
v 

保医発 0417第 2号
平成 24年 4月 1713

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〉 殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者亙療主管課(部)長

生労{動省保険局限療課

生労働省保険局権科医療管理

「診療報麟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 の一部改正について

「診療報醗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日保怪発0305第 1号)の一部を下記のとおり改正し、平成24年 4月17日から適用しま
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図られたい。

記 

1 別添  1第 2章第 2部第 2節第 1款 C108 (2)中 f複方オキシコドン製剤又はフ
ルルピフ。口フェンア今セチル製剤Jを f複方オキシ口ドン製剤、オキシコドン塩酸境
製剤又はブノレノレピプロプェンアキセチノレ製剤Jに、 fブエンタニルクエン酸塩製剤又
は複方オキシコドン製剤j を「ブエンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤
又はオキシニコドン塩酸謹製剤j に改める。 

2 別添  1第 2章第 2部第 2節第 1款 C108-2 (2) 中 f複方オキシコドン製剤又
はプノレノレピプロブェンアキセチノレ製剤Jを「複方オキシコドン製剤、オキシコドン旗
駿塩製剤又はアノレノレピプロブェンアキセチノレ製剤」に、 fブエンタニルクエン酸塩製
剤又は複方オキシニコドン製剤UJ を「プエンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤又はオキシコドン境酸塩製剤j に改める。 

3 男Ij添 1第 2章第 2部第 3節C200 (1) 中「複方オキシコドン製剤、ベタメタゾ
ンリン酸エスチルナトリウム製剤Jを「複方オキシニコドン製剤、オキシ江ドン塩酸塩
製剤、ベ;タメタゾンリン酸エスチルナトリウム製剤j に改める。 

4 別添  3く調剤技術科〉区分 01調剤料  (5)イ中「複方オキシコドン製剤、ベタメ
タメンリン酸エステノレナトリウム製剤j を「複方オキシコドン製剤、オヨ子シコドン塩



酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤j に、 rrブエンタニルクエン
酸櫨製剤J及び「複方オキシコドン製剤JJを rrブこにンタニノレクエン酸塩製剤J、f複
方オキシ立ドン製剤j 及び「オキシロドン塩酸塩製剤JJに改める。



{参考:新i日対照表)

@f診療報 伴う実施上の留意事項についてJ(平成24年3月5巨付け保震発03出第1号〉

現行�  

1添11，8 別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項 底科診療報酪i点数表に関する事項

第 2重量 特掲診療料 第 2章特掲診療料

第 2部在宅医療 第 2部在主医療

第 2節 在宅療養指導管理料 第� 2節 在宅療養指導管

第� 1款 在宅療養指導管理料 第� 1款 在宅療養指導管理科� 

在宅悪性腫蕩患者指導管理料C 1 0_ 8在宅悪性腫療患者指導管理料� 8. C 1 0 

(1.) 略� (1 )賂  

(2) (1)の鎮痛療法とは、ブプレノノレブイン製剤、モル (2 )( 1 )の鎮痛療法とは、ププレノルブイン製剤、モノレ

ヒネ塩酸塩製剤、ブエンタニルクこにン酸極製剤、進卒 ヒネ塩酸塩製剤、ブエンタニノレクエン酸極製剤、護主

オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤Ij又はブノレ オキシコドン製剤又はブノレノレピプ泣ブェンアキセチノレ

ルピブロアェンアキセチノレ製剤を注射又は携帯型ディ 選誕を注射又は携帯型ディスポーザブノレ注入ポンプ若

スポーザブル注入ポンプ若しくは輪液ポンプを用いて しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう口なお、

注入する擦法をいれなお、モルヒネ塩酸権製剤、三 モルヒネ塩酸塩製剤、ブエンタニノレクエン酸塩製剤又

エンタニノレクエン酸塩製剤、被方オキシニコドン製剤又 は襖方オキシコドン製剤を使用できるのは、以下の条

はオキシコドン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の 件を満たすパノレーン式ディスポーザブルタイプの連

条件在満たすバノレーン式ヂィスポーザブノレタイプの連 注入器等に必要に応じて生理食糧水等で希釈の上充填

続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で奉釈の土光目� して交付した場合に限る Oe

填して交付した場合に限る。 ア薬液が取り出せない構造であること

ア薬液が取り出せない構造であること イ患者等が注入速度を変えることができないものであ

イ患者等が注入速度を変えるととができないものであ ること

ること また、(1 )の化学療法とは、携帯型ヂィスポーザブ

また、(工)の化学療法とは、携詩型ヂィスポ}ザブ ノレ注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注

ノレ注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中 J心静紙注 射若しくは埋込型カテーテノレアクセスにより抗悪性腫

射若しくは埋込型カデーテノレアクセスにより抗悪性腫� 燐剤者注入する療法又はインターブエロンアノレブア製

ω 蕩剤を注入する療法又はインタ←ブエロンアノレアァ製 を多発性骨髄鍾、'慢性骨髄性白血病、ヘアリ一緒

剤jを多発性骨髄旗、慢性骨髄性自血病、ヘアラー締結 白血病又は腎癌の患者に注射する燕法をいう� o 

白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいうむ



( 3) .'"'-'. (1 0) 

C108-2 在宅悪性麓蕩患者共同指導管理料� 

(1)略  

(2) (1)の鎮矯療法とは、ブプレYノレフィン製剤、モノレ� 

tネ塩酸塩製剤、ブエンタニノレクエン酸塩製剤、護主

オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はブノレ

ノレピプ口フェンアキセチル製剤を注射又辻携帯型ディ

スポーザブノレ詮入ポンプ若しくは輪液ポンプを用いて

注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、ブ

エンタニノレグエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤又

はオキシロドン塩酸塩製剤密使用できるのは、以下の

条件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連

続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充

填して交付した場合に限る。

ア薬液が取り出せない構瀧であること

イ患者等が注入速度を変えることができないものであい

ること

また、(1)の化学療法とは、携帯型ディスポ…ザブ

ノレ注入ポンプ若しくは輪液ポンプを用いて中心静脈注

射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫

蕩剤を注入する療法又はインクープエ口ンアノレブァ製

を多発性骨髄撞、慢性骨髄性白血痕、ヘアリー

白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。� 

(3) '"'-' (.10) 

第� 3節薬剤料�  

C 2'0 0 薬斉u 

( 1 )次の車生労働大臣の定おうる注射撲に限り投キすること

ができる。

【車生労嶺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

型血液縫圏第四因子製剤、遺伝子組換え型血液疑圏第四因子� 

(3) '"'-' (10) 略� 

C 1 0 8 2 在宅悪性麓揚患者共同指導管理料� 

( 1 )略  

(2) (1)の鎮痛疲法とは、ブブレノルブイン製剤、モノレ

ヒネ塩酸塩製剤、フエンタニノレクエン酸塩製剤、翠ヰ

オキシコドン製剤又はブルノレピプロブェンアキセチノレ

製誕を注射又は携帯型ヂィスボーザブノレ注入ポンプ若

しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう� oなお、

よそノレピネ塩酸塩製剤、ブエンタニノレクエン酸権製剤又

は援方オキシユドン製剤を使用できるのは、以下の条

仲を満たすパノレーン式ディスポーザブノレタイプの連続

注入器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 o

ア薬液が取り出せない構造であること

イ患者等が注入速度を変えることができないものであ

ること

また、(工)の化学療法とは、携替型ディスポーザブ

ノレ詮入ポンプ若しくは輪液ポンプを用いて中心静脈注

射若しくは樫込型カチーチノレアクセスによち抗悪性腫

療剤を注入する療法又はインタ…ブエ口ンアルファ製

剤を多発性骨髄題、様性骨髄性白車病、へアリー細胞

白血癒又は腎癌の患者に注射する療法をいう。� 

(3) '"'-' (10) 

第	 3節薬剤�  

C200 薬剤� 

( 1 )次の車生労働大臣の定める往射薬に絞り投与すること

ができる o

{厚生労働大臣の定める注射薬}

インスリン製剤、ヒト成長ホノレモン期、遺伝子組換え活性

型血液凝翻第百因子製剤、遺伝子組換え型車液凝臨第四因子



製剤、乾燥人血液凝冨第四因子製弟、遺伝子組換え型車液旋

回第区西子製剤、乾燥入車液嫌国第医因子製剤、活性化プ口

トE ンピン複合体、乾燥人血液凝盟国子抗体迂臣活性複合体、

性線科激ホ/レモン放出ホノレモン剤、性線別激ホノレモン製剤、

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナロ

グ、頼粒球口ロニ…形成刺激菌子製剤、自己連続携行式腹膜

潜流用濯流液、在宅中心静脈栄穣法用輪液、インターフェ口

ンアノレアァ製剤、インターブエロンベータ製剤、ブプレノル

ブイン製剤、そノレヒホ塩酸権製弟、抗悪性腫蕩剤、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、人工腎臓用透析液、車液凝固阻止剤、

生理金塩液、プ悶スタグランジン� 12製剤、エタネルセプト

製剤、注射用水、ベグピソマント製剤、スマトリブタン製剤、

ブエンタニノレクニにン酸塩製剤ょ複方オキシニコドン製剤、オキ

シコドン塩酸櫨製剤、ベタメタゾンヲン駿エステノレナトリウ

ム塁却、デキサメタゾンリン酸エステノレナトヲウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香椴エスデノレナトヲウム製剤、

プロトンポンプ阻害剤、日 2遮断剤、カルパゾクロムスノレホ

ン駿ナトリウム製剤、 トラネ持サム酸製剤、� ブノレノレピプ口ブw

ェンアキセチル製剤、メトク口プラミド製剤、プロク口ノレベ

ラジン製剤、ブチノレスコポラミン臭化物製剤、グリチノレリチ

ン駿ぞノアンモニウム・グリシン・� L→システイン塩酸塩配

合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダノレベポエチ

ン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤及。へパリンカル

シウム製剤� 

Jjlj添� 3

報酬点数表に諒する事項

く調剤技術料〉

区分� o1 調剤料 


(5)注射薬 

製剤、乾幾人血液凝留第溜顕子製剤、遺伝子組換え型血液凝

第E因子製剤、乾燥人血液凝冨第医因子製剤、活性化プロ

トロンピン被合体、乾操人血液凝間国子抗体迂間活性複合体、

性腺刺激ホルモン放出ホノレモン剤、性腺科激ホノレモン製剤、

ゴナドトロ� rン放出ホノレモン誘導体、ソマトスタチンアナロ

グ、頼粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜

瀦流用瀦流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インクープエロ

ンアルブア製剤、インターブ:::c.P ンベータ製剤、ブプレノル

アィン製剤、モノレヒネ塩酸謹製剤、抗悪性謹蕩剤、グノレカゴ

ン製剤、グノレカゴン様ペプチド-1受締体アゴニスト、ヒト

ソマトメジンC製剤、人工警臓用透析液、血液凝山山ム州、

生理食塩液、プ出スタグランジン� 12製剤、エタネノレセプト

、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、ベタ

メタゾンリン酸エスチノレナトヲウム製剤、デキサメタゾンヲ

ン酸ニにステノレナトリウム製剤 ヂキサメタゾンメタスノレホ安

息脊酸エステノレナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、� H 

2)窓新弗jょカルパゾクロムスノレホン酸ナトリウム製剤、 トラ

ネキサム験製剤、フルノレピプ沼フェンアキセチノレ製剤、メト

クロプラミド製剤、ブロク口ノレベラジン製剤、ブチノレスコポ

ラミン臭化物製剤、グヲチノレリチン畿モノアンモニウム・グ

リシン� .L…システイン犠酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、

エジスロボエチン、ダノレベポZ チン、テリパラチド製剤、ア

ドレナヲン製剤及びヘパリンカノレシウム製剤

添 3

調剤報酬点数表に関する事項

〈諦剤技術料〉

匹分� o1 調剤
 

I(5) 注射薬

ア 注射薬の調剤料は、調剤した調部数、日数にかかむらず、� 1回iア 注射薬の調剤料は、調剤した 数、日数にかかわらず、工



の処方せん受付につき所定点数を算定する  o の処方せん受付につき所定点数を算定する。

くイ 注射薬のうち支給できるものは、在宅産療における吉日注射等 イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅催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、 k ト成長ホノレモン剤、

遺伝子組換え活性型車液続留第四国子製剤、遺依子組換え型血液

凝盟第鴨因子製灘、乾操人血液凝臨第理因子製剤、遺伝子組換え

型血液凝圏第K因子製剤、乾燥入車液凝冨第医国子製剤、活性化

プロトョンピン複合体、乾燥入血液凝盟因子抗体迂自活性複合体、

自己連続携行式腹膜濯流用諜流液、在宅中心静脈栄養法用輪液、

性娘刺激ホルモン放出ホノレサン剤、性腺刺激ホノレモン製剤、ゴナ

ドト詔ピン放出ホノレモン誘導体、ソ γ トスタチンアナログ、穎粒

球口ロニー形成刺激因子製剤、インターブエロンアノレブァ製剤、

インターブエロンベータ製剤、ブプレノノレブイン製剤、抗悪性麓

蕩剤、グノレカゴン製剤、グノレカゴン様ペプチドー 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、車液凝盟組

止剤、生理食塩水、プロスタグランジン  12製剤、こそノレヒホ塩酸

塩製剤、コニタネノレセプト製剤、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駿塩製剤、被方オキシ

コドン製剤、オキシニコドン塩酸塩製剤よベタメタゾンりン酸エス

テノレナトリウム製剤、ヂキサメタゾンリン駿エステノレナトヲウム

製剤、ヂキサメタゾンメタスノレホ安息番酸エステノレナトリウム製

剤、プロトンポンプ阻害剤、 H 2遮新剤、カノレパゾク口ムスノレホ

ン酸ナトリウム製剤、 トラネキサム酸製剤、ブノレノレピプロフ広ン

アキセチノレ製剤、メトクロブラミド製剤、ブロクロノレペラジン製

剤、ブチノレスごコポラミン臭化物製剤、グリチノレリチン酸モ/アン

モニウム・「グヲシン .Lーシステイン櫨酸塩配合剤、アダジムマ

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、

アドレナリン製剤及びヘパヲンカルシウム製剤)に限る。

なお、「モルヒネ塩酸溢製剤J、「ブエンタニノレクコニン酸塩製剤 j、 
f援方オキシコドン製剤  J及び「ホキシコドン権駿塩製剤j は、

薬液が取り出せない構造で、かっ患者等が注入速度在変えること

ができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の

上充填して交付した場合に限る  o ただし t 愚者又はその家族等の

意を受け、かっ、これらの麻薬である住射薬の処方医の指示を受

けた看護部が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助す

る場合又は保検薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を

のために投与される薬剤(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車液凝題第四因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝椙第珊国子製類、乾:操入血液凝臨第溜因子製剤、遺長子組換え

型血液凝固第lX因子製剤、乾燥人血液凝属第lX因子製剤、活性化

プロトロンピン複合体、乾燥入血液議圏因子抗体迂回活性被合体、

島日連続携行式腹膜潅流用濃流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、

性操刺激ホノレモン放出ホノレ惜ン剤、性腺刺激ホノレモ‘ン製剤、ゴナ

ドト口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

球コロニー形成鵜激因子製剤、インタ…ブ  zロンアルファ製剤、

インタ}プエロンベ…タ製剤、ブプレノルアィン製剤、抗感性躍

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、ヒトツマトメジン  C製剤、入工腎臓用透析液、血液凝脂

止剤、生理食塩水、プロスタグランジン  12製剤、ニそノレヒネ塩酸

塩製剤、エタネノレセプト製剤、注射用水、ペグピソマント製剤お

スマトジブタン製剤 ブZ ンタニノレクエン酸塩製剤、被方オキシ

コドン製剤、ベタメタゾンジン酸エステノレナトリウム製剤、デキ

サメタゾンリン畿二にステノレナトリウム製剤、ヂキサメタゾンメタ

スノレホ安患番駿エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、 
H2遮断剤、カルパゾク口ムスノレホン酸ナトヲウム製剤、 トラネ

キサム酸製剤、ブノレノレピプロアェンアキセチノレ製剤〉メトク口プ

ラミド製剤、プロク口ノレベラジン製剤、ブチノレスごコポラミン臭化

物製剤、グヲチノレヲチン駿モノアンモニウム“グリシン・ Lーシ

ステイン塩酸塩配合剤、アダジムマブ製剤、'コニリスロポエチン、

ダノレベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤及びヘパ

ヲンカルシウム製剤)に限る。

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤j、fブエンタニノレクエン酸塩製剤

及び「複方オキシコドン製剤j は、薬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、

必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限

る。ただし、愚者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの

薬である注射薬の処方毘の指却を受けた着護部が、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験薬局の保険薬

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



持参し、当該注射薬の処方睦の指示を受けた看護師に手渡す場合

は、この限りでない。

ウ イの� f在宅中心静脈栄養法用輸液j とは、高カロリー輸液をい

い、高カ立リー輸液以外にピタミン剤、高カ口リー輪液用微量元

素製剤及び車液縫溜阻止弗iを投与することができる。

なお、上記イ� ζ掲げる薬剤のうち、処方医及びイ呆険薬剤師の密

学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、在宅

心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは挫し支えない。

戸、

" 

の指示を受けた者護軒に手波す場合は、この限りでない。

ウ イの� f在宅中心静脈栄養法用輸液j どは、高カロラ)輸液をい

い、高カ口ヲ…輸液以外にピタミン剤、高カロリー輸液用微量元

素製剤及び液凝翻阻止剤を投与することができる。

なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方眼及び保険薬剤師の医

学薬学的な判断に基づき適当と認めちれるものについて、在宅中

心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。� 


