
中医協「第 281 回 総会」                    2014/8/27 

DPC 高額薬剤に 15 成分を追加 

 

 中医協・総会（会長：森田朗・国立社会保障・

人口問題研究所所長）は 8月 27日、DPCの高額

薬剤に 15成分を加えることを了承した。 

 追加されたのは、「イムノマックス－γ 注 50」

「同 注 100」〔一般名：インターフェロンガン

マ－1a（遺伝子組換え）〕や「ランマーク皮下注

120mg」〔一般名：デノスマブ（遺伝子組換え）〕などで、これら高額薬剤を使用した患者の

うち、指定された診断群分類に該当する場合は DPC 対象外となり、高額薬剤だけでなく他

の治療費も出来高算定となる。 

 なお、「アレセンサカプセル 20mg」「同 40mg」（一般名：アレクチニブ塩酸塩）は「クリ

ゾチニブ」の類似薬として薬価が設定されていることから、「040040 肺の悪性腫瘍」の「ク

リゾチニブ」による分岐に追加されることも了承された。 

 

銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

イムノマックス－γ  注50
イムノマックス－γ  注100

インターフェロンガンマ－1a（遺伝子組換え） 塩野義製薬
菌状息肉腫
セザリー症候群

ランマーク皮下注120mg デノスマブ（遺伝子組換え） 第一三共 骨巨細胞腫
ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 バイエル薬品 根治切除不能な分化型甲状腺がん
献血グロベニン－Ｉ静注用500mg
献血グロベニン－Ｉ静注用2500mg
献血グロベニン－Ｉ静注用5000mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ
リン

日本製薬
スティーブンス・ジョンソン症候群
中毒性表皮壊死症

ニシスタゴンカプセル50mg
ニシスタゴンカプセル150mg

システアミン酒石酸塩 マイラン製薬 腎性シスチン症

アレセンサカプセル20mg
アレセンサカプセル40mg

アレクチニブ塩酸塩 中外製薬
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の
非小細胞がん

ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル ヤンセンファーマ 去勢抵抗性前立腺がん
ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩 ノバルティスファーマ 骨髄線維症
ラパリムス錠1mg シロリムス ノーベルファーマ リンパ脈管筋腫症

スンベプラカプセル100mg アスナプレビル ブリストル・マイヤーズ

セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又
はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウ
イルス血症の改善
（1）インターフェロンを含む治療法に不適格の未治
　　 療あるいは不耐容の患者
（2）インターフェロンを含む治療法で無効となった
　　 患者

ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 ブリストル・マイヤーズ

セログループ1（ジェノタイプ1）のC型慢性肝炎又
はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウ
イルス血症の改善
（1）インターフェロンを含む治療法に不適格の未治
     療あるいは不耐容の患者
（2）インターフェロンを含む治療法で無効となった
     患者

トレプロスト注射液20mg
トレプロスト注射液50mg
トレプロスト注射液100mg
トレプロスト注射液200mg

トレプロスチニル 持田製薬
肺動脈性肺高血圧症（WHO機能分類クラスⅡ、Ⅲ
及びⅣ）

ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル　アセトン付加物 サノフィ 前立腺がん
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg

ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野薬品工業 根治切除不能な悪性黒色腫

ミレーナ52mg レボノルゲストレル バイエル薬品 過多月経

DPCの高額薬剤追加が了承された医薬品　(適用は官報告示日からとなります)

　DPC対象外となる診断群分類は割愛しております。
　なお、詳細につきましては、官報告示後、弊社ホームページ内でご案内いたします。

●2014年5月23日、6月20日、7月4日に新たに効能追加される医薬品、2014年5月30日に公知申請が受理された医薬品及び2014年9月2日に薬価収載を予定し
ている医薬品

※中医協の資料を基に作成 
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■在宅自己注射指導管理料の対象薬剤追加 

 また、処方せんを交付できる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として、「乾

燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子」が追加されることが了承された。 

 

■22成分が 9 月 2日に新規薬価収載 

なお、会合では新医薬品 22成分を 9月 2日に薬価収載することも了承されている。 

 

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

ニシスタゴンカプセル50mg
ニシスタゴンカプセル150mg

50mg1カプセル
150mg1カプセル

マイラン製薬 システアミン酒石酸塩
215.90円
571.10円

内392 解毒剤（腎性シスチン症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：6人、
　　　　　0.12億円

米国

カナグル錠100mg 100mg1錠 田辺三菱製薬 カナグリフロジン水和物 205.50円 内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：72万人、
　　　　　460億円

米国

アレセンサカプセル20mg
アレセンサカプセル40mg

20mg1カプセル
40mg1カプセル

中外製薬 アレクチニブ塩酸塩
901.70円

1,763.90円
内429

その他の腫瘍用薬（ALK融合遺伝子陽性の切
除不能な進行・再発の非小細胞肺がん用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1,500人、
　　　　　213億円

日本

ザイティガ錠250mg 250mg1錠 ヤンセンファーマ
アビラテロン酢酸エステ
ル

3,690.90円 内429
その他の腫瘍用薬（去勢抵抗性前立腺がん用
薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：7,500人、
　　　　　370億円

米国

ジャカビ錠5mg 5mg1錠
ノバルティスファー
マ

ルキソリチニブリン酸塩 3,706.80円 内429 その他の腫瘍用薬（骨髄線維症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：1,600人、
　　　　　100億円

米国

ラパリムス錠1mg 1mg1錠 ノーベルファーマ シロリムス 1,285.00円 内429 その他の腫瘍用薬（リンパ脈管筋腫症用薬）
ピーク時（5年度）
　　　　：150人、
　　　　　1.2億円

米国

シダトレンスギ花粉舌下液
200JAU/mLボトル
シダトレンスギ花粉舌下液
2,000JAU/mLボトル
シダトレンスギ花粉舌下液
2,000JAU/mLパック

10mL1瓶
10mL1瓶
1mL1包

鳥居薬品 標準化スギ花粉エキス
421.10円

1,006.60円
100.80円

内449
その他のアレルギー用薬〔スギ花粉症（減感
作療法）用薬〕

ピーク時（10年度）
　　：12万7,000人、
　　　30億円

日本

デルティバ錠50mg 50mg1錠 大塚製薬 デラマニド 6,125.00円 内622 抗結核剤（多剤耐性肺結核用薬）
ピーク時（2年度）
　　　　：60人、
　　　　　5.6億円

欧州

スンベプラカプセル100mg 100mg1カプセル
ブリストル・マイ
ヤーズ

アスナプレビル 3,280.70円 内625
抗ウイルス剤〔セログループ1（ジェノタイ
プ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に
おけるウイルス血症改善用薬〕

ピーク時（2年度）
　　　：1万7,000人、
　　　　159億円

日本

ダクルインザ錠60mg 60mg1錠
ブリストル・マイ
ヤーズ

ダクラタスビル塩酸塩 9,186.00円 内625
抗ウイルス剤〔セログループ1（ジェノタイ
プ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に
おけるウイルス血症改善用薬〕

ピーク時（2年度）
　　　：1万7,000人、
　　　　222億円

日本

レスピア静注・経口液60mg 60mg3mL1瓶 ノーベルファーマ 無水カフェイン 810円 注211
強心剤〔早産・低出生体重児における原発性
無呼吸（未熟児無呼吸発作）用薬〕

ピーク時（9年度）
　　　　：5,700人、
　　　　　0.4億円

フランス

トレプロスト注射液20mg
トレプロスト注射液50mg
トレプロスト注射液100mg
トレプロスト注射液200mg

20mg20mL1瓶
50mg20mL1瓶
100mg20mL1瓶
200mg20mL1瓶

持田製薬 トレプロスチニル

186,277円
339,537円
534,711円
842,076円

注219
その他の循環器官用薬〔肺動脈性肺高血圧症
（WHO機能分類クラスⅡ、Ⅲ及びⅣ）用薬〕

ピーク時（8年度）
　　　　：200人、
　　　　　36億円

米国

ビプリブ点滴静注用400単位 400単位1瓶
シャイアー・ジャ
パン

ベラグルセラーゼ　アル
ファ（遺伝子組換え）

300,146円 注395
酵素製剤〔ゴーシェ病の諸症状（貧血、血小
板減少症、肝脾腫及び骨症状）の改善用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：30人、
　　　　　15億円

米国

ジェブタナ点滴静注60mg
60mg1.5mL1瓶（溶解
液付）

サノフィ
カバジタキセル　アセト
ン付加物

593,069円 注424 抗腫瘍性植物成分製剤（前立腺がん用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：640人、
　　　　　30億円

米国

オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg

20mg2mL1瓶
100mg10mL1瓶

小野薬品工業
ニボルマブ（遺伝子組換
え）

150,200円
729,849円

注429
その他の腫瘍用薬（根治切除不能な悪性黒色
腫用薬）

ピーク時（2年度）
　　　　：470人、
　　　　　31億円

日本

オルプロリクス静注用500
オルプロリクス静注用1000
オルプロリクス静注用2000
オルプロリクス静注用3000

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）
3,000国際単位1瓶
（溶解液付）

バイオジェン・アイ
デック・ジャパン

エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

106,104円
209,985円
415,572円
619,531円

注634
血液製剤類（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）

ピーク時（10年度）
　　　　：560人、
　　　　　79億円

米国

バイクロット配合静注用
（第Ⅶa因子1.5mg第
Ⅹ因子15mg）1瓶
（溶解液付）

化学及血清療法研究
所

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ
因子加活性化第Ⅶ因子

263,394円 注634
血液製剤類（血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子
に対するインヒビターを保有する患者の出血
抑制用薬）

ピーク時（3年度）
　　　　：120人、
　　　　　46億円

日本

アネメトロ点滴静注液500mg 500mg100mL1瓶 ファイザー メトロニダゾール 1,252円 注641
抗原虫剤（嫌気性菌感染症、感染性腸炎、ア
メーバ赤痢用薬）

ピーク時（7年度）
　　　：2万9,000人、
　　　　7億円

米国

アノーロエリプタ7吸入用 7吸入1キット
グラクソ・スミスク
ライン

ウメクリジニウム臭化物
／ビランテロールトリ
フェニル酢酸塩

1,997.20円 外225
気管支拡張剤〔慢性閉塞性肺疾患（慢性気管
支炎・肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸
症状の緩解用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：35万人、
　　　　　190億円

米国

ミレーナ52mg 1個 バイエル薬品 レボノルゲストレル 26,984.30円 外252 生殖器官用剤（過多月経用薬）
ピーク時（10年度）
　　　：5万3,000人、
　　　　14億円

フィンランド

ドボベット軟膏 1g レオ ファーマ
カルシポトリオール水和
物／ベタメタゾンジプロ
ピオン酸エステル

276.40円 外269 その他の外皮用剤（尋常性乾癬用薬）
ピーク時（7年度）
　　　　：25万人、
　　　　　45億円

デンマーク

クレナフィン爪外用液10％ 10％1g 科研製薬 エフィナコナゾール 1,657.50円 外629 その他の化学療法剤（爪白癬用薬）
ピーク時（7年度）
　　　　：10万人、
　　　　　35億円

カナダ

薬価収載一覧表　(2014年9月2日　収載予定)

薬効分類

※中医協の資料を基に作成  
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