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QNo.1677
セルフメディケーション税制（医
療費控除の特例）について教え
てください。　　　（2016年12月）

Answer 医療費控除制度は、１年間の医療費自
己負担額が扶養家族分と合わせて10万円を超えた
場合、確定申告することにより、所得税の一部還
付及び翌年の住民税が減額される制度で、治療の
ために購入したOTC医薬品の購入金額も対象とな
ります。

医療費控除の特例として、2017年１月から施行
されたのが、セルフメディケーション税制です。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を
進める観点から、指定された成分を含むOTC医薬
品の年間購入金額が合計１万2,000円を超える場
合、一定の条件を満たせば、所得控除を受けるこ
とができます。なお、従来の医療費控除制度との
同時利用はできません。
【制度の概要】
■対象医薬品（1601品目、2017年２月14日時点）

医療用医薬品から転用されたOTC医薬品（要指
導医薬品及び一般用医薬品；いわゆるスイッチ
OTC医薬品）のうち、厚生労働大臣が指定した成
分を含むもの
■対象期間

2017年１月１日～2021年12月31日
■対象者 

所得税や住民税を納めていて、自己と扶養家
族を合わせて、対象医薬品の年間購入金額が１万
2,000円（税込）を超えた人で、あわせて健康の維持
増進や疾病予防のために特定健康診査、予防接種、
定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを
受けている人
■控除額と減税額

対象医薬品の年間購入金額が１万2,000円を超え
た部分の金額（上限８万8,000円）が控除額となり、
控除額に申告者の所得税率を掛けた金額と控除額
に申告者の個人住民税率を掛けた金額を足した金

額が減税額となる
※従来の医療費控除制度との同時利用は不可
※ 日本一般用医薬品連合会ホームページで、減

税額（目安）の計算が可能
■申告方法

確定申告（一般的な提出期間：２月中旬～３月中
旬の定められた期間）

※ 対象医薬品購入に関する証明書類（レシート
等）や健康診査等の受診に関する証明書類の
提出が必要

■製薬メーカーの対応
日本一般用医薬品連合会は、自主的な取組とし

て、対象医薬品のパッケージに下のような共通識
別マークを表示し、順次出荷しています。

■店舗の対応
対象医薬品を取り扱う薬局等の店舗は、控除対

象者の確定申告時に必要な証明書類（レシート等）
に、①商品名、②金額、③当該商品がセルフメ
ディケーション税制対象医薬品である旨、④販売
店名、⑤購入日が明記されるよう対応する必要が
あります。

〈参考資料〉
・セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）に

ついて，厚生労働省ホームページ
http ://www.mhlw.go . jp/st f/se isakunitsuite/
bunya/0000124853.html（2017年3月）

・知ってトクするセルフメディケーション税制，日本一
般用医薬品連合会ホームページ
http://www.jfsmi.jp/lp/tax/index.html（2017年３月）

・セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要
となる証明書類（レシート等）の記載事項について.　
厚生労働省医政局経済課,事務連絡,2016.10.4.

〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱ 薬事部
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医療用医薬品の添付文書は、「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（昭和35年法律第145号）」に規定された
文書であり、「医療用医薬品添付文書の記載要領に
ついて」（平成９年４月25日付 薬発第606号厚生省
薬務局長通知）、「医療用医薬品の使用上の注意記
載要領について」（平成９年４月25日付 薬発第607
号厚生省薬務局長通知）により、記載要領が指定さ
れています。
〈アンケート調査等で改善点を抽出〉

しかし、添付文書の記載要領改訂から10年が経
過し、医療にIT技術が用いられ、医療関係者や患
者の医療用医薬品に対する考え方の変化により添
付文書の記載に関する項目、内容、方法に対して
検討を加える必要があるとして、平成20～22年度
に添付文書に関するアンケート調査が実施されま
した。１）

病院勤務医及び開業医3148名、病院薬剤師及び
薬局薬剤師1738名から回答が得られ、現行の添付
文書には曖昧な定義の存在、概論に留まり具体性
がない記述、注意喚起の対象が不明瞭な記述など
いくつかの改善点が存在することが分かりました。
画一的な表現の是正、文書を簡略化、要点および
設定根拠の明確化、視覚に訴える表示形式の工夫
などが必要であること、活用度・重要度の高い項
目の記載順序の見直し、IT環境への対応、遺伝子
治療薬や分子標的治療薬などの新規医薬品に対応
した記載要領の改善などが、臨床での医療用医薬
品添付文書の有用性や利便性の向上につながると
結論付けられました。２）

平成22年度には、これまでの調査結果及び現行
の添付文書の記載内容並びに米国の添付文書につ
いて検討され、医薬品情報としての現行の添付文
書の位置づけは、大多数の医師及び薬剤師から「重
要」であるとの認識が得られ、記載順序についても
概ね良いと考えられていることが明らかとなりま
したが、後方に記載されている承認条件は過半数
がその存在を認知していないこと、添付文書の中

で重複する部分が多い事等が指摘され、記載順序
の変更、各項目の記載内容についての検討も必要
とされました。例えば、小児・高齢者・妊産婦・授
乳婦に関してはデータが少なすぎ画一的な情報で
あることや、肝・腎機能障害の程度による推奨用
量の具体的な記載、重大な副作用の初期症状や対
処方法の記載、禁忌と原則禁忌の区別が不明瞭と
いった各使用上の注意の記載内容に関するものが
多数指摘されていることが分かりました。３）

〈添付文書モデル（案）〉
平成24年度までの研究結果を踏まえ、日本製薬

工業協会の協力を得て「添付文書モデル（案）」を作
成し、このモデル案に関するアンケート調査を、
平成25年度に臨床で添付文書を利用する全国501施
設に勤務する医師・薬剤師を対象に実施しました。

この調査にて、「承認条件」を「使用上の注意」の
前に記載する提案に関しては医師で約87％、薬剤
師で約81％の賛同が得られ、現在「慎重投与」に記
載されている患者集団、「高齢者への投与」、「妊婦、
産婦、授乳婦等への投与」及び「小児等への投与」の
項で注意喚起されていた患者集団をまとめて「特定
の患者集団に関する情報」とする案に関しては、医
師、薬剤師共に約84%の賛同が得られました。こ
れにより、米国の添付文書と同様な考え方になり
より国際標準に準じた添付文書となると考えられ
ております。「原則禁忌」及び「原則併用禁忌」に関し
ては、今後は原則禁忌を設定しないことが妥当と
され、「保険給付上の注意」に関しては、約96％以
上の医師、薬剤師が必要としていることが明らか
となりました。

結論として、「警告」以降全ての項目に番号を付
与し該当資料等がない場合には「設定なし」とする、

「承認条件」を「使用上の注意」の前に記載する、「慎
重投与」に記載されている患者集団に加え「高齢者
への投与」、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」及び

「小児等への投与」の項で注意喚起されていた患者
集団をまとめて「特定の患者集団に関する情報」と
記載する、「保険給付上の注意」に関して記載する、

「副作用」の発生頻度を「重大な副作用」はその項目
ごとで記載する、「重大な副作用」の記載内容を画
一的な表現を改めることに多くの医師、薬剤師の
賛同が得られたとされています。４）

QNo.1678

添付文書の記載内容が見直しさ
れるとのことだが、その経緯や
内容、施行される時期について
の現状を知りたい。

Answer



Drug Information

Vol.41 NO.4  (2017) 31 (231)

〈新しい添付文書のフォーマット〉
これらのアンケート調査、研究結果を踏まえ、

今回提案されている主な改正内容は以下のような
ものとなっております。

（１）項目の通し番号の設定
（２）「原則禁忌」の廃止

「原則禁忌」は廃止し、「禁忌」又はその他の適切
な項へ記載すること

（３）「慎重投与」の廃止
「慎重投与」は廃止し、「特定の患者集団に関する

情報」など、その他の適切な項へ記載すること
（４）「特定の患者集団に関する情報」の新設

「高齢者への投与」、「妊婦、産婦、授乳婦等への
投与」「小児等への投与」を廃止し、「特定の患者集
団に関する情報」を新設し、「妊婦」、「生殖可能な男
女」、「授乳婦」、「小児等」、「高齢者」、「腎機能障害
患者」、「肝機能障害患者」等の項目に分けて記載す
ること

（５）「副作用」の項に記載する事項
（６）その他

この変更案に関しては、平成28年５月31日～７
月15日に意見募集を行っており、平成28年度中に、

「医療用医薬品添付文書の記載内容改正」について
通知が発出され、平成31年４月以降の適用を目指
すこととされています。５）

これまで書いてきたとおり、添付文書の改訂は
現在、調整・検討されているところであり、内容
の一部が変更されることも予測されますのでご了
承願います。
参考資料）
１）医療用医薬品の添付文書の在り方及び記載要領に関

する研究（平成20年度）　上田志朗ら　厚生労働科学研
究費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究

２）同上（平成21年度）
３）同上（平成22年度）
４）医療用医薬品の添付文書の在り方及び記載要領に関

する研究（平成25年度）　佐藤信範ら　厚生労働科学研
究費補助金 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス）

５）医療用医薬品添付文書の記載要領改正案に係る意見
の募集について（概要）

〈執筆協力会社〉㈱アスティス 医薬情報室

外出時は、なるべく長袖・長ズボンで
皮膚を布で覆ってもらう。布で覆えない部分は、
SPF50+、PA+++の日焼け止めを塗って対応して
もらうことで、ずいぶんと光線過敏症を防ぐこと
ができる。

ただ、今回の患者は男性ということなので、で
きることから実践してもらえたらよい。

治験では光線過敏症は50％以上の患者に現れる
という結果がある。しかし、外出時に紫外線の対
策をしても症状が出る人、対策をしなくても光線
過敏症が出ない人がおり、個人差が大きい。

ピレスパ錠で起こる光線過敏症初期の症状は、
軽症（日焼けしすぎたような赤みがでる程度）であ
ることが多い。このような症状が出たら、まず皮
膚科ではなく、主治医にかかり、ピレスパ錠の用
量を減量するなどの対策を取ってもらうよう服薬
指導してもらいたい。

窓から入ってくる光は、レースカーテンでも遮
光のものがあるので、そのようなカーテンで遮る
だけでも光線過敏症予防効果がある。なるべく長
時間、窓際に居ないようにすることが望ましい。
１級遮光のカーテンを用いて真っ暗にするまでは
しなくてよい。

【参考資料】
１）塩野義製薬株式会社　医薬情報センター
　TEL：0120-956-734
２）https://www.shionogi.co.jp/med/download.php?h=4

2cde018b0065500e6005e16b158bd61
３）https://www.shionogi.co.jp/med/download.php?h=a

fa80745a2b521906f7a624d6ef21db7（7-8）
〈執筆協力会社〉四国アルフレッサ㈱ 徳島事業所

QNo.1679

Answer

ピレスパ錠200mgを新規で服
用する75歳男性患者。ピレスパ
錠の重大な副作用として光線過
敏症があるが、この患者は畑仕
事や外に出るのが趣味の方であ
る。このような患者に、光線過
敏症の防御について、どのよう
に指導すればいいか。また、窓
から入ってくる光はどこまで防げ
ばいいか  （2016.11 調剤薬局より）



Drug Information

Vol.41 NO.4  (2017) 32 (232)

デュロテップMTパッチは2008年３月
に「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮
痛」に対して製造販売承認を取得した経皮吸収型の
医療用麻薬である。１）その後、2010年１月に「中等
度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の追加効能が
承認され、非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド
鎮痛剤で治療困難な場合に他のオピオイド鎮痛剤
から切り替えて使用されている。１）

慢性疼痛への適応拡大に伴い厚生労働省より
発出された承認条件に基づき、慢性疼痛の鎮痛に
デュロテップMTパッチを使用する場合は、メー

QNo.1680

Answer

デュロテップMTパッチを慢性疼
痛における鎮痛のために処方し
たい。その際に必要な確認書を
提供してもらえないか。

（2016年11月）

カーが設けた流通管理体制にのっとった処方が必
要となる。２）すなわち処方医は、インターネット
を利用した慢性疼痛治療に関するトレーニング

（e-learning）を受講し、受講完了後に発行される
確認書を患者に交付しなければならない。その際
患者に、医療用麻薬の取り扱い上の注意点につい
て説明し、確認書に患者の署名をうけ、処方医自
身も患者がデュロテップMTパッチの適応に合致
していることを確認のうえ、確認書に署名する必
要がある。なお患者に交付するのは確認書の下半
分（患者様保管用）のみであり、上半分（医療機関
保管用）は切り取って医療機関で保管する。患者
は薬局で麻薬処方箋と確認書を薬剤師に提示する
ことにより、デュロテップMTパッチの交付を受け
ることができる。また、確認書の有効期間内は調剤
のたびに確認書を薬局へ提示する必要がある。２）以
上の管理体制の流れを簡単に下図に示す。

 

図　デュロテップMTパッチの確認書を用いた管理体制の全体の流れ
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その他、確認書の交付における注意点として
①確認書は施設毎、処方医毎に必要である
②入院患者にも確認書の交付が必要である
③確認書の有効期間は１年である
④有効期間失効や紛失などにより確認書を再発行
する際は、説明事項をあらためて患者に説明する
等がある。２）

e-learning受講完了医師が別の患者に確認書を
交付したい等、新しい確認書が必要な際に、メー
カーより発行された確認書の原本を保管していな
い場合は、医師自身でデュロテップe-learningサイ
トにIDおよびパスワードを用いてログインし、確
認書をダウンロードする必要がある。３）そのため
卸から確認書を提供することはできない。

なお、現在日本では、他に中等度から高度の慢

性疼痛における鎮痛に使用可能な医療用麻薬の貼
付剤としてワンデュロパッチとフェントステープ
があるが、いずれもデュロテップMTパッチ同様、
適正使用管理体制がとられているため、処方もし
くは調剤の際には注意が必要である。２），４）

【参考資料】
１）デュロテップMTパッチ　インタビューフォーム　

第８版　2016年11月
２）デュロテップMTパッチ　ワンデュロパッチ　慢性

疼痛に対する適正使用ガイド　第３版　2013年12月
（ヤンセンファーマ株式会社）

３）デュロテップ流通管理窓口
４）フェントス®テープの慢性疼痛に対する適正使用ガイ

ド　2014年６月（久光製薬株式会社、協和発酵キリン
株式会社）

〈執筆協力会社〉㈱アスティス 医薬情報室


