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〔１． 令 2.5.19 保医発 0519 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 

120 

 

左  C101  在宅自己注射指

導管理料 

■特掲診療料の施設基

準等（②） 

ヒドロコルチゾンコハク酸エス

テルナトリウム製剤（⇒ ） 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム製剤（⇒ ） 

遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤（⇒

） 

147 

 

左  C200  薬剤 

■留意事項（(1)） 

及びヒドロコルチゾンコハク酸

エステルナトリウム製剤（⇒ ） 

，ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム製剤（⇒ ）及び遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤（⇒ ） 

148 

 

左  C200  薬剤 

■掲示事項等（①） 

及びヒドロコルチゾンコハク酸

エステルナトリウム製剤（⇒ ） 

，ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ

ム製剤（⇒ ）及び遺伝子組換えヒト von 

Willebrand 因子製剤（⇒ ） 

 

頁 表組内に追加する成分／品名 

58 

～ 

72 

（既存の  B008   1  抗悪性腫瘍剤      に追加） 

（既存の イリノテカン塩酸塩水和物                   4240 抗腫瘍性植物成分製剤＞その他   に追加） 

オニバイド点滴静注４３ｍｇ  

カボザンチニブリンゴ酸塩                 4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 カボメティクス錠２０ｍｇ 

カボメティクス錠６０ｍｇ  

チラブルチニブ塩酸塩                 4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベレキシブル錠８０ｍｇ 

テポチニブ塩酸塩水和物                   4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 テプミトコ錠２５０ｍｇ 

トラスツズマブ デルクステカン（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   

 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ  

ボロファラン（10Ｂ）                     4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ステボロニン点滴静注バッグ９０００ｍｇ/３００ｍＬ 

84

～ 

87 

（既存の  B008   5  血液凝固阻止剤      に追加） 

アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤            3399J その他の血液・体液用薬＞配合剤   

キャブピリン配合錠 

89 

～ 

104 

（既存の  B008   9  精神神経用剤      に追加） 

ルラシドン塩酸塩                                        1179i 精神神経用剤＞その他   

ラツーダ錠２０ｍｇ 

ラツーダ錠４０ｍｇ 
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ラツーダ錠６０ｍｇ 

ラツーダ錠８０ｍｇ 

104 

～ 

110 

（既存の  B008   10  糖尿病用剤      に追加） 

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 糖尿病用剤＞配合剤   

 ソリクア配合注ソロスター  

セマグルチド（遺伝子組換え）            2499i その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他   

 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ 

  オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ 

  オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ 

110 

～ 

111 

（既存の  B008   11  膵臓ホルモン剤      に追加） 

インスリン リスプロ（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   

 ルムジェブ注１００単位/ｍＬ  

ルムジェブ注カート 

ルムジェブ注ミリオペン  

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ 

121 

～ 

122 

（既存の  C101   1  インスリン製剤     に追加） 

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 糖尿病用剤＞配合剤   

 ソリクア配合注ソロスター  

インスリン リスプロ（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   

 ルムジェブ注１００単位/ｍＬ  

ルムジェブ注カート  

ルムジェブ注ミリオペン  

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ  

126 （既存の  C101   14  グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト    に追加） 

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 糖尿病用剤＞配合剤   

 ソリクア配合注ソロスター  

セマグルチド（遺伝子組換え）         2499i その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他   

 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ  

  オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ  

  オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ  

132  C101   47 遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤       

ボニコグ アルファ（遺伝子組換え）                  6343 血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ボンベンディ静注用１３００  

149 （既存の  C200   1  インスリン製剤       に追加） 

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 糖尿病用剤＞配合剤   

 ソリクア配合注ソロスター  
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インスリン リスプロ（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   

 ルムジェブ注１００単位/ｍＬ  

ルムジェブ注カート  

ルムジェブ注ミリオペン   

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ  

159

～ 

167 

（既存の  C200   20  抗悪性腫瘍剤       に追加） 

（既存の イリノテカン塩酸塩水和物                  4240 抗腫瘍性植物成分製剤＞その他   に追加） 

オニバイド点滴静注４３ｍｇ  

トラスツズマブ デルクステカン（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   

 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ  

ボロファラン（10Ｂ）                     4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ステボロニン点滴静注バッグ９０００ｍｇ/３００ｍＬ  

167

～ 

168 

（既存の  C200   22  グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト       に追加） 

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 糖尿病用剤＞配合剤   

 ソリクア配合注ソロスター  

セマグルチド（遺伝子組換え）         2499i その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他   

 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ  

  オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ  

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ  

192  C200   78  遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤       

ボニコグ アルファ（遺伝子組換え）                  6343 血液製剤類＞血漿分画製剤   

 ボンベンディ静注用１３００  

 

 

 

 

〔２． 令 2.5.19 告示・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 

247 

 

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 

〔新設〕 トラスツズマブ デルクステカン及びその製

剤（⇒ ） 

ボロファラン及びその製剤（⇒ ） 

343 左  療担規則（2）  投薬期

間に制限が設けられて

いる医薬品 

及びピフェルトロ錠１００ｍｇ 

 

，ピフェルトロ錠１００ｍｇ，キャブピリン配

合錠，ソリクア配合注ソロスター及びアイラミ

ド配合懸濁性点眼液 
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頁 表組内に追加する成分／品名 

251 （既存の  G020   32  イリノテカン及びその塩類      に追加） 

イリノテカン塩酸塩水和物                                 4240 抗腫瘍性植物成分製剤＞その他   

オニバイド点滴静注４３ｍｇ 

258  G020   88  トラスツズマブ デルクステカン及びその製剤      

トラスツズマブ デルクステカン（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   

 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ 

258  G020   89  ボロファラン及びその製剤      

ボロファラン（10Ｂ）                   4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ステボロニン点滴静注バッグ９０００ｍｇ/３００ｍＬ 

346 

 

（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） 

アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤            3399J その他の血液・体液用薬＞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） 

キャブピリン配合錠 

イリノテカン塩酸塩水和物                                 4240 抗腫瘍性植物成分製剤＞その他   

オニバイド点滴静注４３ｍｇ  

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤        3969J 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） 

 ソリクア配合注ソロスター 

インスリン リスプロ（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   

 ルムジェブ注１００単位/ｍＬ  

ルムジェブ注カート 

ルムジェブ注ミリオペン  

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ 

オナセムノゲン アベパルボベク      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   

 ゾルゲンスマ点滴静注  

カボザンチニブリンゴ酸塩                 4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 カボメティクス錠２０ｍｇ  

カボメティクス錠６０ｍｇ  

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物                      2190i その他の循環器官用薬＞その他   

 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ  

ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ  

セマグルチド（遺伝子組換え）            2499i その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）＞その他   

 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ 

  オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ 

  オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ 
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チラブルチニブ塩酸塩                 4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ベレキシブル錠８０ｍｇ  

テポチニブ塩酸塩水和物                   4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 テプミトコ錠２５０ｍｇ  

トラスツズマブ デルクステカン（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   

 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ  

ビルトラルセン                   1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品＞その他   

ビルテプソ点滴静注２５０ｍｇ  

ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド                               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） 

アイラミド配合懸濁性点眼液 

ブロルシズマブ（遺伝子組換え）                                  1319J 眼科用剤＞配合剤   

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ/ｍＬ 

ボニコグ アルファ（遺伝子組換え）                             6343 血液製剤類＞血漿分画製剤   

ボンベンディ静注用１３００ 

ボロファラン（10Ｂ）                     4291 その他の腫瘍用薬＞その他の抗悪性腫瘍用剤   

 ステボロニン点滴静注バッグ９０００ｍｇ/３００ｍＬ  

メラトニン                                     1190 その他の中枢神経系用薬＞その他   

メラトベル顆粒小児用０．２％  

ルラシドン塩酸塩                                        1179i 精神神経用剤＞その他   

ラツーダ錠２０ｍｇ  

ラツーダ錠４０ｍｇ  

ラツーダ錠６０ｍｇ  

ラツーダ錠８０ｍｇ  

レミマゾラムベシル酸塩                                          1119i 全身麻酔剤＞その他   

アネレム静注用５０ｍｇ 
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【第Ⅱ部 薬剤リスト編  追 補】 
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〔３．令 2.5.29 保医発 0529 第 1 号に係る変更〕 

頁 段 対象項目 変更前 変更後 

195 

 

左  D004-2   

悪性腫瘍組織検査 

■留意事項 

（4）「1」の「ロ」処理が複雑

なものとは，（略） 

ア 肺癌における BRAF 遺伝

子検査 

（4）「1」の「ロ」処理が複雑なものとは，

（略） 

ア 肺癌における BRAF 遺伝子検査，

METex14遺伝子検査 

右 

 

（新規追加） （13）肺癌患者の血漿を検体とし，抗悪性

腫瘍剤による治療法の選択を目的として，

次世代シーケンシングにより METex14 遺伝

子検査を行った場合は，本区分の「１」の

「ロ」複雑なもの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。 

ア 本検査の実施は，医学的な理由によ

り，肺癌の組織を検体として，「１」の「ロ」

処理が複雑なもののうち，(４)のアに規定

する肺癌における METex14 遺伝子検査を行

うことが困難な場合に算定できる。 

イ 本検査の実施にあたっては，肺癌の組

織を検体とした検査が実施困難である医学

的な理由を診療録及び診療報酬明細書に記

載すること。 

ウ 本検査と，肺癌の組織を検体とした

「１」の「ロ」処理が複雑なもののうち，(４)

のアに規定する肺癌における METex14 遺伝

子検査を同一月中に併せて行った場合に

は，主たるもののみ算定する。 

エ 本検査と，肺癌の組織を検体として

METex14 遺伝子検査以外の検査を併せて行

った場合には，「注２」の規定を適用し，本

検査を含めた検査の項目数に応じた点数に

より算定する。 

 

 


