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地域包括診療料等における認知症患者への評価拡充を提案 

 

11月 18日の中医協・総会（会長：田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授）で

は、外来医療に関する議論を行った。 

事務局は地域包括診療料・加算について、合併症を有する認知症患者に対する評価の拡

充を提案した。認知症患者は様々な慢性疾患を合併し、複数の医療機関を受診することが

多く、医学的管理に加え介護サービス利用の支援等も必要なことから、現行の対象疾患で

ある高血圧症、糖尿病、脂質異常症以外の疾患を有する認知症患者に対し、介護に関連す

る療養上の指導を含め、継続的かつ全人的な医療を実施することを評価する。地域包括診

療料等を算定していない認知症患者の約半数が 6 種類以上の内服薬を使用し、10 種類以上

も 1 割程度いるとのデータから、多剤投与など薬剤の投与を適正化しつつ適切な服薬管理

を行うことも求める。 

「多剤投与適正化は、現行の“7剤投与減算対象外”のルールに反するのではないか」と

の松本純一委員（日本医師会常任理事）の問いに対し事務局は、「薬剤の投与を適正化しつ

つ適切な服薬管理を行う“場合については”評価するというものだ」と現行の点数とは別

建てで評価する方向性を示した。診療側委員からは、多剤投与が必要になるケースがある

ため、一律的な制限を懸念する声が多く聞かれた。 

また、中川俊男委員（日本医師会副会長）は、地域包括診療料が 122 施設、同加算は 6,

536施設だった 2014年 7月時点の届出数に対し、2015年 7月時点の届出数は地域包括診療

料が 93 施設、同加算が 4,713 施設（いずれも暫定値）となっている状況について、「届出

件数が伸びていないどころか減っている。厳しい要件でスタートしたが、かかりつけ医の

先生方からは画期的な点数だという声も聞かれる。要件を緩和して普及を図るべきではな

いか」と指摘した。なお、その他、万代恭嗣委員（日本病院会常任理事）は病院に求めら

れる要件について「急患対応は必要だが、救急対応まで必要か疑問。現行の要件となって

いる『2次救急指定病院又は救急告示病院』は外すべきではないか」と問題意識を示した。 

 

■大病院の定額負担義務化、“例外”を設定へ 

 紹介状なしの大病院受診時の定額負担についても、事務局より具体的な提案がなされた。

対象病院には「特定機能病院、500床以上の地域医療支援病院」を挙げ、定額負担金額は徴

収する最低金額を国が設定する方針を示した。金額について委員からは、「若干高額に設定

すべき」「初診は 5,000円くらいが妥当」などの意見が出た。 

また、定額負担を求めない場合として、現行の選定療養のルールと同様に「救急の患者、

公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV患者」を挙げつつ、さらなる

候補として「自施設の他の診療科を受診中の患者」「健康診断の結果により受診指示があっ

た患者」「外来受診後そのまま入院となった患者」「地域に他に当該診療科を標榜する診療

所等がなく、大病院が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」「医療

機関の判断により受診する必要を認めた患者」などを列挙している。 
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■小児の主治医機能も評価へ 

 主治医機能の評価については、小児医療にもその考え方を広げる方向性となった。慢性

疾患の継続的な管理や急性疾患の診療、時間外の対応を行うとともに、必要に応じて専門

医療機関への紹介等を行う他、予防接種の状況や健診の結果等を踏まえた健康管理を総合

的に実施することを求める。評価は乳幼児に対する診療を総合的に評価している小児科外

来診療料をベースにするとした。同診療料は一部の加算等を除いて、原則として全ての診

療報酬が包括されている。 

 委員からの反対はなかった。 

 

■「トラクリア錠 62.5 ㎎」など高額薬剤に 

 会合では、DPCの高額薬剤に10成分を加えることを了承した。追加されたのは、「トラク

リア錠62.5㎎」（一般名：ボセンタン水和物）や「イグザレルト錠10㎎・15㎎」（一般名：

リバーロキサバン）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、「コパキソン皮下注20mgシリンジ」（一般名：グラチラマー酢酸塩）は「インター

フェロン」の類似薬として薬価が設定されていることから、「010090 多発性硬化症」の「イ

ンターフェロン」による分岐に追加されることも了承した。 

銘柄名 成分名 会社名 効能・効果

トラクリア錠62.5㎎ ボセンタン水和物
アクテリオンファーマシュー
ティカルズ　ジャパン

全身性強皮症に伴う皮膚潰瘍

イグザレルト錠10㎎
イグザレルト錠15㎎

リバーロキサバン バイエル薬品株式会社 深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制

ピートルチュアブル錠250mg
ピートルチュアブル錠500mg

スクロオキシ水酸化鉄 キッセイ薬品工業 透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善

ムルプレタ錠3mg ルストロンボパグ 塩野義製薬
待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小
板減少症の改善

カプレルサ錠100mg バンデタニブ アストラゼネカ 根治切除不能な甲状腺髄様がん

ヴィキラックス配合錠
オムビタスビル水和物／パリタプレビル
水和物／リトナビル

アッヴィ
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の改善

イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム ユーシービージャパン
一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に
対するレベチラセタム経口製剤の代替療法
てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩 武田薬品工業
前立腺がん
閉経前乳がん

ヨンデリス点滴静注用0.25mg
ヨンデリス点滴静注用1mg

トラベクテジン 大鵬薬品工業 悪性軟部腫瘍

オクトレオスキャン静注用セット ペンテトレオチド、塩化インジウム（111In） 富士フイルムRIファーマ
神経内分泌腫瘍の診断におけるソマトスタチン受容体シンチグラ
フィ

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。

●2015年8月24日及び9月24日に新たに効能が追加された医薬品、2015年11月26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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■19成分を 11 月 26日に新規薬価収載 

 加えて、医薬品 19成分 26品目を 11月 26日に薬価収載することも了承した。このうち、

「エクメット配合錠 LD・HD」（ビルダグリプチン／メトホルミン塩酸塩）については 14 日

ルールの処方日数制限から外すことを、「コパキソン皮下注 20mg シリンジ」は保険医が投

薬できる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加されることを了承している。 

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

イフェクサーSRカプセル37.5mg
イフェクサーSRカプセル75mg

37.5mg1カプセル
75mg1カプセル

ファイザー ベンラファキシン塩酸塩
160.80円270.70

円
内117 精神神経用剤（うつ病・うつ状態用薬）

ピーク時（9年度）
　　　　：63万人、
　　　　　320億円

スイス

トラクリア小児用分散錠32mg 32mg1錠
アクテリオンファーマ
シューティカルズ
ジャパン

ボセンタン水和物 4,577.00円 内219
その他の循環器官用薬（肺動脈性肺高血圧症用
薬）

ピーク時（7年度）
　　　　：1,000人、
　　　　　25億円

欧州

ピートルチュアブル錠250mg
ピートルチュアブル錠500mg

250mg1錠
500mg1錠

キッセイ薬品工業 スクロオキシ水酸化鉄
214.20円314.30

円
内219

その他の循環器官用薬（透析中の慢性腎臓病患
者における高リン血症の改善用薬）

ピーク時（9年度）
　　　　：4万5,000人、
　　　　　120億円

米国

ムルプレタ錠3mg 3mg1錠 塩野義製薬 ルストロンボパグ 16,107.60円 内339
その他の血液・体液用薬（待機的な観血的手技
を予定している慢性肝疾患患者における血小板
減少症の改善用薬）

ピーク時（5年度）
　　　　：5,700人、
　　　　　11億円

日本

マリゼブ錠12.5mg
マリゼブ錠25mg

12.5mg1錠
25mg1錠

MSD オマリグリプチン
559.20円
1,045.10円

内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：87万人、
　　　　　372億円

日本

エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD

1錠
1錠

ノバルティスファーマ
ビルダグリプチン／メト
ホルミン塩酸塩

87.70円
87.70円

内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：63万人、
　　　　　325億円

日本

カプレルサ錠100mg 100mg1錠 アストラゼネカ バンデタニブ 7,836.40円 内429
その他の腫瘍用薬（根治切除不能な甲状腺髄様
がん用薬）

ピーク時（2年度）
　　　　：53人、
　　　　  1億円

米国

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

3,300JAU1錠
10,000JAU1錠

鳥居薬品

なし（コナヒョウヒダニ
抽出エキス及びヤケヒョ
ウヒダニ抽出エキスを含
有する舌下錠）

66.40円
201.20円

内449
その他のアレルギー用薬（ダニ抗原によるアレ
ルギー性鼻炎に対する減感作療法用薬）

ピーク時（7年度）
　　　　：14万人、
　　　　　50億円

デンマーク

ヴィキラックス配合錠 1錠 アッヴィ
オムビタスビル水和物／
パリタプレビル水和物／
リトナビル

26,801.20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
ウイルス血症の改善用薬〕

ピーク時（2年度）
　　　　：1万4,000人、
　　　　　608億円

スイス

イーケプラ点滴静注500mg 500mg5mL１瓶 ユーシービージャパン レベチラセタム 1,978円 注113
抗てんかん剤〔てんかん患者の部分発作（二次
性全般化発作を含む）の治療に対するレベチラ
セタム経口製剤の代替療法用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：3万1,000人、
　　　　　5億5,000万円

欧州

ライゾデグ配合注 ペンフィル
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ

300単位1筒
300単位1キット

ノボ ノルディスク
ファーマ

インスリン デグルデク
（遺伝子組換え）／イン
スリン アスパルト（遺伝
子組換え）

1,551円
2,322円

注249
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）
（インスリン療法が適応となる糖尿病用薬）

ピーク時（3年度）
　　　　：14万人、
　　　　　74億円

メキシコ

リュープリンPRO注射用キット22.5mg 22.5mg1筒 武田薬品工業 リュープロレリン酢酸塩 105,039円 注249
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）
（前立腺がん、閉経前乳がん用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：14万人、
　　　　　301億円

フィンランド

コパキソン皮下注20mgシリンジ 20mg1mL1筒 武田薬品工業 グラチラマー酢酸塩 5,617円 注399
他に分類されない代謝性医薬品（多発性硬化症
の再発予防用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2,100人、
　　　　　43億円

イスラエル

ヨンデリス点滴静注用0.25mg
ヨンデリス点滴静注用1mg

0.25mg1瓶
1mg1瓶

大鵬薬品工業 トラベクテジン
49,307円
197,698円

注429 その他の腫瘍用薬（悪性軟部腫瘍用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：420人、
　　　　　11億円

欧州

オクトレオスキャン静注用セット 1セット
富士フイルムRIファー
マ

ペンテトレオチド、塩化

インジウム（111In）
115,464円 注430

放射性医薬品（神経内分泌腫瘍の診断における
ソマトスタチン受容体シンチグラフィ用薬）

ピーク時（3年度）
　　　　：5,000人、
　　　　　5億8,000万円

チェコ

アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液
「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩

2mL1瓶 日本たばこ産業 ヒスタミン二塩酸塩 7,966円 注729
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
（アレルゲンによる皮膚反応の陽性対照用薬）

ピーク時（8年度）
　　　　：6万2,000人、
　　　　　1,400万円

スイス

スピオルトレスピマット28吸入 28吸入1キット
日本ベーリンガーイン
ゲルハイム

チオトロピウム臭化物水
和物／オロダテロール塩
酸塩

4,256.90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）
　　　　：32万人、
　　　　　217億円

日本

ゼビアックスローション2％ 2％1g マルホ オゼノキサシン 82.20円 外263
化膿性疾患用剤〔表在性皮膚感染症、ざ瘡（化
膿性炎症を伴うもの）用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：86万人、
　　　　　16億円

日本

ロコアテープ 10cm x 14cm1枚 大正製薬
エスフルルビプロフェン
／ハッカ油

45.90円 外264
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤（変形性関節症にお
ける鎮痛・消炎用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：89万人、
　　　　　37億円

日本

薬価収載一覧表　(2015年11月26日　収載予定)

薬効分類

※中医協の資料を基に作成  
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