
t) 

保医発 0308第� 13号
平 成 �  2 5年� 3月� 8 日� 

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長� 

!官
主自!?聡
 
~fl C;つ5 ，~'. . ~二:コ ; 'FF If認 i

厚生労働省保険局医療課長!J}t~J匂i川東
仁出とご� rl こi

恒EiZ!ー12j

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」、「特掲診療料の施設基準等J等の一部改正について

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等j

(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示Jという。)及び「特掲診療
料の施設基準等J(平成20年厚生労働省告示第63号)が、平成25年厚生労働省告示第42
号及び第43号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記の
とおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いし
ます。
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1 掲示事項等告示の一部改正について
セノレトリズ、マブベゴノレ製剤について、掲示事項等告示第10第� 1号の「療担規則第20

条第� 2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与するこ
，とができる注射薬Jとして定めたものであること。� 

2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
セノレトリズマブベゴ、ル製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第� 9 r在宅自己

注射指導管理料、注入器加算、間歎注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算
に規定する注射薬」として定めたものであること。� 

3 	 関係通知の一部改正について� 
(1) 	 r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ(平成24年
 

3月� 5日付け保医発0305第� 1号)の一部を次のように改める。


別添� 1第� 2章第2部第 3節C200(1)及び別添� 3区分o1 (5)イ中「及び
アポモルヒネ塩酸塩製剤Jを人アポモノレヒネ塩酸塩製剤及びセルい'1_" ~， 

ベゴ噺リJ~こ改める。/板。03/.:3第 I /号、� 

3.'3j5.L 2  
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別添 3別表� 1中� f及びアポモルヒネ塩酸塩製剤j を「、アポモノレヒネ塩酸塩
製剤及びセノレトリズマブベゴル製剤j に改める。

別添3別表� 2に次のように加える。

セノレトリズマプベゴノレ製剤� 

(2) 	 f使用薬剤の薬縞(薬値基準〉等の一部改正についてJ(平成25年� 2月22日付け
保底発0222第� 5号)の記 2の� (3)を次のように改める。� 

(3) シムジア皮下注200mgシリンジ� 
① 	 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療において、

少なくとも� 1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を
行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること oJ 
と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること G 

② 	 本製剤はセノレトリズγ プベゴノレ製剤で、あり、本製剤の自己注射を行って
いる愚者に対して指導管理を行った場合は、� f診療報酬の算定方法J (平成 
20年摩生労働省告示第印号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科
点数表Jという。)区分番号� fC101Jの在宅自己注射指導管理料を算定で
きるものであること O

ただし、本製剤は掲示事項等告示第10第� 2号(一)に規定する新医薬品
に係る投与期間制限� (14日間を限度とする。)が適用されるものであるこ
とから、薬価基準収載から� 1年の間(平成26年� 2月末日まで)は原則医療
機関において投与するよう留意すること。� 

③ 	 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので¥医科点数表区分番号� 
101J在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号� fC15 
1J注入器加算及び医科点数表区分番号� fC153J注入器用注射針加算は算
定できないものであること O 



:新i日対照表)

。「診療報蔀iの算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ(平成 24年3月5日付け保抵発第� 0305第1号)

改正後� | 、 現 行

知添� 1

第� 2章特掲診療科

第� 2部在宅医療�  

3節薬剤料 �  

C200 薬剤� 

(1 ) 次の厚生労機大症の定める注射薬に限り投与することができる。


{厚生労働大臣の定める註射薬}


インスリン製剤、ヒト成長ホノレモン剤、遺伝子組換え活性型血液瀧

盟第vll因子製荊、遺伝子組換え型血液疑問第市西子製剤、乾燥入車液

畿圏第四因子製剤、遺伝子組換え型車液凝固第庶民子製剤、乾燥人輿

液装闘第IX因子製剤、活性化プ口ト口ンピン複合体、乾燥入血液凝固

因子抗体迂E活性複合体、性操刺激ホノレモン放出ホルモン剤、性線刺

激ホノレモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソγ トスタチ

ンアナログ、頼粒球コロニ…形成耕激国子製剤、自己連続携行式腹膜

潅流用濯流液、在宅中心静那栄養法用輪液、インタ…ブエロンアルフ

ァ製剤、インターブこに口ンベータ製剤、ブプレノノレブイン製弟、モノレ

ヒネ描酸塩製剤、抗感d性腫療剤、グルカゴン製剤、グノレカゴン議ペプ

チドー� 1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透

析液、血痕J疑問阻止類、生理食塩液、プ口スタグランジン� 12製剤、

エタネルセブト製剤、注射用水、ベグピソマント製剤、スマトリブタ

ン製剤、ブエンタニノレクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキ

シコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エスチルナトリウム製剤、

ヂキサメタゾンリン駿ヱステルナトヲウム製剤、デキサメタゾンメタ

スルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ臨書弟、� H 

2遮断剤、カルパゾクロムスノレホン酸ナトリウム製剤、 トラネキサム

酸製剤、ブノレルピプ口ブェンアキセチノレ製剤、メトク� 3プラミド製剤、

プロクロノレベラジン製剤、ブチルスコポラミン奥化物製剤、グリチル

別添� 1 

2章特掲診療料

第� 2部在宅陸寮

第� 3節薬剤j料� 

C200 薬剤� 

(1) 次の摩生労働大臣の定める註射薬に隈号投与することができるむ


{車生労働大臣め定める注射薬}


インスリン製剤、とト成長ホノレモン類、遺伝子組換え活性型血液凝

固第百国子製剤、遺信子組換え型血液疑居第四因子製剤、乾燥人血液

疑問第溜関子製剤、遺伝子組換え盟血液凝臨第底調子製剤、乾操人血

液瀧閤第IX因子製剤、活性化ブロトロンピン複合誌、乾燥人血液凝盟

問子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルそン放出ホルモン剤、性腺刺

激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチ

ンアナログ、穎粒球二コロニー形成刺激因子製剤、自日連続携行式腹膜

濯流用濯流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インタ←フ� zロンアルフ

ァ製剤、インタ…ブエロンベ…タ製剤、ブブレノルフィン製剤、モル

ヒネ塩援護製剤、抗悪性盟揚剤、グノレカゴン製剤、グノレカゴン様ペプ

チド-1受脊棒アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透

析液、血液凝題担止剤、生理食塩液、プロスタグランジン九製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ベグピソマント製剤、スマトリプタ町

ン製剤、ブエンタニルクエン酸権製剤、複方オキシコドン製剤、オキ

シコドン塩験場製剤、ベタメタゾンリン椴エステルナトジウム製剤、

デキサメタゾンヲン酸エステルナトリウム製剤、ヂ今サメタゾンメタ

スノレホ安息香酸ヱステノレナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、� H 

2遮断剤、カルパゾク泣ムスルホン酸ナトリウム製剤、 トラネキサム

酸製剤、フルルピブ口フェンアキセチノレ製剤、メトクロブラミド製剤、

口クロノレベラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グジチノレ



リチン酸モノアンそニウム・グヲシン� .Lーシステイン塩酸権配合剤、 リチン酸そノアンモニウム・グリシン.L-Iシステイン塩駿境配合剤、

アダリムマブ製剤、エジスロポ工チン、ダノレベポエチン、テリパラチ アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダノレベポエチン、テリポーラチ

ド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤ふ欄アポモルヒネ ド製剤、アドレナジン製剤、ヘパヲンカルシウム製剤及びアポモルヒ

塩酸塩製剤及型セルトリズマプベゴル製剤m ネ塩酸壌製剤

別添3 怒り添3

区分o1 調弗j料� 区分o1 調剤料� 

(1)'"'-'(4) (賂〉 (1)'"'-'(4) 路)� 

(5)- 注射薬 (5) 注射薬

(略) 〈賂)

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等の イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅産療における自己注射等の

ために投与される薬剤〈インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺 ために投与される薬剤(インスジン製剤、ヒト成長ホノレそン剤、遺

伝子組換え活性型血液凝臨第四因子製剤、遺伝子組換え型血液疑圏 伝子組換え活性型血液J疑問第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝間

第湖国子製剤、乾操人血液凝属第滞因子製剤、遺f云子組換え型血液 第湘因子製剤、乾燥人血液凝圏第四因子製剤、遺伝子組換え型血液

礎調第玄関子製剤、乾操人血液凝国第立国子製剤、活性化プロト口 媛圏第IX因子製剤、乾燥人血液経由第IX関子製剤、活性化プロトロ

ンピン複合体、乾燥人血液凝器国子抗体在自活性襖合体、自己連続 ンピン被合体、乾操入血液凝闘因子抗捧迂回活性被合体、自己連続

携行式腹膜潅流用瀧流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホ� 2 携行式腹膜濯流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性線刺激ホノ

/レモン放出ホルモン類、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロビン放 ノレそン放出ホルモン剤、性線科教ホノレモン製剤、ゴナドト沼ピン放

出ホノレモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、頼粒球ニコロニー形成 出ホ/レモン誘導体、ソγ トスタチンアナログ、頼粒球口口ニー形成

耕激因子製剤、インタ…フエロンアルファ製剤、インターフェ口ン 刺激因子製剤、インターフェ口ンアノレブア製剤、インターフエロン

ベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗感性腫蕩剤、グ、ノレカゴン製 ベータ製剤、ブプレノノレフィン製剤、抗悪性腫湯舟i、グノレカゴン製

、剤、グノレカゴン様ペプチド� 1受容体アゴニスト、ヒトソγ トメジ 剤、グノレカゴン犠ペプチドー� 1受容体アゴニスト、ヒトソγ トメジ

ンC製剤、人工腎臓用透析液、皇液凝闘阻止類、生理食極水、プ沼 ンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固毘止剤、生理食準水、プ口

ヘスタグランジン� 12製剤、モノレヒネ謹酸塩製剤、エタ本ノレセプト製 スタグランジン� 12製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネノレセプト製

剤、注射用水、ベグピソ?ント製剤、スマトジブタン製剤、ブニ乙ン 剤、注射用水、ーベグピソマント製剤、スマトリブタン製剤、ブエン

タニノレクエン駿塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸 タニノレクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸

車製剤、ベタメタゾンヲン酸zステノレナトリウム製剤、デキサメタ 塩製剤、ベタメタゾンリン駿エステノレナトヲウム製剤、ヂキサメタ

ゾンヲン酸エステルナトリウム製剤、ヂキサメタゾンメタスノレホ安 ゾンリン酸エステノレナト� yウム製剤、デキサメタゾンメタスノレホ安

¥息香酸エステノレナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、日2遮断 患、番重奏エスチノレナトヲウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、� H2J底断

類、カノレバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製 剤、カノレパゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製

剤、フルノレゼプロブ早ンアキセチノレ製剤、メトクロブラミド製剤、 剤、フルノレピフ。ロブェンアキセチノレ製剤、メトク� uプラミド製剤、



プ口クロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン奥花物製剤、グヲチ

ルリチン酸モノアンモニウム・グリシン� .Lーシステイン塩駿塩配

合剤、アダヲムマブ製剤、エリス pポエチン、ダノレベボエチン、

ヲパラチド製剤、アド，レナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤ムアレ

ポモルヒネ謹酸塩製剤及びセノレトリズマブベゴル製剤〉に探る。

なお、� fモルヒネ塩酸塩製剤j、「フコニンタニノレクエン酸塩製剤L 

f複方オキシコドン製剤J及び「オキシコドン議長酸塩製剤Jは、

液が取ち出せない構造で、かっ患者等が注入速度を変えることがで

きない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食糧水等で希釈の上充填

して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の意者受け、

かつ、これらの麻薬である注射薬の処方涯の指示を受けた看護師

が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を構助する場合又は保

険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注

射薬の処方涯の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限ちでな

し、。

ウ〈略〉�  

(7)--(14) (路) 

別表� 1

O インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血

液凝国第W悶子製弗L遺伝子組換え型血液凝闘第盟国子製剤、乾

燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第広因子製

剤、乾燥入車液謎固第IX臨子製剤。活性化ブロトロンピン複合件

及び乾燥人血液凝盟関子抗体迂間活性複合体を含む。)、性腺刺

激ホノレモシ放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロ

~ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、 4頼粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターブエロンアルファ製剤、インク

ープこに口シィベータ製剤、ブトノレブアノーノレ製剤、ブブレノルブイ

ン製剤、抗藤性撞蕩剤、グルカゴン製剤、グノレカゴン様ペプチド� 

1受容体アゴニスト、エタネノレセプト製剤、ヒトソマトメジン� 

C製剤、ベグピソマント製剤、スマトリブタン製剤、グジチノレリ

プロクロノレベラジン製剤、ブチノレスコポラミン臭化物製剤、グジチ

ノレリチン酸モノアンモニウム・グリシン・� L-システイン塩酸塩配

合剤、アダリムぜブ製剤、エリスロポエチン、ダノレベポエチン、テ

リパラチド製剤、アドレナジン製剤、ヘパリンカルシウム製剤込立

アポモルヒネ温酸塩製剤)に限る。

なお、� fよそノレヒネ塩酸塩製剤J、「フコニンタニルクエン駿塩製剤」、� 

f複方オキシコドン製剤J及び� fオキシコドン塩酸塩製剤UJは、

液が取り出せない構造で、かっ患者等が注入速度を変えることがで

きない注入ポンプ等に、必要に応じて生寝食塩水等で希釈の土充填

して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、

かっ、これらの蘇薬である注射薬の処方涯の指示を受けた看護師

が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保

険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注

射薬の処方医の指示を受けた看護部に手渡す場合は、この限りでな

し、。

ウ(略)�  

(7)--(14) (略〉 

別表� 1

O インスリン製剤、ピト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血

液凝居第浦顕子製剤、遺f云子組換え型血液麓圏第四因子製剤、乾

燥人血液凝居第灘間子製剤、遺伝子組換え型血液譲毘第医因子製

剤、乾燥人血液凝賠第区間子製剤(活性化プロトロンピン複合体

及び乾操入血液凝固因子抗体迂間活性複合捧を含む。)、、性鰻刺

激ホルモン放出ホルモン剤、性操刺激ホルモン製剤、ゴナドトロ

ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、頼粒球コロ

ニー形成刺激因子製剤、インターア 1 ロンアルファ製剤、インタ

ーフェ口ンベータ製剤、ブトノレファノーノレ製剤、ブプレノルブイ

ン製剤、抗悪性腫療剤、グノレカゴン製剤、グノレカゴン様ペプチド� 

-1受容体アゴニスト、エタネノレセプト製剤、ヒトソマトメジン� 

C製剤、ベグピソマント製剤、スマトリブタン製剤、グリチルリ



チン酸モノアン舟ニニウム・グリシン・� Lーシステイン塩酸塩記合

剤、アダリムザブ製剤j及びテリバラチド製剤、アドレナリン製剤、

もヘパリンカルシウム製剤~~アポ号ノレヒネ塩酸塩製剤及びセノレトリ

ズマブベゴノレ製剤の自己注射のために用いるディスポーザブノレ注

射器(針を合む。)� 

O 万年筆型注入器用注射針� 

O 自己連続携行式腹膜瀧流のために用いる腹膜透析液交換セット� 

O 在宅中心静脈栄養用輪液セット� 

O 在宅諜たきち患者処置用栄養用ヂィスポーザブノレカテーテノレ z 

O 携帯型ヂィスポーザブル詮入ポンプ

別表 2

イン2ミヲン製剤

ヒト成長ホノレよそン弗j

遺伝子組換え活性裂血液磁閤第四国子製剤

遺伝子組換え型血液瀧闘第四悶子製剤

乾燥入車液凝固第珊関子製剤

遺伝子組換え型血液凝閤第K因子製剤j

乾燥人血液凝固第区間子製剤~ (活性化プ口トロンピン複合体及び乾

燥人血液凝固関子抗体迂間活性被合体配合む。)

性腺刺激ホルモン放出ホノレモン剤

性腺刺激ホルモン製剤

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

ソマトスタチンアナログ


頼粒球コロニー形成刺激因子製剤


インターブエロンアルアァ製剤


インターブエロンベータ製剤


ブトルファノー/レ製剤


ブプレノルフィン製剤


抗悪性腫揚剤


グノレカゴン製剤


チン酸モノアンモニウム・グヲシン� -Lーシステイン壌酸塩配合

剤、アダヲムマブ製弗j及びテリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

ヘパリンカルシウム製鶏及びアポモルヒネ塩酸塩製蕪の自己注射

のために用いるヂィスポ…ザブノレ在射器〈針を含む。)� 

O 万年筆型注入器用注射針� 

O 自己連続携行式綾膜濯流のために用いる腹膜透析液交換セット� 

O 在宅中心静脈栄穫期輸液セット� 

O 在宅寝たきり勝者処置用栄穫期ヂィスポーザブノレカテーテノレ� 

O 携帯型ヂィスポーザブル注入ポンプ

別表2

インスリン製剤l
ヒト成長ホルモン剤

遺伝子組換え活性型血液凝悶第四悶子製剤

遺伝子組換え型血液続開第湖国子製剤

乾燥人血液凝固第四因子製剤

遺伝子組換え型血液鶴間第IX閤子製剤

乾燥入血液凝圏第区民子製剤(治性化プ口トロンピン複合体及び乾

燥人血渡凝思因子抗体迂自活性被合体を含む。)

性腺刺激ホルモン放出ホルそン弗j

性腺刺激ホノレモン製剤

ゴナドトロビン放出ホノレモ

ソマトスタチンアナログ

穎粒球コロニ、¥-目司一一一目司一目司目
 

イン夕一フエロンア/ルレブア製弗剤i
3

インターブエロンベータ製剤


ブトルファノール製剤


ブプレノルフィン製剤


抗悪性麓蕩剤


グノレカゴン製剤




グルカゴン様ペプチド -1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジン C製剤

ニにタネノレセプト製剤

ベグピソマント製剤

スマトリブタン製剤

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・ Lーシステイン楓

酸塩配合剤

ダリムマブ製剤


リバラチド製剤


ドレナリン製剤


ヘパジンカルシウム製剤

ポモルヒネ塩酸塩製剤

セノレトジズマブペゴノレ製剤

グノレカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジン C製剤

エタネルセプト製剤

ベグピソマント製剤

スマトリブタン製剤

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン 'Lーシステイン塩

酸塩配合剤

アダリムマブ製剤

テヲパラチド製剤

アドレナリン製剤

ヘパリンカルシウム製剤

アポモルヒネ境問変極製剤



@f使用薬剤の薬信(薬価基準)等の一部改正についてJ(平成 25年 2月 22日付け保医発第 0222第5 記 2の� (3) 

改正後 現行�  

2 薬価基準の一部改正に梓う留意事項について� 

(3) シムジア皮下注� 200mgシリンジ

皇 本 製 剤jの効能・効果に関連する使用上の注意に「過去の治療に

おいて、少なくとも� 1剤の抗ヲウマチ薬(生物製剤を除く)

による適切な治療を行っても、疾患に組閣する明らかな臨床症

状が残る場合に投与するこ左� o Jと記載されているので、使用

に当たっては十分留意すること。� 

② 	 本製剤はセノレトリズマブベゴノレ製剤であり、本製剤の自己注射

老行っている患者に対して指導管理老行った場合は、 「診療報

酬の算定方法J -(平成初年原生労働省告示第日号)別表第一

医科診療報酬点数表(以下、� f医科点数表j という� o )区分番

号� fC101J在宅自己注射指導管理料金算定できるものであるこ

ょん
ただし、本製剤jは掲示事項等告示第� 10第2号(ー)に規定す

る新陸薬品に係る投与期間制限(14日間会限度とするJ が適用

されるものであることから、薬価基準収載から� 1年の閤(平成� 26

年� 2月末日まで)は原期監療機関において投与するよう留意する

よよiー� 

③ 	 本製剤jは針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区

分番号� fC101J在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科

点数表区分番号� fC151J 控入器加算及び医科点数表区分番号� 

fC153J注入器用注射針加算は算定できないものであるこど白� 

2 薬信基準の一部改正に伴う留意事項について� 

(3) シムジア皮下詮� 200mgシリンジ

本製剤の効能・効果に関連する能用上の注意に� f過去の治療に

おいて、少なくとも� 1剤の抗ジウマチ薬(生物製剤を除く)等に

よる適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が

残る場合に投与すること� Jど記載されているので、使用に当たo 

っては十分留意すること o 




