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厚生労働大臣が定める傷病名，手術，処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大
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 1 項第 5
号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正等（DPC/PDPS）

平成 ₂₉ 年 ₁₁ 月 ₂₁ 日
告示第 ₃₃₈ 号 ･
保医発 ₁₁₂₁ 第 ₁₀ 号

【解説】11 月 21 日付け薬価基準改正（告
示第 337 号）に伴い，10 の診断群分類の
手術・処置等 2 が改められ，DPC において
出来高算定とする高額薬剤が官報告示され
ました。

厚生労働大臣が定める傷病名，手術，処
置等及び定義副傷病名の一部改正（告
示第 338 号）

（「DPC 点数早見表 2016」p.85 右段下から 5
行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.83
右段下から 5 行目の次に下線部を挿入）

02001x　角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍
 手術・処置等 2 

…

ペムブロリズマブ

アベルマブ
化学療法

（「DPC 点数早見表 2016」p.99 右段下から 9
行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.97
右段下から 9 行目に下線部を挿入）

03001x　頭頸部悪性腫瘍
 手術・処置等 2 

7 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.150 右段下から
7 行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」
p.147 右段下から 7 行目に下線部を挿入）

060010　食道の悪性腫瘍（頸部を含む）
 手術・処置等 2 

5 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.159 右段下から
14 行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」
p.156 右段下から 13 行目に下線部を挿入）

060040　直腸肛門（直腸 S 状部から肛門）
の悪性腫瘍

 手術・処置等 2 
8 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.226 右段下から
8 行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」
p.223 右段下から 8 行目の次に下線部を挿
入）

告 通

支払基金における審査の一般的な取扱い（医科） 平成 ₂₉ 年 ₁₁ 月 ₂₇ 日
社会保険診療報酬支払基金

【解説】支払基金は，審査の公平・公正性に
対する関係方面からの信頼を確保するため，

「支払基金における審査の一般的な取扱いの
公表に関する検討委員会」において検討を
重ね，「支払基金における審査の一般的な取
扱い（医科）」を取りまとめています。今回
は，2 事例が示され，これまでの事例と合
わせて 23 事例となりました。「取扱いを作
成した根拠等」を省略し，「取扱い」のみ掲
載します。

【投薬】
22．メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌
（MRSA）腸炎，偽膜性大腸炎及び造血
幹細胞移植（骨髄移植，末梢血幹細胞
移植，臍帯血移植）時の消化管内殺菌
以外に対する塩酸バンコマイシン散（バ
ンコマイシン塩酸塩散）の投与
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）
腸炎，偽膜性大腸炎及び造血幹細胞移植（骨
髄移植，末梢血幹細胞移植，臍帯血移植）

時の消化管内殺菌以外に対する塩酸バンコ
マイシン散（バンコマイシン塩酸塩散）の
投与は，原則として認めない。

【注射】
23．播種性血管内凝固症候群（DIC）の患

者に対する脂肪乳剤のイントラリポス
輸液の投与
播種性血管内凝固症候群（DIC）の患者

に対する脂肪乳剤のイントラリポス輸液の
投与は，原則として認めない。

他

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等の一部改正

平成 ₂₉ 年 ₁₁ 月 ₂₈ 日
告示第 ₃₄₃ 号

【解説】保険医の使用医薬品について，経過
措置品目の別表が改められました。

（p.1380 右段 25 行目／p.1398 左段下から
22 行目に下線部を挿入）

第 6　療担規則第 19 条第 1 項本文及び
療担基準第 19 条第 1 項本文の厚生労
働大臣の定める保険医の使用医薬品

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20
年厚生労働省告示第 60 号）の別表に収
載されている医薬品（平成 28 年 10 月 1
日以降においては別表第 1に収載され
ている医薬品を，平成 29 年 4 月 1 日以
降においては別表第 2に収載されてい
る医薬品を，同年 10 月 1 日以降におい
ては別表第 4に収載されている医薬品

を，平成 30 年 4 月 1 日以降においては
別表第 5に収載されている医薬品を除
く）並びに投薬又は注射の適否に関する
反応試験に用いる医薬品，焼セッコウ及
び別表第 3（平成 30 年 4 月 1 日以降に
おいては別表第 6に収載されている医
薬品を除く）に収載されている医薬品

告

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正 平成 ₂₉ 年 ₁₁ 月 ₃₀ 日
告示第 ₃₄₄ 号

【解説】11 月 2 日の先進医療会議で取下げ
が承認された先進医療 B の 3 技術が官報告
示されました。

（p.1416 左段下から 29 ～ 25・6 ～ 2 行目／
p.1434 左段下から 25 ～ 21 行目，左段
下から 4 行目～右段 1 行目を訂正）
10　削除（培養骨髄細胞移植による骨延長

術）
11　削除（NKT細胞を用いた免疫療法）
18　削除（自己口腔粘膜及び羊膜を用いた
培養上皮細胞シートの移植術）

告
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070470　関節リウマチ
 手術・処置等 2 

5 　トシリズマブ
アバタセプト
サリルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.235 右段下から
10 行目／「DPC 点数早見表 2017 増補」
p.232 右段下から 10 行目に下線部を挿入）

080005　黒色腫
 手術・処置等 2 

2 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.273 右段最下行
／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.271
右段最下行に下線部を挿入）

11002x　性器の悪性腫瘍
 手術・処置等 2 

2 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.291 右段最下行
／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.289
右段最下行に下線部を挿入）

120030　外陰の悪性腫瘍
 手術・処置等 2 

4 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

（「DPC 点数早見表 2016」p.292 右段最下行
／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.290
右段最下行に下線部を挿入）

120040　腟の悪性腫瘍
 手術・処置等 2 

4 　ニボルマブ，ペムブロリズマブ，ア
ベルマブ

〔「DPC 点数早見表 2016」p.309 右段最下行
／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.307
右段最下行（本誌 2017 年 6 月号 p.69 で最
終訂正）の次に下線部を挿入〕

130040　多発性骨髄腫，免疫系悪性新生物
 手術・処置等 2 

5 　　　　　　　　 …

レナリドミド水和物
カルフィルゾミブ
エロツズマブ
イキサゾミブクエン酸エステル
ダラツムマブ

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 1
項第 5 号の規定に基づき厚生労働大臣が
別に定める者の一部改正（告示第 338 号）

（「DPC 点数早見表 2016」p.429 左段 3 枠目
／「DPC 点数早見表 2017 年増補」p.429
左段 4 枠目に下線部を挿入）
9 ボルテゾミブ〔当該薬剤の
添付文書において記載され
た効能又は効果（平成27
年 6 月 26 日に，医薬品
医療機器等法第14条第9
項の規定により，既に承認
された効能又は効果の変更
について承認されたものに
限る）に係るものに限る〕

3816から
3820まで
及び3829
から3832
まで

ボルテゾミブ（医薬品医療
機器等法第 14 条第 9 項
の規定による承認事項の一
部変更の承認申請であっ
て，申請書に添付しなけれ
ばならない資料について，
当該申請に係る事項が医学
薬学上公知であると認めら
れる場合その他資料の添付
を必要としない合理的理由
がある場合において，申請
者が依頼して実施された臨
床試験の試験成績に関する
資料の添付を省略して行う
ことが適当と認められるも
のとして薬事・食品衛生審
議会が平成 29 年 9 月 8
日に事前の評価を終了した
ものに係る効能又は効果に
係るものに限る）

3816から
3820まで，
3829及び
3830

（「DPC 点数早見表 2016」p.429 右段 3 枠目
／「DPC 点数早見表 2017 年増補」p.429
右段 4 枠目に下線部を挿入）

22 リュープロレリン酢酸塩
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 27 年 9 月 28
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 1 項の規定に
より承認されたものに限
る）に係るものに限る〕

3221，
3238，
3239，
3241，
3242，
3245，
3248，
3544，
3545，
3554及び
3558

リュープロレリン酢酸塩
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 29 年 8 月 25
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 9 項の規定に
より，既に承認された効能
又は効果の変更について承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕

1734

（「DPC 点数早見表 2017 年増補」p.429 下
から 4 枠目・下部を訂正）

25 ニボルマブ（遺伝子組換え）
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 27年 12月 17

1956から
1958まで，
1967，
1968，

日，平成28年2月29日，
同年8月26日，同年12
月 2 日及び平成 29 年 9
月22日に，医薬品医療機
器等法第 14 条第 9 項の
規定により，既に承認され
た効能又は効果の変更につ
いて承認されたものに限
る）に係るものに限る〕

1977，
1978，
2516から
2518まで，
2526，
2527，
2536，
2539，
2544，
2547，
3163，
3166，
3480から
3491まで，
3808，
3809，
3811及び
3812

（「DPC 点数早見表 2017 年増補」p.430 左
段下から 4 枠目に下線部を挿入）

34 セリチニブ〔当該薬剤の添
付文書において記載された
効能又は効果（平成28年
3月28日に，医薬品医療
機器等法第 14 条第 1 項
の規定により承認されたも
のに限る）に係るものに限
る〕

1961及び
1981

セリチニブ〔当該薬剤の添
付文書において記載された
効能又は効果（平成29年
9月22日に，医薬品医療
機器等法第 14 条第 9 項
の規定により，既に承認さ
れた効能又は効果の変更に
ついて承認されたものに限
る）に係るものに限る〕

1961及び
1981

（本誌 2017 年 9 月号 p.86 右段最下枠に下線
部を挿入）

75 ヌシネルセンナトリウム
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成29年7月3日に，
医薬品医療機器等法第14
条第 1項の規定により承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕

1734から
1738まで

ヌシネルセンナトリウム
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 29 年 9 月 22
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 9 項の規定に
より，既に承認された効能
又は効果の変更について承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕

1734から
1738まで

（「DPC 点数早見表 2016」p.429 別表 1 右段
の最下部／「DPC 点数早見表 2017 年増」
p.431 別表 1 右段の最下部に挿入）
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76 乾燥濃縮人アンチトロンビ
ンⅢ〔当該薬剤の添付文書
において記載された効能又
は効果（平成 29 年 8 月
25日に，医薬品医療機器
等法第 14 条第 9 項の規
定により，既に承認された
効能又は効果の変更につい
て承認されたものに限る）
に係るものに限る〕

2887から
2891まで，
2893，
2894及び
2898

77 エルトロンボパグ オラミ
ン〔当該薬剤の添付文書に
おいて記載された効能又は
効果（平成29年8月25
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 9 項の規定に
より，既に承認された効能
又は効果の変更について承
認されたもののうち，同日
において現に存する他の治
療方法では十分な効果が期
待できない場合に限る）に
係るものに限る〕

3871及び
3873

78 パクリタキセル〔当該薬剤
の添付文書において記載さ
れた効能又は効果（平成
29年8月25日に，医薬
品医療機器等法第14条第
9項の規定により，既に承
認された効能又は効果の変
更について承認されたもの
に限る）に係るものに限る〕

2519，
2520，
2528，
2540及び
2541

79 フルベストラント〔当該薬
剤の添付文書において記載
された効能又は効果（平成
29年9月27日に，医薬

3221から
3223まで，
3231から
3233まで，

品医療機器等法第14条第
9項の規定により，既に承
認された効能又は効果の変
更について承認されたもの
に限る）に係るものに限る〕

3241，
3242，
3245及び
3248

80 パルボシクリブ〔当該薬剤
の添付文書において記載さ
れた効能又は効果（平成
29年9月27日に，医薬
品医療機器等法第14条第
1項の規定により承認され
たものに限る）に係るもの
に限る〕

3221から
3223まで，
3231から
3233まで，
3241，
3242，
3245及び
3248

81 グレカプレビル水和物／ピ
ブレンタスビル〔当該薬剤
の添付文書において記載さ
れた効能又は効果（平成
29年9月27日に，医薬
品医療機器等法第14条第
1項の規定により承認され
たものに限る）に係るもの
に限る〕

2880から
2886まで

82 アミノレブリン酸塩酸塩
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 29 年 9 月 27
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 1 項の規定に
より承認されたものに限
る）に係るものに限る〕

3525，
3527，
3529及び
3530

83 ベリムマブ（遺伝子組換え）
〔当該薬剤（点滴静注用に
限る）の添付文書において
記載された効能又は効果
（平成29年9月27日に，
医薬品医療機器等法第14

3130及び
3137

条第 1項の規定により承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕
ベリムマブ（遺伝子組換え）
〔当該薬剤（皮下注用に限
る）の添付文書において記
載された効能又は効果（平
成 29 年 9 月 27 日 に，
医薬品医療機器等法第14
条第 1項の規定により承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕

3130

84 ダラツムマブ（遺伝子組換
え）〔当該薬剤の添付文書
において記載された効能又
は効果（平成 29 年 9 月
27日に，医薬品医療機器
等法第 14 条第 1 項の規
定により承認されたものに
限る）に係るものに限る〕

3842及び
3848

85 アベルマブ（遺伝子組換え）
〔当該薬剤の添付文書にお
いて記載された効能又は効
果（平成 29 年 9 月 27
日に，医薬品医療機器等法
第 14 条第 1 項の規定に
より承認されたものに限
る）に係るものに限る〕

全ての番号

86 ベズロトクスマブ（遺伝子
組換え）〔当該薬剤の添付
文書において記載された効
能又は効果（平成29年9
月27日に，医薬品医療機
器等法第 14 条第 1 項の
規定により承認されたもの
に限る）に係るものに限る〕

4038

「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 1 項第 5 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」の一部改正（保医発 1121 第 10 号）

（「DPC 点数早見表 2016」p.431／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.433（2017 年 9 月号 p.83 で最終訂正）表の 9・22・25・34・75 に下線部を挿入）
告示
番号 薬剤名 銘柄（参考） 適応症 ICD-10（参考）

9 ボルテゾミブ ベルケイド注射用3 mg マントル細胞リンパ腫 C831
原発性マクログロブリン血症及びリン
パ形質細胞リンパ腫

C838，C880

22 リュープロレリン酢酸塩 リュープリンPRO注射用キット22.5mg 閉経前乳癌，前立腺癌 C50$，C61
リュープリンSR注射用キット11.25mg 球脊髄性筋萎縮症の進行抑制 G121

25 ニボルマブ（遺伝子組換え） オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 C34$
がん化学療法後に増悪した治癒切除不
能な進行・再発の胃癌

C16$

34 セリチニブ ジカディアカプセル150mg クリゾチニブに抵抗性又は不耐容の
ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進
行・再発の非小細胞肺癌

C34$

ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進
行・再発の非小細胞肺癌

C340，C341
等

75 ヌシネルセンナトリウム スピンラザ髄注12mg 乳児型脊髄性筋萎縮症 G120
脊髄性筋萎縮症 G120，

G121，G122

（「DPC 点数早見表 2016」p.431／「DPC 点数早見表 2017 増補」p.433 表の最下部に挿入）
告示
番号 薬剤名 銘柄（参考） 適応症 ICD-10（参考）

76 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 献血ノンスロン500注射用
献血ノンスロン1500注射用

アンチトロンビンⅢ低下を伴う門脈血
栓症

I81
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77 エルトロンボパグ オラミン レボレード錠12.5mg
レボレード錠25mg

再生不良性貧血（既存治療で効果不十
分な場合）

D610，D611
等

78 パクリタキセル アブラキサン点滴静注用100mg 胃癌 C16$
79 フルベストラント フェソロデックス筋注250mg 乳癌 C50$
80 パルボシクリブ イブランスカプセル25mg

イブランスカプセル125mg
手術不能又は再発乳癌 C50$，D05$

81 グレカプレビル水和物／ピブレン
タスビル

マヴィレット配合錠 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

B182

82 アミノレブリン酸塩酸塩 アラグリオ顆粒剤分包1.5g 筋層非浸潤性膀胱癌の経尿道的膀胱腫
瘍切除術時における腫瘍組織の可視化

C67$

83 ベリムマブ（遺伝子組換え） ベンリスタ点滴静注用120mg
ベンリスタ点滴静注用400mg

既存治療で効果不十分な全身性エリテ
マトーデス

M32$

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
ベンリスタ皮下注200mgシリンジ

M32$

84 ダラツムマブ（遺伝子組換え） ダラザレックス点滴静注100mg
ダラザレックス点滴静注400mg

再発又は難治性の多発性骨髄腫 C900

85 アベルマブ（遺伝子組換え） バベンチオ点滴静注200mg 根治切除不能なメルケル細胞癌 （特定出来ない）
86 ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）ジーンプラバ点滴静注625mg クロストリジウム・ディフィシル感染

症の再発抑制
A047


	表紙1
	表紙2
	目次
	連載特集　2018 年診療報酬・介護報酬同時改定を読み解く4　 増大する高齢者への「治し支える」医療を中心に据えた変革が必要
	日本の元気な病院& クリニック ／あいクリニック訪問診療のあり方を変える「訪問同行員」という新発想
	特集Ⅰ 2018 年同時改定に向けた間違いだらけのデータ＆シミュレーション
	Part 1 　医療関連データの現在形
	Part 2 【 対談】データ＆シミュレーション取扱説明書
	Part 3 【 ケーススタディ】間違いだらけのシミュレーション事例×7
	特集Ⅱ 最新時事NEWS 総まとめ2017
	プロの先読み・深読み・裏読みの技術「急性期病院はホテル業ではなくメンテナンス業であるはず」
	NEWS 縦断「入院医療分科会中間とりまとめ②～療養病床の医療区分見直し～」
	こうして医療機関を変えてきた！「公的病院が住民と国のためにできることは何か─③ 100 年建築の新病院」
	病院& クリニック経営100 問100 答　「セルフ・キャリアドック制度の導入による職員育成の強化について」
	医療トラブルER
	保険診療ウォッチング「医学管理，在宅医療，疾患別リハビリの院外訓練時の交通費の適切な評価を求める」
	“保険診療” の教室「老健施設入所者診療料の算定上の留意点とは？」
	医療事務Open フォーラム「情報化の時代に必要な知識を有した医療情報技師」
	実践DPC 請求Navi
	厚生関連資料／審査機関統計資料
	ボイスコラージュ
	医事課にお邪魔
	月間NEWS ダイジェスト
	介護保険／医学・臨床／医療事故NEWS
	カルテ・レセプトの原風景　【乳がん，アルツハイマー型認知症（在宅）】医療・介護サービスで患者だけでなく家族も支える
	パーフェクト・レセプトの探求
	点数算定実践講座
	レセプト点検の“名探偵”
	保険診療オールラウンドＱＡ
	読者相談室
	年間総目次
	めーるBOX
	編集後記



