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在宅医療、不適切な事例への対策を 

 

 2月 13日の中医協・総会（会長：森田朗・学習院大学法学部教授）では、2014年度診療

報酬改定（以下、次回改定）に向け、在宅医療に関する現状確認と意見交換を行った。 

在宅医療は、2012年 2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革」及び 2012年度診療

報酬改定において、前回議論が行われた外来医療の機能分化と同様、重点事項となってい

るため、次回改定でも引き続き評価の見直しを進める。 

事務局は、医師の親族が運営するなど特別の関係にある施設等に対して、短時間に多数

の患者へ訪問診療を行っている事例や、マンション業者が医師に入所者を紹介する見返り

に診療収益の 20％を紹介料として要求する事例など、在宅医療における患者紹介の不適切

事例を紹介。さらに、要介護被保険者等への訪問看護は支給限度額を超えるとその分は患

者の自己負担になるところを、訪問診療を行う医師が特別訪問看護指示書を発行して超過

分を医療保険で請求するといった事例など、特別訪問看護指示書の不適切な交付事例を説

明した。次回改定へ向けた議論において、不適切事例への対応策を話し合う予定。 

 

■地域の現状を踏まえた在宅医療を 

事務局は、在宅医療の現状も報告。欧米諸国と比べて 65歳以上の高齢者が高齢者住宅等

に住む割合が少ないこと、在宅療養支援診療所（以下、在支診）や在宅療養支援病院（以

下、在支病）などの医療機関やサービス付き高齢者向け住宅の数に地域差が見られること

などを示し、在支診等と高齢者住宅との連携など、地域の実情に合った在宅医療を進める

必要があるとした。 

なお、2012 年 7 月現在で、在支診は全国に 1 万 3,758 施設あり、そのうち常勤の在宅医

療担当医師 3 人以上の配置などを要件とする「強化型」が 221 施設、連携して強化型の要

件を満たす「連携強化型」が 2,604施設、「従来型」が 1万 933施設であった。また、担当

患者を持たない在支診が、連携強化型で 2.8％、従来型で 12.4％を占めた。 

一方、在支病は全国に 746 施設あり、そのうち強化型が 138 施設、連携強化型が 264 施

設、従来型が 344施設であった。また、担当患者を持たない在支病が、連携強化型で 13.0％、

従来型で 12.1％を占めた。 

その他、訪問看護事業者数の推移として、訪問看護ステーションが微増する一方、医療

機関の訪問看護事業所が減少していることなどが紹介された。 

全体を通して、嘉山孝正委員（全国医学部長病院長会議相談役）は「医師会が中心とな

り在宅医療を進めてほしい」と要望した一方、事務局は、「在宅医療は介護も含めて考える

必要がある」として、医師会のみにより主導していくことは難しいとの見解を示した。 

また、白川修二委員（健康保険組合連合会専務理事）は「在宅医療の全体像を再度議論

してはどうか」と提案した。 
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■DPC高額薬剤に 5成分を追加 

 さらに総会では、「アフィニトール錠 5mg」（一般名：エベロリムス）など 5 成分を DPCの

高額薬剤に追加することを了承した。これら高額薬剤を使用した患者のうち、指定された

診断群分類に該当する場合は DPC 対象外となり、高額薬剤だけでなく他の治療費も出来高

算定となる。 

次回の開催は 2月下旬を予定。 

 

銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

アフィニトール錠5mg
アフィニトール錠2.5mg
アフィニトール分散錠2mg
アフィニトール分散錠3mg

エベロリムス ノバルティス ファーマ

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫

結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫

リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL)
リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL)

リツキシマブ(遺伝子組換え) 中外製薬
・ウェゲナー肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
・免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ
増殖性疾患

アービタックス注射液100mg セツキシマブ(遺伝子組換え) ブリストル・マイヤーズ 頭頸部がん
シムジア皮下注200mgシリンジ セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え) アステラス製薬 既存治療で効果不十分な関節リウマチ
ナーブロック筋注2500単位 B型ボツリヌス毒素 エーザイ 痙性斜頸

DPCの高額薬剤追加が了承された医薬品　(適用は官報告示日からとなります)

　DPC対象外となる診断群分類は割愛しております。
　なお、詳細につきましては、官報告示後、弊社ホームページ内でご案内いたします。

●2012年11月21日、12月21日に新たに効能追加された医薬品、2013年1月31日、2月7日に公知申請が受理された医薬品及び2013年2月22日に薬価収載を
   予定している医薬品

※中医協の資料を基に作成  

 

銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測

最初に承認
された国

コレアジン錠12.5mg 12.5mg1錠
アルフレッサ
ファーマ

テトラベナジン 385.40円 内119
その他の中枢神経系用薬（ハンチントン
病に伴う舞踏運動用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：320人、
　　　　　2.5億円

英国

ミニリンメルトOD錠60μg 60μg1錠
フェリング・
ファーマ

デスモプレシン酢酸塩
水和物

117.30円 内241
脳下垂体ホルモン剤（中枢性尿崩症用
薬）

ピーク時（7年度）
　　　　：6,300人、
　　　　　8.9億円

フィンランド

トビエース錠4mg
トビエース錠8mg

4mg1錠
8mg1錠

ファイザー
フェソテロジンフマル
酸塩

190.90円
286.40円

内259
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬（過
活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び
切迫性尿失禁用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：36万人、
　　　　　120億円

欧州

ホスリボン配合顆粒 100mg1包(リンとして) ゼリア新薬工業
リン酸二水素ナトリウ
ム一水和物/無水リン
酸水素二ナトリウム

68.70円 内322 無機質製剤（低リン血症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：3,700人、
　　　　　1.4億円

日本

エリキュース錠2.5mg
エリキュース錠5mg

2.5mg1錠
5mg1錠

ブリストル・
マイヤーズ

アピキサバン
144.90円
265.20円

内333
血液凝固阻止剤（非弁膜症性心房細動患
者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓
症の発症抑制用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：22万人、
　　　　　340憶円

欧州

エルカルチンFF内用液10％ 10％1mL 大塚製薬 レボカルニチン 70.40円 内399
他に分類されない代謝性医薬品(カルニチ
ン欠乏症用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：3,400人、
　　　　　12億円

イタリア

アクトネル錠75mg
ベネット錠75mg

75mg1錠
75mg1錠

味の素製薬
武田薬品工業

リセドロン酸ナトリウ
ム水和物

2,945.50円 内399
他に分類されない代謝性医薬品（骨粗
しょう症用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：58万人、
　　　　　200億円

米国

アフィニトール分散錠2mg
アフィニトール分散錠3mg

2mg1錠
3mg1錠

ノバルティス
ファーマ

エベロリムス
5,376.30円
7,867.70円

内429
その他の腫瘍用薬（結節性硬化症に伴う
上衣下巨細胞性星細胞腫用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：40人、
　　　　　1.6億円

米国

ディレグラ配合錠 1錠 サノフィ
フェキソフェナジン塩
酸塩/塩酸プソイドエ
フェドリン

62.00円 内449
その他のアレルギー用薬（アレルギー性
鼻炎用薬）

ピーク時（4年度）
　　　　：140万人、
　　　　　150憶円

日本

アメパロモカプセル250mg 250mg1カプセル ファイザー パロモマイシン硫酸塩 431.90円 内641 抗原虫剤（腸管アメーバ症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：810人、
　　　　　2,100万円

イタリア

マラロン配合錠 1錠
グラクソ・スミス
クライン

アトバコン/プログア
ニル塩酸塩

484.30円 内641 抗原虫剤（マラリア用薬）
ピーク時（2年度）
　　　　：40人、
　　　　　20万円

英国

ナーブロック筋注2500単位 2,500単位0.5mL1瓶 エーザイ B型ボツリヌス毒素 28,902円 注122 骨格筋弛緩剤（痙性斜頸用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：2,100人、
　　　　　6.9億円

米国

トレシーバ注ペンフィル
トレシーバ注フレックス
タッチ

300単位1筒
300単位1キット

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

インスリン　デグルデ
ク（遺伝子組換え）

1,796円
2,546円

注249
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含
む）（インスリン療法が適応となる糖尿
病用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：34万人、
　　　　　120憶円

日本

ビデュリオン皮下注用2mg
2mg1キット（懸濁用液
付）

アストラゼネカ エキセナチド 3,486円 注249
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含
む）（2型糖尿病用薬）

ピーク時（4年度）
　　　　：7.0万人、
　　　　　110億円

欧州

エルカルチンFF静注1000mg 1,000mg5mL1管 大塚製薬 レボカルニチン 934円 注399
他に分類されない代謝性医薬品(カルニチ
ン欠乏症用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2,900人、
　　　　　4.1億円

イタリア

シムジア皮下注200mgシリン
ジ

200mg1mL1筒
ユーシービージャ
パン

セルトリズマブ ペゴ
ル（遺伝子組換え）

71,297円 注399
他に分類されない代謝性医薬品（既存治
療で効果不十分な関節リウマチ（関節の
構造的損傷の防止を含む）用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1.6万人、
　　　　　270億円

スイス

ニュープロパッチ2.25mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ニュープロパッチ13.5mg

2.25mg1枚
4.5mg1枚
9mg1枚
13.5mg1枚

大塚製薬 ロチゴチン

270.30円
416.50円
641.80円
826.50円

外116
抗パーキンソン剤（パーキンソン病用
薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：3.8万人、
　　　　　65憶円

欧州

薬価収載一覧表　(2013年2月22日　収載予定)

薬効分類
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