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厚生労働省保険局箆療課

「殺宅療養指導管機料の点数の取扱いについてJの一線差換えについて

先日、� f在宅療幾指導管理科の点数の取扱いについてJ(平成 24年4月� 17 S付係反
発� 0417第お与す)をお送りしたところですが、下記のとおり鱗記がございましたので
幾換えをお綴いいたします。

言己

訂正儀所1 

3浅知{牛名「在宅療養指導管怒料の点数の取扱引についてj を� rr診療報識の算定方
法の一部改I院に伴う実施上の藤議室事項についてj の一部改正についてJに改語ちる。

訂正箇所2 

zの次に、以下を追加する。� 

3 J.llj添� 3く務総技術料〉区分01調剤料体}イ中「複jj;寸:lfシコドン幾潟、ベタ
複方オキシコドン製剤、オキシロドf告とJレナトリウム製剤Jメタゾンリン畿エステ� 

ン療護費繊製剤、ベタメタゾンジン畿エスデノレナトヲウム製剤IJJに、� rrブ� 1 シタニノレ
クエン鍛塩製剤」及び� f複方オキシコドン製剤JJ議':"� rrフエンタニルグエン酸塩製
剤J、f複方オ晶子シヱヨドン製剤」及び� fオキシコドン主義酸塩製剤JJに改める。
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都道府糸民生主管部{局)

国民健康保険並区管毅(部〉長 殿
都滋府県後期高齢革手段、療主管部(烏)

後期高齢者医療主管線{努〉長

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保倹局歯科医療管理官

「診療報醗の算定方法の一部改正に伴う
実施上の留:窓事項についてj の一部改王について

「診療報露目|の算定方法の一部改正に伴う実施よの習意事項についてJ(平成24年� 3月� 
5日保医発0305第� 11苦)の…郊を下記のどおり改正し、平成24年� 4J111日から議思しま
すので、資管下の保険医療機関、審益支払機鑓等に対して周知徹底惑と態られたい。

1 別添1第� 2章第� 2部第お節第� 1欽CI08 (2) 中「複方オキシコドン製剤又はブ
ルノレピプロフ:oc.ンアキセチノレ製剤IJJ を� f複方オキシコドン製剤、オキシコドン塚酸塩
製鶏又はフルノレピ、プロフェンアキセチノレ製剤j に、「ブぉンタニノレクヱン駿塩製剤又
は複方オキシコドン線剤Jを� fブエンタニノレグエン酸極製剤、複方オキシコドン製剤
又はオキシコドン塩酸塩製剤Jに改める。� 

2 別議1第2章第� 2部第お節第工款CI08-2 (2) J:tr複方オキシコドン製剤又
はフルノレピプロフェンアキセチノレ製剤j 香子「複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩
費量壌製剤又はフルノレピプロブこじンアキセチル娯剤j に、� fフエンタニノレクエン酸塩製
剤又は複方オキシコドン製剤IjJを� fブエンタニノレクエン酸塩製剤、複方オキシロドン
製剤又泣オ母子シコドン塩酸撹製剤j に改める。� 

3. i.l立添3<謂予知j技術料>区分� o1調剤料� (5)イ中「複方オキシコドン製剤、ベダメ
タゾンリン酸エステノレナトリウム製弼J を f複方オキシコドン建設弗Ij、;t-~号シコドン塩
駿複製剤、ベタメタゾンリン髄エステルナトリウム製剤j に、� rrフエンタニルタヱン
酸複製剤」及び� f複方オキシコドン製剤JJ会� rrブエンタニノレクエン畿塩製剤lJ、� f後
方オキシごコドン製剤j 及て1rオ晶子シコドン極駿塩製剤JJに改める。

記 



{参考:新潟対喜章表}。f診療報酬の算定方法の一部改正に 伴 う 災 施 上 の 磁 語 家 事 項 に つ い てJ(平成24年3}l5 S付け保盟主祭0305第1惨)

改正後�  現行�  
}jljj添1 5JIJ霊長� 1

医科診療事愛媛ij点数量賢に鑓ずる毒事項

第2主義 特掲診療料

歩高� 2普存 在宅医療

第� 2室事 後~療養指導管理科
第� 1建設 在宅波書率指導管意室料� 

Cl08 :f:E泡惑性藤議3義者指導管緩料� 

( 1 ) 賂  

(2) (1)の鎮痛型軽さまとは、ブブレノルブイン製刻、モル|

じネ主藍護費者藍製剤、 フこえンタエノレタニ£ン重量塩製剤、議五

オキシコドン製剤、泳三子シコドン滅後複製剤又はフノレj 

fレピブ口ブェンア年セチル繁華到告と注射又は主義務型車デイ:

スポ…ザブfレ注入ポンプ務しくは総被ポンプを用いて

主主入ずる療法沿いう� e なお、モノレ1::;挙事担駿塩草語録、之

品ンタエノレタエシE金主義重装剤、複方オキシコドン銀総J1:

はオキシコドン塩Eをお藍愛護泌を使用できるのは、以下の

条件を満たすパル…ン王立ディスポ}ザプルタイプの違

憲主注入量器等に必重要に応じて生後食塩水毒事で希釈の上ブ5 
1棄して3t付した務合に限る。

ア紫綬が取り出せない機途ヤあると� k
イ患者等が主主入速度を変えると左ができないものであ

ること

また、(1)の化学療法とは、携祭型ディスポーザブ

ル殺人ポンプ事ましくは憲章液ポンプを汚いて中心静脈君主

射絞し〈ば塁塁込型カテーテルアクセス?とよ哲抗感性凝

毒薬剤を注入する豪華法又はインターブ広口ンアルブア製

泌を多発倣骨髄媛、様性骨髄f全長3Jf立錦、ヘアヲー細胞

白血病3えは管癌の5義者iこ注射する療法をいう。

護主科診療事設紛|点数表tと目却する事攻

第� 2繁 年寺謁診療料� 

3高 2 部在宅~療
第2節 率五時2療養指導管理科 


第� 1憲主 在宅事襲害義翁理事管理料
 

Cl08 夜吉信感性』重量隣接ま若手指導管理担料


(1)絡�  

(2) (1)の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モル

ヒネ窓畿主義幾剤、フエンタニルクエン後塩製剤、遊亭:

オキシコドン滋剤又はフルノレどブ Iコフェンアキセチノレ

墨書芸を~射又 i主主秀幸警護法ディスボ…ザブル投入ポンプ務
しくは総液ポンブそ.fflいて注入する療銭安いう� なお、D

モノレヒネ塩酸壌製剤、フニεンタニJレクこにン霊堂塩製剤i又

は彼方オキシエコドン製剤そ使用できるのは、以下の条

件念講たずパルーン式ディスポーザブルタイプの連続

君主入差是毒事lと必要に応じて生理食右龍之1<等で希釈の上充填

して交付した場合に駁る e

ア講E話置が耳主号出ぜない構迭であること

イ患者等が浪人透度を変えるととがでtきないものであ

るとと

また、 (1)の化学警察記長左は、務機書道ディスボ…ザブ

ノレ注入ポンプ若しくは憲章液ポンプ告と用いて点心静脈注

射事ましくは淫込製カテ}テルアクセスによ号まえ悪性I幾
重喜刻場注入する議謀議長又はインタープ再開ンアルファ製

泌をと多発性骨骨造I童、漫波望者総性白血病、ヘア� P…線路

白血病又は糠癌の患者に注射する療法をいう。� i 



(3)~ (1 0) 時 

Cl，� 08-2 夜祭塁悪性燈凄E事務長宅向指導管理料� 

(1) 絡  

(2) (1)の鎮痛療法とは、ブプレノルブイン製剤、そ/レ

ヒネ者塩酸塩製剤、ブ品ンタエルクニにン産主主藍製剤、総本� 

2t::lfシコドン製潟、オキシコドン雄主酸塩皇室宛J3Z!まフノレ

ルピプロブ皿ンアキセチル終郊を注射又は議挙後皇室ディ

スポーザブノレ注入ポンプ務しくは事童話室ポンプを用いて

注入する波法をいう。なお、モルピネ滋護金塩製剤、之

ニにンダニユルクエン駿盗塁斐潟、複1f:t'::lfシコドン製予報又� 

l主主t::lfシコ}どン綴障費出藍製剤を絞潟できるのは、以下の

条件を満たすパル}ン式ディスポ}ザブルタイプの連

続注入器等に必姿に応じてき主怒食糧水等で希釈のよ充

填して交付した場合に線る。

ア産主主交が殺り出せない機迭であること

イ縁者毒事が主主入i薮皮:a-変えることができないものであ

ること
また、(llo化学療法とは、携帯型ディスボーザブ

ル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心毒事採注

射若じくは滋込型カデーテルアクセスにより抗惑を主選義

務予測安注入する療治3えはインターブ皿� p ンアノレブァ製

剤殺を多発性骨畿媛、慢性骨緩性白血病、へア� D…細胞

白血病又は繁華懇のE患者に投射する襲撃訟をいう。� 

(3)~ (1 0) 絡

)j1J添 3 

調剤幸書、額十1.1'主義主君主に関する務主翼

く誠実話技術料〉

区分� o1 調剤料

(3)-(10) 童書� 

CI08-2 在宅惑j愛媛語審忠者共荷主露移管理料

(1)略�  

(2) (1)の銭?議事実名長とは、ブブレノルフィシ綴剤、モノレ

とネ塚陸金者陵製剤、 フエ巳ンタニルクヱン駿厳重要潟、議本

オキシとコドン製剤又はブ/レfレピプロブ品ンアキセチル

謀議惑と注射又は携手警察ディスポーザブル注入ポンプ若

しくFよ車会議室ポンプを用いて主主入ナる療法をいう。なお、

モルヒネ寝後縫製剤、フェシタニノレクエン護費縫製剤文

は複方オキシコドン製剤令俊足できるのは、以下の条

件を若者た十パルーンまたディスポーザブ/レタイプの漆絞

注入綴毒事に必要に応じて主主理食塩水毒事ゼ希釈の上海考案

して交付した場合に繰る。

ア薬草液が怒号制せない構造主であるとと

イ患者毒事が設入速度を変えることができないものであ

ること

また、(1)の化学療法とは、携薄型型ディスポ」ザブ� 

Jレ主主人 7~ ンプ若しくは議液ポンプさを汚いて中心務総君主
射殺しくは場込捜カデーテルアクセスによ哲抗感性E重
要等剤を注入する裏話法又はインタ}プエロンアルファ製

郊を多発性特総選室、慢性?李総絵白血病、ヘアジ」細胞

白血病又は望号慈の患者に波射する療法令いう盛� 

(3)- (10) 絡

主苦言語� 3 

震議3観報酬点数手誌に翻する事境

く調剤投続料〉 

区分� 01 綴郷料 




( 5 )注射諸悪

ア 注射諸悪の翻刻料は、調剤した調剤数、関数にかかわらず、� 1回

の処方せん受付につき所定点数を算定する。

イ 注射線のうち支給できるものは、在宅際線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、

遺伝子総換え活性裂血液凝屈第羽因子製剤、建設伝子総換え裂血液

凝滋第淑滋子製剤、乾燥人血液凝密第型車日喜子製潟、遺伝子総換え

裂議後議議溺第IX扇子製灘、乾燥入血液凝E霊祭双綴子製灘、浴後化

プ口トロンピン複合体、乾燥人.Jfu.主主凝慰霊F子主主体迂図書去後複合体、

自己滋議選後手?式緩選定滋言葉F言語室流液、在宅中心務総主義主義芸者F号車農液、
後議議総数ホノレモン主支出ヰミノレモン斉号、性Z患耳前日議設詩"レモン童話潟、 ゴナ

ドト� oピン主支出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、綴絞

球コロニニ…形成期j激医子製剤、インターブこにロンアルファ製剤、

インターア"，� 0ンベ)タ製剤、グプレノルブイン綴剤、抗惑伎E重
湯剤、グノレカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド…� 1受理事体アゴニ

ストィヒトツ?トメジンC製剤、人工腎搬用滋祈4夜、鳳液凝固阻

止剤、会理想食塩拡7k、プロスタグランジン� I2製剤、モルヒネ塩酸

塩製剤、コニタ"*ルセプト製剤、注射用水、ペグヒグツ� γ ント製剤、

スマトリヅタシ製剤、ア z ンタニノレクエン画費者監綴剤、遊亭ヰ主と
コドン製剤、オキシコドシ塩酸塩製剤i、ベダメタゾン� Pン酸こEス

テノレナトりウム差益線、デキサメタゾン予ン襲安こにスデルナトジワム

幾予知、ラr'::lfサメタゾンメタスノレホ安主主養護費ニEステノレナトリウム雪量

郷、プロトンポンプ慰害剤、� H2遮議結号、カノレパゾク� oムスノレホ

ン重量ナト� Fウi兵銀総、 トラネキサム霊主主建策j、フノレルピブロブ工ン

アキセデル幾潟、メトタロプラミド幾潟、プoクロルベラジン製

剤、ブデノレスコポラミン主主化物製剤、グヲチルジチン後モノアン

モニウム・グジシンー� Lーシステイン塩綾綴商日合潟、アダリムマ

ブ製剤、ごに� Pスロオマエにチン、ダルベポヱチン、テリパラチド製剤、

アドレナリン製剤及びベパリンカルシウム製剤)に限る。

なお、「モルヒネ綴酸塩製剤」、「フェシタエルクこにン間金縫製剤j、

「複方オキシ口付ン製翻11 及。ミ「オキシ口付ン熔齢焔燃費u1は、
薬液が取りl:I:lせない構造で、かっ患者等が注入逮皮後五まえると� k

ができない注入ポンブ等に、必要にJo"じて主主寝食事軽水害事で希釈の

上'Jf.壊して交付した場合に限るq ただし、患者又はその家族毒事の

意を受け、かつ、とれらの麻薬である注射薬の処:1Jeまのま議示?を受� 

( 5 )設射楽

ア 注射策の翻斉J料i士、調剤した調剤J数、日数にかかわらず、� 1鴎

の処方せん受付につき所定点数を算定する。

イ 注射裂のうら支給?きるものは、在宅医療における議臼注射等:

のために投与容れる議室郊{インスヲン製剤、ヒト長文書是ホノレモン剤、

遺伝子総換えお俊裂血液緩慢第VlI[lSJ子製剤、遺伝子総換え忍ぬ液

凝鐙2露軍華街子霊祭刻、乾燥人ゑ被疑冨第磁塁喜子雲謀総、建設伝子総換え

1l!!血液凝5霊祭政おそ子製灘、乾燥入血液凝5霊祭E玄関子緩みi、書き性化

プロトロンヒデン複合体、李主主義入血液凝題因子抗争主主査滋浴後複合体、

違憲究書籍行父君愛媛事態流浴濃淡液、在宅中心静脈災後主車用事毒液、B111 ， 
性線刺激ヰミノレモン放出ヰミノレモン剤、� f全線刺殺ホノレモン製剤、 ゴイト

ドトロビン去支出ホルぞン誘導体、';/"'1'トスタチンアナログ、穎粒

球コ� O;=.…形成総激[lSJ子製剤、インタ}ア� z ロンアルファ製剤、

インターブ品開ンベ}タ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗懇性』重

湯舟j、グルカゴン製剤、グノレカゴン様ベプチドー� 1焚漆休アゴエ

スト、ヒトツマトメジンC製剤、人工腎臓用透析将軍、.Jfu.液凝固股

止剤、生五毘食総7k、プロスタグランジン� 12製剤、そノレヒネ塩酸

塩製剤、エタネ/レセプト製剤、注射用水、ベグピヅマント綴剤、

スマトりプダン製郊、ブエンタニルクエ‘ン後主主製刻、議ヰヰえと

コドン製剤、ベタメタゾンヲシ重量エステルナト翌ウム護送潟、デキ

サメタゾンヲン殺とにスデノレナト� pウム裂斉号、デキサメタゾンメタ

スルホ安島幸害後ニEステルナトヲウム裂潟、プロトンポンプ鼠警灘、� 

H2遂綴剤、カノレパゾタ� oムスルホン畿ナトジウム幾潟、 トラネ

キサム護費き遅刻、フルルピプロアェンアキセチル製剤、メトタロプ

ラミド製灘、プPクPJレベラジン製潟、ブチルスコボラミン臭化

物製剤、グヲチノレ� pチン畿二Eノアンモニウムョグ� pシン� 'Lーシ

ステイン滋酸筏配合剤、アダ� Pムマブ製剤、エヲスロポニEチン、

ダルベポエチン、デリパラチド製剤、アドレナリン製剤及びヘパ

リンカルシウム製剤)に限る。

なお、「モルヒネ滋餓犠製剤J、「フエンタニノレクヱン隊総建製剤j

及び�  f複弁オキシzコドン製剤� iは、草案液が取り出せない総選長で、
かつ患者等が主主入道義B筆者旨変えることができない注入ポンプ絡に、

必要に応じて主主主襲食筏水毒事で希署員の上充壊して交付した主務長訟に絞

るo ただし、長患者普又はその家主義毒事の窓を受け、かっ、とれらの麻

薬である注射幾の処方自Eの緩示を受けた者護僚が、主義喜震にき話芸寒波



けた潜護郎会主、幾重臣に主筆談注射薬を持参し、 a患者の絡用を祷勃ず

る場合又は係{淡薬局の保険量産第磁が、勝家に麻薬可?ある注射薬令

持参し、議官実主主総菜の処方医の務示会受けた看護綴 i乙手渡す場合

は、この!怒りでない。

ウ イの f在宅中心静脈栄養泳用輸液 j とは、言語カロ 9~季最液をい

い、語道カロヲ…機液以外iζザタミン剤、話器カ怒り一車南波用微量3主
主義製郊及びJfu.液凝留組止剤を投与することができる。

なお、よ昔日イに掲げる楽剤のうち、処方医及び係後薬剤師の医

学薬学約な字詰斯に感づき遼当と認められるものについて、宅中

心静脈栄養法用翰持互に添加して投与することは差し支えない。

討議室a-持容し、患者の施用を機器むナる場合30ま事長後薬局の係産量薬

邦吉事会主、患家に麻薬である注射擦を持参し、当該注射楽の処方援

の指示を受けた看護院にそ容器量す場合は、この限りでない。

ウ イの f夜浴中心静脈栄達義主ま用輸液Jとは、言語カロリー総液沿い

い、高カロ v-事毒液以外1;:ビタミン剤、高カぴジ}輸f夜F語審議盆元
素製剤及び血液凝溺~li.lと剤a-投与することが?さきる。

なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬草剤師の夜

一学築学的な判断に基づき巡と認められるものについて、在宅中

心室争脈栄養滋湾総液に添加して投与ナることは慈し支えないe 


