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■主な角膜上皮細胞中の単純ヘルペスウイルス抗原検出キット７）［体外診断用医薬品］　　　　　　　　　（2013年11月現在）
商品名 チェックメイト ヘルペス アイ
会社名 わかもと
使用目的 角膜上皮細胞中の単純ヘルペスウイルス抗原の検出（単純ヘルペスウイルス感染の診断補助）
検体

（検体の採取方法）
角膜上皮細胞（必要に応じ表面麻酔剤を施した上で、スワブを使用して角膜の病変部を数回擦過し、可能な限り
多くの上皮を採取する。）

測定原理 イムノクロマト法
判定 赤紫色のライン
反応時間 15分
キットの構成 反応シート、検体抽出液、スワブ、キャップ付きノズル
有効期間 製造から24ヵ月
貯法 室温

包装／希望小売価格 1テスト用セット×3袋／オープン価格
◆詳細については製品添付文書等で確認のこと。

■保険点数５），６）（2013年11月現在）　◆詳細については診療点数早見表等で確認のこと。

D012 感染症免疫学的検査　27 単純へルペスウイルス抗原定性（角膜）：210点

「27」の単純ヘルペスウイルス抗原定性（角膜）　（平24保医発0305・1）
角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。

D026 検体検査判断料　５ 免疫学的検査判断料：144点（月１回）

Question No.1593

眼のヘルペスウイルスを検出する検査試薬は
ありますか　　　　　　  　　（2013年11月）

Answer

単純ヘルペスウイルス（herpes simplex virus；
HSV）感染による角膜炎（角膜ヘルペス）は、初感
染で起こる例は少なく、通常は三叉神経節に潜伏
感染していたHSVが発熱や感冒、ストレス、紫外
線などの誘因で再活性化し三叉神経をつたって角
膜局所に伝播し病変を生ずる疾患である。病型は、
HSVが角膜上皮で増殖した「上皮型」、角膜実質細
胞に感染したHSVに対する免疫・炎症反応により
起こる「実質型」、角膜内皮に炎症が生じる「内皮型」
の３型に分けられる。この角膜ヘルペスの診断は、
問診、細隙灯顕微鏡所見、培養検査、塗抹検鏡等
により行われるが、病態が複雑なため、診断が難
しい。また、難治性であることから失明原因とな
る疾患のひとつであるといわれている。１），２），３）

上皮型の確定診断においては、典型的な樹枝状
上皮病変を形成することから、臨床所見により行

われている。しかし、実際には非典型例が多く、
臨床所見のみでは正確に診断することが難しいこ
とから、簡単な操作で迅速にHSVを検出できる検
査試薬が求められていた。２），４）

以下に、簡便に角膜上皮細胞中のHSV抗原を検
出できる検査試薬を紹介する。

【参考資料】
１） 単純ヘルペス角膜炎，井上幸次，今日の眼疾

患治療指針 第２版，出版：医学書院，131-
135，2007

２） 感染性角膜炎診療ガイドライン（第２版），日
本眼感染症学会　感染性角膜炎診療ガイドラ
イン第２版作成委員会，公益財団法人日本眼
科学会（2013年11月時点）
http://www.nichigan.or.jp/member/guide 
line/kansen2.pdf

３） 平成23年５月１日より適用の新規保険収載検
査項目の解説（臨床病理Vol.59 No. ６），宮澤
幸久，一般社団法人日本臨床検査医学会（2013
年11月時点）
http://www.jslm.org/books/journal/dt/5906.pdf

４） 特集 小児の感染症診断Update-迅速診断法を
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適用外に係わる公知申請と保険適用についての
フローチャート

薬事承認を待たずに保険適用となった適応外薬の例
薬事承認を待たずに2013年４月25日より保険適用となった適応外薬※１）

2013年３月25日開催の「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬
検討会議」で公知申請※２）が可能となった３成分のうち、下記１成分が
2013年４月25日の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会による事前
評価で公知申請が妥当と判断されたため、薬事承認を待たずに４月25
日付で保険適用となりました。

※１） 適応外薬とは、医薬品として承認されている（薬価基準収載）が、
当該適応について承認されていないもの。

※２） 適応外使用に係わる公知申請とは、医薬品（適応追加等）の承認申
請に関して、その医薬品の有効性や安全性が医学薬学上公知であ
るとして、臨床試験の全部又は一部を新たに実施することなく承
認申請を行っても差し支えないもの。

一般名／
販売名／
会社名

追加された、あ
るいは対象の効
能・効果

追加された、あ
るいは変更後の
用法・用量

要望者

ヒト血漿由来
乾燥血液凝固第

XⅢ因子

先天性及び後天
性 血 液 凝 固 第 
XⅢ因子欠乏症
による出血傾向
※追記は下線部

先天性及び後天
性 血 液 凝 固 第 
XⅢ因子欠乏症
による出血傾向
１日量４～20mL
を緩徐に静脈内
投与する。
なお、年齢、症
状などにより適
宜増減する。
※追記は下線部
※ 用量の増減に

おいて、後天
性血液凝固第
XⅢ 因 子 欠 乏
症については、
欠乏の原因に
ついても考慮
すること。

厚生労働科学研
究費補助金

（難治性疾患克
服研究事業）

「後天性血友病 
XⅢの実態調査、
発症機序の解明
と治療方法の開
発研究」班

『フィブロガミ
ンP静注用』

（CSLベーリン
グ）

（薬食審査発0425第３号／薬食安発0425第１号／保医発0425第１号より）

薬事承認を待たずに2013年５月28日より保険適用となった適応外薬※１）

2013年３月25日開催の「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬
検討会議」で公知申請※２）が可能となった３成分のうち、下記１成分が
2013年４月26日の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会による事前
評価で公知申請が妥当と判断されたため、薬事承認を待たずに５月28
日付で保険適用となりました。

※１） 適応外薬とは、医薬品として承認されている（薬価基準収載）が、
当該適応について承認されていないもの。

※２） 適応外使用に係わる公知申請とは、医薬品（適応追加等）の承認申
請に関して、その医薬品の有効性や安全性が医学薬学上公知であ
るとして、臨床試験の全部又は一部を新たに実施することなく承
認申請を行っても差し支えないもの。

一般名／
販売名／
会社名

追加された、あ
るいは対象の効
能・効果

追加された、あ
るいは変更後の
用法・用量

要望者

ヨード化ケシ油
脂肪酸エチルエ

ステル

医薬品又は医療
機器の調製

医薬品又は医療
機器の調製
本剤を適量とり、
医薬品又は医療
機器の調製に用
いる。

一般社団法人
日本消化器内視
鏡学会
一般社団法人
日本インターベ
ンショナルラジ
オロジー学会

『リピオドール
480注10mL』

（ゲルベ・ジャ
パン）

（薬食審査発0426第５号／薬食安発0426第１号／保医発0528第１号より）

中心に V.新規保険収載検査法について８.単純
ヘルペスウイルスキット チェックメイト ヘ
ルペスアイ ，梶山博文，小児科臨床，65・
12，2719-2724，2012

５） 厚生労働省告示第七十六号，官報号外第49号，
58-59．61-62，2012. ３. ５

６） 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上
の留意事項について，厚生労働省保険局医療
課長他，保医発0305第１号，2012. ３. ５

７）製品添付文書、メーカー回答
【調査機関】
わかもと製薬株式会社　TEL03-3279-0379

〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部

Question No.1594

薬事承認を待たずに保険適応となる適応外
薬とは？　　　　　　　　　（2013年5月）

Answer

本来、保険適用は薬事承認後から開始されます
が、公知申請の新ルールとして、特定の条件を満
たした薬剤は承認される前に保険適用されること
になりました。特定の条件とは、『「医療上の必要
性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」で公知申
請が可能と判断された適応外薬で、薬事・食品衛
生審議会の事前評価が終了したもの』です。

【参考】
①2010年８月25日に中医協で使用された『公知申

請とされた医薬品の取扱いについて（案）』の資
料（PDFファイル）。
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厚労省HP＞お知らせ（審議会、研究会等）＞中
央社会保険医療協議会＞中央社会保険医療協議
会総会＞第177回（2010年８月25日）資料＞公
知申請とされた医薬品の取扱いについて（案）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000 
jw4f-att/2r9852000000jw9k.pdf

② 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検
討会議」における検討結果を受け保険適用され
る品目に関する情報。
医薬品医療機器総合機構HP＞医薬品関連情報＞
保険適用される公知申請品目に関する情報につ
いて

・ 薬事・食品衛生審議会において公知申請に関す
る事前評価を受けた医薬品の適応外使用につい
て（用法・用量etc…）
http://www.info.pmda.go.jp/kouchishinsei/file/
k20100830.pdf

・ 「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関す
る事前評価を受けた医薬品の適応外使用につい
て」に関する質疑応答について（副作用被害救
済制度etc…）
http://www.info.pmda.go.jp/kouchishinsei/file/
k20100901.pdf

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 新潟支店


