
麻薬(新)免許証の
交付について

10月17日までにご提出いただきました本年の更新対象

者 (有効期間＝19年12月31日) の麻薬免許証交付につき

ましては, 下記のとおり実施いたします｡ なお, 京都市

内とそれ以外の府域とでは, 取り扱いが異なりますので

ご留意ください｡

新免許交付の際は, ①すでに送付済みの麻薬免許証返

納届, ②旧免許証, ③印鑑 (認め印) が必要となります

ので, 必ずご持参ください｡

更新の手続きがまだお済みでない方は, 直接京都府庁薬務室または所轄保健所まで至急

ご提出くださいますようお願い申し上げます｡ 免許が失効した際に麻薬の在庫がある場合

は不法所持扱いとなりますので十分ご留意ください｡

記

＜京都市内＞

◇交付場所 京都府医師会館２階210号室

◇交付日時

※必ず指定の日・時間帯にお越しください｡

なお, 受付時間帯以外は府医会館に免許を置かないため, 交付は一切できなくなり

ます｡ あらかじめご了承ください｡

＜京都市を除く京都府域＞

◇交付場所・交付日時 各保健所にてご確認ください｡
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日 時 対 象 地 区

12月６日(木) 13：15～16：00 北・上東・西陣・中東・中西・下東・下西・東山

12月７日(金) 13：15～16：00 左京・右京・西京・山科・伏見

乙 訓 保 健 所 〒617－0006 向日市上植野町馬立８ 075－933－1151

山城北保健所 〒611－0021 宇治市宇治若森７－６ 0774－21－2191

山城南保健所 〒619－0214 木津川市木津上戸18－１ 0774－72－4300

南 丹 保 健 所 〒622－0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771－62－4751

中丹西保健所 〒620－0055 福知山市篠尾新町１丁目91番地 0773－22－5744

中丹東保健所 〒624－0906 舞鶴市倉谷村西1499 0773－75－0805

丹 後 保 健 所 〒627－0011 京丹後市峰山町丹波855 0772－62－0361

－必 読－ 12月度請求書 (11月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (月)
午後５時まで△

国保 10日 (月)
午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止
されています｡(詳細は２月
15日号および４月15日号保
険医療部通信参照)△

労災 12日 (水)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡



麻薬免許証の廃止について

麻薬免許証の有効期間が平成19年末で満了する方のうち, 免許更新をされない方は, 麻

薬の在庫を確認の上, 免許証の ｢業務廃止届｣ を提出するようお願いいたします｡

有効期間が残っている場合は ｢業務廃止届｣, 有効期間がすでに切れている場合は ｢返

納届｣ となります｡ ｢返納届｣ の提出期限は, 有効期間満了後15日以内となりますのでご

留意ください｡ 届出書類は次のとおりです｡ 必要な場合は京都府医師会保険医療課 (TEL

312－3671) までご連絡ください｡

(Ａ) 麻薬の在庫がある場合：業務廃止届 ＋ 免許証 ＋ 所有届 ＋ 廃棄届

(または返納届) (または譲渡届)

(Ｂ) 麻薬の在庫がない場合：業務廃止届 ＋ 免許証 ＋ 所有届

(または返納届)
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子育て支援医療助成制度の拡充について

平成19年12月１日から, 八幡市の子育て支援医療 (いわゆる�) について, 次のとおり

市単独分として拡充されることとなりましたのでお知らせいたします｡

１. 実施時期 平成19年12月１日から

２. 対象および給付内容

外来：３歳～小学校就学前 (満６歳に達した日以後最初の３月31日まで)

負担金 １医療機関につき１ヶ月200円

給付方法 さくら色の受給者証 ４５２６１１１２

入院：中１～中３ (現行どおり)

負担金 １医療機関につき１ヶ月200円

給付方法 償還払い (200円以外)
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薬価基準の一部改正
10月17日から

平成19年10月17日厚生労働省告示第340号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示の

日から適用されました｡

今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準への収載希望の

あった ｢ムコ多糖症Ⅱ型｣ 治療薬１成分１品目を薬価基準の別表に第21部追補(17)とし

て緊急的に収載したものです｡

記

△

新たに収載されたもの (平成19年10月17日から適用)

＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)

エラプレース点滴静注液６mg ６mg３mL１瓶 385,303



材料価格基準の一部改正等について

平成19年９月28日付厚生労働省告示第322号により, 材料価格基準の一部が改正され,

また, 同時に ｢特定保険医療材料ならびに特定診療報酬算定医療機器の定義等｣ について

の一部が改正されましたので下記のとおりお知らせします｡

なお, この取り扱いは平成19年10月１日から適用されていますのでご留意ください｡

■新たに機能区分および価格が設定された医療機器

１. 合成吸収性骨片接合材料 シート・メッシュ型 (Ⅰ) ７６, １６０円

シート・メッシュ型 (Ⅱ) １１８, ６５０円

【販売名】 『スーパーフィクソーブＭＸ40(タキロン)』

【薬事法承認番号：21800BZZ10063000】

○平成19年９月28日 厚生労働省告示第322号 (平成19年10月１日適用)

○平成19年９月28日 保医発第0928003号 (平成19年10月１日適用)
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告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定
する特定保険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

001～080 (略)
081 合成吸収性骨片接合材料

(１) スクリュー
①一般用 77,200円
②頭蓋・顎・顔面・小骨用 36,900円

(２) 中空スクリュー 89,500円
(３) ～ (９) (略)
(10) シート・メッシュ型 (Ⅰ) 76,160円
(11) シート・メッシュ型 (Ⅱ) 118,650円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表に下線部を追加｡

材料価格算定の留意事項

平成18年３月６日保医発第0306005号の (別紙) の081を以下のように改める｡

告 示 名 略 称

003～080 (略)
081 合成吸収性骨片接合材料
(１) スクリュー・一般用
(２) スクリュー・頭蓋・顎・顔面・小骨用
(３) 中空スクリュー
(４) ストレートプレート
(５) その他のプレート
(６) インターフェランススクリュー

吸収性接合材・Ｆ９－ａ－１
吸収性接合材・Ｆ９－ａ－２
吸収性接合材・Ｆ９－ａ－３
吸収性接合材・Ｆ９－ｂ
吸収性接合材・Ｆ９－ｃ
吸収性接合材・Ｆ９－ｄ



○平成19年９月28日 保医発第0928005号 (平成19年10月１日適用)
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※変更等下線部
※｢(３)中空スクリュー｣ については, 既に, 材料価格基準の別表Ⅱの区分 ｢081 合成
吸収性骨片接合材料｣ の(２)として設定されている ｢中空スクリュー｣ に対応する
もの｡
※｢(12)シート・メッシュ型(Ⅰ)｣ および ｢(13)シート・メッシュ型(Ⅱ)｣ については,
今回, 新たな機能区分が設定されたことに伴い, 診療報酬明細書に記載する場合の
略称が定められたもの｡

(７) スーチャーアンカー
(８) ボタン
(９) ワッシャー
(10) ピン・一般用
(11) ピン・胸骨・肋骨用
(12) シート・メッシュ型 (Ⅰ)
(13) シート・メッシュ型 (Ⅱ)

吸収性接合材・Ｆ９－ｅ
吸収性接合材・Ｆ９－ｆ
吸収性接合材・Ｆ９－ｇ
吸収性接合材・Ｆ９－ｈ－１
吸収性接合材・Ｆ９－ｈ－２
吸収性接合材・Ｆ９－ｊ
吸収性接合材・Ｆ９－ｊ

特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医
発第0306008号の (別表)
のⅡの081を右のように
改める｡

※変更等下線部

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部,
第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料 (フィル
ムを除く｡) 及びその材料価格
001～080 (略)
081 合成吸収性骨片接合材料
(１) 定義 (略)
(２) 機能区分の考え方

形状及び使用部位により, スクリュー (２区分),
中空スクリュー (１区分), ストレートプレート (１
区分), その他のプレート (１区分), インターフェ
ランススクリュー (１区分), スーチャーアンカー
(１区分), ボタン (１区分), ワッシャー (１区分),
ピン (２区分), シート・メッシュ型 (Ⅰ) (１区分)
及びシート・メッシュ型 (Ⅱ) (１区分) の合計13区
分に区分する｡

(３) 機能区分の定義
①～⑪ (略)
⑫ シート・メッシュ型 (Ⅰ)
次のいずれにも該当すること｡
ア 骨片の固定を目的として使用する材料である
こと｡
イ シート状又はメッシュ状のプレートであるこ
と｡
ウ 面積15㎝２以上25㎝２未満であること｡
⑬ シート・メッシュ型 (Ⅱ)
次のいずれにも該当すること｡
ア 骨片の固定を目的として使用する材料である
こと｡
イ シート状又はメッシュ状のプレートであるこ
と｡
ウ 面積25㎝２以上であること｡



２. ペースメーカ デュアルチャンバ (Ⅴ型) １, ３３０, ０００円

【販売名】 『メドトロニック EnRhythm(日本メドトロニック)』

【薬事法承認番号：21900BZX00058000】

(※本製品は, 平成19年６月29日保医発第0629003号で保険適用され, 平成19年７月１日

から同年９月30日までの間は暫定価格 (1,270,000円) で保険償還されていたもの｡)

○平成19年９月28日 厚生労働省告示第322号 (平成19年10月１日適用)

○平成19年９月28日 保医発第0928005号 (平成19年10月１日適用)
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告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定
する特定保険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

001～116 (略)
117 ペースメーカ

(１) ～ (７) (略)
(８) デュアルチャンバ (Ⅴ型) 1,330,000円
(９) トリプルチャンバ 1,850,000円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表中, 下線部を追
加・変更｡

特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医
発第0306008号の (別表)
のⅡの117を右のように
改める｡

※変更等下線部

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部,
第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料 (フィル
ムを除く｡) 及びその材料価格
001～116 (略)
017 ペースメーカ
(１) 定義 (略)
(２) 機能区分の考え方

ペースメーカは, 次に規定する機能の有無等によ
り９区分に区分する｡
①～④ (略)
⑤ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能 (ペー
スメーカのモードが内因性心室興奮の有無に応じ
ＡＡＩ (心房でセンシング及びペーシングを行い,
内因性心房興奮を感知した場合にペーシングを抑
制するモード｡ レート応答機能が設定されている
場合も含む｡) とＤＤＤ (心房及び心室の両方で,
センシング及びペーシングを行い, 内因性心房興
奮及び心室興奮の有無によりペーシングの抑制も
しくは同期を行うモード｡ レート応答機能が設定
される場合も含む｡) の間を自動変換することによ
り, 不必要な心室ペーシングを抑止する機能をい
う｡ 以下同じ｡) の有無

(３) 機能区分の定義



３. カプセル型内視鏡 ７７, ２００円

【販売名】 『ギブン画像診断システム(ギブン・イメージング)』

【製品名】 『Ｍ２Ａカプセル, Pillcam SB カプセル(ギブン・イメージング)』

【薬事法承認番号：21900BZY00045000】

○平成19年９月28日 厚生労働省告示第322号 (平成19年10月１日適用)
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①～③ (略)
④ デュアルチャンバ (Ⅰ型)
次のいずれにも該当すること｡
ア～ウ (略)
エ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
さないものであること｡

⑤ デュアルチャンバ (Ⅱ型)
次のいずれにも該当すること｡
ア～エ (略)
オ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
さないものであること｡

⑥ デュアルチャンバ (Ⅲ型)
次のいずれにも該当すること｡
ア～エ (略)
オ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
さないものであること｡

⑦ デュアルチャンバ (Ⅳ型)
次のいずれにも該当すること｡
ア～ウ (略)
エ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
さないものであること｡

⑧ デュアルチャンバ (Ⅴ型)
次のいずれにも該当すること｡
ア デュアルチャンバ型であること｡
イ レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有
するものであること｡
ウ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
するものであること｡

⑨ トリプルチャンバ
次のいずれにも該当すること｡
ア～ウ (略)
エ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有
さないものであること｡

告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定
する特定保険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

001～152 (略)
153 カプセル型内視鏡 77,200円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表に下線部を追加｡



○平成19年９月28日 保医発第0928003号 (平成19年10月１日適用)

○平成19年９月28日 保医発第0928005号 (平成19年10月１日適用)

■新たに保険適用が認められた医療機器

１. カプセル型撮像及び追跡装置

【販売名】 『ギブン画像診断システム(ギブン・イメージング)』

【製品名】 『ギブン画像診断システム(ギブン・イメージング)』

【薬事法承認番号：21900BZY00045000】
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材料価格算定の留意事項

平成18年３月６日保医
発第0306005号のⅠの３
の (77) の次に (78) と
して右のように加える｡

(78) カプセル型内視鏡
ア カプセル型内視鏡は, 消化器系の内科又は外科の
経験を５年以上有する常勤の医師が１名以上配置さ
れており, カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処で
きる体制が整っている保険医療機関において実施す
ること｡
イ 事前に上部消化管検査及び下部消化管検査を実施
し, 原因不明の消化管出血を伴う小腸疾患の診断を
行うために使用した場合に算定できる｡
ウ カプセル型内視鏡を使用して撮像及び診断を行っ
た場合は, 区分 ｢Ｄ310｣ 小腸ファイバースコピーに
準じて算定する｡
エ カプセル型内視鏡を使用した患者については, 診
療報酬請求に当たって, 診療報酬明細書に症状詳記
を添付する｡

特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医
発第0306008号の (別表)
のⅡの152の次に153とし
て右のように加える｡

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部,
第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料 (フィル
ムを除く｡) 及びその材料価格
153 カプセル型内視鏡

定義
次のいずれにも該当すること｡

(１) 薬事法承認又は認証上, 類別が ｢機械器具 (25)
医療用鏡｣ であって, 一般的名称が ｢カプセル型撮
像及び追跡装置｣ であること｡

(２) 小腸疾患の診断を行うために小腸粘膜の撮影を行
い, 画像を提供することができ, 飲み込み式の内視
鏡カプセルであること｡



○平成19年９月28日 保医発第0928004号 (平成19年10月１日適用)
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特定診療報酬算定医療機器の定義

平成18年３月６日保医発第0306007号の (別表) のⅠの検査の内視鏡の一般的名称に
次のように加える｡ (※下線部追加)

特定診療
報酬算定.
医療機器
の区分

定 義
対応する診療
報酬項目

薬事法承認上の位置付け
その他の条件

類別 一般的名称

内視鏡 機 械 器 具
(25)医療用
鏡

硬性肛門鏡
：
：

(中 略)
：
：

超音波内視
鏡観測シス
テム
カプセル型
撮像及び追
跡装置

下記のいずれかの観察が可能なもの
・体内管腔
(消化管・気管支など)

・体腔
(腹腔・胸腔・関節腔など)

・体内腔
(皮下腔・縦隔腔など)

内視鏡を用
いて行う検
査, 処置又
は手術



｢厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書
等の記載要領について｣ の一部改正について

平成19年９月28日付厚生労働省告示第312号により ｢厚生労働大臣が指定する病院の病

棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が

別に定める者｣ が一部改正され, 当該カプセル型内視鏡 (平成19年10月１日から特定保険

医療材料として保険適用) を使用する患者について, 診断群分類点数表の対象とせず, 出

来高で算定することが示されました｡

今回の改正に伴い, ｢厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領につい

て｣ の一部が下記のとおり改正され, 平成19年10月１日より適用されましたのでお知らせ

します｡

記

｢厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項

第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者｣ (平成18年３月20日厚生労働省告示

第139号) 等の一部改正

１. 平成19年10月１日以降, カプセル型内視鏡を用いた療養を受ける患者については, 診

断群分類点数表の対象外患者とされた｡

２. 診断群分類点数表の対象患者が, その後, カプセル型内視鏡を使用することとなり診

断群分類点数表の対象外患者となった場合には, 当該特定保険医療材料の使用を決定し

た日から医科診療報酬点数表により診療報酬を算定することとなる｡

３. 平成19年10月１日以前に当該特定保険医療材料の使用を決定していた場合には, 同日

から医科診療報酬点数表により診療報酬を算定する｡

４. ｢厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について｣ (平成18年３月

30日保医発第0330007号) が一部改正され, 同一月においてＤＰＣにおける包括評価に

より算定する日と医科診療報酬点数表により出来高で算定する日がある場合の診療報酬

請求に当たっての診療報酬明細書総括表の記載例が改められた｡
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被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

〔裁判所共済組合京都家庭裁判所支部〕

記 号 番 号 070 170040

氏 名 小 林 由 佳

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 19.10.18


