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2016 年度改定結果の調査実施案を了承                 2016/5/18

  

5 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、2016 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査の実施案が了承された。診療報酬改

定結果検証部会（部会長：松原由美・早稲田大学人間科学学術院准教授）が取りまとめた

調査項目は以下の通り。 

 

 調査内容 実施年度 

1 
夜間の看護要員配置における要件等の見直しの影響及び医療従事者の負

担軽減にも資するチーム医療の実施状況調査 
2016年度 

2 
かかりつけ医・かかりつけ歯科医に関する評価等の影響及び紹介状なし

の大病院受診時の定額負担の導入の実施状況調査 
2016年度 

3 
重症度や居住形態に応じた評価の影響調査等を含む在宅医療・訪問看護

の実施状況調査 
2016年度 

4 
精神疾患患者の地域移行・地域生活支援の推進や適切な向精神薬の使用

の推進等を含む精神医療の実施状況調査 
2016年度 

5 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査 
2016年度 

2017年度 

6 

回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価の導入の影響、

維持期リハビリテーションの介護保険への移行状況等を含むリハビリ

テーションの実施状況調査 

2017年度 

7 
医薬品の適正使用のための残薬、重複・多剤投薬の実態調査並びにかか

りつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査 
2017年度 

8 ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果等に関する調査 2017年度 

9 公費負担医療に係るものを含む明細書の無料発行の実施状況調査 2017年度 

 

「1」では勤務医の負担軽減のための医療クラークや夜間看護補助者の配置が進んでいる

か、「2」では地域包括診療料算定患者の疾患や投薬状況などを調査する。また、「7」では

減薬の取り組みやかかりつけ薬剤師の効果などが項目に挙げられている。 

2016年度の調査については、10～12月に調査実施後、翌 1月から結果の検討を行い、順

次総会に報告する予定。 

 委員からは「5」の後発医薬品に関する調査の 2カ年にわたる実施について「2016年度に

調査を終えなければ、『骨太の方針 2015』で示された『2017 年央において進捗評価を踏ま

え、目標達成時期を具体的に決定する』という条件に間に合わないのではないか」と指摘

があり、事務局は確認するとした。 
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■新規薬価収載と DPC 高額薬剤追加を了承 

 総会では改定に係る調査実施案のほか、新規薬価収載される医薬品 16 成分、DPC におい

て包括対象外となる高額薬剤が 12成分了承された。委員からは高額な薬剤の数が増えてい

るとして、「医療保険制度維持のためには薬価算定ルールを根本から見直すべき」との意見

が出た。事務局は、高額な薬剤に関しては本当に必要な患者への使用に限定する方針であ

ることを述べた。 

 

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

サブリル散分包500mg 500mg1包 サノフィ ビガバトリン 1,487.00円 内113 抗てんかん剤（点頭てんかん用薬）
ピーク時（9年度）
　　　　：140人、
　　　　　2億3,000万円

英国

フィコンパ錠2mg
フィコンパ錠4mg

2mg1錠
4mg1錠

エーザイ ペランパネル水和物
189.70円
310.20円

内113

抗てんかん剤（他の抗てんかん薬で十
分な効果が認められないてんかん患者
に対する抗てんかん薬との併用療法用
薬）

ピーク時（5年度）
　　　　：7万5,000人、
　　　　　131億円

欧州

シクレスト舌下錠5mg
シクレスト舌下錠10mg

5mg1錠
10mg1錠

Meiji Seikaファル
マ

アセナピンマレイン酸
塩

274.00円
411.00円

内117 精神神経用剤（統合失調症用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：31万人、
　　　　　385億円

米国

イムブルビカカプセル140mg 140mg1カプセル ヤンセンファーマ イブルチニブ 9,367.00円 内429
その他の腫瘍用薬（再発又は難治性の
慢性リンパ性白血病用薬）

ピーク時（4年度）
　　　　：470人、
　　　　　44億円

米国

ジカディアカプセル150mg 150mg1カプセル
ノバルティス
ファーマ

セリチニブ 6,297.00円 内429

その他の腫瘍用薬（クリゾチニブに抵
抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：530人、
　　　　　16億円

米国

タグリッソ錠40mg
タグリッソ錠80mg

40mg1錠
80mg1錠

アストラゼネカ
オシメルチニブメシル
酸塩

12,482.50円
23,932.60円

内429

その他の腫瘍用薬（EGFRチロシンキ
ナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変
異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺
癌用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2,400人、
　　　　　135億円

米国

タフィンラーカプセル50mg
タフィンラーカプセル75mg

50mg1カプセル
75mg1カプセル

ノバルティス
ファーマ

ダブラフェニブメシル
酸塩

4,860.60円
7,156.50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）
　　　　：80人、
　　　　　5億円

米国

メキニスト錠0.5mg
メキニスト錠2mg

0.5mg1錠
2mg1錠

ノバルティス
ファーマ

トラメチニブ ジメチル
スルホキシド付加物

7,731.70円
29,021.00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）
　　　　：70人、
　　　　　5億1,000万円

米国

プリマキン錠15mg「サノフィ」 15mg1錠 サノフィ プリマキンリン酸塩 2,211.80円 内641
抗原虫剤（三日熱マラリア及び卵形マ
ラリア用薬）

ピーク時（2年度）
　　　　：33人、
　　　　　204万円

米国

マラロン小児用配合錠 1錠
グラクソ・スミス
クライン

アトバコン/プログアニ
ル塩酸塩

161.50円 内641 抗原虫剤（マラリア用薬）
ピーク時（初年度）
　　　　：2人、
　　　　　2,400円

米国

ヌーカラ皮下注用100mg 100mg1瓶
グラクソ・スミス
クライン

メポリズマブ（遺伝子
組換え）

175,684円 注229

その他の呼吸器官用薬（気管支喘息
（既存治療によっても喘息症状をコン
トロールできない難治の患者に限る）
用薬）

ピーク時（9年度）
　　　　：7,300人、
　　　　　143億円

米国

カヌマ点滴静注液20mg 20mg10mL1瓶
アレクシオン
ファーマ

セベリパーゼ アルファ
（遺伝子組換え）

1,277,853円 注395
 酵素製剤（ライソゾーム酸性リパーゼ
欠損症（コレステロールエステル蓄積
症、ウォルマン病）用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：14人、
　　　　　10億円

欧州

ゾーフィゴ静注 1回分 バイエル薬品 塩化ラジウム（223Ra） 684,930円 注429
その他の腫瘍用薬（骨転移のある去勢
抵抗性前立腺癌用薬）

ピーク時（7年度）
　　　　：3,000人、
　　　　　94億円

米国

アディノベイト静注用500
アディノベイト静注用1000
アディノベイト静注用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）

バクスアルタ
ルリオクトコグ アル
ファ ペゴル（遺伝子組
換え）

59,372円
110,104円
204,184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（4年度）
　　　　：1,700人、
　　　　　213億円

米国

コバールトリイ静注用250
コバールトリイ静注用500
コバールトリイ静注用1000
コバールトリイ静注用2000
コバールトリイ静注用3000

250国際単位1瓶（溶
解液付）
500国際単位1瓶（溶
解液付）
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）

バイエル薬品
オクトコグ ベータ（遺
伝子組換え）

26,680円
49,477円
91,753円

170,154円
244,197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（3年度）
　　　　：1,100人、
　　　　　133億円

カナダ

マーデュオックス軟膏 1g 中外製薬

マキサカルシトール・
ベタメタゾン酪酸エス
テルプロピオン酸エ
ステル

231.00円 外269 その他の外皮用薬（尋常性乾癬用薬）
ピーク時（7年度）
　　　　：9.3万人、
　　　　　36億円

日本

薬価収載一覧表　(2016年5月18日　収載予定)
薬効分類

※中医協の資料を基に作成 

 

※DPCの高額薬剤に追加された医薬品については、官報告示後、弊社ホームページ内でご案

内いたします。 
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