中医協「第 155 回総会」
2009/12/7
内用 5 成分 12 品目、注射 4 成分 7 品目、外用 3 成分 4 品目の薬価収載を了承
中医協・総会（会長：遠藤久夫・学習院大学経済学部教授）は 12 月 4 日、薬価算定組織
から提示された 12 成分 23 品目（内用薬：5 成分 12 品目、注射薬：4 成分 7 品目、外用薬：
3 成分 4 品目）の薬価収載を了承した。全品目とも 12 月 11 日収載予定。
このうち遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤の「ベネフィクス静注用」については、
既存の乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤と同様に、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加
される。
補正加算は、抗悪性腫瘍
剤投与に伴う消化器症状
（悪心、嘔吐含む）用薬の
「イメンドカプセル」に有
用性加算
（Ⅱ）
として 25％、
2 型糖尿病用薬の万有製薬
の「ジャヌビア錠」と小野
薬品の「グラクティブ錠」
に有用性加算（Ⅱ）として
10％が付いた。また、サノフィ・アベンティスの「ラスリテック点滴静注用」には原価計
算で営業利益率に 10％の加算となった。
なお、ドラッグラグ問題に対応し、今回から検討用資料の「外国価格」欄の中に“最初
に承認された国と年月”が追記載され、海外で初承認後の経過期間が分かるようになった。
■改定率への意見書はまとまらず
2010 年度の診療報酬改定率の決定に向けて中医協としてまとめた意見書を提出する予定
となっている。そのため支払側と診療側が 11 月 25 日に提出した意見書を基に公益委員が
作成した意見書案の検討が行われた。案には支払側の「財源を効率的かつ効果的に配分す
る」と、診療側の「大幅な引き上げによる医療費全体の底上げ」という意見が両論併記さ
れていたが、診療側がもう少し医療費の底上げに力点を置くように求めたのに対し、支払
側は「この形でいいと思う」と公益案をそのまま受け入れる見解を示した。平行線を辿る
議論に、遠藤会長から「
（診療報酬の）本体部分についてはマイナス改定を行う状況にはな
い」ことを追記する調停案が示されたが、診療側が「ネット（本体部分と薬価）でなけれ
ば受け入れられない」と突っぱねたため、「薬価も含めてということなら、調整不能」とし
て遠藤会長自らがこの調停案を引っ込めた。
結局、時間切れのため次回診療側が具体的な修正案を示すことで持ち越しとなった。
次回の中医協総会は 12 月中旬開催予定。
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＜新医薬品一覧表＞
銘柄名

規格単位

会社名

成分名

アドシルカ錠20mg

20mg１錠

日本イーライリリー

タダラフィル

アサコール錠400mg

400mg１錠

ゼリア新薬工業

メサラジン

小野薬品工業

アプレピタント

①万有製薬
②小野薬品工業

シタグリプチンリン酸
塩水和物

イメンドカプセル80mg
イメンドカプセル125mg
イメンドカプセルセット（※）

80mg１カプセル
125mg１カプセル
※80mg2カプセルと125mg1カプセルを1シートと １セット

薬効分類

算定薬価

新薬収載希望者による
市場規模予測
初年度：300人、1.0億円
ピーク時（5年度）：2,700人、
27.7億円

最初に承認
された国（年月）
米国
（2009年5月）

1769.70円

内219

その他の循環器用薬（肺動脈性肺高血圧症）

89.10円

内239

初年度：2,100人、3.3億円
その他の消化器官用薬（潰瘍性大腸炎用薬〔重症を除
ピーク時（6年度）：38,600人、
く〕）
80.6億円

スイス
（1984年11月）

3,380.90円
4,946.00円
11,707.80円

内239

その他の消化器官用薬（抗悪性腫瘍剤〔シスプラチン 初年度：1.3万人、1.5億円
等〕投与に伴う消化器症状〔悪心、嘔吐〕〔遅発期を ピーク時（8年度）：12.8万人、
含む〕）
15.0億円

米国
（2003年3月）

内396

糖尿病用剤（2型糖尿病、ただし、①〜④のいずれか
の治療で十分な効果が得られない場合に限る）
初年度：4.2万人、5.3億円
①食事療法、運動療法のみ、②食事療法、運動療法に
ピーク時（10年度）：82万人、
加えてスルホニルウレア剤を使用、③食事療法、運動
431億円
療法に加えてチアゾリジン系薬剤を使用、④食事療
法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

メキシコ
（2006年8月）

内624

合成抗菌剤（トスフロキサシンに感性の肺炎球菌〔ペ
ニシリン耐性肺炎球菌を含む〕、モラクセラ〔ブラン 初年度：2.4万人、1.1億円
ハメラ〕・カタラーリス、炭疽菌、コレラ菌、インフ ピーク時（5年度）：30.7万人、
ルエンザ菌を適応菌種とする「肺炎、コレラ、中耳
14.3億円
炎、炭疽」を適応症とする小児）

日本

注395

酵素製剤（がん化学療法に伴う高尿酸血症用薬）

47,827円

注429

初年度：300人、0.3億円
その他の腫瘍用剤（肝細胞癌におけるリピオドリゼー
ピーク時（7年度）：6,500人、
ション用薬）
16.1億円

日本

した製剤

①ジャヌビア錠25mg
②グラクティブ錠25mg
①ジャヌビア錠50mg
②グラクティブ錠50mg
①ジャヌビア錠100mg
②グラクティブ錠100mg

25mg１錠

99.50円

50mg１錠
100mg１錠

185.70円
278.60円

オゼックス細粒小児用15%

150mg１g

富山化学工業

トスフロキサシントシ
ル酸塩水和物

ラスリテック点滴静注用1.5mg
ラスリテック点滴静注用7.5mg

1.5mg１瓶（溶解液付）
7.5mg１瓶（溶解液付）

サノフィ・アベンティス

ラスブリカーゼ（遺伝
子組換え）

ミリプラ動注用70mg

70mg１瓶

大日本住友製薬

ミリプラチン水和物

ミリプラ用懸濁用液4mL

4mL１管

大日本住友製薬

ヨード化ケシ油脂肪酸
エチルエステル

361円

注799

初年度：300人、0.002億円
他に分類されない治療を主目的としない医薬品（ミリ
ピーク時（7年度）：6,500人、
プラ動注用70mgの懸濁用薬）
0.121億円

日本

ベネフィクス静注用500
ベネフィクス静注用1000
ベネフィクス静注用2000

500国際単位１瓶（溶解液付）
1,000国際単位１瓶（溶解液付）
2,000国際単位１瓶（溶解液付）

ワイス

ノナコグアルファ（遺
伝子組換え）

54,654円
107,065円
211,887円

注634

血液製剤類（血友病B〔先天性血液凝固第Ⅸ因子欠乏
症〕患者における出血傾向の抑制用薬）
（希少疾病用医薬品）

初年度：183人、5.1億円
ピーク時（5年度）：655人、
20.3億円

米国
（1997年2月）

エリザスカプセル外用400μg

400μg１カプセル

日本新薬

デキサメタゾンシペシ
ル酸エステル

139.10円

外132

耳鼻科用剤（アレルギー性鼻炎）

初年度：2.6万人、1.0億円
ピーク時（10年度）：70.8万人、 日本
38.5億円

シムビコートタービュヘイラー30吸入
シムビコートタービュヘイラー60吸入

30吸入１キット
60吸入１キット

アストラゼネカ

ブデソニド・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和
物

3,031.60円
6,013.60円

外229

その他の呼吸器官用薬（気管支喘息〔吸入ステロイド 初年度4.9万人、5.6億円
剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場 ピーク時（9年度）：99.5万人、
合〕）
291.6億円

スウェーデン
（2000年8月）

バンコマイシン眼軟膏1%

１%１g

東亜薬品

バンコマイシン塩酸塩

5,036.90円

外611

主としてグラム陽性菌に作用するもの（適応菌種はバ
ンコマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 初年度900人、0.23億円
〔MRSA〕、メチシリン耐性表皮ブドウ球菌〔MRSE〕。 ピーク時（5年度）：4,300人、
既存治療で効果不十分な結膜炎、眼瞼炎、瞼板腺炎、 1.08億円
涙嚢炎）

日本

580.90円

12,689円
50,547円

初年度：680人、2.5億円
ピーク時（10年度）：2,840人、
10.3億円

独国等
（2001年2月）

＊2009年12月11日収載予定

（中医協資料をもとに作成）
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