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「ニコチン依存症管理料」 の算定要件等 の見直 しに関す る要望書
謹啓
向暑 の候 、ます ます ご清栄 の こととお慶び 申 し上 げます。平 素 は格別 の ご高配 を賜 り、
厚 くお礼 申 し上 げます。
さて、わが 国 では平成 18年 度 か ら保 険禁煙治療 として 「ニ コチ ン依存症管理料 」が認 め ら
れ 、禁煙 したいがや め られ な い ニ コチ ン依存症 1)を 持 つ 多 くの喫煙者 の福音 とな り、喫煙率
も低 下 して きてい ます。 しか し依然 として国民 の喫煙 率は 20%(平 成 23年 )で 、特 に男性
の喫煙 率は 32%(女 性 10%)と 高 く、喫煙 による死者 は膨大で 13‑19万 人 /年 と推定 され
ています 2)。 この ため、昨年 に策定 されたがん対策推進基本計画で ある 「第 2次 健康 日本 21」
において平成 34年 までに喫煙 率 12%の 日標達成 が 明示 され 、 さらに平成 25年 度 か らの第 二
期特定健診 ・特定保健指 導 の制度 にお い て健 診 を受 けた喫煙者 へ の保健指導が強化 され るこ
ととな り、喫煙者 に対す る医療機 関での禁煙支援 。治療 は一層重要 となっています。
現在、「ニ コチ ン依存症管理料 」 は 「禁煙治療 の ための標準手順書 」に準 じた禁煙 治療 に
対 し算定 され 、効果検証で も有 効性 が確認 されています 45)。 しか しご承知 の よ うに 「ニ コ
チ ン依存症管理料 」の算定要件 には 問題点 が あ り、我 々 は平成 21年 に 7点 につい て見直 しを
要望 させていただ きま したが 、改訂 は行 われてお りません。今 回、禁煙推進学術ネ ッ トワー
クで検討 した結果 、喫煙 率 12%の 日標達成 に必須 であ りかつ禁煙支援・ 治療
の現場 が量 も
困 ってい る喫緊 の課題 である以下 の 3点 に絞 って、再度、見直 しの要望書 を提 出す ることに
な りま した。
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1)若 年者 へ の適用拡大 のためにブ リンクマ ン指数 200以 上 とい う算定要件 の削除、または
この条件 を若 年者 に対 しては適応 しない
現行 の 「ニ コチ ン依存症管理料 」の算定要件 にはプ リンクマ ン指数

(喫 煙本数 ×喫煙年数 )

200以 上 とい う条件 が あ ります。 この条件 によ り喫煙年数が短 い若年喫煙者 に対 して

保険適
用 はほ とん ど不可能 になってい ます。若年者 に対す る保険禁煙 治療 の重要性 は以下の 5点 に
要約 で きます 。

① 喫煙 開始年齢は大部分、未成年者や 20歳 代 の若者である。
② 喫煙開始 が早いほど重症なニ コチ ン依存 にな りやす く、かつ肺 がん等 の喫煙関連疾患
の リス クが上昇す る67)。
③ 喫煙 を始めても若 い うちに禁煙すれ ば病気の予防効果 が大 きい 8)。
④ 若年者は一般的に経済的余力 が乏 しく、保険によるサポー トが必須 である。
⑤ 近年増力日している若 い女性 の喫煙問題 へ の対策 としても有用 である。

2)入 院中か らス ター トす る禁煙治療 の保険適応
平成 20年 度 の診療報酬改定において、外来での禁煙治療中に入院 した場合 の治療継続 と
薬剤料 の算定は認 められま したが、入院患者 に対す る新規 の禁煙治療は保険対象外です。
入院は禁煙 に対す る最 も強い動機付 けであ り、入院患者へ の禁煙治療 の有効性 のエ ビデ ンス
も確立 しています 9)。 入院中か らスター トす る禁煙治療 に対す る 「ニコチ ン依存症管理料」
算定 の重要性は明 らかです。
適用拡大 の具体的な方法 として以下の よ うに対象病院を 2つ に分ける必要があると思われ
ます。
① DPCの 対象外病院 : 入院中に禁煙治療 をス ター トす る患者 にも 「ニコチ ン依存症管
理料」 を適用拡大す る。
② DPC対 象病院 : 禁煙治療を行 うと薬剤費等が持ち出 しになるため、一定の加算を行
う形で診療報酬上 の評価をす る。

3)歯 科 の禁煙指導 に対す る診療報酬 の加算
現行では歯科は 「ニコチン依存症管理料」 の対象外 です。歯科疾患 の継続的な管理 のため
に、ニコチ ン依存症 の患者 を医科 と連携 して管理す ることの重要性は明 らかで、禁煙指導 に
対す る歯科疾患管理料へ の加 算 の重要性は以下の 3点 に要約 されます。
① 歯周病等 の歯科疾患 と喫煙 の関連性な らびに歯科での禁煙管理 の有効性 のエ ビデ ンス
が明確である Ю
② 歯科疾患 の再発防止及び重症化予防のために、禁煙治療 プ ログラムの説明 と診療情報
の提供により、医科 と歯科で連携 して禁煙治療 が推進 できる。
③ 今回要望書を提出 している 19学 会禁煙推進学術ネ ッ トワー クに所属する 5つ の歯科
系学会 か らの一致 した強い要望がある。
)

上記 のこ とはわが国も加盟 している WHOの 「たばこ規制枠組条約 14条 (た ば こ使用 の 中止
と禁煙治療 の促進 )① 」 における禁煙成功率を高 めるための禁煙治療 の利用促進 とそのため
の費用負担 の軽減 に合致 します。
以上 より、平成 26年 度 の診療報酬改定において、「ニコチン依存症管理料」算定要件につ
いて再検討 がなされます よ う要望いた します。
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