
別冊【連絡事項 No.111】

＜目次＞
  1  新医薬品等の再審査結果 平成29年度（その2）について（通知）
  2  公認心理師法の施行等について（通知）
  6  水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療施設における避難確保計画の作成等について（通知）
  6  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に
   規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について（通知）

  7  新医薬品の再審査期間の延長について（通知）
  7  厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を
   改正する命令の施行について

  9 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について
14  ガドリニウム造影剤の「使用上の注意」の改訂の周知について（通知）
16 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の
　　一部改正について（通知）

＜お知らせ＞
『愛知県医療法人協会報の発行について』
平成30年度より、愛知県医療法人協会報の発行は、年6回から年4回の季刊誌に変わります。
会報発行月・・・4月・7月・10月・1月（次号は、平成30年4月30日発行）
　今後【連絡事項】については、次のようにお届けします。
　　＊『会員向け情報提供メール配信サービス』でメール配信
　　　　　※ 協会報への掲載はございません
　　＊ 配信時期　5月・7月・9月・11月・1月・3月下旬予定
『会員向け情報提供メール配信サービス』の登録がまだの方は、事務局へご連絡下さい。



関係行政機関からの

【厚生労働省・愛知県から】
新医薬品等の再審査結果　平成29年度（その2）について（通知）
・29医安第828号　平成29年10月26日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課生産グルー
プ　052-954-6304、	監視グループ　052-954-6344）

・薬生薬審発0928第1号　平成29年9月28日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
今般、別表の16品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律第14条の4第3項の規定する再審査が終了し、結果は別表のとおりであるので関係各方面に対し周知
方お願いします。

（別表）
1. 	再審査が終了した新医薬品等の取扱いについて（昭和61年1月29日薬発第82号薬務局長通知）の別
記1の3に該当する医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
14条第2項第3号イからハのいずれにも該当しない。）
番号 販売名 申請者名 一般名又は有効成分名 承認年月日

1
パルミコート100μgタービュヘ
イラー112吸入

アストラゼネカ㈱ プデソニド 平成22年7月23日

2
パルミコート200μgタービュヘ
イラー56吸入

アストラゼネカ㈱ プデソニド 平成22年7月23日

3
パルミコート200μgタービュヘ
イラー112吸入

アストラゼネカ㈱ プデソニド 平成22年7月23日

4 ネオーラル内用液10％ ノバルティスファーマ㈱ シクロスポリン 平成20年10月16日
5 ネオーラル10㎎カプセル ノバルティスファーマ㈱ シクロスポリン 平成20年10月16日
6 ネオーラル25㎎カプセル ノバルティスファーマ㈱ シクロスポリン 平成20年10月16日
7 ネオーラル50㎎カプセル ノバルティスファーマ㈱ シクロスポリン 平成20年10月16日
8 グレースピット錠50㎎ 第一三共㈱ シタフロキサシン水和物 平成20年1月25日
9 グレースピット細粒10％ 第一三共㈱ シタフロキサシン水和物 平成20年1月25日
10 ゼチーア錠10㎎ MSD㈱ エゼチミブ 平成19年4月18日

11 エンブレル皮下注用25㎎ ファイザー㈱
エタネルセプト（遺伝子組
換え）

平成17年1月19日

12 エンブレル皮下注用10㎎ ファイザー㈱
エタネルセプト（遺伝子組
換え）

平成21年7月7日

13
エンブレル皮下注用50㎎シリ
ンジ1.0mL

ファイザー㈱
エタネルセプト（遺伝子組
換え）

平成22年2月5日

14
エンブレル皮下注用25㎎シリ
ンジ0.5mL

ファイザー㈱
エタネルセプト（遺伝子組
換え）

平成20年3月14日

15 トラクリア錠62.5㎎
アクテリオンファーマシュー
ティカルズジャパン㈱

ボセンタン水和物 平成17年4月11日

16 ソナゾイド注射用16μL 第一三共㈱ ペルフルブタン 平成24年8月10日
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公認心理師法の施行等について（通知）
・29障福第1393号　平成29年10月27日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　障害福祉課こころの
健康推進室こころの健康推進グループ　052-954-6620）

・29文科初第875号、障発0915第7号　平成29年9月15日　文部科学省初等中等教育長、厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部長

　公認心理師法（平成27年法律第68号。以下「法」という。）は、平成27年9月16日に公布され、平成
28年3月15日に指定試験機関に係る規定が施行されたところであるが、平成29年9月15日をもって全面
施行となった。これに伴い、公認心理師法施行令（平成29年政令第243号）及び公認心理師法施行規
則（平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。）が制定され、同日より施
行されたので、下記事項に留意の上、適正な実施に遺憾なきを期されるとともに、各都道府県知事に
おかれては、都道府県教育委員会、管内市区町村、関係機関等に対する周知につき配慮されたい。

記
第1　法制定の趣旨について
　	　今日、心の健康の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校、医療機関、その
他企業をはじめとする様々な職場における心理職の活用の促進は、喫緊の課題となっている。しか
しながら、我が国においては、心理職の国家資格がないことから、国民が安心して心理に関する支
援を受けられるようにするため、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた心理職が必要
とされてきた。
　法は、このような現状を踏まえ、公認心理師の国家資格を定めて、その業務の適正を図り、もっ
て国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とするものである。
第2　公認心理師の定義について
　	　公認心理師は、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野に
おいて、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者を
いうこと。（法第2条）
　	1	　心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
　	2	　心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助
を行うこと。

　	3	　心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行
うこと。

　	4	　心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
第3　試験の実施について
　	1	　公認心理師試験（以下「試験」という。）に合格した者は、公認心理師となる資格を有すること。
（法第4条）

　	2　試験は、毎年1回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行うこと。（法第6条）
第4　受験資格について
　	1　試験の受験資格は、次の者に与えられるものであること。（法第7条）
　（1）	 大学（短期大学を除く。以下同じ。）において心理学その他の公認心理師となるために必要

な科目として施行規則で定めるもの（以下「必要な科目」という。）を修めて卒業し、かつ、
大学院において必要な科目を修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして
施行規則で定める者

　（2）	 大学において必要な科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則で
定める者であって、施行規則で定める施設において施行規則で定める期間以上第2の1から3
までに掲げる行為の業務に従事したもの

　（3）	 文部科学大臣及び厚生労働大臣が（1）及び（2）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有すると認定した者

　	2　必要な科目は、別紙1の科目とすること。（施行規則第1条及び第2条）
　	3　1の（1）の「施行規則で定める者」は、次の者であること。（施行規則第4条第1項）
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　（1）	 大学において必要な科目を修めて学校教育法（昭和22年法律第26号）第102条第2項の規定
により大学院への入学を認められた者であって、大学院において必要な科目を修めてその課
程を修了したもの

（2）	 専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第155条第1項第5号
に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。以下同じ。）において必要な科目を修めて
卒業した者であって、大学院において必要な科目を修めてその課程を修了したもの

　	4　1の（2）の「施行規則で定める者」は、次の者であること。（施行規則第4条第2項）
（1）	 大学において必要な科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学

を認められた者
（2） 専修学校の専門課程において必要な科目を修めて卒業した者

　	5　1の（2）の「施行規則で定める施設」は、別紙2の施設であること。（施行規則第5条）
　	6	　1の（3）については、外国の大学の卒業及び外国の大学院の課程修了相当の資格を有している
者等を想定していること。

　	7　1以外に、特例として、次の者にも受験資格が与えられること。（法附則第2条第1項）
（1）	 平成29年9月15日より前に大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において必要な

科目を修めたもの
（2）	 平成29年9月15日より前に大学院に入学した者であって、同日以後に必要な科目を修めて当

該大学院の課程を修了したもの
（3）	 平成29年9月15日より前に大学に入学し、かつ、必要な科目を修めて卒業した者その他その

者に準ずるものとして施行規則で定める者であって、同日以後に大学院において必要な科目
を修めてその課程を修了したもの

（4）	 平成29年9月15日より前に大学に入学し、かつ、必要な科目を修めて卒業した者その他その
者に準ずるものとして施行規則で定める者であって、施行規則で定める施設において施行規
則で定める期間以上第2の1から3までに掲げる行為の業務に従事したもの

　	8　7の（3）及び（4）の「施行規則で定める者」は、次の者であること。（施行規則附則第4条）
（1）	 平成29年9月15日より前に大学に入学した者であって、大学において必要な科目を修めて学

校教育法第・102条第2項の規定により大学院への入学を認められたもの
（2） 平成29年9月15日より前に専修学校の専門課程に入学し、必要な科目を修めて卒業した者
9　1の（2）及び7（4）の「施行規則で定める期間」は、	2年であること。（施行規則第6条）
10	　1及び7以外に、現在、第2の1から3までに掲げる行為を業として行っている者（以下「現任者」
という。）その他その者に準ずるものとして施行規則で定める者については、次のいずれにも該
当することを条件として、平成34年9月14日までは試験の受験資格が与えられること。（法附則第
2条第2項）
（1） 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了したこと。
（2）	 施行規則で定める施設において、第2の1から3までに掲げる行為を5年以上業として行った

こと。
なお、現任者としての勤務期間は、雇用契約に基づく契約期間を業務に従事した期間とし

て計上することとすることが望ましい。その際には、常態として週1日以上の勤務であった
期間について認めるものとすること。

　11	　10の「施行規則で定める者」については、現任者であって、平成29年9月15日において、第2の
1から3までに掲げる業務を休止又は廃止した日から起算して5年を経過しないものであること。
（施行規則附則第5条）

　12	　10の（2）の「施行規則で定める施設」については、次の施設であること。（施行規則附則第6条）
（1） 別紙2の（1）から（25）までに掲げる施設
（2）　（1）の施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設

第5　	登録について
　	1	　公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に登録を受けな
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ければならないこと。（法第28条）
　	2	　公認心理師の登録の申請手続は、申請者が公認心理師登録申請書に必要書類を添付して、文部
科学大臣及び厚生労働大臣に提出すること。（施行規則第13条）

　	3	　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が
公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者
に公認心理師登録証を交付すること。（施行規則第14条）

　	4	　文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録の実施に関する事務を行う者（以下「指
定登録機関」という。）を指定することができること。（法第36条）

　	5　なお、指定登録機関の指定は、今後行う予定であること。
第6　義務等について
　	1　公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならないこと。（法第40条）
　	2	　公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、
公認心理師でなくなった後においても同様とすること。（法第41条）

　	3	　公認心理師は、業務を行うに当たって、心理に関する支援を要する者に対し、保健医療、福祉、
教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、関係者等との連携を保つとともに、
心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなけれ
ばならないこと。（法第42条）

　	4	　公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、
第2に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならないこと。（法第43条）

　	5　公認心理師でない者は、次の行為が禁止されること。（法第44条）
　（1）　公認心理師という名称を用いること。
　（2）　その名称中に心理師という文字を用いること。
第7　罰則について
　　第6の2等に違反したものは、懲役又は罰金に処すること。

【別紙1】
　	1　大学（※）における必要な科目
（1）公認心理師の職責 （14）心理的アセスメント
（2）心理学概論 （15）心理学的支援法
（3）臨床心理学概論 （16）健康・医療心理学
（4）心理学研究法 （17）福祉心理学
（5）心理学統計法 （18）教育・学校心理学
（6）心理学実験 （19）司法・犯罪心理学
（7）知覚・認知心理学 （20）産業・組織心理学
（8）学習・言語心理学 （21）人体の構造と機能及び疾病
（9）環状・人格心理学 （22）精神疾患とその治療
（10）神経・生理心理学 （23）関係行政論
（11）社会・集団・家族心理学	 （24）心理演習
（12）発達心理学 （25）心理実習
（13）障害者・障害児心理学
2　大学院における必要な科目
（1）保健医療分野に関する理論と支援の展開
（2）福祉分野に関する理論と支援の展開
（3）教育分野に関する理論と支援の展開
（4）司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
（5）産業・労働分野に関する理論と支援の展開
（6）心理的アセスメントに関する理論と実践
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（7）心理支援に関する理論と実践
（8）家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
（9）心の健康教育に関する理論と実践
（10）心理実践実習
（※）	専修学校の専門課程（学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第155条第1項第5号

に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。）も対象とする。

【別紙2】
（1）学校教育法に規定する学校
（2）裁判所法（昭和22年法律第59号）に規定する裁判所
（3）地域保健法（昭和22年法律第101号）に規定する保健所又は市町村保健センター
（4	）児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支
援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所

（5）医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院又は診療所
（6	）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する精神保健福
祉センター

（7）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する救護施設又は更生施設
（8）社会福祉法（昭和26年法律第45号）に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
（9）売春防止法（昭和31年法律第118号）に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
（10）知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に規定する知的障害者更生相談所
（11	）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に規定する広域障害者職業セ
ンター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター

（12）老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する老人福祉施設
（13	）青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に規定する無業青少年の職業
生活における自立を支援するための施設

（14	）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談
その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設

（15）更生保護事業法（平成7年法律第86号）に規定する更生保護施設
（16	）健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の2第1項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法（平成9
年法律第123号）に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設
若しくは地域包括支援センター

（17	）法務省設置法（平成11年法律第93号）に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、
少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所

（18）厚生労働省組織令（平成12年政令第252号）に規定する国立児童自立支援施設
（19	）ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（平成14年法律第105号）に規定するホーム
レス自立支援事業を行う施設

（20	）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）に規定す
る独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

（21）発達障害者支援法（平成16年法律第167号）に規定する発達障害者支援センター
（22	）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に
規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、
基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム

（23	）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律
第77号）に規定する認定こども園

（24	）子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）に規定する子ども・若者総合相談セ
ンター
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（25）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に規定する地域型保育事業を行う施設
（26	）（1）から（25）までに掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認
める施設

水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療施設における避難確保計画の作成等について（通知）
・29医務第1308号　平成29年11月8日　愛知県健康福祉部保健医療局医務課長（担当　医務課医療指
導グループ　052-954-6275）

・医政地発0829第1号、国水環防第14号、国水砂第21号　平成29年8月29日　厚生労働省医政局地域医
療計画課長、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長及び国土交通省水管理・国土保全局砂防
部砂防計画課長
このことについて、厚生労働省医政局地域医療計画課長、国土交通省水管理・国土保全局河川環境

課長及び国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長から平成	29年8月29日付け医政地発	0829	
第1号、国水環防第	14号及び国水砂第21号にて別添（略）のとおり通知がありました。
　この通知は、水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第	31号）が平成29年6月19日に施行さ
れたことにより、市町村地域防災計画（災害対策基本法（昭和36年法律第	223号）第42条第1項に規定
する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設（社
会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）の管理者等は、
避難確保計画を作成し、当該計画に基づく訓練を実施しなければならないとされたことから、都道府
県衛生主管部局においては、対象医療施設が避難確保計画を作成するよう、かつ、管内市町村が対象
医療施設の避難確保計画の作成状況の確認等を適切かつ確実に実施できるよう配慮するとともに、医
療法第25条第	1項の規定に基づく立入検査の機会を利用して管理者等に聴取するなど把握に努めるよ
う通知されたこと、及び避難確保計画を作成するにあたって参考となる情報が国土交通省のWebサイ
トに掲載されていることの周知依頼があったものです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬
物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について（通知）
・29医安第913号　平成29年11月8日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー
プ　052-954-6344）

・薬生発1031第2号　平成29年10月31日　厚生労働省医薬・生活衛生局長
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以

下「法」という。）第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医
療等の用途を定める省令（平成19年厚生労働省令第14号）において定めています。
　本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定す
る指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（平成29
年厚生労働省令第120号）が公布されましたので、下記について御了知の上、関係各方面に対する周
知と適切な指導をお願い申し上げます。

記
1. 指定薬物の指定
　（1）新たに指定された物質

次に掲げる2物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持
又は強化の作用を含む。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生
上の危害が発生する恐れがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物とし
て指定した。
①2－［2,5－ジメトキシ－4－（トリフルオロメチル）フェニル］エタンアミン及びその塩類
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②2－（4－フルオロフェニル）－2－（ピペリジン－2－イル）酢酸メチルエステル及びその塩類
　（2）指定された物質を含む物
　（1）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。）
は、指定薬物であり、規制の対象となる。

2. 施行期日
　公布の日（平成29年10月31日）から起算して10日を経過した日（平成29年11月10日）から施行
する。

新医薬品の再審査期間の延長について（通知）
・29医安第879号　平成29年11月9日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課生産グルー
プ　052-954-6304、監視グループ　052-954-6344）

・薬生薬審発1005第4号　平成29年10月5日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第

14条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり新医薬品の再審査期間が延長されたので、御了知のうえ
関係方面に対し周知されるようお取り計らい願いたい。

記
　小児集団における使用経験の情報を集積するため、小児の用量設定に関する治験を実施する必要が
あると認められたもの
サムスカ錠15㎎、サムスカ錠7.5㎎及びサムスカ顆粒1％（大塚製薬株式会社）
延長された再審査期間：平成32年10月26日

厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置
を定める命令の一部を改正する命令の施行について
・29医務第1419号　平成29年11月29日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務課医療指導グルー
プ　052-954-6275）

・府地事第1171号、医政発1117第3号　平成29年11月17日　内閣府地方創生推進事務局長、厚生労働
省医政局長
厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措

置を定める命令の一部を改正する命令（平成29年内閣府・厚生労働省令第5号。以下「改正命令」とい
う。）は平成29年11月17日に公布され、同日から施行されたところであるが、改正命令の趣旨及び施
行に当たり留意すべき事項は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、管下関係団体に周
知方お願いする。
　なお、改正命令の内容については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭和33年法律第
162号）第6条の規定に基づく放射線審議会に諮問すべき放射線障害防止の技術的基準に該当しない旨、
放射線審議会及び原子力規制委員会の意見を得ているので申し添える。

記
第一　改正の趣旨
　	　病院又は診療所内において、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号。以下「則」という。）
第24条第8号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（以下「PET検査薬」という。）を使
用する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において行うこととされている（則
第30条の14）。
　同条の規定は、従来から存在している据置型の陽電子放射断層撮影装置を想定したものであるが、
新たな技術として、磁気共鳴画像診断装置の使用室（以下「MRI室」という。）に設置されている
磁気共鳴画像診断装置と組み合わせて使用することを目的とした可搬型の陽電子放射断層撮影装置
（以下「可搬型PET装置」という。）の開発を進めるため、平成28年3月、関西圏国家戦略特別区域
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会議において、京都府から、可搬型PET装置による撮影をMRI室等で行うことを可能とする特例措
置が提案された。また、平成29年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）
による「新たな治療手法に対応する医療放射線防護に関する研究」（主任研究者：細野眞近畿大学
医学部放射線医学教室教授）において、放射線防護及び汚染防止の観点から、可搬型PET装置を
MRI室で使用する際の適切な防護措置及び汚染防止措置が、「臨床研究におけるMRI室での可搬型
PET装置の適正使用マニュアル」（略）として取りまとめられたところである
　このような背景を踏まえ、改正命令により、厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定す
る政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令（平成26年内閣府・厚生労働省令第3
号。以下「特例措置命令」という。）の一部改正を行った。
第二　改正の内容
　国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第8条第2項第2号に規定
する特定事業として、国家戦略特別区域陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業（国家戦略特別区
域内の病院又は診療所のMRI室において、PET検査薬が投与された患者等に対する陽電子放射断層
撮影装置を用いた撮影を行う事業）を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、そ
の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業に係る病院又は診療所の管理者は、PET検
査薬を用いた撮影を、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上でMRI室において行うことがで
きることとする。
第三　実施上の留意事項及び事前の相談
　	1　実施上の留意事項
　　	　改正命令による改正後の特例措置命令（以下「改正後特例措置命令」という。）の規定に基づき、
国家戦略特別区域陽電子断層撮影装置使用柔軟化事業においてPET検査薬を使用するに当たって
は、以下の点に留意すること。
　（1）	　改正後の特例措置命令の内容は、可搬型PET装置による撮影のみを対象としたものである

こと。
　（2）	　PET検査薬の患者等への投与及び当該患者等の撮影前の待機については、放射線防護及び

汚染防止の観点から、従前どおり、則第30条の8の2に規定する構造設備の基準を遵守した陽
電子断層撮影診療用放射線性同位元素使用室において行うこと。

　（3）	　PET検査薬を投与された患者等がMRI室へ移動及びMRI室における撮影については、放射
線防護の観点から、則第30条の17及び第30条の19の規定を遵守し、適切な防護措置を講じる
こと。

　（4）	　改正後特例措置命令に規定する「適切な防護措置及び汚染防止措置」の内容は、概ね次の
とおりであること。
　（ア）	　PET検査薬を用いた撮影を行うMRI室において、「医療法施行規則の一部を改正する

省令の施行について」（平成13年3月12日付け医薬発第188号厚生労働省医薬局長通知）
第二の（四）の4の（1）を参考として、一時的に管理区域を設ける等により、適切な
防護措置及び汚染防止措置を講じ、放射線障害の防止に留意すること。

　（イ）	　PET検査薬を用いた撮影を行うMRI室においては、則第30条の8の2第3号から第6号ま
での規定を遵守すること。

　（ウ）	　PET検査薬を用いた撮影を行うMRI室においては、陽電子断層撮影診療用放射線性同
位元素使用室の汚染防止措置を定めた則第30条の8の2第1号、第2号及び第7号から第12
号までの規定の趣旨に鑑み、適正使用マニュアルを参考に、適切な防護措置及び汚染
防止措置を講じること。

　（エ）	　PET検査薬を用いた撮影を行うMRI室においては、放射線診療従事者等（PET検査薬
の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であってPET検査薬を用いた撮
影を行うMRI室に立ち入る者）の被ばくを防止するため、則第30条の18の規定を遵守
すること。

　（オ）	　放射線防護の観点から、適正使用マニュアルを参考に、可搬型PET装置の撮影条件及
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び使用時間等を考慮すること。
　（カ）	 その他、適正使用マニュアルを参考に、PET検査薬の物理的特性に応じた防護措置及

び汚染防止措置を講じること。
　	2　事前の相談
　　	　国家戦略特別区域陽電子放射断層撮影装置使用柔軟化事業に実施を検討している場合は、国家
戦略特別区域会議においてその旨を提案するに当たり、事業の内容並びに防護措置及び汚染防止
措置の内容等について、あらかじめ内閣府地方創生推進事務局に相談すること。その際、改正命
令は、従来、使用の場所等が制限されていたPET検査薬の使用についての特例であることに鑑み、
放射線防護及び汚染防止の観点から、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じる必要があること
に十分留意すること。

「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について
・29国保第895号　平成29年12月14日　愛知県健康福祉部長（担当　国民健康保険課国保指導グルー
プ　052-954-6277）

・保発1207第5号　平成29年12月7日　厚生労働省保険局長
医療保険各法（「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）を除く。）の規定によ

る被保険者又は被扶養者（現役並み所得者を除く。）であって、70歳から74歳である者に係る一部負
担金等については、平成20年4月1日以後、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例
措置実施要綱」（平成20年2月21日付け保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「要綱」
という。）に基づき、軽減特例措置（以下「指定公費負担医療」という。）が講じられている。
　これまで指定公費負担医療については、第三者行為による傷病に対しても支給を行うことができる
こととし、その場合の第三者に対する請求については「指定公費負担医療に関する取扱いについて」（平
成21年3月31日付け保保発第0331005号・保国発第0331002号厚生労働省保険局保険課長及び国民健康保
険課長連名通知、以下　「課長通知」という。）において、保険者が第三者求償により保険給付の返還
請求を行う場合、当該被保険者が当該保険給付に付随して指定公負担医療を受給していた場合は、指
定公費負担医療相当額についても、併せて請求を行うようお示しし、国から保険者に対し請求を委任
している。しかしながら、保険者から損害保険会社に指定公費負担医療相当額を請求する場合に、損
害保険会社において請求の根拠となる法的措置が不十分であるとして、請求に応じられないケースが
生じている状況が見られる。
　第三者行為に起因する費用は本来公費で負担すべきでないが、請求の根拠に疑義が生じないよう、
今般、下記のとおり要綱を一部改正し、根拠の明確化を図ることとしたので、各保険者におかれては
遺漏のないよう第三者求償の取組をおいする。
　また、このことについては、一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、全
国共済農業協同組合連合会、全国自動車共済協同組合連合会、全国トラック交通共済共同組合連合会
及び全国労働者共済生活協同組合連合会（以下　「損保団体」という。）並びに損害保険料率算出機構
に対し、自動車保険（共済）の管轄店（以下「任意保険等管轄店」という。）並びに自動車損害賠償
責任保険の管轄店及び自動車損害賠償責任共済契約の再契約先である都道府県共済農業協同組合連合
会（以下「自賠責保険等管轄店」という。）においてもご理解いただけるように、指定公費負担医療
相当額に係る請求について下記のとおり通知していることを連絡するとともに、求償に協力されたい
旨の申入れを行った。
　また、要綱改正に伴う診療報酬請求事務の取扱いについて、日本医師会、日本歯科医師会及び日本
薬剤師会と協議済みであることについて申し添える。
　なお、都道府県及び市町村におかれても、都道府県医師会等及び郡市医師会等と下記の内容につい
て情報を共有していただくようお願いする。
　都道府県におかれては下記の内容をご了知の上、指定公費負担医療に係る第三者行為求償事務の取
組に遺漏のないよう貴管下保険者並びに被保険者その他関係機関に対する周知等特段のご配慮をお願
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いする。
記

1　要綱改正による変更点について
　（1）指定公費負担医療の対象者について

従来、第三者行為による傷病についても指定公費負担医療の対象としてきたが、今般の要綱改
正により第三者行為による傷病については指定公費負担医療の支給対象から除かれる。このため、
保険医療機関等においては、高齢受給者証（1割）の記載にかかわらず、法定の2割負担（※）が
原則となる。

　　	　これにより、第三者行為による傷病に対し、指定公費負担医療が支給された場合には、要綱に
基づき、保険者から被保険者に対し返還請求を行う必要がある。ただし、当該請求額について国
が第三者に対し直接請求すること及び国が保険者に請求を委任すること（保険者が国民健康保険
団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金（以下「連合会等」という。）その他の外部機関に当
該請求を復委任することを含む。）について被保険者が同意した場合は、この限りでない。

　　	　保険者は被保険者の同意を得た上で、任意保険等管轄店又は自賠保険等管轄店に対し指定公費
負担医療相当額に係る損害賠償請求を行う。
※ 患者からの申し出等により、医師が傷病の原因が第三者行為によるものと判断する場合には、
要綱に基づき指定公費負担医の支給対象外として、治療が終了（症状固定）するまで、当該傷
病に係る診療分（診療報酬請求（以下「レセプト」という。）の特記事項欄に「10.第三」及び「20.
二割」と記載されるケースを想定。）については、高齢受給者証（1割）の記載にかかわらず、
法定の2割負担で一部負担金相当額が請求される。
患者からの申し出等がなく、第三者行為によるものと判断されない場合や第三者行為によら

ない私病に係る診療分については、現行どおり、指定公費負担医療を支給（＝1割相当額を請求）
する。
なお、原則は上記のとおりであるが、保険医療機関等では、第三者行為による傷病であるこ

とを必ず把握できるとは限らないことや、第三者行為による場合でも自損扱いになる場合があ
ること等を踏まえ、運用に当たっては、各保険医療機関等において指定公費を支給するものと
し、支給額に基づき、連合会等に請求を行うものとする。
このため、各保険者におかれては、第三者行為による傷病に対し指定公費負担医療が支給さ

れていたとしても、保険医療機関等にレセプトの返戻　（私病分を分離するために返戻する場
合を除く。）を行わないこととされたい。

　（2）指定公費負担医療に係る求償事案に用いる同意の意思表示について
指定公費負担医療相当額について第三者行為求を行う場合には、1（1）に記載のとおり、次の

点について被保険者の同意を得る必要がある。

① 国が、第三者又は第三者の加入する任意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に対し指
定公費負担医療相当額の請求を行うことについての同意
② 国が、指定公費負担医療相当額の請求及び受領を保険者に委任することについての同意

なお、保険者が請求を連合会等に委任することの同意を得た場合には、復委任すること
が可能となる。
③ 第三者から受領した指定公費負担医療相当額をもって、被保険者が保険者に返還すべき
不当利得相当額と相殺することの同意

　上記のとおり、被保険者から、国及び保険者が委任（連合会等への復委任を含む。）を受け
る場合には、被保険者の明確な意思表示の証拠として上記①〜③までの内容が記載された同意
書の提出を求める。

　（3）改正要綱の施行日について
平成30年2月1日

	2　要綱改正に伴う第三者行為求償事務の取扱いについて
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　	　従前、課長通知においてお示ししてきたとおり、被保険者が保険給付に付随して指定公費負担医
療を受給していた場合には、指定公費負担医療相当額についても、給付相当額と併せて第三者に対
し請求を行っていただく事務に変更はないが、今般の要綱改正に伴い、次のとおり請求事務を整理
する。
　	　なお、当該請求事務に係る指定公費負担医療相当額の損害賠償請求権については、被保険者から
の同意に基づき、療養の給付等の給付本体と同様と整理している。
　（1）改正要綱施行後に交通事故が発生した事案への対応について

改正要綱の施行後に発生した交通事故に伴い指定公費負担医療が支給された事案に係る第三者
行為求償については、保険者は改正要綱に基づき、同意を得た上で、同意書を添付して、任意保
険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に対し請求を行う。
　なお、治療が終了（症状固定）するまでの間は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償
責任共済（以下「自賠責保険等」という。）における保険金等が支払われないが、初めて給付内
訳書を送付する際に同意書を添付することとし、以後毎月給付内訳書を送付することを基本とす
る。（以下、治療が終了するまでの請求の取扱いは同じ。）

　（2	）改正要綱施行前から治療が継続している事案及び施行前に治療が終了している事案への対応に
ついて

　　	　改正要綱の施行前から施行後にまたがって治療が継続している事案及び治療が終了している事
案のうち、施行前の指定公費負担医療相当額について、時効（事故発生日の翌日又は時効中断手
続きの翌日から3年）が完成しておらず、保険者において被保険者と第三者との間で示談が成立
していないことが確認できた事案については、保険者は改正要綱施行前に係る求償分についても
同意を得た場合には、同意書を添付して次のとおり任意保険等管轄店又は自賠責保険管轄店に請
求する。
　（ア	）改正要綱施行前から治療が継続している事案については、任意保険等管轄店又は自賠責保

険等管轄店に対し請求する。
　（イ	）平成27年2月以降の受診分で、改正施行前に治療が終了している事案については、自賠責保

険等管轄店のみに請求する。
なお、第三者が任意に加入する任意保険等に請求する際の示談については、指定公費に係る請

求が任意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に到達した時点の状況によることに留意する。
　その上で、示談が成立していない事案については、時効が完成するまでの間は請求が可能とな
ることから、速やかに請求を行っていただきたい。速やかに請求ができない事案については、任
意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に対し、時効中断効力が認められている給付内訳書を送
付するなど、各保険者において適切に時効中断手続きを講じていただきたい。なお、改正要綱施
行前に既に治療が終了している事案については請求額が算出できるため、平成30年6月末までを
目途に請求を行うよう努めていただきたい。

　　	　自賠責保険等における保険金等の支払状況については、「健康保険及び国民健康保険の自動車
損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」（昭和43年10月12日付け保険発第106号
厚生省保険局保険課長・国民健康保険課長連名通知）の手続きに基づき、自賠責保険等管轄店に
照会されたい。

	3　同意書の内容及び取扱いについて
　1（2）の請求に伴い必要となる同意内容を記載した同意書は、参考例のとおり。なお、指定公費
負担医療に係る求償事案以外の事案においては、従前どおり現行の同意書様式を用いることを基本
としている。
　	　また、指定公費負担医療は、平成26年度をもって廃止し、現在は、誕生日が昭和19年4月1日以前
の方を対象に経過措置を講じており、平成30年度をもって経過措置期間が終了される予定である。
このため、保険者が被保険者又は被扶養者（現役並み所得者を除く。以下「被保険者等」という。）
から同意を得ることとしている（同意書の取得事務を連合会等に委託することは制度上可能であ
る）。

愛知県医療法人協会報2018　No.239　別冊【連絡事項】　11



　	　併せて、同意書の参考例では、保険者が給付制限や求償を行う際に必要となる情報について、届
出受理後に官公庁や保険医療機関等に照会を行うことや、調査の結果、飲酒運転等の事実が発覚し、
被保険者に対して給付制限を行う場合は請求を行うことについても同意内容に加えている。これら
の内容については、これまでの経験を踏まえ所要の改正を加えたものであり、保険者の判断により
必要な同意を得ていただきたい。
	4　連合会等への委託について
　第三者が加入する任意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店から指定公費負担医療相当額を受領
することについては、被保険者等の同意を得ることによって、連合会等に委託することが可能である。
実際に委託するかどうかは各保険者において判断されたい。
	5　被保険者等への周知について
　	　今般の要綱改正により、第三者行為に伴う傷病に係る療養の給付等については、指定公費負担医
療の支給対象外となるため、高齢受給者証（1割）にかかわらず、法定の2割負担となることについて、
被保険者等に周知いただくようお願いする。
　また、支給対象外であるにも関わらず、支給を受けていた場合には、保険者から被保険者等に対
し返還請求を行うこと、ただし、被保険者等から同意を得た場合.には、保険者が第三者又は第三者
の加入する任意保険等管轄店又は自賠責保険等管轄店に対し請求を行うことについても、併せて周
知いただくようお願いする。

（別紙）
70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱

第一　趣旨
　	　医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第7条第1項に規定する
医療保険各法をいう。以下同じ。）の規定による被保険者又は被扶養者（現役並み所得者を除く。
以下「保険医療機関等」という。）であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等の割合に
ついては、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）により、平成20年4月から2
割とされているところ、高齢者医療制度の施行を円滑に行う観点から、軽減特例措置として、一部
負担金等のー部に相当する額を国が被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看
護事業者（医療保険各法の規定によるものをいう。以下「保険医療機関等」という。）に支払うこ
と等により、負担の軽減を図ってきたところであるが、世代間の公平の観点から見直しを行うこと
とし、平成26年4月1日以降70歳に達する者は2割としつつ、平成26年3月31日以前に70歳に達した者
について、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう軽減特例措置を実施する。
第二　実施方法
　	1　対象者
　　	　70歳から74歳の被保険者等（昭和19年4月1日までに生まれた者に限る。以下「特例措置対象被
保険者等」という。）であって、平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に保険医療機関等
から療養を受けた者を対象とする。
　ただし、当該療養に係る一部負担金等について、他の公費負担の対象となる場合は、当該公費
負担が軽減特例措置に優先するものとし、軽減特例措置の対象としない（特例措対象被保険者等
が、「特定疾患治療研究事業実施要綱」（昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙）に
よる治療研究に係る医療の給付、「肝炎治療特別促進事業実施要綱」（平成20年健発第0331001号
厚生労働省健康局長通知別添5）によるインターフェロン治療に係る医療の給付又は難病の患者
に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）による特定医療費の支給を受けてもなお残
る負担が2（2）イに掲げる額を超える場合については、この限りでない。）。
　また、給付事由が第三者の行為（以下「第三者行為.」という。）によって生じた場合についても、
軽減特例措置の対象としない。

　	2　対象者の確認及び保険医療機関等での取扱い
　（1	）特例措置対象被保険者等は、通常どおり、被保険者証（被保険者資格証明書）及び高齢受給
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者証を保険医療機関等に提示するものとする。
　（2	）特例措置対象被保険者等が、今回の特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る一部負
担金等の一部を自ら支払う旨又は第三者行為によって生じた傷病である旨の特段の申し出をし
ない限り、保険医療機関等は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該一部負担金等の
うち、当該イ又はロに掲げる額を超える額を当該者から徴収しないものとする。
イ ロ以外の場合　医療費（特例措置対象被保険者等が受けた療養に係る保険給付について、
医療保険各法の規定により算定した費用の額をいう。以下同じ。）の1割
ロ 特例措置対象被保険者等が受けた療養に要した医療費の1割が当該者に係る高額療費算定
基準額を超える場合　当該高額療養費算定基準額

　（3	）（2）により保険医機関等が一部負担金等の一部を徴収しなかった場合、国が支払う一部負担
金等の一部に相当する額につき、特例措置対象被保険者等に代わって、保険医療機関等は審査
支払機関に対して請求・受領するものとする。

　（4	）（3）の一部負担金等の一部に相当する額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該
イ又はロに掲げる額とする。
イ 医療費の2割が当該者に係る高額療養費算定基準額を超えない場合　医療費の1割に相当す
る額
ロ 医療費の2割が当該者に係る高額療費算定基準額を超える場合（医療費の1割が当該高額療
養費算定基準額を超える場合を除く。）　当該高額療養費算定基準額から医療費の1割を控除
した額

　	3　対象者に係る療養費の支給の取扱い
　（1	）特例措置対象被保険者等が平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けた療につい
て医療保険各法の規定による療養費又は国民健康保険法の規定による特別療養費の支給申請が
あった場合において、特例措置にかかわらず、当該療養に係る一部負担金等の一部を自ら負担
する旨、又は第三者行為によって生じた傷病である旨の特段の申し出がなされていない限り、
保険者は、療養費又は特別療費（以下「療養費等」という。）の支給に合わせて2（4）に規定
する一部負担金等の一部に相当する額を支給することができる。

　（2	）（1）により保険者が2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支給を決定した場合、
国が支払う当該一部負担金等の一部に相当する額につき、（1）の支給申請を行った者に代わっ
て、保険者は審査支払機関に対して請求・受領するものとする。

　	4　審査支払機関に対する請求方法
　（1	）診療報酬請求書、調剤報酬請求書又は訪問看護療養費請求書（以下「診療報酬請求書等」と
いう。）及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書（以下「診療報酬明
細書等」という。）への記載
　療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に係る診療報酬請求書等及び診療報酬明細
書等への記載については、原則従来どおりとし、診療報酬明細書等に今回の特例措置の対象者
である旨の表示を行うことは不要とする。なお、特例措置対象被保険者等の判別は生年月日で
行うこととする。
　ただし、特例措置対象被保険者等が、今回の特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係
る2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合、又は第三者行為に
より軽減特例措置の対象とならない場合は、当該者に係る診療報酬明細書等の特記事項欄に「二
割」と記載するものとする。

　（2）審査支払機関への請求
保険医療機関等にあっては医療保険各法による診療報酬請求の例により診療報酬請求書等

を、保険者にあっては療養費等（当該療養費等の支給について保険者がやむを得ないものと認
めるときに限る。）の支給に合わせて支給する2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当す
る額について、別紙様式1及び2を主たる事務所の所在地の属する都道府県の審査支払機関に提
出することにより、国が支払う2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する額の請求を行
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うものとする。
　	5　審査支払事務
　（1）審査支払機関は、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会とする。
　（2	）審査支払機関は、保険医療機関等又は保険者の請求内容に応じ、診療報酬請求書等を審査の
うえ、国が支払う2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する額の支払を行うものとする。

　（3	）審査支払機関は、国が支払う2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する額について、
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金により支払を行うものとする。

　	6　契約への委任
　以上のほか、審査支払機関が行う国が支払う2（4）に規定する一部負担金等の一部に相当する
額の支払についての必要な事項は、厚生労働省と審査支払機関との契約で定める。

　	7　支払額の返還
　　	　当該軽減特例措置の対象とならない被保険者が当該軽減特例措を受けた場合、当該被保険者が
支給を受けた2（4）規定する一部負担金等の一部に相当する額について保険者に返還しなければ
ならない。ただし、給付の発生原因が第三者行為による傷病である場合で、保険者から第三者に
対して2（4）に規定する一部負担金等のー部に相当する額を直接損害賠償請求することに被保険
者が同意した場合は、この限りでない。

ガドリニウム造影剤の「使用上の注意」の改訂の周知について（通知）
・29医安第971号　平成29年12月18日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー
プ　052-954-6344、生産グループ　052-954-6304）

・薬生安発1128第3号　平成29年11月28日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
平成29年11月9日に開催された平成29年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策

部会安全対策調査会において、ガドリニウム造影剤に係る添付文書の「使用上の注意」の内容を検討
し改訂することが適切と判断されました。
　ガドリニウム造影剤は、別添1のとおり、その構造から線状型と環状型に区分されますが、平成26
年以降、動物実験及び人での使用経験から脳組織にガドリニウムが残存すること、環状型より線状型
が残存しやすいことが文献等にて報告されています。ガドリニウムの脳組織への残存に伴う具体的な
臨床症状の発現に関する副作用は報告されておりませんが、残存による潜在的なリスクの懸念も否定
できないことから、予防的措置として、次の事項を添付文書の「使用上の注意」で注意喚起すること
としました。
　（1）ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること
　（2	）環状型を第一選択とし、線状型は環状型の使用が適切でない場合に投与すること（ただし、肝
腫瘍の造影に用いるガドキセト酸ナトリウムは除く。）

　　	　つきましては、貴管下の医療機関に対し、今回の使用上の注意の改訂内容について周知してい
ただくとともに、これらの注意喚起に基づく適正使用にご協力をお願いいたします。
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（別添1）
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届
出の基準等について」の一部改正について（通知）
・29健対第1638号　平成29年12月18日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対策課感染症グ
ループ　052-954-6272、結核・肝炎グループ　052-954-6626）

・健感発1215第2号　平成29年12月15日　厚生労働省健康局結核感染症課長
感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成29年厚生

労働省令第131号）が本日公布されたところである。
　これを踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条
第2項に基づく届出の基準等について（平成18年3月8日健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染
症課長通知）の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」（以下「基準」
という。）の一部を改正し、平成30年1月1日から適用することとする。今回の改正の趣旨及び概要は
下記のとおりである。
　貴職におかれては、内容を御了知のうえ、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏な
きを期されたい。

記
第一　改正の趣旨
　	　百日咳については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第
114号）第14条第2項に基づき、五類感染症（定点把握疾患）として指定医療機関から届け出られて
いるところであるが、現行制度では、成人を含む百日咳患者の発生動向が、適時かつ正確に把握で
きず、対応に遅延が生じる可能性がある。
　また、風しんについては、風しんに関する特定感染症予防指針（平成26年厚生労働省告示第122号）
に基づき、平成32年度までに排除状態を達成するために、発生例を直ちに把握する必要がある。
　このため、百日咳については、五類感染症（全数把握疾患）とし、風しんについては、患者の氏名、
住所等を直ちに届出にする等、基準の一部について改正を行うこととする。
第二　改正の概要
　	1	　「第6　五類感染症」の「百日咳」の項を全数把握疾病の項目に移動し、「（2）臨床的特徴」、「（3）
届出基準」及び「（4）届出のために必要な臨床症状」の表現を適正化するとともに、別記様式5－
20に「百日咳発生届」の様式を追加する。

　	2	　「第6　五類感染症」の「風しん」の項における「（2）臨床的特徴」及び「（4）届出のために必
要な要件」の表現を適正化するとともに、「（3）届出基準」の届出期限を「直ちに」に変更する。
また、別記様式5－21「風しん発生届」の検査方法の表現を適正化する。

　	3　その他所要の改正を行う。
第三　その他
　　基準については下記のURLを参照すること。
　　	http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/
kekkaku-kansenshou11/01.html

第四　適用日
　平成30年1月1日

※ なお、改正後の届出様式については、愛知県衛生研究所の下記ウェブサイトに掲載しますので御
活用ください。

記
URL：http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/
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（別表）
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