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日本呼吸器学会 231-101 特発性間質性肺炎に対するシクロスポリンの保険適応収載 ネオーラル 1822

日本造血細胞移植学会 291-101 造血細胞移植後血小板減少症に対する適応拡大 レボレード錠 12.5 mg、レボ
レード錠 25 mg 1823

291-102
シクロホスファミド水和物の効能・効果として、同種
造血細胞移植（HLA半合致移植）時の移植片対宿主病
の抑制を追加

注射用エンドキサン 100 mg、
同 500 mg 1824

日本ヘリコバクター学会 718-101 シタフロキサシンとPPI/AMPC、PPI/MNZとの組み合わせによる三次除菌療法 グレースビット 1825

718-102

H.  pylori の除菌において、ペニシリンアレルギー症
例、や三次除菌症例において、ボノプラザンもしくは
ラベプラゾールとメトロニダゾールとの併用で用い
る。

ミノマイシン 1826

718-103 ヘリコバクターピロリ除菌難治例におけるPPI/AMPCとの併用療法への適応拡大 ミコブティン 1827
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日本血液学会 226-201 当該薬品の保険適応を多発性骨髄腫のみならず多発性骨髄腫類縁疾患まで適用拡大していくための提案 レブラミド 1828

226-202 当該薬品の保険適用を多発性骨髄腫及び類縁疾患までの適用拡大を提案する ニンラーロ 1829

226-203 後天性血友病Aに対する適応拡大 リツキサン（抗CD20モノク
ローナル抗体） 1830

226-204 原発性マクログロブリン血症/リンパ形質細胞リンパ腫への適応拡大 イムブルビカ 1831

226-205 辺縁帯リンパ腫への適応拡大 イムブルビカ 1832

226-206

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）においてリツキシ
マブの有用性が報告されている。しかるに、本薬剤の
同疾患に対する適応承認は認められていない。TTPは
死亡率 30%以上の予後不良血栓性疾患であり有効な
薬剤の承認が望まれる。

リツキサン 1833

226-207 HLA 半合致移植における急性GVHD予防のための移植後シクロフォスファミド投与への適応拡大 エンドキサン 1834

226-208 RS ウィルス（Respiratory syncytial virus：RSV）肺炎の治療および肺炎予防 レベトール 1835

日本結核病学会 227-201 非結核性抗酸菌への適応拡大 ジスロマック　アジスロマイ
シン 1836

227-202 多剤耐性結核への適応拡大 ザイボックス 1837

227-203 非結核性抗酸菌への適応拡大 チエナム 1838

227-204 非結核性抗酸菌への適応拡大 グレースビット 1839

日本循環器学会 245-201 ソナゾイド注射用16 μLの算定要件を見直し、心大血管疾患を適応疾患に含める ソナゾイド注射用 16μL 1840

日本小児リウマチ学会
261-201

2018年2月に若年性特発性関節炎（JIA）の適応症で
新たに承認されたため、外来化学療法加算Bの算定要
件を追加したい。

オレンシア点滴靜注用 1841

日本神経学会

265-201 難治性/治療抵抗性の慢性炎症性脱髄性多発神経炎に対する適応拡大

プログラフカプセル、プログ
ラフ顆粒、タクロリムス錠、
タクロリムスカプセル、グラ
セプターカプセル

1842

265-202 視神経脊髄炎に対する適応拡大 リツキサン注 1843

265-203 難治性/治療抵抗性の慢性炎症性脱髄性多発神経炎に対する適応拡大 リツキサン注 1844

（84）



日本神経学会 265-204 難治性/治療抵抗性の慢性炎症性脱髄性多発神経炎に対する適応拡大
ネオーラル、サンディミュン
シクロスポリンカプセル 1845

265-205 難治性/治療抵抗性の多発筋炎/皮膚筋炎に対する適応拡大

プログラフカプセル、プログ
ラフ顆粒、タクロリムス錠、
タクロリムスカプセル、グラ
セプターカプセル

1846

265-206 難治性/治療抵抗性の多発筋炎/皮膚筋炎に対する適応拡大
メソトレキセートカプセル、
リウマトレックスカプセル 1847

265-207 抗MAG抗体陽性ニューロパチーに対する適応拡大 リツキサン注 1848

265-208 視神経脊髄炎に対する適応拡大 イムラン、アザニン 1849

265-209 自己免疫性脳炎に対する適応拡大 エンドキサン 1850

265-210 進行性多発性白質脳症に対する適応拡大 メファキン 1851

265-211 自己免疫性てんかん及び自己免疫性脳炎に対する免疫グロブリン大量静注療法の適応拡大

献血ヴェノグロブリン IH、献
血ベニロン I、献血グロベニン
I　等

1852

日本心不全学会
274-201 急性心不全（心原性肺水腫）に対する適応拡大

ミオコールスプレー・ニトロ
グリセリン舌下錠・ミリス
ロールスプレー

1853

日本腎臓学会 276-201 難治性IgA腎症に対するミゾリビンの保険適応の追加 ブ レ デ ィ ニ ン 錠・OD錠　
25・50 1854

日本膵臓学会 280-201 膵腫瘤性病変への適応拡大 ソナゾイド 1855

日本頭痛学会

281-201

インドメタシン  ファルネシルに「発作性片側頭痛お
よび持続性片側頭痛の症状軽減」の適応疾患の拡大を
行い、インドメタシン反応性頭痛患者の診断、症状軽
減と経済損失の改善をはかる。

インフリー、インフリーS 1856

281-202
アセメタシンに「発作性片側頭痛および持続性片側頭
痛の症状軽減」の適応疾患の拡大を行い、インドメタ
シン反応性頭痛患者の診断、症状軽減をはかる。

ランツジール 1857

281-203
トピラマートに「片頭痛発作の発症抑制」の適応疾患
の拡大を行い、片頭痛の頭痛発作の頻度と重症度（程
度）の軽減をはかる。

トピナ 1858

281-204
葉酸に「妊娠可能年齢の女性にバルプロ酸を投与する
際の補充療法」の適応疾患の拡大を行い、催奇形率の
低下をはかる

フォリアミン 1859

281-205
A型ボツリヌス毒素に「慢性片頭痛の症状軽減」の適
応疾患の拡大を行い、慢性片頭患者の症状軽減とQOL
の向上をはかる。

ボトックス 1860

281-206
経口バクロフェンに三叉神経痛への適応疾患の拡大
を行い、三叉神経痛患者の症状軽減とQOLの向上を
はかる

ギャバロン 5mg　10mg 1861

281-207
ゾルミトリプタンに「群発頭痛発作の発症抑制」の適
応疾患の拡大を行い、群発頭痛の頭痛発作の頻度と重
症度（程度）の軽減をはかる。

ゾーミッグ、ゾーミッグRM 1862

281-208
ナラトリプタンに「群発頭痛の症状軽減」の適応疾患
の拡大を行い、群発頭痛患者の症状軽減と経済損失の
改善をはかる。

アマージ 1863

281-209
スマトリプタン点鼻薬に「群発頭痛に対する急性期治
療の補充療法」の適応疾患の拡大を行い、従来の皮下
注射治療に加えて利便性をはかる。

イミグラン点鼻薬 1864

281-210
リザトリプタンに「群発頭痛の症状軽減」の適応疾患
の拡大を行い、群発頭痛患者の健康被害と経済損失の
改善とQOLの向上をはかる。

マクサルト、リザトリプタン 1865

281-211
エレトリプタンに「群発頭痛発作の発症抑制」の適応
疾患の拡大を行い、群発頭痛における頭痛発作の頻度
と重症度（程度）の軽減をはかる。

レルパックス 1866

日本ヘリコバクター学会
718-201

H.  pylori の除菌療法におけるアモキシシリンの投与
方法として1500 mg 分2投与に加えて、1500 mgの
分 3投与も可能とする。

サワシリン、アモリン 1867

718-202 H.  pylori の除菌難渋例の救済療法としてAmoxicillin 500 mg 1 日 4回投与と PPI の併用による救済療法 サワシリン、アモリン 1868

718-203
H.  pylori の除菌難渋例の救済療法のい酸分泌抑制薬
としてのラベプラゾール 10 mg  4 回投与の併用によ
る救済療法

パリエット 1869
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日本リンパ網内系学会

726-201

L-OHPは治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、
結腸癌における術後補助化学療法、治癒切除不能な膵
癌、胃癌、小腸癌に保険適用があり、日常診療で多く
使用されている。本薬剤の保険適用に悪性リンパ腫を
追加する。

エルプラット 1870

726-202 適応拡大 マブキャンパス 1871

726-203
ペムブロリズマブは、各種の疾患に対して承認され、
広く使用されているが、本薬剤の適応疾患に再発・難
治性縦隔原発大細胞型B細胞リンパ腫を追加する。

キイトルーダ 1872

日本臨床腫瘍学会 734-201 上咽頭癌に対するゲムシタビン塩酸塩の適応拡大を要望する。
ジェムザール注射用 200 mg、
ジェムザール注射用 1 g 1873
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