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追補のお知らせ 

 

 

 次の通知により，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 3.3.5 保医発 0305 第 1号 に係る変更〕 
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〔１． 令 3.3.5 保医発 0305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 

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） 

ブロスマブ製剤（⇒ ） 

 

ブロスマブ製剤（⇒ ） 

アガルシダーゼ アルファ製剤（⇒ ） 

アガルシダーゼ ベータ製剤（⇒ ） 

アルグルコシダーゼ アルファ製剤（⇒ ） 

イデュルスルファーゼ製剤（⇒ ） 

イミグルセラーゼ製剤（⇒ ） 

エロスルファーゼ アルファ製剤（⇒ ） 

ガルスルファーゼ製剤（⇒ ） 

セベリパーゼ アルファ製剤（⇒ ） 

ベラグルセラーゼ アルファ製剤（⇒ ） 

ラロニダーゼ製剤（⇒ ） 

147 

 

左  C200  薬剤 

■留意事項（(1)） 

及びブロスマブ製剤（⇒ ） ，ブロスマブ製剤（⇒ ），アガルシダーゼ 

アルファ製剤（⇒ ），アガルシダーゼ ベ

ータ製剤（⇒ ），アルグルコシダーゼ ア

ルファ製剤（⇒ ），イデュルスルファーゼ

製剤（⇒ ），イミグルセラーゼ製剤（⇒ ），

エロスルファーゼ アルファ製剤（⇒ ），

ガルスルファーゼ製剤（⇒ ），セベリパー

ゼ アルファ製剤（⇒ ），ベラグルセラー

ゼ アルファ製剤（⇒ ）及びラロニダーゼ

製剤（⇒ ） 

148 

 

左  C200  薬剤 

■掲示事項等（①） 

及びブロスマブ製剤（⇒ ） ，ブロスマブ製剤（⇒ ），アガルシダーゼ 

アルファ製剤（⇒ ），アガルシダーゼ ベ

ータ製剤（⇒ ），アルグルコシダーゼ ア

ルファ製剤（⇒ ），イデュルスルファーゼ

製剤（⇒ ），イミグルセラーゼ製剤（⇒ ），

エロスルファーゼ アルファ製剤（⇒ ），

ガルスルファーゼ製剤（⇒ ），セベリパー

ゼ アルファ製剤（⇒ ），ベラグルセラー

ゼ アルファ製剤（⇒ ）及びラロニダーゼ

製剤（⇒ ） 
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頁 表組内に追加する成分／品名 

132 

 

 C101   49  アガルシダーゼ アルファ製剤        

アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）                    3959i 酵素製剤＞その他   

リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ 

 C101   50  アガルシダーゼ ベータ製剤        

アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）                             3959i 酵素製剤＞その他   

アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注５ｍｇ「ＪＣＲ」 

アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注３５ｍｇ「ＪＣＲ」 

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ 

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ 

 C101   51  アルグルコシダーゼ アルファ製剤        

アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）                  3959i 酵素製剤＞その他   

マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ 

 C101   52  イデュルスルファーゼ製剤        

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）                      3959i 酵素製剤＞その他   

エラプレース点滴静注液６ｍｇ 

 C101   53  イミグルセラーゼ製剤        

イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）                        3959i 酵素製剤＞その他   

セレザイム静注用４００単位 

 C101   54  エロスルファーゼ アルファ製剤        

エロスルファーゼ アルファ（遺伝子組換え）                   3959i 酵素製剤＞その他   

ビミジム点滴静注液５ｍｇ 

 C101   55  ガルスルファーゼ製剤        

ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）                        3959i 酵素製剤＞その他   

ナグラザイム点滴静注液５ｍｇ 

 C101   56  セベリパーゼ アルファ製剤        

セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え）                       3959i 酵素製剤＞その他   

カヌマ点滴静注液２０ｍｇ 

 C101   57  ベラグルセラーゼ アルファ製剤        

ベラグルセラーゼ アルファ（遺伝子組換え）                   3959i 酵素製剤＞その他   

ビプリブ点滴静注用４００単位 

 C101   58  ラロニダーゼ製剤        

ラロニダーゼ（遺伝子組換え）                           3959i 酵素製剤＞その他   

アウドラザイム点滴静注液２．９ｍｇ 
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頁 表組内に追加する成分／品名 

192 

 

 C200   80  アガルシダーゼ アルファ製剤        

アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）                    3959i 酵素製剤＞その他   

リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ 

 C200   81  アガルシダーゼ ベータ製剤        

アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）                             3959i 酵素製剤＞その他   

アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注５ｍｇ「ＪＣＲ」 

アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注３５ｍｇ「ＪＣＲ」 

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ 

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ 

 C200   82  アルグルコシダーゼ アルファ製剤        

アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）                  3959i 酵素製剤＞その他   

マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ 

 C200   83  イデュルスルファーゼ製剤        

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）                      3959i 酵素製剤＞その他   

エラプレース点滴静注液６ｍｇ 

 C200   84  イミグルセラーゼ製剤        

イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）                        3959i 酵素製剤＞その他   

セレザイム静注用４００単位 

 C200   85  エロスルファーゼ アルファ製剤        

エロスルファーゼ アルファ（遺伝子組換え）                   3959i 酵素製剤＞その他   

ビミジム点滴静注液５ｍｇ 

 C200   86  ガルスルファーゼ製剤        

ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）                        3959i 酵素製剤＞その他   

ナグラザイム点滴静注液５ｍｇ 

 C200   87  セベリパーゼ アルファ製剤        

セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え）                       3959i 酵素製剤＞その他   

カヌマ点滴静注液２０ｍｇ 

 C200   88  ベラグルセラーゼ アルファ製剤        

ベラグルセラーゼ アルファ（遺伝子組換え）                   3959i 酵素製剤＞その他   

ビプリブ点滴静注用４００単位 

 C200   89  ラロニダーゼ製剤        

ラロニダーゼ（遺伝子組換え）                           3959i 酵素製剤＞その他   

アウドラザイム点滴静注液２．９ｍｇ 

 


