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今年度の部門別収支に関する調査実施案を了承  

 

7月13日の中医協・総会（会

長：森田朗・東京大学大学院法

学政治学研究科教授）では、

診療報酬調査専門組織・医

療機関のコスト調査分科

会の田中滋分科会長（慶應

義塾大学大学院経営管理

研究科教授）が提出した

2011年度の「医療機関の部門別収支に関する調査の実施案」を了承した。  

同調査は、診療報酬にコストを適切に反映させるため、医療機関の診療科部

門別収支の計算手法を開発することが目的で、 2010年度調査より、回答率を高

めるため調査項目の簡素化を進めている。今年度実施案によると、勤務時間や

給与について尋ねる「職種区分」について、技能労務員と事務職員を「事務」、

薬剤師と医療技術員を「コメディカル・薬剤」と集約した回答も可能とするほ

か、医師の勤務時間については、個別の医師の負担を軽減するため、診療科医

師全体の勤務状況を医局長等の代表者が記入しても良いこととする。また、補

助・管理部門の部門選択をこれまでの6区分から2区分に集約する。 

調査は 9 月から 10 月にかけて実施し、2012 年 3 月を目途に結果集計を行う予

定。 

 

■改定結果検証の特別調査案を了承 

 2010 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査として、今年度は 6 項目の調査実施が

決まっているが、事務局は、調査票が確定していなかった 4 項目の調査票案を提示し、了

承を得た。この日了承を得たのは、①病院勤務医の負担軽減の状況、②精神入院医療にお

ける重症度評価導入後の影響、③在宅歯科医療、障害者歯科医療の実施状況、④在宅医療

の実施状況及び医療と介護の連携状況――の 4 項目。①の調査における医療施設向け質問

票には、勤務医の月平均残業時間や、1カ月当たりの延べ当直回数・延べ連続当直回数など

の問いも設けられている。残りの 2 項目は、⑤後発医薬品の使用状況、⑥回復期リハビリ

テーションにおける質の評価等――に係る調査で、既に総会の了承を得ている。 

調査は 7月から 8 月にかけて実施・集計し、10月頃までに総会で調査報告書の速報版を

報告する予定。 
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■DPC高額薬剤に 1品目追加 

総会は、DPCにおける高額な薬剤への対応として、7月 19日に薬価収載を予定している、

「ハラヴェン静注 1mg」（一般名：エリブリンメシル酸塩）を、DPC の包括評価の対象外と

し、出来高で算定することを了承した（下表参照）。 

次回の中医協開催は 7月末の予定。 
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銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩 エーザイ 手術不能又は再発乳がん

※中医協の資料を基に作成

DPCの高額薬剤追加が了承された医薬品 (2011年7月19日　収載予定)

銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測
最初に承認
された国

トラムセット配合錠 1錠 ヤンセン　ファーマ
トラマドール塩酸塩・アセ
トアミノフェン

68.20円 内114

解熱鎮痛消炎剤
（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な非
がん性慢性疼痛又は抜歯後の疼痛にお
ける鎮痛用薬）

ピーク時（6年度）
　　　：171万人、
        160億円

メキシコ

ミラペックスＬＡ錠0.375mg
ミラペックスＬＡ錠1.5mg

0.375mg1錠
1.5mg1錠

日本ベーリンガー
インゲルハイム

プラミペキソール塩酸塩水
和物

151.20円
518.90円

内116
抗パーキンソン剤
（パーキンソン病用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：5万人、
　　　　122億円

欧州

レクサプロ錠10mg 10mg1錠 持田製薬
エスシタロプロムシュウ酸
塩

212.00円 内117
精神神経用剤
（うつ病・うつ状態用薬）

ピーク時（6年度）
　　　：45万人、
        338億円

スウェーデン

リパクレオンカプセル150mg
リパクレオン顆粒300mg分包

150mg1カプセル
300mg1包

アボット ジャパン パンクレリパーゼ
31.60円
59.00円

内233
健胃消化剤
（膵外分泌機能不全における膵消化酵
素の補充用薬）

ピーク時（9年度）
　　　：2.4万人、
        33億円

独国

リクシアナ錠15mg
リクシアナ錠30mg

15mg1錠
30mg1錠

第一三共
エドキサバントシル酸塩水
和物

397.40円
727.30円

内333

血液凝固阻止剤
（膝関節全置換術、股関節全置換術又
は股関節骨折手術施行患者における静
脈血栓塞栓症の発症抑制用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：8.5万人、
　　　　5.1億円

日本

グルベス配合錠 1錠 キッセイ薬品工業
ミチグリニドカルシウム水
和物・ボグリボース

59.80円 内396 糖尿病用剤（２型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　：9万人、
        57億円

本配合剤と同一配
合の製剤は外国4
カ国(米,英,仏,
独)で販売されて

いない

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
ポプスカイン0.5%注シリンジ
50mg/10mL

50mg10mL1管
50mg10mL1筒

丸石製薬 レボブピバカイン塩酸塩
509円
609円

注121 局所麻酔剤（伝達麻酔用薬）
ピーク時（5年度）
　　　：32.5万人、
        1.7億円

米国

ミルセラ注シリンジ25μg
ミルセラ注シリンジ50μg
ミルセラ注シリンジ75μg
ミルセラ注シリンジ100μg
ミルセラ注シリンジ150μg
ミルセラ注シリンジ200μg
ミルセラ注シリンジ250μg

25μg0.3mL1筒
50μg0.3mL1筒
75μg0.3mL1筒
100μg0.3mL1筒
150μg0.3mL1筒
200μg0.3mL1筒
250μg0.3mL1筒

中外製薬
エポエチン　ベータ
ペゴル（遺伝子組換え）

6,969円
12,507円
17,608円
22,445円
31,600円
40,281円
48,625円

注399
他に分類されない代謝性医薬品（腎性
貧血用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：18万人、
        370億円

欧州

ハラヴェン静注1mg 1mg2mL1瓶 エーザイ エリブリンメシル酸塩 64,070円 注429
その他の腫瘍用薬
（手術不能又は再発乳がん用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：8,500人、
        119億円

米国

スープレン吸入麻酔液 1mL バクスター デスフルラン 43.70円 外111
全身麻酔剤
（全身麻酔の維持用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：89万人、
        26億円

米国

ノルスパンテープ5mg
ノルスパンテープ10mg
ノルスパンテープ20mg

5mg1枚
10mg1枚
20mg1枚

ムンディファーマ ブプレノルフィン
1,529.10円
2,356.40円
3,631.30円

外114

解熱鎮痛消炎剤
（非オピオイド鎮痛剤で治療困難な変
形性関節症又は腰痛症に伴う慢性疼痛
における鎮痛用薬）

ピーク時（10年度）
　　　：26.4万人、
        145億円

デンマーク

イクセロンパッチ4.5mg
イクセロンパッチ9mg
イクセロンパッチ13.5mg
イクセロンパッチ18mg
リバスタッチパッチ4.5mg
リバスタッチパッチ9mg
リバスタッチパッチ13.5mg
リバスタッチパッチ18mg

4.5mg1枚
9mg1枚
13.5mg1枚
18mg1枚
4.5mg1枚
9mg1枚
13.5mg1枚
18mg1枚

・ノバルティス
ファーマ
・小野薬品工業

リバスチグミン

337.20円
379.70円
407.00円
427.50円
337.20円
379.70円
407.00円
427.50円

外119

その他の中枢神経用薬
（軽度及び中等度のアルツハイマー型
認知症における認知症症状の進行抑制
用薬）

ピーク時（9年度）
　　　：42万人、
        327億円

米国

薬価収載一覧表　(2011年7月19日　収載予定)

薬効分類
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