中医協「第 129 回総会」
大臣の 不透明 発言に遠藤会長「困惑」
「
『中医協は不透明』と言われるゆえんはない」――。6 月 4 日に開催した中医協・総会
の冒頭で遠藤久夫会長（学習院大学経済学部教授）は、舛添要一厚生労働大臣の発言に対
する報道について、中医協では各会議・部会や資料、議事録を公開しているほか、統計資
料などのエビデンスに基づき議論を行っていることを挙げ、
「不透明な点はなく、大変困惑
している」と述べた。 大臣発言 は、5 月 30 日の「安心と安全の医療確保ビジョン会議」
で出たもので、
「利害関係団体が参加している中医協の診療報酬配分の決定には透明性がな
い」などとし、見直しの必要性を指摘していた。
同日の総会では、事実関係が明確でない（遠藤会長）ことなどから議論は避け、
「大臣が
中医協の運営に対して懸念を抱いているなら、事務局に責任がある」とし、大臣発言の真
意を確認した上で、誤解に基づくものであれば現在の議事運営について的確に説明するよ
う指示した。さらに、
「大臣の指摘が適切なものなら改善するよう努力したい」と述べた。

▲公益委員（右端が遠藤久夫会長）

▲前列は専門委員（左から大島伸一専門委員、坂本すが専門委員）
、後列は事務局（左端が原徳壽医療課長）
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■ＤＰＣにおける高額薬剤と在宅自己注射対象薬を了承
同日の総会では、新医薬品 13 成分 23 品目（内用薬：8 成分 12 品目、注射薬：5 成分 11
品目）を了承した（次頁に表）
。薬価収載予定は 6 月 13 日。
新医薬品のうち、DPC で出来高算定の対象になる高額薬剤は、ファイザーの抗がん剤「ス
ーテントカプセル 12.5mg」
（成分名：スニチニブリンゴ酸塩）
、バイエル薬品の抗がん剤「ゼ
ヴァリン イットリウム（90Y）静注用セット」
（成分名：イブリツモマブ チウキセタン（遺
伝子組換え）塩化イットリウム（90Y）
）と放射性医薬品「ゼヴァリン インジウム（111In）
静注用セット」
（成分名：イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）塩化インジウム
（111In）
）の 3 剤。
1 日 1 回 50mg を 4 週間連日投与し、その後 2 週間
休薬
① 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合
8,546.30 円/12.5mg×4 錠/回×1 回/日×28 日
標準的な費用における薬剤費
＝約 95.7 万円
同剤を使用していない症例の薬剤
36 万 7530 円
費（平均＋1SD）
② イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍の場合
8,546.30 円/12.5mg×4 錠/回×1 回/日×17.7 日
（平
標準的な費用における薬剤費
均的入院期間）
＝約 60.5 万円
同剤を使用していない症例の薬剤
36 万 6420 円
費（平均＋1SD）
スーテントカプセル 12.5mg

ゼヴァリン イットリウム（90Y）
静注用セット

1 回 1 セット

標準的な費用における薬剤費

253 万 3477 円

同剤を使用していない症例の薬剤
費（平均＋1SD）

144 万 1200 円

ゼヴァリン インジウム（111In）静
注用セット

1 回 1 セット

標準的な費用における薬剤費

178 万 7490 円

同剤を使用していない症例の薬剤
費（平均＋1SD）

127 万 1320 円

株式会社 メディカル・リード
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新医薬品一覧表（2008年6月13日収載予定）
銘柄名
規格単位
イルベタン錠50mg
50mg1錠
アバプロ錠50mg
イルベタン錠100mg
100mg1錠
アバプロ錠100mg

会社名

成分名

塩野義製薬
イルベサルタン
大日本住友製薬

80.10円
内214 血圧降下剤（高血圧症用薬）
154.20円
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
63.70円 内247 （更年期障害及び卵巣欠落症状に伴
う血管運動神経症状用剤）

ジュリナ錠0.5㎎

0.5mg1錠

バイエル薬品

ルナベル配合錠

1錠

ノーベルファー ノルエチステロン・エチニ
マ
ルエストラジオール

エクジェイド懸濁用錠125mg
エクジェイド懸濁用錠500mg

125mg1錠
500mg1錠

ノバルティス
ファーマ

アログリセムカプセル25mg

25mg1カプセル

シェリング・プ
ジアゾキシド
ラウ

スーテントカプセル12.5mg

12.5mg1カプセル ファイザー

ファムビル錠250mg

250mg1錠

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25％注25mg/10mL
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25％注バッグ250mg/100mL
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25％注シリンジ25mg/10mL
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75％注75mg/10mL
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75％注150mg/20mL
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75％注シリンジ75mg/10mL

25mg10mL1管
250mg100mL1袋
25mg10mL1筒
75mg10mL1管
150mg20mL1管
75mg10mL1筒

丸石製薬

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL

40mg0.8ｍL1筒

アボットジャパ アダリムマブ（遺伝子組換
ン
え）

71,097円 注399

バイエル薬品

イブリツモマブ チウキセ
タン（遺伝子組換え）塩化
90
イットリウム（ Y）

2,533,477円 注429

バイエル薬品

イブリツモマブ チウキセ
タン（遺伝子組換え）塩化
111
インジウム（ In）

放射性医薬品（イブリツモマブ チ
1,787,490円 注430 ウキセタン（遺伝子組換え）の集積
部位確認用薬）（希少疾病用薬品）

中外製薬

トシリズマブ（遺伝子組換
え）

萬有製薬

ラルテグラビルカリウム

イットリウム（ Y）静注 1セット

ゼヴァリン
用セット

インジウム（

111

In）静注

1セット

アクテムラ点滴静注用80mg

80mg4ｍL1瓶

アクテムラ点滴静注用400mg

400mg20ｍL1瓶

アイセントレス錠400mg

400mg1錠

デフェラシロクス

スニチニブリンゴ酸塩

塩酸レボブピバカイン

株式会社 メディカル・リード

332.90円 内248

混合ホルモン剤（子宮内膜症に伴う
月経困難症用薬）

1,161.60円
解毒剤（輸血による慢性鉄過剰症用
内392
薬）
4,624.30円
251.80円 内399

旭化成ファーマ ファムシクロビル

90

ゼヴァリン
用セット

エストラジオール

薬効分類

算定薬価

他に分類されない代謝性医薬品（高
インスリン血性低血糖症用薬）

その他の腫瘍用薬（根治切除不能又
8,546.30円 内429 は転移性の腎細胞癌、イマチニブ抵
抗性の消化管間質腫瘍用薬）
562.90円 内625 抗ウイルス剤（帯状疱疹用薬）
347円
1,718円
447円
局所麻酔剤（術後鎮痛、硬膜外麻酔
注121
用薬）
639円
1,161円
739円

24,101円
117,459円

注639

1,510.40円 内625

備考
ピーク時：115.1万人
486億円
ピーク時：5.65万人
9.03億円
ピーク時：2万人
18.2億円
ピーク時：3.94千人
113.3億円
ピーク時：210人
1.01億円
ピーク時：3,018人
140.9億円
★DPCにおける高額薬剤
（出来高算定）対象
ピーク時：27.6万人
58.9億円

ピーク時：14.38万人
4.2億円

他に分類されない代謝性医薬品（関
節リウマチ用薬）

ピーク時：22,400人
388.9億円
★在宅自己注射指導管理
料の対象薬剤

その他の腫瘍用薬（CD20陽性の再発
又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジ
キンリンパ腫及びマントル細胞リン
パ腫治療薬）（希少疾病用医薬品）

ピーク時：273人
6.9億円
★DPCにおける高額薬剤
（出来高算定）対象

その他の生物学的製剤（関節リウマ
チ用薬）

ピーク時：273人
4.9億円
★DPCにおける高額薬剤
（出来高算定）対象
ピーク時：38千人
500億円

抗ウイルス剤（HIV感染症用薬）（希 ピーク時：3.6千人
少疾病用医薬品）
40.0億円

《ＵＲＬ：http://www.medical-lead.com》

