
 

 

 

『医科点数表の医薬品がわかる診療報酬×薬剤リスト 平成 31 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．令 1.11.18 保医発 1118 第 1 号 に係る変更〕 

〔２．令 1.11.18 保医発 1118 第 2 号 に係る変更〕 
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〔１． 令 1.11.18 保医発 1118 第 1 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 

230 

 

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 

〔新設〕 ネシツムマブ及びその製剤 （⇒ ） 

319 左  療担規則（2）   

投薬期間に制限が設け

られている医薬品 

及びシムツーザ配合錠 

 

※令和元年 9 月 13 日付追補による 

，シムツーザ配合錠及びアイベータ配合点眼液 

 

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） 

ネシツムマブ（遺伝子組換え）              4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 

ベネトクラクス                     4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベネクレクスタ錠１０ｍｇ  

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ  

 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ  

81 

～ 

96 

（既存の B008   9  精神神経用剤      に追加） 

ボルチオキセチン臭化水素酸塩                      1179i 精神神経用剤＞その他    

 トリンテリックス錠１０ｍｇ  

 トリンテリックス錠２０ｍｇ  

102 

～ 

103 

（既存の B008   11  膵臓ホルモン剤       

インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 

2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞すい臓ホルモン剤  に追加） 

フィアスプ注１００単位／ｍＬ  

フィアスプ注ペンフィル  

フィアスプ注フレックスタッチ  

110 

～ 

111 

（既存の C101   1  インスリン製剤        

インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 

2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞すい臓ホルモン剤  に追加） 

フィアスプ注１００単位／ｍＬ  

フィアスプ注ペンフィル  

フィアスプ注フレックスタッチ  

112 

～ 

113 

（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） 

ツロクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）                  6343 血液製剤類＞血漿分画製剤    

 イスパロクト静注用５００  

イスパロクト静注用１０００  

イスパロクト静注用１５００  

イスパロクト静注用２０００  
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イスパロクト静注用３０００  

137 

～ 

138 

（既存の C200   1  インスリン製剤       に追加） 

インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 

2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞すい臓ホルモン剤   に追加） 

フィアスプ注１００単位／ｍＬ  

フィアスプ注ペンフィル  

フィアスプ注フレックスタッチ  

138 

～ 

139 

（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） 

ツロクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）                 6343 血液製剤類＞血漿分画製剤    

 イスパロクト静注用５００  

イスパロクト静注用１０００  

イスパロクト静注用１５００  

イスパロクト静注用２０００  

イスパロクト静注用３０００  

148 

～ 

155 

（既存の C200   20  抗悪性腫瘍剤       に追加） 

ネシツムマブ（遺伝子組換え）             4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤     

ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 

240 

 

 G020   82  ネシツムマブ及びその製剤  

ネシツムマブ（遺伝子組換え）             4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 

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） 

イバブラジン塩酸塩                         2190i その他の循環器官用薬＞その他   

コララン錠２．５ｍｇ  

コララン錠５ｍｇ  

コララン錠７．５ｍｇ  

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞すい臓ホルモン剤   

フィアスプ注１００単位／ｍＬ  

フィアスプ注ペンフィル  

フィアスプ注フレックスタッチ  

サフィナミドメシル酸塩                               1169i 抗パーキンソン剤＞その他   

 エクフィナ錠５０ｍｇ  

セルリポナーゼ アルファ（遺伝子組換え）                        3959i 酵素製剤＞その他   

 ブリニューラ脳室内注射液１５０ｍｇ  

ツロクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）                      6343 血液製剤類＞血漿分画製剤   

 イスパロクト静注用５００ 

イスパロクト静注用１０００ 

イスパロクト静注用１５００ 

イスパロクト静注用２０００ 

イスパロクト静注用３０００ 

トラフェルミン（遺伝子組換え）                                    2790e その他の外皮用薬＞その他   

 リティンパ耳科用２５０μｇセット  

ネシツムマブ（遺伝子組換え）              4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 
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ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩                            1319J 眼科用剤＞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）  

アイベータ配合点眼液  

ブロスマブ（遺伝子組換え）                               3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 クリースビータ皮下注１０ｍｇ 

 クリースビータ皮下注２０ｍｇ 

 クリースビータ皮下注３０ｍｇ 

ベネトクラクス                     4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベネクレクスタ錠１０ｍｇ  

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ  

 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ  

ボルチオキセチン臭化水素酸塩                          1179i 精神神経用剤＞その他   

 トリンテリックス錠１０ｍｇ  

 トリンテリックス錠２０ｍｇ  

ラスクフロキサシン塩酸塩                   6241 合成抗菌剤＞ピリドンカルボン酸系製剤   

ラスビック錠７５ｍｇ  

ロキサデュスタット                    3999i 他に分類されない代謝性医薬品＞その他   

 エベレンゾ錠２０ｍｇ  

 エベレンゾ錠５０ｍｇ  

 エベレンゾ錠１００ｍｇ   

ロピニロール塩酸塩                                 1169i 抗パーキンソン剤＞その他   

ハルロピテープ８ｍｇ  

ハルロピテープ１６ｍｇ  

ハルロピテープ２４ｍｇ  

ハルロピテープ３２ｍｇ  

ハルロピテープ４０ｍｇ  
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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〔２． 令 1.11.18 保医発 1118 第 2 号 に係る変更〕 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

250 右  J038  人工腎臓 （以下略） （以下（23）まで略） 

(24) 「1」から「3」までの場合（「注 13」の加算を

算定する場合を含む。）には，ロキサデュスタット

錠は，エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン製

剤と同様のものとみなし，その費用は所定点数に含

まれており，別に算定できない。 

「1」から「3」までの場合（「注 13」の加算を算定

する場合を含む。）であって，ロキサデュスタット

錠を処方する場合には，院内処方を行うこと。 

255  〔新設〕 

 K311  鼓膜穿孔閉鎖術

（一連につき） 

 トラフェルミン（遺伝子組換え）を用いた鼓膜穿孔

閉鎖に当たっては，6 か月以上続く鼓膜穿孔であっ

て，自然閉鎖が見込まれない患者のうち，当該鼓膜

穿孔が原因の聴力障害を来し，かつ本剤による鼓膜

穿孔閉鎖によって聴力障害の改善が見込まれる者に

対して実施した場合に限り，区分番号「K311」鼓膜

穿孔閉鎖術（一連につき）の所定点数を準用して算

定できる。なお，診療報酬請求に当たっては，診療

報酬明細書に本剤による鼓膜穿孔閉鎖を実施する医

学的必要性の症状詳記を添付すること。 

 

 


