
No.189  2020年４月号

～はるか薬局緊急時電話番号～
0154-31-7811または
090-3775-3026☎
夜間、日曜祝日等の閉店時で緊急の
対応を要する場合にご利用下さい。

お知り合いの薬剤師・薬学生の方を
ご紹介下さい 奨学金制度もあります
※詳しくは、あゆみ調剤までご連絡下さい。

☎ 0154-31-7811

　みなさん、診療報酬改定というものはご存じでしょうか？
　少し言い換えると、「患者さんが医療機関にかかり、保険証を提示し医療
行為を受けることに対して保険制度から支払われる料金の改定」になりま
す。みなさんの医療費に関わる内容ですので紹介したいと思います。

　患者さんが医療機関にかかると、必
要に応じて医療行為(検査や医師の診
察、お薬)を受けることになります。そ
れぞれの医療行為やお薬には細かく
料金が設定されています。料金設定の
基準を設けているのが診療報酬制度
ということになります。
　  【各々の医療行為ごとにかかわる
料金の合計＋お薬の料金＝医療費】

　医療費の支払い内訳は、①と②とな
っています。
①　患者さんの自己負担(年齢や所得
の違いなどで３割や２割、1割負担)
を窓口で支払い
②　残りの医療費は保険者(国保、健
保、協会けんぽ)から支払い(一部は
公費)

（薬剤師：皆川 佑太）

　診療報酬は、言い換えれば医療サー
ビスにおける対価となります。人件
費、医薬品費、医療機器・機材費、設備
関係費、その他ランニングコストなど

に使われます。診療報酬制度があるこ
とで日々の医療提供が可能となって
います。

　日々医療は進歩しているため、世の
中の経済状況とかけ離れないように
するため２年に一度、改定(見直し)を
しています。令和２年４月は、診療報
酬改定の年になります。
　改定によって各々の医療行為やお

薬代などが変更になる可能性があり
ます。いつもと同じお薬でも金額に変
更が出る場合がございます。気になる
点がありましたら、スタッフまでお問
い合わせ下さい。

診療報酬改定って？

そもそも医療費と診療報酬制度って？

診療報酬って何に利用されているの？

　薬剤師・薬学奨学生を募集しています。お知り合いの方がいましたら

ぜひ情報をお知らせください！

　今回下記のように、新たに、はるか薬局に山口薬剤師が加わって頂きま

したが、パート薬剤師の退社などもあり、薬剤師の数はまだまだ十分では

ありません。患者様へのサービス向上のためにも薬剤師の人員増が欠か

せない現状となっています。

　つきましては、お知り合いの薬剤師・薬学生の情報がございましたら

情報をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
はるか薬局 薬局長：市川正人

★薬剤師・薬学奨学生  募集★

◎趣味というか最近はまっていること
筋トレ！
体質的にムキムキにはなりにくいですが、休校になって運
動不足になっている子供達と一緒に筋肉体操、リングフ
ィットアドベンチャーやフィットボクシング（ゲームです）な
どを活用して楽しく鍛えています。

◎ひとこと
十数年ぶりに協立病院から、はるか薬局へ戻ってきまし
た。病院では入院患者様を中心に先生方と協働して関わ
りを持たせていただきましたが、今度は地域の皆様の健
康の一助となるよう一緒に色 と々考えていきたいと思って
います。
薬のことはもちろん、健康食品やサプリメントなど、ご自身
の健康のことで気になることがあれば気軽にお声掛けく
ださい！

薬 剤 師

山 口  顕 司

職員紹介

診療(調剤)報酬改定について診療(調剤)報酬改定について



（薬剤師：皆川 佑太）

　まだ、新型又は再興型インフルエ

ンザにおいての実用経験がなく、国

において備蓄されている状況にある

医薬品となります。

　今現在、国立国際医療研究センタ

ーを中心に国内でコロナウイルスに

対して、医薬品の有効性を確認する

観察研究がなされている状況にあり

ます。

(中国国内では有効性が確認された報

告もあります。)

　そもそもどうしてアビガン錠がコ

アビガン錠 (成分名 : ファビピラビル )とは？

　新型コロナウイルス治療薬として

期待されている医薬品があります。

アビガン錠という医薬品はニュース

などで耳にしたことがある方もいら

っしゃるのではないでしょうか？ ま

だ現段階で治療法が確立されていな

いコロナウイルスですが、アビガン

錠が治療薬として有効性があるかど

うかの研究が今現在進められている

状況です。今回の記事は、アビガン

錠について紹介したいと思います。

シリーズ 疑のの薬 問疑薬 問 91

新型コロナウイルス治療薬について

ロナウイルスに対して有効性がある

のか？ といったお話になったかとい

うと、少し難しいお話になりますが

…

　コロナウイルス(COVID-19 )とイ

ンフルエンザウイルスは、RNAウイ

ルスというものに分類されていま

す。

　お互いに似たような構造をしてい

ることから、新型インフルエンザ等

に開発されたアビガン錠が有効では

ないかと期待され、研究が進められ

るようになりました。

　ただし、アビガン錠は動物実験に

おいて催奇形性（胎児に奇形が生じ

る）が確認されており、妊婦又は妊

娠の可能性のある方には絶対に使用

することができません。

　また、小児に対しても使用経験は

なく、誰もが気軽に服用することが

できる医薬品ではないということに

なります。

　やはり、ここでも重要になること

が感染予防策の徹底です。治療薬が

出てきたから安心というわけではな

く、感染症を発症しないように日々

予防策を励行していくことが今後も

重要になります。感染予防策の内容

が気になる方は、はるか通信３月号

（はるか薬局HPにも載っています）

も併せて見返してみてください。 

＊マスクがない場合は
ウイルスや菌など飛
散させないように2と
3を行ないましょう

1 マスクの着用

2ティッシュ・
　ハンカチなどで
　口や鼻を覆う

3上着の内側や
　袖で覆う

(厚生労働省HPより 3つの咳エチケット)

　本剤は、他の抗インフルエンザ治療薬が無効又は効果不十分な新型
又は再興型インフルエンザ感染症(かつて世界規模で流行し、その後流
行することなく長期間経過しているインフルエンザのことで、国民の
生命及び健康に重大な影響を与える可能性のあるもの)が発生し、本剤
を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場
合にのみ投与が検討される医薬品とされています。1）

1) 富士フイルム富山化学株式会社HP　アビガン錠に関する情報

→言い換えると、今まで使われているインフルエンザのお薬の効果が

期待できない状態になった場合のみ使用することができるものです。

安易に使われるお薬ではございません。

〈咳エチケット〉
〈手洗い〉

〈換　気〉
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