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保医発 0419第 3号

平成 28年 4月 1g日

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

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

「厚生労働大置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

別に定める息者について」 （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」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」、 「インフリキシマ

ブ（遺伝子組換え） J及び「ベキサロテン」を追加する。
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別表ー
庄司

告示 慕情 各 適応偉 ..断噂分欄奮lt

番号 銘柄 t’考｝ l叩・＇＂’考｝

I オヲトレオチド酢匝塩
サササンンンドドドスススタタタチチテンシシill筋筋鮪注注注用用周t伽伽z: 

：自化笹神経内分繕．． 回＂ ~ 盤瞳｛虫量圭室町 l'211憧匪

：：的oo：；盆縦，.：＼：~： 060035xx01 I 3xx 
OB0035xx97x30x 

＂＇目 35xx97耳目＂ ＂閃払isx日x9h2.x~
・ 06003Sxx99x30x 自由凶＂四回同，，

' 換リツえ｝キシマフ｛遺伝子組 リリツツキキササシン注注：蜘..~・.u:i伽伽~伽伽~ 免・E噛盛抑怯制リ扶ンパ鏡下側首殖の叩性疾＂患II伎のB
0477 JlJlJ4D 温血量産直 iま虫盤l

1301相聞xxxxxx

3 ストレプトゾシン ザJザー点清静注用，， 廊・綱化曹神経内分描園高 【特定出来ない1 全て由嘗断群分限番号

4 ベムラフ.：ヲ ゼルポラフ健2.4Chr 関切A除F遺不伝能手怠変思異桧黒を有色す贋る繍槍 ｛特定幽調院本い｝ 全τの齢断騨分周番骨

5 ソホスブピJレ ソパルヂィ健＇°＂＇
セ幻償血強症ロの調グの子6ル寵改重ー鋳覧傷にプ栓2お肝〈けジ炎る又エウノ出イタCル壁イス代プ

8182. 盟国＂量佳阜型 WI!
06C2.95xd7x0xぽ 060Z95x同＂＇＇＂

自 子カ組ト換リデえ｝カヨグ【遺伝 ノポサ一手ィーン静運用＇＂日 先サる天出ブ性Z血L血傾：＇向；•のト・2欠抑s，乏制i者m園に司おFけA 
〈嶋定出来ない〉 全ての齢断群卦輔番号

7 9ウムラポ＂フィンナトリ ，.射用レザフィリン10伽z
港化象畿の徴馬射断線温復樟.. 再又舞iま禽被酒射量目置線復

0151、DGOI Q§Q[I!! 童遭盟量盤国JIJM盤査宜

醐 10街丸 060010n02.x3u 

。明01!:::1:11::::::::::t::: ::iゅ，： ＂＂＂似岬蜘，： i:
目60010"::::'' ＂＂＂＂自由
060010xx lx 

8 ベゲイン•－＞，遺回伝ン

ペ／／／ベペO：：グググ：・礼Mイイイ：周用用ンンントロン/Jff主主用＂＂＇

悪軍性法黒色圃における術情補助 〈特定出来ない｝ 全ての齢断書分頬番号
ア手組ル担ファ－2b

え｝ トロン鹿下走用100』，.，

トロン直下注用1印 ..  

8 ポルテゾ呈ヲ ペルケ＂.注射用 3mg マント＂細胞リンパ圃 ca~1 J＇盟lJl 控Z住ザま‘d11.:.a~.11 
130030xx97x2耳目 130030X耳目7x3x耳
13003日制＂＇相耳 目0030xx97x41x
130030xx99x2耳x 130030xx99x30x 
130030xx99x3h 130030xx99耳40x
130日；叩xx99耳＂＇

10 ルエホシ予ン酷告r塩zブ，，.ンス オオフフ墨エブブカカププセセルル：~陶h句z• ＂，竜性肺繊維 .. Ja41 回引JO阻E雄監車
040110xxxxx0悶 040110xxxxxlxx

11 パ，.ノス.，ト乳量
フファァリリーーダダッツクタカカププセセルル：伽..： 皿再，E又は陣治性の多先住骨橿 C900 Jlllll担量豊盤量量国企軍基畢盤藍

塩
13日040主＇＂盤97x5xx 130040xx99x5xx 

" ンレ付ジパ加ス納／ピルソホアスセブピト ハ－'1t=.. ー国会鍵
aセn鋪M健症ロmグ肝のcル硬改型ー変普慢位プ性1お肝〈け5炎3る又zウノ，.イeタルイ型ス代プ

8182. "'2ii 量盤E型眠輩
。凶295xx97潟市＂ 06029Sxx99xOu 

" 

13 イ組換ピえリム〉マブ｛遺伝子 ヤーポイ点：盲静産量＇＂＂＇ 橿抽切除平備な悪性鳳色置 ［特定出来おい｝ 全ての齢断騨分姐番号

14 アマン（遣テ伝ト子ロ組ン換ピえン〉ガシ アコ7ラン静注用問。

先lア指~天：祖ン：位づチ性C)血ア〈ト血管ン悶絵肉テン緩惨ピト成闘ロン傾ン低虚像向下ピ騨ンを欠体乏ラ
日723、06曲、 065 1"2" 産量撞温盤血置自温国車

12.0290脱獄泌総

Jllll阻撞彊盤由貿白蓮圃重量盤
四 lOOxxxxx加 1301C同州制，，同
l3DlOOxxxn2xx 130100xxxxx4xx 

Jlllllll 韮圃畢盆 1圭虫歯］
130130xxxxx日＂ 130130耳＂耳 xhx

15 ポセン書シホ相鞠 トラヲリア盤62.Slllr ．金aの，性発強.. 度銅症剣における手術a闘似O 。w:皿金量陸直畢陸軍圭盤玉自己盈

＇＂＂＇~鰭5 。7056Dxx97xhx
010560脳同州刷 0705~0xx凶混＇＂＇

16 りパーロキザパン イググザザレルト健健，.. 伽a• 栓.. 侮症静の泊脈血禽栓及症びm及，ぴe飾御血制栓審
1802 WlliQ 恒睡・，， ~＂＂＇謹園

イレ＂卜『 0501BOxx97耳目＂



告示 藤網 名 適応 .. ..断彰分撹番号

毎号 銘柄｛書宥｝ ICD-10 ｛書宥］

17 ＇＂＇ロオキむ＂＇＇量也候 ピビーートトルルチテ4ユ1アア7プJルb，鍵·~抽抽昭" ヨけuる時高中のリ慢ン性血腎虚鵬の改病普患者にお NIB$ ''"" 盤睦置車重量盤・盤盤国置盤
膏＂・帽件膏;i:;:~

1102aox耳目lxOx

18 ルストロシポパタ ム＇＂＇＂＂＇ 3皿，，
待てる8血い・的小るrなE観性，a血肝少a鍵的手・の改銭11を省嘗予に定おけし

〈特定幽到院本い〉 全ての惨斯’存分銅調書号

" パンデ·~＂ カブレルザ量問。圃Z 担地切除不能な甲祇腺値暢櫨 C73 12眼目盟諸薗，，.陸置量
100020xx01x1xx IOOOZOxx97xlxx 
IODOZOxx田昌＂＂＇

20 
オノ絢ムパ／ピリリタタトスナプピレピルルピ水ル木利絢和

ヴィキラ，.スE合鍵
セ1性穫｝肝のロの硬改グGル霊棄．ー慢に性おプ1肝け炎〈る~又ウzはイノ巴ル盈タスイ代血償プ8182 ＇＂＇＂量盤 E盈匠車

06l29ド5xd7x0x~ 06C295xxggxoxx 

21 レベチラセ書ム イーケプラ点描静注目伽E

ー患対剤て次者略のん位す的にる代か全ん般にお・レ鰻a患けペ化発チ迭者ロる緯作．のラ与下セ侮をが舘分含タでのム発む泊経）き作怠療ロ【二いに製
自柏1、自402、倒12 llJD :<6<11>& 

01023泊以前xoax 010230n99x00x 
日10230XX99X01x

22 塩りaープロレリン酢融 2リ2.ュEー皿Zプリシ問。注射用キット 前閉経立前腺乳隆癌 C5崎、＇＂ 国2212盟ll<>lll盤圏直
自由0010耳xD1x3xx ：：＇悶＇：： 0以02x3xx
090010xx03xZXx 。卯01：：：：~：.沼刷叫ogaa1oxx04nxx 
090G10xx99x2xx 

ll22自白血立国，，.肱圏直
11008Dxx01x3xx 

＂：：：：以..：~；：附m' 11oosoxx9906xx 110080≪99 '" 

2J トラベヲテジン ヨシヂデリスd点a瀦滴””注注用周＇i由昭 悪性軟郁腫. ｛特定出来ない｝ 全て白書量断群分顕書号
ヨンリス .. 

" オインシウ＜＂＇ム Iペvンテトレ オクトレオスキャシ静注用セ引ト
神テる経ツグ肉マラ分フト趨スイ量タ調テ臨のシS受S断容体におシけン

｛特定出来事い｝ 全ての齢断群分積書号

子ド "' 

25 換＝ポえル】マブ（遺伝子組 オオププジターーボボ点点満滴静僻注注l伽00時' 切網除臆リ不肺能錨な進行・再発の非小 凶＜I M22l2 阻盈車位置嵩
04凶040n97x3xx

6倒，：凶的00由咽凶：制z:m：：附': ：：~~：： 凶阿N川＂；：

＂閃 40u胸J.4u

" ヨラザムジナウ）ームゼ lクロス ザイヤフレ'!IPス連射用 デュピュイトラシ拘棺 M720t = 盤盤整岨阻盤陸軍
チトヲリ ヒストリ 肝O:l90xx95xxxx 0703四閣総97xu1

27 水ラパ和チ物Zプトシル.. 纏 .イケ＂プ量 zsc..,; たH手E術R不Z過健剰又舞は再寝が発乳確偲癌され 随時 illlllJ2 調理由墨位置蜜
醐 1加問 0900¥0xx99x30x 
09COIOxx99x31x 00日日IOxx97x2xx
醐 10xx97x30x 090010xx97x31x 
剛 On03山花 醐＂＂＇制限
0Mll10xx01X3xx 09DD1DxX01x3xx 

28 アピキサパン ヱヱリリキキュューースス緩鍵急5同5略 情絵個帳脈筆及zぴ血w健再a審，市E抑絵血佳緯制軍〈探総御盛僻）開の』治血
1802 ＇＂＇担盤睡 ·•i ；，：：：パ宜量豊

05018Dxx97xxxx 

" 伝イン子組ヲ換リキえ｝シマプ【遺 レミケード点描静注用100 川崎備の怠性期 民3目3 lWlil IU瞳直
150070x0xx00xx 

・：：：子；：・現＇：：： 1震.. 1SDD70xlu旬。＂ I I醐

" ベキサロチン 書＂ゲレチ~カプセJレ75時 鹿膚I細胞桂リンパ置 C泡41 ll2朗自謹事官ま，，.，‘.ilB
13叫＇＂＂＂悶 13003Dxx99x3Dx 
1初03Dxx’7xb:x


