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処方薬の近傍に「含量規格変更不可」の
記載がない場合は、医師への事前確認や疑義照会
せずに含量規格が異なる後発品への変更が可能で
す。

また、処方薬の近傍に「剤形変更不可」の記載
がない場合、類似する別剤形への変更が可能です。
ただし、別剤形への変更は内用薬に限られ、外用
薬は処方医への事前確認が必要です。

処方薬の近傍に「含量規格変更不可」又は「剤
形変更不可」の記載等がある場合でも、患者に対
して説明し同意を得ることを条件に、変更するこ
とができます。

また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似す
る別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤
後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下で
あるものに限ります。
【参考資料】
○平成24年３月５日　保医発0305第12号「処方
せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更
について」

第１　銘柄名処方に係る処方薬の保険薬局におけ
る調剤の方法について

１　処方薬（銘柄名処方に係るものに限る。）の
「変更不可」欄に「　」又は「×」が記載されて
いない場合、処方薬に代えて、後発医薬品（含量
規格が異なるもの又は類似する別剤形のものを
含む。）を調剤することができる。

ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」
又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、
患者に対して説明し同意を得ることを条件に、
従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤
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銘柄名処方の場合、医師への
事前確認や疑義照会せずに含
量規格が異なる後発品への変
更は可能ですか？　また､ 別剤
形へ変更はできますか？

（2018年5月作成）

することができる。
２　処方薬（銘柄名処方に係るものに限る。）の
「変更不可」欄に「　」又は「×」の記載があり、
かつ、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記
名・押印がある場合処方薬を後発医薬品（含量規
格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含
む。）には変更できない。

第２　一般名処方に係る処方薬の保険薬局におけ
る調剤の方法について処方薬と一般的名称が同
一である成分を含有する医薬品（含量規格が異な
る後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品
を含む。）を調剤することができる。

ただし、処方薬の近傍に「含量規格変更不可」
又は「剤形変更不可」の記載等がある場合には、
患者に対して説明し同意を得ることを条件に、
従来からの取扱いどおり、その指示に従い調剤
することができる。

第３　変更調剤を行う際の留意点について
１　一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後

発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに
処方を行っているものであること。

２　先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可
能な処方せん又は一般名処方に係る処方せんを
受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、１も踏ま
えつつ、患者に対して後発医薬品に関する説明
を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤する
よう努めなければならないものであること。

３　処方薬から後発医薬品（含量規格が異なるもの
を含む。）への変更調剤（類似する別剤形の後発
医薬品への変更調剤を除く。）は、処方薬と同一
の剤形の後発医薬品が対象となるものであるこ
と。

４　含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別
剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後
の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下で
あるものに限り、対象となるものであること。

また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似
する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格
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又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が
異なる場合には対象外とするものであること。

５　類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であっ
て、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬
品をいうものであること。
ア　錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプ

セル剤、丸剤
イ　散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシ

ロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に
限る。）

ウ　液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服
用液剤として調剤する場合に限る。）

６　後発医薬品への変更調剤を行うに当たり、保
険薬局の保険薬剤師は、当該保険薬局において
当該後発医薬品を選択した基準（例えば、当該後
発医薬品に係る薬価、製造販売業者における製
造、供給、情報提供に係る体制及び品質に関す
る情報開示の状況等）を患者に対して説明する
こと。

７　保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬
について後発医薬品（含量規格が異なるもの及
び類似する別剤形のものを含む。）への変更調剤
を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬につ
いて調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄

（含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合に
あっては含量規格を、類似する別剤形の後発医
薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。）等
について、当該調剤に係る処方せんを発行した
保険医療機関に情報提供すること。ただし、当
該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄
等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関し
てあらかじめ合意が得られている場合は、当該
合意に基づいた方法等により情報提供を行うこ
とで差し支えない。

第４　その他
処方せんにおける変更調剤に関する記載方法に

ついては、「診療報酬請求書等の記載要領等につい
て」（昭和51年８月７日保険発第82号）別紙２の第
５「処方せんの記載上の注意事項」によるものであ
ること。

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 城南事業所

平成30年度診療報酬改定において、処
方料・処方箋料が減算となる多剤処方の要件が以
下のように見直されました。１）
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向精神薬処方の多剤処方に関
して、処方料・処方箋料が減算
となる薬剤の範囲はどのように
なっていますか？　（2018年4月）

今までは抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神
病薬がそれぞれ３種類以上の処方が減算の対象と
なっていましたが、今回の改定より「抗不安薬お
よび睡眠薬が４種類以上」と、減算の対象が拡大
されています。また処方料・処方箋料もそれぞれ
前回より２点下がりました。

通知にて指定されている抗不安薬、睡眠薬、抗
うつ薬、抗精神病薬に該当する主な製品名を以下
にまとめました（注射剤を除く）。

【処方料・処方箋料】　　※下線部は前回からの変更部分
３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬、３種
類以上の抗うつ薬、３種類以上の抗精神病薬又は４種
類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合
処方料　　　　　18点
処方箋料　　　　28点
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一般名 製品名

抗不安薬

アルプラゾラム コンスタン、ソラナックス

エチゾラム デパス

オキサゾラム セレナール

ガンマオリザノール ハイゼット

クロキサゾラム セパゾン

クロチアゼパム リーゼ

クロラゼプ酸二カリウム メンドン

クロルジアゼポキシド コントール、バランス

ジアゼパム
セルシン、ホリゾン、

ダイアップ

タンドスピロンクエン酸塩 セディール

トフィソパム グランダキシン

ヒドロキシジン塩酸塩 アタラックス

ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス-Ｐ

フルジアゼパム エリスパン

フルタゾラム コレミナール

フルトプラゼパム レスタス

ブロマゼパム レキソタン、セニラン

メキサゾラム メレックス

メダゼパム レスミット

ロフラゼプ酸エチル メイラックス

ロラゼパム ワイパックス
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１）「診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）」

平成30年 厚生労働省告示第43号
２）「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意
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３）平成30年４月版 保健薬事典Plus+（じほう）
〈執筆協力会社〉㈱ほくやく 薬事統括部DI室
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一般名 製品名

睡眠薬

アモバルビタール イソミタール

エスゾピクロン ルネスタ

エスタゾラム ユーロジン

クアゼパム ドラール

スボレキサント ベルソムラ

ゾピクロン アモバン

ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー

トリアゾラム ハルシオン

トリクロホスナトリウム トリクロリール

ニトラゼパム ネルボン、ベンザリン

ニメタゼパム （製品なし)

バルビタール （製品なし）

ハロキサゾラム ソメリン

フェノバルビタール フェノバール

フェノバルビタールナトリウム ルピアール、ワコビタール

フルニトラゼパム サイレース、ロヒプノール＊

フルラゼパム塩酸塩 ダルメート

ブロチゾラム レンドルミン

ブロモバレリル尿素
ブロバリン、

ブロムワレリル尿素

ペントバルビタールカルシウム ラボナ

抱水クロラール エスクレ

ラメルテオン ロゼレム

リルマザホン塩酸塩水和物 リスミー

ロルメタゼパム エバミール、ロラメット

抗うつ薬

アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール

アモキサピン アモキサン

イミプラミン塩酸塩 トフラニール、イミドール

エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ

塩酸セルトラリン ジェイゾロフト

クロミプラミン塩酸塩 アナフラニール

セチプチリンマレイン酸塩 テシプール

デュロキセチン塩酸塩 サインバルタ

ドスレピン塩酸塩 プロチアデン

トラゾドン塩酸塩 デジレル、レスリン

トリミプラミンマレイン酸塩 スルモンチール

ノルトリプチリン塩酸塩 ノリトレン

パロキセチン塩酸塩水和物 パキシル

フルボキサミンマレイン酸塩 デプロメール、ルボックス

ペモリン ベタナミン

ベンラファキシン塩酸塩 イフェクサーSR

マプロチリン塩酸塩 ルジオミール

ミアンセリン塩酸塩 テトラミド

ミルタザピン リフレックス、レメロン

ミルナシプラン塩酸塩 トレドミン

ロフェプラミン塩酸塩 アンプリット

一般名 製品名

抗精神病薬

定型型

オキシペルチン ホーリット

クロカプラミン塩酸塩水和物 クロフェクトン

クロルプロマジン塩酸塩 コントミン

クロルプロマジンフェノールフタリン

酸塩
ウインタミン

スピペロン スピロピタン

スルトプリド塩酸塩 バルネチール

スルピリド アビリット、ドグマチール

ゾテピン ロドピン、セトウス

チミペロン トロペロン

ネモナプリド エミレース

ハロペリドール セレネース、ハロステン

ピパンペロン塩酸塩 プロピタン

ピモジド オーラップ

フルフェナジンマレイン酸塩 フルメジン

プロクロルペラジンマレイン酸塩 ノバミン

プロペリシアジン ニューレプチル

ブロムペリドール インプロメン

ペルフェナジン トリラホン

ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 ピーゼットシー

ペルフェナジンマレイン酸塩 ピーゼットシー

モサプラミン塩酸塩 クレミン

レセルピン アポプロン

レボメプロマジンマレイン酸塩 ヒルナミン、レボトミン

非定型型

アセナピンマレイン酸塩 シクレスト

アリピプラゾール エビリファイ

オランザピン ジプレキサ

クエチアピンフマル酸塩 セロクエル

クロザピン クロザリル

パリペリドン インヴェガ

ブロナンセリン ロナセン

ペロスピロン塩酸塩水和物

（ペロスピロン塩酸塩）
ルーラン

リスペリドン リスパダール

＊H31.3.31経過措置終了


