
中医協「第 291 回 総会」                     2015/2/18 

DPC 高額薬剤の追加を了承 

 

■「アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL」など高額薬剤に 

 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 2 月 18 日、DPC

の高額薬剤に下表の医薬品を加えることを了承した。 

 追加されたのは、「アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL」〔一般名：アフリベルセプト（遺

伝子組換え）〕、「アブラキサン点滴静注用 100 ㎎」（一般名：パクリタキセル）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、「コセンティクス皮下注用 150mg、コセンティクス皮下注 150㎎シリンジ」〔一般名：

セクキヌマブ（遺伝子組換え）〕は「ウステキヌマブ（遺伝子組換え）」の類似薬として薬

価が設定されていることから、「080140 炎症性角化症」の「ウステキヌマブ（遺伝子組換

え）」による分岐を選択することも了承した。 

 

銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリベルセプト（遺伝子組換え） バイエル薬品 糖尿病黄斑浮腫
アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル 大鵬薬品工業 治癒切除不能な膵がん

カンサイダス点滴静注用50mg
カンサイダス点滴静注用70mg

カスポファンギン酢酸塩 MSD

〈小児〉
真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症、カン
ジダ属又はアスペルギルス属による食道カンジダ
症、侵襲性カンジダ症、アスペルギルス症

ネスプ注射液5μ gプラシリンジ
ネスプ注射液10μ gプラシリンジ
ネスプ注射液15μ gプラシリンジ
ネスプ注射液20μ gプラシリンジ
ネスプ注射液30μ gプラシリンジ
ネスプ注射液40μ gプラシリンジ
ネスプ注射液60μ gプラシリンジ
ネスプ注射液120μ gプラシリンジ
ネスプ注射液180μ gプラシリンジ

ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和発酵キリン 骨髄異形成症候群に伴う貧血

オーファディンカプセル2mg
オーファディンカプセル5mg
オーファディンカプセル10mg

ニチシノン アステラス製薬 高チロシン血症Ⅰ型

ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ 中外製薬
BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性
黒色腫

メチレンブルー静注50mg「第一三共」 メチルチオニニウム塩化物水和物 第一三共 中毒性メトヘモグロビン血症

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11月18日、12月18日、12月26日に新たに効能追加された医薬品、2014年11月28日に公知申請が受理された医薬品及び2015年2月24日に薬価収載を
予定している医薬品
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■14成分が 2 月 24日に新規薬価収載 

会合では、医薬品 14 成分 26品目を 2月 24日に薬価収載することも了承した。 

 

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

タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg

10mg1錠
20mg1錠

武田薬品工業 ボノプラザンフマル酸塩
160.10円
240.20円

内232 消化性潰瘍用剤（逆流性食道炎等用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：180万人、
　　　　　620億円

日本

パリエット錠5mg 5mg１錠 エーザイ
ラベプラゾールナトリウ
ム

70.50円 内232
消化性潰瘍用剤（低用量アスピリン投与時に
おける胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制用
薬）

ピーク時（8年度）
　　　　：12万人、
　　　　　18億円

日本

ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg

10mg1錠
25mg1錠

日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

エンパグリフロジン
205.50円
351.20円

内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：60万人、
　　　　　390億円

オーストラリ
ア

オーファディンカプセル2mg
オーファディンカプセル5mg
オーファディンカプセル10mg

2mg1カプセル
5mg1カプセル
10mg1カプセル

アステラス製薬 ニチシノン
3,960.60円
8,649.00円
15,768.20円

内399
他に分類されない代謝性医薬品（高チロシン
血症Ⅰ型用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：8人、
　　　　　1.1億円

米国

ゼルボラフ錠240mg 240mg1錠 中外製薬 ベムラフェニブ 4,935.50円 内429
その他の腫瘍用薬（BRAF 遺伝子変異を有す
る根治切除不能な悪性黒色腫用薬）

ピーク時（3年度）
　　　　：120人、
　　　　　8.9億円

米国

メチレンブルー静注50mg「第一三共」 50mg10mL1管 第一三共
メチルチオニニウム塩化
物水和物

120,382円 注392 解毒剤（中毒性メトヘモグロビン血症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：10人、
　　　　　360万円

欧州

ビミジム点滴静注液5mg 5mg5mL1瓶
BioMarin
Pharmaceutical
Japan

エロスルファーゼ　アル
ファ（遺伝子組換え）

129,908円 注395 酵素製剤（ムコ多糖症ⅣA型用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：20人、
　　　　  14億円

米国

コセンティクス皮下注用150mg
コセンティクス皮下注150mgシリンジ

150mg1瓶
150mg1mL1筒

ノバルティス
ファーマ

セクキヌマブ（遺伝子組
換え）

73,123円
73,132円 注399

他に分類されない代謝性医薬品（既存治療で
効果不十分な尋常性乾癬及び関節症性乾癬用
薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：5,300人、
　　　　　90億円

日本

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注
「トリイ」10,000JAU/mL
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注
「トリイ」100,000JAU/mL

2mL1瓶

2mL1瓶
鳥居薬品

なし（コナヒョウヒダニ
エキス及びヤケヒョウヒ
ダニエキスを含有する水
性注射剤）

4,320円

4,320円
注449

その他のアレルギー用薬（ダニ抗原によるア
レルギー性鼻炎及び気管支喘息に対する減感
作療法用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1.4万人、
　　　　　1.7億円

米国

メナクトラ筋注 0.5mL1瓶 サノフィ
4価髄膜炎菌ワクチン（ジ
フテリアトキソイド結合
体）

19,827円 注631
ワクチン類〔髄膜炎菌（血清型A,C,Y及びW-
135）による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防用
薬〕

ピーク時（初年度）
　　　　：20人、
　　　　　50万円

米国

イロクテイト静注用250

イロクテイト静注用500

イロクテイト静注用750

イロクテイト静注用1000

イロクテイト静注用1500

イロクテイト静注用2000

イロクテイト静注用3000

250国際単位1瓶
     （溶解液付）
500国際単位1瓶
     （溶解液付）
750国際単位1瓶
     （溶解液付）
1,000国際単位1瓶
     （溶解液付）
1,500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

エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

26,766円

49,637円

71,236円

92,050円

132,105円

170,702円

244,983円

注634
血液製剤類（血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者にお
ける出血傾向の抑制用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2,100人、
　　　　　200億円

米国

ベピオゲル2.5％ 2.5％1g マルホ 過酸化ベンゾイル 120.90円 外269 その他の外皮用薬（尋常性ざ瘡用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：55万人、
　　　　　30億円

日本

ロゼックスゲル0.75％ 0.75％1g ガルデルマ メトロニダゾール 101.40円 外269
その他の外皮用薬（がん性皮膚潰瘍部位の殺
菌・臭気の軽減用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：3,100人、
　　　　　3.4億円

英国

スクラッチダニアレルゲンエキス「ト
リイ」100,000JAU/mL

1mL1瓶 鳥居薬品

なし（コナヒョウヒダニ
エキス及びヤケヒョウヒ
ダニエキスを含有する液
剤）

7,966円 注729
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除
く）（アレルギー性疾患のアレルゲンの確認
用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2.9万人、
　　　　　1,200万円

米国

薬価収載一覧表　(2015年2月24日　収載予定)

薬効分類
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