
事 務 連 絡

平成 24年 4 月 17日

社団法人日本病院会 御中

厚生労働省保険局医療課

「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項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」の一部改Eについて

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部

(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢

者医療主管課(部)あて連絡したので、関係者に対し周知を図られますようお願

いいたします。



'" 

地方厚生(支)局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 〉殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)長

保医発 0417第 3号

平成 24年 4月 17日

厚生労働省保険局医療課長

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項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める息者について

本目、 「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項第五

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者J (平成24年厚生労働省告示第140号)が改正されたとこ

ろであるが、 DPC制度のより一層の透明化、適正化等を図る観点から、その取扱いについて別添の

とおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

1.改正の概要について

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定める者(平成24年厚生労働省告示第140号)第二号の別表に、エ

ベロリムス、カスポファンギン酢酸塩を追加する。

2 関係通知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 l項第五号の

規定に基づき厚生労働大臣が別に定める息者について(通知)J (平成24年 3月30日保医発第03

30第 1号)の別表を別紙のとおり改める。

3. 関係通知の一部修正について

『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 1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(通知)J . (平成24年 3月30日保医発第03

30第 1号)について、5JIJ添のとおり訂正する。



• 

仁王日
告示 薬剤名 適 応 症 診断群分類番号

番号 銘柄〈参考〕 ICQ-1Q (多考}

1 エプタコグ アルフ組ァ ;1射用ノポセブン

G脂無対見Pす血力らE症れ不るb患銑応る者体E状グのa態をラ及出保がンぴ血有過ツ/傾去マし又向又、ンはの血血はH仰現U小小制板在板iこ

0691 llI!l.1日出血位産自
(活性型) (遺伝子 1. 2mg (2. 2m Il‘ 4.&i1(8.5m1l 13011 Oxl xxxOxx 130110x1xxxOxx I 

換え} 13011Dxlxxx3xx 

ノポ'mセ，(1ブmンihH加I静g(注伽用1). 5mg(5冊1)

2 ポリエチレンゲリョー 献血ヴエノグロフリンIH5%静;1

全免身いド窃銅型疫合重又仰に症制は限剤筋スる無テが〉十力ロ症ド(ステロ

6700 日lJIl担重盛箇量産車産 圭盈曲虫鍾韮直
ル処理人免控ゲロブリ D，EEzzl1町川)、19(2伽1) イ イ剤外

01013且"宜x01xOxx ン 2.5g(50111 、5g(10日刊1) のな 分に奏功以し D1D130xx97xOxx 
。】0130xx99xOxx 010130xx99x3xx 

3 ウス子キヌマブ[遺伝 ステラーラ底下主主45"シリンジ 既症存性能治a僚Eで効果不十分な関節 L405. M070$， M071$， M072ιM073$， 070470圏lIIi.!l虫マ圭 ! 

子組換え} M090$ 07D47DxxOl x2xx 070470xxD2xDxx 
070470xx02x2xx Q70470xxD3xOxx 
07047Dxx03x2xx 070470xx97xOxx 
070470xx97x2xx 070470xx99xOxx 
070470xx99且，，， 070470xx99x2xx 

既性乾存擁治療で効果不十分な轟常 l4DO lliIll姐車車盟薗Jt車
080140xxxxxOxx 

4 エリプリンメジル酸塩 ハラヴェン静注，，， 手術不能又は再発乳癌 c5冶S 盟国~墨盤腫盛
090010xOlx3xx 090010xx02x3xx 
09oo10x97x30x 090010xx97x31x 
090010x99x30x 090010xx99x31x 

5 ポリノス事ツト ゾリンザカプセル10lkng 皮膚T細胞性りンパ躍 C840， C841 130030豊富言圭記りヒパ瞳
130日30且x99x30x 13日030xx99x31x 

e ゴリムマ-;j(遺伝子組 シンポニー皮下注 5伽zシリン~ 既存ウ治療で効果不十稲造分な拠閉鎖傷 即時， 11060$， M068$， 11069$ lIllI!1I!闇値!L2マZ
換え} リマチ【関節の 的 070470xx99x4xx 

の防止を含む】

7 ダブトマイシン キュ巨シン静連用 350mg

ダシ[適ブリ応トン薗マ耐種イ性]シ貧ン色にブ惑性ドウのまメまテ箇

133$ !lollil盟由自謹盛
剛 90xx鞠加|050D90xx97xOxx 

050090xx99xT xx 
(MRSA) 

L03$. L08$ 回凹11畠昌瞳E量

敗在及らI適血住びん応症皮手症漬術.膚]損創感感傷の染染等二症性の次心ヱ‘感外次内染藤傷感炎染-m.. 深傷び

080011以970xOx 080011xx971 xxx 
日80011xx99xxxx 

A410 .I.iIIIU.I!臨血症
180010xOxxxOxx 18凹10x1xxxOxx

8 テリパラチ戸{遺伝子 コォルテオ皮下;1キット 60011g 骨折の危験性の高い骨粗軽症 M80$， M81$， M82$ =査盤量担盤底
組換え〉 070370回99xxxx

9 ベンダムスチン塩陸塩 トレアキシン点満静注用 100mg
再目発低又悪は性雄皮治B細雄の胞下性記非疾ホ息ジキ

C82$， C830， C回1.C832， C838，凶51 11皿担轟車ヲ圭~ヒパ瞳
130030xx97x2xx 130030xx99x2xx 

ンリンパ腫"細 ，3>回目以99x30x 130030xx99且'"
ーマント 胞リンパ檀

" アザシチジン ピダーザ定射用 100mg 骨髄異協成症候群 046$ l.!J)J!Ol!量盤畢髭盛盛盛盤
130060xx97x30x 130060xx99x3xx 



告河電 養剤名 適 応 症 診断群分類番号

寄号 銘 柄 ( 多 考 } ICD-l0 (参考)

11 子ロ組ミ幾ブえロ》スチム {遺伝 ロミプレート度下注 250μz画製用 慢病性突発性血小梅隷少佐紫斑 0693 l1lli日出血量室aJ圭由也l
130110xO:o:xOxx 130110xlxxxOxx 

" A型ポツリヌス毒素製 ポトックス注用 50単位、 100単位
よ下厳肢重鐙錨錨

(特定出来ない} 全ての醤断群分額番号

剣

13 トラスツズマ"7 (遺伝 ハーセプ予ン注射用曲、注射用150 H憲R切2通除剰不発能現なが遂篭行寵・された治 C16S 盟国lII...IJIl.l!!瞳瞳量
乎組換え〉 再発の膏

日066000022D0ExEzD閃1ZX33xXXx 。防020xx02x3xx
鑑 060002200UxxO974xx3s訓x 

060目。xx97泌総 。閲 x
060位!Oxx9陥x2xx 日開02日以99，却z
060020xx99x31x 

14 エ"ロチニブ塩酸塩 'Jレセパ錠 治<!!切除不能な膜箔 C25$ 日自由1Lll瞳 陸薗虫陸軍

0側6c同077XxXxXX09170X43以" 
。冊目以泊114:0:
06007xxx97x40x 

関凹7，以99x3:o: 06007xxx99x40x 

15 ポJレ子ゾミブ ベルケイド注射用制E 来治療の多発性骨随瞳 C900 llJlMl!垂量量宜瞳腫 J!Jl韮E置量

1300相革X担x97x5xx 130040:o:99x5晴嵐
130040x且"且51，

16 カJレポプラチシ
パラプププラララテン注射液穣譲 415印50hmmgg z 

乳箔 C50$ 四回10型Eの量揖瞳車

パラ テン詮注射射 090010xxOlx5xx "日010xx99x5xx
パラ テン

パラプラ子ン15白幡注射用

17 オクトレオ予ド酢酸塩 サンドスタチンL凶ARR筋筋注用1伽z 消化管神経肉分泌腫婚 C269 盟国語主歯u;宜鑑温虫、"-!i畠鐘瞳]

サシドススタテン 注周230伽・zz 
06凹3旦5，亙，0止1日E31SzE D岡田5xx0113xxサンド 聖子ンLAR"注用
日60035xx97x2xx 060035xx97x30x 
060035xx97x31x 。岡田5xx99x2xx
06叩話xx99x30x 060035xx99x31 x 

目白. 0137 国国1Lll盤陸lI!12腫盛
06007xxxOl04xx 060007xx0114xx 
06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 

00660田077XXXUX9979XK4401Xx 日開07xx且99x3:o:
06007xxx99x41 x 

18 ベパシズマブ{遺伝平 アパスチン点滴静注用 手術不能又Iま再発乳癌 c5市S
組l!lえ}

" フィンゴリモド塩融塩 イジムセラカププセセル 05hmgE 多身発体的性障榎害化の症進の行再開発制予防及び
035 日]叩叩圭量盤軍Jt車

レニアカ ル日. 010090xxx)(XOxx 

2畑 子ラプレピル テラピック健"""

セCず朱イ{型れ1治プロ}慢担かグI保血性の患ルn中肝者ウーaH炎イ}凹プにル又1RスおNは{A血け量E〈症ジるが(の次高ェ1b改の値ノ)善ののタい

B182 曲 目 盟 理 盤E型旺車
060295xx97xl Jは 060295x且99xl:o:

(2独後)法11イ宏でン鋼、ターヲエロν製ンな剤併っ単 又Iまりパピリ
用 で無効又は再燃と

た患者



. 

告示 議剣名 適応症 診断書等分鰐番号
、，

番号 銘柄〈参考〉 lCD-10 (参考)

21 ホリスウムフ水ェ和ヱ絢トイシナト ホストイン静注河口問Z IDてんかん重積状態 G40$， G41 $ lIJ..IIZ担玉&il、&.
010230xx97xOOx 日10230x且97xOlx

②脳親節外外秘傷手等術}又は意識障害 日1自230xx97x2xx 010230xx99xOOx 
{頭 時のてんかん 日102.30xx99xOlx 。102.30xx99且10，

発作の発現抑制 日10230xx99xl1x 010.230x且99x20x
日102.30xx99x21且

③フェニトイン患を軽口投与し
ているてんかん者における
一時的な代嘗練法

22 手リパラテド酢酸塩 テリボン皮下走用 56.5tt g 骨折の危険性の高い骨粗罷症 118D$， 11181 $， 1182$ =量盤量掴量産
070370xx97xxxx 日10370xx99xxx且

、

23 カ換ナキヌマフ{遺伝平 イラリス底下注用 150聞E
以性・症曹下候族の群性ク寒リオピリン闘連周期

0998 全ての欝断群分類番号
組え〉

盆・マ新性疾生ック患児ル期冷発・ウ自症己Z多炎ル発症ズ臆症症器候候系務都炎

24 フルベストラント コ%~ロデッヲス筋違 25日" 閉経後乳宿 C50$ 盟国10型車-監腫量
日9DD10xxOlx3x且 。如Dl0xxD2x3xx
日9DD10xx97且30，。叩日10xx97x31x
090010xx99x30x 0900且O且且.99x31x

25 エベロリムス アフィニトール錠 5" 際神経肉分.，腫籍 C2.5$ =X..Ji瞳・陸瞳-
06007xxxOl04xx 06007xxx日114xx
06007xxx97x3xx 06007xx且97x40x
06007xxx97x41x 日即日7xxx99x3xx
06007xxx99りK40x D6007xxx99x41x 

" 
カスポファンギン酢酸 カンサイダダスス点点瀦滴僻静注注用用7S0加ug 

好g由"中食侵ギ実球道ル襲菌最スカ性感症少ン提カ症ジがンダ疑ジ症わダ症れる発熱性

D70 II盟国自由車車薗l王;盛飽}
塩 カンザイ 130070xx99xO且Z

• 7スベ



E 誤褒 回~
正 民

m・E m・E
傍宋 a鹿前名 建応皇 障商扉分甑書号 傍示 薬剤名 適応底 ~聞事草分婿番号

省努 結柄 f書帯} lC!H1) {書帯} 香骨 銘柄【多考】 lCD-ID (害者1

， "プ.ョグ ア通ルヲ 7
注射，.用2町J{ポ1セJ.ブ1).ン4. s..1 (8. !'-II) 

S錆，見幅.Pす血1らbE虚不れるb血銚調-るS奮体4EグKの・司ラを障及出保がンび血有謹ワ/傾去マし又向、又ンIのS血血肱ksme小現小A制Ia在笹. 

筒" 印刷10出血悼碑串
， ，.え{}屠プ往タ復ヨ}グ【温ア佳ル子フ.ァ. 注射t用hEJ位ポ2セ田ブ町ン、4.8111(8.5.. り

"'目b-m・且び/又はIllAI:凶包1 目。1'"由由件定揖

陸Iえ活}性霊J ( 伝手園 130110xlu浦岡 目白IIOx!x四日目

見錯備.す3自も"れる不，.応依る者体グ伏の醤型ラ安出保がン血有姐ツ傾去マし向又.ンの血血陪抑小現小制'在板軍

130110.11.泊四 13011OxhnOxx 
13011tbh..3 .. 13011t""賀官官主盟賞

JポセヲンHI静d:注h用" JポセブンHII静注用

1・<"闘1)，211&ロ田 J.s..，恒副} T町【11，1)，2Io，a.IJ. r.，倫，1)

《略} 【瞭》 《略} <'J 【'J 【幡》 【隠】 《暢} <.J (帽l
2-20 2-20 

" ホRヲ.=トイシナト ホストイシ静注''''唱 @てんかん温Q~司自 G40$， 041 S 町田"~，かん " ホスフ.=トイシナトリホストイン静庖~白田昌
国出1;陸"作て制aんの錫か9舛純Eん現侮手重抑朝術刷制又時箇岨のて健ん闘がん

G40$，oU$ 。H'I230't"ん品ん
リウム水和初 町田，.泊"剖， "但，.泊1xOb ウム水利開 。1023Du91xOO.

②発【作傾箪の節外俸外将調情乎抑・備制1又簡はのZて鱒ん障か害ん
。1悦，.時1rln'"円 fh叫 qdmぜ

。10230.祖町.2.，. 血。D1I血0E22』33血hh且MzEgsEgaxdIuODx n 。1田30.. 99rl1b 01回311u99dOx 。I0230u四時h
日10230.. 99>11x 0I0230..99.:20. OI0230..9Sxlb 
。1回lO.. 9h21x m023(blYh2h 

ヲヱ=トイン番号毎回限与し ヲ.= ン ロ陸坦
t陽》 Z暗} 【略》 《帽} 《時》 【略3 【'J 【略》 {略} 【鴫》

，，- 2企"

舗

" 


