
薬効・薬価リスト平成 30年版 追補 

（平成 30年 8月 28日告示・29日適用） 

 

※「薬効・薬価リスト」追補の無断複製・転載を禁じます 

 

内 用 薬 

 
先オデフシィ配合錠          1 錠 劇  6,043.00 

  （ヤンセン）     6250114F1026／622647301 

6250J 抗ウイルス化学療法剤 リルピビリン塩酸塩・エムト

リシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 

適応 HIV-1 感染症。 

注）次のいずれかの患者に使用：①抗 HIV 薬の治療経験がな

く,HIV-1 RNA 量 100,000copies/mL 以下の患者,②ウイルス学的

失敗の経験がなく,切り替え前 6 ヶ月間以上においてウイルス学的

抑制（HIV-1 RNA 量 50copies/mL 未満）が得られており,リルピ

ビリン・テノホビル・エムトリシタビンに対する耐性関連変異を

持たず,本剤への切り替えが適切であると判断される抗 HIV 薬既

治療患者。 

用法 成人・12 歳以上かつ体重 35kg 以上の小児 1 日 1 回 1

錠,食事中又は食直後経口投与。 
注）開始時,クレアチニンクリアランス 30mL/分以上であることを

確認。投与後クレアチニンクリアランス 30mL/分未満に低下した

場合は中止を考慮。 

禁忌  ①リファンピシン,リファブチン,カルバマゼピン,フェノバル

ビタール,フェニトイン,ホスフェニトイン,デキサメタゾン（全身投

与）,セイヨウオトギリソウ（St.John’s Wort,セント・ジョーンズ・

ワート）含有食品,プロトンポンプ阻害剤,テラプレビルを投与中②本

剤（成分）に過敏症の既往歴 併禁  ①リファンピシン〈アプテシン,

リファジン等〉,リファブチン〈ミコブティン〉,カルバマゼピン〈テ

グレトール〉,フェノバルビタール〈フェノバール等〉,フェニトイン

〈アレビアチン等〉,ホスフェニトイン〈ホストイン〉,セイヨウオト

ギリソウ（St.John’s Wort,セント・ジョーンズ・ワート）含有食品

②デキサメタゾン全身投与（単回投与を除く）〈デカドロン等〉③プ

ロトンポンプ阻害剤（オメプラゾール〈オメプラール,オメプラゾン〉,

ランソプラゾール〈タケプロン〉,ラベプラゾール〈パリエット〉,

エソメプラゾール〈ネキシウム〉,ボノプラザンフマル酸塩〈タケキ

ャブ〉④テラプレビル〈テラビック〉 

（薬価基準収載日：平 30.8.29） 
※（掲示事項等告示）当品目は新医薬品の処方日数制限対象外。 

 

先ジェミーナ配合錠            1 錠    314.10 

  （ノーベル）      2482012F1025／622646201 

2482 月経困難症治療剤 レボノルゲストレル・エチニルエス

トラジオール 

適応 月経困難症。 

用法 次のいずれかを選択。1 日 1 錠,毎日一定の時刻に 21

日間連続経口投与,その後 7 日間休薬。以上を 1 周期とし,29

日目から次の周期を開始,以後同様に繰り返す。又は,1 日 1

錠,毎日一定の時刻に 77 日間連続経口投与,その後 7 日間休

薬。以上を 1 周期とし,85 日目から次の周期を開始,以後同様

に繰り返す。 

保険ﾒﾓ  新医薬品に係る投薬期間制限の適用に当たっては,

本剤の効能・効果に係る疾患の特性や治験の成績を勘案し,

特例的に 14 日間ではなく 30 日間として取り扱う（平

30.8.28 保医発 0828 第 1 号）。 

禁忌  ①本剤（成分）に過敏症の既往歴②エストロゲン依存性悪性

腫瘍（例えば乳癌,子宮内膜癌）,子宮頸癌・その疑い③診断の確定し

ていない異常性器出血④血栓性静脈炎,肺塞栓症,脳血管障害,冠動脈

疾患・その既往歴⑤35 歳以上で 1 日 15 本以上の喫煙者⑥前兆（閃

輝暗点,星型閃光等）を伴う片頭痛⑦肺高血圧症または心房細動を合

併する心臓弁膜症,亜急性細菌性心内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症

⑧血管病変を伴う糖尿病（糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症等）⑨血栓

性素因のある者⑩抗リン脂質抗体症候群⑪手術前 4 週以内,術後 2 週

以内,産後 4 週以内及び長期間安静状態⑫重篤な肝障害⑬肝腫瘍⑭脂

質代謝異常⑮高血圧（軽度の高血圧の患者を除く）⑯耳硬化症⑰妊

娠中に黄疸,持続性そう痒症または妊娠ヘルペスの既往歴⑱妊婦・妊

娠している可能性の婦人⑲授乳婦⑳骨成長が終了していない可能性

がある者○21オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナ

ビル配合剤を服用中 併禁  オムビタスビル水和物・パリタプレビル

水和物・リトナビル配合剤〈ヴィキラックス〉 

（薬価基準収載日：平 30.8.29，投与：30 日まで） 

 

 

先スピラマイシン錠 150万単位  150万国際単位1錠  224.60 

  「サノフィ」 （サノフィ）   6419006F1024／622646501 

6419i 抗トキソプラズマ原虫剤 スピラマイシン 

適応 先天性トキソプラズマ症の発症抑制。 

用法 妊婦 1 回 300 万国際単位,1 日 3 回経口投与。 

禁忌  本剤（成分）に過敏症の既往歴 

（薬価基準収載日：平 30.8.29，投与：14 日まで） 

 

先ダフクリア錠 200mg      200mg1 錠  3,943.80 

        （アステラス）    6119001F1025／622646401 

6119i クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤 フ

ィダキソマイシン 

適応 ＜適応菌種＞本剤感性のクロストリジウム・ディフィ

シル。＜適応症＞感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含む）。 

用法 1 回 200mg,1 日 2 回経口投与。 

注）投与期間は原則として 10 日間。 

禁忌  本剤（成分）に過敏症の既往歴 

（薬価基準収載日：平 30.8.29，投与：14 日まで） 

 

 

注 射 薬 

 
先イミフィンジ点滴静注    120mg2.4mL1瓶 劇 112,938 

  120mg （アストラゼネカ）   4291443A1023／622633201 

先  〃    点滴静注     500mg10mL1瓶 劇 458,750 

  500mg             4291443A2020／622633301 

4291 抗悪性腫瘍剤 デュルバルマブ（遺伝子組換え） 

適応 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的

化学放射線療法後の維持療法。 

用法 1 回 10mg/kg,60 分間以上かけて 2 週間間隔で点滴静

注。投与期間は 12 ヶ月間まで。 

保険ﾒﾓ ①最適使用推進ガイドラインに従い,有効性及び安 

全性に関する情報が十分蓄積するまでの間,本剤の恩恵を強

く受けることが期待される患者に対して使用するとともに,

副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定

の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意する。②切

除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射

線療法後の維持療法に用いる場合,次の事項を診療報酬明細

書の摘要欄に記載：(1)次に掲げる施設のうち,該当するもの

（「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するも

のを記載）／ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点

病院等（都道府県がん診療連携拠点病院,地域がん診療連携

拠点病院,地域がん診療病院など）。イ 特定機能病院。ウ 都

道府県知事が指定するがん診療連携病院（がん診療連携指定

病院,がん診療連携協力病院,がん診療連携推進病院など）。エ 

外来化学療法室を設置し,外来化学療法加算 1 又は外来化学

療法加算 2 の施設基準に係る届出を行っている施設。オ 抗

悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行ってい

る施設。(2)次に掲げる医師の要件のうち,本剤に関する治療

の責任者として配置されている者が該当するもの（「医師要

件ア」又は「医師要件イ」と記載）／ア 医師免許取得後 2

年の初期研修を終了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研

修を行っていること。うち,2 年以上は,がん薬物療法を主と

した臨床腫瘍学の研修を行っていること。イ 医師免許取得

後 2 年の初期研修を終了した後に 4 年以上の臨床経験を有

していること。うち,3 年以上は,肺癌のがん薬物療法を含む

呼吸器病学の臨床研修を行っていること（平 30.8.28 保医発

0828 第 2 号）。 

禁忌  本剤（成分）に過敏症の既往歴 

（※次頁に続く） 



薬効・薬価リスト平成 30年版 追補 

（平成 30年 8月 28日告示・29日適用） 

 

※「薬効・薬価リスト」追補の無断複製・転載を禁じます 

 

 

 

先エンタイビオ点滴静注用    300mg1 瓶 劇 274,490 

300mg  （武田）      2399405F1020／622646301 

2399i ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗

体製剤 ベドリズマブ（遺伝子組換え） 

適応 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法

（既存治療で効果不十分な場合に限る）。 

用法 1 回 300mg,点滴静注。初回投与後,2 週,6 週に投与し,

以後 8 週間隔で点滴静注。 

注）○局注射用水で溶解後,○局生理食塩液で希釈し 30 分以上かけて 

点滴静注。 

禁忌  本剤（成分）に重度の過敏症の既往歴 

 

先ガザイバ点滴静注     1,000mg40mL1瓶 劇 450,457 

  1000mg（中外＝日本新薬）  4291444A1028／622607302 

4291 抗悪性腫瘍剤 オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 

適応 CD20 陽性の濾胞性リンパ腫。 

用法 1 日 1 回 1000mg,点滴静注。導入療法 次のサイクル

期間及び投与サイクル数とし,1サイクル目は 1・8・15日目,2

サイクル目以降は 1 日目に投与。(1)シクロホスファミド水

和物・ドキソルビシン塩酸塩・ビンクリスチン硫酸塩・プ

レドニゾロン又はメチルプレドニゾロン併用：3 週間を 1

サイクルとし 8 サイクル。(2）シクロホスファミド水和物・

ビンクリスチン硫酸塩・プレドニゾロン又はメチルプレド

ニゾロン併用：3 週間を 1 サイクルとし 8 サイクル。(3)ベ

ンダムスチン塩酸塩併用：4 週間を 1 サイクルとし 6 サイク

ル。維持療法 単独投与により 2 ヶ月に 1 回,最長 2 年間,投

与を繰り返す。 

 注）①本剤投与による infusion reaction を軽減させるため,投与の

30 分～1 時間前に抗ヒスタミン剤,解熱鎮痛剤の前投与を行う。ま

た,副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合,副腎皮質ホルモン剤の

前投与を考慮。②投与時 40mL を抜き取り,○局生理食塩液で希釈し

て計 250mL とし 50mg/時で開始。 

保険ﾒﾓ  ①緊急時に十分に対応できる医療施設において,造

血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師

のもとで,本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ

投与。②診療報酬明細書の摘要欄に,CD20 抗原が陽性であ

ることを確認した検査の実施年月日について記載（当該検

査を実施した月のみ。ただし初回は必ず記載）（平 30.8.28

保医発 0828 第 1 号）。 

禁忌  本剤（成分）に過敏症の既往歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先シグニフォーLAR 筋注用    10mg1 ｷｯﾄ 劇 103,034 

  キット 10mg（ノバルティス）  （溶解液付） 
        2499417G4022／622646601 

先  〃    LAR 筋注用    30mg1 ｷｯﾄ 劇 260,258 

  キット 30mg               （溶解液付） 
  2499417G5029／622646701 

2499i 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア

型徐放性製剤 パシレオチドパモ酸塩 

適応 クッシング病（外科的処置で効果が不十分又は施行が

困難な場合）。 

用法 10mg を 4 週ごとに臀部筋注。状態により適宜増量可。

最高量 40mg。 

 注）中等度の肝機能障害患者（Child-Pugh 分類 B）は最高量 20mg。 

保険ﾒﾓ  本製剤は在宅自己注射指導管理料の厚生労働大臣

が定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに該

当するが,専用分散液に用時懸濁して用いる製剤であり,ま

た,用法が臀部筋注するものであること等から,在宅自己注

射指導管理料は算定不可（平 30.8.28 保医発 0828第 1号）。 

禁忌  ①本剤（成分）に過敏症の既往歴②重度（Child-Pugh 分類ク

ラス C）の肝機能障害 
 

先レフィキシア静注用500   500国際単位1瓶 静 216,394 

       （ノボ）       （溶解液付） 
        6343452D1026／622647001 

先  〃    静注用 1000  1,000国際単位1瓶 静 427,968 

                       （溶解液付） 
  6343452D2022／622647101 

先  〃    静注用 2000  2,000国際単位1瓶 静 846,403 

                       （溶解液付） 
  6343452D3029／622647201 

6343 ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤 ノナ

コグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え） 

適応 血液凝固第Ⅸ因子欠乏患者における出血傾向の抑制。 

用法 添付溶解液全量で溶解し,4mL/分を超えない速度で緩

徐に静注。〔出血時〕軽度から中等度 40IU/kg。状態により

1 回 40IU/kg,追加投与可。重度又は生命を脅かす出血 

80IU/kg。〔手術時〕小手術 術前に 40IU/kg。大手術 術前

に 80IU/kg。手術中の血中の血液凝固第Ⅸ因子活性が約

100％（1IU/mL）に維持されるよう必要に応じ調整。術後

は目標値に応じ,術前投与の24～48時間後に40IU/kg,投与。

術後最初の7日間は,血中の血液凝固第Ⅸ因子活性が約50％

（0.5IU/mL）を維持するように投与。〔定期投与〕40IU/kg

を週 1 回。 

 注）24 時間の最大量は 200IU/kg とし,1 時間以上の間隔をあけて

投与。出血時又は手術時の投与は,1 回最大量 80IU/kg。 

保険ﾒﾓ  ①針及び注入器付の製品であるため,在宅自己注射

指導管理料を算定する場合,注入器加算及び注入器用注射針

加算は算定できない。②手術時における血液凝固第Ⅸ因子

製剤の使用に当たっては,術前に予想される投与回数を考慮

した上で適切な製剤を選択することとし,本剤を手術時に使

用した場合にはその理由を摘要欄に記載する（平 30.8.28 保

医発 0828 第 1 号）。 

 

 

 


