
医療保険および介護保険におけるリハビリテー

ションの見直しおよび連携の強化について

本年４月の診療報酬・介護報酬改定におけるリハビリ

テーションの見直しについては, 急性期から回復期まで

のリハビリテーションは医療保険で対応し, 維持期のリ

ハビリテーションは介護保険が中心となって対応すると

の考え方の下に行ったものであり, この考え方に沿って,

医療保険のリハビリテーションについては, 発症後早期

のリハビリテーションを重点評価するとともに, 疾患別に算定日数の上限が設けられまし

た｡

当該算定日数の適用に当たっては, 厚生労働大臣が定める疾患または症状を有し, 医療

保険のリハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断

される者については, 算定日数上限の経過後であっても, 医師の判断によりリハビリテー

ションの継続を可能とする取り扱いが, 医療現場等に必ずしも正確に伝わっていないとの

指摘がありました｡

このため, 今般のリハビリテーションの見直しの趣旨, 内容, 医療保険と介護保険のリ

ハビリテーションの連携の強化等について改めて解説する通知が下記のとおり発出されま

したので, お知らせします｡

記

１ 見直しの趣旨等

(１) リハビリテーションは, 患者の身体機能の向上のみを目的とするものではなく, 患

者の日常生活の活動性を高め, もって自立を促すことを目的とするものであり, 漫然

と実施するのではなく, 期間および到達目標を定め, 計画的に実施すべきものである

こと｡

(２) 脳卒中や骨折に代表される急激に生活機能が低下するものは, 発症後から治療開始

までに要する時間および早期から提供される適切なリハビリテーションの有無が生活

機能の低下の程度に大きく影響することを踏まえ, 発症後早期からの重点的なリハビ

リテーションの実施に配慮すること｡

(３) 医療保険においては, 急性期および回復期の状態に対応し, 主として身体機能の早

期改善を目指したリハビリテーションを行い, 他方, 介護保険においては, 維持期の

状態に対応し, 主として身体機能の維持および生活機能の維持・向上を目指したリハ

ビリテーショを行うものであること｡

(４) 急性期および回復期のリハビリテーションの終了については, 個々の患者の状態に

応じて医学的に判断するとともに, 医師により維持期のリハビリテーションに移行す

ることが適当と判断された場合には, 医療機関と居宅介護支援事業者との連携の確保,

介護保険サービスの紹介等, 医療保険と介護保険の連携を強化することにより, 維持

期のリハビリテーションに計画的かつ速やかに移行できるよう配慮すること｡

併せて, 患者に対し十分説明を行うとともに, 家庭での実地指導等とも併せ, 患者

が日常生活に円滑に移行できるよう配慮すること｡
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－ 必 読－ ２月度請求書 (１月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (土)
午後５時まで

＊医保分点検＝９日△

国保 10日 (土)
午後５時まで

＊国保分点検＝９日△

労災 13日 (火)
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｡



(５) リハビリテーションの実施に当たっては, 有意義な生活や人生の実現に向けた患者

の視点からの目標を定め, 訓練室中心のプログラムのみではなく, 日常生活の活動向

上訓練や, 福祉用具の選択・使用方法の指導等, 実生活に即したプログラムの実施が

重要であること｡

また, リハビリテーションの実施に当たっては, 医師, 看護職員, 理学療法士, 作

業療法士, 言語聴覚士等が, 実施するリハビリテーションの目的, 内容, 身体機能へ

の影響等を利用者に十分説明すること｡

２ 医療保険におけるリハビリテーションに係る平成18年度診療報酬改定の内容

(１) リハビリテーション料において重点評価した項目

・ 患者一人一日当たりの算定単位数の上限を緩和したこと

・ 一月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減制を廃止したこと

・ 集団療法に係る評価は廃止し, 個別療法のみに係る評価体系へ転換したこと

・ 機能訓練室の面積要件を緩和したこと

・ 退院後早期の訪問リハビリテーションを充実したこと

(２) リハビリテーション料の疾患別体系への見直しと算定日数上限の取り扱い

・ 医療保険における急性期および回復期のリハビリテーション料について, 專門家

の意見を聴きつつ, 脳血管疾患等リハビリテーション料, 運動器リハビリテーショ

ン料, 呼吸器リハビリテーション料および心大血管疾患リハビリテーション料の４

つの疾患別体系に見直すとともに, 疾患別に算定日数の上限を設けたこと｡

ただし, 一定の疾患および症状 (以下 ｢適用除外疾患｣ という｡) を有し, リハ

ビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断され

る者について, 算定日数上限を適用しないこととしたこと｡

・ 上記以外の者については, 算定日数上限が設定されていない難病患者リハビリテー

ション料または障害児 (者) リハビリテーション料によるサービスのほか, 介護保

険における維持期のリハビリテーションへの円滑な移行を行う等, 適切なサービス

の提供を行うこと｡

３ 医療保険のリハビリテーション実施に当たっての医療機関における留意事項

(１) サービス開始時のリハビリテーションの意義等の説明

リハビリテーションの開始に当たり, リハビリテーション実施計画を説明する際に,

急性期, 回復期および維持期のリハビリテーションの意義および内容の違いについて

十分説明を行うとともに, 身体機能が改善し, 維持期になった場合については介護保

険のリハビリテーションに移行することの説明を行うこと｡

(２) 介護保険サービスの利用支援

平素より, 地域の介護保険サービス事業者等の福祉サービス資源について把握を行

うこと｡

医療保険におけるリハビリテーションの終了後速やかに介護保険におけるリハビリ

テーションを受けることが重要であることから, 早期の段階から, 患者が要介護認定

または要支援認定 (以下 ｢要介護認定等｣ という｡) を受けているかどうかを確認し,

当該患者の意向等を踏まえ, 要介護認定等の申請の手続や居宅介護支援事業者への連

絡等について計画的な支援を行うこと｡

また, 医療保険におけるリハビリテーションの終了後速やかに介護保険におけるリ

ハビリテーションを受けるためには, 医療保険におけるリハビリテーション期間中か
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ら居宅介護支援事業者との調整が必要となるものであり, 特に要介護認定等を受けて

いない者については, 要介護認定等の申請から認定されるまでに約30日を要すること

に留意しつつ, 利用者への支援を行うこと｡

(３) 算定日数上限と適用除外疾患

適用除外疾患を正確に把握すること｡

リハビリテーション料の算定日数上限に到達した後であっても, 適用除外疾患を有

し, リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判

断される者であれば, 医療保険によるリハビリテーションの継続は可能であり, 算定

日数上限をもって医療保険によるリハビリテーションの実施を機械的に打ち切ること

は適切でないこと｡

なお, リハビリテーションの継続により状態の改善が期待できるか否かについては,

ＡＤＬの改善にも十分に配慮し定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断

すること｡

また, リハビリテーションを行った後, 急性増悪等により心身の状態が著しく悪化

した場合には, 再度該当するリハビリテーション料の算定が可能であること｡

(４) 医療保険のリハビリテーション終了時の説明・指導

ア 入院患者が医療保険のリハビリテーションを終了する際の説明・指導

入院患者が急性期および回復期のリハビリテーションを終了し, 退院するに当たっ

ては, 入院患者の状態や意向等を踏まえ, 退院後の調整に努めること｡

特に維持期のリハビリテーションとの継続性に配慮し, 在宅に復帰する者に対し

て, 居宅介護支援事業者との調整等について支援を行うこと｡

また, 改めて急性期, 回復期および維持期のリハビリテーションの意義および内

容の違いについて十分説明を行い, 介護保険における維持期のリハビリテーション

は, 医療保険における急性期および回復期のリハビリテーションと同様に, 医師の

指示の下, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士等の専門職が提供するものである

こと, および主として身体機能の維持および生活機能の維持・向上を目指したリハ

ビリテーションを行うものであることの説明を行うものであること｡

また, 地域包括支援センターへの相談も可能であることの情報提供を行うこと｡

イ 診療報酬における評価

入院患者が居宅に戻る場合には, 退院前に, 診療報酬上評価されている地域連携

退院時共同指導や, 退院前在宅療養指導, 退院時リハビリテーション指導などを行

い, 退院後の療養生活を支援するよう努めること｡ この場合において, 地域の医療

機関への紹介を適切に行うこと｡

ウ 外来患者が医療保険のリハビリテーションを終了する際の説明・指導

アと同様に, 急性期, 回復期および維持期のリハビリテーションの意義および内

容の違いについて説明を行うとともに, ３ (２) にあるような平素からの活動をも

とに, 当該患者が速やかに介護保険におけるリハビリテーションを受けられるよう,

居宅介護支援事業者との調整等を行うこと｡

エ 介護報酬における評価

入院患者または外来患者が, 医療保険のリハビリテーション終了後, 介護保険の

居宅サービスを利用することとなる場合には, 居宅介護支援事業所に初回加算 (Ⅱ)

(退院または退所に当たっての加算) を算定することができること｡

(５) 当該医療機関における維持期リハビリテーションの実施

今般の制度見直しにより維持期のリハビリテーションについては, 介護保険による
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サービスとなったが, 従来, 維持期のリハビリテーションを医療保険で行っていた医

療機関等においては, 急性期から維持期までの一貫したリハビリテーションを当該医

療機関において実施できるよう, 当該医療機関において介護保険のリハビリテーショ

ンを実施することについて検討されたいこと｡

なお, 保険医療機関については, 介護保険における指定訪問リハビリテーション事

業所等の指定があったとみなされており, 当該指定に係る申請は不要であること｡

４ 介護保険におけるリハビリテーション

(１) 介護保険において提供される維持期のリハビリテーション

ア 介護保険において提供される維持期のリハビリテーションについては, 身体的な

機能の大幅な改善が見込まれない者等について, 日常生活を送る上で必要となる機

能の維持および向上を主たる目的として行うものであること｡

イ 介護保険において提供されるリハビリテーションは,

１) 介護老人保健施設および介護療養型医療施設において提供される施設サービス

のリハビリテーションと

２) 通所リハビリテーション, 訪問リハビリテーション等の居宅サービスのリハビ

リテーション

により構成されている｡ 居宅サービスのリハビリテーションについては, 通所によ

るリハビリテーションが基本であるが,

１) 通所によるリハビリテーションを受けることができない場合

２) 通所によるリハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自立が困難で

ある場合における家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーションの提

供など, ケアマネジメントの結果, 必要と判断された場合

については, 訪問によるリハビリテーションが提供されること｡

ウ 介護保険におけるリハビリテーションについても, 医療保険におけるリハビリテー

ションと同様に, 医師の指示のもと, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士等の専

門職が提供するものであること｡

エ 介護保険におけるリハビリテーションについても, 短期集中リハビリテーション

等においては個別リハビリテーションが実施されるものであること｡

(２) 介護保険において提供されるリハビリテーションに関する留意事項

ア 医療保険における急性期および回復期のリハビリテーションを終了した者が要介

護認定等により非該当となった場合も, 当該者の心身の状態によっては, 介護保険

における地域支援事業の介護予防事業の対象者として, 運動器の機能向上プログラ

ム等の心身の状態の維持・改善に資するサービスを受けることができること｡

イ 介護保険において提供される維持期のリハビリテーションを受ける要介護者等が,

急性増悪等により心身の状態が著しく悪化した場合には, 医療機関を受診し, 医療

保険において提供される急性期のリハビリテーションを受けることができること｡

５ 介護保険におけるリハビリテーションに係る平成18年度介護報酬改定の内容

(１) 介護保険におけるリハビリテーションの見直しの基本的な考え方

医療保険による回復期のリハビリテーション終了後, 引き続き速やかに維持期のリ

ハビリテーションに移行できる体制の整備を図ったものであること｡

(２) 通所リハビリテーション等における加算

ア 介護サービスを担う多職種が協働して, 利用者ごとの課題の把握, 改善に係る目
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標の設定, 計画の作成等の一連のプロセスを継続的に実施することを評価した ｢リ

ハビリテーションマネジメント加算｣ を創設したこと

イ 医療機関からの退院または介護保険施設からの退所後一定の期間において, 短期

集中的にリハビリテーションを行うことを評価した ｢短期集中リハビリテーション

実施加算｣ を創設したこと

(３) 居宅介護支援における加算

居宅介護支援事業所については, 新規に居宅サービス計画を作成した場合であって,

医療機関からの退院または介護保険施設からの退所に当たって, 病院・施設等と居宅

サービス事業者との連携を図りつつ, 居宅サービス計画を策定した場合の加算 (初回

加算 (Ⅱ)) を創設したこと｡

６ 介護保険におけるリハビリテーション実施に当たっての留意事項

(１) リハビリテーション実施機関における留意事項

リハビリテーションの開始に当たり, 急性期, 回復期および維持期のリハビリテー

ションの意義および内容の違いについて説明を行うとともに, 介護保険におけるリハ

ビリテーションについては, 生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーションを

行うことの説明を行うこと｡

質の高いサービスを提供する観点から, リハビリテーションマネジメントや短期集

中リハビリテーションの実施に努めるとともに, 通所リハビリテーションについては,

利用者の希望等を勘案して, 短時間のサービスを提供できるよう努めること｡

また, 個別リハビリテーションについては, リハビリテーションマネジメント加算

や短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては個別リハビリテーション

が行われることとなるが, 利用者の心身の状況等を勘案して個別リハビリテーション

を行うことが必要と認められる場合には, 個別リハビリテーションが提供されるよう,

利用者の状態の維持・改善に向けた最善の取り組みを図るよう努めること｡

(２) 居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者における留意事項

平素より, 地域の医療サービスも含めたリハビリテーションの提供体制を把握する

こと｡

居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者は, 要介護者等が急性期および回復

期のリハビリテーションを受けている間からも, 要介護者等から依頼があった場合に

は, あらかじめ, 維持期におけるリハビリテーション等を含めた居宅サービス計画の

作成等を行い, 居宅における生活に円滑に移行できるようにすること｡

居宅サービス計画等については, 利用者の主治の医師等の意見を求めて作成するこ

ととなるが, 利用者の希望等を踏まえ, 急性期および回復期のリハビリテーションを

行った医療機関において維持期のリハビリテーションを実施することとするなど, 急

性期および回復期のリハビリテーションとの継続性にも配慮が必要であること｡

(３) 地域包括支援センターにおける留意事項

平素より, 地域の医療サービスも含めたリハビリテーションの提供体制を把握する

ことに努め, 高齢者からのリハビリテーションに関する相談に応じ, 必要に応じて,

関係機関において必要なリハビリテーションが受けられるよう入所や利用に係る連絡

調整を行うこと｡

(４) 都道府県および市町村における留意事項

都道府県および市町村は, 都道府県介護保険事業支援計画や市町村介護保険事業計

画に基づき, リハビリテーションに係る利用者のニーズも踏まえつつ, 計画的にサー
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ビスの確保を進めること｡

また, 都道府県は, 医療機関や介護サービス事業者が, 域内の医療サービスや福祉

サービスを把握できるよう, WAM NET の情報や事業所一覧等により, 域内の医療

機関や介護サービス事業者の情報を提供すること｡
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リハビリテーションの疾患別体系への見直し

注 点数は１単位 (20分) 当たりのもの
＊リハビリテーション料 (Ⅱ) は, 一定の施設基準を満たす場合に算定できる｡
＊リハビリテーション料 (Ⅰ) は, さらに医師またはリハビリテーション従事者の配置が手厚い場合
に算定できる｡

算定日数上限規定の対象から除外される疾患
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脳血管疾患等リハ
ビリテーション

運動器リハビリ
テーション

呼吸器リハビリ
テーション

心大血管疾患リハ
ビリテーション

対象疾患

脳血管疾患
脳外傷
脳腫瘍
神経筋疾患
脊髄損傷
高次脳機能障害

等

上・下肢の複合
損傷
上・下肢の外傷・
骨折の手術後
四肢の切断・義肢
熱傷瘢痕による
関節拘縮

等

肺炎・無気肺
開胸手術後
肺梗塞
慢性閉塞性肺疾
患であって重症
後分類Ⅱ以上の
状態の患者

等

急性心筋梗塞
狭心症
開心術後
慢性心不全で左心
駆出率40％以下
冠動脈バイパス
術後
大血管術後

等

リハビリ
テーショ
ン料 (Ⅰ)

250点 180点 180点 250点

リハビリ
テーショ
ン料 (Ⅱ)

100点 80点 80点 100点

算定日数
の上限

180日 150日 90日 150日

・失語症, 失認および失行症
・高次脳機能障害
・重度の頸髄損傷
・頭部外傷または多部位外傷
・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定す
る患者
・ベーチェット病
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・全身性エリテマトーデス
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・強皮症, 皮膚筋炎および多発性筋炎
・結節性動脈周囲炎
・ビュルガー病
・脊髄小脳変性症
・悪性関節リウマチ
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺,
大脳皮質基底核変性症, パーキンソン病)
・アミロイドーシス
・後縦靱帯骨化症
・ハンチントン病
・モヤモヤ病 (ウィリス動脈輪閉塞症)

・ウェゲナー肉芽腫症
・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症, オリーブ橋
小脳萎縮症, シャイ・ドレーガー症候群)
・広範脊柱管狭窄症
・特発性大腿骨頭壊死症
・混合性結合組織病
・プリオン病
・ギラン・バレー症候群
・黄色靱帯骨化症
・シェーグレン症候群
・成人発症スチル病
・関節リウマチ
・亜急性硬化性全脳炎・脳性麻痺
・胎生期もしくは乳幼児期に生じた脳または脊髄
の奇形および障害
・顎・口腔の先天異常
・先天性の体幹四肢の奇形または変形
・先天性神経代謝異常症, 大脳白質変性症
・先天性または進行性の神経筋疾患
・神経障害による麻痺および後遺症
(脳卒中後遺症を含む)

・言語障害, 聴覚障害または認知障害を伴う自閉
症等の発達障害



地域連携退院時共同指導料・退院前在宅療養指導管理料

地域連携退院時共同指導料２

・在宅療養支援診療所と連携する場合 500点

・その他の場合 300点

退院前在宅療養指導管理料

・120点

退院時リハビリテーション指導料

・300点

リハビリテーションマネジメント加算
および短期集中リハビリテーション実施加算

※１ 退所・退院日または新たに要介護認定を受けた日から１月以下
※２ 退所・退院日または新たに要介護認定を受けた日から１月超３月以下
※３ 退所・退院日または新たに要介護認定を受けた日から３日超
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入院中の保険医療機関の医師, 看護師等が, 入院中の患者に対して, 患者の同
意を得て, 退院後の居宅における療養上必要な説明および指導を, 地域におい
て退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医と共同して行った上で, 文書
により情報提供することを評価｡

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり, 当該在宅療養に
関する指導管理を行うことを評価｡

�
�
�

�
�
�

患者の退院時に当該患者またはその家族等に対して, 退院後の居宅における基
本的動作能力もしくは応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため
の訓練等について必要な指導を行うことを評価｡

�
�
�
�

�
�
�
�

訪問リハビリ
テーション

通所リハビリ
テーション

介護老人保健
施設

介護療養型医
療施設

リハビリテーショ
ンマネジメント加
算 (１日につき)

20単位 20単位 25単位 25単位

短期集中リハビリ
テーション実施加
算 (１日につき)

330単位 180単位 60単位 60単位 ※１

200単位 130単位 60単位 60単位 ※２

80単位 ※３



リハビリテーションマネジメント加算

短期集中リハビリテーション実施加算

居宅介護支援費における初回加算の創設

初回加算の創設

初回 (新規に居宅サービス計画を策定した場合および要介護状態区分の２段階以上の変更

認定を受けた場合) の居宅介護支援費に加算する｡ また, 退院・退所時には, より高い額

を加算する｡

初回加算 (Ⅰ) ＜初回時＞

初回加算 (新規) � 250単位／月

初回加算 (Ⅱ) ＜退院・退所時＞

600単位／月
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多職種が協働して, 利用者毎の課題の把握, 改善に係る目標の設定, 計画の作
成等の一連のプロセスを継続的に実施することを評価する｡

�
�
�

�
�
�

退院・退所後または初めて要介護認定を受けた後に, 早期に在宅における日常
生活活動の自立性を向上させるため, 短期集中的にリハビリテーションを実施
した場合に加算する｡

�
�
�
�

�
�
�
�

※算定要件
初回加算Ⅰ：①新規に居宅サービス計画を策定した場合

②要介護状態区分が２段階以上変更となった場合
初回加算Ⅱ：初回加算Ⅰの要件を満たしている場合であって, 30日を超え

る入院・入所期間を経た後の退院・退所に当たって, 病院・
施設等と居宅サービス事業者との連携を図りつつ, 居宅サー
ビス計画を策定した場合｡ ただし同一の利用者について前回
の算定から６月間以上を経過していること｡

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



労災診療費算定基準の訂正について

平成18年４月の健康保険診療報酬改定に伴う労災診療費算定基準の一部改定については,

平成18年４月15日号京都医報付録保険だより等にて既報のとおりですが, 今般, 厚生労働

省労働基準局労災補償部補償課長より, 診療報酬改定前は, 創傷処置や関節穿刺等に準じ

て取り扱っていた処置が, 改定後それぞれ独立した点数項目として設定されたことに伴い,

労災保険においても ｢四肢加算｣ 等の特例取り扱いを明確にする通知が下記のとおり発出

されましたので, お知らせします｡

なお, 本取り扱いは, 平成18年４月以降の診療分について適用されますのでご注意くだ

さい｡

記

１. 四肢の傷病に対する処置に係る特例

(１) 健保の1.5倍

四肢 (鎖骨, 肩甲骨及び股関節を含む｡ 以下同じ) の傷病に係る ｢創傷 (手術後の

患者に対するものを含む｡ 以下同じ) 処置｣, ｢爪甲除去 (麻酔を要しないもの)｣,

｢穿刺排膿後薬液注入｣, ｢熱傷 (電撃傷, 薬傷及び凍傷を含む｡ 以下同じ) 処置｣,

｢重度褥瘡処置｣, ｢絆創膏固定術｣, ｢鎖骨又は肋骨骨折固定術｣, ｢ドレーン法｣, ｢皮

膚科軟膏処置｣, ｢皮膚科光線療法｣, ｢関節穿刺｣, ｢粘 (滑) 液嚢穿刺注入｣, ｢ガング

リオン穿刺術｣, ｢ガングリオン圧砕法｣, ｢鋼線等による直達牽引 (２日目以降)｣,

｢介達牽引｣, ｢矯正固定｣, ｢変形機械矯正術｣, ｢消炎鎮痛等処置｣ 及び ｢低出力レー

ザー照射｣

(２) 健保の2.0倍

手 (手関節以下) 及び手の指に係る ｢創傷処置｣, ｢爪甲除去 (麻酔を要しないも

の)｣, ｢穿刺排膿後薬液注入｣, ｢熱傷処置｣, ｢重度褥瘡処置｣, ｢ドレーン法｣, ｢皮膚

科軟膏処置｣, ｢関節穿刺｣, ｢粘 (滑) 液嚢穿刺注入｣, ｢ガングリオン穿刺術｣, ｢ガン

グリオン圧砕法｣ 及び ｢消炎鎮痛等処置のうち湿布処置｣

２. 介達牽引, 矯正固定及び変形機械矯正術の特例取り扱い

介達牽引, 矯正固定及び変形機械矯正術に係る点数の算定は, 消炎鎮痛等処置, 腰部

又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射に係る点数の算定と同様とする｡

なお, 健康保険診療報酬点数表 (医科に限る) における介達牽引の注２ (月内逓減制

の取り扱い) については, 適用しないものとする｡

2007年(平成19年)２月１日 No.1854 ( 11 )

消炎鎮痛等処置, 腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射の特例取

り扱いと同様に, 負傷にあっては３部位, 疾病にあっては３局所を限度に算定

することができる｡

�
�
�
�

�
�
�
�

介達牽引, 矯正固定及び変形機械矯正術の算定において, 健康保険では従前

どおり月内逓減制が適用されているが, 労災保険では逓減制を廃止することと

したものである｡

�
�
�
�

�
�
�
�



３. 消炎鎮痛等処置, 腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射の特例

消炎鎮痛等処置 (｢マッサージ等の手技による療法｣ 及び ｢器具等による療法｣), 腰

部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射に係る点数は, 負傷にあっては受傷部位

ごとに, 疾病にあっては１局所 (上肢の左右, 下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹を

それぞれ指し, 全身を５局所に分けるものである｡) ごとに, １日につき所定点数を算

定する｡

ただし, ３部位以上又は３局所以上にわたり当該処置を施した場合は, １日につき３

部位又は３局所を限度とする｡

４. レセプト上の記載について

腰部又は胸部固定帯固定, 低出力レーザー照射, 矯正固定及び変形機械矯正術の部位

(局所) については, レセプト上明確に記載する｡
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薬価基準等の一部改正
平成18年12月８日から

平成18年12月８日付厚生労働省告示第649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, (１) 薬事・食品衛生審議会医薬品部会に報告の上承認を受けた医薬品

等で, 薬価基準に収載申請のあった医薬品29品目 (薬価基準既収載医薬品と同一成分の新

規格および新剤形の医薬品等), (２) 製薬企業等の医薬品製造販売承認の承継に伴う薬事

法上の販売名称の変更による新名称の医薬品 ｢ケトプロフェンテープ20mg ｢日医工｣｣ お

よび (３) 医療事故防止等に係る代替新規品目として, 医療事故防止対策等を強化し, よ

り一層の安全対策の推進を図るため, 従来の銘柄名を ｢○○○ (ブランド名) ＋ ｢剤形｣

＋ ｢含量 (または濃度)｣｣ の形式に改めた医薬品等が, 薬価基準の別表に第13部追補 (９)

として収載されたものです｡

あわせて, 同日付保医発第1208001号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回薬価

基準に収載された血液製剤に関する留意事項が下記のとおり示されました｡

さらに, 同日付厚生労働省告示第650号をもって掲示事項等告示の一部が改正され, 同

日から適用されました｡

今回の改正は, (１) 医薬品製造販売承認の承継に伴い旧名称の医薬品 ｢ケトックテー

プ｣ が掲示事項等告示の別表第２に第８部追補 (５) として収載され, 経過措置品目 (使

用期限：平成19年３月31日限り) となったもの, (２) 医療事故防止等に係る代替新規品

目が薬価基準に収載されたことに伴い, 既存品との切替が行われることから, 旧名称の医

薬品が掲示事項等告示の別表第５に第２部追補 (１) として収載され, 経過措置品目 (使

用期限：平成19年８月31日限り) とされたものです｡

記

△

薬価基準既収載品と同一成分の新規格および新剤形の医薬品等
(平成18年12月８日から適用)

＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・
新キット製品

血液
製剤

承継
品目

診療報酬上
の後発品

アスパラギン酸カリウム注10 mEq
キット ｢テルモ｣ 17.12％10mL１キット 217 ○ ○

オンダンセトロン注４mg シリン
ジ ｢ＨＫ｣ ４mg２mL１筒 4,910 ○ ○

解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
赤血球１袋 15,202 ○

解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
赤血球１袋 30,404 ○

KCL注10 mEq キット ｢テルモ｣ １モル10mL１キット 217 ○ ○

KCL注20 mEq キット ｢テルモ｣ １モル20mL１キット 217 ○ ○

合成血－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL 相当に由来
する血液量１袋 13,124 ○



＜ 外 用 薬 ＞
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合成血－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL 相当に由来
する血液量１袋 26,247 ○

照射解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
赤血球１袋 15,597 ○

照射解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
赤血球１袋 31,194 ○

照射合成血－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL 相当に由来
する血液量１袋 13,674 ○

照射合成血－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL 相当に由来
する血液量１袋 27,347 ○

照射赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
赤血球１袋 8,618 ○

照射赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
赤血球１袋 17,234 ○

照射洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 200mL１袋 9,757 ○

照射洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 400mL１袋 19,514 ○

局○照射人全血液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
血液量１袋 8,634 ○

局○照射人全血液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
血液量１袋 17,264 ○

新鮮凍結血漿－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL 相当に由来
する血漿１袋 8,706 ○

新鮮凍結血漿－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL 相当に由来
する血漿１袋 17,414 ○

赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
赤血球１袋 8,169 ○

赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
赤血球１袋 16,338 ○

洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 200mL１袋 9,207 ○

洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣ 400mL１袋 18,414 ○

局○人全血液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液200mL に由来する
血液量１袋 7,933 ○

局○人全血液－ＬＲ ｢日赤｣ 血液400mL に由来する
血液量１袋 15,867 ○

ユナシン－Ｓキット静注用1.5ｇ (1.5ｇ) １キット
(生理食塩液100mL 付) 1,670 ○

ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ (３ｇ) １キット
(生理食塩液100mL 付) 2,243 ○

ランタス注バイアル1000 100単位１mLバイアル 449 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・
新キット製品

血液
製剤

承継
品目

診療報酬上
の後発品

ケトプロフェンテープ20mg ｢日
医工｣ ７㎝×10㎝１枚 16.80 ○ ○



△

医療事故防止等に係る代替新規品目 (平成18年12月８日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬上の後発品

アイロメート錠20mg
(アイロメート錠) 20mg１錠 10.10 ○

アストミン散10％
(アストミン散) 10％１ｇ 52.70

アストミン錠10mg
(アストミン錠) 10mg１錠 6.40

アストミンシロップ0.25％
(アストミンシロップ) 0.25％１mL 3.80

アストロフェン錠200mg
(アストロフェン錠) 200mg１錠 6.40 ○

アズノール錠２mg
(アズノール錠) ２mg１錠 7.60

アズロゲン錠1.0
(アズロゲン錠) １mg１錠 6.40 ○

アタナールカプセル10
(アタナールカプセル) 10mg１カプセル 6.40 ○

アデフロニックＬカプセル37.5mg
(アデフロニックＬカプセル) 37.5mg１カプセル 9.80 ○

アデフロニック錠25mg
(アデフロニック) 25mg１錠 6.40 ○

アナポレット錠20mg
(アナポレット錠) 20mg１錠 8.70 ○

アビショット錠25mg
(アビショット錠25) 25mg１錠 61.50

アビショット錠50mg
(アビショット錠50) 50mg１錠 122.60

アポラスノン錠25mg
(アポラスノン錠) 25mg１錠 6.40 ○

アラネトリン顆粒10％
(アラネトリン顆粒) 10％１ｇ 5.70 ○

アラネトリン錠50mg
(アラネトリン錠) 50mg１錠 5.70 ○

アリスメット錠100mg
(アリスメット錠) 100mg１錠 6.40 ○

アルラント顆粒20％
(アルラント顆粒) 20％１ｇ 6.10 ○

アロストーワ錠20mg
(アロストーワ錠) 20mg１錠 9.40 ○

アロチーム錠100mg
(アロチーム錠) 100mg１錠 6.40 ○

アンコチル錠500mg
(アンコチル) 500mg１錠 296.80

アンジーフ錠100mg
(アンジーフ) 100mg１錠 7.90 ○
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イクロール錠200mg
(イクロール錠) 200mg１錠 6.40 ○

インデラルＬＡカプセル60mg
(インデラルＬＡ) 60mg１カプセル 104.50

ウナスチン錠60mg
(ウナスチン錠) 60mg１錠 10.90 ○

ウビロン錠100mg
(ウビロン100) 100mg１錠 7.10 ○

エーシーコール錠30mg
(エーシーコール錠) 30mg１錠 6.40 ○

局○エストリオール錠１mg ｢Ｆ｣
(局○※エストリオール錠１mg (富士
製薬))

１mg１錠 15.10

エペル錠50mg
(エペル錠) 50mg１錠 6.40 ○

エラスチーム錠1800
(エラスチーム錠) 1,800単位１錠 18.80

エリカナール細粒小児用10％
(エリカナール細粒) 100mg１ｇ 15.50 ○

エリスパン細粒0.1％
(エリスパン細粒) 0.1％１ｇ 29.90

エリスパン錠0.25mg
(エリスパン錠0.25) 0.25mg１錠 9.70

エリスロマイシン錠200mg ｢サワイ｣
(エリスロマイシン錠 ｢サワイ｣) 200mg１錠 8.60 ○

塩酸パパベリン散10％ ｢メルク｣
(塩酸パパベリン散 ｢ホエイ｣) 10％１ｇ 6.40 ○

※塩酸バンコマイシン散0.5ｇ (イー
ライリリー)
(※塩酸バンコマイシン散 (イーラ
イリリー))

500mg１瓶 3,898.90

カイトロン錠10mg
(カイトロンＴ10) 10mg１錠 6.40 ○

カタプレス錠75μg
(カタプレス錠75) 0.075mg１錠 6.40

カタプレス錠150μg
(カタプレス錠) 0.15mg１錠 10.70

カリアントＳＲカプセル20mg
(カリアントＴＰカプセル) 20mg１カプセル 8.50 ○

カルナース錠30mg
(カルナース) 30mg１錠 6.40 ○

カルマイサ顆粒50％
(カルマイサ顆粒) 50％１ｇ 6.40 ○

カンファタニン錠60mg
(カンファタニン錠) 60mg１錠 7.60 ○

キッカルジン錠25mg
(キッカルジン錠) 25mg１錠 6.40 ○

キネスタット錠50mg
(キネスタット錠) 50mg１錠 76.60 ○

キノトミン錠１mg
(キノトミン錠) １mg１錠 5.70 ○
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クラリシッド・ドライシロップ10％
小児用
(クラリシッド・ドライシロップ小
児用)

100mg１ｇ 130.60

クラルートＲカプセル100mg
(クラルートＲ100) 100mg１カプセル 24.60 ○

クラルート錠30mg
(クラルート) 30mg１錠 6.40 ○

グランパム錠50mg
(グランパム錠) 50mg１錠 6.40 ○

グリコラン錠250mg
(グリコラン錠) 250mg１錠 9.80

グルカロン錠187.5mg
(グルカロン錠) 187.5mg１錠 22.90

グルタミール錠40mg
(グルタミール錠) 40mg１錠 10.20 ○

経口用トロンビン細粒１万単位
(経口用トロンビン細粒) 10,000単位１ｇ１包 1,582.30

経口用トロンビン細粒２万単位
(経口用トロンビン細粒) 20,000単位２ｇ１包 2,373.40

経口用トロンビン細粒５千単位
(経口用トロンビン細粒) 5,000単位0.5ｇ１包 1,077.20

ケイツーシロップ0.2％
(ケイツーシロップ) 0.2％１mL 28.70

ケーテー散
(ケーテー末２号) １ｇ 6.40

ゲファニール細粒10％
(ゲファニール細粒) 10％１ｇ 14.20

ケフポリン細粒10％
(ケフポリン細粒) 100mg１ｇ 19.20 ○

コポネント錠20mg
(コポネント錠) 20mg１錠 6.40 ○

コメスゲン錠500μg
(コメスゲン錠) 0.5mg１錠 6.40 ○

コリリック錠30mg
(コリリック) 30mg１錠 6.40 ○

サキオジール錠25mg
(サキオジール錠) 25mg１錠 25.10 ○

サビスミンＳＲカプセル37.5mg
(サビスミンＴＰカプセル) 37.5mg１カプセル 10.40 ○

サルモシン錠５mg
(サルモシン錠) ５mg１錠 13.60 ○

サロベール錠100mg
(サロベール錠) 100mg１錠 17.90 ○

サワチオン細粒１％
(サワチオンＳ細粒) １％１ｇ 26.80 ○

サワチオン錠５mg
(サワチオンＳ錠) ５mg１錠 10.40 ○

サワテン錠250mg
(サワテン錠) 250mg１錠 6.40 ○
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サワテンシロップ５％
(サワテンシロップ) ５％１mL 2.60 ○

シスダイン錠250mg
(シスダイン錠) 250mg１錠 6.40 ○

ジベトス錠50mg
(ジベトスＢ錠) 50mg１錠 10.40 ○

ジョサマイシロップ３％
(ジョサマイシロップ) 30mg１mL 7.80

ジョサマイドライシロップ10％
(ジョサマイドライシロップ) 100mg１ｇ 23.00

シンメトレル細粒10％
(シンメトレル細粒) 10％１ｇ 68.60

スズトロン錠６mg
(スズトロン錠) ６mg１錠 6.10 ○

スピロピタン散0.3％
(スピロピタン散) 0.3％１ｇ 57.70

スルチミン錠2.5mg
(スルチミン錠) 2.5mg１錠 6.40 ○

セキタールシロップ0.2％
(セキタールシロップ) 0.2％１mL 9.30

セキロイド錠100mg
(セキロイド錠) 100mg１錠 6.40 ○

ゼストロミン錠0.25mg
(ゼストロミン錠) 0.25mg１錠 12.00 ○

セファレキシンカプセル250mg ｢トーワ｣
(セファレキシン・Ｃ ｢トーワ｣) 250mg１カプセル 12.20 ○

セフゾン細粒小児用10％
(セフゾン細粒小児用) 100mg１ｇ 139.30

セブレチン錠１mg
(セブレチン錠) １mg１錠 6.40 ○

ソピタム錠30mg
(ソピタム錠) 30mg１錠 6.40 ○

ソルドロン細粒10％
(ソルドロン細粒) 10％１ｇ 10.20 ○

ソレルモン錠25mg
(ソレルモン錠) 25mg１錠 6.40 ○

ダイアモックス錠250mg
(ダイアモックス錠) 250mg１錠 30.60

ダウンオイール錠250mg
(ダウンオイール錠) 250mg１錠 7.10 ○

タカベンス錠25mg
(タカベンス錠) 25mg１錠 6.40 ○

タカミジン細粒20％
(タカミジンＣ細粒) 20％１ｇ 6.50 ○

タカミジン錠200mg
(タカミジンＣ錠200mg) 200mg１錠 6.40 ○

タカミジン錠400mg
(タカミジンＣ錠400mg) 400mg１錠 8.40 ○



2007年(平成19年)２月１日 No.1854 ( 19 )

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg
｢ＴＹＫ｣
(ハルンナートカプセル0.1mg)

0.1mg１カプセル 58.70 ○

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg
｢ＴＹＫ｣
(ハルンナートカプセル0.2mg)

0.2mg１カプセル 109.30 ○

タンタリック錠50mg
(タンタリック) 50mg１錠 6.40 ○

チオグール錠５mg
(チオグール錠) ５mg１錠 6.40 ○

チョコラＡ錠１万単位
(チョコラＡ錠) 10,000単位１錠 8.80

チョコラＡ滴0.1万単位／滴
(チョコラＡ滴) 30,000単位１mL 52.00

チョコラＡ末１万単位／ｇ
(チョコラＡ末) 10,000単位１ｇ 10.90

デアノサート錠６mg
(デアノサート) ６mg１錠 6.10 ○

デアノサート錠12mg
(デアノサートＤ) 12mg１錠 6.40 ○

ドセラン錠500μg
(ドセラン錠) 0.5mg１錠 16.00

トランコロン錠7.5mg
(トランコロン錠) 7.5mg１錠 6.40

トリデミン顆粒１％
(トリデミンＧ) １％１ｇ 7.30 ○

トリデミン錠10mg
(トリデミン) 10mg１錠 6.40 ○

トルミナール錠50mg
(トルミナール錠) 50mg１錠 6.40 ○

ナシンドレン錠１mg
(ナシンドレン錠) １mg１錠 6.40 ○

ニスタジール散10％
(ニスタジール散) 10％１ｇ 25.10 ○

ニセルゴリン錠５mg ｢トーワ｣
(セルゴチンＳ錠) ５mg１錠 8.80 ○

ニトロペン舌下錠0.3mg
(ニトロペン錠) 0.3mg１錠 16.00 ○

ニューレプチル内服液１％
(ニューレプチル液) １％１mL 15.90

ネブスン錠10mg
(ネブスン錠) 10mg１錠 6.10 ○

ノイキノン顆粒１％
(ノイキノン顆粒) １％１ｇ 23.40

ハイミジン錠50mg
(ハイミジン錠) 50mg１錠 6.40 ○

バイラブ顆粒10％
(バイラブＧ) 10％１ｇ 6.40 ○

バイラブ錠20mg
(バイラブ) 20mg１錠 6.10 ○
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パキソナール散１％
(パキソナール散) １％１ｇ 6.40 ○

パーセリン錠25mg
(パーセリン錠25) 25mg１錠 134.90

バレリンシロップ５％
(バレリンシロップ) ５％１mL 8.70 ○

ハロステン細粒１％
(ハロステン細粒) １％１ｇ 17.60 ○

ハロペリドール細粒１％ ｢メルク｣
(ハロペリドール細粒 ｢メルク｣) １％１ｇ 13.70 ○

バロメタンカプセル
(バロメタン) １カプセル 9.80 ○

ピアーレシロップ65％
(ピアーレシロップ) 65％１mL 4.80 ○

ピアーレＤＳ95％
(ピアーレドライシロップ) 95％１ｇ 6.60 ○

ピラミスチン散１％
(ピラミスチン散) １％１ｇ 22.00 ○

ピレチア細粒10％
(ピレチア細粒) 10％１ｇ 6.40

ピロラクトン錠25mg
(ピロラクトン錠) 25mg１錠 6.40 ○

ピンドロール錠５mg ｢日医工｣
(ピンドロールＮ錠) ５mg１錠 6.40 ○

ファンギゾンシロップ100mg／mL
(ファンギゾンシロップ) 100mg１mL 63.80

ファンギゾン内服錠100mg
(ファンギゾン内服錠) 100mg１錠 47.90

ファントレーン錠250mg
(ファントレーン錠) 250mg１錠 6.50 ○

フェリセルツ散20％
(フェリセルツ) 600mg１包 1,043.60

フェレダイム錠50mg
(フェレダイム錠) 鉄50mg１錠 6.40 ○

ブスコム錠10mg
(ブスコム錠) 10mg１錠 6.10 ○

フトラフールカプセル200mg
(フトラフールカプセル) 200mg１カプセル 181.20

フラボステン錠200mg
(フラボステン錠) 200mg１錠 9.80 ○

フルレールＤＳ１％
(フルレールドライシロップ) １％１ｇ 23.60 ○

プレコート錠100mg
(プレコート100) 100mg１錠 6.40 ○

プレストロン錠25mg
(プレストロン) 25mg１錠 27.70 ○

局○プレタスミン錠250mg
(局○プレタスミン錠) 250mg１錠 6.40 ○

プロコン散１％
(プロコン散) １％１ｇ 6.40
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プロスタット錠25mg
(プロスタット錠) 25mg１錠 104.70 ○

プロデック錠100mg
(プロデック錠) 100mg１錠 6.40 ○

ベタマック錠50mg
(ベタマックＴ50) 50mg１錠 6.40 ○

ベタマック錠100mg
(ベタマックＴ100) 100mg１錠 6.40 ○

ベタマック錠200mg
(ベタマックＴ200) 200mg１錠 7.90 ○

ベタメタゾン錠0.5mg ｢サワイ｣
(※ベタメタゾン錠 (沢井)) 0.5mg１錠 6.40 ○

ベタメタゾンシロップ0.01％｢サワイ｣
(ベタメタゾンシロップ ｢サワイ｣) 0.01％１mL 3.20 ○

ベネラクサー錠40mg
(ベネラクサー錠) 40mg１錠 6.80 ○

ベプリコール錠50mg
(ベプリコール錠50) 50mg１錠 88.50

ベプリコール錠100mg
(ベプリコール錠100) 100mg１錠 163.60

ペミラストンドライシロップ0.5％
(ペミラストンドライシロップ) 0.5％１ｇ 88.00

局○ペラプリン錠５mg
(局○ペラプリン錠) ５mg１錠 5.70 ○

ペラプリンシロップ0.1％
(ペラプリンシロップ) 0.1％10mL 13.30 ○

ヘルツベース錠10mg
(ヘルツベース) 10mg１錠 6.40 ○

ペロリック錠10mg
(ペロリック錠) 10mg１錠 6.40 ○

ペンクルシン錠12mg
(ペンクルシン錠) 12mg１錠 5.70 ○

ベンザリン細粒１％
(ベンザリン細粒) １％１ｇ 19.70

ペンセリン錠25mg
(ペンセリン25) 25mg１錠 6.10 ○

ペントナ錠４mg
(ペントナ錠) ４mg１錠 21.60

ホモクリシン錠10mg
(ホモクリシン錠) 10mg１錠 6.10 ○

ミケラン細粒１％
(ミケラン細粒) １％１ｇ 43.60

ミノペン顆粒２％
(ミノペン顆粒) 20mg１ｇ 13.10 ○

ムコトロン錠250mg
(ムコトロン錠) 250mg１錠 6.40 ○

メジコン散10％
(メジコン散) 10％１ｇ 27.10

メチクール錠500μg
(メチクール500) 0.5mg１錠 6.40 ○
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メナミンＳＲカプセル150
(メナミンＳＲ150) 150mg１カプセル 65.40

メニエトール錠６mg
(メニエトール) ６mg１錠 6.10 ○

メニタジン錠６mg
(メニタジン錠・６) ６mg１錠 6.10 ○

局○メブリード錠25mg
(局○メブリード25) 25mg１錠 6.10 ○

ユーエフティＥ顆粒20％
(ユーエフティＥ顆粒) 20％１ｇ(テガフール相当量) 778.10

ユニフィルＬＡ錠100mg
(ユニフィル錠100) 100mg１錠 17.00

ユニフィルＬＡ錠200mg
(ユニフィル錠200) 200mg１錠 27.40

ユニフィルＬＡ錠400mg
(ユニフィル錠400) 400mg１錠 43.90

ユービット顆粒分包100mg
(ユービット) 100mg１包 3,201.10

ユベラＮカプセル100mg
(ユベラニコチネート) 100mg１カプセル 6.70

ユベラＮ細粒40％
(ユベラＮ細粒) 40％１ｇ 25.60

ユベラＮソフトカプセル200mg
(ユベラＮソフトカプセル) 200mg１カプセル 12.30

ユベラ顆粒20％
(ユベラ顆粒) 20％１ｇ 12.30

ユーワン顆粒90％
(ユーワンＳ) 90％１ｇ 6.40 ○

ラキソロン錠12mg
(ラキソロンＳ錠) 12mg１錠 5.70 ○

ラクマーゼカプセル200mg
(ラクマーゼカプセル) 200mg１カプセル 10.30 ○

ラクマーゼ細粒40％
(ラクマーゼ細粒) 40％１ｇ 14.90 ○

ラッカルミン錠25mg
(ラッカルミン錠) 25mg１錠 6.40 ○

ラビン細粒10％
(ラビン細粒) 10％１ｇ 9.50 ○

ラミタレート錠10mg
(ラミタレート錠) 10mg１錠 6.40 ○

リスラミドＲ錠150mg
(リスラミドＲ錠) 150mg１錠 20.00 ○

硫酸キニジン錠100mg ｢メルク｣
(硫酸キニジン錠 ｢ホエイ｣) 100mg１錠 13.30

リンデロンシロップ0.01％
(リンデロンシロップ) 0.01％１mL 7.80

ルポック錠75mg
(ルポック錠) 75mg１錠 9.40 ○

レスプレン細粒10％
(レスプレン細粒) 10％１ｇ 25.10
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レナピリンＤＳ0.2％
(レナピリンドライシロップ) 0.2％１ｇ 6.10 ○

レバラミン腸溶錠100mg
(レバラミン錠) 100mg１錠 6.40 ○

レンドルミン錠0.25mg
(レンドルミン錠) 0.25mg１錠 32.80

ロキソマリン錠60mg
(ロキソマリン錠) 60mg１錠 6.40 ○

ロコスゲン錠１mg
(ロコスゲン錠) １mg１錠 6.40 ○

ロズプレン錠20mg
(ロズプレン錠) 20mg１錠 6.10 ○

ワソラン錠40mg
(ワソラン錠) 40mg１錠 7.10

品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬上の後発品

ＩＦＮβモチダ注射用100万単位
(ＩＦＮβモチダ)

100万国際単位１瓶
(溶解液付) 6,509

ＩＦＮβモチダ注射用300万単位
(ＩＦＮβモチダ)

300万国際単位１瓶
(溶解液付) 17,982

ＩＦＮβモチダ注射用600万単位
(ＩＦＮβモチダ)

600万国際単位１瓶
(溶解液付) 33,668

アクチオス点滴静注用250mg
(アクチオス点滴静注用) 250mg１瓶 1,079 ○

アクチダス点滴静注用250mg
(アクチダス点滴静注用) 250mg１瓶 1,079 ○

アスペノン静注用100
(アスペノン注) 100mg10mL１管 1,006

アーツェー筋注液10mg
(アーツェー注 ｢筋注用｣) 0.5％２mL１管 57 ○

アピスタンディン注射用20μg
(注射用アピスタンディン) 20μg１管 605 ○

アピスタンディン注射用500μg
(注射用アピスタンディン500) 500μg１瓶 11,221 ○

アルツ関節注25mg
(アルツ) １％2.5mL１管 1,605

アルツディスポ関節注25mg
(アルツディスポ) １％2.5mL１筒 1,885

イセシン注射液200mg
(イセシン注) 200mg２mL１管 534 ○

イセシン注射液400mg
(イセシン注400) 400mg２mL１管 1,030 ○

塩酸バンコマイシン点滴静注用キッ
ト0.5ｇ
(塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ)

0.5ｇ１キット
(生理食塩液100mL 付) 4,131

オキリコン点滴静注用20mg
(注射用オキリコン) 20mg１瓶 789 ○
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カシミタール静注
(カシミタール) 20mL１管 64

ガスクール静注用200mg
(ガスクール注200) 200mg１瓶 308 ○

カピステン筋注50mg
(カピステン筋注) 50mg１管 141

クラフォラン注射用0.5ｇ
(クラフォラン注射用) 500mg１瓶 628

クラフォラン注射用１ｇ
(クラフォラン注射用) １ｇ１瓶 934

クラルート注射用10mg
(クラルート注10) 10mg１瓶 198 ○

クラルート注射用50mg
(クラルート注50) 50mg１瓶 667 ○

クラルート注射用250mg
(クラルート注250) 250mg１瓶 2,550 ○

グリベルチン静注液20mL
(グリベルチン注) 20mL１管 64 ○

ケナコルトーＡ筋注用関節腔内用水
懸注40mg／１mL
(筋注用ケナコルトーＡ)

40mg１瓶 902

ケナコルトーＡ皮内用関節腔内用水
懸注50mg／５mL
(関節腔内用皮内用ケナコルトーＡ)

10mg１mLバイアル 231

ケニセフ静注用１ｇ
(ケニセフ静注用) １ｇ１瓶 980

コルフィリン注300mg
(コルフィリン注射液) 15％２mL１管 64

コンラックス注２mg
(コンラックス注) 0.2％１mL１管 64 ○

サモカルトン筋注10単位ディスポ
(サモカルトンディスポ) 10国際単位0.5mL１筒 523 ○

シチコリン注100mg／２mL ｢日医工｣
(シチコリン注 ｢マルコ｣) ５％２mL１管 64 ○

シフノス静注液10mg
(シフノス注) 0.5％２mL１管 64 ○

ジプロフィリン注300mg ｢日医工｣
(アネフィリンＭ注 ｢マルコ｣) 15％２mL１管 57 ○

スコルパン注20mg
(スコルパン注) ２％１mL１管 64 ○

スプレキュアＭＰ皮下注用1.8
(スプレキュアＭＰ1.8) 1.8mg１筒 36,063

スベニールディスポ関節注25mg
(スベニールディスポ) １％2.5mL１筒 1,885

スベニールバイアル関節注25mg
(スベニールバイアル) １％2.5mL１瓶 1,605

セフルトール静注用１ｇ
(注射用セフルトール) １ｇ１瓶 485 ○

セフルトール静注用２ｇ
(注射用セフルトール) ２ｇ１瓶 882 ○
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セラーゼン注射用１ｇ
(セラーゼン注射用) １ｇ１瓶 279 ○

ダイアモックス注射用500mg
(注射用ダイアモックス) 500mg１瓶 739

タイオゼット注２mL
(タイオゼット注) ２mL１管 74 ○

タイオゼット注５mL
(タイオゼット注) ５mL１管 88 ○

タイセゾリン注射用１ｇ
(注射用タイセゾリン) １ｇ１瓶 212 ○

タイセゾリン注射用２ｇ
(注射用タイセゾリン) ２ｇ１瓶 401 ○

タイペラシリン注射用１ｇ
(タイペラシリン注射用) １ｇ１瓶 238 ○

タイペラシリン注射用２ｇ
(タイペラシリン注射用) ２ｇ１瓶 348 ○

タカミジン注射液200mg
(タカミジンＣ注射液) 10％２mL１管 64 ○

タチオン注射用100mg
(タチオン注射用) 100mg１管 80

タチオン注射用200mg
(タチオン注射用) 200mg１管 107

チアデラ静注25mg
(チアデラ25) 25mg10mL１管 61 ○

チアデラ静注50mg
(チアデラ50) 50mg20mL１管 64 ○

チアデラ注10mg
(チアデラ10) 10mg１管 57 ○

チエペネム点滴静注用0.5ｇ
(チエぺネム点滴用) 500mg１瓶 1,668 ○

チーカプト注200mg
(チーカプト注) 10％２mL１管 64 ○

注射用タゴシッド200mg
(注射用タゴシッド) 200mg１瓶 7,747

デカーデュラボリン筋注25mg
(デカーデュラボリン25) 25mg１管 556

ドグマチール筋注50mg
(ドグマチール注射液) 50mg１管 104

ドグマチール筋注100mg
(ドグマチール注射液100mg) 100mg１管 157

局○トラカプミン注1000mg
(局○トラカプミンＳ注) 10％10mL１管 72 ○

ナスパルン静注用１ｇ
(ナスパルン静注用) (１ｇ) １瓶 756 ○

ノイセフ静注用１ｇ
(ノイセフ静注用) １ｇ１瓶 1,123

ノイロトロピン注射液1.2単位
(ノイロトロピン特号) １mL１管 87

ノイロトロピン注射液3.6単位
(ノイロトロピン特号３cc) ３mL１管 185
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ノバミン筋注５mg
(ノバミン注) 0.5％１mL１管 64

バイオゲン静注50mg
(バイオゲン50注射液) 50mg20mL１管 64

バイオゲン注10mg
(バイオゲン10注射液) 10mg１管 57

ハイチア静注50mg
(ハイチア注静脈用) 50mg20mL１管 64 ○

ハイピリドキシン注10mg
(ハイピリドキシン注10) 10mg１管 64 ○

ハイピリドキシン注30mg
(ハイピリドキシン) 30mg１管 64

ハイピリドキシン注60mg
(ハイピリドキシン) 60mg１管 64

パナンコシン注射液300mg
(パナンコシンＳ注射液) 300mg１管 232 ○

パナンコシン注射液600mg
(パナンコシンＳ注射液) 600mg１管 331 ○

ハフトロン静注0.5ｇ
(ハフトロン注) ５％10mL１管 64 ○

ハベカシン注射液25mg
(ハベカシン注射液) 25mg0.5mL１管 2,664

ハベカシン注射液75mg
(ハベカシン注射液) 75mg1.5mL１管 4,888

ハベカシン注射液100mg
(ハベカシン注射液) 100mg２mL１管 5,429

パム静注500mg
(パム注射液住友) 2.5％20mL１管 446

パラプラチン注射液50mg
(パラプラチン注射液) 50mg５mL１瓶 6,768

パラプラチン注射液150mg
(パラプラチン注射液) 150mg15mL１瓶 19,326

パラプラチン注射液450mg
(パラプラチン注射液) 450mg45mL１瓶 49,959

ハンダラミン注600mg
(ハンダラミン注) 600mg１管 336 ○

パンテニール注100mg
(パンテニール注100) 100mg１管 64 ○

パンテニール注250mg
(パンテニール) 250mg１管 64 ○

パンテニール注500mg
(パンテニール) 500mg１管 64 ○

ビオチン注１mg ｢フソー｣
(ビオチン注射液“フソー”) １mg１管 64

ピシバニール注射用0.2ＫＥ
(ピシバニール0.2ＫＥ) 0.2ＫＥ１瓶 (溶解液付) 823

ピシバニール注射用0.5ＫＥ
(ピシバニール0.5ＫＥ) 0.5ＫＥ１瓶 (溶解液付) 1,899

ピシバニール注射用１ＫＥ
(ピシバニール１ＫＥ) １ＫＥ１瓶 (溶解液付) 3,487
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ピシバニール注射用５ＫＥ
(ピシバニール５ＫＥ) ５ＫＥ１瓶 (溶解液付) 7,973

ヒルナミン筋注25mg
(ヒルナミン注) 2.5％１mL１管 64

フェリコン鉄静注液50mg
(フェリコン) 50mg２mL１管 175

フトラフール注400mg
(フトラフール注) ４％10mL１管 627

ブブシン点滴静注液100mg
(ブブシン注) 100mg１管 388 ○

フラゼミシン静注用１ｇ
(静注用フラゼミシンＳ) １ｇ１瓶 234 ○

フラゼミシン静注用２ｇ
(静注用フラゼミシンＳ) ２ｇ１瓶 397 ○

ブランジン注用１ｇ
(ブランジン注射用) １ｇ１瓶 193 ○

ブランジン注用２ｇ
(ブランジン注射用) ２ｇ１瓶 348 ○

フルカード静注液100mg
(フルカード静注液0.2％) 0.2％50mL１袋 2,903 ○

フルカード静注液200mg
(フルカード静注液0.2％) 0.2％100mL１袋 3,240 ○

ブルバトシン注射液100mg
(ブルバトシン注射液) 100mg２mL１管 3,797 ○

プロコン注３mg
(プロコン注射液) 0.3％１mL１管 64 ○

フロセミド注20mg ｢トーワ｣
(フルバミド注射液) 20mg１管 57 ○

フロセミド注20mg ｢フソー｣
(プロメデス注射液) 20mg１管 64 ○

ベプシド注100mg
(ベプシド注) 100mg５mL１瓶 7,575

ペミロックヘパリンロック用10単位
／mLシリンジ５mL
(ペミロック10単位／mL シリンジ)

50単位５mL１筒 161 ○

ペミロックヘパリンロック用10単位
／mLシリンジ10mL
(ペミロック10単位／mL シリンジ)

100単位10mL１筒 165 ○

ペミロックヘパリンロック用100単
位／mLシリンジ５mL
(ペミロック100単位／mLシリンジ)

500単位５mL１筒 187 ○

ペミロックヘパリンロック用100単
位／mLシリンジ10mL
(ペミロック100単位／mLシリンジ)

1,000単位10mL１筒 205 ○

ペンマリン注射用１ｇ
(ペンマリン注射用) １ｇ１瓶 250 ○

ペンマリン注射用２ｇ
(ペンマリン注射用) ２ｇ１瓶 446 ○

ホスカリーゼ静注用１ｇ
(静注用ホスカリーゼＳ) １ｇ１瓶 234 ○
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ホスカリーゼ静注用２ｇ
(静注用ホスカリーゼＳ) ２ｇ１瓶 341 ○

ミオブロック静注４mg
(ミオブロック注射液) ４mg１管 357

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100
mg ｢日医工｣
(塩酸ミノサイクリン点滴静注用
｢マルコ｣)

100mg１瓶 163 ○

ミノペン点滴静注用100mg
(ミノペン点滴静注用) 100mg１瓶 219 ○

メキサン注10mg
(メキサン注射液) １％１mL１管 64

メナミン筋注50mg
(メナミン筋注) 50mg１管 158

メルカゾール注10mg
(メルカゾール注) 10mg１管 117

ラステット注100mg／５mL
(ラステット注) 100mg５mL１瓶 7,575

ラノビ静注25mg
(ラノビＶ) 0.5％５mL１管 64 ○

ラノビ静注50mg
(ラノビＶ) 0.5％10mL１管 64 ○

ラノビ静注100mg
(ラノビＶ) 0.5％20mL１管 64 ○

リスモダンＰ静注50mg
(リスモダンＰ注) 50mg５mL１管 443

リトドール点滴静注50mg
(リトドール注) １％５mL１管 430 ○

レナカット静注用１mg
(レナカット注) １mg１瓶 2,023 ○

ローズモルゲン注3.6単位
(ローズモルゲン注) ３mL１管 131 ○

局○ロルファン注射液１mg
(局○ロルファン注射液) 0.1％１mL１管 110

品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬上の後発品

アズノールＳＴ錠口腔用５mg
(アズノールＳＴ) ５mg１錠 20.60

アズノール・ガーグル顆粒0.4％
(アズノール・ガーグル) 0.4％１ｇ 6.40

アルファタカシルクリーム２μg／
ｇ
(アルファタカシルクリーム２μg)

0.0002％１ｇ 79.60 ○

アルファタカシル軟膏２μg／ｇ
(アルファタカシル軟膏２μg) 0.0002％１ｇ 78.50 ○

エストリオール腟錠0.5mg ｢Ｆ｣
(※エストリオール腟錠 (富士製薬)) 0.5mg１錠 21.00 ○
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オイラゾンクリーム0.05％
(オイラゾンＤ) 0.05％１ｇ 43.20 ○

オイラゾンクリーム0.1％
(オイラゾンＤ0.1％) 0.1％１ｇ 47.20 ○

オイラックスＨクリーム
(オイラックスＨ) １ｇ 16.50

オイラックスクリーム10％
(オイラックス) 10％10ｇ 38.80

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1％
(オルガドロン点眼・点耳液) 0.1％１mL 44.80

カトレップパップ70mg
(カトレップ) 10㎝×14㎝１枚 31.60

クラビット点眼液0.5％
(クラビット点眼液) 0.5％１mL 143.90

ケナログ口腔用軟膏0.1％
(口腔用ケナログ) 0.1％１ｇ 74.80

ザーネ軟膏0.5％
(ザーネ軟膏) 5,000単位１ｇ 4.00

局○サリベドール軟膏５％
(局○サリベドール軟膏) ５％１ｇ 13.80 ○

サワドールテープ40mg
(サワドールテープＳ) 40mg１枚 63.60 ○

サンチンク点眼液0.2％
(サンチンク点眼液) 0.2％５mL１瓶 85.60 ○

ジクロード点眼液0.1％
(ジクロード点眼液) 0.1％１mL 110.70

人工涙液マイティア点眼液
(人工涙液マイティア) ５mL１瓶 85.60

ソルコセリル軟膏５％
(ソルコセリル軟膏) ５％１ｇ 12.80

ソルファ点鼻液0.25％
(ソルファ点鼻液) 0.25％８mL１瓶 931.20

タリビッド眼軟膏0.3％
(タリビッド眼軟膏) 0.3％１ｇ 141.90

タリビッド点眼液0.3％
(タリビッド点眼液) 0.3％１mL 130.50

ネグミンゲル10％
(ネグミンゲル) 10％10ｇ 39.50 ○

ノキサシン点眼液0.3％
(ノキサシン点眼液) 0.3％１mL 84.30 ○

ノギロンクリーム0.1％
(ノギロンクリーム) 0.1％１ｇ 5.80 ○

ノギロン軟膏0.1％
(ノギロンＶ軟膏) 0.1％１ｇ 5.70 ○

バソレーターテープ27mg
(バソレーターテープ) (27mg) 14cm２１枚 86.60

ヒアレイン点眼液0.1％
(ヒアレイン0.1) 0.1％５mL１瓶 535.20

ヒアレインミニ点眼液0.1％
(ヒアレインミニ0.1) 0.1％0.4mL１個 19.20
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ヒアレインミニ点眼液0.3％
(ヒアレインミニ0.3) 0.3％0.4mL１個 27.30

ビジュアリン0.1％眼科耳鼻科用液
(ビジュアリン0.1％液) 0.1％１mL 44.40 ○

フトラフール坐剤750mg
(フトラフールズポ) 750mg１個 818.00

フランドルテープ40mg
(フランドルテープＳ) 40mg１枚 99.40

プリビナ液0.05％
(0.05％プリビナ液 ｢チバ｣) 0.05％１mL 4.90

プリビナ点眼液0.5mg／mL
(眼科用プリビナ) 0.05％１mL 5.20

プレドニゾロン軟膏0.5％ ｢メルク｣
(プレドニゾロン軟膏 ｢ホエイ) 0.5％１ｇ 8.20 ○

フロバール点眼液0.3％
(フロバール点眼液) 0.3％１mL 84.30 ○

フロリード腟坐剤100mg
(フロリード) 100mg１個 47.00

フロリードＤクリーム１％
(フロリードＤ) １％１ｇ 18.30

ペミラストン点眼液0.1％
(ペミラストン点眼液) ５mg５mL１瓶 864.10

ミオコールスプレー0.3mg
(ミオコールスプレー) 0.65％7.2ｇ１缶 2,199.20

ミタヤク点眼液２％
(ミタヤク点眼液) 100mg５mL１瓶 263.10 ○

ミタヤク点鼻液２％
(ミタヤク点鼻液) 190mg9.5mL１瓶 377.10 ○

ミニトロテープ27mg
(ミニトロテープ) (27mg) 14cm２１枚 86.60

ミリステープ５mg
(ミリステープ) (５mg) 4.05㎝×4.50㎝１枚 61.60

メディトランステープ27mg
(メディトランステープ) (27mg) 14cm２１枚 90.20

メプチン吸入液0.01％
(メプチン吸入液) 0.01％１mL 36.00

ユーパスタコーワ軟膏
(ユーパスタコーワ) １ｇ 47.90

リファタックテープ40mg
(リファタックテープＳ) 40mg１枚 44.80 ○

リフタマイシン点眼液0.3％
(リフタマイシン点眼液) ３mg１mL 19.40 ○

ルゲオン点眼液２％
(ルゲオン点眼液) 100mg５mL１瓶 544.60 ○

ルポック点眼液0.1％
(ルポック点眼液) 0.1％１mL 30.90 ○



△

経過措置品目となったもの (平成19年３月31日限り)

＜ 外 用 薬 ＞

△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

局○局人全血液－ＬＲ ｢日赤｣, 局○局照射人全血液－ＬＲ ｢日赤｣, 合成血－ＬＲ ｢日赤｣,

解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣, 新鮮凍結血漿－ＬＲ ｢日赤｣,

洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 照射赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣, 照射解凍赤血球－ＬＲ

｢日赤｣, 照射合成血－ＬＲ ｢日赤｣, 照射洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 濃厚血小板 ｢日赤｣,

濃厚血小板ＨＬＡ ｢日赤｣, 照射濃厚血小板ＨＬＡ ｢日赤｣ および照射濃厚血小板 ｢日

赤｣ の保険適用上の取り扱い

① 輸血にあたって, 局○局人全血液－ＬＲ ｢日赤｣, 局○局照射人全血液－ＬＲ ｢日赤｣,

合成血－ＬＲ ｢日赤｣, 解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日赤｣, 新

鮮凍結血漿－ＬＲ ｢日赤｣, 洗浄赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 照射赤血球濃厚液－ＬＲ ｢日

赤｣, 照射解凍赤血球－ＬＲ ｢日赤｣, 照射合成血－ＬＲ ｢日赤｣ および照射洗浄赤血

球－ＬＲ ｢日赤｣ を使用した場合には, ｢特定保険医療材料及びその材料価格 (材料

価格基準)｣ (平成18年厚生労働省告示第96号) (以下, ｢材料価格基準｣ という) の別

表の ｢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) およびその材料価格｣ の ｢145 輸

血用血液フィルター (微小凝集塊除去用)｣ および ｢146 輸血用血液フィルター (赤

血球製剤用白血球除去用)｣ は別に算定できないものであること｡

② 血小板製剤の白血球除去については, ｢血小板製剤の使用適正化の推進及び ｢輸血

療法の実施に関する指針｣ の一部改正について｣ (平成16年10月12日付け医療課事務

連絡) において既に連絡しているところであるが, すべての血小板製剤 (濃厚血小板

｢日赤｣, 濃厚血小板ＨＬＡ ｢日赤｣, 照射濃厚血小板ＨＬＡ ｢日赤｣ および照射濃厚

血小板 ｢日赤｣) について, 白血球が除去されたものとなったことから, 血小板製剤

より輸血を行う場合には, 材料価格基準の別表の ｢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) およびその材料価格｣ の ｢145 輸血用血液フィルター (微小凝集塊除去用)｣

および ｢147 輸血用血液フィルター (血小板製剤用白血球除去用)｣ は別に算定でき

ないものであること｡
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｢先進医療に係る届出等の取扱いについて｣
の一部改正について

標記について, 平成18年12月22日付, 保医発第1222001号で厚生労働省保険局医療課長

通知により, 施設基準において ｢倫理委員会が設置されていること｣ と規定されている場

合に, 新規届出書, 新規施設届出書, 既評価技術施設届出書に倫理委員会の開催要綱を添

付することや, 別紙新規技術様式第11号が一部改正されましたので, 下記のとおりお知ら

せします (下線部が一部改正)｡

記

１ 先進医療に係る基本的な考え方

先進医療については, 昨年末の厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣 (規制改革, 産業

再生機構), 行政改革担当, 構造改革特区・地域再生担当との基本的合意に基づき, 国

民の安全性を確保し, 患者負担の増大を防止するといった観点も踏まえつつ, 国民の選

択肢を拡げ, 利便性を向上するという観点から, 選定療養として位置付け, 保険診療と

の併用を認めることとしたものである｡

具体的には, 有効性および安全性を確保する観点から, 医療技術ごとに一定の施設基

準を設定し, 施設基準に該当する保険医療機関および特定承認保険医療機関 (以下 ｢保

険医療機関｣ という｡) は届出により保険診療との併用ができることとしたものである｡

また, 先進医療については, 将来的な保険導入のための評価を行うものとして, 保険

診療との併用を認めたものであり, 実施保険医療機関から定期的に報告を求めることと

している｡

２ 薬事法上未承認である医療機器または医薬品を使用する医療技術の取り扱い

薬事法 (昭和35年法律第145号) 第14条第１項または第19条の２第１項の規定による

承認を受けていない医療機器または医薬品を使用する医療技術 (以下 ｢未承認医療機器

等を使用する技術｣ という｡) および承認を受けている医療機器または医薬品を承認外

の効能または効果等を目的として使用する医療技術 (以下 ｢医療機器等を適応外使用す

る技術｣ という｡) については, 以下のとおり取り扱うこととする｡

(１) 使用する医療機器または医薬品はその有効性および安全性が確立していることが必

要であり, 薬事法上の承認を受けていること｡

(２) 未承認医療機器等を使用する技術については, 臨床試験 (治験) を実施するなど,

承認を受けることが優先されることから, 先進医療の対象とはしないこと｡

(３) 医療機器等を適応外使用する技術については, 臨床試験 (治験) を実施するなど,

当該適応外の効能または効果等に係る一部変更承認を受けることが優先されることか

ら, 先進医療の対象とはしないこと｡

３ 新規 (既に施設基準が告示されている先進医療 (以下 ｢既評価技術｣ という｡) の適

応症の変更を含む｡) の先進医療に係る届出および施設届出

(１) 届出

① 保険医療機関の開設者は, 別紙新規技術様式第１号による先進医療届出書 (新規
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技術) (以下 ｢新規届出書｣ という｡) 正本１通 (添付書類および添付文献を含む｡)

および副本５通 (添付書類および添付文献を含む｡) を保険医療機関の所在地の地

方社会保険事務局長を経由して厚生労働大臣に提出すること｡

② 併せて, 保険医療機関の開設者は, 別紙新規技術様式第１－２号による先進医療

施設届出書 (新規技術) (以下 ｢新規施設届出書｣ という｡) 正本１通 (添付書類を

含む｡) および副本１通 (添付書類を含む｡) を地方社会保険事務局長に提出するこ

と｡

③ 地方社会保険事務局長への届出については, 毎月15日 (土曜日, 日曜日または祝

祭日に当たるときはその直前の平日) 締めとし, 16日以降に届出のあったものにつ

いては, 翌月分として取り扱うこと｡

④ 地方社会保険事務局長は, 新規届出書の提出があった場合は, 記載事項を確認し,

速やかに厚生労働大臣に送付すること｡

⑤ 新規届出書については, 厚生労働省保険局医療課において記載事項を確認したも

のに限り受理することとし, また, 保険医療機関から提出のあった月 (同月16日以

降に届出のあった場合は翌月) の15日に受理されたものとみなすこと｡

(２) 届出書の添付書類

各届出書には, それぞれ次の書類を添付すること｡

① 新規届出書 (厚生労働大臣あて)

ア 先進医療の内容 (概要) (別紙新規技術様式第２号)

イ 先進医療の内容 (詳細) (別紙新規技術様式第３号)

ウ 当該保険医療機関における実績

(別紙新規技術様式第４－１号および第４－２号)

エ 先進医療に関する文献リスト (別紙新規技術様式第５号)

オ 先進医療で使用する医療機器または医薬品 (別紙新規技術様式第６号)

カ 先進医療に要する費用 (別紙新規技術様式第７号)

キ 先進医療に係る費用の積算根拠

(別紙新規技術様式第８－１号および第８－２号)

ク 先進医療の実施科および実施体制

(別紙新規技術様式第９－１号および第９－２号)

ケ 先進医療としての適格性について (別紙新規技術様式第10号)

コ 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの

(別紙新規技術様式第11号)

サ 倫理委員会の開催要綱 (別紙新規技術様式第11号中, ｢倫理委員会による審査

体制｣ が ｢要｣ の場合のみ)

② 新規施設届出書 (地方社会保険事務局長あて)

ア 先進医療の内容 (概要) (別紙新規技術様式第２号)

イ 先進医療で使用する医療機器または医薬品 (別紙新規技術様式第６号)

ウ 先進医療に係る費用の積算根拠

(別紙新規技術様式第８－１号および第８－２号)

エ 先進医療の実施科および実施体制

(別紙新規技術様式第９－１号および第９－２号)

オ 倫理委員会の開催要綱 (別紙新規技術様式第11号中, ｢倫理委員会による審査

体制｣ が ｢要｣ の場合のみ)
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(３) 届出書の添付文献

新規届出書には, 次の文献を添付すること｡

① 先進医療の内容を論述した論文

(実施結果の分析について言及しているものであること｡) １編以上

② 先進医療の有効性および安全性を評価した原著論文

(著者自らの研究結果に基づく論文をいう｡) １編以上

③ 当該保険医療機関における実績に基づく論文または報告書

(実施結果の評価について言及しているものであること｡) １編以上

(４) 科学的評価結果等の手続き

① 地方社会保険事務局長は, 厚生労働大臣から先進医療に係る科学的評価結果

(｢支障なし｣, ｢中止又は変更｣, ｢保留 (期間の延長)｣) について通知を受けた場合

は, 速やかに届出者に送付すること｡

② 地方社会保険事務局長は, ①の先進医療に係る科学的評価結果が ｢支障なし｣ で

あって, 新規届出書を提出した保険医療機関が先進医療の施設基準に適合している

場合には, 当該施設基準が官報により告示された日に受理したものとみなし, 受理

した旨を速やかに届出者に文書により通知するとともに, 副本１通および受理通知

の複写を厚生労働省保険局医療課に送付すること｡ なお, 届出を受理したものとみ

なされた日の属する月の翌月 (官報により告示された日が１日の場合は当月) １日

より保険診療と併用できるものであること｡

③ ①の先進医療に係る科学的評価結果が ｢支障なし｣ であっても, 新規届出書を提

出した保険医療機関が先進医療の施設基準に適合していない場合には, 地方社会保

険事務局長はその旨を届出者に文書により通知すること｡

４ 既評価技術に係る施設届出

(１) 届出

既評価技術の届出を行うときは, 保険医療機関の開設者は, 別紙既評価技術様式第

１号による先進医療施設届出書 (既評価技術) (以下 ｢既評価技術施設届出書｣ とい

う｡) 正本１通 (添付書類を含む｡) および副本１通 (添付書類を含む｡) を, 当該保

険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に提出すること｡

(２) 届出書の添付書類

既評価技術施設届出書には, 次の書類を添付すること｡

① 先進医療の内容 (概要) (別紙既評価技術様式第２号)

② 先進医療の実施科および実施体制

(別紙既評価技術様式第３－１号および第３－２号)

③ 先進医療で使用する医療機器または医薬品 (別紙既評価技術様式第４号)

④ 先進医療に係る費用の積算根拠

(別紙既評価技術様式第５－１号および第５－２号)

⑤ 倫理委員会の開催要綱 (施設基準において, ｢倫理委員会が設置されていること｡｣

と規定されている場合のみ)

(３) 届出受理の手続き

地方社会保険事務局長は, 届出があった場合は, 記載事項および施設基準に適合し

ている旨を確認して受理することとし, 受理した旨を速やかに届出者に文書により通

知するとともに, 副本１通および受理通知の複写を厚生労働省保険局医療課に送付す
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ること｡ なお, 届出を受理した日の属する月の翌月１日より保険診療と併用できるも

のであること｡

５ 先進医療の取下げ

(１) 新規届出書を提出後, 先進医療専門家会議における科学的評価が行われるまでの間

に, 何らかの理由により届出を取り下げる場合には, 別紙取下様式第１号により地方

社会保険事務局長を経由して厚生労働大臣に提出すること｡

(２) 新規施設届出書および既評価技術施設届出書を提出後に, 何らかの理由により届出

を取り下げる場合には, 別紙取下様式第２号により地方社会保険事務局長に提出する

こと｡ また, ６の ｢ア｣ に係る変更が生じた場合であって, 先進医療ごとの施設基準

を満たさなくなった場合においても, 別紙取下様式第２号を地方社会保険事務局長に

提出すること｡

６ 既評価技術に係る先進医療施設届出の変更届出

既に届出が受理されている先進医療について次に掲げる事項に変更が生じた場合には,

別紙既評価技術様式第６号による先進医療施設届出に係る変更届出書により変更届出を

前記４に準じて行うこと｡

ア 先進医療の実施体制

イ 使用する医療機器または医薬品

ウ 先進医療に係る費用

なお, 変更届出に係る添付書類, 添付文献および提出部数については次のとおりであ

ること｡

７ 先進医療の実績報告

(１) 定期報告

当該年６月30日までに厚生労働大臣が定めた先進医療を実施している保険医療機関

を対象とし, 前年の７月１日から当該年６月30日までの間に行った先進医療について,

別紙報告様式第１号から第４号により当該年８月末までに地方社会保険事務局長を経

由し, 厚生労働大臣に報告すること｡

(２) 先進医療ごとの施設基準に基づく実績報告

該当する先進医療の施設基準として, 別途の実績報告が定められている場合は, 当

該基準に従い, 別紙報告様式第１号から第４号により速やかに地方社会保険事務局長

を経由し, 厚生労働大臣に報告すること｡

2007年(平成19年)２月１日 No.1854 ( 35 )

変更届出の事由 添 付 書 類 添付文献 提出部数

実施体制の変更
別紙既評価技術様式第３－１号
別紙既評価技術様式第３－２号

不要
正本１通
副本１通

使用する医療機器
または医薬品の変更

別紙既評価技術様式第４号
別紙既評価技術様式第５－１号
別紙既評価技術様式第５－２号

医療機器の説明書,
医薬品の添付書

正本１通
副本１通

先進医療に係る
費用の変更

別紙既評価技術様式第５－１号
別紙既評価技術様式第５－２号

不要
正本１通
副本１通



(３) 安全性報告

先進医療について, 安全性の問題が生じた場合は, 別紙報告様式第４号により直ち

に地方社会保険事務局長および厚生労働大臣に報告すること｡ なお, 代替可能な既に

保険収載されている治療法等においても同様の副作用・合併症が発生することが明ら

かにされている場合にあっても報告すること｡

８ 先進医療の取消の手続き

地方社会保険事務局長は, 既評価技術について, 厚生労働大臣から取消す旨の通知を

受けた場合は, 速やかに既評価技術を届け出ている保険医療機関に対し, 文書により通

知すること｡ 通知に当たっては, 取消の告示の適用日から, 保険医療との併用ができな

い旨を併せて通知すること｡

９ 権限の委任

国立高度専門医療センター等が届出する場合であって, 内部で権限の委任が行われて

いるときは, 病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない｡
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パシル点滴静注液300mg, 同500mg, パズクロス注300,

同500の留意事項の一部改正について

平成18年12月11日付保医発第1211001号厚生労働省保険局医療課長通知により, パシル

点滴静注液300mg, 同500mg, パズクロス注300, 同500の取り扱いに関する通知が一部改

正されました｡

パシル点滴静注液300mg, 同500mg, パズクロス注300, 同500については, 平成14年８

月30日付保医発第0830001号により取り扱われていましたが, 専門学会からの要望等を踏

まえ, 本製剤を初期から投与することがふさわしい症例に対しては, 本製剤を第一選択薬

として用いることが可能となるよう, 今般, 同製剤の薬事法上の効能・効果に関連する使

用上の注意等が変更されたことに伴い, 本製剤に係る留意事項が下記のとおり一部改正さ

れたものです｡

記

－新旧対照表－

2007年(平成19年)２月１日 No.1854( 38 )

旧 (保医発第0830001号(平成14年８月30日)抜粋) 新 (保医発第1211001号(平成18年12月11日))

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

２ パシル点滴静注液300mg, 同500mg, パズクロ

ス注300, 同500

(１) 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意

に, ｢本剤を投与する場合は, 原則として一次

選択薬としての使用は避けること｡｣ 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) 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注

意に, ｢本剤の使用にあたっては, 細菌学的検

査を実施した後に投与すること｡ また, 耐性菌

の発現を防ぐため, 原則として感受性を確認し,

疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとど

めること｡｣ 及び ｢本剤の使用に際しては, 投

与開始後３日を目安として連続投与が必要かを

判定し, 投与中止又はより適切な他剤に切り替

えるべきか検討を行うこと｡ さらに, 本剤の投

与期間は, 原則として14日以内とすること｡｣

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｡

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

２ パシル点滴静注液300mg, 同500mg, パズクロ

ス注300, 同500

(１) 本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注

意に, ｢本剤の使用に際しては, 起炎菌と適応

患者を十分考慮し, 一次選択薬としての要否を

検討すること｡｣ 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) 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注

意に, ｢本剤の使用にあたっては, 細菌学的検

査を実施した後に投与すること｡ また, 耐性菌

の発現を防ぐため, 原則として感受性を確認し,

疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとど

めること｡｣ 及び ｢本剤の使用に際しては, 投

与開始後３日を目安として連続投与が必要かを

判定し, 投与中止又はより適切な他剤に切り替

えるべきか検討を行うこと｡ さらに, 本剤の投

与期間は, 原則として14日以内とすること｡｣

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｡



酸素の購入価格に関する届け出について
前年に購入があれば診療所も届け出必要

保険医療機関において ｢医療用酸素｣ を使用した場合, その購入実績の単価に応じて診

療報酬明細書により費用を請求することとなっています (＜参考＞参照)｡

そのための手続きとして, 前年実績による購入単価を, 所定様式で２月15日(木) まで

に京都社会保険事務局に届け出ることが必要で, ４月診療分から適用することとなります｡

つきましては, 平成19年度適用の購入単価について既に京都社会保険事務局から各医療

機関 (ただし, 前回届け出のあった医療機関のみ) 宛に届け出の案内文書が送られていま

すので, まだ提出されていない場合は至急ご提出ください｡ また, 今回, 新たに届け出さ

れる場合は, 京都社会保険事務局にお申し出ください｡

なお, 過去に購入・使用の実績のない場合であっても, 購入・使用された場合は速やか

に届け出てください (計算方法は ｢医科点数表の解釈 平成18年４月版｣ P.421～423参照)｡

届け出をせずに, 診療報酬明細書により費用を請求すると返戻等の対象となりますので,

ご留意ください｡

◇不明な点は下記の担当係までお問い合わせください｡

京都社会保険事務局 保険課 TEL 075－813－7031

＜参 考＞

Ｊ024 酸素吸入

(１) 間歇的陽圧吸入法, 鼻マスク式補助換気法, インキュベーター, 人工呼吸, 持続

陽圧呼吸法, 間歇的強制呼吸法または気管内洗浄 (気管支ファイバースコピーを使

用した場合を含む) と同一日に行った酸素吸入または酸素テントの費用は, それぞ

れの所定点数に含まれており, 別に算定できない｡

Ｊ201 酸素加算

(１) 酸素吸入のほか酸素または窒素を使用した診療に係る酸素または窒素の購入価格

は, ｢酸素及び窒素の購入価格｣ (平成２年厚生省告示第41号) の定めるところによ

る｡

(２) 酸素の購入価格は, 液化酸素, ボンベ等の酸素の形態にかかわらず次の算式によ

り, 保険医療機関ごとに算出するものとし, ４月１日から３月31日までの１年間の

診療については, この酸素の購入価格によって請求するものとする｡

酸素の購入価格(単位 円) ＝
酸素の購入価格(単位 円) × 当該患者に使用した

酸素の容積(単位 リットル) × 補正率

当該年度の前年の１月から12月までの間に当該保険

医療機関が購入した酸素の対価
酸素の購入価格(単位 円) ＝

当該購入した酸素の容積

(単位 リットル 35℃１気圧で換算)
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市町村合併に伴う医療機関コード等の変更について

平成19年３月12日に相楽郡６町１村のうち３町 (加茂町, 木津町, 山城町) が市町村合

併により木津川市となることから医療機関コード等の変更に伴う取り扱いについて, 下記

のとおり通知がありましたのでお知らせします｡

記

１ 市制施行後の郡市区番号

木津川市 (加茂町, 木津町, 山城町)

郡市区番号 ｢35｣ を新規に設定

(笠置町, 精華町, 和束町, 南山城村については従来どおり)

２ その他

(１) 合併に伴う住所変更届は不要｡

(２) 変更後の指定通知書は３月12日頃に送付予定｡

(３) 市町村合併に伴う診療報酬請求書等の取り扱い

・平成19年４月請求分 (平成19年３月診療分)

合併後の３月12日から31日の診療分を含む診療報酬請求について旧の医療機関コー

ド ｢１４○○○｣ での取り扱いとすることで京都府社会保険診療報酬支払基金, 京

都府国民健康保険団体連合会と調整済み｡

・平成19年５月請求分 (平成19年４月診療分)

医療機関コードは新医療機関コードの ｢３５○○○｣ を使用ください｡
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麻薬(新)免許証の交付を受けていない方について

昨年10月にご申請いただきました更新対象者 (有効期間＝18年末日) の麻薬免許証につ

きましては, 12月７～８日に交付が行われました (一部の地域を除く)｡ 交付を受けてい

ない方は至急交付を受けていただきますようお願いいたします｡

麻薬の取り扱いについては, ｢麻薬及び向精神薬取締法｣ で厳しく定められております

のでご留意ください｡ なお, 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

なりますので重ねてご留意願います｡
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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｡

〔平群町国保〕

保 険 者 番 号 290544 290544

記 号 番 号 奈13－330100 奈13－030543

氏 名 － －

生 年 月 日 － －

無 効 事 由 遺 失 遺 失

無 効 年 月 日 平 18.11.20 平 18.12.４

〔津和野町国保〕

保 険 者 番 号 320911 320911

記 号 番 号 49－7070040
｢再交付｣の表示がないもの

49－5706107
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 － －

生 年 月 日 － －

無 効 事 由 紛 失 盗 難

無 効 年 月 日 平 18.９.29 平 18.９.30

〔美郷町国保〕

保 険 者 番 号 450866 450866 450866

記 号 番 号 20001061
｢再交付｣の表示がないもの

20000374
｢再交付｣の表示がないもの

20000804
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 － － －

生 年 月 日 － － －

無 効 事 由 － － －

無 効 年 月 日 平 18.12.９ 平 18.12.８ 平 18.11.17


