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厚生関連資料

保医発 1119 第 3 号　
（「DPC点数早見表 2018」p.436 別表の最下部に挿入）

告示
番号 薬剤名 銘柄（参考） 適応症 ICD︲10（参考）

41 モガムリズマブ（遺伝子組換え）ポテリジオ点滴静注 20mg 再発又は難治性の皮膚 T 細胞性リンパ腫 C840，C841 等
42 テモゾロミド テモダールカプセル 20mg

テモダールカプセル 100mg
再発又は難治性のユーイング肉腫 C40$，C41$

テモダール点滴静注用 100mg C40$，C41$
43 アベマシクリブ ベージニオ錠 50mg

ベージニオ錠 100mg
ベージニオ錠 150mg

ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不
能又は再発乳癌

C50$，D05$

44 ブリナツモマブ（遺伝子組換え）ビーリンサイト点滴静注用 35μg 再発又は難治性の B 細胞性急性リンパ性白血病 C910

厚生労働大臣が定める傷病名，手術，処置等及び定義副傷病名及び厚生労
働大臣が別に定める者の一部改正（DPC/PDPS）

平成 ₃₀ 年 ₁₁ 月 ₁₉ 日
告示第 ₃₈₈ 号， 保医発 ₁₁₁₉ 第 ₃ 号

【解説】11 月 19 日付けで，厚生労働大臣
が定める傷病名，手術，処置等及び定義副
傷病名及び厚生労働大臣が別に定める者の
一部が改正されました。2018 年 11 月 20
日からの適用です。

厚生労働大臣が定める傷病名，手術，処
置等及び定義副傷病名の一部改正（告
示第 388 号第 1 条）

（「DPC 点数早見表 2018」p.108 右段 11 行
目の次に下線部を挿入）

040040　肺の悪性腫瘍
  手術・処置等 2  

…

6 　クリゾチニブ，アレクチニブ塩酸塩，
セリチニブ，ロルラチニブ，オシメルチ
ニブメシル酸塩

（「DPC点数早見表 2018」p.307 左段 2行目
の次に下線部を挿入）

130010　急性白血病
  手術・処置等 2  

…

7 　クロファラビン，ネララビン，ギル
テリチニブフマル酸塩

（「DPC点数早見表 2018」p.316 右段最下行
に下線部を挿入）

130150　原発性免疫不全症候群
  手術・処置等 2  

…

乾燥濃縮人 C1︲インアクチベーター，イ
カチバント酢酸塩
厚生労働大臣が指定する病院の病棟にお

　ける療養に要する費用の額の算定方法
第 1 項第 5 号の規定に基づき厚生労働
大臣が別に定める者の一部改正（告示
第 388 号第 2 条）

（「DPC点数早見表 2018」p.435 別表右段の
最下部に挿入）

41 モガムリズマブ（遺伝子組
換え）〔当該薬剤の添付文

3859 及び
3871

書において記載された効能
又は効果及び用法又は用量

（平成 30 年 8 月 21 日に，
医薬品医療機器等法第 14
条 第 9 項 の 規 定 に より，
既に承認された効能又は効
果及び用法又は用量の変更
について承認されたものに
限る）に係るものに限る〕

42 テモゾロミド（カプセル剤
に限る）（医薬品医療機器
等法第 14 条第 9 項の規
定による承認事項の一部変
更の承認申請であって，申
請書に添付しなければなら
ない資料について，当該申
請に係る事項が医学薬学上

1879，
1888，
1893 及び
3025

公知であると認められる場
合その他資料の添付を必要
としない合理的理由がある
場合において，申請者が依
頼して実施された臨床試験
の試験成績に関する資料の
添付を省略して行うことが
適当と認められるものとし
て薬事・食品衛生審議会が
平成 30 年 8 月 3 日に事
前の評価を終了したものに
係る効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承
認されたものに限る）

テモゾロミド（注射薬に限
る）（医薬品医療機器等法
第 14 条第 9 項の規定に
よる承認事項の一部変更の
承認申請であって，申請書
に添付しなければならない
資料について，当該申請に
係る事項が医学薬学上公知
であると認められる場合そ
の他資料の添付を必要とし
ない合理的理由がある場合
において，申請者が依頼し
て実施された臨床試験の試

1871，
1872，
1879，
1880，
1888，
1889，
1893，
1894，
3017，
3020，
3022，
3025，
3026，

験成績に関する資料の添付
を省略して行うことが適当
と認められるものとして薬
事・食品衛生審議会が平成
30 年 8 月 3 日に事前の
評価を終了したものに係る
効能又は効果及び用法又は
用量の変更について承認さ
れたものに限る）

3030，
3031，
3033 及び
3034

43 アベマシクリブ〔当該薬剤
の添付文書において記載さ
れた効能又は効果及び用法
又 は 用 量（ 平 成 30 年 9
月 21 日に，医薬品医療機
器等法第 14 条第 1 項の
規定により承認されたもの

3267 から
3269 まで

に限る）に係るものに限る〕
44 ブリナツモマブ（遺伝子組

換え）〔当該薬剤の添付文
書において記載された効能

3832 及び
3838

又は効果及び用法又は用量
（平成 30 年 9 月 21 日に，
医薬品医療機器等法第 14
条第 1 項の規定により承
認されたものに限る）に係
るものに限る〕

告 通
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