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歯の知識と請求の実務
高橋一祐　著

平成26年版歯科保険
請求マニュアル

新たに保険適用されることになったCAD/CAMを用いた
ハイブリッドのクラウン（CAD/CAM冠）や，レセプトオン
ライン請求なども取り上げ，内容がさらに充実！

■B5判／328頁／2色刷（一部カラー）　
■定価 （本体 5,800円＋税）  
ISBN978-4-263-44705-5

　本書の構成

「保険の基礎知識」編
保険診療の仕組みや内容を項目別に示し，レセプトが
すぐに正確に書けるようレセプト欄に沿って解説し，
記載例も提示．より学習しやすいように，随所に「知
識のまとめ」と「設問」を配置し，知識の補塡と整理
に役立つような構成です．

「症例」編
実際のカルテからレセプトの記載要領がわかるよう
に構成し，症例ごとに解説．また，保険上の留意
点もわかるようにしました．

「歯の基礎知識」編
歯の知識を豊富なカラー写真と図により
一目でわかるように解説しています．

はじめて歯科保険に携わる方や歯に関する基礎知識を学ばれる方のための入門書！
平成26年4月の大幅な診療報酬改定に対応した最新版
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新人歯科衛生士・デンタルスタッフ
ポケットマニュアル
江澤庸博　著
臨床現場に出てすぐ必要とされる知識が満載！ 
初心者に必要な歯式や口腔内の部位の名称，歯科治療
に関する基本的知識なども掲載．
■新書判／260頁／カラー　
■定価（本体 3,400円＋税）ISBN978-4-263-42186-4

歯科医師のための医療保険制度入門 
保険診療の仕組み早わかりガイド 
日髙勝美・小林隆太郎・梅村長生　著
これだけは知っておきたい保険診療の仕組み！
臨床家の目線で保険診療の必須事項を網羅．
“あるようでなかった”歯科医院で常備したい待望の一冊! 
■B5判／120頁／2色刷　
■定価（本体 3,000円＋税）ISBN978-4-263-44417-7

Welcome to Dental Office
イラストで楽しく学ぶ 
デンタルオフィス入門 
新人さんのためのText Book 
高橋英登　監修／対馬ゆか・遠山佳之　著
初めて歯科医院で働く方に必ず読んでほしい一冊．
イラストでどんどんわかる，歯科医院の仕事のすべて！
■B5判／112頁／2色刷　
■定価（本体 3,200円＋税）ISBN978-4-263-44871-7

全科実例による 社会保険
歯科診療 平成26年4月版 別冊付 
歯科保険研究会　編
大幅な改定内容を豊富な事例で図解! 根拠を明確にし
た解説で診療報酬請求のすべてがわかる！ 
■A4判／1012頁／2色刷　
■定価（本体 9,000円＋税）ISBN978-4-263-44842-7

1 編  保険の基礎知識
第1章  レセプトと保険請求の仕組み
■レセプトの基礎知識
■レセプト電算処理システム
■オンライン請求
 （オンラインによる電子レセプト等の授受）
■医療保険の位置づけ
■用語解説

第2章  請求明細書の書き方
■平成　年　月分
■医療機関コード
■保険医療機関の所在地および名称
■公費負担者番号および公費負担医
　療の受給者番号
■保険者番号
■被保険者証・被保険者手帳の記号・番号
■氏名，性別，年生
■職務上の事由
■届出
■傷病名部位等
■基本診療料
■医学管理等
■周術期口腔機能管理
■投薬・注射
■画像診断（エックス線検査）
■検査関連
■処置
■手術
■麻酔
■歯冠修復および欠損補綴
■充塡・充塡材料
■歯冠修復
■ブリッジ
■ブリッジの適応と設計上の留意点
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■有床義歯関連
■在宅医療
■診療情報提供料
■歯科矯正にかかわる名称，点数，回数
■「摘要」欄
■歯科衛生士の歯科衛生実地指導料
　に関する留意事項
■歯科矯正の点数

2編  症例
症例
■初期う蝕の治療
■歯髄の処置
■根管の処置
■歯周治療
■若年者・小児治療
■著しく歯科診療が困難な者の治療
■歯冠修復
■接着ブリッジ
■ブリッジ（前歯部）
■ブリッジ（その他）
■有床義歯（局部床義歯）
■有床義歯（総義歯）
■有床義歯（修理・床適合）
■脱離・再装着
■破損・修理
■未来院
■外科手術
■在宅医療
■歯科の診療録及び診療報酬明細書
　に使用できる略称

3 編  歯の基礎知識
第1章  歯の知識
■歯の構造　

■歯の種類と名称　
■歯と歯周組織　
■歯根の数と根管の数　
■歯の記号　
■歯式　
■歯の方向用語　
■口腔の名称と構造　

第2章  初期う蝕の治療
■う蝕（むし歯）
■歯の切削
■歯髄保護処置
■修復（充塡）材料

第3章  痛くなった歯の治療
■痛くなった歯の状態
■歯髄炎の処置法

第4章  感染根管治療
■感染根管とは
■感染根管治療
■ラバーダム防湿

第5章  Ｘ線撮影（画像診断）
■撮影のいろいろ
■X 線フィルムの読み方

第6章  麻酔
■麻酔の種類
■局所麻酔
■吸入鎮静法

第7章  歯周治療
■歯周疾患（歯槽膿漏）とは
■歯周疾患はどうして起こるか

■歯周疾患の一般的症状
■程度と病型
■歯周病の分類
■歯周治療の進め方
■歯周疾患の評価指数と検査
■歯周基本治療
 （イニシャルプレパレーション）
■歯周外科手術

第8章  抜歯と手術
■抜歯　
■手術　
■急性炎症　
■外傷　
■口腔粘膜疾患　
■口角炎　
■投薬・注射　

第9章  歯冠修復と欠損補綴
■歯冠形成　
■印象採得　
■金属歯冠修復
■歯冠補綴
■支台築造　
■スタディモデル　
■合着・接着材料　
■ブリッジ（架工義歯，橋義歯）　
■局部床義歯　
■総義歯　

第10章  顎運動の基礎知識と保険関連検査
■上下顎の歯と顎関節の状態　
■動きの範囲と基本的位置　
■下顎の基本的運動　
■保険における補綴関連検査　

平成26年版

歯科保険請求マニュアル 歯の知識と請求の実務 平成26年版


