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〔１． 平 31.4.26 保医発 0426第 3号 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 

109 

 

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） 

サリルマブ製剤（⇒ ） サリルマブ製剤（⇒ ） 

デュピルマブ製剤（⇒ ） 

125 左  C108  在宅悪性腫瘍等

患者指導管理料（等） 

又はフルルビプロフェンアキセ

チル製剤 

，フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒド

ロモルフォン塩酸塩製剤 

125 左  C108  在宅悪性腫瘍等

患者指導管理料（等） 

又はオキシコドン塩酸塩製剤 ，オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォ

ン塩酸塩製剤 

135 

 

右  C200  薬剤 

■留意事項（(1)） 

及びサリルマブ製剤（⇒ ） ，サリルマブ製剤（⇒ ），デュピルマブ製剤

（⇒ ）及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤（⇒

） 

136 

 

右  C200  薬剤 

■掲示事項等（①） 

及びサリルマブ製剤（⇒ ） ，サリルマブ製剤（⇒ ），デュピルマブ製剤

（⇒ ）及びヒドロモルフォン塩酸塩製剤（⇒

） 

 

頁 表組内に追加する成分／品名 

121 

 

 C101   44  デュピルマブ製剤       

デュピルマブ（遺伝子組換え）                  4490 その他のアレルギー用薬＞その他   

 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ  

178 

 

 C200   74  デュピルマブ製剤       

デュピルマブ（遺伝子組換え）                  4490 その他のアレルギー用薬＞その他   

 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ  

178 

 

 C200   75  ヒドロモルフォン塩酸塩製剤       

ヒドロモルフォン塩酸塩                   8119i あへんアルカロイド系麻薬＞その他   

 ナルベイン注２ｍｇ  

 ナルベイン注２０ｍｇ  

325 

 

（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  の変更） 

ラコサミド                               1139i 抗てんかん剤＞その他   

 ビムパットドライシロップ１０％  

（ を削除） 
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〔２．令 1.5.21 告示・22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 

229 

 

左  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 

129.チオテパ（トリエチレンチオ

ホスホルアミド）※該当製品なし 

129.チオテパ（トリエチレンチオホスホルアミ

ド）（⇒ ） 

319 左  療担規則（2）  投与期

間に制限が設けられて

いる医薬品 

及びビクタルビ配合錠 ，ビクタルビ配合錠，ロスーゼット 配合錠Ｈ

Ｄ，ロスーゼット 配合錠ＬＤ，テリルジー１

００エリプタ１４吸入用及びテリルジー１０

０エリプタ３０吸入用 

 

頁 表組内に追加する成分／品名 

51 

～ 

65 

（既存の B008   1  抗悪性腫瘍剤        に追加） 

アパルタミド                       4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 アーリーダ錠６０ｍｇ 

チオテパ                            4212 アルキル化剤＞エチレンイミン系製剤   

 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ 

81 

～ 

96 

（既存の B008   9  精神神経用剤        に追加） 

リスデキサンフェタミンメシル酸塩                     1179i 精神神経用剤＞その他   

ビバンセカプセル２０ｍｇ 

ビバンセカプセル３０ｍｇ 

240  G020   81  チオテパ    

チオテパ                            4212 アルキル化剤＞エチレンイミン系製剤   

 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ  

322

～

326 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

亜セレン酸ナトリウム                              3229i 無機質製剤＞その他   

アセレンド注１００μｇ  

アパルタミド                       4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

アーリーダ錠６０ｍｇ  

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤               2189J 高脂血症用剤＞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） 

 ロスーゼット配合錠ＨＤ 

 ロスーゼット配合錠ＬＤ 

エラペグアデマーゼ（遺伝子組換え）                     3959i 酵素製剤＞その他   

 レブコビ筋注２．４ｍｇ  
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322

～

326 

 

組織培養不活化狂犬病ワクチン〔乾燥〕             6313 ワクチン類＞ウイルスワクチン類   

 ラビピュール筋注用 

チオテパ                            4212 アルキル化剤＞エチレンイミン系製剤   

 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ  

チサゲンレクルユーセル        4900 その他の組織細胞機能用医薬品＞その他の組織細胞機能用医薬品   

 キムリア点滴静注  

フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 

                                            2290J その他の呼吸器官用薬＞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） 

 テリルジー１００エリプタ１４吸入用  

  テリルジー１００エリプタ３０吸入用  

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン                   6343 血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ピリヴィジェン１０％点滴静注５ｇ/５０ｍＬ  

 ピリヴィジェン１０％点滴静注１０ｇ/１００ｍＬ 

ピリヴィジェン１０％点滴静注２０ｇ/２００ｍＬ 

ペフィシチニブ臭化水素酸塩                 3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 スマイラフ錠５０ｍｇ  

スマイラフ錠５０ｍｇ  

リサンキズマブ（遺伝子組換え）              3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ  

リスデキサンフェタミンメシル酸塩                     1179i 精神神経用剤＞その他   

ビバンセカプセル２０ｍｇ  

ビバンセカプセル３０ｍｇ  
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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〔３．令 1.5.21 保医発 0521第 6号 に係る変更〕 

 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

260 左  K921  造血幹細胞採

取 

■留意事項 

区分番号「Ｋ９２１」造血幹細胞採取の

自家移植を行う場合は、区分番号「Ｋ９

２２」造血幹細胞移植を行わなかった場

合においても算定できる。また、区分番

号「Ｋ９２１」造血幹細胞採取の同種移

植を行う場合は、区分番号「Ｋ９２２」

造血幹細胞移植の同種移植を算定した場

合に限り算定できる。また，ヒト骨髄由

来間葉系幹細胞の投与を予定している患

者に対して造血幹細胞採取を行う場合

は、区分番号「Ｋ９２１」造血幹細胞採

取（一連につき）の「１」骨髄採取の「ロ」

自家移植の場合により算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を

行った場合は、区分番号「Ｄ４０４」骨

髄穿刺及び区分番号「Ｊ０１１」骨髄穿

刺の所定点数を別に算定できない。 

区分番号「Ｋ９２１」造血幹細胞採取の

自家移植を行う場合は、区分番号「Ｋ９

２２」造血幹細胞移植を行わなかった場

合においても算定できる。また、区分番

号「Ｋ９２１」造血幹細胞採取の同種移

植を行う場合は、区分番号「Ｋ９２２」

造血幹細胞移植の同種移植を算定した場

合に限り算定できる。また， 

ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定

している患者に対して造血幹細胞採取を

行う場合は、区分番号「Ｋ９２１」造血

幹細胞採取（一連につき）の「１」骨髄

採取の「ロ」自家移植の場合により算定

する。 

チサゲンレクルユーセルの投与を予定し

ている患者に対して末梢血単核球の採取

を行う場合は、区分番号「Ｋ９２１」造

血幹細胞採取（一連につき）の「２」末

梢血幹細胞採取の「ロ」自家移植の場合

の所定点数を準用して患者１人につき１

回に限り算定する。 

なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を

行った場合は、区分番号「Ｄ４０４」骨

髄穿刺及び区分番号「Ｊ０１１」骨髄穿

刺の所定点数を別に算定できない。 

 

 

 


