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【 算 定 の 要 点 ・ 早 見 表 編 】 

頁 箇 所 訂正前 訂正後 

13 

「■生活療養標準負担

額」の「※厚生労働大臣

が定めた人」の表 右欄 

Ａ316 診療所後期高齢者医療

管理料 

Ａ316 診療所後期高齢者医療管理料（14日以内の

期間に限る） 

23 

「＜実費徴収できる具

体例＞」の表の４段目 

「医療行為ではあるが

～」の右欄 

（しみとり等）など 

（しみとり等），禁煙補助剤の処方（ニコチン依存

症管理料の算定対象となるニコチン依存症以外の

疾病について保険診療により治療中の患者に対し，

スクリーニングテストを実施し，ニコチン依存症と

診断されなかった場合）など 

27 
「医科点数表の構成」の

表の「第４章経過措置」 

第４章 

経過措置 
－ 

 

 

第４章 

経過措置等 
－ 

第１部 経過措置 

第２部 算定制限 
 

80 「■一般病棟入院基本料」の表の下に追加 
※ 看護補助加算の「２」及び「３」については，

平成20年３月31日において現に７対１入院基本

料を算定する病棟であって，平成20年４月１日以

降に10対１入院基本料を算定する病棟について

は，平成22年３月31日までの間に限り算定でき

る。 

85 「■結核病棟入院基本料」の表の下に追加 

89 「■専門病院入院基本料」の表の下に追加 

90 

「■障害者施設等入院

基本料」の表の下 「※

７対１入院基本料」の行 

※７対１入院基本料は、下記の 
※７対１入院基本料は，上記の表の「イ」に該当す

る病棟であって，下記の 

102 

「Ａ238」の「２ 退院加

算」の「備考」の上から

１～２行目 

退院支援計画加算 退院支援計画作成加算 

106 

「６級地」の「茨城県」

の欄の「準じる地域」 
板東市，境町，五霧町， 坂東市，境町，五霞町， 

「６級地」の「千葉県」

の欄の「準じる地域」 
白里町 大網白里町 

113 
「Ａ300」の「備考」 

下から４行目 
医師事務作業補助体制加算 

医師事務作業補助体制加算（特定機能病院の病棟を

除く） 

122 

「Ａ307」の「備考」 【小

児入院医療管理料１】の

②の２～３行目 

入院患者数における看護職員

の割合 
入院患者数における看護師数の割合 

138 
「■生活習慣病管理料」

の右欄の②の１行目 
「医学管理等」 

「医学管理等（Ｂ001の「20」糖尿病合併症管理料

を除く）」 

141 下から８行目 
（在宅末期医療総合診療料を

算定している患者） 

（在宅末期医療総合診療料を算定している患者を

除く） 

148 

「Ｂ018 後期高齢者終

末期相談支援料」の右欄 

最下行 

１回に限り算定する。 

〔次行に追加〕 

（算定制限） 

※ 平成20年７月１日以降は算定できない。別に厚

生労働大臣が定める日（現時点では定められてい

ない）から算定できる。（ただし，平成20年６月

30日において既に患者及びその家族等に対し文

章等の提供を行った保険医療機関は，その患者に

限り算定できる。） 

152 下から９行目 
（在宅末期医療総合診療料を

算定している患者） 

（在宅末期医療総合診療料を算定している患者を

除く） 

155 

「⑦ 後期高齢者終末期

相談支援加算」の最下行 

１回に限り加算する。 

〔次行に追加〕 

（算定制限） 

※ 平成20年７月１日以降は算定できない。別に厚

生労働大臣が定める日（現時点では定められてい

ない）から算定できる。（ただし，平成20年６月

30日において既に患者及びその家族等に対し文

章等の提供を行った保険医療機関は，その患者に

限り算定できる。） 

157 

160 

「Ｃ101」の右欄の【厚

生労働大臣が定める注

射薬】の右段の最下行 

塩酸塩配合剤 

〔次行に追加〕 
・アダリムマブ製剤 
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【 算 定 の 要 点 ・ 早 見 表 編 】 

頁 箇 所 訂正前 訂正後 

164 

【厚生労働大臣が定め

る注射薬】の右段の最下

行 

塩酸塩配合剤 

〔次行に追加〕 
アダリムマブ製剤 

225 
〔上から３行目の次に「厚生労働大臣が定める患者」の

項目として追加〕 

入院中の患者であって，その入院する病棟等にお

いて早期歩行，ＡＤＬの自立等を目的として心大血

管疾患リハビリテーション料（Ｉ），脳血管疾患等

リハビリテーション料（Ｉ），運動器リハビリテー

ション料（Ｉ）又は呼吸器リハビリテーション料

（Ｉ）を算定するもの 

314 

「■体外照射」の (３)の

【厚生労働大臣が定め

る施設基準】の「イ」 

医師又は歯科医師（放射線治療

について，相当の経験を有する

ものに限る）が２名以上配置さ

れている。 

医師又は歯科医師が２名以上配置されており，うち

１名以上は放射線治療について相当の経験を有す

るものである。 

316 上から３行目 ３臓器以上の作製 ３臓器以上の標本作製 

328 
「13 後期高齢者終末期

相談支援料」の最下行 

１回に限り算定する。 

〔次行に追加〕 

（算定制限） 

※ 平成20年７月１日以降は算定できない。別に厚

生労働大臣が定める日（現時点では定められてい

ない）から算定できる。（ただし，平成20年６月

30日において既に患者及びその家族等に対し文

章等の提供を行った保険薬局は，その患者に限り

算定できる。） 

331 
区分「入院中以外の患者

（次の施設に入居又は

入所する患者）」の項目  

自宅 

社会福祉施

設～中略～

ものを除く） 

高齢者専用賃

貸住宅，有料

～中略～利用

する事業所 
 

自宅 

社会福祉施設～

中略～ものを除

く）※５ 

高齢者専用賃貸住

宅，有料～中略～利

用する事業所 ※５ 

 

332 

334 

336 

333 

特定施設入居時等医学

総合管理料の欄 

（養護老人ホーム及び軽費老

人ホームＡ型の場合に限る） 
（軽費老人ホームＡ型の場合に限る） 

在宅移行管理加算の欄 特別訪問看護加算 特別管理加算 

337 表 欄外最下行 

血液凝固因子抗体迂回活性複

合体  

〔次行に追加〕 

※５ 社会福祉施設，身体障害者施設等及び養護老

人ホームに入居する者に係る医科診療報酬点

数表の算定について，別に「特別養護老人ホー

ム等における療養の給付の取扱いについて」に

規定がある場合は，その規定を適用 

343 
左段 

下から13～12行目 

超えないこととする。原則とし

て連続３日以内投与。 
超えないこととする。 

359 

左段 

「ニコチネルTTS10，同

20，同30」の項の２つ目

の● 

● 本製剤は，ニコチン依存症

管理料の算定に伴い，「禁煙

治療のための標準手順書」に

基づく医師の指導及び管理

の下，12週間に５回行われる

禁煙指導に用いられる取扱

いとされていることから，特

例的に14日間の投薬期間制

限には服しないものとみな

して取り扱う。 

● 上記にかかわらず，ニコチン依存症管理料を算

定する禁煙治療を行っている患者が，何らかの理

由により入院治療を要することとなった場合，ニ

コチン依存症管理料の施設基準を届け出ている

保険医療機関に入院し，患者本人の強い禁煙意志

に基づき禁煙治療を継続した場合に限り，その禁

煙治療に要した本剤の薬剤料を，入院している保

険医療機関において算定して差し支えない。 

薬剤料の算定に当たっては，外来で実施されて

いた禁煙治療の内容を十分に踏まえ，継続して計

画的な禁煙指導を行うために本剤が処方された

場合に算定が認められるものであり，突然の休薬

等に伴う単なる離脱症状への対応等として本剤

が処方された場合には，算定は認められない。 

また，診療報酬請求の際には，診療報酬明細書

の摘要欄に，「外来においてニコチン依存症管理

料を算定する患者に対し，禁煙治療を継続するた

めに処方した。」と記載する。 

なお，入院の期間は，ニコチン依存症管理料の



 3 

【 算 定 の 要 点 ・ 早 見 表 編 】 

頁 箇 所 訂正前 訂正後 

算定期間である12週間には含めないものとし，ま

た，その入院中の処方については，ニコチン依存

症管理料を算定できる治療回数である５回には

含めない。 

362 「保険診療における医薬品の取扱い」に本追補のｐ８～９〔別紙〕を追加 
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【 点 数 表 編 】 

頁 欄 行 訂正前 訂正後 

３ 最下行 
舛添要一 

〔次行に追加〕 

一部改正 平成20年６月30日 厚生労働省告示第

349号（平成20年７月１日から適用） 

15 右 下から16行目 第４章 経過措置 第４章 経過措置等の第１部 経過措置 

37 右 最下行 第４章 経過措置 第４章 経過措置等の第１部 経過措置 

45 右 下から７～６行目 ２名 ２人 

53 
右 下から12行目 研修内容 研修の内容 

右 下から３行目 オーダーリングシステム オーダリングシステム 

68 左 下から15～14行目 退院支援計画加算 退院支援計画作成加算 

71 左 
下から 

13～12行目 
医師事務作業補助体制加算 

医師事務作業補助体制加算（特定機能病院の病棟

を除く。） 

82 右 上から10行目 急性憎悪等 急性増悪等 

86 右 上から17～18行目 アリピプラゾール アリピプラゾール及びブロナンセリン 

95 
「６級地」の「茨城県」

の欄の「準じる地域」 
板東市，境町，五霧町， 坂東市，境町，五霞町， 

96 
「６級地」の「千葉県」

の欄の「準じる地域」 
白里町 大網白里町 

117 左 上から21～22行目 医学管理等， 
医学管理等（区分番号Ｂ001の20に掲げる糖尿病合

併症管理料を除く。）， 

146 右 下から12～6行目 
指定介護予防サービ等 

（４箇所） 
指定介護予防サービス等 

149 右 
下から19～17行目 

指定介護予防サービ等 

（２箇所） 
指定介護予防サービス等 

下から15～14行目 及び外部サービ利用型 及び外部サービス利用型 

167 右 下から６行目 算定できない。 

算定できない。ただし，性腺刺激ホルモン製剤に

含まれるフォリトロピン ベータ製剤（遺伝子組

換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤）を，「視床下部

―下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵にお

ける排卵誘発」の治療のために投与した場合に限

っては，在宅自己注射指導管理料を算定できる。 

179 右 下から12～10行目 

及びグリチルリチン酸モノアン

モニウム・グリシン・Ｌ-システ

イン塩酸塩配合剤 

，グリチル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及びアダリムマブ製

剤 

190 右 
〔上から８行目の次にＤ004穿刺液・採取液検査の

「６」の右欄として追加〕 

※ 涙液中総ＩｇＥ定性 

涙液中総ＩｇＥ定性は，本区分「６」の子宮頸管

粘液中顆粒球エラスターゼに準じて算定する。 

涙液中総ＩｇＥ定性は，アレルギー性結膜炎の

診断の補助を目的として判定した場合に月１回

に限り算定できる。 

199 右 
〔上から15行目の次にＤ007血液化学検査の「29」の

右欄として追加〕 

※ ＭＤＡ-ＬＤＬ 

ＭＤＡ-ＬＤＬは，本区分「29」のレムナント

様リポ蛋白（ＲＬＰ）コレステロールに準じて

算定する。 

ＭＤＡ-ＬＤＬは，冠動脈疾患既往歴のある糖

尿病患者で，冠動脈疾患発症に関する予後予測

の補助の目的で血清中のＭＤＡ-ＬＤＬを測定

する場合に３月に１回に限り算定できる。ただ

し，糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に，

治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定

する場合，上記と別に術前１回に限り算定でき

る。 

216 右 
〔下から14行目の次にＤ015血漿蛋白免疫学的検査の

「18」の右欄として追加〕 

※ ヒトＴＡＲＣ定量 

ヒトＴＡＲＣ定量は，本区分「18」のアトピ

ー鑑別試験に準じて算定する。 

ヒトＴＡＲＣ定量は，血清中のヒトＴＡＲＣ

量を測定する場合に月１回に限り算定できる。 
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【 点 数 表 編 】 

頁 欄 行 訂正前 訂正後 

217 右 上から16～17行目 

Ｃon-Ａ又はＰＨＡによるもの

である。なお，薬疹について実

施する場合においても算定でき

る。 

Ｃon-Ａ，ＰＨＡ又は薬疹の被疑医薬品によるもの

である。 

229 右 下から13行目 「１」の「イ」から「ニ」 「１」から「４」 

272 右 下から８行目 「注４」の加算 「注３」の加算 

285 右 下から15～14行目 
インフリキシマブ製剤の注射を

行った場合も算定できる。 

インフリキシマブ製剤の注射を行った場合，又は

関節リウマチの患者，多関節に活動性を有する若

年性特発性関節炎の患者及び全身型若年性特発性

関節炎の患者に対してトシリズマブ製剤の注射を

行った場合も算定できる。 

286 右 下から６行目 

外来化学療養加算 外来化学療法加算 
287 右 

上から２行目 

上から13行目 

上から22行目 

293 右 下から19行目 
定できる。 

〔次行に追加〕 

当該厚生労働大臣が定める患者のうち「入院中

の患者であって，その入院する病棟等において早

期歩行，ＡＤＬの自立等を目的として心大血管疾

患リハビリテーション料（Ⅰ），脳血管疾患等リハ

ビリテーション料（Ⅰ），運動器リハビリテーショ

ン料（Ⅰ）又は呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）

を算定するもの」とは，訓練室以外の病棟等（屋

外を含む）において，早期歩行自立及び実用的な

日常生活における諸活動の自立を目的として，実

用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた患者で

あること。ただし，平行棒内歩行，基本的動作訓

練としての歩行訓練，座位保持訓練等のみを行っ

ている患者については含まれない。 

302 右 
上から１行目 

準看護師 准看護師 
上から11行目 

328 右 下から16～15行目 

入院患者（介護老人保健施設に

入所中の患者を含む。以下この

項で同じ）に人工腎臓を行った

場合 

入院患者に人工腎臓を行った場合 

329 右 上から１行目 実施前の準備 実施前後の準備 

424 右 下から６～５行目 

◇ 閉塞性動脈硬化症に対して

当該手術を行う場合は，大腻

部について行う場合に限り算

定する。 

◇ 膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するス

テントの留置では，当該点数は算定できない。 

433 右 上から22行目 なお，典型的な肝癌の場合は， なお，非典型的な肝癌の場合は， 

454 右 下から11行目 自己血輸血 自己血貯血 

467 右 
上から２行目 

「Ｌ101」神経ブロックと 神経ブロックと 
下から５行目 

475 左 下から２行目 作製を行った場合 標本作製を行った場合 

483 
〔項目「放射線治療」の次に右のように項目「病理診断」

を追加〕 

  

項  目 小 項 目 
併設保険 

医療機関 
その他 

    

    

病理診断  ○ ○ 
  

484 ― 上から１行目 第４章 経 過 措 置 
第４章 経 過 措 置 等 

第１部 経過措置 
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【 点 数 表 編 】 

頁 欄 行 訂正前 訂正後 

484 

〔「第４章」に「第２部」として次のように追加 〕 

第２部 算定制限 

第２章の規定にかかわらず，区分番号

Ｂ018に掲げる後期高齢者終末期相談支

援料並びに区分番号Ｃ005に掲げる在宅

患者訪問看護・指導料の注７及び区分番

号Ｃ005-1-2に掲げる居住系施設入居者

等訪問看護・指導料の注７に規定する加

算は，別に厚生労働大臣が定める日から

算定できるものとする。 

(１)  診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等に

ついては，「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施

上の留意事項について」に規定するとおり，患者及び

その家族等と終末期の診療方針等について十分に話合

いを行った上，話合いの内容を取りまとめた文書等の

提供を行った後，当該患者の退院時又は死亡時に算定

されることとなっているものであるが，本年６月30日

において既に患者及びその家族等に対し当該文書等の

提供を行った保険医療機関については，当該患者に限

り，適用日（編注；平成20年７月１日）以後も診療報

酬における後期高齢者終末期相談支援料等を算定する

ことができることとした。 

(２)  なお，当該患者は，従前どおり，適用日以後も作成

した文書等の内容について，変更を本人の希望に沿っ

て何度でも行うことができる。 
 

489 〔上から１行目の上に右のように追加〕 第１部 調剤報酬 

494 右 上から17～18行目 

及びグリチルリチン酸モノアン

モニウム・グリシン・Ｌ-システ

イン塩酸塩配合剤 

，グリチル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及びアダリムマブ製

剤 

505 右 上から20～27行目 
指定介護予防サービ等 

〔４箇所〕 
指定介護予防サービス等 

516 

〔本追補により新設された「第１部」の次に，「第２部」として次のように追加〕 

第２部 算定制限 

前部の規定にかかわらず，区分番号19

に掲げる後期高齢者終末期相談支援料

は，別表第一第４章第２部に規定する日

から算定できるものとする。 

(１)    診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等に

ついては，「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施

上の留意事項について」に規定するとおり，患者及び

その家族等と終末期の診療方針等について十分に話合

いを行った上，話合いの内容を取りまとめた文書等の

提供を行った後，当該患者の退院時又は死亡時に算定

されることとなっているものであるが，本年６月30日

において既に患者及びその家族等に対し当該文書等の

提供を行った保険薬局については，当該患者に限り，

適用日（編注；平成20年７月１日）以後も診療報酬に

おける後期高齢者終末期相談支援料等を算定すること

ができることとした。 

（２）  なお，当該患者は，従前どおり，適用日以後も作成

した文書等の内容について，変更を本人の希望に沿っ

て何度でも行うことができる。 
 

529 左 上から２行目 
（平成20. 3.27 厚生労働省告

示第130号改正） 
（平成20. 6.20 厚生労働省告示第340号改正） 

531 右 上から10～11行目 医薬品を除く。） 
医薬品を，平成21年４月１日以降においては別表

第５（編注；略）に収載されている医薬品を除く。） 

532 左 下から13～12行目 

及びグリチルリチン酸モノアン

モニウム・グリシン・Ｌ-システ

イン塩酸塩配合剤 

，グリチル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及びアダリムマブ製

剤 

542 右 上から14行目 当該病棟において 
（１）のイに該当する病棟であって，当該病棟におい

て 

551 右 下から13～10行目 看護職員 〔３箇所〕 看護師 
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【 点 数 表 編 】 

頁 欄 行 訂正前 訂正後 

568 左 
上から６～７行目 板東市，境町，五霧町 坂東市，境町，五霞町 

上から15行目 白里町 大網白里町 

578 右 上から１行目 ◎厚生労働省告示第63号 
◎厚生労働省告示第63号（平成20. 6.13 厚生労

働省告示第331号改正） 

588 右 上から５～６行目 大動脈バルーン・パンピング法 大動脈バルーンパンピング法 

589 左 上から15～17行目 

医師又は歯科医師（放射線治療

について，相当の経験を有する

ものに限る。）が２名以上配置

されていること。 

医師又は歯科医師が２名以上配置されており，う

ち１名以上は放射線治療について相当の経験を有

するものであること。 

592 左 上から11行目 患者） 患者を除く。） 

594 左 下から９行目 塩酸塩配合剤〔次行に追加〕 アダリムマブ製剤 

595 左 下から12行目 
発症後60日以内のもの 

〔次行に追加〕 

入院中の患者であって，その入院する病棟等に

おいて早期歩行，ＡＤＬの自立等を目的として心

大血管疾患リハビリテーション料（Ｉ），脳血管疾

患等リハビリテーション料（Ｉ），運動器リハビリ

テーション料（Ｉ）又は呼吸器リハビリテーショ

ン料（Ｉ）を算定するもの 

608 左 上から２行目 ◎厚生労働省告示第61号 
◎厚生労働省告示第61号（平成20. 7. 1 厚生労

働省告示第353号改正） 

614 左 下から15～14行目 

③ 片側置換用材料（Ⅰ） 

190,000円 

④ 片側置換用材料（Ⅱ） 

184,000円 

③ 全置換用材料（Ⅲ）      357,100円 

④ 片側置換用材料（Ⅰ）     190,000円 

⑤ 片側置換用材料（Ⅱ）     184,000円 

622 右 上から８行目 

(２)  腹部大動脈用ステントグラ

フト（補助部分） 286,000円 

〔次行に追加〕 

(３)  胸部大動脈用ステントグラフト  

1,620,000円 
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〔別紙〕p362「保険診療における医薬品の取扱い」に追加

アマージ錠2.5mg 

● 本製剤の使用上の注意に，片頭痛の確定診断が

行われた場合にのみ投与することとされている

ので，使用に当たっては十分留意する。 

レバチオ錠20mg（成分名：シルデナフィルク

エン酸塩） 

● 本製剤の効能・効果は，「肺動脈性肺高血圧症」

である。 

● 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された

場合には，保険給付の対象としない。 

チャンピックス錠0.5mg，同１mg 
● 本製剤の薬剤料については，医科診療報酬点数

表のＢ００１-３-２ニコチン依存症管理料の算定に

伴って処方された場合に限り算定できる。また，

処方せんによる投薬の場合においては，処方せん

の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に

伴う処方である。」と記載する。 

● 本製剤は，新医薬品として承認されたものであ

るので，14日間の投薬期間制限のため，ニコチン

依存症管理料の算定日以外の日に，ニコチン依存

症管理料の算定対象となる患者に対して「禁煙治

療のための標準手順書」に基づき本剤が処方され

た場合においても，上記と同様の取扱いとする。  

● ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を

行っている患者が，何らかの理由により入院治療

を要することとなった場合，ニコチン依存症管理

料の施設基準を届け出ている保険医療機関に入

院し，患者本人の強い禁煙意志に基づき禁煙治療

を継続した場合に限り，その禁煙治療に要した本

剤の薬剤料を，入院している保険医療機関におい

て算定して差し支えない。 

薬剤料の算定に当たっては，外来で実施されて

いた禁煙治療の内容を十分に踏まえ，継続して計

画的な禁煙指導を行うために本剤が処方された

場合に算定が認められるものである。 

また，診療報酬請求の際には，診療報酬明細書

の摘要欄に，「外来においてニコチン依存症管理

料を算定する患者に対し，禁煙治療を継続するた

めに処方した。」と記載する。 

なお，入院の期間は，ニコチン依存症管理料の

算定期間である12週間には含めないものとし，    

また，その入院中の処方については，ニコチン依

存症管理料を算定できる治療回数である５回に

は含めない。 

ルナベル配合錠 

● 本製剤の効能・効果は，「子宮内膜症に伴う月

経困難症」である。 

● 本製剤が避妊の目的で処方された場合には，保

険給付の対象とはしない。 

● 本製剤は，新医薬品として承認されたものであ

るが，本製剤に係る投薬期間制限（14日間を限度

とする）の適用に当たっては，本製剤の効能・効

果に係る疾患の特性や治験の成績を勘案し，特例

的にその投薬期間制限を14日間ではなく30日間

として取り扱う。 

 

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 

● 本製剤の使用上の注意に，「過去の治療におい

て，尐なくとも１剤の抗リウマチ薬（生物学的製

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症状が残る場合に投与する

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。 

アクテムラ点滴静注用80mg，同400mg 

● 関節リウマチ及び多関節に活動性を有する若

年性特発性関節炎の治療の場合 

本製剤の使用上の注意に，「過去の治療におい

て，尐なくとも１剤の抗リウマチ薬による適切な

治療を行っても，効果不十分な場合に投与するこ

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。 

● 全身型若年性特発性関節炎の治療の場合 

本製剤の使用上の注意に，「過去の治療におい

て，副腎皮質ステロイド薬による適切な治療を行

っても，効果不十分な場合に投与すること。」と

記載されているので，使用に当たっては十分留意

する。 

● 既収載のアクテムラ点滴静注用200mgについて

も上記と同様の取扱いである。 

アダリムマブ製剤（ヒュミラ皮下注40mgシリンジ

0.8mＬ） 

● 本製剤は針付注入器一体型のキットであるの

で，医科診療報酬点数表のＣ１０１在宅自己注射指

導管理料を算定する場合，Ｃ１５１注入器加算及び

Ｃ１５３注入器用注射針加算は算定できない。 

ストックリン錠600mg 

● 本製剤の特殊性に鑑み，本製剤を使用した患者

に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては，そ

の患者の秘密の保護に十分配慮する。 

フォリスチム注300ＩＵカートリッジ，同600

ＩＵカートリッジ 
● 本製剤は，「視床下部－下垂体機能障害に伴う

無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の効能・

効果に使用した場合に限り算定できる。 

ヒューマログ注ミリオペン，ヒューマログミ

ックス25注ミリオペン，ヒューマログミック

ス50注ミリオペン，ヒューマログＮ注ミリオ

ペン，ランタス注ソロスター 

● 本製剤は注入器一体型のキットであるので， 

医科診療報酬点数表のＣ１０１在宅自己注射指導

管理料を算定する場合，Ｃ１５１注入器加算は算定

できない。 

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 
● 本製剤の使用上の注意において，「過去の治療

において，非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リ

ウマチ薬等による適切な治療を行っても，疾患に

起因する明らかな症状が残る場合に投与するこ

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。 

● 本製剤は針付注入器一体型のキットであるの

で，医科診療報酬点数表のＣ１０１在宅自己注射指
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導管理料を算定する場合，Ｃ１５１注入器加算及び

Ｃ１５３注入器用注射針加算は算定できない。 

アイセントレス錠400mg 
● 本製剤の特殊性に鑑み，本製剤を使用した患者

に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては，そ

の患者の秘密の保護に十分配慮する。 

アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 
● 本製剤の効能・効果は，次に掲げるものである。 

(１)  下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制 

狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症），

心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発

作（ＴＩＡ），脳梗塞） 

(２)  冠動脈バイパス術（ＣＡＢＧ）あるいは経皮

経管冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）施行後における

血栓・塞栓形成の抑制 

(３)  川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む） 

● 既収載のアスピリン錠100「ＫＮ」，アスピリ

ン腸溶錠100mg「マイラン」，アスピリン腸溶錠

100mg「メルク」，ゼンアスピリン錠100，ニチア

スピリン錠100，バイアスピリン錠100mg，アスフ

ァネート錠81mg，ニトギス錠81mg，バッサミン錠

81mg，バファリン81mg錠，ファモター81mg錠につ

いても上記と同様の取扱いである。 

ボグリボースＯＤ錠0.2mg「ＭＥＥＫ」，同

0.2mg「タカタ」，同0.2mg「日医工」，同0.3mg

「ＭＥＥＫ」，同0.3mg「タカタ」，同0.3mg

「日医工」 

● 本製剤の効能・効果は，「糖尿病の食後過血糖

の改善（ただし，食事療法・運動療法を行ってい

る患者で十分な効果が得られない場合，又は食事

療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくは

インスリン製剤を使用している患者で十分な効

果が得られない場合に限る）」である。 

● 本製剤の使用上の注意に次のように記載があ

るので，使用に当たっては十分留意する。 

(１)  糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ

適用を考慮する。 

(２)  糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法

のみを行っている患者では，投与の際の食後血

糖２時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る。 

(３)  食事療法，運動療法に加えて経口血糖降下剤

又はインスリン製剤を使用している患者では，

投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目

安とする。 

(４)  本製剤投与中は，血糖を定期的に検査すると

ともに，経過を十分に観察し，常に投与継続の

必要性について注意を払う。 

(５)  本製剤を２～３ヵ月投与しても食後血糖に

対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血

糖２時間値が200mg/dL以下にコントロールで

きないなど）には，より適切と考えられる治療

への変更を考慮する。 

(６)  食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で

食後血糖２時間値が160mg/dL以下）が得られ，

食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血

糖降下剤若しくはインスリンを使用するのみ

で十分と判断される場合には，本製剤の投与を

中止して経過観察を行う。 

テルビナフィン錠125mg「タナベ」 
●  本製剤の使用上の注意において「本剤の投与

は，皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師の

もとで，本剤の投与が適切と判断される患者につ

いてのみ投与すること」とされていることから，

本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ

医師のもとで，本製剤の投与が適切と判断される

患者に使用した場合に算定できる。 

●  本製剤の効能・効果において，「外用抗真菌剤

では治療困難な患者に限る」とされており，また，

使用上の注意においても「本剤の投与は，罹患部

位，重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適

切と判断される患者にのみ使用し，外用抗真菌剤

で治療可能な患者には使用しないこと」とされて

いることから，本製剤の内服が適切と判断される

患者であって，かつ外用抗真菌剤では治療困難な

患者に使用した場合に限り算定できる。 

レボホリナート点滴静注用100mg「Ｆ」 
●  レボホリナート・フルオロウラシル療法は，臨

床試験において本療法に関連したと考えられる

死亡例が認められており，臨床適用上，高度の危

険性を伴うことから，本製剤については，緊急時

に十分に措置できる医療施設において，癌化学療

法に十分な経験を持つ医師のもとで，適応患者の

選択を慎重に行った上で実施した場合に限り算

定できる。 

●  本製剤は，胃癌（手術不能又は再発）及び結腸・

直腸癌の患者に対し，レボホリナート・フルオロ

ウラシル療法を行う場合並びに結腸・直腸癌の患

者に対し，レボホリナート・フルオロウラシル持

続静注併用療法を行う場合に限り使用されるも

のである。 

ブルバトシン注射液75mg 
● 本製剤の効能・効果は，アルベカシンに感性の

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）によ

る敗血症，肺炎であり，ＭＲＳＡ感染症に対して

のみ有用性が認められているものである。 

● 既収載のデコンタシン注射液75mg，デコンタシ

ン注射液100mg，ハベカシン注射液25mg，ハベカ

シン注射液75mg，ハベカシン注射液100mg，ハベ

カシン注射液200mg，ブルバトシン注射液100mg

についても上記と同様の取扱いである。 

シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ＤＫ」，

同200mg「ケミファ」，同200mg「タイヨー」，

同300mg「ＤＫ」，同300mg「ケミファ」，同

300mg「タイヨー」 

● 本製剤の使用上の注意に，「本剤の使用に当た

っては，耐性菌の発現等を防ぐため，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。」と記載されているの

で，使用に当たっては十分留意する。 

● 本製剤の使用上の注意に，「本剤の適用は，原

則として他の抗菌剤にアレルギーの既往を有す

る患者，重症あるいは他の抗菌剤を使用しても十

分な臨床効果が得られない患者に限定するこ

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。 

 


