
｢重度心身障害老人健康管理事業対象者証｣

(京都市の交付分) について

京都市の ｢重度心身障害老人健康管理事業対象者証｣

(いわゆる 健管 のシール) については, 下記の要領で

交付されることとなりましたので, お知らせいたします｡

証の有効期間については, 後期高齢者医療制度が始ま

る平成20年４月以降も引き続き使用することとなり, 平

成20年７月31日まで有効となりますのでご留意ください｡

なお, 京都市以外の市町村 (京都府域) が交付する証

(シール) は, 平成20年３月31日までが有効期間となり

ます｡

１. 対象者

老人保健法医療受給者証の交付を受けている方のうち, 一定以上の障害のある方

※本人, 配偶者および本人の生計を維持している扶養義務者の所得額に制限あり

※他の制度 (生活保護法による医療扶助等) により, 医療費の全額または一部負担金が

全額支給される場合は対象とならない

２. 有効期間

平成19年８月１日～平成20年７月31日

３. 証 (シール) の色とサイズ

色 ：うぐいす色 (前年は黄色)

サイズ：縦20㎜×横70㎜ (例年どおり)

４. 給付内容

老人保健法による一部負担金に相当する金額

※入院中の食事負担額, 老人保健訪問看護療養費の基本利用料は支給されません｡
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重障老人健康管理事業対象者証

(有効期間 １９. ８. １ ～２０. ７. ３１)
氏名 京都市 交付

証の有効期間始期は平成19年８月１日以降の日付が記載されます｡
継続認定の場合, 平成19年８月１日が記載されます｡

－必 読－ ８月度請求書 (７月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (金)
午後５時まで△

国保 10日 (金)
午後５時まで

＊４月から窓口点検が廃止
されています｡(詳細は２月
15日号および４月15日号保
険医療部通信参照)△

労災 13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｡



トラスツズマブ (遺伝子組換え)製剤の
保険請求上の取り扱いについて

トラスツズマブ (遺伝子組換え) 製剤については, ハーセプチン注射用60 (以下 ｢60

mg 製剤｣) および同注射用150 (以下 ｢150mg 製剤｣) が薬価基準に収載されているとこ

ろですが, 今般, 製造販売業者である中外製薬株式会社から厚生労働省当局に対し, 製造

工程における異物混入のため, 60mg 製剤の供給が一時的に停止となる旨報告がありま

した｡

なお, 中外製薬では, すでに供給済みの ｢60mg 製剤｣ 並びに ｢150mg 製剤｣ について

は, 安全と判断しており, 60mg 製剤の供給を再開するまでの間の対応策として, 60mg

製剤に代えて150mg 製剤を供給するとしているところです｡ これを踏まえ, 平成19年６

月13日保医発第0613001号厚生労働省保険局医療課長通知により, 従来から60mg 製剤を

使用してきた保険医療機関において, 60mg 製剤の代替として購入した150mg 製剤を使用

した場合の保険請求上の取り扱いについて, 当分の間, 下記のとおりとすることが示され

ましたので, お知らせします｡

なお, 今般の取り扱いは, 60mg 製剤の代替として150mg 製剤を使用することにより,

従来からの患者負担が増加することのないようにする趣旨で行うものであり, また, 60

mg 製剤の代替として150mg 製剤を保険医療機関に納入する価格についても, 医療機関の

負担が増えることのないよう適切に取り扱うこと等が確認されています｡

記

１ 従来から60mg 製剤を使用してきた保険医療機関において, 60mg 製剤の代替として

購入した150mg 製剤を使用した場合には, 以下の例のとおり, 当該患者の体重から計

算される投与量に対し, 当該保険医療機関において従来使用してきたトラスツズマブ

(遺伝子組換え) 製剤の組み合わせにより投与したものとして, 保険請求を行うこと｡

なお, その際, レセプトの摘要欄に, 150mg 製剤を代替使用した旨記載すること｡

(例１)

トラスツズマブ (遺伝子組換え) の投与量が200mg の患者 (体重50kg の患者の初回

投与量がこれに該当) に対して, 150mg 製剤 (【薬価】150mg １瓶：73,981円) と60

mg 製剤 (【薬価】60mg １瓶：30,258円) を１瓶ずつ使用していた保険医療機関におい

ては, 今般の60mg 製剤の供給の一時停止により150mg 製剤を２瓶使用したとしても,

150mg 製剤１瓶および60mg 製剤１瓶を使用したものとして, それぞれの薬価基準によ

り保険請求を行う｡ また, その際, レセプトの摘要欄に, 150mg 製剤を代替使用した

旨記載する｡

(例２)

トラスツズマブ (遺伝子組換え) の投与量が100mg の患者 (体重50kg の患者の２回

目以降の投与量がこれに該当) に対して, 60mg 製剤を２瓶使用していた保険医療機関

においては, 今般の60mg 製剤の供給の一時停止により150mg 製剤を１瓶使用したとし

ても, 60mg 製剤２瓶を使用したものとして, 保険請求を行う｡ また, その際, レセプ

トの摘要欄に, 150mg 製剤を代替使用した旨記載する｡
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２ 本剤の保険適用上の取り扱いについて

ハーセプチン注射用60

① 本製剤の使用上の注意において, (ア) 本製剤は緊急時に十分な対応が可能な施設

およびがん化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで, 使用上の注意等を遵守の上,

投与すること, (イ) ＨＥＲ２過剰発現の検査は, 十分な経験を有する病理医または検

査施設において実施することとされているので, 使用に当たっては十分留意すること｡

② レセプトの摘要欄にＨＥＲ２過剰発現を確認した検査の実施年月日について記載す

ること｡

③ 既収載のハーセプチン注射用150についても, ①および②と同様の取り扱いとする

こと｡
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薬価基準等の一部改正
平成19年６月８日から

平成19年６月８日付厚生労働省告示第211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, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準への収載希望の

あった13成分28品目を, 薬価基準の別表に第16部追補 (12) として収載したものです｡

記

△

新たに収載されたもの (平成19年６月８日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞

＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価 (円)
アクトネル錠17.5mg 17.5mg１錠 846.60

ウリトス錠0.1mg 0.1mg１錠 100.80

ステーブラ錠0.1mg 0.1mg１錠 100.80

ゼチーア錠10mg 10mg１錠 250.90

ビジクリア錠 １錠 56.70

フルダラ錠10mg 10mg１錠 3,688.20

ベネット錠17.5mg 17.5mg１錠 846.60

品 名 規格・単位 薬価 (円)
アバスチン点滴静注用100mg／４mL 100mg４mL１瓶 50,291

アバスチン点滴静注用400mg／16mL 400mg16mL１瓶 191,299

アリクストラ皮下注1.5mg 1.5mg0.3mL１筒 1,581

アリクストラ皮下注2.5mg 2.5mg0.5mL１筒 2,200

アンカロン注150 150mg３mL１管 3,139

ネスプ静注用10μｇシリンジ 10μｇ１mL１筒 3,168

ネスプ静注用15μｇシリンジ 15μｇ１mL１筒 4,466

ネスプ静注用20μｇシリンジ 20μｇ１mL１筒 5,699

ネスプ静注用30μｇシリンジ 30μｇ１mL１筒 8,033

ネスプ静注用40μｇシリンジ 40μｇ１mL１筒 10,249

ネスプ静注用60μｇシリンジ 60μｇ１mL１筒 14,447

ネスプ静注用120μｇシリンジ 120μｇ１mL１筒 25,984

マイオザイム点滴静注用50mg 50mg１瓶 93,994

品 名 規格・単位 薬価 (円)
アドエア100ディスカス 28ブリスター１キット 3,066.00

アドエア250ディスカス 28ブリスター１キット 3,575.60

アドエア500ディスカス 28ブリスター１キット 4,113.20
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品 名 規格・単位 薬価 (円)
オルベスコ50μｇインヘラー112
吸入用 5.6mg6.6ｇ１キット 1,813.70

オルベスコ100μｇインヘラー112
吸入用 11.2mg6.6ｇ１キット 2,380.70

オルベスコ200μｇインヘラー56
吸入用 11.2mg3.3ｇ１キット 2,380.70

ミケランＬＡ点眼液１％ １％１mL 456.60

ミケランＬＡ点眼液２％ ２％１mL 660.90



麻薬免許の変更等について

人事異動や転勤等に伴い, 麻薬業務所 (医療機関) や住所 (自宅) 等の変更が生じた場

合は, 麻薬免許の ｢変更届｣ により免許内容を書き替えることとなりますので, 所管の提

出先 (京都市内は京都府薬務室または京都府医師会, 京都市以外は所轄保健所) へ届け出

るようご留意ください｡ 届出の際は, ｢変更届｣ に ｢麻薬免許証｣ を添付してください｡
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薬価基準等の一部改正
平成19年６月15日から

平成19年６月15日付厚生労働省告示第214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が, 薬価基準の別表

に第17部追補 (13) として収載されたものです｡

また, 同日付厚生労働省告示第215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６に第４部追補 (１)

として収載され, 経過措置品目 (使用期限：平成20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19年６月15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

診療報酬における
後発医薬品

エビリファイ錠12mg 12mg１錠 351.90 ○

プレタール散20％ 20％１ｇ 454.80 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・
新キット製品

診療報酬における
後発医薬品

カーボスター透析剤・Ｍ 10Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム付) 1,365 ○

カーボスター透析剤・Ｌ ６Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム液付) 2,006 ○

カーボスター透析剤・Ｌ ９Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム液付) 2,693 ○

カーボスター透析剤・Ｐ ２袋１組 1,138 ○

グラニセトロン静注液３mg シリン
ジ ｢ＮＫ｣ ３mg ３mL１筒 5,117 ○ ○

ニトロール持続静注25mg シリンジ 25mg50mL１筒 1,351 ○

ニトロール注５mgシリンジ ５mg10mL１筒 433 ○

フロセミド注20mg シリンジ ｢タイ
ヨー｣ 20mg２mL１筒 163 ○ ○

メイロン静注７％シリンジ20mL ７％20mL１筒 171 ○



＜ 外 用 薬 ＞

△

医療事故防止等に係る代替新規品目 (平成19年６月15日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・
新キット製品

診療報酬における
後発医薬品

ラニチジン注50mg シリンジ ｢タイ
ヨー｣ 50mg ２mL１筒 240 ○ ○

ラニチジン注100mg シリンジ ｢タ
イヨー｣ 100mg ４mL１筒 345 ○ ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・
新キット製品

診療報酬における
後発医薬品

オキサロールローション25μｇ／ｇ 0.0025％１ｇ 143.80 ○

品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アキネトン細粒１％
(アキネトン細粒) １％１ｇ 33.80

アキネトン錠１mg
(アキネトン錠) １mg１錠 6.10

アクディームカプセル90mg
(アクディーム90) 90mg１カプセル 35.00 ○

アクディーム錠30mg
(アクディーム30) 30mg１錠 17.70 ○

アザルフィジンＥＮ錠500mg
(アザルフィジンＥＮ錠) 500mg１錠 81.40

アスオスト錠200mg
(アスオスト錠) 200mg１錠 9.80 ○

アスタージス錠２mg
(アス・タージス錠) ２mg１錠 6.10 ○

アストフィリン錠
(アストフィリン) １錠 6.40

アスパラカリウム散50％
(アスパラＫ散) 50％１ｇ 7.40

アスパラカリウム錠300mg
(アスパラＫ錠) 300mg１錠 6.40

アスワートシロップ0.5％
(アスワートシロップ) 0.5％10mL 14.00 ○

アーツェー散10％
(アーツェー散 ｢マルコ｣) 10％１ｇ 12.80 ○

アトックドライシロップ40μｇ
(アトックドライシロップ) 0.004％１ｇ 36.00

アドパン錠10mg
(アドパン錠) 10mg１錠 59.80 ○

局○アニスタジン錠２mg
(局○アニスタジン錠) ２mg１錠 6.10 ○

アビリット錠50mg
(アビリット錠50) 50mg１錠 14.10
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アビリット錠100mg
(アビリット錠100) 100mg１錠 22.10

アビリット錠200mg
(アビリット錠200) 200mg１錠 30.90

アペリールドライシロップ１％
(アペリールドライシロップ) １％１ｇ 14.20 ○

アルサ顆粒10％
(アルサＧ) 10％１ｇ 5.70 ○

アルサ錠100mg
(アルサ錠) 100mg１錠 5.70 ○

アルダクトンＡ細粒10％
(アルダクトンＡ細粒) 10％１ｇ 106.60

アルダクトンＡ錠25mg
(アルダクトンＡ錠) 25mg１錠 25.20

アルボ錠100mg
(アルボ100) 100mg１錠 21.00

アルボ錠200mg
(アルボ200) 200mg１錠 34.50

アルミノニッパスカルシウム顆粒99％
(アルミノニッパスカルシウム顆粒) １ｇ 34.50

アレステン錠150mg
(アレステン錠) 150mg１錠 21.00

アロフト錠20mg
(アロフト) 20mg１錠 28.20

アロリン錠100mg
(アロリン錠) 100mg１錠 6.40 ○

アントブロン錠15mg
(アントブロン錠) 15mg１錠 6.40 ○

アントブロンシロップ小児用0.3％
(アントブロンシロップ) 0.3％１mL 5.10 ○

アンブロキソール塩酸塩錠15mg ｢サワイ｣
(メクロセリン錠) 15mg１錠 6.40 ○

アンブロキソール塩酸塩錠15mg ｢タイヨー｣
(ムコセラム錠) 15mg１錠 6.40 ○

アンブロキソール塩酸塩シロップ小
児用0.3％ ｢タイヨー｣
(ムコセラムシロップ)

0.3％１mL 5.10 ○

アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3
％ ｢サワイ｣
(メクロセリンシロップ)

0.3％１mL 5.10 ○

アンメトロン錠20mg
(アンメトロン錠) 20mg１錠 9.40 ○

イスハート錠５mg
(イスハート錠) ５mg１錠 6.40 ○

イノキテン錠10mg
(イノキテン) 10mg１錠 6.40 ○

イノシン顆粒90％ ｢日医工｣
(※イノシン顆粒 (マルコ)) 90％１ｇ 23.90 ○
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

イノリン散１％
(イノリン散) １％１ｇ 37.50

イノリン錠３mg
(イノリン錠) ３mg１錠 16.10

イノリンシロップ0.1％
(イノリンシロップ) 0.1％１mL 10.10

イプリプラスト錠200mg
(イプリプラスト錠) 200mg１錠 9.80 ○

ＡＴＰ腸溶錠20mg ｢ＮＰ｣
(ＡＴＰ錠 ｢ヒシヤマ｣) 20mg１錠 6.10 ○

ＡＴＰ腸溶錠20mg ｢日医工｣
(ＡＴＰ錠 ｢日医工｣) 20mg１錠 6.10 ○

局○エスカロン錠25mg
(局○エスカロン錠) 25mg１錠 6.10 ○

エストラサイトカプセル156.7mg
(エストラサイトカプセル) 156.7mg１カプセル 472.60

エスペラン錠10mg
(エスペラン錠) 10mg１錠 6.10

エセブロンカプセル100mg
(エセブロン100) 100mg１カプセル 6.40 ○

エバチコール細粒50％
(エバチコールＰ細粒) 50％１ｇ 13.60 ○

エバチコール錠250mg
(エバチコールＰ錠) 250mg１錠 7.60 ○

エビプロスタット錠
(エビプロスタット) １錠 28.40

エピレオプチマル散50％
(エピレオプチマル散) 50％１ｇ 50.60

エフビタジャスト腸溶錠15mg
(エフビタジャスト) 15mg１錠 6.40 ○

エルカルチン錠100mg
(エルカルチン錠100) 100mg１錠 109.60

エルカルチン錠300mg
(エルカルチン錠300) 300mg１錠 323.10

エルグリルカプセル200mg
(エルグリルカプセル) 200mg１カプセル 9.90 ○

エルシボンカプセル0.25μｇ
(エルシボンカプセル0.25) 0.25μｇ１カプセル 7.50 ○

エルシボンカプセル0.5μｇ
(エルシボンカプセル0.5) 0.5μｇ１カプセル 12.50 ○

エルシボンカプセル1.0μｇ
(エルシボンカプセル1.0) １μｇ１カプセル 24.40 ○

塩酸アンブロキソール錠15mg ｢ＰＨ｣
(ミタソルバイド錠) 15mg１錠 6.40 ○

エンリゾシロップ0.5％ ｢タツミ｣
(エンリゾシロップ ｢タツミ｣) 0.5％１mL 2.30 ○

オクソラレン錠10mg
(オクソラレン錠) 10mg１錠 36.70
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後発医薬品

オスノン錠５mg
(オスノン錠) ５mg１錠 6.40 ○

オラセフ錠250mg
(オラセフ錠) 250mg１錠 64.40

オーラップ細粒１％
(オーラップ細粒) １％１ｇ 187.30

ガスコン散10％
(ガスコン散) 10％１ｇ 8.90

ガスコンドロップ内用液２％
(ガスコンドロップ) ２％１mL 4.10

ガタンプル錠25mg
(ガタンプル錠) 25mg１錠 6.40 ○

カフェルゴット錠
(カフェルゴット) １錠 22.80

カリクロモンカプセル25単位
(カリクロモンＳカプセル) 25単位１カプセル 6.40 ○

カルグート細粒５％
(カルグート細粒) ５％１ｇ 323.30

カルテロール錠５mg
(カルテロール錠) ５mg１錠 6.40 ○

カルノノン錠５mg
(カルノノン錠) ５mg１錠 6.40 ○

カルバジャスト錠30mg
(カルバジャスト) 30mg１錠 6.40 ○

カルヨン錠３mg
(カルヨン錠) ３mg１錠 6.40 ○

カルヨンシロップ0.1％
(カルヨンシロップ) 0.1％１mL 3.90 ○

クィーブラン錠250mg
(クィーブラン錠) 250mg１錠 6.40 ○

クインロン錠１mg
(クインロン錠) １mg１錠 6.40 ○

クーペラシン顆粒２％
(クーペラシン顆粒) 20mg１ｇ 12.40 ○

クラリスドライシロップ10％小児用
(クラリスドライシロップ小児用) 100mg１ｇ 128.00

クリキシバンカプセル200mg
(クリキシバンカプセル) 200mg１カプセル 118.10

クリマーゲンＯＤ錠10mg
(クリマーゲンＥＳ錠10mg) 10mg１錠 16.90 ○

クリマーゲンＯＤ錠20mg
(クリマーゲンＥＳ錠20) 20mg１錠 31.60 ○

グルコンサンＫ錠2.5mEq
(グルコンサンＫ2.5錠) カリウム2.5mEq１錠 6.40

グルコンサンＫ錠５mEq
(グルコンサンＫ錠) カリウム５mEq１錠 11.40

局○ケイキサレート散
(局○ケイキサレート) １ｇ 25.30
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後発医薬品

ケフレックスカプセル250mg
(ケフレックスカプセル) 250mg１カプセル 32.20

ケーワン錠５mg
(ケーワン錠) ５mg１錠 18.10

ケンタン細粒10％
(ケンタン細粒) 10％１ｇ 17.30 ○

ケンタン錠60mg
(ケンタン錠) 60mg１錠 8.60 ○

ケントンカプセル200mg
(ケントンＳ) 200mg１カプセル 6.40 ○

コウラセシール錠10mg
(コウラセシール錠) 10mg１錠 13.00 ○

局○コスパノンカプセル40mg
(局○コスパノンカプセル) 40mg１カプセル 9.00

ゴスペール・レバー腸溶錠100mg
(ゴスペール・レバー) 100mg１錠 6.40 ○

コバルタミンＳ錠250μｇ
(コバルタミンＳ錠) 0.25mg１錠 6.40 ○

コバルタミンＳ錠500μｇ
(コバルタミンＳ錠) 0.5mg１錠 6.40 ○

コフノール錠15mg
(コフノール錠) 15mg１錠 6.40 ○

コリオパンカプセル５mg
(コリオパンカプセル) ５mg１カプセル 10.60

コリオパン顆粒２％
(コリオパン顆粒) ２％１ｇ 30.90

コルドリン顆粒4.17％
(コルドリン顆粒) 4.17％１ｇ 28.70

コルドリン錠12.5mg
(コルドリン錠) 12.5mg１錠 9.50

コンボン細粒１％
(コンボン細粒) １％１ｇ 12.70 ○

コンボン錠２mg
(コンボン錠) ２mg１錠 6.40 ○

ザイアジェン錠300mg
(ザイアジェン錠) 300mg１錠 999.60

サイプロミンシロップ0.04％
(サイプロミンシロップ) 0.04％10mL 11.80 ○

サイポリン錠200mg
(サイポリン錠) 200mg１錠 10.40 ○

サーカネッテン錠
(サーカネッテン) １錠 16.60

サプレスタ顆粒２％
(サプレスタ顆粒) ２％１ｇ 159.60

サリペックスＬＡカプセル20mg
(サリペックスＬＡ20mg) 20mg１カプセル 6.40 ○

サリペックスＬＡカプセル40mg
(サリペックスＬＡ40mg) 40mg１カプセル 8.80 ○
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サリペックス散10％
(サリペックス散) 10％１ｇ 33.30 ○

サリペックス錠20mg
(サリペックス錠) 20mg１錠 6.40 ○

サルジメンシロップ0.02％
(サルジメンシロップ) 0.02％１mL 7.20 ○

サンバゾン錠50mg
(サンバゾン錠) 50mg１錠 6.40 ○

ジアセラＬ錠20mg
(ジアセラＬ錠) 20mg１錠 6.40 ○

ジオール錠２μｇ
(ジオール) ２μｇ１錠 6.40

ジキリオンシロップ0.02％
(ジキリオンシロップ) 0.02％１mL 25.80 ○

ジキリオン内服液0.02％
(ジキリオン液) 0.02％１mL 16.30 ○

ジソピラミドカプセル100mg ｢タイヨー｣
(タイリンダーカプセル) 100mg１カプセル 12.90 ○

ジヒデルゴット錠１mg
(ジヒデルゴット) １mg１錠 18.30 ○

シンセラキン錠15mg
(シンセラキン錠) 15mg１錠 6.40 ○

セキトンシロップ0.02％
(セキトンシロップ) 0.02％１mL 6.90 ○

セキナリン錠１mg
(セキナリン錠) １mg１錠 6.40 ○

セキナリンＤＳ小児用0.1％
(セキナリンドライシロップ) 0.1％１ｇ 11.50 ○

ゼグミューラー錠40mg
(ゼグミューラー錠) 40mg１錠 6.40 ○

ゼスン錠30mg
(ゼスン錠) 30mg１錠 6.40 ○

セディール錠５mg
(セディール錠５) ５mg１錠 23.60

セディール錠10mg
(セディール錠10) 10mg１錠 41.20

セトウス細粒10％
(セトウス細粒) 10％１ｇ 65.40 ○

セネバクール錠12mg
(セネバクール) 12mg１錠 5.70 ○

セファレキシンカプセル250mg ｢日医工｣
(セファレキシンカプセル｢日医工｣) 250mg１カプセル 12.20 ○

セレキノン細粒20％
(セレキノン細粒) 20％１ｇ 38.00

セレキノン錠100mg
(セレキノン錠) 100mg１錠 20.90

セレブシロップ５％
(セレブシロップ) ５％１mL 7.20 ○
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ソピラートカプセル100mg
(ソピラート ｢カプセル｣) 100mg１カプセル 13.50 ○

ソファルコン細粒10％ ｢タイヨー｣
(ソルニラート細粒) 10％１ｇ 9.90 ○

ソラシロール錠10mg
(ソラシロール錠) 10mg１錠 6.40 ○

ソルミラン顆粒状カプセル600mg
(ソルミラン)

46.15％１ｇ (旧)
→ 600mg１包 (新) 94.80 ○

ソロムコ錠15mg
(ソロムコ錠) 15mg１錠 6.40 ○

タウリン散98％ ｢大正｣
(タウリン散 ｢大正｣) 98％１ｇ 10.90

タカベタンシロップ0.25％
(タカベタンシロップ) 0.25％10mL 14.40 ○

タチオン散20％
(タチオン散) 20％１ｇ 36.40

タナドーパ顆粒75％
(タナドーパ顆粒) 75％１ｇ 535.00

チアプリム細粒10％
(チアプリム細粒) 10％１ｇ 27.00 ○

チクピロン細粒10％
(チクピロン細粒) 10％１ｇ 28.10 ○

テイガスト内服液10％
(テイガスト液) 10％１mL 3.40 ○

デキストファン散10％
(デキストファン散) 10％１ｇ 9.80 ○

デトメファン錠15mg
(デトメファン) 15mg１錠 6.40 ○

トピアス細粒10％
(トピアス細粒) 10％１ｇ 15.90 ○

ドプスカプセル100mg
(ドプスカプセル100) 100mg１カプセル 94.10

ドプスカプセル200mg
(ドプスカプセル200) 200mg１カプセル 173.30

ドプス細粒20％
(ドプス細粒20) 20％１ｇ 176.40

局○トラネキサム酸錠250mg ｢ＹＤ｣
(局○ヨウキサミン錠) 250mg１錠 6.40 ○

局○トラネキサム酸錠500mg ｢ＹＤ｣
(局○トラネキサム酸錠 (陽進)) 500mg１錠 9.40 ○

局○トリクロルメチアジド錠２mg ｢ＹＤ｣
(局○トリクロルメチアジド錠(陽進)) ２mg１錠 6.10 ○

局○トリスメン錠２mg
(局○トリスメン錠) ２mg１錠 6.10 ○

トロンヘイム錠50mg
(トロンヘイム錠) 50mg１錠 6.40 ○

ナーカリシン錠50mg
(ナーカリシン錠) 50mg１錠 17.20 ○



2007年(平成19年)７月15日 No.1865 ( 15 )

品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
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ニコランマート錠５mg
(ニコランマート錠) ５mg１錠 10.60 ○

ネオフィリン錠100mg
(ネオフィリン錠) 100mg１錠 6.40

ネストローム錠0.25mg
(ネストローム錠) 0.25mg１錠 9.50 ○

ネブスン散10％
(ネブスン散) 10％１ｇ 13.30 ○

ネプテン錠100mg
(ネプテン錠) 100mg１錠 6.40 ○

ネルロレン細粒１％
(ネルロレン細粒) １％１ｇ 6.40 ○

ノイファン錠100mg
(ノイファン錠) 100mg１錠 7.80 ○

バイシリンＧ顆粒40万単位
(バイシリンＧ顆粒) 40万単位１ｇ 33.20

バイダキシン錠50mg
(バイダキシン錠) 50mg１錠 8.50 ○

ハイフスタン散10％
(ハイフスタンＭ散) 10％１ｇ 9.80 ○

パルキゾン錠2.5mg
(パルキゾン錠) 2.5mg１錠 67.70 ○

パルファジン細粒20％
(パルファジンＧ) 20％１ｇ 6.60 ○

ハレムニン錠３mg
(ハレムニン錠) ３mg１錠 6.40 ○

パンホデール顆粒１％
(パンホデール顆粒) １％１ｇ 15.30 ○

ビオチン散0.2％ ｢フソー｣
(ビオチン散“フソー”) 0.2％１ｇ 11.90

ピコスロン錠2.5mg
(ピコスロン錠) 2.5mg１錠 6.40 ○

ヒスポラン錠３mg
(ヒスポラン錠) ３mg１錠 6.40 ○

ビタミンＢ６散10％ ｢マルイシ｣
(※ビタミンＢ６散 (丸石))

10％１ｇ 29.40

ピレマイン錠100mg
(ピレマイン錠) 100mg１錠 6.40 ○

ビンガスト顆粒90％
(ビンガスト顆粒) 90％１ｇ 6.40 ○

ピン錠25mg
(ピン錠) 25mg１錠 6.40 ○

ピンドロール錠１mg ｢テイコク｣
(ピンドロール錠 ｢オヲタ｣) １mg１錠 6.10 ○

ピンドロール錠５ ｢オーハラ｣
(ピンドロール錠 ｢ＯＨ｣) ５mg１錠 6.40 ○

ピンドロール錠５mg ｢テイコク｣
(ピンドロールＦ錠 ｢オヲタ｣) ５mg１錠 6.40 ○
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ピンドロール錠５mg ｢トーワ｣
(ピンドロール錠 ｢トーワ｣) ５mg１錠 6.40 ○

ファレスタック液0.75％
(ファレスタック液) 0.75％１mL 12.00 ○

フェノルルン錠10mg
(フェノルルン錠) 10mg１錠 92.40 ○

フェロベリン錠
(フェロベリンＡ) １錠 8.50

フスタコデイン散
(フスタコデイン) １ｇ 8.10 ○

フストレス細粒1.5％
(フストレス細粒) 1.5％１ｇ 11.60 ○

フズレバンＬカプセル45mg
(フズレバンＬカプセル) 45mg１カプセル 47.70 ○

フズレバン錠15mg
(フズレバン錠) 15mg１錠 6.40 ○

フズレバンシロップ0.3％
(フズレバンシロップ) 0.3％１mL 5.10 ○

フトラフール腸溶カプセル200mg
(フトラフールＥカプセル) 200mg１カプセル 214.90

フトラフール腸溶顆粒50％
(フトラフールＥ顆粒) 50％１ｇ 513.80

フトラフール腸溶錠200mg
(フトラフールＥ錠) 200mg１錠 214.00

ブラダロン顆粒20％
(ブラダロン顆粒) 20％１ｇ 61.30

ブラダロン錠200mg
(ブラダロン錠) 200mg１錠 56.90

フルレール内用液0.75％
(フルレール液) 0.75％１mL 14.50 ○

プレストロン徐放錠50mg
(プレストロンＬ錠) 50mg１錠 108.70 ○

プレタスミン細粒50％
(プレタスミン細粒) 50％１ｇ 8.00 ○

プレント細粒10％
(プレント内服用) 10％１ｇ 41.60 ○

プロスペリン錠2.5mg
(プロスペリン錠) 2.5mg１錠 38.30 ○

局○フロセミド錠40mg ｢ミタ｣
(局○フロセミド錠 ｢ミタ｣) 40mg１錠 6.40 ○

プロターゲン錠25mg
(プロターゲンＳ錠) 25mg１錠 26.00 ○

ブローミィ内服液0.3％
(ブローミィ液) 0.3％１mL 11.80 ○

ベサコリン散５％
(ベサコリン散) ５％１ｇ 16.80

ベサノイドカプセル10mg
(ベサノイドカプセル) 10mg１カプセル 803.30
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ベック顆粒２％
(ベック顆粒) ２％１ｇ 129.30

ベナリールシロップ0.04％
(ベナリールシロップ) 0.04％１mL 2.40 ○

ベベロンシロップ0.1％
(ベベロンシロップ) 0.1％１mL 3.90 ○

ペラプリン顆粒２％
(ペラプリン顆粒) ２％１ｇ 6.40 ○

ペリアクチンシロップ0.04％
(ペリアクチンシロップ) 0.04％10mL 20.40

ヘルスサイド錠12.5mg
(ヘルスサイド錠) 12.5mg１錠 5.70 ○

ヘルスサイド錠25mg
(ヘルスサイドＦ錠) 25mg１錠 6.10 ○

ベルベロン内用液0.75％
(ベルベロン液) 0.75％１mL 11.20 ○

ホフバン散10％
(ホフバン散) 10％１ｇ 41.20 ○

ホフバン錠10mg
(ホフバン錠) 10mg１錠 6.40 ○

ホフバンシロップ0.25％
(ホフバンシロップ) 0.25％１mL 2.80 ○

マリレオンＮ錠５mg
(マリレオンＮ錠) ５mg１錠 9.40 ○

マルスチン錠１mg
(マルスチン錠) １mg１錠 5.70 ○

ミニプラノール錠100mg
(ミニプラノール錠) 100mg１錠 7.40 ○

メタルカプターゼカプセル50mg
(メタルカプターゼ50) 50mg１カプセル 42.40

メタルカプターゼカプセル100mg
(メタルカプターゼ100) 100mg１カプセル 72.50

メタルカプターゼカプセル200mg
(メタルカプターゼ200) 200mg１カプセル 136.00

メチクラン錠150 ｢オーハラ｣
(メチクラン錠 ｢ＯＨ｣) 150mg１錠 7.20 ○

メチコバール細粒0.1％
(メチコバール細粒) 0.1％500mg１包 30.50 ○

メチスタシロップ小児用５％
(メチスタシロップ) ５％１mL 2.60 ○

局○メテルギン錠0.125mg
(局○メテルギン錠) 0.125mg１錠 10.40

メトピロンカプセル250mg
(メトピロン) 250mg１カプセル 171.70

メトロポリン錠25mg
(メトロポリン錠) 25mg１錠 6.10 ○

メドロール錠２mg
(メドロール錠 (２mg)) ２mg１錠 11.90
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後発医薬品

メドロール錠４mg
(メドロール錠) ４mg１錠 21.90

メニエース錠６mg
(メニエース) ６mg１錠 6.10 ○

メブコロン錠100mg
(メブコロン錠) 100mg１錠 6.40 ○

ヨウフェナムカプセル250mg
(ヨウフェナム ｢カプセル｣) 250mg１カプセル 6.10 ○

ヨウフェナム錠250mg
(ヨウフェナム錠) 250mg１錠 6.10 ○

ラボナ錠50mg
(ラボナ錠) 50mg１錠 10.20

リリーゼン散１％
(リリーゼン散) １％１ｇ 6.40 ○

リンデロン散0.1％
(リンデロン散) 0.1％１ｇ 35.00

リンデロン錠0.5mg
(リンデロン錠) 0.5mg１錠 18.00

ルアダン錠200mg
(ルアダン錠) 200mg１錠 15.40 ○

ルトラール錠２mg
(ルトラール錠) ２mg１錠 29.60

ルンボン錠４mg
(ルンボン錠) ４mg１錠 5.70 ○

レキソタン細粒１％
(レキソタン細粒) １％１ｇ 34.40

レスタス錠２mg
(レスタス錠) ２mg１錠 23.10

レトロビルカプセル100mg
(レトロビルカプセル) 100mg１カプセル 318.70

レプター顆粒５％
(レプター顆粒) ５％１ｇ 6.40 ○

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg
｢タイヨー｣
(シラブル錠)

60mg１錠 6.40 ○

ロコルナール錠50mg
(ロコルナール錠) 50mg１錠 16.00

ロゼオール細粒10％
(ロゼオール細粒) 10％１ｇ 19.60 ○

ロゼオール錠60mg
(ロゼオール錠) 60mg１錠 7.80 ○

ロンバニン小児用細粒0.05％
(ロンバニン小児用) 0.05％１ｇ 19.50 ○



＜ 注 射 薬 ＞
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アキネトン注射液５mg
(アキネトン注射液) 0.5％１mL１管 64

アクラシノン注射用20mg
(アクラシノン注射用) 20mg１瓶 4,158

エカトリスト筋注20単位
(エカトリスト注20) 20エルカトニン単位１mL１管 273 ○

エリル点滴静注液30mg
(エリル注Ｓ) 30.8mg２mL１管 3,398

エントミン注200mg
(エントミン注) 10％２mL１管 61

オルダミン注射用１ｇ
(オルダミン注射用) 10％10ｇ１瓶 21,967

カシワドール静注
(カシワドール) 20mL１管 77

強力ネオミノファーゲンシー静注５mL
(強力ネオミノファーゲンシー) ５mL１管 64

強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
(強力ネオミノファーゲンシー) 20mL１管 133

クーペラシン点滴静注用100mg
(クーペラシン点滴静注用) 100mg１瓶 227 ○

クレイトン静注液100mg
(クレイトン注射液) 100mg２mL１管 229 ○

クレイトン静注液500mg
(クレイトン注射液) 500mg10mL１瓶 836 ○

サイレース静注２mg
(サイレース注) ２mg１管 172

サケカルトン筋注10単位
(サケカルトン注10) 10国際単位１mL１管 153 ○

サブビタン静注
(サブビタンＮ) ５mL１管 64 ○

サルソニン静注0.25ｇ
(サルソニン注射液) ５％５mL１管 61 ○

サルソニン静注0.5ｇ
(サルソニン注射液) ５％10mL１管 64 ○

ジアゼパム注射液10mg ｢タイヨー｣
(アゼジパミン注射液) 10mg１管 70 ○

シチコリン注射液100mg ｢わかもと｣
(シチコリン注射液 ｢わかもと｣) ５％２mL１管 64 ○

シメチジン注射液200mg ｢タイヨー｣
(タイガストロン注射液) 10％２mL１管 64 ○

シメチパール注射液200mg
(シメチパール注) 10％２mL１管 64 ○

スパスモパン注20mg
(スパスモパン注) ２％１mL１管 64 ○

ソルコセリル注２mL
(ソルコセリル ｢注｣) ２mL１管 137
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ソルコセリル注４mL
(ソルコセリル ｢注｣) ４mL１管 218

ダウノマイシン静注用20mg
(ダウノマイシン) 20mg１瓶 1,947

チオスペン注射用400mg
(チオスペン注) 400mg１管 64 ○

注射用パナベート100
(注射用パナベート) 100mg１瓶 257 ○

注射用パニマイシン50mg
(注射用パニマイシン) 50mg１瓶 487

注射用パニマイシン100mg
(注射用パニマイシン) 100mg１瓶 727

チョコラＡ筋注５万単位
(チョコラＡ注) ５万単位１管 80

デスフェラール注射用500mg
(デスフェラールバイアル) 500mg１瓶 1,846

デリバデクスヘパリンロック用10単
位／mLシリンジ５mL
(デリバデクス10単位シリンジ)

50単位５mL１筒 159 ○

デリバデクスヘパリンロック用10単
位／mLシリンジ10mL
(デリバデクス10単位シリンジ)

100単位10mL１筒 159 ○

デリバデクスヘパリンロック用100
単位／mLシリンジ５mL
(デリバデクス100単位シリンジ)

500単位５mL１筒 185 ○

デリバデクスヘパリンロック用100
単位／mLシリンジ10mL
(デリバデクス100単位シリンジ)

1,000単位10mL１筒 185 ○

ドブタミン点滴静注100mg ｢アイロム｣
(ヘルカレノンＤ注) 100mg１管 371 ○

ドブトレックスキット点滴静注用200mg
(ドブトレックス注200mg バッグ) 0.1％200mL１袋 3,367 ○

ドブトレックスキット点滴静注用600mg
(ドブトレックス注600mg バッグ) 0.3％200mL１袋 6,712 ○

トミポラン静注用１ｇ
(トミポラン静注用) １ｇ１瓶 1,103

局○トラネキサム酸注射液1000mg ｢タイヨー｣
(局○トラネキサンＳ注射液) 10％10mL１管 72 ○

ニトプロ持続静注液６mg
(ニトプロ注) ６mg２mL１管 838

ニトプロ持続静注液30mg
(ニトプロ注) 30mg10mL１管 3,510

ネオラミン・マルチＶ注射用
(ネオラミン・マルチＶ) １瓶 216

ハイカムチン注射用1.1mg
(ハイカムチン注射用) 1.1mg１瓶 10,175

ハイスタミン注２mg
(ハイスタミン注) 0.2％１mL１管 64
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ハイフィリン注300mg ｢フソー｣
(ハイフィリン注射液“フソー”) 15％２mL１管 64

パオスクレー内痔核内注射用250mg
(パオスクレー) ５％５mL１管 909

パニマイシン注射液50mg
(パニマイシン注射液) 50mg１管 490

パニマイシン注射液100mg
(パニマイシン注射液) 100mg１管 739

ピシリアント注射用１ｇ
(ピシリアント注射用) １ｇ１瓶 193 ○

ピシリアント注射用２ｇ
(ピシリアント注射用) ２ｇ１瓶 353 ○

ビタゼックス注30mg
(ビタゼックス注) 30mg１管 64 ○

ピノルビン注射用10mg
(ピノルビン注) 10mg１瓶 7,817

ピノルビン注射用20mg
(ピノルビン注) 20mg１瓶 14,972

フェジン静注40mg
(フェジン) 40mg２mL１管 65

フラグミン静注5000
(フラグミン静注)

5,000低分子ヘパリン国際単位
１瓶 1,747

フルオレサイト静注500mg
(フルオレサイト注射液１号) 10％５mL１瓶 1,239 ○

プロスコープ150注200mL
(プロスコープ150) 31.17％200mL１瓶 12,912

プロスコープ240注50mL
(プロスコープ240) 49.87％50mL１瓶 5,512

プロスコープ240注100mL
(プロスコープ240) 49.87％100mL１瓶 11,652

プロスコープ300注シリンジ100mL
(プロスコープ300シリンジ) 62.34％100mL１筒 13,510

プロスコープ300注20mL
(プロスコープ300) 62.34％20mL１瓶 2,553

プロスコープ300注50mL
(プロスコープ300) 62.34％50mL１瓶 6,736

プロスコープ300注100mL
(プロスコープ300) 62.34％100mL１瓶 12,558

プロスコープ370注20mL
(プロスコープ370) 76.89％20mL１瓶 3,353

プロスコープ370注50mL
(プロスコープ370) 76.89％50mL１瓶 8,095

プロスコープ370注100mL
(プロスコープ370) 76.89％100mL１瓶 15,240

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４mg
｢タイヨー｣
(ベラミトール注射液)

0.2％２mL１管 64 ○



＜ 外 用 薬 ＞
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ペプレオ注射用５mg
(ペプレオ注５mg) ５mg１瓶 4,568

ペプレオ注射用10mg
(ペプレオ注10mg) 10mg１瓶 8,356

マスブロン注１mg
(マスブロンＨ注射液) １mg１管 64

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用
100mg ｢タイヨー｣
(パルドクリン点滴静注用)

100mg１瓶 227 ○

ミラクリッド注射液２万５千単位
(ミラクリッド注射液) 25,000単位0.5mL１管 1,180

ミラクリッド注射液５万単位
(ミラクリッド注射液) 50,000単位１mL１管 1,755

ミラクリッド注射液10万単位
(ミラクリッド注射液) 100,000単位２mL１管 3,177

メチルエフェドリン注40mg ｢フソー｣
(メチルエフェドリン注射液“フソー”) ４％１mL１管 64

ユベラ筋注100mg
(ユベラ注) 100mg１管 64

レギチーン注射液10mg
(レギチーン注射液) １％１mL１管 103

レトン筋注10単位
(レトン注射液) 10国際単位0.5mL１管 175 ○

レプチラーゼ注１単位
(レプチラーゼ＝Ｓ注) １単位１mL１管 128

レプチラーゼ注２単位
(レプチラーゼ＝Ｓ注) ２単位２mL１管 227

ローミス注500μｇ
(ローミス注) 0.5mg１管 64 ○

ワカデニン注射液10mg
(ワカデニンＦ注射液) 10mg１管 64

ワカデニン注射液20mg
(ワカデニンＦ注射液) 20mg１管 64

ワカデニン注射液30mg
(ワカデニンＦ注射液) 30mg１管 64

ワソラン静注５mg
(ワソラン注) 0.25％２mL１管 321

品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アイオピジンＵＤ点眼液１％
(アイオピジン１％) １％0.1mL１個 710.00

アクアチムクリーム１％
(アクアチムクリーム) １％１ｇ 51.20

アクアチムローション１％
(アクアチムローション) １％１mL 51.00
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アクリノール消毒用液0.1％ ｢マルイシ｣
(※アクリノール液 (丸石)) 0.1％10mL 7.80

アゾテシン点眼液0.02％
(アゾテシン点眼液) 0.02％５mL１瓶 85.60 ○

アフゾナクリーム0.1％
(アフゾナクリーム) 0.1％１ｇ 14.60 ○

アフゾナ軟膏0.1％
(アフゾナ軟膏) 0.1％１ｇ 14.50 ○

アフゾナローション0.1％
(アフゾナローション) 0.1％１mL 14.30 ○

イサロパン外用散６％
(イサロパン) ６％１ｇ 32.80

イトレリン点鼻液0.15％
(イトレリン) 15.75mg10mL１瓶 7,675.50 ○

インタールカプセル外用20mg
(インタール) 20mg１カプセル 50.10

ウレパールクリーム10％
(ウレパール) 10％１ｇ 8.60

ウレパールローション10％
(ウレパールＬ) 10％１ｇ 8.60

エイゾプト懸濁性点眼液１％
(エイゾプト１％点眼液) １％１mL 454.60

オラドールＳトローチ0.5mg
(オラドールＳ口中錠) 0.5mg１錠 6.40

オラドールトローチ0.5mg
(オラドール口中錠) 0.5mg１錠 6.40

キンダベート軟膏0.05％
(キンダベート軟膏) 0.05％１ｇ 41.70

クロラムフェニコール点眼液0.5％
｢ニットー｣
(クロラムフェニコール点眼液Ｔ)

５mg１mL 5.20 ○

サイクロジル点眼液１％
(サイクロジル１％点眼液) １％１mL 92.80 ○

サトウザルベ軟膏10％
(サトウザルベ10) 10ｇ 25.70 ○

サトウザルベ軟膏20％
(サトウザルベ) 10ｇ 33.40 ○

サンコバ点眼液0.02％
(サンコバ点眼液) 0.02％５mL１瓶 103.40

サンテマイシン点眼液0.3％
(サンテマイシン点眼液) ３mg１mL 52.80

小児用フルナーゼ点鼻液25μｇ56
噴霧用
(小児用フルナーゼ点鼻液25)

2.04mg４mL１瓶 1,084.80

セキトン点眼液0.05％
(セキトン点眼液) 3.45mg５mL１瓶 339.40 ○

セキトン点鼻液0.055％
(セキトン点鼻液) 6.048mg８mL１瓶 366.30 ○
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ゾビラックス眼軟膏３％
(ゾビラックス眼軟膏) ３％１ｇ 696.20

タチオン点眼用２％
(タチオン点眼用) ２％１mL 26.60

デルモベートクリーム0.05％
(デルモベートクリーム) 0.05％１ｇ 37.50

デルモベートスカルプローション0.05％
(デルモベートスカルプ) 0.05％１ｇ 42.90

デルモベート軟膏0.05％
(デルモベート軟膏) 0.05％１ｇ 37.20

ナーベル点鼻・点眼液0.1％
(ナーベル) 0.1％１mL 4.90

ニゾラールクリーム２％
(ニゾラールクリーム) ２％１ｇ 52.70

ノイボルミチン点眼液１％
(ノイボルミチン) １％５mL１瓶 93.20

ノフロ点眼液0.3％
(ノフロ点眼液) 0.3％１mL 134.60

ハイアラージン軟膏２％
(ハイアラージン軟膏) ２％１ｇ 9.10

ハイジール消毒用液10％
(ハイジール液) 10％10mL 8.00 ○

バキソ坐剤20mg
(バキソ坐剤) 20mg１個 161.00

バキソ軟膏0.5％
(バキソ軟膏) 0.5％１ｇ 9.00

パスタロンクリーム10％
(パスタロン) 10％１ｇ 8.60

パスタロンクリーム20％
(パスタロン20) 20％１ｇ 8.90

パスタロンソフト軟膏10％
(パスタロンソフト) 10％１ｇ 8.50

パスタロンソフト軟膏20％
(パスタロン20ソフト) 20％１ｇ 8.70

パラベールクリーム１％
(パラベールクリーム) １％１ｇ 14.10

パラベールローション１％
(パラベール液) １％１mL 14.20

パルミコート100μｇタービュヘイラー
112吸入
(パルミコート100タービュヘイラー)

11.2mg１瓶 (100μｇ) 1,675.90

パルミコート200μｇタービュヘイラー
56吸入
(パルミコート200タービュヘイラー)

11.2mg１瓶 (200μｇ) 1,675.90

パルミコート200μｇタービュヘイラー
112吸入
(パルミコート200タービュヘイラー)

22.4mg１瓶 (200μｇ) 2,207.20

パンデルクリーム0.1％
(パンデルクリーム) 0.1％１ｇ 37.30



※医療事故防止等に係る代替新規品目については, 平成20年３月31日まで旧名称でも請求可能｡
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品名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

パンデル軟膏0.1％
(パンデル軟膏) 0.1％１ｇ 37.00

パンデルローション0.1％
(パンデルローション) 0.1％１mL 37.20

ファルネゾンゲル1.4％
(ファルネゾンゲル) 1.4％１ｇ 23.90

フサコール点眼液0.05％
(フサコール点眼液) 3.45mg５mL１瓶 518.40 ○

フルナーゼ点鼻液50μｇ28噴霧用
(フルナーゼ点鼻液50) 2.04mg４mL１瓶 1,084.80

ブレオＳ軟膏５mg／ｇ
(ブレオＳ軟膏) ５mg１ｇ 1,730.10

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5％
(ベトプティックＳ 0.5％懸濁性点眼液) 0.5％１mL 451.10

ベトプティック点眼液0.5％
(ベトプティック0.5％点眼液) 0.5％１mL 451.10

マキシデックス懸濁性点眼液0.1％
(マキシデックス0.1％点眼液) 0.1％１mL 45.90 ○

ミオピン点眼液
(ミオピン) ５mL１瓶 91.10

ミタトニン点眼液0.3％
(ミタトニン点眼液) 0.3％１mL 70.00 ○

ラクリミン点眼液0.05％
(ラクリミン点眼液) 0.05％５mL１瓶 115.30

ラミシール外用液１％
(ラミシール液) １％１ｇ 49.70

ラミシール外用スプレー１％
(ラミシールスプレー) １％１ｇ 75.20

ラミシールクリーム１％
(ラミシールクリーム) １％１ｇ 49.50

リザベン点眼液0.5％
(リザベン点眼液) 25mg５mL１瓶 875.90

リノロサール眼科耳鼻科用液0.1％
(リノロサール液) 0.1％１mL 28.60 ○

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用
(リボスチン点鼻液) 0.025％15mL１瓶 928.20

レスキュラ点眼液0.12％
(レスキュラ点眼液) 0.12％１mL 467.60
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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｡

〔高千穂町国保〕 〔鹿児島県歯科医師国保〕

保 険 者 番 号 450833

記 号 番 号 0003213
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 19.６.６

保 険 者 番 号 －

記 号 番 号 鹿歯 15－123

氏 名 －

生 年 月 日 －

無 効 事 由 －

無 効 年 月 日 平 19.４.30

〔串間市国保〕

保 険 者 番 号 450072 450072 450072 450072

記 号 番 号 1121－1122161
｢再交付｣の表示がないもの

1260－1268502
｢再交付｣の表示がないもの

1630－1635102
｢再交付｣の表示がないもの

1580－1581205
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 － － － －

生 年 月 日 － － － －

無 効 事 由 － － － －

無 効 年 月 日 平 19.６.４ 平 19.５.29 平 19.５.21 平 19.５.７

〔美郷町国保〕

保 険 者 番 号 450866 450866

記 号 番 号 20000060
｢再交付｣の表示がないもの

30000411
｢再交付｣の表示がないもの

氏 名 － －

生 年 月 日 － －

無 効 事 由 － －

無 効 年 月 日 平 19.６.５ 平 19.６.７

〔香南市国保〕

保 険 者 番 号 390112 390112

記 号 番 号 003－695－601－8 003－035－601－8

氏 名 － －

生 年 月 日 － －

無 効 事 由 盗 難 盗 難

無 効 年 月 日 平 19.４.１ 平 19.４.１

〔農林水産省共済組合近畿支部〕

記 号 番 号 0808－17101053

氏 名 岩 下 剛

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 19.６.18


