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Question No.1634

「難病の患者に対する医療等に関する法律」
（難病法）が2015年１月１日から施行されま
した。その内容とは？　　　　　（2015年4月）

Answer

2015年１月１日から「難病※１の患者に対する医
療等に関する法律」が施行され、指定難病※２につ
いて、医療費助成制度の整備が図られました。難
病の患者に対する医療費助成に関して、その費用
に消費税の収入を充てるなど、難病に関する施策
の総合的な推進を目的とした新制度による変更点
は以下のとおりです。
１．医療費助成の対象疾病の拡大
（１）従来の難病に対する医療費の助成は「特定疾
患治療研究事業」として実施されていましたが、
新たな法律での医療費助成対象となる疾病は56
疾病から110疾病（2015年夏には約300疾病に拡
大を予定）に拡大されました。（次頁の表）

（２）医療費助成制度の対象となるのは、指定難病
で、①病状の程度が一定程度以上の方、もしく
は②高度な医療を継続することが必要な方とな
ります。

（３）56疾病から指定難病とならなかった「難治
性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」に罹患
されている方は新たな制度の対象となりません
が、平成27年１月以降も医療費助成が受けられ
ます。

（４）スモンについては引続き特定疾患治療研究事
業の医療費助成となります。
２．自己負担の見直し
（１）医療費の自己負担割合が従来の3割から２割
に変わりました。

（２）外来・入院の区別がなくなり、所得に応じた
医療費の自己負担上限額（月額）が変わりまし
た。

（３）自己負担上限額は、受診した複数の医療機関
などの自己負担をすべて合算した上で適用され

ます。
（４）経過措置期間（３年間：平成29年12月31日
までで、１年毎に更新が必要）は、既認定者の
自己負担上限額が新規認定者より軽減されます。
３．指定医・指定医療機関制度の導入
（１）「指定医」には難病の医療費助成の新規および
更新支給認定申請に必要な診断書（臨床調査個人
票）の記載ができる「難病指定医」と更新申請に必
要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の
２種類があります。（「指定医」の指定は５年ごと
に更新）

（２）支給認定を受けた指定難病患者が特定医療を
受ける「指定医療機関」の指定は病院、診療所、
薬局等の開設者の申請により、都道府県知事が
指定を行うことになります。（指定は６年ごとに
更新）

※１　難病とは発病の機構が明らかでなく、かつ、治療
方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病
にかかることにより長期にわたり療養を必要とするこ
ととなるものをいう。
※２　指定難病とは、難病のうち①患者数が日本国内
で一定の人数に達しないこと（人口の0.1％程度以下）
②診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定
まっていること、の要件を全て満たすものについて厚
生科学審議会（指定難病検討委員会）が審議を行い、
厚生労働大臣が指定したもの。

【参考資料】
①�厚生労働省ホームページ､ 難病対策（2015年４
月時点）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/
②�処方・調剤・保険請求のQ&A，日本薬剤師会，
調剤と情報，21･2,157-158,2015
③�処方・調剤・保険請求のQ&A，日本薬剤師会，
調剤と情報，21･3,289-290,2015
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表　難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病

番号 病　名 番号 病　名 番号 病　名

1 球脊髄性筋萎縮症 38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 75 クッシング病

2 筋萎縮性側索硬化症 39 中毒性表皮壊死症 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症

3 脊髄性筋萎縮症 40 高安動脈炎 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

4 原発性側索硬化症 41 巨細胞性動脈炎 78 下垂体前葉機能低下症

5 進行性核上性麻痺 42 結節性多発動脈炎 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）

6 パーキンソン病 43 顕微鏡的多発血管炎 80 甲状腺ホルモン不応症

7 大脳皮質基底核変性症 44 多発血管炎性肉芽腫症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症

8 ハンチントン病 45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 82 先天性副腎低形成症

9 神経有棘赤血球症 46 悪性関節リウマチ 83 アジソン病

10 シャルコー・マリー・トゥース病 47 バージャー病 84 サルコイドーシス

11 重症筋無力症 48 原発性抗リン脂質抗体症候群 85 特発性間質性肺炎

12 先天性筋無力症候群 49 全身性エリテマトーデス 86 肺動脈性肺高血圧症

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 50 皮膚筋炎／多発性筋炎 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー 51 全身性強皮症 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

15 封入体筋炎 52 混合性結合組織病 89 リンパ脈管筋腫症

16 クロウ・深瀬症候群 53 シェーグレン症候群 90 網膜色素変性症

17 多系統萎縮症 54 成人スチル病 91 バッド・キアリ症候群

18 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。） 55 再発性多発軟骨炎 92 特発性門脈圧亢進症

19 ライソゾーム病 56 ベーチェット病 93 原発性胆汁性肝硬変

20 副腎白質ジストロフィー 57 特発性拡張型心筋症 94 原発性硬化性胆管炎

21 ミトコンドリア病 58 肥大型心筋症 95 自己免疫性肝炎

22 もやもや病 59 拘束型心筋症 96 クローン病

23 プリオン病 60 再生不良性貧血 97 潰瘍性大腸炎

24 亜急性硬化性全脳炎 61 自己免疫性溶血性貧血 98 好酸球性消化管疾患

25 進行性多巣性白質脳症 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 99 慢性特発性偽性腸閉塞症

26 HTLV-1関連脊髄症 63 特発性血小板減少性紫斑病 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症

27 特発性基底核石灰化症 64 血栓性血小板減少性紫斑病 101 腸管神経節細胞僅少症

28 全身性アミロイドーシス 65 原発性免疫不全症候群 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群

29 ウルリッヒ病 66 IgA腎症 103 CFC症候群

30 遠位型ミオパチー 67 多発性嚢胞腎 104 コステロ症候群

31 ベスレムミオパチー 68 黄色靱帯骨化症 105 チャージ症候群

32 自己貪食空胞性ミオパチー 69 後縦靱帯骨化症 106 クリオピリン関連周期熱症候群

33 シュワルツ・ヤンペル症候群 70 広範脊柱管狭窄症 107 全身型若年性特発性関節炎

34 神経線維腫症 71 特発性大腿骨頭壊死症 108 TNF受容体関連周期性症候群

35 天疱瘡 72 下垂体性ADH分泌異常症 109 非典型溶血性尿毒症症候群

36 表皮水疱症 73 下垂体性TSH分泌亢進症 110 ブラウ症候群

37 膿疱性乾癬（汎発性） 74 下垂体性PRL分泌亢進症

Question No.1635

プラリア皮下注を使用している患者さんが抜
歯を予定しており、その際ビスホスホネート
（BP）系薬同様に休薬期間をもうけたほうが
良いか　　　　（2015年2月　歯科医院より）

Answer

第一三共㈱に確認したところ、プラリア及びラ
ンマークの有効成分であるデノスマブは、BP製剤
とは異なる作用機序で骨吸収抑制作用をもたらし
ます。しかし、破骨細胞の形成、機能、生存を阻

害することによって骨代謝を抑制するため、顎骨
壊死の発現を上昇させる可能性があります。また、
BP製剤服用中に侵襲的な歯科治療が必要となった
際には，服用期間と顎骨壊死の危険因子、さらに
骨折のリスクを考慮して、休薬の要否を決定しま
す。服用期間が3年未満で危険因子がない場合に
は、原則として休薬せずに継続します。一方、服
用期間にかかわらず危険因子がある場合には、休
薬による骨折リスクの上昇、侵襲的歯科治療の必
要性、休薬せずに侵襲的歯科治療を行った場合の
顎骨壊死発症のリスクについて、医師と歯科医と
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表　顎骨壊死の発現について注意が必要な薬剤

剤型 製品名 成分 効能・効果

ビ
ス
ホ
ス
ホ
ネ
ー
ト
製
剤

経口製剤

アクトネル
リセドロン酸ナトリウム水和物

骨粗鬆症

ベネット 骨粗鬆症　骨ページェット病（17.5mg錠のみ）

ダイドロネル エチドロン酸二ナトリウム
骨粗鬆症
脊髄損傷後、股関節形成術後における初期及び進行期の異所性骨化の抑制
骨ページェット病

フォサマック
アレンドロン酸ナトリウム水和物

骨粗鬆症

ボナロン 骨粗鬆症

ボノテオ
ミノドロン酸水和物

骨粗鬆症

リカルボン 骨粗鬆症

注射用製剤

アレディア パミドロン酸二ナトリウム 悪性腫瘍による高カルシウム血症　乳癌の溶骨性骨転移　骨形成不全症

ゾメタ ゾレドロン酸水和物
悪性腫瘍による高カルシウム血症　多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌
骨転移による骨病変

テイロック
アレンドロン酸ナトリウム水和物

悪性腫瘍による高カルシウム血症

ボナロン 骨粗鬆症

ボンビバ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症

★ 注射用製剤
プラリア

デノスマブ（遺伝子組換え）
骨粗鬆症

ランマーク 多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変　骨巨細胞腫

★抗RANKLモノクローナル抗体

が事前に話し合って方針を決めます。休薬の期間
は定まっていませんが、３ヵ月間が推奨されてい
るとの回答でした。
当該患者さんは、前回12月15日にプラリア皮下
注を投与したそうなので、３月15日過ぎから歯科
治療を開始し、次回投与予定の６月は延期してい
ただき、歯科治療終了後半年後に投与していただ
くこととなりました。
顎骨壊死の発現について注意が必要な薬剤を上
記一覧表にまとめましたのでご参照下さい。

※�危険因子：飲酒・喫煙、糖尿病、ステロイド薬使用、
肥満、抗がん療法、口腔内衛生不良

【参考資料】
・�適正使用資材（歯科医向）「ランマーク/プラリ
ア適正使用のお願い～顎骨壊死の発現を防止す
るために～」第一三共
・骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン　2011年版
・各製品添付文書

〈執筆協力会社〉㈱ほくやく DI室


