
EDI-CAL デンタルアクション通知 これは請求書
ではありません

医療機関名：

MEDS ID: 
DCN:
MRDCN:

ページ /   
リクエスト日：
会員名:

Medi-Cal Dental は、カリフォルニア州規則 22 条、セクション 51003、51307、および基準書に従って、担当の歯科医の治療要
望を処理しました。承認できないか、変更が必要な項目が少なくとも 1 つあります。記載されている ACTION コードの理由の説
明については、同封のリストを参照してください 。また、特定の最小限の要件は、Medi-Cal デンタルプロバイダーハンドブックのセク
ション 5「基準書（MANUAL OF CRITERIA）」の処置番号に従って記載されています。ハンドブックは、Medi-Cal 登録の歯科医
院にあります。

歯番号
またはア
ーチ

治療の説
明 

処置番号 Medi-Cal
デンタル
アクショ
ン 

アクションコード
の理由

（説明については同封の文書をご覧く
ださい）

• Medi-Cal デンタルプログラムで認められる最高の治療を受けるために、担当の歯科医と各種治療計画について話し合うこと
ができます。

• この処置に関して質問がある場合は、担当歯科医または Medi-Cal デンタル
（1-800-322-6384 ）まで問い合わせていただき、詳しい説明を受けてください。

• この通知に記載されている措置に納得できない場合は、通知日から 90 日以内に州公聴会を要請することができます。公聴
会の要請については、この通知の裏面をご覧ください。

P.O. Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384 
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この通知に記載されている措置に納得できない場合は、 
通知日から 90 日以内に州公聴会を要請することができます。

公聴会を要請する ：

この通知の両面 を次の宛先まで送信してください。

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

または

公共問い合わせ・応答ユニット（Public Inquiry and Response Unit）まで次のフリーダイヤル番号

に電話してください。1-800-952-5253 (英語以外の

言語でサービスを利用できます）、 

または 
TDD フリーダイヤル番号（1-800-952-8349）に 電話することもできま

す。 

州行政規則集： 

タイトル 22、カリフォルニア州規則集、セクション 5095 1、5 1014.1、51014.2 
（州公聴会の内容を含む）。コピーはお住まいの地域の社会福祉事務所または地元の図書館で入手

することができます。

授権代理人：

公聴会では自分が代表者になることも、友人や弁護士、

その他の人が代表者になることもできます。代表者の選定は自分で手配する必要があります。法律相

談機関の電話番号は、フリーダイヤル番号の公共問い合わせ・応答ユニットに電話するか、地元の社会

保障事務所から入手できます。

私は通訳者が必要です（費用はかかりません）。 
     使用する言語または方言： _
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差別禁止に関する通知

差別は法律違反です。Medi-Calデンタルプログラム（Medi-Cal Dental Fee-For-Service）は、州およ

び連邦の公民権法を遵守します。Medi-Calデンタルは、性、人種、肌の色、宗教、祖先、国籍、民

族の識別、年齢、精神障害、身体障害、病状、遺伝情報、婚姻区分、性別、性同一性、性的指

向などの理由で、人を違法に差別したり、排除したり、異なる扱いをしたりしません 。

Medi-Calデンタルが提供するもの：

• 障害のある人のために、次のようなコミュニケーションを補助する無料の援助とサービス。

 資格を有する手話通訳者

 ほかの形式の書面による情報（大きな字体の印刷、音声、アクセス可能な

電子形式、その他の形式）

• 一次言語が英語ではない方々に次のような無償の言語サービスを行っております。

 資格を有する通訳者

 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスをご利用になりたい方は、Medi-Calデンタル（1-800-322-6384）までお電話でお問い

合わせください。（平日、午前8時から午後5時まで） または、耳や言葉が不自由な方は、1-800-

735-2922に電話して、テレテクスト・タイプライター（TTY）の支援を受けてください。オペレーターに1-

800-322-6384のフリーダイヤル会員回線につないでもらってください。 

苦情を申し立てる方法 

Medi-Calデンタルがこれらのサービスを提供しなかった、または性、人種、肌の色、宗教、祖先、国

籍、民族の識別、年齢、精神障害、身体障害、医療状態、遺伝情報、婚姻区分、性別、性同

一性、または性的指向に基づいて違法に差別されたと思われる場合、 Medi-Calデンタルに苦情を

申し立てることができます。電話または書面で苦情を申し立てることができます。

• 電話の場合：これらのサービスをご利用になりたい方は、Medi-Calデンタル電話サービス（1-

800-322-6384）までお電話ください。（平日、午前8時から午後5時まで） または、耳や言葉

が不自由な方は、1-800-735-2922までお電話ください。

• 書面の場合：苦情フォームに記入するか、手紙を書いて、次の宛先に送信してください。

Medi-Cal Dental Program

Member Services Group

PO Box 15539

Sacramento, CA 95899-7330
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公民権局 – カリフォルニア州医療保険サービス省（CALIFORNIA DEPARTMENT OF 

HEALTH CARE SERVICES）

また、電話、書面で、または電子的に、カリフォルニア州医療保険サービス省、公民権局に公民権侵

害の申し立てを行うこともできます。

• 電話の場合：916-440-7370までお電話ください。耳や言葉が不自由な方は、711

(Telecommunications Relay Service)までご連絡ください。

• 書面の場合：苦情フォームに記入するか、手紙を書いて、次の宛先に送信してください。

Michele Villados

Deputy Director, Office of Civil Rights

Department of Health Care Services Office

of Civil Rights

P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento,

CA 95899-7413

苦情フォームは http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxから入手で

きます。

• 電子的に送信する場合：CivilRights@dhcs.ca.govまで電子メールを送信してください。

公民権局– アメリカ合衆国保健福祉省 

人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいて差別されていると思われる場合は、ア

メリカ合衆国保健福祉省の公民権局に電話、書面でまたは電子的に公民権侵害の申し立てを行

うこともできます。

• 電話の場合：1-800-368-1019までお電話ください。耳や言葉が不自由な方は、

TTY/TDD 1-800-537-7697までご連絡ください。

• 書面の場合：苦情フォームに記入するか、手紙を書いて、次の宛先に送信してください。

U.S. Department of Health and Human Services 200

Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building Washington, D.C.

20201

苦情フォームは、http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlから入手できます。

• 電子的に送信する場合：Office for Civil Rights Complaint Portal

（ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf）をご覧ください。

Sample

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov


 

BTN-002 10/20 OCT 

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES 
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER 

21 YEARS OF AGE HAVE BEEN 
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA 

アクションコードの理由 

01 あなたの適格性（処置コード）は緊急サービスの
みを対象としています。 

02 現在の歯の症状について担当の歯科医から提出
された情報は、このサービスを承認する最小限の

要件を満たしていません。 

03 歯科治療の依頼を変更しました。この変更は、歯
科医師から送られてきた、現在の歯科疾患に関

する情報、またはプログラムのガイドラインに従う

ための情報に基づいて行われました。 

04 当プログラムの記録では、この治療または同様の
治療が以前に承認済み、支払い済み、または完

了済みであることが示されています。（例えば、処

置は12か月に1回または5年に1回に制限される

場合があり、担当の歯科医が記録を取る必要が

ある特別な状況を除いて、再度承認することはで

きません。） 

05 依頼が受領された当日に歯科医がプログラムに
参加するための登録を確認することはできませ

ん。 

06 担当の歯科医療従事者が依頼した治療は、この
プログラムの給付対象ではありません。別の治療

計画については、担当の歯科医療従事者にお問

い合わせください。 

07 予定されたスクリーニング検査に来院しなかった
か、来院時に既存の義歯（全部または一部）を持

参されませんでした。歯科医に連絡して、新しい

依頼を送信してください。 

08 担当の歯科医は、この依頼を処理するのに十分
な情報を送信しませんでした。この治療に関する

情報については、担当の歯科医にお問い合わせ

ください。 

09 X線写真によると、歯冠の要件が満たされていま
せん。歯は詰め物で修復できる可能性がありま

す。 

10 X線写真によると、歯性感染症の可能性がありま
す。最初に別の治療が必要になる可能性がある

ため、担当の歯科医に問い合わせてください。 

11 X線、カルテ記録、および/または臨床スクリーニ
ング検査で確認された情報に基づき、ディープク

リーニングは必要ありません。 

12 この治療は、担当の歯科医から提出された同じ
治療計画で拒否された処置に関連しているため、

承認できません。 

13 担当の歯科医から送信された情報および/または
地域のスクリーニング検査から得られた情報から

判断すると、現在の歯の症状は安定しており、現

時点では要望された治療は必要ありません。 

14 X線写真および/または臨床スクリーニング検査
により確認された情報に基づいて、歯が自然に磨

耗しているか、ブラキシズム（歯ぎしり）の症状が

あると判断されました。要求されたサービスは、虫

歯または破損した歯がない限り、プログラムの給

付対象ではありません。 

15 X線写真によると、修復できないほど歯の欠損が
進んでいます。担当の歯科医は、別の治療を提

供することもできます。 

16 当プログラムの記録によると、歯が詰め物または
ステンレス鋼の歯冠で修復されています。 

17 X線写真によると、歯周病が歯の周りの骨を破壊

しているため、要望された治療を承認できませ

ん。担当の歯科医は、別の治療を提供することも

できます。 

18 歯科矯正の最小要件を確認できませんでした。 

19 部分的な義歯は、反対側のアーチに完全な義歯

がある場合にのみ給付対象となります。 

20 歯冠を考慮する前に、根管治療を十分に完了す

る必要があります。 

21 歯が完全に形成されていません。担当の歯科医

は、別の治療を提供することもできます。 

22 神経の損傷がないことがX線および記録で示され

るため、治療は不要です。 

23 ステープレートは、失われた永久前歯を交換する

場合にのみ給付対象となります。 



 

 

24 X線写真によると、治療計画が承認される前にさ
らなる抜歯が必要であることを示しています。担

当の歯科医に連絡してください。 

25 担当の歯科医が送信した情報に基づくと、歯の状
態が非常に悪いため、要望された部分義歯はこ

のプログラムの給付対象ではありません。 

26 担当の歯科医が送信した情報に基づくと、歯は現
時点では良好であるので、総義歯に交換する必

要はありません。 

27  担当の歯科医が送信した情報に基づくと、反対

側のアーチに総義歯はありません。そのため、金

属部分の要件を満たしていません。ただし、前歯

が欠けている場合は、ステイプレートの治療要件

を満たしています。 

28 スクリーニング検査で得たX線検査、記録、および
/または情報に基づき、あなたの歯および/または

歯茎の状態が悪いため、このプログラムでは要求

された治療は給付対象ではありません。担当の

歯科医は、別の治療を提供することもできます。 

29 歯科サービスに関するお客様の依頼は、詳細に

ついて担当の歯科医療従事者に返送されました。

担当の歯科医療従事者は、45日以内に要求され

た情報を再送信できます。あなたからのアクション

は必要ありませんが、この依頼について歯科医に

連絡することができます。州公聴会の要請は、現

時点では選択できません。 

30 疾患により可撤式義歯の使用が妨げられている

場合、固定式ブリッジは許容されます。 

31 歯は通常の位置にないため、このプログラムでは

修復できません。 

32 スクリーニング検査から得られた情報から判断す
ると、現時点での義歯の状態は良好です。 

33 あなたの最近のスクリーニング検査によると、義

歯はあなたにとって適切な治療ではありません。

その他のオプションについては、歯科医にお問い

合わせください。 

34 義歯を支えるのに十分な歯がこのアーチに残って

いるため、依頼された義歯は承認されません。 

35 スクリーニング検査中、現時点で⻭科サービス
を希望していない、または別の⻭科医を受診し

たいとお答えになりました。 

36 治療が完了する前に21歳になるため、承認来院
回数が調整されました。歯科医に連絡してくださ

い。 

37 提出されたX線写真にその歯は映っていません。 

38 X線および/あるいはスクリーニング検査から得ら
れた情報によると、処置を検討する前に担当の歯

科医による追加の治療が必要です。 

39 X線写真は、依頼された入れ歯用に十分なスペー

スがないことを示しています。 

40 このプログラムは、乳歯が残っている場合の歯科

矯正を対象としておりません。 

41 X線検査やスクリーニング検査で得た情報に基づ

くと、歯ぎしりをしています。本プログラムは、この

条件に対するサービスには適用されません。 

42 この処置は、乳歯または抜けそうな乳歯について

は給付対象ではありません。担当の歯科医は歯

の症状に適する別の治療を提供することもできま

す。 

43 依頼された処置では歯の問題を修復することはあ

りません。担当の歯科医は歯の症状に適する別

の治療を提供することもできます。 

44 担当の歯科医から受け取った情報に基づくと、要

望された治療は美容上の処置に限られていま

す。美容目的に限られる治療はこのプログラムの

給付対象ではありません。 

45 現在の義歯は、義歯の内側を交換することで固

定できます。 

46 このプログラムの給付資格を確認することはでき

ません。 

47 担当の歯科医は、支払いまたは承認のためにこ
の処置を提出する前に、カリフォルニア州児童福

祉サービス（California Children’s Services）に連

絡する必要があります。 

48 21歳以上の患者さんは、EPSDTサービスの給付

対象ではありません。 

49 依頼されたEPSDT治療は医学的に必要ではあり

ません。 
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		7						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		All List elements passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		No Untagged annotations were detected, and no elements have been untagged in this session.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Orientation		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any orientation.		

		12						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		13						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		14						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		15						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		16						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		17						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		18						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		19						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		20						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		21						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		22						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		23						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		24						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		25						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		26						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		27						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		28						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		29						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Identify Input Purpose		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		36						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		37						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		38						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		39						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		40						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		41						Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		42						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		43						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		44						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Not Applicable		No RichMedia or FileAtachments have been detected in this document.		

		45				Pages->0		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 1 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		46				Pages->1		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 2 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		47				Pages->2		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 3 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		48				Pages->3		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 4 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		49				Pages->5		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 6 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		50						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		51						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		52						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		53						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		54		1		Tags->0->0->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		User Verify		Please verify that Alt of "DHCS Medi-Cal Dental logo" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		55		5		Tags->0->3->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		User Verify		Please verify that Actual Text of "WHEN APPLICABLE ALL SERVICES SUBMITTED FO MEMBERS UNDER 21 YEARS OF AGE HAVE BEEN EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		56		4		Tags->0->2->2->2->1->1->3		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxから入手で" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		57		4		Tags->0->2->2->2->1->1->3->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxから入手で " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		58		4		Tags->0->2->2->2->1->1->4		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "きます。" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		59		4		Tags->0->2->2->2->1->1->4->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " きます。 " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		60		4		Tags->0->2->2->2->2->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "CivilRights@dhcs.ca.govまで電子メールを送信してください。" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		61		4		Tags->0->2->2->2->2->1->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " CivilRights@dhcs.ca.govまで電子メールを送信してください。 " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		62				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		User Verify		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		63				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		User Verify		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.

		64		1,2,3,4,5		Tags->0->0->0->0,Tags->0->1->9->0,Tags->0->2->1->2->0->1->0,Tags->0->2->2->2->2->1->2,Tags->0->2->2->2->2->1->3,Tags->0->3->0->0		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Non-Text Contrast		User Verify		Please verify that all graphical elements need to have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent colors.		Verification result set by user.

		65		3		Tags->0->2->0->0		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		User Verify		The heading level for the highlighted heading is 2 , while for the highlighted bookmark is 1. Suspending further validation.		Verification result set by user.

		66				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		User Verify		Please verify that a document title of Medi-Cal Dental Notice of Action is appropriate for this document.		Verification result set by user.

		67				MetaData		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		User Verify		Please ensure that the specified language (ja) is appropriate for the document.		Verification result set by user.
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