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在 宅 療 養 にお け る
注射薬の利用の手引

患者様・ご家族の方へ
在宅中心静脈栄養法とは？
胃腸の重度な障害や機能不全などにより、食事から充分な栄養がとれない
患者様に行う栄養法で、在宅でご自身が行う栄養法です。
具体的には、中心静脈といわれる上大静脈にカテーテルを留置し、そこか
ら栄養となる輸液を投与します。

お問い合わせ先
公益社団法人 新潟県薬剤師会
〒950-0941 新潟市中央区女池１丁目３番16号
新潟県薬剤師会館内
T E L：025-281-7730

FAX：025-281-7735

公益社団法人 新潟県薬剤師会
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URL：www.niiyaku.or.jp
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注射薬は院外処方をおすすめします！

超高齢社会に突入した日本において、在宅医療の更なる推進は僅々の課題となっており、地
域住民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療においても

注射薬を院外処方するメリット

多様なニーズへの対応が求められます。
新潟県薬剤師会では注射薬に対しても日頃から薬局薬剤師の知識・技術の向上に努めており、
より安全で適切な薬物療法の提供が可能な環境整備を進めてまいりました。
経口摂取のみでの栄養管理が困難な患者様に対する中心静脈栄養、がん終末期患者様に対す
る疼痛緩和の鎮痛薬など、在宅において使用できる注射薬は多岐に渡ります。
この手引きでは、在宅医療に関わる多職種の方に、在宅療養における注射薬の活用や医療材
料等についてご紹介しています。在宅患者のQOL向上の一助となれば幸いです。

□
□
□

薬剤師による薬剤管理が可能になります。

□

注射薬の混合が必要な場合、無菌性の高い環境下での調剤が可能となり、より安全
な医療を提供できます。

注射薬の調剤・配達も薬局が行うので医師・看護師の負担が軽減します。
薬剤に関して、薬剤師が患者様やご家族の方への説明を行うことで、より不安の軽
減につながります。

在宅療養 で 注射薬 を 利用 する メリット
□
□
□
□
□

院外処方の流れ

在宅での療養でも、適切な栄養状態を維持できます。
栄養補給のためだけに入院している患者様は自宅に帰ることができます。
家庭復帰や社会復帰が可能になることで、患者様、ご家族のQOLが向上します。
がんなど、療養中の患者様の疼痛コントロールが可能です。

処方

在宅医療における治療の選択肢が拡大します。

使用例
肝性脳症の患者のアミノ酸補給
分岐鎖アミノ酸を増量した肝不全用アミノ酸製剤は、肝性脳症にのみ使用します。
例）アミノレバン 500mL

医師（医療機関）

薬剤師（薬局）
訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴
注射指示書による指示

1日1回点滴静注（3～4時間かけて）

短腸症候群

供給
配達
薬剤管理
服薬指導

管理

投与エネルギー量の目標は、一般的には25～30kcal/kgを目標とします。下痢症状が改善されれば、食
事・経腸栄養の開始も検討します。食事・経腸栄養が不可能又は不十分な場合は静脈栄養を施行します。
例）体重60kgの場合
エルネオパ2号 2000mL

1日1回点滴静注（中心静脈より24時間かけて）

訪問看護師
（訪問看護ステーション）

患者様

訪問看護師は…

疼痛緩和
癌性疼痛の患者様で、内服が困難な場合、持続静脈注射又は持続皮下注射により疼痛緩和を図ります。
例）モルヒネ塩酸塩注 10mg/1mL

1アンプル

生理食塩液

9mL

計

10mL

開始量

0.4mL/時間

レスキュー

0.4mL/回（1時間あけて何回でも可）⇒以後、3～5割ずつ増量。
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・必要に応じて、薬剤の混注を行います。
・輸液の場合、輸液ラインをセットしプライミングを行います。
・注射針（カテーテル）の刺入を行います。
・注射針（カテーテル）を適切な方法で固定します。
・医師の指示に基づいた速度で注射を施行し、患者様の観察を行います。
・終了後は、適切な方法で注射針（カテーテル）を抜去します。
・点滴、注射管理をされる介護者へアドバイスを行います。
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院外処方箋の記載方法
□
□

注射薬の調製は無菌調剤で行います！

保険医が処方することができる注射薬は、厚生労働大臣により定められています。

在宅療養の方の中には、がん患者を中心に免疫力が低下している患者様が数多くいらっしゃいます。その
ため、治療に必要な注射薬の調製は無菌調剤で行います。

□
□

注射薬の院外処方も内服薬と同様、医薬品名・分量・用法・用量、使用部位を記載
します。分量は投与総量を記載して下さい。
用法は省略可能ですが、投与ルート、投与速度の記載がある方がスムーズです。
なお、注射器や注射針は注射薬と一緒でなければ認められません。

回避するため実施される調剤のことです。

□

患者の輸液ラインの交換頻度（例えば、間歇投与の場合は毎日交換、ポンプ使用時
や持続投与の場合は48時間以内に1回など）に応じて必要本数を記載する必要があ
ります。

保険医が処方できる特定保険医療材料も限定されています。製品名、品番を記載す
る方が保険薬局からの供給がスムーズです。

無菌調剤とは、主に免疫力が低下している患者様について、薬剤の混合時における微生物、異物汚染等を
薬局で無菌調剤を行う場合、クリーンベンチ（クラス100）内で行うこととされています。
また、自薬局にクリーンベンチを持たない薬局は、他の薬局のクリーンルーム（クラス10,000以上）を利
用し、調剤することが可能です。
クラス100

：粒子が100個以下（3.5個／L以下）で、かつ、菌は0.1個以下。

クラス1,000

：粒子が1,000個以下（350個／L以下）で、かつ、菌は0.5個以下。

クラス100,000 ：粒子が100,000個以下（3,500個／L以下）で、かつ、菌は2.5個以下。
※クラス100とは、医薬品メーカの無菌室と同じレベルです。

処方箋で交付することができる注射薬
●インスリン製剤

●ヒト成長ホルモン剤

●遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

●遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
●乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤

●乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤

●遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤

●乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤

●活性化プロトロンビン複合体

●乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
●性腺刺激ホルモン製剤

●ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

●顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
●インターフェロンアルファ製剤
●モルヒネ塩酸塩製剤

●注射用水

●インターフェロンベータ製剤

●抗悪性腫瘍剤
●生理食塩液

●ペグビソマント製剤

●複方オキシコドン製剤

●ソマトスタチンアナログ

●自己連続携行式腹膜灌流用灌流液

●グルカゴン様ペプチド－1受容体アゴニスト
●血液凝固阻止剤

●性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
●在宅中心静脈栄養法用輸液

●ブプレノルフィン製剤

●グルカゴン製剤
●ヒトソマトメジンＣ製剤

●プロスタグランジンI２製剤
●スマトリプタン製剤

●オキシコドン塩酸塩製剤

●人工腎臓用透析液

●エタネルセプト製剤

●フェンタニルクエン酸塩製剤

●ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤

●デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
●デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤
●カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
●メトクロプラミド製剤

●プロトンポンプ 阻害剤

●トラネキサム酸製剤

●プロクロルペラジン製剤

●H2遮断剤

●フルルビプロフェンアキセチル製剤

●ブチルスコポラミン臭化物製剤

●グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L－システイン塩酸塩配合剤

無菌調剤室の共同利用にあたっては、クリーンルームを持つ薬局と、必要な研修（注射薬の専門的知識、

●アダリムマブ製剤

●エリスロポエチン

混注手技、投与方法など）を積んだ薬剤師がいる薬局とが契約することとしていますので、安心してご

●アドレナリン製剤

●ヘパリンカルシウム製剤

●セルトリズマブペゴル製剤

●ダルベポエチン

●エダラボン製剤
●セクキヌマブ製剤
●ベリムマブ製剤

●アポモルヒネ塩酸塩製剤

●トシリズマブ製剤

●pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤
●アスホターゼアルファ製剤
●エボロクマブ製剤
●イキセキズマブ製剤

●テリパラチド製剤

●メトレレプチン製剤
●電解質製剤

●アバタセプト製剤

●注射用抗菌薬

●グラチラマー酢酸塩製剤

●ブロダルマブ製剤

活用いただけます！

●脂肪乳剤

●アリロクマブ製剤

●ゴリムマブ製剤
（平成30年4月現在）
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無菌調剤設備での処方箋調剤を応需できる薬局は新潟県薬剤師会ホームページでご確認ください。

http://www.niiyaku.or.jp/
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特定保険医療材料

衛生材料・医療材料は薬局からも供給することができます

処方箋で交付することができる特定保険医療材料

〇 医療機関が「在宅療養指導管理料」を算定する場合、各療養指導管理に要する衛生材料・医療材料は医療

●在宅中心静脈栄養輸液セット

●在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

●在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ

●腹膜透析液交換セット

●皮膚欠損用創傷被覆材

●在宅血液透析用特定保険医療材料

●インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
●ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器

担解消のため、薬局からも供給できるようになりました。
例）脱脂綿、絆創膏、ガーゼ、ウロバック、導尿バック、導尿用カテーテル、イルリガードル、延長

●在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
●携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

機関から患者様に提供されます。2014年の改定で衛生材料に対する患者様や訪問看護ステーションの負

チューブなど

●非固着性シリコンガーゼ
●水循環回路セット

●ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器
●万年筆型注入器用注射針
（平成30年4月現在）

〇 薬局からの供給の流れ
① 医師の指示を受けた訪問看護ステーションは、必要な衛生材料の量を確認し医師に依頼します（訪問看
護計画書）。また、使用実績を報告します（訪問看護報告書）。
② 医師は薬局に衛生材料の必要量を連絡し、薬局から患者に衛生材料等が供給されます。

〇 特定保険医療材料とは、医薬品と同様に公定価格が決められており、

③ 薬局は衛生材料等の費用（医療機関との合議）を医療機関に請求します。

保険請求できる材料のことです。

在宅中心静脈栄養法における請求例

特定保険医療材料の算定点数 ＝ 公定価格 ÷ 10円（端数は四捨五入）点

医師が月２回患者宅を訪問、1カ月に在宅中心静脈栄養輸液セットを15組使用した場合

衛生材料等の供給の流れ
訪問看護計画書：必要な特定保険医療材料量を記載
訪問看護報告書：使用実績を記載

（患者が同一建物居住者以外で、在宅療養支援診療所の場合）

訪問看護ステーションからの
報告内容について判断し、
必要量を処方する。

（TPN薬剤）

（

フィルタに通せない
等の薬剤

）

在宅中心静脈栄養法輸液セット加算（6組目まで）
（7組目～15組目）
在宅中心静脈栄養用輸液セット（特定保険医療材料）

輸液バッグ

フーバー針
輸液セット

訪問看護指示書
注入
ポンプ

訪問看護師
（訪問看護ステーション）

訪問看護計画書
訪問看護報告書

報告・連絡
訪問看護

在宅療養
管理指導等

中心静脈カテーテル
皮下埋め込み型ポート

医師
（医療機関）

費用の
請求

相談

注射筒・
針用アダプタ

費用

処方指示書

※名称はさまざま
あります。

合算で精算

輸液ポンプ用輸液セット

注入ポンプ加算

医療機関から供給
薬局からも供給できます

（平成30年4月現在）

１．在宅患者訪問診療料Ⅰ（月２回）
２．在宅時医学総合管理料（単一建物診療患者が1人の場合）
３．在宅中心静脈栄養法指導管理料
・在宅中心静脈栄養法輸液セット加算（6組目まで）
・注入ポンプ加算（ポンプ使用）

833点×２回
3,700点×１回
3,000点×１回
2,000点
1,250点

在宅中心静脈栄養用輸液セット（特定保険医療材料）
・本体（９組分）
・付属品（①フーバー針）
・付属品（②輸液バッグ）

1,490円×９組
411円×９組
406円×９組

薬局の供給により、輸液と輸液セットを一元的に管理することができます
患者様・介護者

訪問薬剤管理指導
特定保険医療材料
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薬剤師
（薬局）
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