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診療報酬改定によるRSV感染予防体制の変化

和田雅樹

新潟大学地域Ⅸ旅教ffセンター魚油j!鮴榊j院

地域Ⅲ'ill)KIWIIｿ子医旅センター

ChangeofiheReSl)ir&li()rySj'nCytialViruslnfectionl>1･evenli()I1System

bvII1cMedicalTrealmenlRewar(IRevisi()I1

llas&lkiWAI)A

侃郵0J耐ﾉα"lerlbr陸加aiaLMII(wMﾉ,andN"""IM('di(､me

〔ﾉ()"【""flﾉ"s"IIJIeofC("""】""iO'Med允加(',MMMU"んα郡〃

要 旨

RespiralolySyncylialVirus (RSV)感染は乳幼児において糺ll気祷支炎や肺炎などの亜鯆な呼

Ⅱﾉ乢器感染症を引き起こす．呪圧,RSVモノクローナル抗体であるバリビズマブの投与がRSV"

染症予防対簸として行われているが，その投与対象は厳密に規定されており， さらに尚額な蕊

"'1であることから枇I)･施設は限定されていた． しかし, 2014年4月の診旅側酬改定にともない，

パリビズマブは小児科外来診療料の算定嬰件から外され，いわゆる出来商での卿:定が111能とな

った．

今llll,新潟ﾘI↓|ﾉﾘの小児科棟傍咲旅機IMI (110施設）を対象にアンケー|､ IMffを行い，診療報酬

改定前後でのパリビズマブ投与〃針の変化について検討した．93施没（84.5％）からliil群があ

り，摘院が37施設（39.8％)，診旅所が56(60.2%)であった．外来診旅体制としては，病院，

診療所とも包抽診探体ilillの施設は約3分の1であった．診療側酬改定前の2013年シーズンでは

パリビズマブ投jj･施没は27施設(29.0%)で，そのうちの24施設(88.9%)は出来ﾊ.jilillを採

川していた. ･", 2014年シーズンでは投与施設は42施設(45.2%)にｲ『意にjW加していた．

新たにバリビズマブ投与を|ﾙl始した施,没は18施設で，病院が12施設， ‘診旅所が6施没であっ

た．

診旅報酬改定によってバリビズマブ投与施設が哨加し，悠荷にとってのfl1便ﾔ|;が向上すると

ともに，病診述槐が促進されることが期緋される．一方で商舗な薬斤11であるために在lii";理の

難しさや，投'j･シーズン前後で診療報酬纐が大きく変化することなどがlHl題点として指摘され

た．
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対象と方法緒
一
一
一
一
口

L1本小児科学会新潟地方会に所脇する，小児科

を主な際勝科とする医師の勤務する施設110施設

(小児科代表者）に対して，螂送によるアンケー

l､調査を実施した．アンケート項目は施設規模，

包括診旅猟定の有無,2013年シーズンのパリビズ

マブ投与方針,2014年シーズンのパリビズマブ投

与方針,パリビズマブ投与に関する問題点（自由

記i1t)としたパリビズマブの投与･はRSV感染

流行期とされているため，各年の投与シーズンは

9)1から3月を目安とした．

統計学的検討はX2検定(JMP10'{,SASInShtute
Inc. )を川いて計算した．

Respil･atolySyncyUalVirus (RSV)感染は乳幼

児において細気管支炎や肺炎などの祗鯆な呼'吸器

感染症を引き起こす1)2)．現在, RSV感染症の予

防対策としては遺伝子組み換えモノクローナル抗

体であるパリビズマブの投与3)が行われている

が，その対象は限定的なものとなっている．')－6）

わがI玉Iでは2002年にパリビズマブが蕊価収戦さ

れ， 35週以ドで出樅した早産児に対する投与‘'）

が保険適応として開始された． しかし，当初は小

児科外来診洲柳定の対象（所訓，包柵診旅算定に

含まれる）となっていたため，小児科の外来診療

上,経済的な｣;IM由から投与を行う医療‘機|兇lは限定

されていた．

今回，2014年の診療報酬改定においてパリビズ

マブの投与が包括診療算定外となり，包括診旅を

行っている施設においても，経済的な負担なくパ

リビズマブの投与が行える体制となった．そこで，

この大きなllill度改定によってパリビズマブの投与

方針に変化が生じたかどうかを，新潟県の小児科

診療施設にアンケート調査を実施した．

結 果

1）アンケート回答施設

対象となる110施設に螂送でアンケーI､を送付

し， 93施投（84.5％）より回答があった．回答施

設の内訳としては，分娩施設のある病院が22施

設（23.7％)．分娩施設のない病院が15施設

病院（分娩なし）病院（分娩あり）

66．7呪〕 33．3牝63．6％36．4％
■包括制

■出来高制

■包括制

■出来高制

クリニック（分娩なし）

66 ％

■包括制

■出来高制

図l アンケートlul答施没の診旅'|lliWII体制



新潟医学会雑誌第130巻第11号平成28年(2016) 11 1･1650

(16.1％)，分娩施設のある医院が1施設（1.1％)，

分娩施設のない医院が54施設（58.1％)，その他

1施設であった．診療報酬の体制としては，分娩

施設のある病院，分娩施設のない病院，分娩施設

のない医院のいずれも約3分の1が包括診療体制

であった（図l). なお, 2013年シーズンから

2014年シーズンの間に診療報酬体制を変更した

施設はなかった．

2) 2013年シーズンのパリビズマブ投与方針

2013年シーズンのパリビズマブ投与方針として

は,パリビズマブを投与したのは27施設(29.0％）

で，そのうち包括診療制が3施設（11.1％)，出来

高制が24施設（88.9％）であった（図2)．一方

で投与しなかったのは66施設(710%)で，そ

のうち包括診療制が28施設（42.0％)，出来高制

が38施設（58.1％）であった（図2）

2013年シーズンのパリビズマブ接種

27施設

(29.0%) ■接種

計 27

包括制 3（11.1％）
出来高制24(88.9％）

■接種せず

計 66

包括性 28(42.0％）
出来高制38（58.1％）66施設

(71.0%)

図22013年シーズンのパリビズマブ投与方fl

2014年シーズンのバリビズマブ接種
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図3 2014年シーズンのパリビズマブ投与方f’
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ZO13年シーズン 2014年シーズン

パリビズマブ投与

（＋）24施設

（－） 3施設唱濡護口

′普請艤口

パリビズマブ投与

（＋）18施設
病院12施設

医院6施設

（一）48施設

図1 2013年シーズンと2014年シーズンのパリビズマブ投'j施没散の変化

ノクローナル抗体のバリビズマブが薬価収倣さ

れ， 35週以下で川'kしたl il産児に対する投与4）

が保険遡応として|ﾙl始された．その後， ｜|旧次，適

応対象片が拡大され，呪ｲIiは前述の!『'産児‘'）に

加え，先天’|'|§心疾忠5)やダウン症候僻6)、免疫不

全6)の児に対して，各々!n椛度に応じて限定さ

れた期IIIIIﾉ1に投lj.が行われている． しかし，当初

は小児科外来i診旅閲l:定の対象()ﾘ両W,包括医旅算

定に含まれる） となっていたため， !!|1来高制を採

II1しているⅢIil産lりlセンターをII!心にその投jjが行

われていた．

2014年411のI診旅鯏酬改定においてパリビズ

マブの投Ij･が包柵!診療煎定外となI),包括診旅を

行っている施I没においても，経済的な負扣なくパ

リビズマブの投jjを行うことができるようになっ

た． この火きなⅢll度攻定によってバリビズマブの

投与〃針に|奥lして変化が'kじたかどうかを，新潟

県の小児科診療施I没にアンケート‘聯l在を実施した．

アンケー|､ i淵介の結果から，施I没脱棋や体ilillが

異なっていても，包括診旅ilillが約3分の1,出来高

制が約3分の2とほぼl,il様の比率になっていた．

2013イドシーズンのバリビズマブ投与状況とし

ては，投Ij･を行ったのは27施設(29.0%)で，そ

のほとんどが,'lllf,l.jilillの施,没であった．パリビズ

マブは,l.lillliな錐両'lであり，包括診療では各医旅機

3) 201&1年シーズンのパリビズマブ投与方針

2014年シーズンのバリビズマブ投Ij.方#l･とし

ては， パリビズマブを投'j･したのは42施設

(45.2％）で， そのうち包柵診旅ilillが13施設

(31.0％)，出来,fiiilillが29施I没 (69.0%)であっ

た（図3)．一〃で投'j.をしなかったのは51施設

(54.8％）で， そのうち包括診旅llillが18施設

(35.3%), ll}*,l.jilillが33施,没 (64.7%)であっ

た（図3)．

4)パリビズマブ投与に関する自由記載（重複

あり）

バリビズマブ投lj.に|H1する|ﾊl題点を月l l liiui股と

して記入してもらったところ,"illiが高い(5施

設)，診旅報酬郁け|,による保|晩指導の危恨（7施

設), /fl'iil"|!の雌しさ (2施設),流行llｷﾘUlの判

断の難しさ （2施I没）などが挙げられた．

考 察

RSV感染は特に乳幼児lﾘ|においては糺11A(/iW;支

炎をはじめとした1n筋なllflﾘi器感染症の原|kl ')2)

となるばかりか，近年はその後にﾇ(道過敏ﾔ|;が兀

進し，悩性的なl1,FI吸器疾心に結びつく可能|’|；が指

摘されている7)H).わがl'ilでは2()02年にRSVモ
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関からの持ちIIIしがil.Wiなものとなる．それにも

拘わらず，包柄診療制の3咲院がパリビズマブ投

与をけっており，経済的な卿担は多大なものであ

ったと思われる． →方で, lll来il.jilillの施設におい

ても， 28施設（42.0％）は投与をけっていなかっ

た．そのj:ll!lllとしては，パリビズマブ投与対象児

は前述のような蝋i腱疾忠を｛1.する忠児であること

から，それらの症例の外来i診旅をj,f本的には行っ

ていないためであろうと惟察される． また，その

ような忠児に対して通術の外来診旅には対応して

も，パリビズマブの投与にIMIしては他の施設と連

携して対処していた場合もあると思われる．

2014年の診療報酬改定後である2014年シーズ

ンでは，パリビズマブを投jj･したのは42施設

(45.2％）に有意に珊加していた(I)=0.023).内

訳としては包括I診旅mllが13施設，出来高制が29

施設であった．2013年シーズンでは接椛を行って

いなかった施設のうち, 2014年で新たに接繩する

方針に転換した施設としては，瓶院が12施設，医

院が6施設であり，主にﾙ>j院を'l!心に役Ij･する医

療機関が垪加したことがわかる（図,l). 2014年

の診旅報酬改定によって．パリビズマブ投与に関

して医旅機関における経済的な畑II (持ち出し）

はなくなっており， このことがバリビズマブ投与

施設が大幅に"州lした原IXIとして琴えられる．

早産児の外来診療を琴えた場合, keyageにお

ける発達のチェックはl,'i朧期センターのフォロー

アップ外来で行われることが多いものの，予防接

種や感WなどH術的な医旅に|兇Iしては，居住地近

くのかかりつけ医旅機関を受診するj脇合が多い．

2013年シーズン以前ではかかりつけ医療機関が

包括診擁制の場合，パリビズマブの投与のために

毎月A!ili雅期センター， もしくは他のパリビズマブ

投与施設の外来を受診する必要があった．一方，

2014年シーズン以後はパリビズマブ投与.施設が

噌加したことによって，他児および家族にとって

通院に要する時|H1的，経済的な ll便性が大輔に向

上したことになった． さらに, 10'il厳lﾘlセンターと

一般医療機関の病診巡桃が進むことによって，周

産期センターが災!|!治旅や発達評illi・支援の業務に

集中できるようになることも大きなfll点であろう．

一方で，パリビズマブに|兜lするlLl lll記戦では，

薬価が剛lliなこと，在I'i";III!の難しさ，診療報酬

伽|封・による保IIMH禅の|M1胆などを指摘する|回I答

が寄せられた．パリビズマブの投'j.IUI間がRSV

感染症流行期となっているため，投Ij･前月までと

比較して投!j.11の診旅栩州#!'iが大I服に上昇するこ

とがあり，保険指導，医旅朧ffの対象となること

もありうる． このことが小児科医院においてパリ

ビズマブ投与を行わない理I11となる可能性があ

る． この点に関しては保険診旅報酬制度．体illの

さらなる改諜を求めていかなければならない．

結
》
調

診擁報酬llill度改定に伴って，バリビズマブは包

括診療外となり，投与施設における経済的な問題

が解決された．係|耽診旅における接椰対象者は限

定されているものの，対象尚の利{ﾘj性が向上し，

さらに間j卿＃1センターや小児'､ljl''l施i没と一般小児

科医院とのり,埼診述柵が進むことが期緋される．

ご多忙'l'にもかかわらず，アンケーI､調査にご

|"力いただいた皆梯に深I洲いたします．
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