
 

 

『医科点数表の医薬品がわかる診療報酬×薬剤リスト 平成 30年版』 

追補のお知らせ 

 

 

 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 30.11.20収載新薬に係る変更〕 

〔２． 平 30.11.30保医発 1130第 1号による変更〕 
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〔１．平 30.11.20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 

105 右  C101  在宅自己注射指

導管理料  

■特掲診療料の施設基

準等（②） 

エミシズマブ製剤（⇒ ） 

 

 

※平成 30年 6月 11日付追補による 

エミシズマブ製剤（⇒ ） 

イカチバント製剤（⇒ ） 

130 

 

右  C200  薬剤 

■掲示事項等（①） 

及びエミシズマブ製剤（⇒ ） 

※平成 30年 6月 11日付追補による 

，エミシズマブ製剤（⇒ ）及びイカチ

バント製剤（⇒ ） 

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 

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 9月 14日付追補による 

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（⇒ ） 

ブリナツモマブ及びその製剤（⇒ ） 

 

※平成 30 年版欄外新番号 

 

頁 表組内に追加する成分／品名 

24 

～ 

27 

（既存の B001「2」  2  抗てんかん剤        に追加） 

ロラゼパム                       1139i 中枢神経系用薬＞抗てんかん剤＞その他   

 ロラピタ静注２ｍｇ 

49 

～ 

62 

（既存の B008   1  抗悪性腫瘍剤        に追加） 

アベマシクリブ                 4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベージニオ錠５０ｍｇ 

ベージニオ錠１００ｍｇ 

ベージニオ錠２００ｍｇ 

ギルテリチニブフマル酸塩            4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ゾスパタ錠４０ｍｇ 

ブリナツモマブ（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   

 ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ 

ロルラチニブ                  4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ローブレナ錠２５ｍｇ 

ローブレナ錠１００ｍｇ 

70 

～ 

72 

（既存の B008   4  抗てんかん剤        に追加） 

ロラゼパム                       1139i 中枢神経系用薬＞抗てんかん剤＞その他   

 ロラピタ静注２ｍｇ 

92 

～ 

（既存の B008   10  糖尿病用剤        に追加） 

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤        3969J その他の代謝性医薬品＞糖尿病用剤＞配合剤  
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98  メトアナ配合錠ＨＤ 

メトアナ配合錠ＬＤ 

エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤         3969J その他の代謝性医薬品＞糖尿病用剤＞配合剤  

 トラディアンス配合錠ＡＰ 

 トラディアンス配合錠ＢＰ 

108 （既存の C101   5  遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤         に追加） 

ダモクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）     6343  生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ジビイ静注用５００    

 ジビイ静注用１０００    

 ジビイ静注用２０００    

 ジビイ静注用３０００    

116  C101   42  イカチバント製剤          

イカチバント酢酸塩               4490 アレルギー用薬＞その他のアレルギー用薬＞その他   

 フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ   

133 （既存の C200   5  遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤         に追加） 

ダモクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）     6343  生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ジビイ静注用５００  

 ジビイ静注用１０００  

 ジビイ静注用２０００  

 ジビイ静注用３０００  

142 

～ 

149 

（既存の C200   20  抗悪性腫瘍剤         に追加） 

ブリナツモマブ（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   

 ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ  

172 

 

 C200   72  イカチバント製剤     

イカチバント製剤                 4490 アレルギー用薬＞その他のアレルギー用薬＞その他   

 フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ  

231  G020   78  ブリナツモマブ及びその製剤     

ブリナツモマブ（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   

 ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ 

274 （既存の 別紙 36   8  【抗不安薬】ロラゼパム    に追加）  

ロラゼパム                       1139i 中枢神経系用薬＞抗てんかん剤＞その他   

 ロラピタ静注２ｍｇ 

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） 

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤        3969J その他の代謝性医薬品＞糖尿病用剤＞配合剤  

（※「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） 

 メトアナ配合錠ＨＤ 
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310

～

312 

メトアナ配合錠ＬＤ 

アベマシクリブ                 4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベージニオ錠５０ｍｇ  

ベージニオ錠１００ｍｇ  

ベージニオ錠２００ｍｇ  

イカチバント酢酸塩               4490 アレルギー用薬＞その他のアレルギー用薬＞その他   

 フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ  

エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤         3969J その他の代謝性医薬品＞糖尿病用剤＞配合剤  

（※「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） 

 トラディアンス配合錠ＡＰ 

 トラディアンス配合錠ＢＰ 

オミデネパグ イソプロピル                     1319i 感覚器用薬＞眼科用剤＞その他   

 エイベリス点眼液０．００２％  

ギルテリチニブフマル酸塩            4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ゾスパタ錠４０ｍｇ  

ダモクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）     6343  生物学的製剤＞血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ジビイ静注用５００  

 ジビイ静注用１０００ 

 ジビイ静注用２０００ 

 ジビイ静注用３０００ 

ビベグロン           2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬＞その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬＞その他   

 ベオーバ錠５０ｍｇ  

ブリナツモマブ（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   

 ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ  

マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム                 

                         2359T 消化器官用薬＞下剤，浣腸剤＞その他の配合剤   

 モビコール配合内用剤  

ロラゼパム                       1139i 中枢神経系用薬＞抗てんかん剤＞その他   

 ロラピタ静注２ｍｇ 

ロルラチニブ                  4291 腫瘍用薬＞その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ローブレナ錠２５ｍｇ  

ローブレナ錠１００ｍｇ  

329 

～ 

334 

（既存の 別表 3 規制区分    向精神薬    に追加）  

ロラゼパム                       1139i 中枢神経系用薬＞抗てんかん剤＞その他   

 ロラピタ静注２ｍｇ 
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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〔２．平 30.11.30 保医発 1130第 1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 

105 右  C101  在宅自己注射指

導管理料  

■特掲診療料の施設基

準等（②） 

イカチバント製剤（⇒ ） 

 

 

※平成 30年 12月 6日付追補による 

イカチバント製剤（⇒ ） 

サリルマブ製剤（⇒ ） 

130 

 

右  C200  薬剤 

■掲示事項等（①） 

及びイカチバント製剤（⇒ ） 

※平成 30年 12月 6日付追補による 

，イカチバント製剤（⇒ ）及びサリル

マブ製剤（⇒ ） 

 

116  C101   43  サリルマブ製剤          

サリルマブ（遺伝子組換え）     3999i その他の代謝性医薬品＞他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ   

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ   

172 

 

 C200   73  サリルマブ製剤     

サリルマブ（遺伝子組換え）     3999i その他の代謝性医薬品＞他に分類されない代謝性医薬品＞その他    

 ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ  

 ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ  

 

【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 

 


