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「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項・

第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者についてJの一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規

定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件J（平成28年厚生労働省告示第210号）が

平成28年 4月19日に告示され、同年4月20日付けで適用されることに伴い、 「厚生労働大臣が指定す

る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が

別に定める愚者について」 （平成28年 3月18日付け保医発0318第 3号。以下「高額薬剤通知Jとい

う。）の別表ーを別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に

対し周知徹底を図られたい。

記

高額薬剤通知の別表ーに「ラパチニブトシノレ酸塩水和物J、 「アヒ。キサパンJ、 「インフリキシマ

ブ（遺伝子組換え） J及び「ベキサロテンJを追加する。
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g1表ー
O[TI 

告示 議剤名 適応症 2幸断群分額番号

番号 銘柄（事考） ICト10（参考）

オヲトレオチド酢滋塩 サンドス事チン~筋筋筋注用1C加E j由化管神経内分泌腫繍 0269 060035 盆蹟｛忠義査金主；.)Q2墨控圏
サンドス告チン 注用20mg 量
サンドス告チン 注用30時 060035xx0103xx 060035xx0113xx 

060035xx97x2xx 060035xx97x30x 
060036xx97x31x 060035xx99x2xx 
060035xx99x30x 060035xx99x31 x 

2 リツキシマブ（遺伝子組 リツキサン注1伽~~＝t ~m~~~.~~t~ 免疫抑性制状態増下殖の性CD疾20患陽性のB0477 130140 造血盤産鹿｛圭＠飽｝
投え） リツキサン注10m 細胞リンパ 130140xxxxxxxx 

3 ストレプトゾシン ザノサ一点滴静注用lg 勝・消化管神経内分泌腫癌 （特定出来ない） 全ての齢断群分額番号

4 ベムラフェニブ ゼJレボラフ錠240mg S切RA除F遺不伝子変悪異性を有する楓治 （特定出来ない） 全ての齢断群分類番号
能な 黒色腫

5 ソホスブピJレ ソパルディ錠400mg
セ性症ロの肝グのGル硬改型ー善変慢にプ性2お肝け（炎ジる又ェウはJイ~型イ代プ6182 060295 量ttc型匠溢

償2) レス
060295xx97x0xx 。60295xx99xOxx

血

6 カト換リデカコゲ（遺伝 ノポサーティーン静注用2500 先天ブ性ユ血液灘間欠抑第xm国手A ｛特定出来ない） 全ての診断事草分類番号
子組え） サ ニット芝患者におけ

る出血傾向田制

7 世ラポI~フィンナトリ 注射用レザコィリンlOOmg 化法学後の放局射所線遺療残法再又発は食放道射癌線療
015$、0001 060010 童進Q2翠挫阻盛 l璽盤査盆

ウム
060010色xxmhxx 06001 Oxx02x3xx 
0600lOxx02x40x 060010xx02x4lx 
060010xx97x3xx 060010xx97x40x 
060010xx97x41x 06001 Oxx99x30x 
060010xx99x31x 06001 Oxx99x40x 
0600l0xx99x41 x 

8 ベゲイン事ーフエロン ベゲイントロン皮下注用50μ g 悪療性法黒色腫における術後補助 （特定出来ない） 全ての齢断書草分類番号
アルファーzb （遺伝 /0. 5ml用
子組倹え） ベゲイントロン皮下注用100μ g 

／ベo.ゲhイL用ントロン皮下注用150μ g 
/0. 5ml用

9 ポル子ゾミブ ベルケイド注射用3mg マントル細胞リンパ煙 0831 13凹30 控虫を圭~＇i~パ腫
130030xx97x2xx 130030xx97x3xx 
130030xx97x40x l 30030xx97x41 x 
l 30030xx99x2xx l30030xx99x30x 
130030xx99x31 x l30030xx99x40x 
l 30030xx99x4 x 

10 ニン予シ告fニプ;i:~ ンス オオフェブカプセルlOOmg 特発性肺線維症 J841 0~0110 聞賞陰髄溢
Jレホ敏極 フェブカプセル150mg 0401 lOxxxxxOxx 04011 Oxxxxxl xx 

11 パノピノス世ット乳酸 ファリーずッウカブセ1•10mg 再発見lま雛治性的多発性骨髄 0900 130040 量盈位量箇題盆謹丞墨盤鑑
場 ファリーダッウカプセル15mg 腫

130040主xx盤97x5xx 130040xx99x5xx 

12 レジパスピルアセト ハーボニ一回合錠
セ性症ロのグ肝のC硬ル改型ー善変慢にプ性1お肝け（ジ炎る又エウはノイ0聖Jイプ

6182 060295 盤控c型旺盛
ン付加物／ソホス7ピ 償1) 型代 060295xx97xoxx 060296xx99x0xx 
Jレ レス

血

13 イピリムマブ（遺伝子 ヤーボイ点滴静注漉50mg 梅治切除不能な悪性黒色圏 （特定出来ない） 全ての齢断訴分額番号
組換え）

14 アンチトロンピンガン 7コアラン静注用600 先天性アンテトロンピン欠乏｝ 0723、0688、065 120290 産量鐘混住血置自湿圏症
マ（遺伝子組換え） に基づく血栓形成傾下候向群を伴 l 20290xxxxxOxx 

句
アンテトロンピン低 う
情種性血管内凝閏症 130100 盗遁盤血堂由選回盆鐘瑳
(DIC) l 301 OOxxxxxOxx 130100xxxxx1 xx 

l 301 ooxxxxx2xx 130lOOxxxxx4xx 

j30j30 溢固墨盆 i圭＠他l
130l 30xxxxx0xx l30130xxxxxl xx 

15 ポセン告ン水和物 トラウリア錠62.5mg 全縛身の発性強症皮抑症制における手術潰 M340 010560 念皇位隊揚陸蜜圭錐玉自己盆

070560盆xx盆97x盆o皐xx 070560xx97x1xx 
070560xx99x0xx 070560xx99x1xx 

16 リバーロキサパン イゲゲザレJレト健10mg 深栓症部静脈血療桧及産及び防仰血桧塞 1802 050180 飽脂・リ~パ質症患
イザレJレト健15mg の治 ぴ再発制 050180xx97xxxx 

、
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告ητ 薬剤名 適応症 t幸断群分類番号

番号 銘 柄（重参考） ICト10（番参考）

17 スウロオキシ水敵化鉄 ピートルテュアブル錠錠~~伽伽g 透析中の慢性腎臓病患者にお H18$ 110280 埋位置進室健君主・埋盤固盤並
ビートルチ.:i7ブJレ g ける高リン血症の改善 腎世・悟性腎不全

110280xx991 xOx 

18 Jレストロンポパグ ムルブレ！；！錠3mg 待機的な観血的手技を予定し （特定出来ない） 全ての診断群分額番号

ている慢叡性減肝少症察患患者におけ
る血小 の改善

19 パンデ曹三ブ カプレルサ錠10曲ng 根治切除不能な甲状腺髄様癌 073 100020 翌盆陸!V.墨位置盛
100020xx01 xl xx 100020xx97x1xx 
100020xx99x1xx 

20 オムピ空スピlレ水和物和 ヴィキラッウス国合錠 セロゲループ1（ジェノ空イプ 日182 060295 埋l1c翠匠溢
／パリ！；！プレピル水 1牲症）肝のの改便G変普型慢に性肝炎又lまG型代犠

060295xx97xOxx 060295xx99xOxx' 
物／リトナビル おけるウイルス血

21 レベテラセ世ム イーケプラ点滴静注500mg ー時的に経口役与ができない G401、G402,G412 。10230 :i:＆由、＆
患者における、下艇書ムの経治療に 010230xx97xOOx 010230xx99XOOX 
対するレベチラセ ロ製 。10230xx99x01x
剤の代曾療患者法
てんかん の部分発作｛ニ
次性全般化発作を吉む）

22 リュープロレリン酢酸 リュープリンPRO注射用キット 閉前経立前腺乳癌癌
050$、C61 090010 到a匿E霊位阻盛

塩 22. 6mg 090010xx01x3xx 09001 Oxx02x3xx 
09001 Oxx03x2xx 090010xx03x3xx 
090010xx04xxxx 09001 oxxosxxxx 
090010xx99x2xx 

110080 髄立堕!V.墨位置盛
110080xx01x3xx 110080xx02x30x 
11ooaoxx9906xx 110080xx99hxx 

23 トラベヲテジン ヨンデデリス点滴静注用0,2島ng 悪性軟郁腫癌 （特定出来ない） 全ての齢断群分類番号
ヨン リス点滴静注用1mg 

24 インジウムペンテトレ オヲトレオスキャン静注用セット 神経内分泌盟婦のE書断におけ （特定出来ない） 全ての診断群分類番号
オチド（川 ln) るソマトス告テン受容体シン

チグラフイ

25 ニポルマブ（遺伝子組 才プジーボボ点点滴滴静静注20mg 切除不能な進行，再発の非小 034$ 040040 随!V.霊盤富盛
換え） オプジー 注lOOmg 細胞締癌 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 

040040xx9903xx 040040xx99040x 
040040xx99041 x 040040xx9913xx 
040040xx9914xx 

26 コラゲナーゼ（守口ス ザイヤフレッウス注射用 デュピュイトラン拘縮 N720$ 日70390 館盤整鍋臨怯鐙宣
トリジウム ヒストリ 070390xx99xxxx 。70390xx97xxxx
テウム）

27 水ラパチニブトシル陰極 ！；！イケルブ錠25伽g HER Z過剰発現が確認癌され 050$ 090010 盟Jl!!V.罫縫僅僅
和物 た手術不能又は再発乳 090010xx99x2xx 09001 Oxx99x30x 

090010xx99x31x 09001 Oxx97x2xx 
090010xx97x30x 090010xx97x31x 
09001 oxx03x2xx 09001 Oxx03x3xx 
09001 oxx02x3xx 09凶10xx01x3xx

28 7ピキサパン エリキュース錠錠2, 5mg 静脈症血且栓び塞柿血栓症栓塞（深栓部静脈血 1802 050J80 世睡・ ＇l:t.パ鐙窪鹿
エリキュース E阿 栓症且 症）の治 050180xx97xxxx 

機及び再掲仰制

29 インフ検リキえシマブ｛遺 レミケード点滴静注用100 川崎病の急性期 M303 150010 l1l峰掻
伝子組 ） 150070xOxxOOxx 160070x0xx1 xxx 

160070x1 xxOOxx 160070x1 xxlxxx 

30 ベキサロテン 告Jレゲレチンカプセル75mg 鹿膚T細胞性リンパ置 C84$ 130030 2長虫世圭注目:t.パ腫
130030xx99x2xx 130030xx99x30x 
130030xx97x2xx 
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