中医協「第 133 回総会」
DPC で包括対象外となる高額薬剤 3 製品を了承
8 月 27 日に開催した中医協・総会は、新医薬品 11 成分 16 品目（内用薬：3 成分 6 品目、
注射薬：6 成分 8 品目、外用薬：2 成分 2 品目）を了承した（次頁に表）
。9 月 12 日薬価収
載予定。
新医薬品のうち、DPC の包括評価の対象外となり出来高で算定する高額薬剤は、ファイザ
ーの眼科用剤「マクジェン硝子体内注射用キット 0.3mg」
（成分名：ペガプタニブナトリウ
ム）
、メルクセローノの結腸・直腸癌用薬「アービタックス注射液 100mg」
（成分名：セツキ
シマブ（遺伝子組換え））
、ジェンザイム・ジャパンの免疫抑制剤「サイモグロブリン点滴
静注用 25mg」
（成分名：抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン）の 3 剤。
マクジェン硝子体内注射用キット
0.3mg
標準的な費用における薬剤費

0.3mg を 6 週ごとに 1 回、硝子体内投与
123,457 円/0.3mg×1 キット/回
＝約 12.3 万円

同剤を使用していない症例の薬剤
費（平均＋1SD）

アービタックス注射液 100mg

標準的な費用における薬剤費

5 万 0960 円

週 1 回、初回は 400mg/㎡を 2 時間かけて、2 回目以降
は 250 mg/㎡を 1 時間かけて点滴静注
初回：400mg/㎡×1.5 ㎡＝600mg→6 バイアル
2 回目以降：250 mg/㎡×1.5 ㎡＝375mg→4 バイアル
35,894 円/100mg×（6＋4）バイアル
＝約 35.9 円

同剤を使用していない症例の薬剤
費（平均＋1SD）

28 万 2930 円

サイモグロブリン点滴静注用 25mg

1 日 1 回 2.5〜3.75mg/kg を 5 日間投与

標準的な費用における薬剤費

2.5 mg/kg×50kg＝125mg→5 バイアル
37,460 円/25mg×5 バイアル×5 日間
＝約 93.7 円

同剤を使用していない症例の薬剤
費（平均＋1SD）

株式会社 メディカル・リード

52 万 7560 円
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新医薬品一覧表（2008年9月12日収載予定）
銘柄名
規格単位

会社名

イリボー錠2.5μg
イリボー錠5μg

2.5μg1錠
5μg1錠

グラセプターカプセル0.5㎎
グラセプターカプセル1㎎
グラセプターカプセル5㎎

0.5mg1カプセル
1mg1カプセル アステラス製薬
5mg1カプセル

アステラス製薬

成分名
ラモセトロン塩酸塩

薬効分類

算定薬価
86.30円

内239

141.10円

タクロリムス水和物

ミコブティンカプセル150mg

150mg1カプセル ファイザー

リファブチン

アトワゴリバース静注シリンジ3mL
アトワゴリバース静注シリンジ6mL

3mL1筒
6mL1筒

テルモ

ネオスチグミンメチ
ル硫酸塩・アトロピ
ン硫酸塩水和物

マクジェン硝子体内注射キット0.3mg 0.3mg90μL1筒

ファイザー

ペガプタニブナトリ
ウム

アービタックス注射液100mg

100mg20mL1瓶

メルクセローノ

セツキシマブ
（遺伝子組換え）

ゾシン静注用2.25
ゾシン静注用4.5

（2.25g）1瓶
（4.5 g）1瓶

大鵬薬品工業

タゾバクタムナトリ
ウム・ピペラシリン
ナトリウム

サイモグロブリン点滴静注用25mg

25mg1瓶

ジェンザイム・ジャ 抗ヒト胸腺細胞ウサ
パン
ギ免疫グロブリン

シムレクト小児用静注用10mg

10mg1瓶
（溶解液付）

ノバルティスファー バシリキシマブ
マ
（遺伝子組換え）

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用

5mg10g1瓶

ディフェリンゲル0.1％

0.1％1g

モメタゾンフランカ
シェリング・プラウ ルボン酸エステル水
和物
ガルデルマ
アダパレン

株式会社 メディカル・リード

備考

その他の消化器官用薬（男性にお ピーク時：65.9万人
ける下痢型過敏性腸症候群用薬） 112億円

他に分類されない代謝性医薬品
514.50円
（臓器移植における拒絶反応の抑 ピーク時：12.5千人
905.20円 内399
制、骨髄移植における拒絶反応及 161億円
3,361.10円
び移植片対宿主病の抑制用薬）
主として抗酸菌に作用するもの
（結核症、マイコバクテリウム・
アビウムコンプレックス（MAC） ピーク時：1,608人
753.00円 内616
症を含む非結核性抗酸菌症、HIV 7.21億円
感染患者における播種性MAC症の
発症抑制用薬）
404円
自律神経剤（非脱分極性筋弛緩剤 ピーク時：38万人
注123
615円
の作用の拮抗用薬）
1.7億円
ピーク時：11,807人
眼科用剤（中心窩下脈絡膜新生血
73.6億円
123,457円 注131 管を伴う加齢黄斑変性症用薬）
★DPCにおける高額薬
（希少疾病用医薬品）
剤（出来高算定）対象
ピーク時：3,885人
その他の腫瘍用薬（EGFR陽性の治
85.8億円
35,894円 注429 癒切除不能な進行・再発の結腸・
★DPCにおける高額薬
直腸癌用薬）
剤（出来高算定）対象
主としてグラム陽性・陰性菌に作
1,792円
ピーク時：13.6万人
注613 用するもの（敗血症、肺炎、腎盂
2,668円
92.4億円
腎炎、複雑性膀胱炎用薬）
その他の生物学的製剤（中等症以
上の再生不良性貧血、造血幹細胞
37,460円 注639 移植の前治療、造血幹細胞移植後
の急性移植片対宿主病用薬）（希
少疾病用医薬品）

ピーク時：1,446人
13.9億円
★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（小児にお
ピーク時：66人
194,379円 注639 ける腎移植後の急性拒絶反応の抑
25.7百万円
制用薬）（希少疾病用医薬品）
耳鼻科用剤（アレルギー性鼻炎用
薬）
その他の外皮用薬（尋常性ざ瘡用
117.70円 外269
薬）

1,947.40円 外132
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ピーク時：726.1千人
76.7億円
ピーク時：1,303千人
21億円

