
中医協「第 296回 総会」                     2015/5/13 

2015年度入院医療調査の概要を了承  

 

5月 13日の中医協・総会（会長：

森田朗・国立社会保障・人口問題研

究所所長）では、診療報酬調査専門

組織・入院医療等の調査・評価分科

会が行う 2015 年度調査項目の概要

を了承した。同調査では、2014 年

度診療報酬改定における一般病棟

入院基本料等、特定集中治療室管理

料の見直しの影響を調べることとなっている（15.4.30中医協「第 1回 診療報酬調査専門

組織 入院医療等の調査・評価分科会」http://www.medical-lead.co.jp/documents/15043

0nyuiniryo_004.pdf参照）。 

鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）は「例えば特定集中治療室管理料を届出している

病院の地域包括ケア病棟入院料の届出状況などを見ることで、病院内での機能分化の現状

を把握すべき」とし、院内で治療を完結させ、地域における機能分化・連携の流れに逆行

している大病院がないか調査する必要があると発言。事務局は「地域特性も考慮しつつ、

状況を把握できるようにする」と回答した。 

 

■病院合併後の DPC継続参加を了承 

 会合では、DPC対象病院である兵庫県立尼崎病院と兵庫県立塚口病院が 2015年 7月 1日

に合併した後も、DPC制度に継続参加することを了承した。両病院は合併後、「兵庫県立尼

崎総合医療センター（仮称）」として DPC算定病床数 730床になる予定。 
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■「ロンサーフ配合錠 T15」など高額薬剤に 

 DPCの高額薬剤に 11成分を加えることも了承した。追加されたのは、「ロンサーフ配合錠

T15、T20」（一般名：トリフルリジン／チピラシル塩酸塩）や「ダクルインザ錠 60mg」（一

般名：ダクラタスビル塩酸塩）などで、これら高額薬剤を使用した患者のうち、指定され

た診断群分類に該当する場合は DPC対象外となり、高額薬剤だけでなく他の治療費も出来

高算定となる。 

 なお、「オプスミット錠 10mg」（一般名：マシテンタン）は「アンブリセンタン」の類似

薬として薬価が設定されていることから、「04026X 肺高血圧性疾患」の「アンブリセンタ

ン」による分岐に、「ポマリストカプセル 1mg、2mg、3mg、4mg」（一般名：ポマリドミド）

は「レナリドミド水和物」の類似薬として薬価が設定されていることから、「130040 多発

性骨髄腫、免疫系悪性新生物」の「レナリドミド水和物」による分岐に追加されることも

了承した。 

 

銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

ロンサーフ配合錠T15
ロンサーフ配合錠T20

トリフルリジン／チピラシル塩酸塩 大鵬薬品工業 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 ブリストル・マイヤーズ
セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又はC型
代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

スンベプラカプセル100mg アスナプレビル ブリストル・マイヤーズ
セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又はC型
代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

コペガス錠200mg リバビリン 中外製薬
ソホスブビルとの併用によるセログループ2（ジェノタイプ
2）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイ
ルス血症の改善

サデルガカプセル100mg エリグルスタット酒石酸塩 ジェンザイム・ジャパン
ゴーシェ病の諸症状（貧血、血小板減少症、肝脾腫及
び骨症状）の改善

レンビマカプセル4mg
レンビマカプセル10mg

レンバチニブメシル酸塩 エーザイ 根治切除不能な甲状腺がん

ポマリストカプセル1mg
ポマリストカプセル2mg
ポマリストカプセル3mg
ポマリストカプセル4mg

ポマリドミド セルジーン 再発又は難治性の多発性骨髄腫

ソバルディ錠400mg ソホスブビル ギリアド・サイエンシズ
セログループ2（ジェノタイプ2）のC型慢性肝炎又はC型
代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

サイラムザ点滴静注液100mg
サイラムザ点滴静注液500㎎

ラムシルマブ（遺伝子組換え） 日本イーライリリー 治癒切除不能な進行・再発の胃がん

オルドレブ点滴静注用150mg コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム グラクソ・スミスクライン

（適応菌種）
コリスチンに感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシ
エラ属、エンテロバクター属、緑膿菌、アシネトバクター
属
ただし、他の抗菌薬に耐性を示した菌株に限る
（適応症）
各種感染症

ノボサーティーン静注用2500 カトリデカコグ（遺伝子組換え） ノボ　ノルディスクファーマ
先天性血液凝固第ⅩⅢ因子Ａサブユニット欠乏患者に
おける出血傾向の抑制

DPCの高額薬剤追加が了承された医薬品　(適用は官報告示日からとなります)

　DPC対象外となる診断群分類は割愛しております。
　なお、詳細につきましては、官報告示後、弊社ホームページ内でご案内いたします。

●2015年2月2日、2月20日、3月20日、3月26日に新たに効能追加された医薬品、2015年3月5日に公知申請が受理された医薬品及び2015年5月20日に薬
価収載を予定している医薬品

※中医協の資料を基に作成 
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■16成分を 5 月 20日に新規薬価収載 

加えて、医薬品 16 成分 28 品目を 5 月 20 日に薬価収載することを了承した。このうち、

「ノピコールカプセル 2.5μg」（一般名：ナルフラフィン塩酸塩）については 14 日ルール

の処方日数制限から外すことを了承した。また、「エクリラ 400μg ジェヌエア 30 吸入用」

（一般名：アクリジニウム臭化物）の処方日数を 14 日ではなく 15 日、「ソバルディ錠 400

mg」（一般名：ソホスブビル）の処方日数を 14日ではなく 28日として取り扱うことも了承

した。 

 

銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測

最初に承認
された国

ワントラム錠100mg 100mg1錠 日本新薬 トラマドール塩酸塩 119.10円 内114
解熱鎮痛消炎剤（非オピオイド鎮痛剤で治療
困難な疼痛を伴う各種がん、慢性疼痛におけ
る鎮痛用薬）

ピーク時（9年度）
　　　　：46万人、
　　　　　64億円

仏国

ノピコールカプセル2.5μg 2.5μg1カプセル 東レ・メディカル ナルフラフィン塩酸塩 1,795.00円 内119
その他の中枢神経系用薬（血液透析患者、慢
性肝疾患患者におけるそう痒症の改善用薬）

ピーク時（4年度）
　　　　：5,500人、
　　　　　24億円

日本

オプスミット錠10mg 10mg1錠
アクテリオンファーマ
シューティカルズジャ
パン

マシテンタン 14,594.00円 内219
その他の循環器官用薬（肺動脈性肺高血圧症
用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：3,700人、
　　　　　130億円

米国

ザファテック錠50mg
ザファテック錠100mg

50mg1錠
100mg1錠

武田薬品工業
トレラグリプチンコハク
酸塩

559.20円
1,045.10円

内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：71万人、
　　　　　350億円

日本

サデルガカプセル100mg 100mg1カプセル
ジェンザイム・ジャパ
ン

エリグルスタット酒石酸
塩

76,925.90円 内399
他に分類されない代謝性医薬品（ゴーシェ病
の諸症状の改善用薬）

ピーク時（4年度）
　　　　：40人、
　　　　　23億円

米国

レンビマカプセル4mg
レンビマカプセル10mg

4mg1カプセル
10mg1カプセル

エーザイ レンバチニブメシル酸塩
3,956.40円
9,354.20円

内429
その他の腫瘍用薬（根治切除不能な甲状腺が
ん用薬）

ピーク時（6年度）
　　　　：400人、
　　　　　17億円

米国

ポマリストカプセル1mg
ポマリストカプセル2mg
ポマリストカプセル3mg
ポマリストカプセル4mg

1mg1カプセル
2mg1カプセル
3mg1カプセル
4mg1カプセル

セルジーン ポマリドミド

42,624.80円
50,802.00円
56,294.50円
60,548.00円

内429
その他の腫瘍用薬（再発又は難治性の多発性
骨髄腫用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1,500人、
　　　　  71億円

米国

アシテアダニ舌下錠100単位（IR）
アシテアダニ舌下錠300単位（IR）

100IR1錠
300IR1錠

塩野義製薬

なし（コナヒョウヒダニ
エキス原末及びヤケヒョ
ウヒダニエキス原末を含
有する舌下錠）

67.10円
201.20円

内449
その他のアレルギー用薬（ダニ抗原によるア
レルギー性鼻炎に対する減感作療法用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：11万人、
　　　　　34億円

日本

ソバルディ錠400mg 400mg1錠
ギリアド・サイエンシ
ズ

ソホスブビル 61,799.30円 内625
抗ウイルス薬〔セログループ2（ジェノタイ
プ2）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に
おけるウイルス血症の改善用薬〕

ピーク時（2年度）
　　　　：1万9,000人、
　　　　　987億円

米国

エビリファイ持続性水懸筋注用300mg
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg
エビリファイ持続性水懸筋注用300mg
シリンジ
エビリファイ持続性水懸筋注用400mg
シリンジ

300mg1瓶（懸濁用液
付）
400mg1瓶（懸濁用液
付）
300mg1キット
400mg1キット

大塚製薬 アリピプラゾール水和物

38,212円
46,480円
38,271円
46,539円

注117 精神神経用剤（統合失調症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：4万人、
　　　　　140億円

米国

サイラムザ点滴静注液100mg
サイラムザ点滴静注液500mg

100mg10mL1瓶
500mg50mL1瓶

日本イーライリリー
ラムシルマブ（遺伝子組
換え）

75,265円
355,450円

注429
その他の腫瘍用薬（治癒切除不能な進行・再
発の胃がん用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1万5,000人、
　　　　　500億円

米国

オルドレブ点滴静注用150mg 150mg1瓶
グラクソ・スミスクラ
イン

コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

8,261円 注612
主としてグラム陰性菌に作用するもの（コリ
スチンに感性の大腸菌等による各種感染症用
薬）

ピーク時（2年度）
　　　　：90人、
　　　　　1,700万円

日本

ノボサーティーン静注用2500
2,500国際単位1瓶
（溶解液付）

ノボ　ノルディスク
ファーマ

カトリデカコグ（遺伝子
組換え）

3,648,446円 注634
血液製剤類（先天性血液凝固第XⅢ因子Aサブ
ユニット欠乏患者における出血傾向の抑制用
薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：12人、
　　　　　5億3,000万円

カナダ

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL

60.47％5mL1筒
60.47％7.5mL1筒
60.47％10mL1筒

バイエル薬品 ガドブトロール
5,114円
7,457円
9,745円

注729
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除
く）（磁気共鳴コンピューター断層撮影にお
ける脳・脊髄造影、躯幹部・四肢造影用薬）

ピーク時（6年度）
　　　　：59万回、
　　　　　40億円

─

エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 30吸入1キット 杏林製薬 アクリジニウム臭化物 3,150.90円 外225
気管支拡張剤（慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞
性障害に基づく諸症状の緩解用薬）

ピーク時（6年度）
　　　　：5万人、
　　　　　26億円

米国

デュアック配合ゲル 1g
グラクソ・スミスクラ
イン

クリンダマイシンリン酸
エステル水和物／過酸化
ベンゾイル

157.40円 外269 その他の外皮用薬（尋常性ざ瘡用薬）
ピーク時（9年度）
　　　　：120万人、
　　　　　51億円

カナダ

薬価収載一覧表　(2015年5月20日　収載予定)

薬効分類

※中医協の資料を基に作成  
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