
｢基本診療料の施設基準等の一部改正｣
－療養病棟入院基本料２および
有床診療所療養病床入院基本料２－

平成18年７月１日から

平成18年７月１日から適用される ｢療養病棟入院基本

料２｣ および ｢有床診療所療養病床入院基本料２｣ に関

する施設基準等の告示・通知が平成18年６月30日付けで

厚生労働省から発出されましたので, お知らせいたし

ます｡

なお, 詳細については, 日本医師会ホームページの ｢メンバーズルーム｣ に掲載されて

います｡

○｢診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について｣ の一部改正について

１ 別添１の第１章第２部第１節中 ｢A101療養病棟入院基本料｣ の (１) の次に次のよ

うに加える｡

(２) 療養病棟入院基本料２ (平成18年７月１日以降に限る｡)

ア 療養病棟入院基本料２は, ｢注１｣ の入院基本料及び ｢注２｣ の特別入院基本料

から構成され, ｢注１｣ の入院基本料については, 別に厚生労働大臣が定める基準

に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について, 別に厚

生労働大臣が定める区分 (１日に２つ以上の区分に該当する場合には, 該当するも

ののうち最も高い点数の区分) に従い, 当該患者ごとに入院基本料Ａ等の各区分の

所定点数を算定し, ｢注２｣ の特別入院基本料については, 届け出た療養病棟に入

院している患者について, 算定する｡ ただし, ｢注１｣ の入院基本料を算定してい

る場合において, 患者の急性増悪により, 同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又

は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には, その前日を１日目として３日

前までの間は, その日ごとに入院基本料Ｅを算定することができる｡

イ 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には, 当該病棟のうち, 回

復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料 (病棟単位で行うものに限る｡)

を算定する病棟以外の病棟については, ｢注１｣ の入院基本料又は ｢注２｣ の特別

入院基本料のいずれか一方を算定するものとする｡

ウ ｢注１｣ の入院基本料のうち, 入院基本料Ａ, 入院基本料Ｂ又は入院基本料Ｃの

いずれかの算定に当たっては, 定期的 (原則として月に１回) に患者又はその家族

に対して, 当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況

について, 別紙様式21又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付

のうえ十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと｡ また, やむを得ない

理由により説明を行うことが困難な場合であっても, 患者又はその家族の求めに応

じ, 当該書面又はその写を交付するとともに診療録に貼付しておくこと｡ なお, 患
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－ 必 読－ ８月度請求書 (７月診療分)
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午後５時まで

＊国保分点検＝９日△

労災 14日 (月)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡



者又はその家族への説明に当たり, 特に悪性腫瘍等の患者に対しては, 患者本人の

治療方針に関する理解状況を踏まえ, 療養上著しく不適切なことが生じないよう配

慮すること｡

エ 療養病棟入院基本料２に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する

薬剤, 特定保険医療材料又は区分 ｢J201｣ 酸素加算の費用並びに浣腸, 注腸, 吸入

等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤

又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料２に含まれる｡ ただし,

｢注１｣ のただし書の規定により, 入院基本料Ｅを算定する場合については, この

限りではない｡

オ 療養病棟入院基本料２を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者

が入院する施設であり, 医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動

は認められるが, その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記

載する｡ なお, ｢注１｣ のただし書の規定により入院基本料Ｅを算定した場合にお

いても, その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する｡

カ 療養病棟入院基本料２を算定するに当たっては, 次の (イ) 及び (ロ) の要件を

満たすことが必要である｡

(イ) 定期的 (原則として月に１回) に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直

し, その要点を診療録に記載する｡

(ロ) 患者の状態に著しい変化がみられた場合には, その都度, 患者の状態の評価及

び対策を見直し, その要点を診療録に記載する｡

キ 療養病棟入院基本料２を算定する病棟については, ｢注５｣ に掲げる入院基本料

等加算について, それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる｡

２ 別添１の第１章第２部第１節中 ｢A109有床診療所療養病床入院基本料｣ の (１) の

次に次のように加える｡

(２) 有床診療所療養病床入院基本料２ (平成18年７月１日以降に限る｡)

ア 有床診療所療養病床入院基本料２は, ｢注１｣ の入院基本料及び ｢注２｣ の特別

入院基本料から構成され, ｢注１｣ の入院基本料については, 別に厚生労働大臣が

定める基準に適合しているものとして届け出た診療所 (療養病床に係るものに限る｡)

に入院している患者について, 別に厚生労働大臣が定める区分 (１日に２つ以上の

区分に該当する場合には, 該当するもののうち最も高い点数の区分) に従い, 当該

患者ごとに入院基本料Ａ等の各区分の所定点数を算定し, ｢注２｣ の特別入院基本

料については, 届け出た診療所 (療養病床に係るものに限る｡) に入院している患

者について算定する｡ ただし, ｢注１｣ の入院基本料を算定している場合において,

患者の急性増悪により, 同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医

療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には,

その前日を１日目として３日前までの間は, その日ごとに入院基本料Ｅを算定する

ことができる｡

イ ｢注１｣ の入院基本料のうち, 入院基本料Ａ, 入院基本料Ｂ又は入院基本料Ｃの

いずれかの算定に当たっては, 定期的 (原則として月に１回) に患者又はその家族

に対して, 当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況

について, 別紙様式21又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付

のうえ十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと｡ なお, やむを得ない
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理由により説明を行うことが困難な場合であっても, 患者又はその家族の求めに応

じ, 当該書面又はその写を交付するとともに診療録に貼付しておくこと｡ また, 患

者又はその家族への説明に当たり, 特に悪性腫瘍等の患者に対しては, 患者本人の

治療方針に関する理解状況を踏まえ, 療養上著しく不適切なことが生じないよう配

慮すること｡

ウ 有床診療所療養病床入院基本料２に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに伴

い使用する薬剤, 特定保険医療材料又は区分 ｢J201｣ 酸素加算の費用並びに浣腸,

注腸, 吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使

用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料

２に含まれる｡ ただし, ｢注１｣ のただし書の規定により, 入院基本料Ｅを算定す

る場合については, この限りではない｡

エ 有床診療所療養病床入院基本料２を算定する病床は主として長期にわたり療養の

必要な患者が入院する施設であり, 医療上特に必要がある場合に限り他の病床への

患者の移動は認められるが, その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄

に詳細に記載する｡ なお, ｢注１｣ のただし書の規定により入院基本料Ｅを算定し

た場合においても, その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に

記載する｡

オ 有床診療所療養病床入院基本料２を算定するにあたっては, 次の (イ) 及び (ロ)

の要件を満たすことが必要である｡

(イ) 定期的 (原則として月に１回) に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直

し, その要点を診療録に記載する｡

(ロ) 患者の状態に著しい変化がみられた場合には, その都度, 患者の状態の評価及

び対策を見直し, その要点を診療録に記載する｡

カ 有床診療所療養病床入院基本料２を算定する病床については, ｢注５｣ に掲げる

入院基本料等加算について, それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる｡

３ 別添１の第１章第２部第３節中 ｢A308 回復期リハビリテーション病棟入院料｣ の

(４) を次のように改める｡

(４) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が, 当該病

棟に入院した場合には, 当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を, 当該病

棟が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料２の入院基本料Ｅを算定する｡

３ 別添１の第１章第２部第３節中 ｢A309 特殊疾患療養病棟入院料｣ を ｢A309 特殊

疾患療養病棟入院料 (平成20年３月31日までに限る｡)｣ に改める｡

４ 別添１の第２章第２部第１節中 ｢C000 往診料｣ の (９) を次のように改める｡

(９) 同一の患家 (有料老人ホーム等であって, その形態から当該ホーム全体を同一の患

家とみなすことが適当であるものを含む｡) で２人以上の患者を診療した場合は, ２

人目以降の患者については往診料又は在宅患者訪問診療料を算定せず, 初診料又は再

診料若しくは外来診療料及び特掲診療料を算定する｡ この場合において, ２人目以降

のそれぞれの患者の診療に要した時間が１時間を超えた場合は, その旨を診療報酬明

細書の摘要欄に記載し, 往診料の ｢注２｣ の加算又は在宅患者訪問診療料の ｢注３｣

の加算の点数を算定する｡ なお, 診療上の必要に基づき, 同一の患家で複数の患者を
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診療することが継続的に行われる場合には, １人目に診療する患者が特定の人に偏る

ことのないようにするなど, 患者の費用負担の観点から適切な配慮を行うこと｡

５ 別添１の第２章第２部第１節中 ｢C002 在宅時医学総合管理料｣ の (16) を次のよ

うに改める｡

算定対象となる患者が入所する施設と特別の関係にある保険医療機関においては,

算定できない｡ ただし, 当該施設と特別の関係にある保険医療機関であっても, 在宅

療養支援診療所の保険医が実施する場合には在宅時医学総合管理料を, 療養病床を有

料老人ホーム等に転換する措置を講じた病院であって, 在宅療養支援診療所と同様の

施設基準を満たすものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の保険医

が実施する場合には在宅時医学総合管理料の ｢２｣ を算定できること｡ なお, ｢有料

老人ホーム等に転換する措置を講じた病院｣ とは, 療養病床を有料老人ホーム, 高齢

者向け優良賃貸住宅, 軽費老人ホーム (ケアハウス) 又は認知症高齢者グループホー

ム等に転換した病院のことをいい, 転換の時期は問わないものであること｡

６ 別添１の第２章第２部第１節中 ｢C003 在宅末期医療総合診療料｣ の (12) を削る｡

７ 別紙様式20の次に別紙様式21を追加する｡
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○｢診療報酬請求書等の記載要領等について｣ の一部改正について

第３の２の (32) のエを次のとおり改める｡

エ 患者の急性増悪により, 療養病棟入院基本料２を算定する病棟において, 同一の保険

医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合であって,

療養病棟入院基本料２の入院基本料Ｅを算定した場合, 又は有床診療所療養病床入院基

本料２を算定する病室において, 同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保

険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合であっ

て, 有床診療所療養病床入院基本料２の入院基本料Ｅを算定した場合は, その医療上の

必要性について, ｢摘要｣ 欄に詳細に記載すること｡

療養病棟入院基本料２又は有床診療所療養病床入院基本料２を算定した場合にあって

は, 次の例により, 当該入院基本料を算定する病棟又は病床に入院する患者について,

該当する日ごとの入院基本料の区分, 及び当該区分に係る全ての疾患又は状態等並びに

ADL区分を ｢摘要｣ 欄に記載すること｡ ただし, 平成18年９月診療分までについては,

これらの ｢摘要｣ 欄への記載を要しないものであること｡ なお, 平成18年10月診療分以

降であっても, 入院基本料の区分に係る全ての疾患又は状態等の記載が困難な場合にあっ

ては, 主となる疾患又は状態等の記載であっても差し支えないものであること｡ また,

これらの記載については, 診療報酬明細書に ｢医療区分・ADL 区分に係る評価票｣ を

添付することにより代えることができる｡

[記載例１]

７月１日 1,220×１日 (入院基本料Ｃ)

15 その他難病 (スモンを除く｡) , ADL10点

７月２日～７月15日 1,344×14日 (入院基本料Ｂ)

15 その他難病 (スモンを除く｡) , ADL23点

７月16日～７月31日 1,740×16日 (入院基本料Ａ)

３ 中心静脈栄養を実施している状態, ADL23点

15 その他難病 (スモンを除く｡)

※) 疾患又は状態等については, ｢医療区分・ADL区分に係る評価票｣ において該当

する番号の記載のみでもよい｡

[記載例２]

７月１日～７月15日 764点×15日 (入院基本料Ｅ), ADL10点

７月16日～７月31日 885点×16日 (入院基本料Ｄ), ADL23点

2006年(平成18年)７月15日 No.1841 ( 7 )



｢要介護被保険者等である患者について療養に
要する費用の額を算定できる場合の一部改正｣

平成18年７月１日から

平成18年７月１日から適用される ｢医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項お

よび医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について｣ の一部改正が平成18年６月30

日付けで厚生労働省から発出されましたので, お知らせいたします｡

○｢医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関

連する事項等について｣ の一部改正について

１ 第１の２の (１) を次のように改める｡

(１) 療養病棟 (介護保険法第８条第26項に規定する療養病床等に係る病棟をいう｡ 以下

同じ｡) に該当する病棟が一つである病院又は診療所において, 介護保険適用の指定

を受けることにより要介護者以外の患者等に対する対応が困難になることを避けるた

め, 当該病院又は診療所において, あらかじめ２つの病室 (各病室の病床数が４を超

える場合については４病床を上限とする｡) を定め, 当該病室について都道府県知事

に届け出た場合は, 当該病室において行った療養に係る給付は, 医療保険から行うも

のとすること｡

２ 第３に次のように１を加え, １から５を１ずつ繰り下げる｡

１ 同一の病棟で医療保険適用と介護保険適用の病床を病室単位で混在できる場合

(１) 療養病棟を二病棟以下しか持たない病院及び診療所

(２) 病院であって, 当該病院の療養病棟 (医療保険適用であるものに限る｡) の病室

のうち, 当該病棟の病室数の二分の一を超えない数の病室を定め, 当該病室につい

て指定介護療養型医療施設の指定を受けることについて地方社会保険事務局長に届

け出た場合には, 平成21年３月31日までの間に限り, 当該病室において行った療養

に係る給付は, 介護保険から行うものとすること｡

(３) 病院 (指定介護療養型医療施設であるものに限る｡) であって, 当該病院の療養

病棟の病室のうち, 当該病棟の病室数の二分の一を超えない数の病室を定め, 当該

病室について指定介護療養型医療施設の指定を除外し, 当該病室に入院する者につ

いて療養の給付 (健康保険法第52条第１項の療養の給付をいう｡) を行おうとする

ことについて地方社会保険事務局長に届け出た場合には, 平成21年３月31日までの

間に限り, 当該病室において行った療養に係る給付は, 医療保険から行うものとす

ること｡

３ 第３の２の (２) を次のように改める｡

(２) １病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については, 各保険適用の病

床ごとに, １病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのでき

る看護師等の配置基準に係る入院基本料等 (医療療養病床の場合は療養病棟入院基

本料, 介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費) を採用するものとす

ること｡ このため, １病棟内における医療療養病床と介護療養病床とで, 届け出る
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看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること｡ ただし, 医療療養病

床及び介護療養病床各々において満たすことのできる看護師等の配置基準に係る入

院基本料等を採用することもできるものであること｡ なお, 医療療養病床に係る届

出については, ｢基本診療料の施設基準等｣ (平成18年厚生労働省告示第93号) 及び

｢基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて｣ (平成18

年３月６日保医発第0330006号) に基づき, 療養病棟入院基本料２又は有床診療所

療養病床入院基本料２を届け出るものであること｡

４ ｢第４ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービスに関する留

意事項｣ を ｢医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関す

る留意事項｣ に改める｡

５ 第４の３を次のように改める｡

(１) 特定施設入居者生活介護 (介護予防特定施設入居者生活介護を含む｡ 以下同じ｡)

又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者 (外部サービス利用型特定施設入

居者生活介護を受けている患者を除く｡) については, 末期の悪性腫瘍である場合

であって, 在宅療養支援診療所の保険医が行う場合に限り, 在宅患者訪問診療料及

びそのターミナルケア加算を算定できるものであること｡

(２) 有料老人ホーム等 (特定施設入居者生活介護以外の受給者の入居施設) 及びグルー

プホーム (認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受

給者の入居施設) の入所者に対して, 保険医が療養計画に基づき定期的に訪問診療

を行う場合であっても, 在宅療養支援診療所以外の保険医療機関であって, その施

設と特別の関係にある保険医療機関の保険医が行うものについては, 在宅時医学総

合管理料及び在宅末期医療総合診療料は算定できない｡

６ 第４の６中 ｢介護保険における指定通所介護又は通所リハビリテーション｣ を ｢指定

訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーション｣ に改める｡

７ 別紙を別添のとおり改める｡

８ 様式３及び様式４を削り, 様式５から様式10を２ずつ繰り上げる｡
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国保連合会 ｢返戻及び増減点通知書｣ および

｢過誤・再審査結果通知書｣ の様式変更について

京都府国保連合会から, 平成18年７月審査分 (６月診療分) より電算システムの変更に

伴い, ｢返戻及び増減点通知書｣ (様式サイズＡ４版横書き) および ｢過誤・再審査結果通

知書｣ (様式サイズＡ４版横書き, 現在の単票形式から連記式へ) の様式が下記のとおり

変更となる旨, 連絡がありましたので, お知らせします｡

記
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薬価基準等の一部改正
平成18年６月９日から

平成18年６月９日付厚生労働省告示第391号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, (１) 薬事・食品衛生審議会医薬品部会に報告の上承認を受けた医薬品

等で, 薬価基準に収載申請のあった医薬品 (薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格お

よび新剤型の医薬品等) (２) 医療事故防止等に係る代替新規品目として, 医療事故防止

対策等を強化し, より一層の安全対策の推進を図るため, 従来の銘柄名を ｢○○○ (ブラ

ンド名) ＋ ｢剤型｣ ＋ ｢含量 (または濃度)｣｣ の形式に改めた医薬品等 (３) 製薬企業

等の医薬品製造販売承認の承継に伴う薬事法上の販売名称の変更による新名称の医薬品３

品目 (｢承継品目｣ を参照) 等について, 薬価基準の別表に第８部追補 (４) として収載

されたものです｡

同時に, 同日付保医発第0609001号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医

薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が, 下記のとおり示されました｡

また, 同日付厚生労働省告示第390号をもって掲示事項等告示の一部が改正され, 同日

から適用されました｡

今回の改正は, 医療事故防止等に係る代替新規品目および製薬企業等による医薬品製造

販売承認の承継に伴う販売名称の変更として新名称の医薬品が薬価基準に収載されたこと

に伴い, 旧名称の医薬品が掲示事項等告示の別表第２に第５部追補 (２) として収載され,

経過措置品目 (使用期限：平成19年３月31日限り) とされたものです｡

記

△

薬価基準既収載品と同一成分の新規格および新剤型の医薬品等
(平成18年６月９日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

アプネカット経口10mg 10mg2.5mL１筒 1,238.70 ○

オルメテック錠５mg ５mg１錠 46.50 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

アミグランド点滴静注用 500mL１キット 950 ○

カイトリル点滴静注用３mgバッグ ３mg100mL１袋 7,469 ○

ガシクロン注シリンジ10mL 10mL１筒 176 ○

パレセーフ点滴静注用 500mL１キット 950 ○

ビーフリード点滴静注用 500mL１キット 602 ○

ビーフリード点滴静注用 １Ｌ１キット 835 ○

フィニバックスキット点滴用0.25ｇ 250mg１キット
(生理食塩液100mL 付) 1,737 ○

ペラプリン注シリンジ10mg 10mg２mL１筒 176 ○



＜ 外 用 薬 ＞

△

医療事故防止等に係る代替新規品目 (平成18年６月９日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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ペランコシン注シリンジ600mg 600mg２mL１筒 208 ○

ミルリノン注シリンジ10mg ｢ＨＫ｣ 10mg10mL１筒 5,734 ○

ローヘパ注100単位／mL シリンジ20
mL

2,000低分子ヘパリン国際単位
20mL１筒 933 ○

ローヘパ注150単位／mL シリンジ20
mL

3,000低分子ヘパリン国際単位
20mL１筒 1,205 ○

ローヘパ注200単位／mL シリンジ20
mL

4,000低分子ヘパリン国際単位
20mL１筒 1,454 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

ボンアルファハイローション20μg
／ｇ 0.002％１ｇ 284.40 ○

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 承継品目
診療報酬上
の後発品

アスコンプ顆粒50％
(アスコンプ) 50％１ｇ 17.30 ○

アスメジン錠200mg ｢ＯＲＹ｣
(アスメジン錠) 200mg１錠 6.40 ○

アセチルスピラマイシン錠100
(アセチルスピラマイシン錠協和) 100mg１錠 12.20

アセチルスピラマイシン錠200
(アセチルスピラマイシン錠協和) 200mg１錠 21.10

アタラックス錠10mg
(アタラックス (10mg)) 10mg１錠 6.40

アタラックス－Ｐカプセル25mg
(アタラックス－Ｐ (25mg)) 25mg１カプセル 7.50

アタラックス－Ｐカプセル50mg
(アタラックス－Ｐ (50mg)) 50mg１カプセル 13.80

アタラックス－Ｐシロップ0.5％
(アタラックス－Ｐシロップ) 0.5％１mL 3.20

アタラックス－Ｐドライシロップ2.5％
(アタラックス－Ｐドライシロップ) 2.5％１ｇ 14.50

アデノック錠100mg
(アデノック錠) 100mg１錠 17.90 ○

アデホスコーワ顆粒10％
(アデホスコーワ顆粒) 10％１ｇ 30.70

アランタＳＦ錠100mg
(アランタ－ＳＦ錠) 100mg１錠 6.10 ○

アランタＳＰ細粒20％
(アランタ－ＳＰ) 20％１ｇ 6.40 ○

アリミデックス錠１mg
(アリミデックス錠) １mg１錠 606.30
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アルファロール散１μg／ｇ
(アルファロール散) １μg１ｇ 110.30

アルファロール内用液0.5μg／mL
(アルファロール液) 0.5μg１mL 96.80

アレキサン錠25mg
(アレキサン錠) 25mg１錠 6.40 ○

アロシトール錠100mg
(アロシトール) 100mg１錠 25.90 ○

アロチノン錠10mg
(アロチノン錠) 10mg１錠 14.50 ○

アロプリノール錠100mg
(アロプリノール錠 (東洋ファルマー)) 100mg１錠 6.40 ○

アロプリノール錠100mg ｢ショーワ｣
(アロプリノール錠 (昭和薬品化工)) 100mg１錠 6.40 ○

インタール細粒10％
(インタール内服用) 10％１ｇ 121.60

インビラーゼカプセル200mg
(インビラーゼカプセル) 200mg１カプセル 168.90

ＡＴＰ協和腸溶錠20

(ＡＴＰ
エーティーピー

協和腸溶錠)
20mg１錠 6.40

エピレナート錠200mg
(エピレナート錠) 200mg１錠 12.40 ○

エピレナートシロップ５％
(エピレナートシロップ) ５％１mL 7.40 ○

塩酸アンブロキソール内用液0.75％
｢ＰＨ｣
(ミタソルバイド液)

0.75％１mL 7.30 ○

オーグメンチン錠125
(オーグメンチンＳ錠) (187.5mg)１錠 28.50

オーグメンチン錠250
(オーグメンチン錠) (375mg)１錠 40.60

オパイリン錠125mg
(オパイリン錠) 125mg１錠 9.60

オパイリン錠250mg
(オパイリン250) 250mg１錠 13.10

カイトリル細粒0.4％
(カイトリル細粒) ２mg１包 1,652.30

カイロック細粒40％
(カイロック細粒) 40％１ｇ 25.90

カイロック錠200
(カイロック錠) 200mg１錠 6.40 ○

カサンミル錠10mg
(カサンミル) 10mg１錠 6.40 ○

ガスサール錠40mg
(ガスサール) 40mg１錠 6.40

ガステール錠40mg
(ガステール) 40mg１錠 6.40 ○

ガストログラフイン経口・注腸用
(ガストログラフィン) １mL 18.50
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ガストローム顆粒66.7％
(ガストローム顆粒) 66.7％１ｇ 29.10

カソデックス錠80mg
(カソデックス錠) 80mg１錠 1,267.90

カチーフＮ錠５mg
(カチーフＮ錠) ５mg１錠 19.80

カチーフＮ錠10mg
(カチーフＮ錠) 10mg１錠 37.70

カームダン錠0.4mg
(カームダン錠0.4) 0.4mg１錠 6.40 ○

カリエードプラス散 (分包) 96.7％
(カリエードプラス散 (分包)) 96.7％１ｇ 17.30 ○

キシロカインビスカス２％
(キシロカインビスカス) ２％１mL 6.40

経口用トロンビン細粒0.5万単位 ｢サ
ワイ｣
(経口用トロンビン ｢ＳＷ｣)

5,000単位0.5ｇ１包 519.00 ○

経口用トロンビン細粒１万単位 ｢サ
ワイ｣
(経口用トロンビン ｢ＳＷ｣)

10,000単位１ｇ１包 697.00 ○

コバマミド錠250μg ｢ゼンセイ｣
(コバマミド錠 ｢ゼンセイ｣) 0.25mg１錠 6.40 ○

コバマミド錠500μg ｢タイヨー｣
(コバマミド錠 ｢ナカノ｣ 500) 0.5mg１錠 6.40 ○

コメリアンコーワ顆粒10％
(コメリアンコーワ顆粒) 10％１ｇ 29.30

コリスパー錠250mg
(コリスパー錠) 250mg１錠 6.50 ○

コンベルミン錠６mg
(コンベルミンＭ錠) ６mg１錠 6.10 ○

サアミオン散１％
(サアミオン散) １％１ｇ 90.90

サアミオン錠５mg
(サアミオン錠) ５mg１錠 42.60

サークリンＳ錠25
(サークリンＳ錠) 25単位１錠 6.40 ○

ジゴシンエリキシル0.05mg／mL
(ジゴシンエリキシル) 0.005％10mL 18.50

シーサール散10％
(シーサールＰ) 10％１ｇ 10.20 ○

シーサール錠15mg
(シーサール錠) 15mg１錠 6.40 ○

シメチラン錠200mg
(シメチラン錠) 200mg１錠 6.40 ○

ジョサマイシン錠50mg
(ジョサマイシン錠) 50mg１錠 11.40

ジョサマイシン錠200mg
(ジョサマイシン錠) 200mg１錠 21.40

ジラゼミン錠50mg
(ジラゼミン錠) 50mg１錠 6.40 ○
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水溶性アズレン顆粒１％ ｢タイヨー｣
(水溶性アズレン顆粒｢ナカノ｣１％) １％１ｇ 6.40 ○

水溶性アズレン錠２mg ｢タイヨー｣
(水溶性アズレン錠 ｢タイヨー｣) ２mg１錠 5.70 ○

ステアコール錠250mg
(ステアコール錠) 250mg１錠 6.40 ○

スピロノラクトン錠25mg ｢トーワ｣
(スピロノラクトン錠 ｢トーワ｣) 25mg１錠 6.40 ○

セスデンカプセル30mg
(セスデン) 30mg１カプセル 16.90

セスデン細粒６％
(セスデン細粒) ６％１ｇ 33.90

セファクロル細粒10％ ｢マルコ｣
(セファクロル細粒 ｢マルコ｣) 100mg１ｇ 12.50 ○

セファクロル細粒20％ ｢マルコ｣
(セファクロル細粒200 ｢マルコ｣) 200mg１ｇ 23.20 ○

セロケンＬ錠120mg
(セロケンＬ錠) 120mg１錠 142.10

センノシド錠12mg ｢フソー｣
(チネラック錠) 12mg１錠 5.70 ○

ソナコン細粒１％
(ソナコン細粒) １％１ｇ 6.40 ○

ダイアグリコ錠40mg
(ダイアグリコ錠) 40mg１錠 6.40 ○

タカスノンＤＳ10％
(タカスノンドライシロップ) 100mg１ｇ 6.80 ○

タカナルミン錠100mg
(タカナルミン錠) 100mg１錠 6.40 ○

ダクチル錠50mg
(ダクチル錠) 50mg１錠 7.40

タスオミン錠10mg
(タスオミン錠) 10mg１錠 130.80 ○

タスオミン錠20mg
(タスオミンＤ錠) 20mg１錠 266.30 ○

ダントリウムカプセル25mg
(ダントリウム25) 25mg１カプセル 27.90

ダントリウムカプセル50mg
(ダントリウム50) 50mg１カプセル 56.70

チノカプセル125
(チノカプセル ｢フジモト｣) 125mg１カプセル 21.40

デパケン細粒20％
(デパケン細粒200) 20％１ｇ 20.20

デパケン細粒40％
(デパケン細粒400) 40％１ｇ 29.90

テレスミン錠200mg
(テレスミン錠) 200mg１錠 10.10 ○

ドキサゾシンＭ錠１ ｢ＥＭＥＣ｣
(プラトックスＭ錠１) １mg１錠 24.30 ○

ドキサゾシンＭ錠２ ｢ＥＭＥＣ｣
(プラトックスＭ錠２) ２mg１錠 47.20 ○
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トファルコン細粒10％
(トファルコン細粒) 10％１ｇ 10.20 ○

トミロン細粒小児用10％
(トミロン細粒小児用100) 100mg１ｇ 127.90

トレビアノーム錠50mg
(トレビアノーム錠) 50mg１錠 9.00 ○

ナイクリン散10％
(ナイクリン散) 10％１ｇ 6.40

ナイクリン錠50mg
(ナイクリン錠) 50mg１錠 6.40

ナックレス錠30mg
(ナックレス錠) 30mg１錠 6.40 ○

ニトラゼパム錠５mg ｢トーワ｣
(ニトラゼパム錠 ｢トーワ｣) ５mg１錠 6.10 ○

ネルボン散１％
(ネルボン散) １％１ｇ 19.60

ノイキノンカプセル５mg
(ノイキノンカプセル) ５mg１カプセル 16.00

ノイダブル錠25mg
(ノイダブル錠) 25mg１錠 6.40 ○

ノイチームシロップ0.5％
(ノイチームシロップ) 0.5％１mL 6.20 ○

ノルバデックス錠10mg
(ノルバデックス) 10mg１錠 217.70

ノルバデックス錠20mg
(ノルバデックスＤ) 20mg１錠 417.40

ハイゼット細粒20％
(ハイゼット細粒) 20％１ｇ 39.50

ハイゼット錠25mg
(ハイゼット錠25) 25mg１錠 11.10

ハイゼット錠50mg
(ハイゼット錠50) 50mg１錠 12.20

ハイトコバミンＭカプセル500μg
(ハイトコバミンＭ ｢カプセル｣) 0.5mg１カプセル 6.40 ○

ヒシミドン錠100mg
(ヒシミドン錠) 100mg１錠 15.40 ○

５－ＦＵドライシロップ５％協和
(５－ＦＵドライシロップ協和) 50mg１ｇ 202.90

局○ファモチジン錠20mg ｢ＴＣＫ｣
(局○ハーフタツミ錠20mg) 20mg１錠 18.70 ○

ファルジン錠200mg
(ファルジン錠) 200mg１錠 6.40 ○

フェノバールエリキシル0.4％
(フェノバールエリキシル) 0.4％１mL 5.10

ブラトゲン錠2.5mg
(ブラトゲン錠) 2.5mg１錠 6.40 ○

フラビタンシロップ0.3％
(フラビタンシロップ) 0.3％１mL 9.00

プランドフェン錠75mg
(プランドフェン錠) 75mg１錠 8.70 ○
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フルパノン錠10mg
(フルパノン錠) 10mg１錠 10.20 ○

フルペン錠４mg
(フルペンＡ) ４mg１錠 5.70 ○

フルペンシロップ0.08％
(フルペンＡシロップ) 0.08％１mL 2.10 ○

プレタール錠50mg
(プレタール錠50) 50mg１錠 121.60

プレタール錠100mg
(プレタール錠100) 100mg１錠 218.40

フロセミド錠40mg ｢フソー｣
(プロメデス錠) 40mg１錠 6.40 ○

ヘキサトロンカプセル250mg
(ヘキサトロンカプセル) 250mg１カプセル 11.90 ○

ペルサンチン錠12.5mg
(ペルサンチン錠12.5) 12.5mg１錠 7.00

ペルサンチン錠25mg
(ペルサンチン錠) 25mg１錠 9.80

ペルサンチン錠100mg
(ペルサンチン錠100) 100mg１錠 28.30

ペルジピンＬＡカプセル20mg
(ペルジピンＬＡ20mg) 20mg１カプセル 20.90

ペルジピンＬＡカプセル40mg
(ペルジピンＬＡ40mg) 40mg１カプセル 38.50

ヘルベッサーＲカプセル100mg
(ヘルベッサーＲ100) 100mg１カプセル 54.90

ヘルベッサーＲカプセル200mg
(ヘルベッサーＲ200) 200mg１カプセル 115.00

ベンズマロン錠50mg
(ベンズマロン錠) 50mg１錠 9.90 ○

マスレチンシロップ0.01％
(マスレチンシロップ) 0.01％10mL 14.60 ○

ミタンＢ２錠20mg
(ミタンＢ２錠)

20mg１錠 6.10 ○

ミリダシン錠90mg
(ミリダシン錠) 90mg１錠 16.40

ミンザイン錠0.25mg
(ミンザイン錠) 0.25mg１錠 6.40 ○

メコラミンカプセル250μg
(メコラミンカプセル) 0.25mg１カプセル 6.40 ○

メダゼパム錠５mg ｢トーワ｣
(メダゼパム錠 ｢トーワ｣) ５mg１錠 6.40 ○

メチコバイド錠500μg
(メチコバイド) 0.5mg１錠 6.40 ○

メチスタ錠250mg
(メチスタ錠) 250mg１錠 6.40 ○

麻○メテバニール錠２mg
(麻○メテバニール錠) ２mg１錠 111.30

メプチン顆粒0.01％
(メプチン顆粒) 0.01％１ｇ 63.30
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メプチン錠50μg
(メプチン錠) 0.05mg１錠 35.20

メプチンシロップ５μg／mL
(メプチンシロップ) 0.0005％１mL 9.80

メプチンミニ錠25μg
(メプチンミニ錠) 0.025mg１錠 21.80

モニラック原末
(モニラック散) １ｇ 7.90

モニラック・シロップ65％
(モニラック・シロップ) 65％１mL 6.40

ユベキノンカプセル10mg
(ユベキノン ｢カプセル｣) 10mg１カプセル 6.40 ○

ユベラ錠50mg
(ユベラ錠) 50mg１錠 6.40

ユーリック錠100mg
(ユーリック錠) 100mg１錠 6.40 ○

ラクスパン散1.8％
(ラクスパン) １ｇ 6.40 ○

ラクボン散２％
(ラクボン) ２％１ｇ 6.40

ラステットＳカプセル25mg
(ラステットＳ25) 25mg１カプセル 997.40

ラステットＳカプセル50mg
(ラステットＳ50) 50mg１カプセル 1,957.90

ラリキシンカプセル250mg
(ラリキシンカプセル) 250mg１カプセル 12.00 ○

ラリキシン錠250mg
(ラリキシン錠) 250mg１錠 12.30 ○

ラリキシンドライシロップ小児用10％
(ラリキシンドライシロップ) 100mg１ｇ 9.10 ○

ラリキシンドライシロップ小児用20％
(ラリキシンドライシロップ200) 200mg１ｇ 13.00 ○

リザベン細粒10％
(リザベン細粒) 10％１ｇ 66.80

リザベンドライシロップ５％
(リザベンドライシロップ) ５％１ｇ 68.40

リスピンＲ錠150mg
(リスピンＲ錠) 150mg１錠 27.90 ○

リスピンカプセル100mg
(リスピン) 100mg１カプセル 27.30 ○

リボトリール細粒0.1％
(リボトリール細粒0.1) 0.1％１ｇ 17.50

リボトリール細粒0.5％
(リボトリール細粒0.5) 0.5％１ｇ 63.00

リボトリール錠0.5mg
(リボトリール錠0.5) 0.5mg１錠 10.30

リボトリール錠１mg
(リボトリール錠１) １mg１錠 17.70

リボトリール錠２mg
(リボトリール錠２) ２mg１錠 31.00
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硫酸ポリミキシンＢ錠25万単位 ｢ファ
イザー｣
(硫酸ポリミキシンＢ溶性錠 (ファ
イザー))

25万単位１錠 102.60

硫酸ポリミキシンＢ錠100万単位
｢ファイザー｣
(硫酸ポリミキシンＢ錠ファイザー)

100万単位１錠 349.00

リンラキサー錠125mg
(リンラキサー錠) 125mg１錠 12.00

リンラキサー錠250mg
(リンラキサー250) 250mg１錠 20.30

ルイメニア錠40mg
(ルイメニア錠) 40mg１錠 6.90 ○

レキシン錠200mg
(レキシン錠) 200mg１錠 10.10 ○

レフトーゼシロップ0.5％
(レフトーゼシロップ) 0.5％１mL 7.60

ロイコン錠10mg
(ロイコン錠) 10mg１錠 6.40

ロペミンカプセル１mg
(ロペミンカプセル) １mg１カプセル 64.30

ロペミン細粒0.1％
(ロペミン細粒) 0.1％１ｇ 67.40

ロペミン小児用細粒0.05％
(ロペミン小児用) 0.05％１ｇ 67.40

ロレルコ細粒50％
(ロレルコ細粒) 50％１ｇ 48.80

ロレルコ錠250mg
(ロレルコ) 250mg１錠 26.00

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 承継品目
診療報酬上
の後発品

アガリット静注用100mg
(注射用アガリット) 100mg１瓶 230 ○

アシクロビン点滴静注250mg
(点滴静注用アシクロビン) 250mg１管 1,055 ○

アシロベック点滴静注用250mg
(アシロベック注) 250mg１瓶 1,211 ○

アストスＫ静注液10mEq
(アストスＫ注射液) 17.12％10mL１管 64 ○

アデフラビン注10mg
(アデフラビン10mg) 10mg１管 64

アドリアシン注用10
(アドリアシン注) 10mg１瓶 2,590

アミカシン硫酸塩注射液100mg ｢サ
ワイ｣
(ブレカシン注射液)

100mg１管 124 ○

アミカシン硫酸塩注射液200mg ｢サ
ワイ｣
(ブレカシン注射液)

200mg１管 172 ○
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アラセナーＡ点滴静注用300mg
(アラセナーＡ) 300mg１瓶 7,319

アルガロン注10mg
(アルガロン注) 10mg20mL１管 2,260 ○

アロデート注射用100mg
(アロデート注) 100mg１瓶 237 ○

イオパミロン注150
(イオパミロン150) 30.62％50mL１瓶 3,452

イオパミロン注150
(イオパミロン150) 30.62％200mL１瓶 11,982

イオパミロン注300
(イオパミロン300) 61.24％20mL１瓶 2,732

イオパミロン注300
(イオパミロン300) 61.24％50mL１瓶 6,005

イオパミロン注300
(イオパミロン300) 61.24％100mL１瓶 11,369

イオパミロン注300シリンジ
(イオパミロン300シリンジ) 61.24％50mL１筒 6,414

イオパミロン注300シリンジ
(イオパミロン300シリンジ) 61.24％80mL１筒 9,849

イオパミロン注300シリンジ
(イオパミロン300シリンジ) 61.24％100mL１筒 12,088

イオパミロン注370
(イオパミロン370) 75.52％20mL１瓶 3,293

イオパミロン注370
(イオパミロン370)

75.52％50mL１瓶 7,152

イオパミロン注370
(イオパミロン370) 75.52％100mL１瓶 13,297

イオパミロン注370シリンジ
(イオパミロン370シリンジ) 75.52％50mL１筒 7,562

イオパミロン注370シリンジ
(イオパミロン370シリンジ) 75.52％80mL１筒 11,294

イオパミロン注370シリンジ
(イオパミロン370シリンジ) 75.52％100mL１筒 13,906

イセチオン注用200mg
(イセチオン) 200mg１管 64 ○

イソビスト注240
(イソビスト240) 51.26％10mL１瓶 7,135

イソビスト注300
(イソビスト300) 64.08％10mL１瓶 9,198

イソラマイシン静注用0.5ｇ
(静注用イソラマイシン) 500mg１瓶 160 ○

イソラマイシン静注用１ｇ
(静注用イソラマイシン) １ｇ１瓶 212 ○

イソラマイシン静注用２ｇ
(静注用イソラマイシン) ２ｇ１瓶 302 ○

インダストキット点滴静注用0.5ｇ
(インダストキット)

500mg１キット
(生理食塩液100mL 付) 2,069 ○

インダスト点滴静注用0.5ｇ
(インダスト点滴用) 500mg１瓶 1,668 ○
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ＭＤＳコーワ静注300mg
(ＭＤＳコーワ注) ６％５mL１管 64

ＬＨ－ＲＨ注0.1mg ｢タナベ｣
(ＬＨ－ＲＨ注射液タナベ) 0.1mg１管 4,059

エルシトニン注40単位
(エルシトニン注)

40エルカトニン単位１mL
１管 1,450

塩酸ジルチアゼム注射用10 ｢日医工｣
(塩酸ジルチアゼム注射用10｢イセイ｣) 10mg１管 173 ○ ○

塩酸ジルチアゼム注射用50 ｢日医工｣
(塩酸ジルチアゼム注射用50｢イセイ｣) 50mg１管 679 ○ ○

塩酸ジルチアゼム注射用250｢日医工｣
(塩酸ジルチアゼム注射用250｢イセイ｣) 250mg１瓶 1,786 ○ ○

ガイシード注射液200mg
(ガイシード注射液) １％20mL１管 64 ○

キロサイドＮ注400mg
(キロサイドＮ注) 400mg１管 6,401

キロサイド注20mg
(キロサイド注) 20mg１管 503

キロサイド注40mg
(キロサイド注) 40mg１管 944

キロサイド注60mg
(キロサイド注) 60mg１管 1,395

キロサイド注100mg
(キロサイド注) 100mg１管 2,356

キロサイド注200mg
(キロサイド注) 200mg１管 3,768

グルタチオン注射用200mg ｢タイヨー｣
(注射用グルタチオン200mg｢ナカノ｣) 200mg１管 64 ○

ケイツーＮ静注用10mg
(ケイツーＮ注) 10mg１管 94

献血アルブミン20－ニチヤク
(献血アルブミン－ニチヤク) 20％20mL１瓶 3,043

献血アルブミン20－ニチヤク
(献血アルブミン－ニチヤク) 20％50mL１瓶 6,171

ゴナドリール筋注用75単位
(ゴナドリール) 75単位１瓶 (溶解液付) 1,868 ○

ゴナドリール筋注用150単位
(ゴナドリール) 150単位１瓶 (溶解液付) 2,723 ○

コンドナール注200mg
(コンドナール) １％20mL１管 64 ○

ジフルカン静注液50mg
(ジフルカン静注液0.1％) 0.1％50mL１瓶 2,767

ジフルカン静注液100mg
(ジフルカン静注液0.2％) 0.2％50mL１瓶 4,866

ジフルカン静注液200mg
(ジフルカン静注液0.2％) 0.2％100mL１瓶 9,200

セジペラ注用１ｇ
(注射用セジペラ) １ｇ１瓶 299 ○

セスデン注7.5mg
(セスデン注射液) 0.75％１mL１管 64
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セファピコールキット点滴静注用１ｇ
(セファピコール静注用)

１ｇ１キット
(生理食塩液100mL 付) 977 ○

セファピコール静注用１ｇ
(セファピコール静注用) １ｇ１瓶 564 ○

セファメジンα筋注用0.25ｇ
(セファメジンα筋注用) 250mg１瓶 (溶解液付) 284

セファメジンα筋注用0.5ｇ
(セファメジンα筋注用) 500mg１瓶 (溶解液付) 456

セファメジンα注射用0.25ｇ
(セファメジンα注射用) 250mg１瓶 275

セファメジンα注射用0.5ｇ
(セファメジンα注射用) 500mg１瓶 440

セファメジンα注射用１ｇ
(セファメジンα注射用) １ｇ１瓶 492

セファメジンα注射用２ｇ
(セファメジンα注射用) ２ｇ１瓶 945

セファメジンα点滴用キット１ｇ
(セファメジンαキット)

１ｇ１キット
(生理食塩液100mL 付) 932

セファメジンα点滴用キット２ｇ
(セファメジンαキット)

２ｇ１キット
(生理食塩液100mL 付) 1,477

セフロニックキット点滴静注用１ｇ
(セフロニックキット)

(１ｇ)１キット
(生理食塩液100mL 付) 1,286 ○

セフロニック静注用１ｇ
(セフロニック静注用) (１ｇ)１瓶 552 ○

セルフチゾン注1.65mg (0.33％)
(セルフチゾン注) 1.65mg１管 70

セルフチゾン注3.3mg (0.33％)
(セルフチゾン注) 3.3mg１管 118

セルフチゾン注6.6mg (0.33％)
(セルフチゾン注) 6.6mg１管 184

ゾビラックス点滴静注用250
(点滴静注用ゾビラックス) 250mg１瓶 5,171

ソリューゾン注２mg (0.4％)
(ソリューゾン注) ２mg１管 65 ○

ソリューゾン注４mg (0.4％)
(ソリューゾン注) ４mg１管 115 ○

ソリューゾン注20mg (0.4％)
(ソリューゾン注) 20mg１管 587 ○

ダカルバジン注用100
(ダカルバジン注協和) 100mg１瓶 4,802

タキソール注射液30mg
(タキソール注) 30mg５mL１瓶 14,795

タキソール注射液100mg
(タキソール注) 100mg16.7mL１瓶 43,768

ダントリウム静注用20mg
(ダントリウム注射用) 20mg１瓶 10,100

注射用メクロセート100mg
(メクロセート) 100mg１瓶 230 ○

ＴＲＨ注0.5mg ｢タナベ｣
(ＴＲＨ注射液タナベ) 0.5mg１管 4,114
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テイロック注射液５mg
(テイロック注) ５mg２mL１管 18,348

テイロック注射液10mg
(テイロック注) 10mg４mL１管 36,539

デカコート注射用125mg
(デカコート125) 125mg１瓶 (溶解液付) 356 ○

デカコート注射用500mg
(デカコート500) 500mg１瓶 (溶解液付) 1,248 ○

デコンタシン注射液100mg
(デコンタシン注射液) 100mg２mL１管 3,408 ○

デノシン点滴静注用500mg
(点滴静注用デノシン) 500mg１瓶 13,718

テラルビシン注射用10mg
(注射用テラルビシン) 10mg１瓶 7,761

テラルビシン注射用20mg
(注射用テラルビシン) 20mg１瓶 15,026

デリバート静注用50μg
(デリバート注) 50μg１瓶 4,845

点滴静注用ホスカビル注24mg／mL
(点滴静注用ホスカビル) ６ｇ250mL１瓶 7,896

ドイル静注用１ｇ
(ドイル注射用) １ｇ１瓶 576

ドイル静注用２ｇ
(ドイル注射用) ２ｇ１瓶 985

ドプラム注射液400mg
(ドプラム注射液) 20mg１mLバイアル 76

局○ドミニン点滴静注40mg
(局○ドミニン注) 40mg２mL１管 359 ○

局○ドミニン点滴静注100mg
(局○ドミニン注) 100mg５mL１管 520 ○

局○ドミニン点滴静注200mg
(局○ドミニン注) 200mg10mL１管 568 ○

ドロレプタン注射液25mg
(ドロレプタン) 2.5mg１mLバイアル 142

局○ニカルピン注射液２mg
(局○ニカルピン注) ２mg２mL１管 97 ○

局○ニカルピン注射液10mg
(局○ニカルピン注) 10mg10mL１管 336 ○

ネオビタカイン注２mL
(ネオビタカイン注) ２mL１管 186

ネオビタカイン注５mL
(ネオビタカイン注) ５mL１管 233

ハロスミン静注用１ｇ
(ハロスミンＳ静注用) １ｇ１瓶 224 ○

ハロスミン静注用２ｇ
(ハロスミンＳ静注用) ２ｇ１瓶 315 ○

ビスタマイシン筋注500mg
(ビスタマイシン注射液) 500mg１管 288

ビスタマイシン筋注1000mg
(ビスタマイシン注射液) １ｇ１管 450
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ビタミンＫ１注10mg
(ビタミンＫ１注 (イセイ))

10mg１管 61 ○

ビタミンＫ１注30mg
(ビタミンＫ１注 (イセイ))

30mg１管 64 ○

ビタミンＫ１注50mg
(ビタミンＫ１注 (イセイ))

50mg１管 64 ○

ピリドキサール注10mg ｢イセイ｣
(ピリドキサール ｢イセイ｣) 10mg１管 57

局○ファモチジン注射用10mg ｢サワイ｣
( 局○ファモチジン注射用10 ｢ＳＷ｣) 10mg１管 133 ○

局○ファモチジン注射用20mg ｢サワイ｣
( 局○ファモチジン注射用20 ｢ＳＷ｣) 20mg１管 232 ○

ファルモルビシンＲＴＵ注射液10mg
(ファルモルビシンＲＴＵ注射液) 10mg５mL１瓶 6,353

ファルモルビシンＲＴＵ注射液50mg
(ファルモルビシンＲＴＵ注射液) 50mg25mL１瓶 28,752

ファルモルビシン注射用10mg
(ファルモルビシン注) 10mg１瓶 6,346

ファルモルビシン注射用50mg
(ファルモルビシン注) 50mg１瓶 28,684

フェノバール注射液100mg
(10％フェノバール) 10％１mL１管 80

プリンペラン注射液10mg
(プリンペラン注射液) 0.5％２mL１管 64

プルテツシン注射液200mg
(プルテツシン注射液) 200mg１管 167 ○

フルメチ静注50mg
(フルメチＢ注) 50mg20mL１管 64 ○

ブレオ注射用５mg
(ブレオ) ５mg１瓶 2,179

ブレオ注射用15mg
(ブレオ) 15mg１瓶 6,329

ブレオ注射用30mg
(ブレオ) 30mg１瓶 11,793

プロフィット注射用25mg
(プロフィット注射用) 25mg１管 (溶解液付) 64 ○

プロフィット注射用50mg
(プロフィット注射用) 50mg１管 (溶解液付) 64 ○

ヘキサトロン注250mg
(ヘキサトロン注 (５)) ５％５mL１管 68 ○

ヘキサトロン注1000mg
(ヘキサトロン注 (10)) 10％10mL１管 157 ○

ベーゼックス注10mg
(ベーゼックス－Ｓ注) 10mg１管 57

ベネクトミン静注用200mg
(ベネクトミン注射用) 200mg１管 308 ○

ペラプリン注10mg
(ペラプリン注射液) 0.5％２mL１管 64 ○

ペランコシン注300mg
(ペランコシン注射液) 300mg１mL１管 81 ○
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ペランコシン注600mg
(ペランコシン注射液) 600mg２mL１管 95 ○

ベルマトン注100mg
(ベルマトンＡ注) 100mg１管 124 ○

ペントシリン筋注用１ｇ
(ペントシリン筋注用) １ｇ１瓶 (溶解液付) 511

ホスミシンＳ静注用0.5ｇ
(静注用ホスミシンＳ) 500mg１瓶 400

ホスミシンＳ静注用１ｇ
(静注用ホスミシンＳ) １ｇ１瓶 637

ホスミシンＳ静注用２ｇ
(静注用ホスミシンＳ) ２ｇ１瓶 948

ミドシン注射液300mg
(ミドシン注射液) 300mg１管 221 ○

ミドシン注射液600mg
(ミドシン注射液) 600mg１管 331 ○

ミリスロール注１mg／２mL
(ミリスロール注) １mg２mL１管 153

ミリスロール注５mg／10mL
(ミリスロール注) ５mg10mL１管 597

ミリスロール注25mg／50mL
(ミリスロール注) 25mg50mL１瓶 2,512

ミリスロール注50mg／100mL
(ミリスロール注) 50mg100mL１瓶 4,522

メクロフェノキサート塩酸塩注射用
250mg ｢タイヨー｣
(注射用塩酸メクロフェノキサート
｢ナカノ｣ 250mg)

250mg１管 64 ○

メチエフ注40mg
(メチエフ注射液) ４％１mL１管 64

モダシン静注用0.5ｇ
(モダシン静注用) 500mg１瓶 948

モダシン静注用１ｇ
(モダシン静注用) １ｇ１瓶 1,483

リノロサール注射液２mg (0.4％)
(リノロサール注射液) ２mg１管 79 ○

リノロサール注射液４mg (0.4％)
(リノロサール注射液) ４mg１管 115 ○

リノロサール注射液20mg (0.4％)
(リノロサール注射液) 20mg１管 567 ○

リメタゾン静注2.5mg
(リメタゾン) 2.5mg１mL１管 2,247

レボビスト注射用
(レボビスト) 2.5ｇ１瓶 (溶解液付) 11,192

レンチナン静注用１mg ｢味の素｣
(レンチナン＜味の素＞１mg) １mg１瓶 6,217

ロヒプノール静注用２mg
(ロヒプノール注) ２mg１管 159

ロープストン注20mg
(ロープストン注) 20mg１管 64 ○



＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 承継品目
診療報酬上
の後発品

アクリノール液0.1％ ｢ＯＲＹ｣
(アクリノール水 (オリエンタル)) 0.1％10mL 8.00 ○

アクリノール液0.1％ ｢シオエ｣
(アクリノール液 (シオエ)) 0.1％10mL 7.80

アズレミック錠口腔用５mg
(アズレミック) ５mg１錠 20.60 ○

エストラダーム貼付0.72mg
(エストラダームＭ) (0.72mg)９cm２１枚 129.00

ＦＡＤ点眼液0.05％ ｢サンテン｣
(ＦＡＤ点眼液サンテン) 0.05％５mL１瓶 87.30 ○

エレクター点鼻液0.05％
(エレクター点鼻液) 6.048mg８mL１瓶 507.80 ○

オキサロール軟膏25μg／ｇ
(オキサロール軟膏) 0.0025％１ｇ 143.80

オキナゾール外用液１％
(オキナゾール液) １％１mL 15.00

オキナゾールクリーム１％
(オキナゾールクリーム) １％１ｇ 15.00

オキナゾール膣錠100mg
(オキナゾールＶ100) 100mg１錠 65.90

オキナゾール膣錠600mg
(オキナゾールＶ600) 600mg１錠 362.20

含嗽用ハチアズレ顆粒
(含嗽用ハチアズレ) 0.1％１ｇ 6.10

キシロカインゼリー２％
(キシロカインゼリー) ２％１mL 8.80

キシロカイン点眼液４％
(眼科用キシロカイン液) ４％１mL 16.20

キシロカインポンプスプレー８％
(キシロカインポンプスプレー) １ｇ 25.40 ○

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％
(サンベタゾン液) 0.1％１mL 29.80 ○

スプレキュア点鼻液0.15％
(スプレキュア) 15.75mg10mL１瓶 12,203.40

チモプトールＸＥ点眼液0.25％
(チモプトールＸＥ0.25％) 0.25％１mL 603.00

チモプトールＸＥ点眼液0.5％
(チモプトールＸＥ0.5％) 0.5％１mL 902.00

チモプトール点眼液0.25％
(チモプトール0.25％) 0.25％１mL 282.90

チモプトール点眼液0.5％
(チモプトール0.5％) 0.5％１mL 421.40

テキサント消毒液６％
(テキサント) ６％10ｇ 3.70

ニプラノール点眼液0.25％
(ニプラノール点眼液) 0.25％１mL 480.70



※医療事故防止等に係る代替新規品目については､ 平成19年３月31日まで旧名称
でも請求可能｡

△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

ローヘパ注100単位／mLシリンジ20mL, ローヘパ注150単位／mLシリンジ20mL, ロー

ヘパ注200単位／mLシリンジ20mL

入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うにあたり, 本製剤を使用した場合に

あっては,次の場合を除き,所定の点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること｡

① 血液透析濾過を行った場合

② 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症 (頭蓋内出血, 消化管出血) を有す

る患者に対して血液透析を行った場合

③ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い, 進行性眼底出血を有する患者に血液透

析を行った場合
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ネグミンガーグル７％
(ネグミンガーグル) ７％１mL 2.70 ○

ハイパジールコーワ点眼液0.25％
(ハイパジールコーワ点眼液) 0.25％１mL 493.50

フェルマジン・アルコールＷ消毒液
(0.5ｗ／ｖ％)
(フェルマジン・アルコール液Ｗ)

0.5％10mL 6.40 ○

フェルマジン・アルコールＢ消毒液
(0.5ｗ／ｖ％)
(フェルマジン・アルコール液Ｂ)

0.5％10mL 6.40 ○

フセット点鼻液0.17％
(フセット点鼻液) 15.75mg９mL１瓶 7,400.10 ○

フラビタン点眼液0.05％
(フラビタン点眼液) 0.05％５mL１瓶 103.80

マイリー点鼻液0.125％
(マイリー点鼻液) 9.375mg7.5ｇ１瓶 563.10 ○

ミドリンＭ点眼液0.4％
(ミドリンＭ) 0.4％１mL 25.30

ミドリンＰ点眼液
(ミドリンＰ) １mL 31.10

メインター点眼液２％
(メインター点眼液) 100mg５mL１瓶 451.00 ○

メインター点鼻液２％
(メインター点鼻液) 190mg9.5mL１瓶 477.10 ○

局○硫酸ポリミキシンＢ散50万単位
｢ファイザー｣
(局○硫酸ポリミキシンＢ末ファイザー)

50万単位１瓶 248.10

局○硫酸ポリミキシンＢ散300万単位
｢ファイザー｣
(局○硫酸ポリミキシンＢ末ファイザー)

300万単位１瓶 1,803.10



石綿による健康被害の救済に関する法律の
施行に伴う公費負担者番号の設定について

平成18年５月22日付環保企発第060518006号をもって環境省総合環境政策局環境保健部

企画課石綿健康被害対策室長より石綿による健康被害の救済について通知があり, 公費負

担者番号が下記のとおり設定されましたのでお知らせします｡

記

公費負担者番号：６６１４１０１１

2006年(平成18年)７月15日 No.1841 ( 33 )



2006年(平成18年)７月15日 No.1841( 34 )

保 険 者 番 号 320911

記 号 番 号 49－7450032
｢再交付｣の表示のないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.５.12

記 号 番 号 074 70000070

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 18.６.１

〔津和野町国保〕 〔法務省共済組合神戸地方法務局支部〕

記 号 番 号 0808 17101061

氏 名 太 田 和 也

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.６.26

〔農林水産省共済組合近畿支部〕

被保険者証の無効通知について

次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

保 険 者 番 号 340109

記 号 番 号 08410722

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 18.５.15

保 険 者 番 号 030064

記 号 番 号 0010855
｢再交付｣の表示のないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 盗 難

無 効 年 月 日 平 18.５.12

保 険 者 番 号 030148

記 号 番 号 9130－0007
｢再交付｣の表示のないもの

氏 名 アベ ミカ

生 年 月 日 －

無 効 事 由 盗 難

無 効 年 月 日 平 18.５.11

保 険 者 番 号 450700

記 号 番 号 9865
｢再交付｣の表示のないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 18.５.23

保 険 者 番 号 344085

記 号 番 号 佐伯 5412158
｢再交付｣の表示のないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 盗 難

無 効 年 月 日 平 18.５.26

保 険 者 番 号 321034

記 号 番 号 82－0020881

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.５.10

〔木城町国保〕

〔広島市国保〕

〔三次市国保〕

〔飯南町国保〕

〔北上市国保〕 〔八幡平市国保〕
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被爆者健康手帳の無効通知について

次のとおり京都府保健福祉部長より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

受 給 者 番 号 002914－0 002041－2

氏 名 松 永 玲 子 梶 原 宗 一

生 年 月 日 ― ―

無 効 事 由 紛 失 紛 失

無 効 年 月 日 平 18.６.16 平 18.６.13


