
郵政民営化に伴う政管健保
被保険者証の変更について

日本郵政公社が民営化されたことに伴い, 平成19年10

月１日をもって, 日本郵政株式会社等に分社化され, 正

規職員は日本郵政共済組合の被保険者となり, 非常勤職

員等については政府管掌健康保険 (以下, ｢政管健保｣

という｡) の被保険者となっています｡

政管健保の被保険者証については, その記号番号が変

更となり, 現在, 日本郵政株式会社等および社会保険事

務所において新たな資格取得の手続きを進めており, 資格取得届の提出から概ね２週間以

内には新たな被保険者証を交付することとしています｡

一方で, ９月30日までの旧被保険者証が事業主に回収されている場合があるため, 事業

主が発行する健康保険被保険者資格証明書の交付を受けていない患者が, 保険医療機関を

受診することがあり得ます｡

健康保険被保険者資格証明書を保険医療機関に提示した患者については, 通常の保険診

療として取り扱い, 患者からは一部負担金を徴収することとなります (従前からの取り扱

い) が, 政管健保の被保険者であることを確認できない患者が保険医療機関を受診した場

合には, 保険診療における原則に従い, 医療費全額を支払っていただき, 当該患者が事業

主を通じて保険者に療養費の支給を請求することになりますので, 医療機関窓口における

取り扱いにご留意ください｡
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－ 必 読－ 11月度請求書 (10月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (土)
午後５時まで△

国保 10日 (土)
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 12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｡



麻薬免許一斉更新の受付について

麻薬免許を更新される方につきましては, ９月末に申請用紙類を送付しております｡ 更

新の手続きがまだお済みでない方は, 京都府庁薬務室または所轄保健所まで至急ご提出く

ださいますようお願い申し上げます｡

※一斉更新の内容は保険だより９月15日号 (京都医報付録) 参照｡
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薬価基準等の一部改正
９月21日から

平成19年９月21日付厚生労働省告示第302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９成分14品目を, 薬価基準の別表に第20部追補(16)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９月21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)

キプレス細粒４mg ４mg１包 268.80

ジェニナック錠200mg 200mg１錠 296.50

シングレア細粒４mg ４mg１包 268.80

セララ錠25mg 25mg１錠 49.00

セララ錠50mg 50mg１錠 93.40

セララ錠100mg 100mg１錠 178.20

トピナ錠50mg 50mg１錠 104.80

トピナ錠100mg 100mg１錠 171.60

品 名 規格・単位 薬価 (円)

エスラックス静注25mg／2.5mL 25mg2.5mL１瓶 595

エスラックス静注50mg／5.0mL 50mg５mL１瓶 1,083

メタストロン注 10MBq 22,786

品 名 規格・単位 薬価 (円)

ディビゲル１mg １mg１包 64.50

トラバタンズ点眼液0.004％ 0.004％１mL 1,002.80

ベセルナクリーム５％ ５％250mg１包 1,136.00



薬価基準等の一部改正
10月１日から

平成19年９月28日付厚生労働省告示第320号をもって薬価基準の一部が改正され, 同年

10月１日から適用されました｡

今回の改正は, 平成18年３月31日付厚生労働省告示第285号で日本薬局方を定める件の

一部が改正され, 当該一部改正に伴う従前の例による取り扱いの経過措置期間が平成19年

９月30日までとされていることから, 今回局方品となった医薬品について, 薬価基準に収

載されている品名の前に局○の印を追加したものです｡

また, 同日付厚生労働省告示第321号で, すでに掲示事項等告示の別表第６第１部およ

び同第４部追補(１)に収載され, 経過措置品目 (使用期限：平成20年３月31日) とされ

ている品目についても, 同様に品名の前に局○の印が追加されました｡

記

△

品名を変更するもの (平成19年10月１日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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現行収載名 変更収載名

アイスデン錠25mg 局○アイスデン錠25mg

アイタント錠50 局○アイタント錠50

アイタント錠100 局○アイタント錠100

アイデイトロール10 局○アイデイトロール10

アスゾール錠 局○アスゾール錠

アスラーン錠５mg 局○アスラーン錠５mg

アスラーン錠10mg 局○アスラーン錠10mg

アセミパール錠25mg 局○アセミパール錠25mg

アビリットカプセル 局○アビリットカプセル

アビリット錠50 局○アビリット錠50

アビリット錠100 局○アビリット錠100

アビリット錠200 局○アビリット錠200

アプテシンカプセル 局○アプテシンカプセル

アプロコール錠25 局○アプロコール錠25

アラセプリル25mg 錠 局○アラセプリル25mg 錠

アラセプル錠12.5mg 局○アラセプル錠12.5mg

アラセプル錠25mg 局○アラセプル錠25mg

アラセリル錠25mg 局○アラセリル錠25mg

アリサイ錠25 局○アリサイ錠25

アルギスタットカプセル75 局○アルギスタットカプセル75

アルタットカプセル37.5 局○アルタットカプセル37.5

アルタットカプセル75 局○アルタットカプセル75

アレンフラールカプセル250mg 局○アレンフラールカプセル250mg

アレンフラール細粒小児用100mg 局○アレンフラール細粒小児用100mg



2007年(平成19年)11月１日 No.1872 ( 5 )

現行収載名 変更収載名

インデラル錠10mg 局○インデラル錠10mg

インデラル錠20mg 局○インデラル錠20mg

ウインクルＮ散１％ 局○ウインクルＮ散１％

ウインクルＮ錠５mg 局○ウインクルＮ錠５mg

ウテメリン錠５mg 局○ウテメリン錠５mg

エクバール錠50 局○エクバール錠50

エクバール錠100 局○エクバール錠100

エジェンヌ錠100 局○エジェンヌ錠100

エリカナールＬ顆粒 局○エリカナールＬ顆粒

エリカナールカプセル250 局○エリカナールカプセル250

Ｌ－ケフラール顆粒 局○Ｌ－ケフラール顆粒

エレナール錠５mg 局○エレナール錠５mg

塩酸プロプラノロール20mg 錠 局○塩酸プロプラノロール20mg 錠

塩酸リトドリン５mg錠 局○塩酸リトドリン５mg錠

オペタール錠50 局○オペタール錠50

オペタール錠100 局○オペタール錠100

クラリシッド錠50mg 小児用 局○クラリシッド錠50mg 小児用

クラリシッド錠200mg 局○クラリシッド錠200mg

クラリス錠50小児用 局○クラリス錠50小児用

クラリス錠200 局○クラリス錠200

クリレールカプセル ｢250｣ 局○クリレールカプセル ｢250｣

クリレール細粒小児用 ｢100｣ 局○クリレール細粒小児用 ｢100｣

クールスパン錠50 局○クールスパン錠50

グロント錠50mg 局○グロント錠50mg

グロント錠100mg 局○グロント錠100mg

ケイチール 局○ケイチール

ケフポリンカプセル250 局○ケフポリンカプセル250

ケフラールカプセル250mg 局○ケフラールカプセル250mg

ケフラール細粒小児用100mg 局○ケフラール細粒小児用100mg

ケンペラートＳＲ錠 局○ケンペラートＳＲ錠

ココナリン錠40mg 局○ココナリン錠40mg

コートリズム錠100mg 局○コートリズム錠100mg

ザトフェロン錠80 局○ザトフェロン錠80

サラファピノン錠80mg 局○サラファピノン錠80mg

ザルツクラールカプセル250 局○ザルツクラールカプセル250

ザルツクラール細粒小児用100 局○ザルツクラール細粒小児用100

ザルツクラール細粒200 局○ザルツクラール細粒200

ザルトフェン錠80mg 局○ザルトフェン錠80mg

ザルトプロフェン錠80 ｢タツミ｣ 局○ザルトプロフェン錠80 ｢タツミ｣

ザルトプロフェン錠80mg ｢日医工｣ 局○ザルトプロフェン錠80mg ｢日医工｣

シーグル錠 局○シーグル錠
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現行収載名 変更収載名

シーシーエルカプセル 局○シーシーエルカプセル

シプセロン錠20 局○シプセロン錠20

シプセロン錠40 局○シプセロン錠40

ジャミール錠0.2mg 局○ジャミール錠0.2mg

ジャミール錠0.3mg 局○ジャミール錠0.3mg

シロシナミン錠50mg 局○シロシナミン錠50mg

シロシナミン錠100mg 局○シロシナミン錠100mg

シロスタゾール錠50mg ｢ＮＰ｣ 局○シロスタゾール錠50mg ｢ＮＰ｣

シロスタゾール50mg 錠 局○シロスタゾール50mg 錠

シロスタゾール100mg 錠 局○シロスタゾール100mg 錠

シロステート錠50 局○シロステート錠50

シロステート錠100 局○シロステート錠100

シロスメルク錠50 局○シロスメルク錠50

シロスメルク錠100 局○シロスメルク錠100

シンプラール錠10 局○シンプラール錠10

スイロリン錠 ｢1.5｣ 局○スイロリン錠 ｢1.5｣

スカノーゼン錠100 局○スカノーゼン錠100

スタマクリットカプセル50 局○スタマクリットカプセル50

スプロチン錠 局○スプロチン錠

スペサニール錠 局○スペサニール錠

※スルピリドカプセル (大正薬品) 局○※スルピリドカプセル (大正薬品)

スルピリド錠50mg ｢アメル｣ 局○スルピリド錠50mg ｢アメル｣

スルピリド錠50mg (ＴＹＫ) 局○スルピリド錠50mg (ＴＹＫ)

スルピリド錠100mg ｢アメル｣ 局○スルピリド錠100mg ｢アメル｣

スルピリド錠100mg (ＴＹＫ) 局○スルピリド錠100mg (ＴＹＫ)

スルピリド錠200mg ｢アメル｣ 局○スルピリド錠200mg ｢アメル｣

スルピリド錠200mg (ＴＹＫ) 局○スルピリド錠200mg (ＴＹＫ)

ゼグミューラー錠 局○ゼグミューラー錠

セクロダンカプセル250 局○セクロダンカプセル250

セクロダン細粒小児用100 局○セクロダン細粒小児用100

セクロダン細粒200 局○セクロダン細粒200

ゼストリル錠５ 局○ゼストリル錠５

ゼストリル錠10 局○ゼストリル錠10

ゼストリル錠20 局○ゼストリル錠20

セタプリル錠12.5mg 局○セタプリル錠12.5mg

セタプリル錠25mg 局○セタプリル錠25mg

セタプリル錠50mg 局○セタプリル錠50mg

セトラート細粒小児用10％ 局○セトラート細粒小児用10％

セナプリド錠25mg 局○セナプリド錠25mg

セファクロルカプセル250 ｢マルコ｣ 局○セファクロルカプセル250 ｢マルコ｣

セファクロル細粒小児用100mg (ツルハラ) 局○セファクロル細粒小児用100mg (ツルハラ)
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現行収載名 変更収載名

セフゾンカプセル50mg 局○セフゾンカプセル50mg

セフゾンカプセル100mg 局○セフゾンカプセル100mg

セプリノック錠12.5mg 局○セプリノック錠12.5mg

セプリノック錠25mg 局○セプリノック錠25mg

セフロジールカプセル100mg 局○セフロジールカプセル100mg

セボチール錠25 局○セボチール錠25

セレクナート錠20mg 局○セレクナート錠20mg

セレクナート錠40mg 局○セレクナート錠40mg

セレネース錠0.75mg 局○セレネース錠0.75mg

セレネース錠１mg 局○セレネース錠１mg

セレネース錠1.5mg 局○セレネース錠1.5mg

セレネース錠３mg 局○セレネース錠３mg

セロケン錠20mg 局○セロケン錠20mg

セロケン錠40mg 局○セロケン錠40mg

ソクワールＮ錠 局○ソクワールＮ錠

ソラシロール錠 局○ソラシロール錠

ソルイルビン錠80 局○ソルイルビン錠80

ソレトン錠80 局○ソレトン錠80

ソレング錠80 局○ソレング錠80

ダイドロネル錠200 局○ダイドロネル錠200

タックミント 局○タックミント

ダラシンカプセル 局○ダラシンカプセル ＊１

テラセフロン細粒100mg 小児用 局○テラセフロン細粒100mg 小児用

テラミロン細粒小児用10％ 局○テラミロン細粒小児用10％

トウガシ 局○トウガシ

トキクロルカプセル 局○トキクロルカプセル

トキクロル細粒 局○トキクロル細粒

ドグマチールカプセル 局○ドグマチールカプセル

ドグマチール錠50mg 局○ドグマチール錠50mg

ドグマチール錠100mg 局○ドグマチール錠100mg

ドグマチール錠200mg 局○ドグマチール錠200mg

トレバンス錠25mg 局○トレバンス錠25mg

ニセルゴリン５mg錠 局○ニセルゴリン５mg錠

ニチマールカプセル 局○ニチマールカプセル

ニトレナール錠５mg 局○ニトレナール錠５mg

ニトレナール錠10mg 局○ニトレナール錠10mg

ニトレンジピン５mg錠 局○ニトレンジピン５mg錠

ニトレンジピン10mg 錠 局○ニトレンジピン10mg 錠

ネルビス錠250mg 局○ネルビス錠250mg

バイロテンシン錠５mg 局○バイロテンシン錠５mg

バイロテンシン錠10mg 局○バイロテンシン錠10mg
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現行収載名 変更収載名

バスタレルＦ錠 局○バスタレルＦ錠

バソゴリンＳ錠５mg 局○バソゴリンＳ錠５mg

パパベリアン錠 局○パパベリアン錠

ハリゾン錠 局○ハリゾン錠

ハリゾンシロップ 局○ハリゾンシロップ

ハロステン錠１mg 局○ハロステン錠１mg

ハロステン錠２mg 局○ハロステン錠２mg

ハロペリドール錠 (ツルハラ) 局○ハロペリドール錠 (ツルハラ)

ハロミドールー0.75 局○ハロミドールー0.75

ハロミドールー１ 局○ハロミドールー１

ハロミドールー1.5 局○ハロミドールー1.5

ハロミドールー３ 局○ハロミドールー３

ビエルゾンＳ錠 局○ビエルゾンＳ錠

ヒシロミン錠５ 局○ヒシロミン錠５

ピリカップル 局○ピリカップル

ヒルブリンＮ錠５mg 局○ヒルブリンＮ錠５mg

ファロム錠150mg 局○ファロム錠150mg

ファロム錠200mg 局○ファロム錠200mg

ファロムドライシロップ小児用 局○ファロムドライシロップ小児用

ファンテゾール錠50 局○ファンテゾール錠50

ファンテゾール錠100 局○ファンテゾール錠100

ブナトール錠ＳＲ200 局○ブナトール錠ＳＲ200

フラジール内服錠 局○フラジール内服錠

プラテミール錠100 局○プラテミール錠100

フルツロンカプセル100 局○フルツロンカプセル100

フルツロンカプセル200 局○フルツロンカプセル200

プレスタゾール錠50 局○プレスタゾール錠50

プレスタゾール錠100 局○プレスタゾール錠100

プレトモール錠100 局○プレトモール錠100

フレニード錠50 局○フレニード錠50

フレニード錠100 局○フレニード錠100

プレラジン錠50 局○プレラジン錠50

プレラジン錠100 局○プレラジン錠100

フロモックス小児用細粒100mg 局○フロモックス小児用細粒100mg

フロモックス錠75mg 局○フロモックス錠75mg

フロモックス錠100mg 局○フロモックス錠100mg

ベイグレース錠0.2mg 局○ベイグレース錠0.2mg

ベイグレース錠0.3mg 局○ベイグレース錠0.3mg

ベイスロース錠0.2mg 局○ベイスロース錠0.2mg

ベイスロース錠0.3mg 局○ベイスロース錠0.3mg

ベイスン錠0.2 局○ベイスン錠0.2



2007年(平成19年)11月１日 No.1872 ( 9 )

現行収載名 変更収載名

ベイスン錠0.3 局○ベイスン錠0.3

ペオン錠80 局○ペオン錠80

ベザスターＳＲ錠100 局○ベザスターＳＲ錠100

ベザテートＳＲ錠100 局○ベザテートＳＲ錠100

ベザテートＳＲ錠200 局○ベザテートＳＲ錠200

ベザトールＳＲ錠100mg 局○ベザトールＳＲ錠100mg

ベザトールＳＲ錠200mg 局○ベザトールＳＲ錠200mg

ベザフィブラート200mg 徐放錠 局○ベザフィブラート200mg 徐放錠

ベザフィブレートＳＲ錠200mg 局○ベザフィブレートＳＲ錠200mg

ベザリップ錠100mg 局○ベザリップ錠100mg

ベザリップ錠200mg 局○ベザリップ錠200mg

ベザレックスＳＲ錠100 局○ベザレックスＳＲ錠100

ベザレックスＳＲ錠200 局○ベザレックスＳＲ錠200

ベスタミオン錠0.2 局○ベスタミオン錠0.2

ベスタミオン錠0.3 局○ベスタミオン錠0.3

ベスタリットＬ錠100 局○ベスタリットＬ錠100

ベスタリットＬ錠200 局○ベスタリットＬ錠200

ベルデリール錠0.2mg 局○ベルデリール錠0.2mg

ベルデリール錠0.3mg 局○ベルデリール錠0.3mg

ペレトン錠80mg 局○ペレトン錠80mg

ベロム錠0.2 局○ベロム錠0.2

ベロム錠0.3 局○ベロム錠0.3

ベンジックス錠0.2 局○ベンジックス錠0.2

ベンジックス錠0.3 局○ベンジックス錠0.3

ボキシロン細粒小児用10％ 局○ボキシロン細粒小児用10％

ボグシール錠0.2 局○ボグシール錠0.2

ボグシール錠0.3 局○ボグシール錠0.3

ボグリース錠0.2 局○ボグリース錠0.2

ボグリース錠0.3 局○ボグリース錠0.3

ボグリダーゼ錠0.2 局○ボグリダーゼ錠0.2

ボグリダーゼ錠0.3 局○ボグリダーゼ錠0.3

ボグリボース錠0.2 ｢タツミ｣ 局○ボグリボース錠0.2 ｢タツミ｣

ボグリボース錠0.2mg ｢ＳＷ｣ 局○ボグリボース錠0.2mg ｢ＳＷ｣

ボグリボース錠0.2mg ｢トーワ｣ 局○ボグリボース錠0.2mg ｢トーワ｣

ボグリボース錠0.2mg ｢メルク｣ 局○ボグリボース錠0.2mg ｢メルク｣

ボグリボース錠0.3 ｢タツミ｣ 局○ボグリボース錠0.3 ｢タツミ｣

ボグリボース錠0.3mg ｢ＳＷ｣ 局○ボグリボース錠0.3mg ｢ＳＷ｣

ボグリボース錠0.3mg ｢トーワ｣ 局○ボグリボース錠0.3mg ｢トーワ｣

ボグリボース錠0.3mg ｢メルク｣ 局○ボグリボース錠0.3mg ｢メルク｣

ホルダゾール錠50 局○ホルダゾール錠50

ホルダゾール錠100 局○ホルダゾール錠100
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現行収載名 変更収載名

ボルビット錠80mg 局○ボルビット錠80mg

ホルミトール錠 局○ホルミトール錠

マーゲノールカプセル 局○マーゲノールカプセル

マーゲノール錠 局○マーゲノール錠

マゴチロン 局○マゴチロン

マリレオンＮ錠 局○マリレオンＮ錠

ミタポップ６ 局○ミタポップ６

ミタポップ12 局○ミタポップ12

ミデナールＬ錠200 局○ミデナールＬ錠200

ミラドールカプセル 局○ミラドールカプセル

ミラドール錠50 局○ミラドール錠50

ミラドール錠100 局○ミラドール錠100

ミラドール錠200 局○ミラドール錠200

メイアクトＭＳ小児用細粒 局○メイアクトＭＳ小児用細粒

メタヒスロン錠６mg 局○メタヒスロン錠６mg

メタヒスロン錠12mg 局○メタヒスロン錠12mg

メデット錠250mg 局○メデット錠250mg

メデピン錠40 局○メデピン錠40

メトプリック錠20mg 局○メトプリック錠20mg

メトプリック錠40mg 局○メトプリック錠40mg

メトリオン錠250 局○メトリオン錠250

メトロニーナ錠 局○メトロニーナ錠

メニエース 局○メニエース

メリスロン錠６mg 局○メリスロン錠６mg

メリスロン錠12mg 局○メリスロン錠12mg

メルコモン錠20mg 局○メルコモン錠20mg

メルビン錠 局○メルビン錠

メントリース錠10 局○メントリース錠10

ヨウペリドール0.75 局○ヨウペリドール0.75

ヨウマチール ｢カプセル｣ 局○ヨウマチール ｢カプセル｣

ヨウメタジン錠 局○ヨウメタジン錠

ライルトック錠10 局○ライルトック錠10

ラノミン錠50 局○ラノミン錠50

ラピノーゲン錠10 局○ラピノーゲン錠10

リシトリル錠10 局○リシトリル錠10

リシノメルク錠10 局○リシノメルク錠10

リトメリン錠 局○リトメリン錠

リネステロン錠 局○リネステロン錠

リファジンカプセル 局○リファジンカプセル

リファンピシンカプセル ｢ヒシヤマ｣ 局○リファンピシンカプセル ｢ヒシヤマ｣

リファンピシンカプセル150 ｢サワイ｣ 局○リファンピシンカプセル150 ｢サワイ｣
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現行収載名 変更収載名

リマーク錠 局○リマーク錠

リマクタンカプセル 局○リマクタンカプセル

リモベロンカプセル 局○リモベロンカプセル

リンデロン錠 局○リンデロン錠

リンドルフ錠 局○リンドルフ錠

リントン錠 (0.75mg) 局○リントン錠 (0.75mg)

リントン錠 (1.5mg) 局○リントン錠 (1.5mg)

リントン錠 (２mg) 局○リントン錠 (２mg)

リントン錠 (３mg) 局○リントン錠 (３mg)

ルテオニン錠 局○ルテオニン錠

ルベラールカプセル250mg 局○ルベラールカプセル250mg

ルベラール細粒小児用100mg 局○ルベラール細粒小児用100mg

レモナミン錠0.75mg 局○レモナミン錠0.75mg

レモナミン錠１mg 局○レモナミン錠１mg

レモナミン錠1.5mg 局○レモナミン錠1.5mg

レモナミン錠２mg 局○レモナミン錠２mg

レモナミン錠３mg 局○レモナミン錠３mg

レンニク 局○レンニク

ロキサチカプセル37.5 局○ロキサチカプセル37.5

ロキサチカプセル75 局○ロキサチカプセル75

ロキセタートカプセル75mg 局○ロキセタートカプセル75mg

ロキタットカプセル75mg 局○ロキタットカプセル75mg

ロコプール錠10 局○ロコプール錠10

ロザルタットカプセル75mg 局○ロザルタットカプセル75mg

ロシトール錠 局○ロシトール錠

ロタゾナ錠50 局○ロタゾナ錠50

ロタゾナ錠100 局○ロタゾナ錠100

ロプレソール錠20mg 局○ロプレソール錠20mg

ロプレソール錠40mg 局○ロプレソール錠40mg

ロンゲス錠５mg 局○ロンゲス錠５mg

ロンゲス錠10mg 局○ロンゲス錠10mg

ロンゲス錠20mg 局○ロンゲス錠20mg

ロンゲリール錠10 局○ロンゲリール錠10

コンベルミン錠６mg 局○コンベルミン錠６mg

サアミオン散１％ 局○サアミオン散１％

サアミオン錠５mg 局○サアミオン錠５mg

セファクロル細粒10％ ｢マルコ｣ 局○セファクロル細粒10％ ｢マルコ｣

セファクロル細粒20％ ｢マルコ｣ 局○セファクロル細粒20％ ｢マルコ｣

トミロン細粒小児用10％ 局○トミロン細粒小児用10％

プレタール錠50mg 局○プレタール錠50mg

プレタール錠100mg 局○プレタール錠100mg
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クラリスロマイシン錠小児用50mg ｢タカタ｣ 局○クラリスロマイシン錠小児用50mg ｢タカタ｣

クラリスロマイシン錠50小児用 ｢ＴＣＫ｣ 局○クラリスロマイシン錠50小児用 ｢ＴＣＫ｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢ＥＭＥＣ｣

局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢ＥＭＥＣ｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢ＮＰＩ｣
局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢ＮＰＩ｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢サワイ｣
局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢サワイ｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢ＣＨ｣ 局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢ＣＨ｣

クラリスロマイシン錠50mg小児用 ｢タイヨー｣
局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢タイヨー｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢日医工｣
局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢日医工｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢ＰＨ｣ 局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢ＰＨ｣

クラリスロマイシン錠50mg 小児用 ｢メルク｣
局○クラリスロマイシン錠50mg 小児用
｢メルク｣

クラリスロマイシン錠200 ｢ＭＥＥＫ｣ 局○クラリスロマイシン錠200 ｢ＭＥＥＫ｣

クラリスロマイシン錠200 ｢ＴＣＫ｣ 局○クラリスロマイシン錠200 ｢ＴＣＫ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢ＥＭＥＣ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢ＥＭＥＣ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢ＮＰＩ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢ＮＰＩ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢サワイ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢サワイ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢サンド｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢サンド｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢ＣＨ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢ＣＨ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢タイヨー｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢タイヨー｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢タカタ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢タカタ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢日医工｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢日医工｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢ＰＨ｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢ＰＨ｣

クラリスロマイシン錠200mg ｢メルク｣ 局○クラリスロマイシン錠200mg ｢メルク｣

クラロイシン錠50小児用 局○クラロイシン錠50小児用

クラロイシン錠200 局○クラロイシン錠200

セフニールカプセル100mg 局○セフニールカプセル100mg

ベグリラート錠0.2mg 局○ベグリラート錠0.2mg

ベグリラート錠0.3mg 局○ベグリラート錠0.3mg

ボグリボース錠0.2 ｢ＯＭＥ｣ 局○ボグリボース錠0.2 ｢ＯＭＥ｣

ボグリボース錠0.2mg ｢ＮＰ｣ 局○ボグリボース錠0.2mg ｢ＮＰ｣

ボグリボース錠0.3 ｢ＯＭＥ｣ 局○ボグリボース錠0.3 ｢ＯＭＥ｣

ボグリボース錠0.3mg ｢ＮＰ｣ 局○ボグリボース錠0.3mg ｢ＮＰ｣

マインベース錠50小児用 局○マインベース錠50小児用

マインベース錠200 局○マインベース錠200

メイアクトＭＳ錠100mg 局○メイアクトＭＳ錠100mg

リクモース錠小児用50mg 局○リクモース錠小児用50mg

リクモース錠200mg 局○リクモース錠200mg

リファンピシンカプセル150mg ｢サンド｣ 局○リファンピシンカプセル150mg ｢サンド｣
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現行収載名 変更収載名

エリカナール細粒小児用10％ 局○エリカナール細粒小児用10％

グリコラン錠250mg 局○グリコラン錠250mg

ケフポリン細粒10％ 局○ケフポリン細粒10％

サルモシン錠５mg 局○サルモシン錠５mg

サワチオン細粒１％ 局○サワチオン細粒１％

サワチオン錠５mg 局○サワチオン錠５mg

スズトロン錠６mg 局○スズトロン錠６mg

セフゾン細粒小児用10％ 局○セフゾン細粒小児用10％

デアノサート錠６mg 局○デアノサート錠６mg

デアノサート錠12mg 局○デアノサート錠12mg

ニセルゴリン錠５mg ｢トーワ｣ 局○ニセルゴリン錠５mg ｢トーワ｣

ファンギゾンシロップ100mg／mL 局○ファンギゾンシロップ100mg／mL

ファンギゾン内服錠100mg 局○ファンギゾン内服錠100mg

ベタマック錠50mg 局○ベタマック錠50mg

ベタマック錠100mg 局○ベタマック錠100mg

ベタマック錠200mg 局○ベタマック錠200mg

ベタメタゾン錠0.5mg ｢サワイ｣ 局○ベタメタゾン錠0.5mg ｢サワイ｣

ヘルツベース錠10mg 局○ヘルツベース錠10mg

メニエトール錠６mg 局○メニエトール錠６mg

メニタジン錠６mg 局○メニタジン錠６mg

ワソラン錠40mg 局○ワソラン錠40mg

アビリット錠50mg 局○アビリット錠50mg

アビリット錠100mg 局○アビリット錠100mg

アビリット錠200mg 局○アビリット錠200mg

ゼグミューラー錠40mg 局○ゼグミューラー錠40mg

ソラシロール錠10mg 局○ソラシロール錠10mg

マリレオンＮ錠５mg 局○マリレオンＮ錠５mg

メニエース錠６mg 局○メニエース錠６mg

リンデロン錠0.5mg 局○リンデロン錠0.5mg

クラリスロマイシン錠50小児用 ｢ＭＥＥＫ｣ 局○クラリスロマイシン錠50小児用 ｢ＭＥＥＫ｣

セフジトレンピボキシル細粒小児用10％
｢トーワ｣

局○セフジトレンピボキシル細粒小児用10％
｢トーワ｣

セフジトレンピボキシル細粒10％小児用
｢日医工｣

局○セフジトレンピボキシル細粒10％小児用
｢日医工｣

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢ＥＭＥＣ｣

局○セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢ＥＭＥＣ｣

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢サワイ｣

局○セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢サワイ｣

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢ＣＨ｣

局○セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢ＣＨ｣

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢タイヨー｣

局○セフジトレンピボキシル小児用細粒10％
｢タイヨー｣

セフジトレンピボキシル錠100mg ｢サワイ｣ 局○セフジトレンピボキシル錠100mg ｢サワイ｣
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セフジトレンピボキシル錠100mg ｢ＣＨ｣ 局○セフジトレンピボキシル錠100mg ｢ＣＨ｣

セフジトレンピボキシル錠100mg ｢トーワ｣ 局○セフジトレンピボキシル錠100mg ｢トーワ｣

セフジトレンピボキシル錠100mg ｢日医工｣ 局○セフジトレンピボキシル錠100mg ｢日医工｣

セフジニル細粒小児用10％ ｢タイヨー｣ 局○セフジニル細粒小児用10％ ｢タイヨー｣

セフジニル細粒小児用20％ ｢タイヨー｣ 局○セフジニル細粒小児用20％ ｢タイヨー｣

ソマトロン細粒小児用100 局○ソマトロン細粒小児用100

メトホルミン塩酸塩錠250mg ｢トーワ｣ 局○メトホルミン塩酸塩錠250mg ｢トーワ｣

現行収載名 変更収載名

イダマイシン注 局○イダマイシン注

イムネース注35 局○イムネース注35

※塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ
(イーライリリー)

局○※塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ
(イーライリリー)

塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ ｢ＴＸ｣ 局○塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ ｢ＴＸ｣

塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ ｢メルク｣
局○塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5ｇ
｢メルク｣

ケミスポリン静注用 局○ケミスポリン静注用 ＊２

セピドナリン静注用１ｇ 局○セピドナリン静注用１ｇ

セフォチアロン静注用 局○セフォチアロン静注用

チエナム筋注用 局○チエナム筋注用 ＊３

チエナム点滴用 局○チエナム点滴用 ＊４

注射用ピペラシリンNa１ｇ ｢日医工｣ 局○注射用ピペラシリンNa１ｇ ｢日医工｣

注射用ピペラシリンNa２ｇ ｢日医工｣ 局○注射用ピペラシリンNa２ｇ ｢日医工｣

注用ホスホマイシンナトリウム ｢ヒシヤマ｣
局○注用ホスホマイシンナトリウム ｢ヒシヤマ｣
＊５

点滴静注用ソルレイン0.5ｇ 局○点滴静注用ソルレイン0.5ｇ

点滴静注用バンコマイシン0.5 ｢ＭＥＥＫ｣ 局○点滴静注用バンコマイシン0.5 ｢ＭＥＥＫ｣

パセトクール静注用 局○パセトクール静注用 ＊６

ハロスポア静注用0.25ｇ 局○ハロスポア静注用0.25ｇ

ハロスポア静注用0.5ｇ 局○ハロスポア静注用0.5ｇ

ハロスポア静注用１ｇ 局○ハロスポア静注用１ｇ

ハロスミンＳキット２ｇ 局○ハロスミンＳキット２ｇ

パンスポリン筋注用0.25ｇ 局○パンスポリン筋注用0.25ｇ

パンスポリン静注用0.25ｇ 局○パンスポリン静注用0.25ｇ

パンスポリン静注用0.5ｇ 局○パンスポリン静注用0.5ｇ

パンスポリン静注用１ｇ 局○パンスポリン静注用１ｇ

パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 局○パンスポリン静注用１ｇバッグＳ

パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 局○パンスポリン静注用１ｇバッグＧ

パンセフォ静注用１ｇ 局○パンセフォ静注用１ｇ

バンマイシン点滴静注用0.5ｇ 局○バンマイシン点滴静注用0.5ｇ

ビクフェニン注射用１ｇ 局○ビクフェニン注射用１ｇ
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現行収載名 変更収載名

ビクフェニン注射用２ｇ 局○ビクフェニン注射用２ｇ

ピシリアント注射用 局○ピシリアント注射用

ピペユンシン注射用 局○ピペユンシン注射用 ＊７

ファーストシン静注用0.5ｇ 局○ファーストシン静注用0.5ｇ

ファーストシン静注用１ｇ 局○ファーストシン静注用１ｇ

ファーストシン静注用１ｇバッグＳ 局○ファーストシン静注用１ｇバッグＳ

ファーストシン静注用１ｇバッグＧ 局○ファーストシン静注用１ｇバッグＧ

ファンギゾン 局○ファンギゾン

ペントシリン静注用１ｇバッグ 局○ペントシリン静注用１ｇバッグ

ペントシリン静注用２ｇバッグ 局○ペントシリン静注用２ｇバッグ

ペントシリン注射用１ｇ 局○ペントシリン注射用１ｇ

ペントシリン注射用２ｇ 局○ペントシリン注射用２ｇ

ホスミシンＳキット２ｇ 局○ホスミシンＳキット２ｇ

ホスミシンＳバッグ１ｇ点滴静注用 局○ホスミシンＳバッグ１ｇ点滴静注用

ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 局○ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用

ホロサイルＳ静注用 局○ホロサイルＳ静注用 ＊８

ホンパスチン静注用 局○ホンパスチン静注用

イソラマイシン静注用0.5ｇ 局○イソラマイシン静注用0.5ｇ

イソラマイシン静注用１ｇ 局○イソラマイシン静注用１ｇ

イソラマイシン静注用２ｇ 局○イソラマイシン静注用２ｇ

インダスト点滴静注用0.5ｇ 局○インダスト点滴静注用0.5ｇ

セファピコール静注用１ｇ 局○セファピコール静注用１ｇ

デコンタシン注射液100mg 局○デコンタシン注射液100mg

ハロスミン静注用１ｇ 局○ハロスミン静注用１ｇ

ハロスミン静注用２ｇ 局○ハロスミン静注用２ｇ

ペントシリン筋注用１ｇ 局○ペントシリン筋注用１ｇ

ホスミシンＳ静注用0.5ｇ 局○ホスミシンＳ静注用0.5ｇ

ホスミシンＳ静注用１ｇ 局○ホスミシンＳ静注用１ｇ

ホスミシンＳ静注用２ｇ 局○ホスミシンＳ静注用２ｇ

イミスタン点滴静注用0.5ｇ 局○イミスタン点滴静注用0.5ｇ

インダスト点滴静注用0.25ｇ 局○インダスト点滴静注用0.25ｇ

セファピコール静注用0.25ｇ 局○セファピコール静注用0.25ｇ

セファピコール静注用0.5ｇ 局○セファピコール静注用0.5ｇ

チエクール点滴用0.5ｇ 局○チエクール点滴用0.5ｇ

デコンタシン注射液75mg 局○デコンタシン注射液75mg

塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5ｇ 局○塩酸バンコマイシン点滴静注用キット0.5ｇ

タイペラシリン注射用１ｇ 局○タイペラシリン注射用１ｇ

タイペラシリン注射用２ｇ 局○タイペラシリン注射用２ｇ

チエペネム点滴静注用0.5ｇ 局○チエペネム点滴静注用0.5ｇ

ハベカシン注射液25mg 局○ハベカシン注射液25mg

ハベカシン注射液75mg 局○ハベカシン注射液75mg



＜ 外 用 薬 ＞

＊１ 75mg１カプセルおよび150mg１カプセルの２規格あり (ダラシンカプセル)
＊２ 250mg１瓶､ 500mg１瓶および１ｇ１瓶の３規格あり (ケミスポリン静注用)
＊３ 250mg１瓶および500mg１瓶の２規格あり (チエナム筋注用)
＊４ 250mg１瓶､ 500mg１瓶および１キット(生理食塩液100mL 付)の３規格あり(チエナム点滴用)
＊５ １ｇ１瓶および２ｇ１瓶の２規格あり (注用ホスホマイシンナトリウム ｢ヒシヤマ｣)
＊６ 500mg１瓶および１ｇ1瓶の２規格あり (パセトクール静注用)
＊７ １ｇ１瓶および２ｇ１瓶の２規格あり (ピペユンシン注射用)
＊８ １ｇ１瓶および２ｇ１瓶の２規格あり (ホロサイルＳ静注用)
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現行収載名 変更収載名

ハベカシン注射液100mg 局○ハベカシン注射液100mg

フラゼミシン静注用１ｇ 局○フラゼミシン静注用１ｇ

フラゼミシン静注用２ｇ 局○フラゼミシン静注用２ｇ

プランジン注用１ｇ 局○プランジン注用１ｇ

プランジン注用２ｇ 局○プランジン注用２ｇ

ブルバトシン注射液100mg 局○ブルバトシン注射液100mg

ペンマリン注射用１ｇ 局○ペンマリン注射用１ｇ

ペンマリン注射用２ｇ 局○ペンマリン注射用２ｇ

ホスカリーゼ静注用１ｇ 局○ホスカリーゼ静注用１ｇ

ホスカリーゼ静注用２ｇ 局○ホスカリーゼ静注用２ｇ

ピシリアント注射用１ｇ 局○ピシリアント注射用１ｇ

ピシリアント注射用２ｇ 局○ピシリアント注射用２ｇ

イミペネム・シラスタチン点滴用0.5ｇ
｢サンド｣

局○イミペネム・シラスタチン点滴用0.5ｇ
｢サンド｣

ハロスミン静注用0.5ｇ 局○ハロスミン静注用0.5ｇ

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢サワイ｣

局○バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢サワイ｣

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢ホスピーラ｣

局○バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢ホスピーラ｣

現行収載名 変更収載名

エスカイン 局○エスカイン

デキサンＧ軟膏 局○デキサンＧ軟膏

デビオン－ＶＧ軟膏 局○デビオン－ＶＧ軟膏

デルモゾールＧクリーム 局○デルモゾールＧクリーム

デルモゾールＧ軟膏 局○デルモゾールＧ軟膏

フォーレン 局○フォーレン

ベトノバールＧクリーム 局○ベトノバールＧクリーム

ベトノバールＧ軟膏 局○ベトノバールＧ軟膏

リンデロン－ＶＧクリーム0.12％ 局○リンデロン－ＶＧクリーム0.12％

リンデロン－ＶＧ軟膏0.12％ 局○リンデロン－ＶＧ軟膏0.12％

ルリクールＶＧ軟膏0.12％ 局○ルリクールＶＧ軟膏0.12％

イソフルラン ｢ＡＷ｣ 局○イソフルラン ｢ＡＷ｣

リダスロン軟膏 局○リダスロン軟膏



△

経過措置品目 品名を変更するもの (平成20年３月31日限り)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞

＊９ １ｇ１瓶および２ｇ１瓶の２規格あり
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現行収載名 変更収載名

ザルツクラール細粒小児用100 局○ザルツクラール細粒小児用100

ザルツクラール細粒200 局○ザルツクラール細粒200

トレバンス錠25mg 局○トレバンス錠25mg

アビリット錠50 局○アビリット錠50

アビリット錠100 局○アビリット錠100

アビリット錠200 局○アビリット錠200

ゼグミューラー錠 局○ゼグミューラー錠

ソラシロール錠 局○ソラシロール錠

マリレオンＮ錠 局○マリレオンＮ錠

メニエース 局○メニエース

リンデロン錠 局○リンデロン錠

現行収載名 変更収載名

ピシリアント注射用 局○ピシリアント注射用 ＊９



｢医療機関等における医療機器の
立会いに関する基準｣ について

医療機器の流通の適正化については, 医療保険制度下における公正な取引等の確保およ

び医療機器業界における公正な競争秩序の確保という観点から, ｢医療機器業における景

品類の提供の制限に関する公正競争規約｣ (平成10年公正取引委員会告示第26号) が制定

され, 関係業界への指導が適宜行われてきました｡

近年, 医療機器の高度化・高性能化・ＩＴ化等に伴い, 当該医療機器の適正かつ安全な

使用のために医療機器事業者が医療現場に立ち入って情報提供を行う, いわゆる ｢立会い｣

が行われています｡ 当該立会いについては, これまで具体的な基準が存在せず, 公正な取

引の確保および適正な医療の提供の観点から問題となる事例がみられたことから, 今般,

適切な医療機器情報の提供のあり方と不適切な取引の改善に関して ｢医療機器等における

医療機器の立会いに関する基準｣ が下記のとおり制定され, 平成20年４月１日より実施さ

れることとなりましたのでお知らせします｡

[立会いに関する基準]
Ⅲ－３ 医療機関等における医療機器の立会いに関する基準

公正競争規約第４条第２号に規定する医療機関等に対して提供する便益労務のうち,

医療機器の立会いについては, 次の基準による｡

(１) 立会いの定義

ここでいう ｢立会い｣ とは, 医療機関等の管理下にある患者に対して, 医師等の

医療担当者が診断や治療を行うに当たり, 事業者がその医療現場に立ち入り, 医療

機器に関する情報提供や便益労務の提供を行うことをいう｡ ただし, 在宅医療につ

いては, 事業者が医療担当者, 在宅患者等に対して医療機器の使用・操作方法等の

情報提供や便益労務の提供を行うことをいう｡

(２) 立会いに当たっては, 事業者は関連法規等に抵触する行為をしてはならない｡

関連法規等に係る疑義については, 各事業者の責任において厚生労働省又は都道

府県の担当部署へ具体的な事例を添えて問い合わせを行い, 関連法規等に抵触しな

いことを確認した上で, 実施しなければならない｡

(３) 当該立会い行為が, 不当な取引誘引行為と認められ, 原則として提供が制限され

るものは次のとおりである｡

１) 医療機器の販売を目的とした立会い

２) 医療機関等に対する費用の肩代わりになる立会い

(４) 当該立会い行為自体は不当な取引誘引行為と認められず, 原則として制限されな

いが, 立会いの回数や期間が, 目的別に定めた次の基準を超えて無償で行われた場

合は, 不当な取引誘引行為として制限される｡

１) 自社の取り扱う医療機器の適正使用の確保のため, 医療現場で添付文書等の記

載内容 (使用・操作方法の説明等を含む｡) を補足的に説明するために行う次の

立会い

① 新規に納入した医療機器の適正使用の確保のための立会い

② 既納入品のバージョンアップ等の際の適正使用の確保のための立会い (添付

2007年(平成19年)11月１日 No.1872( 18 )



文書等の改訂のいかんを問わない｡)

③ ｢医療機関等に対する医療機器の貸出しに関する基準｣ に定める医療機器の

｢試用のための貸出し｣ の際の適正使用の確保のための立会い

④ 医療担当者の交代があった際の適正使用の確保のための立会い

⑤ 緊急時又は災害時の対応における自社の取り扱う医療機器の適正使用の確保

のための立会い

無償で行うことができる立会いの回数は, ①から⑤のいずれの事項についても,

一つの手技につき１診療科に対し, ４回を限度とする｡

その期間は, ①, ②及び④の事項については, 各事由が生じた日から４か月以

内とする｡ ③の事項については, ｢医療機関等に対する医療機器の貸出しに関す

る基準｣ の ｢試用のための貸出し｣ で医療機関等と取り決めた期間とする｡ ⑤の

事項は, 緊急事態解消又は災害期間が終了するまでとする｡

ただし, 無償で行うことができる立会いの回数や期間について, 別途定める必

要がある医療機器については, 当該医療機器を取り扱う支部からの申請に基づき,

公正取引協議会が定めるものとする｡

２) 自社の取り扱う医療機器の安全使用のために行う立会い

① 新規納入時における立会い終了後の保証期間内 (最長12か月) での安全使用

の確認のための立会い

② 医療機器の故障修理後の動作確認等のための立会い

③ 医療機器の保守点検業務契約に基づく動作確認等のための立会い

無償で行うことができる立会いの回数及び期間は, ①の事項については, 新規

納入時の立会い終了後, 月１回を限度とし, 新規納入時の立会い期間を含めた保

証期間内であって, かつ, 12か月以内とする｡ ②及び③の事項については, 故障

修理終了後又は保守点検終了後１回とする｡

３) 在宅医療における医療機器の適正使用の確保と安全使用のための立会い

① 医師等の医療担当者が行う患者への医療機器の使用・操作方法の説明等を補

足するための立会い

立会いは医師等の医療担当者が当該患者に医療機器の使用・操作方法の説明

を行う際に医師等の医療担当者から補足的な説明を求められた場合に限り行え

るものとする｡

無償で行うことができる立会いの回数は, 一つの医療機器につき, １診療科

に対し, ４回を限度とする｡ ただし, 無償で行うことができる立会いの回数に

ついて, 別途定める必要がある医療機器については, 当該医療機器を取り扱う

支部からの申請に基づき, 公正取引協議会が定めるものとする｡

② 医療機器の賃貸借及び保守点検業務に関する契約事項の履行及び医療法施行

規則に準じて行う立会い

４) (４)の１), ２)及び３)で定める立会いについて, 事業者は, 医療機関等と文

書等で取決めを行うに当たり, 本基準の回数, 期間等を遵守しなければならない｡

(５) 立会いを行う際には, 医療機関等から ｢立会い実施確認書｣ を入手しなければな

らない｡

１) ｢立会い実施確認書｣ の様式は, 公正取引協議会の定める様式 (様式４) によ

るものとする｡

２) 受領した ｢立会い実施確認書｣ の保存期間は５年間とし, 事業者が管理を行う｡
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(６) その他の立会いに関する事項

１) 立会いに当たって, 事業者は, 医療機関等の院内規則等を遵守しなければなら

ない｡

２) 立会いに当たって, 事業者は, 医療機関等に対し, 患者又は代理人へのインフォー

ムドコンセントが行われていることを確認しなければならない｡

３) この基準に定めなき事項が発生した場合は, その都度, 公正取引協議会に相談

を行うこと｡

附則

この運用基準は, 平成20年４月１日から実施する｡
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新潟県中越沖地震による政府管掌健康保険および
船員保険の一部負担金等の減免措置について

標記について, 罹災証明書の発行になお時間を要すると判断される市町村があること等

により, 被保険者からの一部負担金の減免に係る証明書の申請に支障が生じていると見ら

れることから, 一部負担金等の還付対象期間等の期限が延長されました｡ また, 併せて,

一部負担金等の減免措置の対象となる市町村に新潟県上越市が追加されましたのでお知ら

せします｡

記

政府管掌健康保険および船員保険

１. 一部負担金等の減免の対象となる被害

(１) 対象となる災害

平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震

(２) 対象となる被害

ア 本措置の対象となる被害は, (１)の災害により, 被保険者またはその被扶養者

(以下 ｢加入者｣ という｡) の住宅が全壊, 大規模半壊または半壊となったもの｡

イ 本措置の対象となる被害は, 以下の地域における加入者の住宅をいう｡

新潟県柏崎市

新潟県長岡市

新潟県三島郡出雲崎町

新潟県刈羽郡刈羽村

新潟県上越市 (※今回追加)

(３) 被害の認定は, 地方公共団体が交付する罹災証明書に基づき行われる｡

２. 一部負担金の還付対象期間

(変更前) 平成19年７月16日～同年９月30日

(変更後) 平成19年７月16日～同年12月31日

３. 社会保険事務所への一部負担金等の還付申請の期限

(変更前) 平成19年11月30日

(変更後) 平成20年３月31日
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被保険者証の更新

大阪府歯科医師国民健康保険組合の被保険者証が, 本年11月１日付で下記のとおり更新

(カード化) されますのでお知らせします｡

記

(表) (裏)
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有効期限 平成21年10月31日

新証の色 桃色
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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｡

〔刑務共済組合京都刑務所支部〕

記 号 番 号 2537 321 240

氏 名 峯 正 巳 永 田 光 輝 佐 藤 宗 史

生 年 月 日 昭23.２.17 昭58.４.21 昭52.３.９

無 効 事 由 － － －

無 効 年 月 日 平 19.８.13 平 19.９.13 平 19.９.18


