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厚労省、医薬品の確認等の徹底について周知

薬機法改正に向け、通常国会始まる

シアン化カリウム（青酸カリ）を入れた医薬品を流
通させるという脅迫文が複数の製薬会社や報道機関
等に届いた事案が発生したことを受け、厚生労働省
は１月 29 日、薬局等における医薬品の確認等の周
知徹底について関係団体へ通知しました。
薬局で取り扱っている医薬品について外観や封な
どを十分に確認することや、医薬品の譲受の際は譲
渡人が販売業許可等を有することを確認すること、取
り扱っている医薬品に異常のおそれがあると認めら
れた場合は、速やかに所管行政等に報告のうえ警察
に通報すること等を求めています。詳細については、
後日都道府県薬剤師会を通じて案内される通知をご
確認ください。
また、同省からは同 10 日付けで、本年の G20 大阪
サミット、来年の東京オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催が予定されていることから、爆発物の原
料となり得る劇物等の適正な保管管理の徹底につい
ても通知されています。

第 198 回通常国会が 1 月 28 日に召集されました。
今国会では政府提出予定法案として薬機法改正も予
定されており、安倍内閣総理大臣は同日の施政方針
演説において「寝たきりの高齢者などが自宅にいな
がらオンラインで診療から服薬指導まで一貫して受け
られるよう関係制度を見直す」と発言しました。
会期は 6 月 26 日までの 150 日間となっています。

中医協、平成 31 年度改定に向け公聴会開催
中医協は 1 月 30 日、地方公聴会を開催し、消費税
引き上げに伴う平成 31 年度診療報酬改定に係る検
討状況（骨子）の概要について説明した後、公募によ
って選ばれた 10 名による意見発表が行われました。
薬剤師の山田純一氏（東京都薬剤師会常務理事）
は、現在保険薬局における消費税分の補てん不足が
生じていることを指摘、「改定後は速やかな調査・検
証を行い、補てん不足が確認された場合には速やか
な是正をお願いしたい」と要望しました。
また、薬局間での消費税分の補てんバラつきへの
対応、患者負担の中に消費税が含まれていることの
周知、市場実勢価による薬価の引き下げによる経営
負担、医薬品の適正流通の確保等についても適切な
対応を要望しました。
また、薬局・薬剤師について、一部の意見発表者か
ら「かかりつけ薬剤師は患者の安心安全のために必
須だが、国民への周知が不足している。さらなる周知
をお願いしたい」「薬価が高く使用する患者が少ない
薬は薬局にとっても在庫負担が生じる。薬局に負担
にならないような対策も必要」と要望がありました。

厚労省、10 連休における医療提供体制確保の
対応を要請
昨年、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行
われる日を休日とする法律が公布・施行されたことに
伴い、本年４月 27 日から５月６日まで 10 日間連続の
休日（以下、10 連休）について、厚生労働省は地域の
医療提供体制確保への対応を都道府県に要請しまし
た。
薬局については、当該 10 連休において各地域で
必要な医療提供体制が確保できるよう、10 連休中に
開局する薬局に関する情報について県が把握するこ
と、当番薬局制度等に参画していない薬局等の参画
を促すこと―等の対応が求められています。

2019 年度「薬剤師賠償責任保険（個人情報
漏えい保険）等」募集中
日薬正会員向け「薬剤師賠償責任保険（個人情報
漏えい保険）」「休業・長期休業補償保険」の 2018 年
度満期日は２月 15 日です。2019 年度の保険加入対
象となる会員の皆様には、12 月中旬に加入のご案内
（A4 サイズの水色の封筒）を発送しておりますので、
ご確認ください。
また、「アンチ・ドーピング活動保険」を 2019 年２月
15 日より取扱開始します。日薬正会員の方であれば、
スポーツファーマシストの資格がなくてもご加入可能
です。詳しい補償内容については、「薬剤師賠償責任
保険（個人情報漏えい保険）」加入のご案内に同封さ
れているリーフレットをご参照ください。

日本薬剤師会

職員募集のお知らせ

公益社団法人日本薬剤師会では現在、職員を募
集しています。詳しくは日薬誌２月号70頁、またはホ
ームページをご覧下さい。

◆日薬会員の方：FAX 送付先変更・中止等のご連絡は直接、所属の都道府県薬剤師会等までお願いします。
◆日薬会員以外の方に誤って届いた場合：中止する FAX 番号をご記入の上 FAX（03-3353-6270）宛にご返信ください。
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アムバロ配合錠「ファイザー」（一般名：バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠）
自主回収（クラスⅠ）のお詫びとお願い
2019 年 2 月
ファイザー株式会社
この度、既に弊社医薬情報担当者、弊社 Web 等でご案内しているところですが、弊社が製造販売する
選択的 AT₁受容体ブロッカー/持続性 Ca 拮抗薬合剤『アムバロ配合錠 「ファイザー」』において 2018 年
12 月以降に出荷いたしました下記の製造番号品におきまして、自主回収（クラスⅠ）することといたしました。
保険薬局様に多大なご迷惑およびご心配をおかけしますことを改めて心よりお詫び申し上げますとともに、
本自主回収につきましてご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳細に関しましては、次項≪アムバロ配合錠「ファイザー」の自主回収のお願い≫をご確認ください。

回収対象製品：アムバロ配合錠「ファイザー」
包装

統一商品コード

製造番号

弊社から卸への出荷開始日

X66074

2018年12月3日

AF1679

2019年1月23日

140錠
114-12950-5
（PTP）

X66073

2019年1月18日

700錠
114-12960-4
（PTP）

X66072

2018年12月3日

500錠
（バラ）

X62678

2019年1月9日

100錠
114-12940-6
（PTP）

114-12970-3

◆日薬会員の方：FAX 送付先変更・中止等のご連絡は直接、所属の都道府県薬剤師会等までお願いします。
◆日薬会員以外の方に誤って届いた場合：送信を中止しますので、中止する FAX 番号をご記入の上
FAX（03-3353-6270）宛にご返信ください。中止 FAX 番号（
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アムバロ配合錠「ファイザー」自主回収（クラスⅠ）のお願い
１．本自主回収の概要についてご確認をお願いします。
弊社医療関係者向けホームページ PfizerPRO（http://pfizerpro.jp/）に、本自主回収に関する医療
関係様および患者様向けのご案内を掲載しましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。
２．2018 年 12 月以降、アムバロ配合錠「ファイザー」を交付された患者様へ本自主回収についてご連絡を
お願いします。
2018 年 12 月以降に交付したアムバロ配合錠「ファイザー」のうち、回収対象製造番号品を交付した
（もしくは交付した可能性のある）患者様に対して連絡可能な場合は、本自主回収についてのご連絡を
いただきますよう、 お願い申し上げます。
なお弊社では、医療関係者様のみならず、患者様へも報道機関、弊社 Web などを通じて直接ご案内
させていただいております。今後も弊社として、医療関係者様にポスターをご提供させていただくなど、今後と
も患者様へのご案内を継続し、周知徹底を図ります。
３．本自主回収における手順につきまして
本自主回収の手順等につきましては、既に関係卸様にご案内させていただきました。詳細につきましては
本製品の取引卸様にご連絡ください。
【専用ダイヤルの開設】
本回収にあたり、患者様、医療関係者の皆様からのお問い合わせを受けるための専用ダイヤル
「アムバロ配合錠「ファイザー」専用ダイヤル」を開設いたしました。

＜アムバロ配合錠「ファイザー」専用ダイヤル＞
電話番号：0120-281-787（平日 9 時～17 時 30 分）

◆日薬会員の方：FAX 送付先変更・中止等のご連絡は直接、所属の都道府県薬剤師会等までお願いします。
◆日薬会員以外の方に誤って届いた場合：送信を中止しますので、中止する FAX 番号をご記入の上
FAX（03-3353-6270）宛にご返信ください。中止 FAX 番号（
—
—
）
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中医協、平成 31 年度診療報酬改定を答申

平成 31 年度介護報酬改定を諮問・答申

中央社会保険医療協議会総会は2月13日、平成31

社会保障審議会・介護給付費分科会は2月13日、

年度診療報酬改定について厚生労働大臣へ答申し

平成31年度介護報酬改定の内容について了承し、同

ました。

日に諮問・答申されました。

今回の診療報酬改定は、2019年10月に予定されて

今回の介護報酬改定は、2019年10月に予定されて

いる消費税率10％への引上げに伴う診療報酬（調剤

いる消費税率10％への引上げに係る介護保険サー

報酬）改定であり、調剤については、調剤基本料、か

ビス等に関する消費税対応として、改定率＋0.39%と

かりつけ薬剤師包括管理料、一包化加算および無菌

されるとともに、「新しい経済政策パッケージ」（2017

製剤処理加算に上乗せすることとなります。

年12月8日閣議決定）で示された介護人材確保のた

調剤報酬に関する変更点は以下のとおりです。

めの取組をより一層進めるための介護職員の処遇改
善（国費210億円程度）とされました。

現行

改定後

点数

点数

調剤基本料１

４１点

４２点

調剤基本料２

２５点

２６点

２０点

２１点

項目

調剤基本料３
イ：同一グループ
処方箋受付回数
４万回超、40 万回以下

回超
特別調剤基本料

居宅療養指導費
（介護予防居宅
療養管理指導費
も含む）

単一建物
居住者の
人数
1人

病院又は診療所
の薬剤師

ロ：同一グループ
処方箋受付回数 40 万

薬剤師に関する変更点は以下のとおりです。

2～9 人

につき）
43 日分以上

558 単位 ➝
560 単位
414 単位 ➝
415 単位
378 単位 ➝
379 単位
507 単位 ➝
509 単位
376 単位 ➝
377 単位
344 単位 ➝
345 単位

１５点

１６点

10 人以上

１０点

１１点

1人

３２点

３４点

２２０点

２４０点

６７点

６９点

１３５点

１３７点

７７点

７９点

１４５点

１４７点

るための Web テストを３月１日（金）～３月 31 日（日）

６７点

６９点

までの１ヵ月間実施します。Web テストの受験が可能

１３５点

１３７点

な方には、２月下旬にメールを送信しました。詳細に

２８０点

２８１点

一包化加算
42 日分以下 （7 日分

単位数

薬局の薬剤師

2～9 人
10 人以上

無菌製剤処理加算
中心静脈栄養法用輸液
（６歳未満の場合）
抗悪性腫瘍剤
（６歳未満の場合）
麻薬
（６歳未満の場合）
かかりつけ薬剤師
包括管理料

JPALS Web テスト始まる！（対象：
クリニカルラダーレベル 1, 2, 3, 4 の方）
クリニカルラダー（CL）レベル２、３、４、５に昇格す

ついては、JPALS のシステムに掲載中の「日本薬剤
師会からのお知らせ」→「【CL レベル 1～4 の方】「CL
レベル昇格 Web テスト」が 3/1 から始まります！」をご
覧ください。

◆日薬会員の方：FAX 送付先変更・中止等のご連絡は直接、所属の都道府県薬剤師会等までお願いします。
◆日薬会員以外の方に誤って届いた場合：中止する FAX 番号をご記入の上 FAX（03-3353-6270）宛にご返信ください。
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