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地方厚生(支)局医療課長

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部)長 「殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(昔日)長

保医発 0930第 4号

平成 23年 9 月 30日

厚生労働省保険局医療課長

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項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める愚者について

本目、 「厚生労働太庄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 l項第六

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者J (平成20年厚生労働省告示第94号)の一部が平成22年厚

生労働省告示393号をもって改正されたところであるが、 DPC制度のより一層の透明化、適正化等

を図る観点、から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図られた

し、。
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庄 司

告番示号
薬剤名 適周年月日 適応症

銘柄{多考) ICOド1O(多考}

1 Pゐ・ r.~~ 
YIlR10R抽血ペ昭エ.，ロ5シ伽ーz.Z 静5∞注伽用~500m~、 平成包年4月1日

|…又管イ十，-刷炎分はド網アにな~.場よのレ，左ル役合るすギ神与にA一経限にz位障aよるm一害)肉るd咽芽効の(腫ス果故λ性テが笹血ZZ E F 

E堕盟主産量撞量瞳重量生ヨ直;eJ;
ロブリン

0077隠05mω盆xx立mx99盆99xd息OXm X 07ゆ-560xx99x1xx
07Q560x)(97xO:u 

07出回xx97)(bx 070560xx97x2xx 

2 
ア組錬ダえリ}4 フJl下注4伽ぼ 平成包年4月1日 盟!l1並進室住金jJ;盆

曲。l40xxxxxxxx
「るものに

|限る

平成22年11月18日 盛山担金口="皇室

Z語第五想広華主
"ど玄関ほS冨H 060180:u99xOxx 060180xx自白，，，

060180以 97xOxx 060laoxx訂正'u
国0180xltOlxOxx 。印tSOxxOl且'u

3 
ZイZンUフ樋リ与キ、シマ (追 レミケード点漬静注用1∞ 平成詑年4月1日 L401. L408 QM1坦豊富怯畠jJ;富

回目140xxxxxxxx

るものに
量る

平成22年7月t日 K51$ 〈強直性脊推炎の場合)
目白盟国E・1.!2i呈

修， 070470xx99x6xx 

bも.
=限4

〈鳴境衛箇倹018大諮5u周9炎問9のxlxx渇含盆〉 醐悩O間以99x01x

185xx97xOxx 
前0185xx97xlxx 060lS5x)(OlxOx)( 
目。185xx01xlu. 

4 ゲムシタピシ塩強盗 同 19 平成包年4月1日 盟国J!!重~盛
bものに..る 回叩lDxx99x2xx 090010xx99x30x 

開 問10XJ;99x31x 09IlIHOxx99x4以
ωω10xx9702xx 090mOxx97回日
泊∞lDxx97040且 09001Oxx97041x 
個凹10xx9713xx

5 ヱベロリムス

1

7フイト峨

'"

平成担年4月16日 G7切 =宜睦量
bものl 11∞lxxx01x¥xx 11001x耳x97xlxx

限る 11凹lxxx99xlxx

e |テモゾロミド ーセア 平成担年4月16日
腫詮る射の援患省であに禄って与 bものに障

G71$. C722. C723. C724 (放射線泊僚と悌用している場合〕
!llJI!llQ.JilI:量
。1凹10xx01x4xx 010010xx97x4xx 
。lool0x耳99制"

(化学療法のみを仔っている場合〕
自J!!<lJ!!..l固恒量
。1凹10xxOb:5xx Ol0010xx91x5xx 
。1∞IOxx9抑 50， 010010xx個出"

組エ換クえリ】3 〈遺伝子 ソリリス点璃静注周3c耐事 平成n年6月11日7 ロ凹90首巾"与の柚3
13ゆ090xx99xDχx 13陥凶Oxx97xDxx
13∞90xx97xlxx 

8 クス点描静注用10cmg 平成22年6月11日 間凹35士阻 fト特館踊由、.s持斡幅3
組後え}

んす又るもはの直に聞限がるんl
凶岨3血5u豆g盆9，虚u血 06陥ω5xx99x3Ox
00∞35以 99x31x

0066雌闘関E5na柄'1.97'1.拘31Xx 00∞35xx97x初z
関船35xx97x40x 。ω035xx97x41x
ω∞35xx02x4xx ω佃35uOlω"
凶ω35.o.0104xx 。印凶5xx0113xx
師ω35xxOl14xx

!lim!直瞳E目rlI圃'-"盆鑑瞳岳己
百T円わ白事件闘嘩

00∞4Oxx99x2xx 
。O陪ω0084400xZxX鈎97X032xxxx 00∞4Oxx99x4xx 

。o6e∞∞4488mXXg9770333uxx 。帥1l40xx9712xx
ω0Il40J(~97140x 

凶∞4Dxx97141x 。的1l40xxOl03xx
前∞4DxxOl04xx ω曲ω'x~011lxx
加∞4O~~0114xx

L 



告示 薬剤名 適周年月日 泡応症 .. 断群分短番号

番号 銘柄〈参考} IC!HO (参考}

g レナリ Fミド水租物 レブラミドカプセJレ5時 平成22年7月168
量る発のn又患者崎"治役性与のす多る発も性の骨に髄限 G900 J.a盟組圭量注量踏匪量産量草壁蓋

1鈎04主0，主"包9x2xx 1印刷Oxx99x3x且

13咽4Oxx97x2u 1釦倒Oxx97x3xx

、

10 ア組パ処えタ)セプト 〈遺伝子 オレンシア点璃静;>用""'" 平成担年9月17日
既分与存すなの節も泊の療りに法つlでは効果患が者不十段

105$$.蜘60$.1068$， M069$ l!1!l量lJ!回箇'1.!23.圭

開る にウ限マるチの に 0O7700447188Um9999xxObm x 0O7700447700M旧9鈎hxO1uxx 

0704干Oxx97x2xx 070470xx閃，0以
070410x且03x2xx 070470xx02:xOxx 
07阿70xx02x2xx

11 パタリ.キセ" アブラキサン点滴静注用1曲昭 平成22年9月17日 乳にが限んるの患者に控与するもの c5叫 盟盟~盤置盛
ω∞10xx99x4xx 090010xxド97040x
凶∞IOxx97041x

. 
12 テムシロリムス トーリセル点摘静注璃''''' 平成n年9J117日

視細の泊胞に寝切がる除ん不の能n患者又lにま転役移与住すのる腎も
C64 II盟lL.Ifll量

11凹1耳目的x1x)( t1001xxx訂正1"
11∞1xxxOlxlxx 

ノ

13 ヱ活えブ〕性ヲコゲ ア遺ルファ 注射1.用2m，ノfポ2.2mセ7l}.ン4.81T11 (8.5In1J 
平成担年11月18目

統グ者'あ向のl、G体ラ仮のにっP限輸たを抑ンEる有血制ツもbマす不ののm応たンるにa又血者状限めは小態るにでH複)あに役Uの与線あにって出す均対る症又血す.る血傾患るはも

0691 J.a剖12出血盤重自
換( 盈) ( 伝子細 130110xOxxxOOx 1却110xOxxxOlx

130110xO且xx3xx 13G110xlxxxOxx 

ノボ1m，セ〈ブンHゐI唱静α注聞周1) 130110xlxxxJxx 
lmg(1岡1).‘ 5UJg{5nJ)

14 ポル担リエチレンゲゲリコー
献血a255ヴZzエ{{m10ノ田mグ1l}}.ロ5Tブggリ(C210伽ン伽llJHl} 5%静注

平成22年11月18日

多る筋発性力限るにも筋低よるの下〉炎るに効又の(限ス果改はる皮テが普膚不のロ筋イ炎ド刻なににのよ

111330， 111331. Nお，.削39 盟国盟主皇位睡量撞壷圭盤ヨ自E量産
理人免控 ロブリ

。7凶6箆0"盆9息9xOxx ュ，
与続合与すに 十た分め場役 oOFm明弱ωOmm鈎97xxs1nxx 。7凶60.o:99x2xx

。7凶60xx97x1xx 。70弱耐災97x2xx

(5 乾グ蝿ロ抗フo (Rho) 人免蜜 抗銑DD人ゲ免ロ疲プグリロン筋ブ注リン射筋1∞注0用倫10∞錆
平成22年11月18日

受因ににD子段けD(R与てにh〈Rすoいよ)Mるなる陰}もい盤性因の者作子でにののaにあ限涜初よっる産制てる後聖の.書作のた以前周めを

。ωs
弔問?"山リン 12014ゆ足次97xxxx

16 子ウ組ス換テえキ}ヌマヲ〈遺伝 ステラーラ底下注4面市シリンジ 平成幻年3.1'111日
既分乾限存な療る尋のの治常n患療性者援乾に書で段館は又与効1す玄果関るが節も盆不の十性にMLL44田0005町 回目70$. M071$， 111072$. N013$. 

盤日l週量症位u 富
ω0140xxxxxxxx 

田 但 盟 国 庫 =
070470xx99xDxx 0目7780447700mUg9h7zO11u耳070470x)(99x2xx 
070470xx97x2xx 070470xx凶xDxx
070470xxOJx2xx 070470x耳目xDxx
070470以02x2xx

17 エリブリンメシ"融塩 ハラヴzン静注，m， 平成23年7月19日
切患者除に不彼能与又すはる再も発ののに乳限がるんの c5同 盟盟~盤E盛

ω∞lOxx99x30x 09001Oxx99xJb 
凶伺10xx97.回以 09001Oxx9713xx 

18 ポリノス.ツト ゾリシザカプセル1曲 .. 平成.23年9月四日 皮に膚揖与Tす細る胞も住のリにン限パる置の患者 四40.G制1 J.a盟3D.荘車ワ圭:d二三Lll!

133ωω3300以m9999dX3x1X 13ωokxX9鈎7Xx32x0xx 
130030xx99x31 x 13閃0，

(9 ゴリムマブ【遺伝子組 シンポニー底下珪拍車シリンジ 平成"年9月却目
既分与存すな関るのも治節の療リに去ウ限でマるチは効の果患が者不に十役

1051. N060$， MO田..剛回S 目白盟国値'1.2マ乏
換え} 070470xx9Sx4xx 

20 ダプトマイシン キュピシン静注用 35伽E 平成23年9月"日

感膚のダシ{感にM袋ブリ限性染Rトンる症マ心s耐イ肉のA性膜愈}シ貧宥に炎ン色又にによブ盛l鼠るま住敗ド深与ワの在す血尊住症メる重チ、皮も
AL1043悶3108S !Logs 

llt盟1Jl臨血重
18∞10且OxxxOxx 1問。10x1xxxOxx

陸田2自由自甚量
凶船90xx99xOxx

盟盟II畠盤瞳底富
ωωllxx970xOx oa0011xx970x1x 
回ωllxx971xxx 。自0011xx99xxxx



告示 薬剤名 適用年月日 適 応 症 診断Z草分気番号

香号 銘柄【番考} JCO-l0 (害者]

21 テ緑豊リ具えパ}ラテド {遺伝子 フォ"予オ皮下注キット 600pg 平成23年g月30日
骨の患衝者のに危隣批与住すのる高もいの骨に粗鼠忽る症 "日$， 11181$， M82$ 但国lJlま鑑量祖霊症

町田70xx99xxxx

" ベンダムスチン塩酷塩 トレアキシン点靖静走用"1m< 平成23年9月30日

再細又鎗発胞者は住又にマ掠橡はン裏ホ与書トす治ジル性キる細のンも胞の低リリ悪にンンパ性限パ皮霞る腫Bの型

C82$， C830，回J1，回32，C838，叫51 u但lJl謹車ぜ圭~パ1Il'

1133∞003300mmgggsxx23m 1x 1却飽Oxx99x30x

23 アザシチヲン ピダーザ剖捕 10伽E F 平成23年9F130日 骨与す髄異るも形の成に量限怯る詳の患者に投 D46S u田健量国墨盤盛盛盤整
13∞回以97x3xx

24 子ロ組ミ担ブえロ]スチム {遺伝 ロミプレート度下注 '60μE調製周 平成幻年9月30日
医摘る健の特患先者住に血彼小与梅す減る少もの佐鍵に斑限

肺93 =出血盟盛II..!主由也]
130110xO耳目仰z 130010xOux01x 
130110xhxxOu 

25 A型ポツリヌス毒素製 ポトッヲス詮用印単位ー'"単位 平成23年9月30日 上に陸投与虚す縞る又もl立の下に院限檀る繕の患者 (特定出来ない〕 すべての診断群分類番号
刻

26 子ト組ラ擾スえツ〉ズマブ 〈遺伝 ハーセプチン注射用"‘注射用'" 平成お年9月30日
H愈胃にR限切が2過る除ん剰不の発能庖現者なt進に，.櫨行綬留又与はすされ再るた発も治のの

C16$ 曽盟~盤瞳量
"∞20xx99x2u D6D020xx99x30x 
0066ω002200Um9ob9Xb31X x 0時0020xx97x30x

。ω飽OxxOh3xx

27 z"ロチニブ塩酸境 タルセパ錠 平成お年9月四日 治にa役g切与す除不る能ものなに障限がるんの庖者 Cヨ" 笛盟11.睦睡 E睡g圃量
"ω7xxx99x3焔 防叫7xxx鈎λ40，
関∞7xxx99x4h ω叩7xxx97x3xx
凶ω7xxx97x4u 。喝刷7xxx02x4xx
。e∞7xxxOl04u 06007xx耳目114xx


