがなされ，問題
のないレセプトは保険者で支払を認めることとなり
支払基金や国保連合会より医療機関に支払いが行わ
れますが，保険者で疑問が生じた場合は，審査委員
会に再度の審査（再審査）の依頼があります。審査委
員会から返戻された場合は正しく訂正して，再度提
出して頂きますが，審査委員会でルールに反すると
して請求を認めず，減点査定をしたレセプトについ
て，医療機関側で疑問があれば同様に再審査の申し
出ができます。このように１回の審査で支払いが行
われずに，再審査の繰り返しは医療機関への支払を
遅らせることとなりますので，正しいレセプトの提
出に心がけて頂きたい。

審査委員会は全国の都道府県県庁所在地に社保と
国保がそれぞれあります。どちらの審査委員会も３
者構成となっており，診療担当者を代表する委員は
各県の歯科医師会の推薦による者，保険者を代表す
る委員は各組合等保険者の推薦による者，学識経験
者（国保では公益）を代表する委員は支払基金で選考
した者です。

審査委員会が存在する根拠は，健康保険法第７６条
に，「保険者は保険医療機関又は保険薬局から療養
の給付に関する費用の請求があった時は第７０条第１
項及び第７２条第１項の定めに照らして審査の上支払
うものとする」とあり，次いで「審査及び支払いに
関する事務を社会保険診療報酬支払基金法による社
会保険診療報酬支払基金に委託することができる」
ということから成り立っています。国保も同様に国
民健康保険法に基づいています。そこで支払基金は
社会保険診療報酬支払基金法に基づいて前述の３者
構成による審査委員会を設けており，審査委員会は
審査のため必要があると認めるときは診療担当者に
出頭及び説明を求めることができること，正当な理
由なく出頭若しくは説明を拒んだときは診療報酬の
支払いを一時差し止めることができるという権限が
与えられています。従って支払基金の業務は「診療
報酬の適正な審査と迅速な支払い」で，本部は東京
にありますが，全国の県庁所在地に支部がありま
す。各支部に審査委員会があり，本部には歯科の場
合は毎月２０万点以上のレセプトの審査を行う特別審

査委員会があります。
東京の審査委員会は，医科２５２名，調剤３名，歯

科６９名（国保の歯科は４８名）で，医科，歯科合わせて
ひとつの委員会ですので，審査委員長は医科の先
生，副審査委員長に医科２人，歯科１人となってお
り，歯科に私が指名されております。歯科６９名のう
ちの２３名は東京都歯科医師会の推薦の開業医，２３名
は保険者である「健保組合」，「協会けんぽ」，「共済
組合」の推薦の勤務医，残りの２３名は支払基金東京
支部で選考しますが，東京の５歯科大学の勤務医と
医療顧問及び審査委員経験者から構成されていま
す。全国の歯科の審査委員数は７５５名ですが，東京
以外の人数の多い県及び少ない県は表５に示す通り
です。

表６は現在までの東京歯科大学から社保の学識代
表及び国保の公益代表として審査委員になった先生
方の年度別の一覧です。東京歯科大学の推薦であっ
ても他の病院に勤務している先生もおります。なお
私は社保に移ってからは大学の推薦枠ではありませ

表４

診療から支払まで
診療報酬請求書・診療報酬明細書（レセプト）

�
支払基金・国保連合会（紙レセプト，電子レセプト）

審 査 委 員 会
� �
保 険 者 医療機関
� �� ��
� 審査委員会（再審査）
� �

支払基金・国保連合会より医療機関に支払

表５

全国のおもな支払基金
歯科審査委員数

北海道 ３０名 富山，沖縄 ９名
埼玉 ３５名 青森，秋田，石川，山梨
千葉 ２９名 大分，鹿児島 ８名
神奈川 ４６名 山形，徳島，香川
愛知 ３９名 宮崎 ７名
大阪 ３９名 福井，和歌山，佐賀 ６名
兵庫 ３０名 鳥取，島根，高知 ５名
福岡 ２６名 《全国 ７５５名》
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んので，括弧書きとしてあります。また社保には医
療顧問という常勤の審査委員がおり，東京歯科大学
からは常に１人選ばれておりますが，一覧からは削
除してあります。

診療報酬の改定時に出版される「歯科点数表の解
釈」は，私達保険審査をする者にとってはバイブル
です。俗に歯科関係者の間では「青本」と呼ばれて

おり，表７に記載の内容が書かれています。
１．歯科点数「告示」と「通知」

一例を挙げますと，表８の I００３，初期う蝕小窩
裂溝填塞処置 １２０点と下段の（注）は厚生労働省の
告示文で，右側の⑴，⑵は通知文です。
２．疑義解釈

そうしますと表９のような疑義が出てきます。こ
れに対して厚生労働省からは答が発出されていま
す。これが疑義解釈ですが，この答で全てが判断で
きるわけではありません。

医学的に幼若永久歯とは？という疑問が生じま
す。ここで医学的判断が求められます。この場
合，１９８８年に日本小児歯科学会で全国の歯科大学小
児歯科において健常児４６，６９８名の永久歯の萌出時期
を調査した結果，全永久歯の萌出時期が異なり，な
おかつ同一歯牙でも開きがあることが判明してお
り，私達はこれを参考に判断しています。
３．保険医療機関及び保険医療養担当規則

前述の通りで，保険医の基本となる厚生労働省令
です。
４．施設基準

保険医療機関として一定の要件を満たしていない
と算定できませんという基準があり，入院基本料の
１０対１，１３対１等の施設基準や歯科外来診療環境体
制加算の施設基準等はその代表例であり，多くの点
数算定にあたって施設基準がもうけられておます。
５．診療録，診療報酬明細書の記載要領

カルテ及びレセプトの記載にあたっては記載要領
というものが発出されており，これを理解しておか
ないと正しい保険請求ができません。病名は認めら
れた略称以外は正しい病名を記載することとされて
いることはよく理解していることと思いますが，細
かい取り決めが多数ありますので，審査委員会や保
険者からの指摘を受けて，返戻や減点査定とならな
いように十分に理解してください。
６．診療に関するガイドライン

「歯周病の診断と治療に関する指針」をはじめ，
いくつかのガイドラインや考え方が記載されていま
すが，いずれも日本歯科医学会が作製したものです。

次に通知文のなかで，算定要件が記載されている
ものは，その要件が満たされていないと保険請求が
算定できないものがありますが，カルテに記載する

表６

大学からの出ている審査委員

社 保（学識） 国 保（公益）

関根永滋，渡辺冨士夫
Ｓ４０ 浮谷 實，吉田滋美

渡辺 正，黒柳錦也
高橋一祐
高橋一祐

Ｓ４２ 大田是男，黒柳錦也 高橋一祐
Ｓ４４ 田島篤治，佐々木次郎 高橋一祐
Ｓ４６ 田島篤治，野間弘康 高橋一祐
Ｓ４８ 大井基道，小平 崇

山中喜夫，中沢勝宏
高橋一祐
高橋一祐

Ｓ５０ 大根光朝，田原邦昭
大沢 勤

高橋一祐

Ｓ５２ 大根光朝，原 健一
荒野 実

槙石武美

Ｓ５４ 内山健志，石塚 勇 槙石武美
Ｓ５６ 小林朗男，谷 繁信 槙石武美
Ｓ５８ 松井 隆，板谷雅一

大井誠一
槙石武美

Ｓ６０ 松井 隆，根岸康雄 槙石武美
Ｓ６２ 松井 隆，安達 康 槙石武美
Ｈ１ 松井 隆，安達 康 槙石武美
Ｈ３ 松井 隆，安達 康 槙石武美
Ｈ５ 松井 隆，安達 康

河野誠之
槙石武美

Ｈ７ 松井 隆，安達 康
河野誠之

槙石武美

Ｈ９ 松井 隆，安達 康
河野誠之

槙石武美
福武公雄

Ｈ１１ 松井 隆，河野誠之
望月清志，（槙石武美）

安達 康
福武公雄

Ｈ１３ 松井 隆，河野誠之
望月清志，（槙石武美）

安達 康
塚越完子

Ｈ１５ 松井 隆，河野誠之
望月清志，（槙石武美）

安達 康
塚越完子

Ｈ１７ 松井 隆，河野誠之
望月清志，（槙石武美）

安達 康
田中潤一
川本義明

Ｈ１９ 松井 隆，河野誠之
（槙石武美）

↓

Ｈ２１ 河野誠之，山 満
（槙石武美）

↓

Ｈ２３ 河野誠之，山 満
（槙石武美）

↓
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ことを義務づけているものも多数あります。表１０は
カルテに記載が必要とする通知文です。私達審査委
員はこれらのルールをもとにレセプトのチェックを
しています。

さて，私が国保の審査委員になった時は，コンポ
ジットレジンが保険導入されて間もない頃でした。
保存修復の講座の一員として今日までのコンポジッ

トレジンの移り変わりに注目してきましたが，審査
委員としての目からみてもコンポジットレジンの発
展とともに保険制度においても改定が行われてきて
いることがはっきりわかります。昭和４９年にコンポ
ジットレジンが保険導入してから今日までの移り変

表７

歯科点数表の解釈
診療報酬の改定時（２年に１度）
『青本』と呼称
発行所：社会保険研究所

１ 歯科点数
「告示」と「通知」

２ 疑義解釈
３ 保険医療機関及び保険医療養担当規則
４ 施設基準
５ 診療録，診療報酬明細書の記載要領
６ 診療に関するガイドライン

表８

告示と通知
Ⅰ００３
初期う蝕小窩裂溝
填塞処置
１２０点

（注）小窩裂溝の清掃，歯
面の前処理及び填塞の
費用は，所定点数に含
まれるものとする

⑴ 初期う蝕小窩裂溝填塞
処置は，原則として幼若
永久歯又は乳歯の小窩裂
溝の初期う蝕に対して
行った場合に算定する。
この場合，小窩裂溝に

対する清掃等を行った場
合の費用は所定点数に含
まれ別に算定できない。

⑵ 初期う蝕小窩裂溝填塞
処置に要する特定保険医
療 材 料 料 は，充 填 の
「１．単純なもの」の場
合と同様とする。

表９

疑義解釈
（問） 幼若永久歯に対する初期う蝕小窩裂溝填塞

処置を算定する際に，年齢制限はあるのか。
（答） 幼若永久歯の萌出状況は，個人により差異

があり，歯科医学的に判断されるものである
ことから，一概に年齢で区切ることは適切で
ない。

表１０

通知文の中でのカルテ記載
障害者加算（１７５点）：患者の状態を記載
障導（２５０点）：専門技法の名称を記載
歯管（１１０点）：管理計画書を提供しない場合でも管理

の要点を記載
歯清（６０点）：担当歯科衛生士の指名を記載
実地指１（８０点）：指示内容の要点を記載

★歯科衛生士は患者に提供した文書の写しを業務
記録簿に添付

義管Ｂ（７０点）：調整方法，調整部位及び義歯に係わる
指導内容の要点を記載

義管Ｃ（６０点）：調整方法，調整部位等を記載
義調（３０点）：調整方法，調整部位を記載
薬情（１０点）：薬剤情報を提供した旨を記載
処置・手術・歯冠修復の障害者５０／１００加算

：患者の状態を記載
う蝕（１８点）：使用した保険医療材料名及び処置内容等

を記載
歯冠形態修正：修正理由，修正箇所を記載
AIPC，直 PCap：患者への説明とその要点を記載
P処（１０点）：使用薬剤名（特定薬剤）を記載
P基処（１０点）：薬剤を用いた場合は薬剤名を記載
睡眠時無呼吸症候群の咬合床：紹介元保険医療機関

名，情報提供に関する
内容を記載

床副子調整（１２０点，２２０点）：調整部位，調整方法等を
記載

術口衛（８０点）：指示した内容を記載
★歯科衛生士は業務記録簿に処置内容を記録する

未来院請求：装着物の種類，装着予定日，装着（試適）
できなくなった理由を記載

補診（１００点）：製作をする部位，欠損部の状態，欠損
補綴物の名称及び設計等についての要点を記載

小児義歯：装着年月日，装着部位，小児義歯が必要と
なった疾患名を記載

歯技工（２０点）：預かり日，歯科医師名，歯科技工士
名，修理の内容を記載した文書を作成，診療録に添
付

歯科矯正診断料・顎口腔機能診断料：治療計画書の要
点を記載。文書の写しを添付

歯科矯正管理料：提供した文書の要点を記載。患者の
症状の経過に応じて，既に行われた指導等の評価及
びそれに基づいて行った指導の詳細な内容を記載
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わりを，初診料，再診料及び形成料の改定とともに
表１１に示しました。

複合レジン（コンポジットレジン）として保険導入
された頃は（第一世代），エナメルエッチングのみを
行って填塞していた時代で，象牙質への接着はあり
ませんでした。それ以前はエナメルエッチングもな
く，私共保存修復の講座では，コンポジットレジン
の臨床病理学的研究を盛んに行っておりました。昭
和５２年にエナメルエッチング・ボンディング（EE・
EB）法加算が保険導入されました。この時代（第二
世代）は象牙質へのエッチングは推奨しておりませ
ん。その後グラスアイオノマーセメント充填が保険
導入されて，コンポジットレジンはスミヤー層を除
去して象牙質へのエッチングを行う時代（第三世代）
となりました。この頃のコンポジットレジンの発展
は著しくトータルエッチングが確立してきました

（第四世代）。そしていままで化学重合型だった充填
法に加えて光重合型が開発され，さらに CR イン
レーができるようになりました。トータルエッチン
グ（３ステップ）とは，即ちエッチング，プライミン
グ，ボンディングの歯質との接着システムの確立で
あり，樹脂含浸層（ハイブリッド層）により，より強
固な接着が可能となったもので，この接着理論は現
在も変わっておりません。その後接着システムの簡
略化がすすめられ，トータルエッチング（３ステッ
プ）を２ステップで行えるようになりました（第五世
代）。２ステップシステムには１液目にエッチング
剤，２液目にプライマーとボンディング剤を組み合
わせたセルフプライミングアドヒーシブ法（ウェッ
トボンディングシステム）と１液目にエッチング剤
とプライマー，２液目にボンディング剤を組み合わ
せたセルフエッチングプライマー法（セルフエッチ
ングシステム）があります。それぞれに長所，欠点
があるので，各々の特徴を把握して選択をすること
が必要です。その後グラスアイオノマーセメント充
填も光重合型となり，前処置としてコンディショ
ナーが保険導入され，コンポジットレジンはさらな
る簡略化を求めて，１液にエッチング剤，プライ
マー，ボンディング剤全てを組み合わせた１ステッ
プで行える時代（第六世代）へ入りましたが，当初は
あまりよくなかったために改良が加えられて，更に
発展した現在のオールインワンタイプへと至ってお

ります（第七世代）。それに伴って保険制度における
エナメルエッチング・ボンディング加算は廃止され
ました。そしてエアータービン等の切削器具を用い
ないでレーザー照射により疼痛の発現を抑制しなが
ら歯冠形成を行った場合のレーザー加算が保険導入
されました。

今日までの流れをみると，技術，修復材料の発展
に伴って保険への導入が行われていることが良くわ
かると思います。今後接着システムは２００２年に
FDI が提唱した MI の概念に基づいて，う蝕象牙質
をどこまで残してよいのか，エナメルの脱灰をせず
に接着できるのか等更なる発展が必要であり，期待
をしているところです。

表１１

点数の改定と修復関係

初診料 再診料

Ｓ４９ ５６

６０

１０

１２

即処８０
複合レジン （第１世代）
即処１００

Ｓ５２ ９０ EE，EB２０ （第２世代）
Ｓ５３ １２５ 即処１１０
Ｓ５６ １４５ グラスアイオノマーセメント
Ｓ５９ １６０ （第３世代）
Ｓ６０ ２０ 即処１２０ EE，EB４０
Ｓ６１ ２２ （第４世代）
Ｓ６３ 光CR
Ｈ２ CRインレー
Ｈ５ １７０ ２７
Ｈ６ ３２ （第５世代）
Ｈ８ １７５

＋５５
３６
＋２５

Ｈ９ ＋２３
Ｈ１０ １８６

＋６４
３８
＋２３

コンディショナー４０

Ｈ１２ １８６
２７０
２５０

３８
４０
６１

（第６世代）
充形１２０
修形１２０

Ｈ１４ １８０
２７０
２５０

３８
４０
５９

EE，EB４３

Ｈ１６ １８０
２７４
２５５

３８
４５
５９

充形加算＋５

Ｈ１８ １８０
２７０

３８
５７

（第７世代）

Ｈ２０ １８２
２７０

４０
５７

レーザー加算＋２０
EE，EB加算廃止

Ｈ２２ ２１８
２７０

４２
６９

レーザー加算＋４０
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