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 次の告示・通知により，本書の内容に変更が生じましたので，ここに追補します。 

 

〔１． 平 30.6.21事務連絡による変更〕 

〔２． 平 30.7.31保医発 0731第 3号による変更〕 

〔３． 平 30.8.29収載新薬に係る変更〕 
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〔１．平 30.6.21 事務連絡による変更〕 

 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

7 

 

右  A243  後発医薬品使用

体制加算 

■通知 

1(4)（略）破倫除去ミルク配合散 1(4)（略）破倫バリン除去ミルク配合散 

 

42 左  B001-2小児外来診療料 

■留意事項 

（3）当該患者の診療に係る費用は，区

分番号「A000」初診料，区分番号「A001」

再診料及び区分番号「A002」外来診療

料の時間外加算，休日加算，深夜加算

及び小児科特例加算，区分番号

「B001-2-2」 

（3）当該患者の診療に係る費用は，「注

4」の小児抗菌薬適正支援加算，区分番号

「A000」初診料，区分番号「A001」再診

料及び区分番号「A002」外来診療料の時

間外加算，休日加算，深夜加算及び小児

科特例加算，区分番号「A000」初診料の

機能強化加算，区分番号「B001-2-2」 

103 右  C008  在宅患者訪問薬

剤管理指導料 

■留意事項 

（7）麻薬管理指導加算の算定に当たっ

ては，（4）の薬剤管理指導記録に， 

（7）麻薬管理指導加算の算定に当たって

は，（4）（5）の薬剤管理指導記録に，  

120 左  C108,108-2  在宅悪性

腫瘍等患者指導管理料， 

在宅悪性腫瘍患者共同

指導管理料 

■留意事項 

（1）在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の

注に掲げる「在宅における鎮痛療法又

は悪性腫瘍の化学療法」とは， 

（1）在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の注

に掲げる「在宅における鎮痛療法又は悪

性腫瘍の化学療法」とは， 

 

204 左  F100  処方料 

■留意事項 

(16)（略）70％以上，75％以上又は 85％ (16)（略）70％以上，75％以上又は 85％

以上 

204 右  F100  処方料 

■特掲診療料の施設基準等 

①(4)（略）破倫除去ミルク配合散 (4)（略）破倫バリン除去ミルク配合散 

（以上，平 30.6.21 事務連絡による） 

210 左  F400  処方箋料 

■留意事項 

(8)（略）区分番号「F100」処方料の（6）

に準じるものとする。 

（8）（略）区分番号「F100」処方料の（6）

及び（7）に準じるものとする。 

（平 30.4.25 事務連絡による） 
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〔２． 平 30.7.31 保医発 0731第 3号による変更〕 

 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

174 左  D004-2  悪性腫瘍組織

検査 

■留意事項 

(1)「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は，固

形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし，PCR法，

SSCP法，RFLP法等を用いて，悪性腫瘍

の詳細な診断及び治療法の選択を目的

として悪性腫瘍患者本人に対して行っ

た，以下の遺伝子検査について，患者1

人につき1回に限り算定する。ただし，

肺癌におけるEGFR遺伝子検査について

は，再発や増悪により，2次的遺伝子変

異等が疑われ，再度治療法を選択する

必要がある場合にも算定できる。 

ア～カ（略） 

キ 大腸癌におけるEGFR遺伝子検査，

K-ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査 

(1)「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は，固形

腫瘍の腫瘍細胞を検体とし，PCR法，SSCP

法，RFLP法等を用いて，悪性腫瘍の詳細

な診断及び治療法の選択を目的として悪

性腫瘍患者本人に対して行った，以下の

遺伝子検査について，患者1人につき1回

に限り算定する。ただし，肺癌における

EGFR遺伝子検査については，再発や増悪

により，2次的遺伝子変異等が疑われ，再

度治療法を選択する必要がある場合にも

算定できる。また，早期大腸癌における

リンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺

伝子検査を実施した場合にあっては，

K-ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併

せて算定できないこととし，マイクロサ

テライト不安定性検査を実施した年月日

を，診療報酬明細書の摘要欄に記載する

こと。）また，PCR-rSSO法を用いてBRAF

遺伝子検査を実施した場合は，「ハ」の

K-ras遺伝子検査の所定点数を算定する。 

ア～カ（略） 

キ 大腸癌における EGFR 遺伝子検査，

K-ras遺伝子検査又は，RAS遺伝子検査又

は BRAF遺伝子検査 
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〔３．平 30.8.29収載新薬に係る変更〕 

 

【第Ⅰ部 診療報酬編  追 補】 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

221 右  G020  無菌製剤処理料 

■がんその他特殊疾病に使

用されることが目的とされ

ている医薬品 

リツキシマブ（遺伝子組換え）[リツキ

シマブ後続一]及びその製剤（⇒ ） 

 

リツキシマブ（遺伝子組換え）[リツキシ

マブ後続一]及びその製剤（⇒ ） 

オビヌツズマブ及びその製剤（⇒ ） 

デュルバルマブ及びその製剤（⇒ ） 

※平成 30 年版欄外新番号 

307 左  療担規則(2)  投薬期

間に上限が設けられて

いる医薬品 

アトーゼット配合錠ＨＤ，アイセント

レス錠６００ｍｇ及びスージャヌ配合

錠 

（平 30.5.22 収載新薬に係る変更によ

る） 

アトーゼット配合錠ＨＤ，アイセントレ

ス錠６００ｍｇ，スージャヌ配合錠，オ

デフシィ配合錠及びジェミーナ配合錠

（１回の投薬量が３０日分以内である場

合に限る。） 

 

頁 表組内に追加する成分／品名 

49 

～ 

62 

（既存の B008   1  抗悪性腫瘍剤        に追加） 

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）          4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 

デュルバルマブ（遺伝子組換え）         4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 

99 （既存の B008   12  抗ＨＩＶ薬        に追加） 

リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩              

                              6250i 化学療法剤＞抗ウイルス剤＞配合剤   

 オデフシィ配合錠 

109 （既存の C101   6  遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤         に追加） 

ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）                                

        6343 ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 レフィキシア静注用５００   

 レフィキシア静注用１０００   

 レフィキシア静注用２０００    

134 

 

 

 

（既存の C200   7  遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤         に追加） 

ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）                              

      6343 ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 レフィキシア静注用５００  
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134  レフィキシア静注用１０００  

 レフィキシア静注用２０００  

135 

～ 

136 

（既存の C200   12  ソマトスタチンアナログ     に追加） 

パシレオチドパモ酸塩                                           

2499i ホルモン剤＞その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他化学療法剤＞合成抗菌剤＞その他   

 シグニフォーＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ  

  シグニフォーＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ  

142 

～ 

149 

（既存の C200   20  抗悪性腫瘍剤        に追加） 

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）         4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ  

デュルバルマブ（遺伝子組換え）         4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ  

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ  

310

～

312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既存の 療担規則(2)   3 〈14日分を限度とする内服薬,外用薬,注射薬〉薬価収載後 1年未満の新薬  に追加） 

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）         4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ  

スピラマイシン                        6419i 寄生動物用薬＞抗原虫剤＞その他   

 スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」  

デュルバルマブ（遺伝子組換え）         4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 

ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）                                

        6343 ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 レフィキシア静注用５００  

 レフィキシア静注用１０００ 

 レフィキシア静注用２０００  

パシレオチドパモ酸塩                                           

2499i ホルモン剤＞その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他化学療法剤＞合成抗菌剤＞その他   

 シグニフォーＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ  

  シグニフォーＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ  

フィダキソマイシン         6119i 抗生物質製剤＞主としてグラム陽性菌に作用するもの＞その他    

 ダフクリア錠２００ｍｇ  

ベドリズマブ（遺伝子組換え）              2399 i 消化器用薬＞その他の消化器官用薬＞その他   

 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール                              

               2482 ホルモン剤＞混合ホルモン剤＞卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製剤    
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310

～

312 

（※「新医薬品に係る 14 日間の投薬期間制限は適応されない」とする通知がある） 

 オデフシィ配合錠 

リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩               

                             6250J 化学療法剤＞抗ウイルス剤＞配合剤    

（※「新医薬品に係る投薬期間制限を 14 日間ではなく 30 日間として取り扱う」とする通知がある） 

 ジェミーナ配合錠  
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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