
乳幼児医療助成制度
の拡充について

本年９月１日から京都府の乳幼児医療助成制度 (いわ

ゆる�) が拡充され, 入院に係る助成対象年齢の引き上

げ, 通院に係る自己負担限度額の引き下げが行われます｡

受給者証 (白色) は ｢子○京都子育て支援医療費受給者

証｣ となり, 原則として一斉に更新されますが, 一部市

町村の受給者証については現行証の有効期限到達時まで

使用する場合もありますのでご注意ください｡

なお, これに伴い, 市町村単独分の一部についても拡

充されます｡ 詳細は下記のとおりです｡

＜京都府の助成制度＞
１. 開始時期

平成19年９月診療分から

２. 受給者証の名称
乳○乳幼児医療費受給者証→子○京都子育て支援医療費受給者証

３. 内容

◇入院外

０～３歳未満：負担金200円 １医療機関 １ヶ月

３歳～就学前：窓口での負担金が１ヶ月3,000円を越えた額を償還払い

(従来は8,000円／月)

◇入院

０歳～小学校卒業まで：負担金200円 １医療機関 １ヶ月

(従来は就学前)

乳幼児医療費支給制度一覧 (平成19年９月１日～)
京都府制度

京都府制度を超えて実施している市町村
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入 院 外 入 院

負担金 給付方法 負担金 給付方法

０～３歳未満 200円(１医療機関・１月) 白色の受給者証 200円(１医療機関・１月) 白色の受給者証

３～就学前 １月の自己負担額3000円
を超えた額を助成 償還払い 200円(１医療機関・１月) 白色の受給者証

小１～小６ 助成なし 200円(１医療機関・１月) 白色の受給者証

入 院 外 入 院

負担金 給付方法 負担金 給付方法

向日市 ３～４歳未満 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261096 京都府制度

長岡京市 ３～４歳未満 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261104 京都府制度

－必 読－ ９月度請求書 (８月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日 (月)
午後５時まで△

国保 10日 (月)
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 (水)
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｡
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入 院 外 入 院

負担金 給付方法 負担金 給付方法

大山崎町 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261518 京都府制度

宇治市 ３～４歳未満 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261054 京都府制度

城陽市
３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261088 京都府制度

中１～中３ 助成なし 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261088

八幡市
３～４歳未満 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261112 京都府制度

中１～中３ 助成なし 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外)

久御山町 ３～小６ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261526 京都府制度

京田辺市 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261120 京都府制度

井手町 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261559 京都府制度

宇治田原町 ３～小６ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261567 京都府制度

木津川市 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261153 京都府制度

笠置町 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261609 京都府制度

和束町 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261617 京都府制度

精華町 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261625 京都府制度

南山城村
０～３歳未満 負担なし(窓口で200円) 200円を償還払い 負担なし(窓口で200円) 200円を償還払い

３～就学前 負担なし 償還払い 負担なし(窓口で200円) 200円を償還払い

亀岡市 ３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261070 京都府制度

南丹市

３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261146 京都府制度

小１～小６ 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外) 京都府制度

中１～高３ 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外) 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外)

京丹波町
３～小６ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261856 京都府制度

中１～中３ 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外) 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外)

福知山市 ３～小３ 500円(１医療機関・１日) オレンジ色の受給者証：45261021 京都府制度

宮津市 ３～小６ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261062 京都府制度

伊根町

３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261773 京都府制度

小１～小６ 1,000円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261773 京都府制度

中１～中３ 1,000円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261773 1,000円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261773

与謝野町
３～小６ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261864 京都府制度

中１～中３ 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261864 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261864

京丹後市

３～就学前 200円(１医療機関・１月) さくら色の受給者証：45261138 京都府制度

小１～小６ 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外) 京都府制度

中１～中３ 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外) 200円(１医療機関・１月) 償還払い(200円以外)



薬価基準等の一部改正
平成19年７月６日から

平成19年７月６日付厚生労働省告示第249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, 平成19年３月15日までに薬事法に基づき承認された, いわゆる後発医薬

品 (薬価基準既収載医薬品と同一成分で用法・用量, 効能・効果が同じ医薬品) 等で薬価

基準に収載申請のあった420品目が, 薬価基準の別表に第19部追補 (15) として収載された

ものです｡

同時に, 同日付保医発第0706001号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の薬価

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, 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により薬価基準からの

削除依頼があった48品目が, 同日付厚生労働省告示第250号で掲示事項等告示の別表第６

に第６部追補 (３) 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)

となりました｡

記

△

新たに収載されたもの (平成19年７月６日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

アカルボース錠50mg ｢タイヨー｣ 50mg１錠 21.60 ○

アカルボース錠100mg ｢タイヨー｣ 100mg１錠 38.20 ○

アミオダロン塩酸塩錠100mg ｢サンド｣ 100mg１錠 337.50 ○

イソソルビドシロップ70％ ｢タイヨー｣ 70％１mL 6.70 ○

イトラコネート錠100mg 100mg１錠 578.80 ○

エフピーＯＤ錠2.5 2.5mg１錠 366.90

塩酸プロピベリン錠20mg ｢ＳＫＫ｣ 20mg１錠 112.00 ○

局○塩酸ベニジピン錠８ ＮＴ ８mg１錠 90.90 ○

オメプロトン錠10mg 10mg１錠 77.10 ○

ガスロンＮ・ＯＤ錠２mg ２mg１錠 39.90

カベルゴリン錠0.25mg ｢Ｆ｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠0.25mg ｢サワイ｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠0.25mg ｢タナベ｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠0.25mg ｢トーワ｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠0.25mg ｢日医工｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠0.25mg ｢メルク｣ 0.25mg１錠 75.60 ○

カベルゴリン錠1.0mg ｢Ｆ｣ １mg１錠 257.50 ○

カベルゴリン錠1.0mg ｢サワイ｣ １mg１錠 257.50 ○

カベルゴリン錠1.0mg ｢タナベ｣ １mg１錠 257.50 ○

カベルゴリン錠1.0mg ｢トーワ｣ １mg１錠 257.50 ○

カベルゴリン錠1.0mg ｢日医工｣ １mg１錠 257.50 ○
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

カベルゴリン錠1.0mg ｢メルク｣ １mg１錠 257.50 ○

クアゼパム錠15mg ｢アメル｣ 15mg１錠 92.80 ○

クアゼパム錠15mg ｢ＭＮＰ｣ 15mg１錠 92.80 ○

クアゼパム錠15mg ｢トーワ｣ 15mg１錠 92.80 ○

クアゼパム錠15mg ｢日医工｣ 15mg１錠 92.80 ○

クアゼパム錠15mg ｢ＹＤ｣ 15mg１錠 92.80 ○

クアゼパム錠20mg ｢ＭＮＰ｣ 20mg１錠 110.20 ○

クアゼパム錠20mg ｢トーワ｣ 20mg１錠 110.20 ○

クアゼパム錠20mg ｢ＹＤ｣ 20mg１錠 110.20 ○

クラシエ温清飲エキス細粒 １ｇ 17.30

クラシエ黄連解毒湯エキス錠 １錠 6.40

クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ １錠 3.80

クラシエ葛根湯加川�辛夷エキス錠 １錠 5.10

クラシエ加味帰脾湯エキス錠 １錠 7.70

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 １錠 3.40

クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 １錠 3.10

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 １錠 4.50

クラシエ五苓散料エキス錠 １錠 6.20

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 １錠 9.20

クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 １錠 9.90

クラシエ柴朴湯エキス細粒 １ｇ 38.20

クラシエ柴苓湯エキス細粒 １ｇ 59.50

クラシエ四物湯エキス錠 １錠 4.20

クラシエ十全大補湯エキス細粒 １ｇ 19.30

クラシエ十味敗毒湯エキス錠 １錠 7.00

クラシエ小柴胡湯エキス錠 １錠 14.40

クラシエ小青竜湯エキス錠 １錠 7.90

クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 １ｇ 15.70

クラシエ神秘湯エキス細粒 １ｇ 19.60

クラシエ大柴胡湯エキス錠 １錠 10.40

クラシエ桃核承気湯エキス錠 １錠 3.30

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ
キス細粒 １ｇ 9.90

クラシエ人参湯エキス細粒 １ｇ 14.90

クラシエ八味地黄丸料エキス錠 １錠 5.00

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 １錠 6.00

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 １ｇ 27.50

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 １錠 8.30

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 １ｇ 27.30

クラシエ白虎加人参湯エキス錠 １錠 15.70

クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 １ｇ 9.60

クラシエ防已黄耆湯エキス錠 １錠 4.40
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

クラシエ防風通聖散エキス錠 １錠 2.60

クラシエ麻杏�甘湯エキス細粒 １ｇ 9.80

クラシエ�苡仁湯エキス錠 １錠 3.90

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 １ｇ 17.20

クラリスロマイシン錠50小児用 ｢Ｍ
ＥＥＫ｣ 50mg１錠 53.70 ○

クラリスロマイシンドライシロップ
10％小児用 ｢タイヨー｣ 100mg１ｇ 90.30 ○

クラロイシンドライシロップ10％小
児用 100mg１ｇ 90.30 ○

コカール小児用ドライシロップ20％ 20％１ｇ 12.30 ○

局○コニプロス錠２mg ２mg１錠 28.70 ○

局○コニプロス錠８mg ８mg１錠 90.90 ○

サールツーシロップ小児用２％ ２％１mL 4.60 ○

サールツードライシロップ小児用20％ 20％１ｇ 12.30 ○

酸化マグネシウム錠250mg ｢モチダ｣ 250mg１錠 6.40 ○

酸化マグネシウム錠330mg ｢モチダ｣ 330mg１錠 6.40 ○

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg
｢サワイ｣ 50mg１錠 32.50 ○

シベンゾリンコハク酸塩錠50mg
｢タナベ｣ 50mg１錠 32.50 ○

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
｢サワイ｣ 100mg１錠 53.30 ○

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
｢タナベ｣ 100mg１錠 53.30 ○

ジメトックス錠２ ２mg１錠 11.90 ○

スタンゾームＯＤ錠15 15mg１錠 59.90 ○

スタンゾームＯＤ錠30 30mg１錠 107.10 ○

スプラタストトシル酸塩カプセル100
mg ｢サワイ｣ 100mg１カプセル 55.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５ ｢ＡＲ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５ ｢オーハラ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢アメル｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢イワキ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＳＮ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＮＴ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＮＰ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＭＥＤ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＭＮＰ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢科研｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢クニヒロ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＫＴＢ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢サワイ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＣＨ｣ ５mg１錠 78.00 ○
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＣＨＯＳ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢タイヨー｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢タカタ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢タナベ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ツルハラ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＴＯＡ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢テイコク｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＴＣＫ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＴＹＫ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢トーワ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢日医工｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＰＨ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢メルク｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠５mg ｢ＹＤ｣ ５mg１錠 78.00 ○

セチリジン塩酸塩錠10 ｢ＡＲ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10 ｢オーハラ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢アメル｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢イワキ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＳＮ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＮＴ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＮＰ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＭＥＤ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＭＮＰ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢科研｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢クニヒロ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＫＴＢ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢サワイ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＣＨ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＣＨＯＳ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢タイヨー｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢タカタ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢タナベ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ツルハラ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＴＯＡ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢テイコク｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＴＣＫ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＴＹＫ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢トーワ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢日医工｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＰＨ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セチリジン塩酸塩錠10mg ｢メルク｣ 10mg１錠 104.20 ○
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セチリジン塩酸塩錠10mg ｢ＹＤ｣ 10mg１錠 104.20 ○

セフジトレンピボキシル細粒小児用
10％ ｢トーワ｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル細粒10％小
児用 ｢日医工｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル小児用細粒
10％ ｢ＥＭＥＣ｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル小児用細粒
10％ ｢サワイ｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル小児用細粒
10％ ｢ＣＨ｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル小児用細粒
10％ ｢タイヨー｣ 100mg１ｇ 205.70 ○

セフジトレンピボキシル錠100mg
｢サワイ｣ 100mg１錠 54.20 ○

セフジトレンピボキシル錠100mg
｢ＣＨ｣ 100mg１錠 54.20 ○

セフジトレンピボキシル錠100mg
｢トーワ｣ 100mg１錠 54.20 ○

セフジトレンピボキシル錠100mg
｢日医工｣ 100mg１錠 54.20 ○

セフジニル細粒小児用10％ ｢タイヨー｣ 100mg１ｇ 97.50 ○

セフジニル細粒小児用20％ ｢タイヨー｣ 200mg１ｇ 184.10 ○

セレギリン塩酸塩錠2.5mg ｢タイヨー｣ 2.5mg１錠 256.80 ○

ソマトロン細粒小児用100 100mg１ｇ 59.60 ○

ソルミラン顆粒状カプセル900mg 900mg１包 142.20 ○

タリオンＯＤ錠５mg ５mg１錠 53.00

タリオンＯＤ錠10mg 10mg１錠 66.90

タンチパン錠 １錠 6.10 ○

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
｢トーワ｣ 10mg１錠 28.80 ○

テルビナフィン錠125mg ｢ＭＥＤ｣ 125mg１錠 174.80 ○

トシラートカプセル50mg 50mg１カプセル 43.70 ○

ドロキシドパカプセル100mg ｢メルク｣ 100mg１カプセル 65.90 ○

ドロキシドパカプセル200mg ｢メルク｣ 200mg１カプセル 121.40 ○

ドロキシドパ細粒20％ ｢メルク｣ 20％１ｇ 113.80 ○

局○ニルバジピン錠２mg ｢ＪＧ｣ ２mg１錠 9.70 ○

局○ニルバジピン錠４mg ｢ＪＧ｣ ４mg１錠 20.80 ○

ピルジカイニド塩酸塩錠25mg ｢三和｣ 25mg１錠 36.60 ○

ピルジカイニド塩酸塩錠50mg ｢三和｣ 50mg１錠 59.70 ○

ファモチジンＯＤ錠10mg ｢ＪＧ｣ 10mg１錠 14.00 ○

ファモチジンＯＤ錠20mg ｢ＪＧ｣ 20mg１錠 20.00 ○

局○ブシ末 (調剤用) ｢ツムラ｣ １ｇ 14.70

プランルカストカプセル112.5mg
｢科研｣ 112.5mg１カプセル 56.10 ○
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プランルカストカプセル112.5mg
｢タイヨー｣ 112.5mg１カプセル 56.10 ○

プランルカストカプセル112.5mg
｢ＤＫ｣ 112.5mg１カプセル 56.10 ○

プランルカストカプセル112.5mg
｢日医工｣ 112.5mg１カプセル 56.10 ○

プランルカスト錠112.5 ｢ＥＫ｣ 112.5mg１錠 56.10 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢アメル｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢ＥＫ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢ＭＥＤ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢オーハラ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢サワイ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢タカタ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢ＴＹＫ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢トーワ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストＤＳ10％ ｢日医工｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストドライシロップ10％
｢ＡＦＰ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストドライシロップ10％
｢ＮＴ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストドライシロップ10％
｢ＮＰ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストドライシロップ10％
｢タイヨー｣ 10％１ｇ 73.60 ○

プランルカストドライシロップ10％
｢ＤＫ｣ 10％１ｇ 73.60 ○

フリバスＯＤ錠75mg 75mg１錠 190.70

局○フロセミド錠20mg ｢ＪＧ｣ 20mg１錠 6.10 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠２mg ｢ＭＥＤ｣ ２mg１錠 28.70 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠２mg ｢タナベ｣ ２mg１錠 28.70 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠４mg ｢ＭＥＤ｣ ４mg１錠 51.00 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠４mg ｢タナベ｣ ４mg１錠 51.00 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠８mg ｢ＭＥＤ｣ ８mg１錠 90.90 ○

局○ベニジピン塩酸塩錠８mg ｢タナベ｣ ８mg１錠 90.90 ○

ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢ＭＥＤ｣ 0.2mg１錠 35.00 ○

ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢ケミファ｣ 0.2mg１錠 25.10 ○

ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢サワイ｣ 0.2mg１錠 34.50 ○

ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢タイヨー｣ 0.2mg１錠 30.50 ○

ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢トーワ｣ 0.2mg１錠 35.30 ○

ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢ＭＥＤ｣ 0.3mg１錠 54.10 ○

ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢ケミファ｣ 0.3mg１錠 36.50 ○

ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢サワイ｣ 0.3mg１錠 47.30 ○

ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢タイヨー｣ 0.3mg１錠 43.90 ○

ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢トーワ｣ 0.3mg１錠 49.50 ○
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メチルジゴキシン錠0.05mg ｢タイヨー｣ 0.05mg１錠 4.70 ○

メチルジゴキシン錠0.1mg ｢タイヨー｣ 0.1mg１錠 8.30 ○

メドカイン内用ゼリー２％ ２％１ｇ 5.10 ○

メトホルミン塩酸塩錠250mg ｢トーワ｣ 250mg１錠 9.30 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＳＮ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢Ｆ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢科研｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＫＴＢ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＣＨ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＴＣＫ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＴＹＫ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢日本
臓器｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

メナテトレノンカプセル15mg ｢ＹＤ｣ 15mg１カプセル 33.20 ○

ランソプラゾールＯＤ錠15mg ｢タイ
ヨー｣ 15mg１錠 59.90 ○

ランソプラゾールＯＤ錠15mg ｢ＤＫ｣ 15mg１錠 59.90 ○

ランソプラゾールＯＤ錠30mg ｢タイ
ヨー｣ 30mg１錠 107.10 ○

ランソプラゾールＯＤ錠30mg ｢ＤＫ｣ 30mg１錠 107.10 ○

ランソプラゾールカプセル15mg ｢タ
カタ｣ 15mg１カプセル 59.90 ○

ランソプラゾールカプセル30mg ｢タ
カタ｣ 30mg１カプセル 107.10 ○

リスパダールＯＤ錠１mg １mg１錠 45.60

リスパダールＯＤ錠２mg ２mg１錠 85.70

リスペリドン細粒１％ ｢アメル｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢ＮＴ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢ＮＰ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢ＭＥＥＫ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢オーハラ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢サワイ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢ＣＨ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢タイヨー｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢トーワ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢日医工｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢メルク｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン細粒１％ ｢ヨシトミ｣ １％１ｇ 287.20 ○

リスペリドン錠0.5mg ｢ＮＴ｣ 0.5mg１錠 17.00 ○

リスペリドン錠0.5mg ｢ＮＰ｣ 0.5mg１錠 17.00 ○

リスペリドン錠１ ｢ＭＥＥＫ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１ ｢オーハラ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢アメル｣ １mg１錠 31.90 ○
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リスペリドン錠１mg ｢ＮＴ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢ＮＰ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢サワイ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢サンド｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢ＣＨ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢タイヨー｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢日医工｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢メルク｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠１mg ｢ヨシトミ｣ １mg１錠 31.90 ○

リスペリドン錠２ ｢ＭＥＥＫ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２ ｢オーハラ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢アメル｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢ＮＴ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢ＮＰ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢サワイ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢サンド｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢ＣＨ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢タイヨー｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢トーワ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢日医工｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢メルク｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠２mg ｢ヨシトミ｣ ２mg１錠 60.00 ○

リスペリドン錠３ ｢オーハラ｣ ３mg１錠 86.80 ○

リスペリドン錠３mg ｢アメル｣ ３mg１錠 86.80 ○

リスペリドン錠３mg ｢タイヨー｣ ３mg１錠 86.80 ○

リスペリドン内用液分包１mg ｢アメル｣ 0.1％１mL１包 95.40 ○

リスペリドン内用液0.5mg 分包
｢メルク｣ 0.1％0.5mL１包 47.70 ○

リスペリドン内用液１mg分包
｢メルク｣ 0.1％１mL１包 95.40 ○

リスペリドン内用液１mg/mL
｢アメル｣ 0.1％１mL 95.40 ○

リスペリドン内用液１mg/mL
｢サワイ｣ 0.1％１mL 95.40 ○

リスペリドン内用液１mg/mL ｢ヨシ
トミ｣ 0.1％１mL 95.40 ○

リスペリドン内用液２mg分包
｢メルク｣ 0.1％２mL１包 190.80 ○

リンゲリーズ細粒10％ 10％１ｇ 12.50 ○

ロキシスロマイシン錠150mg
｢ＭＥＤ｣ 150mg１錠 46.50 ○



＜ 注 射 薬 ＞

2007年(平成19年)８月15日 No.1867 ( 11 )

品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

アトロンボン注20mg 20mg１mL１瓶 912 ○

アトロンボン注40mg 40mg２mL１瓶 1,538 ○

イセパマイシン硫酸塩注射液200mg
｢日医工｣ 200mg２mL１管 534 ○

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg
｢日医工｣ 400mg２mL１管 1,030 ○

イミペネム・シラスタチン点滴用0.5ｇ
｢サンド｣ 500mg１瓶 1,668 ○

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 75注用 75単位１管 (溶解液付) 1,868 ○

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 100注用 100単位１管 (溶解液付) 2,166 ○

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 150注用 150単位１管 (溶解液付) 2,638 ○

オザグレル Na 注射液80mg バッグ
｢サワイ｣ 80mg200mL１袋 2,254 ○

オンダンセトロン注射液２mg ｢Ｆ｣ ２mg１mL１管 2,843 ○

オンダンセトロン注射液２mg ｢サワイ｣ ２mg１mL１管 2,843 ○

オンダンセトロン注射液４mg ｢Ｆ｣ ４mg２mL１管 4,826 ○

オンダンセトロン注射液４mg ｢サワイ｣ ４mg２mL１管 4,826 ○

オンダンセトロン注射液４mg ｢サンド｣ ４mg２mL１管 4,826 ○

オンダンセトロン注シリンジ４mg
｢ＮＰ｣ ４mg２mL１筒 4,934 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢アイロム｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢ＡＦＰ｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢ＮＫ｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢ＭＮＰ｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢ケミファ｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢タイヨー｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢日医工｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢ＢＸ｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液１mg ｢メルク｣ １mg１mL１管 2,111 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢アイロム｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢ＡＦＰ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢ＮＫ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢Ｆ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢ＭＮＰ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢ケミファ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢タイヨー｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢トーワ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢日医工｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢ＢＸ｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

グラニセトロン静注液３mg ｢メルク｣ ３mg３mL１管 5,024 ○

コアキシン注射用１ｇ １ｇ１瓶 228 ○
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

コアキシン注射用２ｇ ２ｇ１瓶 425 ○

セフタジジム静注用１ｇ ｢ＮＰ｣ １ｇ１瓶 985 ○

局○注射用チアミラールナトリウム 300mg１瓶 (溶解液付) 465

ニコランジル点滴静注用２mg ｢サワイ｣ ２mg１瓶 280 ○

ニコランジル点滴静注用12mg ｢サワイ｣ 12mg１瓶 1,337 ○

ニコランジル点滴静注用48mg ｢サワイ｣ 48mg１瓶 4,480 ○

ニソリＭ注 250mL１袋 148 ○

ニソリＭ注 500mL１袋 158 ○

ネオパレン１号 1500mL１キット 1,889

ネオパレン１号 2000mL１キット 2,320

ネオパレン２号 1500mL１キット 2,096

ネオパレン２号 2000mL１キット 2,597

バイステージ注370シリンジ100mL 75.52％100mL１筒 5,350 ○

パクリタキセル注射液30mg ｢サワイ｣ 30mg５mL１瓶 10,357 ○

パクリタキセル注射液100mg｢サワイ｣ 100mg16.7mL１瓶 30,640 ○

パクリタキセル注射液150mg｢サワイ｣ 150mg25mL１瓶 44,150 ○

パミドロン酸二 Na 点滴静注用15mg
｢Ｆ｣ 15mg１瓶 7,897 ○

パミドロン酸二 Na 点滴静注用30mg
｢Ｆ｣ 30mg１瓶 15,503 ○

ハロスミン静注用0.5ｇ 500mg１瓶 159 ○

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢サワイ｣ 0.5ｇ１瓶 2,109 ○

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
｢ホスピーラ｣ 0.5ｇ１瓶 2,109 ○

ビカーボン注 500mL１袋 280

プロスコープ300注シリンジ50mL 62.34％50mL１筒 7,258

プロスコープ300注シリンジ80mL 62.34％80mL１筒 10,826

ヘパリン Na 透析用150単位／mL シ
リンジ20mL ｢フソー｣ 3,000単位20mL１筒 316 ○

ヘパリン Na 透析用150単位／mL
｢フソー｣ 20mL 3,000単位20mL１管 112 ○

ヘパリン Na 透析用200単位／mL
｢フソー｣ 20mL 4,000単位20mL１管 133 ○

ペロール注 300mL１袋 185 ○

ペロール注 500mL１袋 204 ○

ペンライブ注 200mL１袋 156 ○

ペンライブ注 300mL１袋 182 ○

ペンライブ注 500mL１袋 182 ○

ボグニン注１mg １mg１mL１管 1,524 ○

ボグニン注２mg ２mg１mL１管 3,048 ○

ラニチジン注射液50mg ｢タイヨー｣ 2.5％２mL１管 131 ○

ラニチジン注射液100mg ｢タイヨー｣ 2.5％４mL１管 231 ○



＜ 外 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

硫酸セフピロム静注用0.5ｇ ｢メルク｣ 0.5ｇ１瓶 781 ○

硫酸セフピロム静注用１ｇ ｢メルク｣ １ｇ１瓶 1,140 ○

レボホリナートカルシウム点滴静注
用25mg ｢メルク｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナートカルシウム点滴静注
用125mg ｢メルク｣ 125mg１瓶 9,684 ○

レボホリナート点滴静注用25 ｢オー
ハラ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＨＫ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＮＫ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＮＰ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢Ｆ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg
｢サワイ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢タ
イヨー｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg
｢トーワ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢日
医工｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＢＴ｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用25mg ｢ヤ
クルト｣ 25mg１瓶 2,230 ○

レボホリナート点滴静注用50mg ｢日
医工｣ 50mg１瓶 4,197 ○

レボホリナート点滴静注用100 ｢オー
ハラ｣ 100mg１瓶 7,900 ○

レボホリナート点滴静注用100mg
｢ＮＫ｣ 100mg１瓶 7,900 ○

レボホリナート点滴静注用100mg
｢トーワ｣ 100mg１瓶 7,900 ○

レボホリナート点滴静注用100mg
｢ヤクルト｣ 100mg１瓶 7,900 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

アデフロニックゲル１％ １％１ｇ 7.60 ○

オペガードＭＡ眼灌流液 20mL１管 679.50

オペガードＭＡ眼灌流液 300mL１袋 2,202.30

オペガードＭＡ眼灌流液 500mL１袋 2,273.50

ケトチフェンＰＦ点眼液0.05％ ｢日点｣ 3.45mg５mL１瓶 490.10 ○

ジクロフェナクナトリウムクリーム
１％ ｢テイコク｣ １％１ｇ 7.60 ○

ジクロフェナクナトリウムクリーム
１％ ｢ユートク｣ １％１ｇ 7.60 ○
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

ジクロフェナクナトリウムテープ15
mg ｢テイコク｣ ７㎝×10㎝１枚 17.90 ○

ジクロフェナクナトリウムテープ15
mg ｢ユートク｣ ７㎝×10㎝１枚 17.90 ○

ジクロフェナクナトリウムテープ30
mg ｢テイコク｣ 10㎝×14㎝１枚 28.60 ○

ジクロフェナクナトリウムテープ30
mg ｢ユートク｣ 10㎝×14㎝１枚 28.60 ○

消毒用エタノールＩＰＡ液 ｢ツキシマ｣ 10mL 6.40 ○

ゼフナート外用液２％ ２％１mL 51.80

セルタッチパップ140 20㎝×14㎝１枚 45.90

タッチロンテープ40 10㎝×14㎝１枚 23.70 ○

ツロブテロールテープ0.5 ｢オーハラ｣ 0.5mg１枚 42.00 ○

ツロブテロールテープ0.5mg ｢ＭＥＤ｣ 0.5mg１枚 42.00 ○

ツロブテロールテープ0.5mg ｢テイ
コク｣ 0.5mg１枚 42.00 ○

ツロブテロールテープ１ ｢オーハラ｣ １mg１枚 57.40 ○

ツロブテロールテープ１mg ｢ＭＥＤ｣ １mg１枚 57.40 ○

ツロブテロールテープ１mg ｢テイコク｣ １mg１枚 57.40 ○

ツロブテロールテープ２ ｢オーハラ｣ ２mg１枚 78.50 ○

ツロブテロールテープ２mg ｢ＭＥＤ｣ ２mg１枚 78.50 ○

ツロブテロールテープ２mg ｢テイコク｣ ２mg１枚 78.50 ○

デルムサットクリーム 0.1％１ｇ 13.70 ○

デルムサット軟膏 0.1％１ｇ 13.70 ○

トクダームテープ６μg／cm２ (0.3mg) ５㎝×10㎝ 53.70

トクダームテープ６μg／cm２ (0.45mg) 7.5㎝×10㎝ 70.20

ナジフロクリーム１％ １％１ｇ 38.10 ○

ナジロキサンクリーム１％ １％１ｇ 38.10 ○

ニプラジロール点眼液0.25％ ｢サワイ｣ 0.25％１mL 345.30 ○

ニプラジロール点眼液0.25％ ｢ＴＯＡ｣ 0.25％１mL 345.30 ○

ニプラジロール点眼液0.25％ ｢ニッ
テン｣ 0.25％１mL 345.30 ○

ニプラジロール点眼液0.25％ ｢わか
もと｣ 0.25％１mL 345.30 ○

ニプラジロールＰＦ点眼液0.25％
｢日点｣ 0.25％１mL 345.30 ○

パテルテープ40 10㎝×14㎝１枚 23.70 ○

フランカルボン酸モメタゾンクリー
ム0.1％ ｢イワキ｣ 0.1％１ｇ 36.30 ○

フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1
％ ｢イワキ｣ 0.1％１ｇ 36.30 ○

フランカルボン酸モメタゾンローショ
ン0.1％ ｢イワキ｣ 0.1％１ｇ 36.30 ○

フルチカゾン点鼻液50μg ｢イセイ｣
28噴霧用 2.04mg４mL１瓶 759.40 ○



△

経過措置品目となったもの (平成20年３月31日限り)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における後発品

フルチカゾン点鼻液50μg ｢テイコ
ク｣ 56噴霧用 4.08mg８mL１瓶 1,517.00 ○

プルナクリーム２％ ２％１ｇ 32.60 ○

プルナローション２％ ２％１ｇ 32.60 ○

マイセラクリーム0.1％ 0.1％１ｇ 36.30 ○

マイセラ軟膏0.1％ 0.1％１ｇ 36.30 ○

マイセラローション0.1％ 0.1％１ｇ 36.30 ○

ライラテープ40mg 10㎝×14㎝１枚 24.90 ○

ラミテクト外用液１％ １％１ｇ 32.80 ○

品 名 規格・単位

カネボウ温清飲エキス細粒 １ｇ

カネボウ黄連解毒湯エキス錠 １錠

カネボウ葛根湯エキス錠Ｔ １錠

カネボウ葛根湯加川�辛夷エキス錠 １錠

カネボウ加味帰脾湯エキス錠 １錠

カネボウ桂枝加芍薬湯エキス錠 １錠

カネボウ桂枝加苓朮附湯エキス錠 １錠

カネボウ桂枝茯苓丸料エキス錠 １錠

カネボウ五苓散料エキス錠 １錠

カネボウ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 １錠

カネボウ柴胡桂枝湯エキス錠 １錠

カネボウ柴朴湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ柴苓湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ四物湯エキス錠 １錠

カネボウ十全大補湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ十味敗毒湯エキス錠 １錠

カネボウ小柴胡湯エキス錠 １錠

カネボウ小青竜湯エキス錠 １錠

カネボウ辛夷清肺湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ神秘湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ大柴胡湯エキス錠 １錠

カネボウ桃核承気湯エキス錠 １錠

カネボウ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ人参湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ八味地黄丸料エキス錠 １錠

カネボウ半夏厚朴湯エキス錠 １錠

カネボウ半夏瀉心湯エキス細粒 １ｇ



＜ 注 射 薬 ＞

＜ 外 用 薬 ＞

△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１) アミオダロン塩酸塩錠100mg ｢サンド｣

① 本製剤は, 副作用発現頻度が高く, 致死的な副作用 (間質性肺炎, 肺胞炎, 肺線

維症, 肝障害, 甲状腺機能亢進症, 甲状腺炎) が発現することも報告されているた

め, 致死的不整脈患者にのみ使用するものであること｡

② 既収載のアミオダロン塩酸塩錠100mg ｢サワイ｣, アンカロン錠100についても①

と同様の取り扱いであること｡

(２) オメプロトン錠10mg

① 本製剤は, 使用期間が, 胃潰瘍, 吻合部潰瘍, 逆流性食道炎 (再発・再燃を繰り

返す逆流性食道炎の維持療法を除く｡) においては, 通常８週間まで, 十二指腸潰

瘍においては, 通常６週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留

意すること｡
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品 名 規格・単位

カネボウ半夏瀉心湯エキス錠 １錠

カネボウ半夏白朮天麻湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ白虎加人参湯エキス錠 １錠

カネボウ防已黄耆湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ防已黄耆湯エキス錠 １錠

カネボウ防風通聖散エキス錠 １錠

カネボウ麻杏�甘湯エキス細粒 １ｇ

カネボウ�苡仁湯エキス錠 １錠

カネボウ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 １ｇ

局○ツムラの生薬修治ブシ末Ｎ (調剤用) １ｇ

品 名 規格・単位

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 75注用 75単位１瓶 (溶解液付)

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 100注用 100単位１瓶 (溶解液付)

ＨＭＧ ｢コーワ｣ 150注用 150単位１瓶 (溶解液付)

注射用コアキシン １ｇ１瓶

注射用コアキシン ２ｇ１瓶

品 名 規格・単位

オペガードＭＡ 20mL１管

オペガードＭＡ 300mL１瓶

オペガードＭＡ 500mL１瓶

消毒用エタノールＩＰ液 ｢ツキシマ｣ 10mL

トクダーム (0.3mg) ５㎝×10㎝

トクダーム (0.45mg) 7.5㎝×10㎝



② 既収載のエンプラール錠10, オブランゼ錠10, オメプラゾール錠 ｢トーワ｣ 10

mg, オメプラゾール錠10 ｢ＳＷ｣, オメプラゾール錠10mg ｢アメル｣, オメラップ

錠10, エンプラール錠20, オブランゼ錠20, オメプトロール錠20mg, オメプラゾー

ル錠 ｢トーワ｣ 20mg, オメプラゾール錠20 ｢ＳＷ｣, オメプラゾール錠20mg

｢ＴＳＵ｣, オメプラゾール錠20mg ｢アメル｣, オメプラゾール錠20mg ｢メルク｣,

オメプロトン錠20mg, オメラップ錠20についても①と同様の取り扱いであること｡

(３) スタンゾームＯＤ錠15, ランソプラゾールＯＤ錠15mg ｢ＤＫ｣, ランソプラゾール

ＯＤ錠15mg ｢タイヨー｣, ランソプラゾールカプセル15mg ｢タカタ｣, スタンゾーム

ＯＤ錠30, ランソプラゾールＯＤ錠30mg ｢ＤＫ｣, ランソプラゾールＯＤ錠30mg

｢タイヨー｣, ランソプラゾールカプセル30mg ｢タカタ｣

本製剤は, 使用期間が, 胃潰瘍, 吻合部潰瘍, 逆流性食道炎 (再発・再燃を繰り

返す逆流性食道炎の維持療法を除く｡) においては, 通常８週間まで, 十二指腸潰

瘍においては, 通常６週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留

意すること｡

(４) アカルボース錠50mg ｢タイヨー｣, アカルボース錠100mg ｢タイヨー｣

① 本製剤の効能・効果は, ｢糖尿病の食後過血糖の改善 (ただし, 食事療法・運動

療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合, または食事療法・運動

療法に加えて経口血糖降下薬もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な

血糖コントロールが得られない場合に限る)｣ であること｡

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので, 使用に当たっては十分留意

すること｡

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する｡

イ 本製剤の投与は, 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行ってい

る患者では投与の際, 食後血糖２時間値が200mg/dL 以上を示す場合に限る｡

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬またはインスリン製剤を使用して

いる患者では, 投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL 以上を目安とする｡

エ 本製剤投与中は, 血糖を定期的に検査するとともに, 経過を十分に観察し, 常

に投与継続の必要性について注意を払う｡

オ 本製剤を２～３ヶ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合 (静脈血

漿で食後血糖２時間値が200mg/dL 以下にコントロールできないなど) には, よ

り適切と考えられる治療への変更を考慮する｡

カ 食後血糖の十分なコントロール (静脈血漿で食後血糖２時間値が160mg/dL 以

下) が得られ, 食事療法・運動療法またはこれらに加えて経口血糖降下薬もしく

はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には, 本製剤の投与を

中止して経過観察を行う｡

③ 既収載のグルコバイ錠50mg, グルコバイ錠100mg についても①および②と同様

の取り扱いであること｡

(５) ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢ＭＥＤ｣, ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢ケミファ｣, ボ

グリボースＯＤ錠0.2mg ｢サワイ｣, ボグリボースＯＤ錠0.2mg ｢タイヨー｣, ボグリ

ボースＯＤ錠0.2mg ｢トーワ｣, ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢ＭＥＤ｣, ボグリボース

ＯＤ錠0.3mg ｢ケミファ｣, ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢サワイ｣, ボグリボースＯＤ

錠0.3mg ｢タイヨー｣, ボグリボースＯＤ錠0.3mg ｢トーワ｣
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① 本製剤の効能・効果は, ｢糖尿病の食後過血糖の改善 (ただし, 食事療法・運動

療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合, または食事療法・運動療法

に加えて経口血糖降下剤もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果

が得られない場合に限る)｣ であること｡

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので, 使用に当たっては十分留意

すること｡

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する｡

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では, 投与

の際の食後血糖２時間値は200mg/dL 以上を示す場合に限る｡

ウ 食事療法, 運動療法に加えて経口血糖降下剤またはインスリン製剤を使用して

いる患者では, 投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL 以上を目安とする｡

エ 本製剤投与中は, 血糖を定期的に検査するとともに, 経過を十分に観察し, 常

に投与継続の必要性について注意を払う｡

オ 本製剤を２～３ヶ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合 (静脈血

漿で食後血糖２時間値が200mg/dL 以下にコントロールできないなど) には, よ

り適切と考えられる治療への変更を考慮する｡

カ 食後血糖の十分なコントロール (静脈血漿で食後血糖２時間値が160mg/dL 以

下) が得られ, 食事療法・運動療法またはこれらに加えて経口血糖降下剤もしく

はインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には, 本製剤の投与を中止

して経過観察を行う｡

(６) テルビナフィン錠125mg ｢ＭＥＤ｣

① 本製剤の使用上の注意において ｢本剤の投与は, 皮膚真菌症の治療に十分な経験

を持つ医師のもとで, 本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与するこ

と｣ とされていることから, 本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師の

もとで, 本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるもので

あること｡

② 本製剤の効能・効果において, ｢外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る｣ とさ

れており, また, 使用上の注意においても ｢本剤の投与は, 罹患部位, 重症度およ

び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し, 外用抗真菌

剤で治療可能な患者には使用しないこと｣ とされていることから, 本製剤の内服が

適切と判断される患者であって, かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した

場合に限り算定できるものであること｡

(７) レボホリナート点滴静注用25 ｢オーハラ｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＢＴ｣,

レボホリナート点滴静注用25mg ｢Ｆ｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＨＫ｣, レ

ボホリナート点滴静注用25mg ｢ＮＫ｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢ＮＰ｣, レ

ボホリナート点滴静注用25mg ｢サワイ｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢タイ

ヨー｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢トーワ｣, レボホリナート点滴静注用25mg

｢日医工｣, レボホリナート点滴静注用25mg ｢ヤクルト｣, レボホリナートカルシウム

点滴静注用25mg ｢メルク｣, レボホリナート点滴静注用50mg ｢日医工｣, レボホリナー

ト点滴静注用100 ｢オーハラ｣, レボホリナート点滴静注用100mg ｢ＮＫ｣, レボホリ

ナート点滴静注用100mg ｢トーワ｣, レボホリナート点滴静注用100mg ｢ヤクルト｣,

レボホリナートカルシウム点滴静注用125mg ｢メルク｣
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① レボホリナート・フルオロウラシル療法は, 臨床試験において本療法に関連した

と考えられる死亡例が認められており, 臨床適用上, 高度の危険性を伴うことから,

本製剤については, 緊急時に十分に措置できる医療施設において, がん化学療法に

十分な経験を持つ医師のもとで, 適応患者の選択を慎重に行った上で実施した場合

に限り算定できるものであること｡

② 本製剤は, 胃がん (手術不能または再発) および結腸・直腸がんの患者に対し,

レボホリナート・フルオロウラシル療法を行う場合ならびに結腸・直腸がんの患者

に対し, レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法を行う場合に限り使

用されるものであること｡

(８) パクリタキセル注射液30mg ｢サワイ｣, パクリタキセル注射液100mg ｢サワイ｣,

パクリタキセル注射液150mg ｢サワイ｣

本製剤は, 骨髄抑制が強いため, 投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の

整った医療施設において, がん化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで,

本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること｡
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生活保護受給者の人工透析に係る医療費の障害者自立支援医療

(更生医療)への移行手続に必要な意見書作成料について

生活保護受給者の人工透析に係る医療費については, 平成19年２月15日号京都医報付録

保険だよりにてお知らせしたとおり, 京都市においては, 平成19年４月診療分から自立支

援医療 (更生医療) を優先適用することとしています｡

この度, 自立支援医療への移行に係る意見書作成料について請求された場合, 生活保護

法による医療扶助 (文書料) として支給 (4,500円以内の実費) することとなりましたの

で, 該当する医療機関は, 各福祉事務所 (当該患者に対して生活保護を実施している福祉

事務所) へご連絡をお願いします｡

なお, 自立支援医療を更新する際の意見書の作成料については, 無償扱いとなり, 支給

対象になりませんので, ご留意ください｡

問い合わせ先

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 (保護担当)

TEL：075－251－1175
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ダルベポエチン製剤の保険適用上の取り扱いについて

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, ダル

ベポエチン製剤 (銘柄名：ネスプ静注用10μｇシリンジ, 同15μｇシリンジ, 同20μｇシ

リンジ, 同30μｇシリンジ, 同40μｇシリンジ, 同60μｇシリンジ, 同120μｇシリンジ)

が薬価基準に収載されたところですが (平成19年７月15日号保険だより参照), それに伴

い, 平成19年６月29日付厚生労働省告示第229号ならびに第228号および第230号により,

基本診療料の施設基準等 (平成18年３月６日付厚生労働省告示第93号) ならびに特掲診療

料の施設基準等 (平成18年３月６日付厚生労働省告示第94号) および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 (平成18年３月29日付厚生労働

省告示第176号) の一部がそれぞれ改正され, 同日から適用されました｡

また, 上記告示の改正に伴い, 同日付保医発第0629004号厚生労働省保険局医療課長通

知等により, 関連通知等が一部改正され, ダルベポエチン製剤の保険適用上の取り扱いが

下記のとおり示されました｡

記

(１) ダルベポエチン製剤については, エリスロポエチン製剤と同様の取り扱いとし, 人

工腎臓または腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対して投与さ

れた場合に限り, ｢A101｣ 療養病棟入院基本料２または ｢A109｣ 有床診療所療養病

床入院基本料２を算定した場合においても, 別に算定できる｡

(２) ダルベポエチン製剤については, エリスロポエチン製剤と同様の取り扱いとし,

｢D008｣ 内分泌学的検査の ｢21｣ エリスロポエチン精密測定は, ダルベポエチン投与

前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定できる｡

(３) ダルベポエチン製剤については, エリスロポエチン製剤と同様の取り扱いとし,

｢J038｣ 人工腎臓の ｢１｣ を算定する場合 (人工腎臓を入院中の患者以外の患者(特

掲診療料の施設基準等第11の２に規定する対象患者を除く｡)に対して行った場合)

は, ダルベポエチン製剤の費用は所定点数に含まれており, 別に算定できない｡

(４) ダルベポエチン製剤については, エリスロポエチン製剤と同様の取り扱いとし, 介

護老人保健施設入居者であって, 人工腎臓または腹膜灌流を受けている患者のうち腎

性貧血状態にあるものに投与された場合に限り, 別に算定できる｡

(５) ダルベポエチン製剤については, エリスロポエチン製剤と同様の取り扱いとし, 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 (平成18

年３月29日厚生労働省告示第176号) の別表第一の３の項の上欄に掲げる患者であっ

て, 人工腎臓または腹膜灌流を受けているもの (腎性貧血状態にある者に限る｡) に

対する投与については, 療養に要する費用の額を算定できる｡
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材料価格基準の一部改正等について

平成19年６月29日付厚生労働省告示第226号をもって材料価格基準の一部が改正され,

平成19年７月１日より適用されましたのでお知らせします｡

■新たに機能区分および価格が設定された医療機器

１. 中心静脈用カテーテル 酸素飽和度測定機能付き 36,500円

【販売名】『プリセップＣＶオキシメトリーカテーテル(エドワーズライフサイエンス)』

【薬事法承認番号：21800BZZ10117000】

(※本製品については, 平成19年６月29日保医発第0629003号で保険適用されている｡)

○平成19年６月29日 厚生労働省告示第226号 (平成19年７月１日適用)

○平成19年６月29日 保医発第0629001号 (平成19年７月１日適用)
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告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定
する特定保険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

０２１ 中心静脈用カテーテル
(１) 標準型
① シングルルーメン
ア スルーザカニューラ型 2,130円
イ セルジンガー型 2,130円
② マルチルーメン
ア スルーザカニューラ型 3,310円
イ セルジンガー型 8,870円

(２) 抗血栓性型 2,970円
(３) 極細型 8,660円
(４) カフ付き 22,300円
(５) 酸素飽和度測定機能付き 36,500円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表に下線部を追加｡

材料価格算定の留意事項

平成18年３月６日保医発第0306005号の(別紙)の021を以下のように改める｡

告 示 名 略 称

021 中心静脈用カテーテル
(１) 標準型・シングルルーメン・スルーザカニューラ型
(２) 標準型・シングルルーメン・セルジンガー型
(３) 標準型・マルチルーメン・スルーザカニューラ型
(４) 標準型・マルチルーメン・セルジンガー型
(５) 抗血栓性型
(６) 極細型
(７) カフ付き
(８) 酸素飽和度測定機能付き

※下線部追加

中心静脈カテ・標準・Ⅰ
中心静脈カテ・標準・Ⅱ
中心静脈カテ・標準・Ⅲ
中心静脈カテ・標準・Ⅳ
中心静脈カテ・抗血栓
中心静脈カテ・極細
中心静脈カテ・カフ
中心静脈カテ・オキシ



○平成19年６月29日 保医発第0629002号 (平成19年７月１日適用)

２. 内視鏡用粘膜下注入材 7,700円

【販売名】『ムコアップ(生化学工業)』 【薬事法承認番号：21800BZZ10124000】

(※本製品については, 平成19年６月29日保医発第0629003号で保険適用されている｡)

○平成19年６月29日 厚生労働省告示第226号 (平成19年７月１日適用)

2007年(平成19年)８月15日 No.1867 ( 23 )

特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医発第
0306008号の(別表)のⅡの021を
右のように改める｡

※変更下線部

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部,
第９部, 第10部及び第11部に規定する特定保険医
療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格
021 中心静脈用カテーテル
(１) 定義 (略)
(２) 機能区分の考え方

構造, 挿入法及びルーメン処理法により, 標
準型 (４区分), 抗血栓性型 (１区分), 極細型
(１区分), カフ付き (１区分) 及び酸素飽和度
測定機能付き (１区分) の合計８区分に区分す
る｡

(３) 機能区分の定義
①～④ (略)
⑤ 酸素飽和度測定機能付き
次のいずれにも該当すること｡
ア 酸素飽和度測定用のファイバーを有す
ること｡
イ マルチルーメン (ファイバー以外にカ
テーテルの構造が２管以上である) であ
ること｡

告 示 (材料価格基準)

別表
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部, 第９部, 第10部及び第11部に規定
する特定保険医療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格

001 血管造影用シースイントロデューサーセット…

(中略)…

151 大動脈用ステントグラフト
(１) 腹部大動脈用ステントグラフト (メイン部分) 1,620,000円
(２) 腹部大動脈用ステントグラフト (補助部分) 286,000円

152 内視鏡用粘膜下注入材 7,700円

※材料価格基準 (平成18年３月６日厚生労働省告示第96号) の別表に下線部を追加｡



○平成19年６月29日 保医発第0629002号 (平成19年７月１日適用)
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特定保険医療材料の定義

平成18年３月６日保医発第
0306008号の(別表)のⅡの151の
次に152として右のように加え
る｡

(別表)
Ⅱ 医科点数表の第２章第３部, 第４部, 第６部,
第９部, 第10部及び第11部に規定する特定保険医
療材料 (フィルムを除く｡) 及びその材料価格
152 内視鏡用粘膜下注入材

定義
次のいずれにも該当すること｡

(１) 薬事法承認又は認証上, 類別が ｢医療用品
(４)整形用品｣ であって, 一般的名称が ｢その
他の内視鏡用非能動処置具 (内視鏡用粘膜下注
入材)｣ であること｡

(２) 内視鏡的粘膜切除術を施行する際に病変部位
の粘膜下層に注入することにより, その部位に
滞留して粘膜層と筋層との間を解離し, 粘膜層
の隆起を維持して病変部位の切除又は剥離の操
作性を向上させるヒアルロン酸ナトリウム溶液
であること｡



経腸栄養用チューブ等に係る取り扱いについて

胃内容物の除去, 薬物投与または経腸栄養を行うため鼻咽頭または経口・食道経由で胃

等の消化管に挿入・留置する経腸栄養用チューブ等 (以下 ｢経腸栄養用チューブ等｣ とい

う｡) については, 近年, 肺などの器官への誤挿入事例や, 栄養剤の投与前後における洗

浄の不徹底等によるチューブの閉塞および閉塞を解消するためのスタイレット等の使用ま

たは注入器による無理な加圧等の誤った操作を行うことによるチューブの破損などの事例

が報告されているので, 各医療機関におきましては, 経腸栄養用チューブ等の取り扱いに

関して十分ご注意ください｡
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新潟県中越沖地震により被災した健康保険被保険者等

に係る一部負担金の取り扱い等について

今般, 発生しました新潟県中越沖地震の被災に伴い, 厚生労働省保険局関係各課から,

被災者等に係る一部負担金等の減免等について事務連絡が発出されましたのでお知らせし

ます｡

健康保険法, 国民健康保険法および老人保健法については, 災害等の特別な事情がある

被保険者等に対し, 保険者等の判断により一部負担金等の徴収猶予および減免を行うこと

ができます｡ したがって, 被災世帯の被保険者等が保険医療機関等で受診する際に, 保険

者等が交付した一部負担金の減免または徴収猶予に係る証明書を提示した場合には, 保険

医療機関等の窓口において減額後の一部負担金のみを徴収した上で, 減額・免除・徴収猶

予が認められた額については, 下記のレセプト記載要領に従い, 審査支払機関に請求する

ことになりますのでご留意ください｡

記

○診療報酬明細書の記載について

(35) ｢療養の給付｣ 欄について (抜粋)

イ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額

適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に

係るものを除く｡) に係る入院における ｢負担金額｣ の項, 入院外における ｢一部

負担金額｣ の項については, 以下によること｡

(イ) 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合は, 患者の負担金額が ｢割｣ の

単位で減額される場合には, 減額割合を記載して ｢割｣ の字句を○で囲み, ｢円｣

単位で減額される場合には, 減額される金額を記載して｢円｣ の字句を○で囲む

こと｡

また, 負担額が免除される場合は ｢免除｣ の字句を○で囲み, 支払いが猶予さ

れる場合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡

ウ 医療保険 (高齢受給者及び高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額

適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に

係るものに限る｡) 及び老人医療に係る入院における ｢負担金額｣ の項, 入院外に

おける ｢一部負担金額｣ の項については, 以下によること｡

(カ) 健康保険, 国民健康保険及び退職者医療の場合は, 患者の負担金額が ｢割｣ の

単位で減額される場合には, 減額割合を記載して ｢割｣ の字句を○で囲み, ｢円｣

単位で減額される場合には, 減額後の一部負担金の金額を記載して｢円｣ の字句

を○で囲むこと｡

また, 負担額が免除される場合は ｢免除｣ の字句を○で囲み, 支払いが猶予さ

れる場合は ｢支払猶予｣ の字句を○で囲むこと｡
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新潟県中越沖地震の被災に伴う
保険診療関係等の取り扱いについて

今般, 発生しました新潟県中越沖地震の被災に伴う保険診療関係等の取り扱いについて,

厚生労働省保険局医療課から事務連絡が発出されましたので, その概要をお知らせします｡

記

１. 保険調剤の取り扱い

(１) 住家の全半壊等により, 服薬中の薬剤を滅失した被災者が, 処方せんを持参せずに

調剤を求めてきた場合については, 一定の要件に該当する場合には, 保険調剤として

取り扱って差し支えないこと｡

(２) 保険薬局において, 被災者から次に掲げる処方せんを受けた場合には, それぞれ一

定の事由を確認した上で, 保険調剤として取り扱って差し支えないこと｡

① 保険者番号, 被保険者証・被保険者手帳の記号・番号の記載がない処方せん

② 保険医療機関の記載がない処方せん

２. 訪問看護の取り扱い

(１) 訪問看護基本療養費 (以下 ｢基本療養費｣ という｡) については, 訪問看護指示書

に記載された有効期間内 (６か月を限度とする｡) に行った指定訪問看護 (以下 ｢訪

問看護｣ という｡) について算定する取り扱いとされているところであるが, 一定の

要件に該当する場合には, 基本療養費の算定ができるものとする｡

(２) 訪問看護管理療養費 (以下 ｢管理療養費｣ という｡) については, 利用者に係る訪

問看護計画書及び訪問看護報告書 (以下 ｢計画書等｣ という｡) を主治医に提出する

など計画的な管理を継続して行った場合に算定する取り扱いとされているところであ

るが, 医療機関等が新潟県中越沖地震に係る災害救助法の適用市町村に所在する場合

であって, 被災のため主治医と連絡が取れず, やむを得ず計画書等を主治医に提出す

ることができない場合にあっても, 管理療養費の算定ができるものとしたこと｡

(３) (１)及び(２)の取り扱いは, 平成19年８月末までの訪問看護とすること｡

(４) 訪問看護ステーションは, (１)から(３)により訪問看護を実施した場合は, その旨

を訪問看護記録書に記録しておくこと｡

３. 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準

新潟県中越沖地震に係る災害救助法の適用市町村に所在する保険医療機関において,

入院患者数が医療法の規定に基づき許可を受け, もしくは届け出をし, または承認を受

けた病床数を超えた場合であっても, ｢保険医療機関及び保険医療養担当規則｣ 第11条

第２項ただし書に規定する ｢災害その他のやむを得ない事情｣ および ｢厚生労働大臣の

定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について

(平成18年３月23日保医発第0323003号)｣ の第１の３に規定する ｢災害等やむを得ない

事情｣ に該当するものであること｡ したがって, この場合の定数超過入院にあっては,

入院基本料の減額措置は適用されないものであること｡
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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｡

〔国土交通省共済組合北海道開発局網走開発建設部支部〕〔刑務共済組合京都刑務所支部〕

記 号 番 号 4300 17－5018

氏 名 ―

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 ―

無 効 年 月 日 平 18.10.１

記 号 番 号 368

氏 名 椛 島 健 太

生 年 月 日 昭 56.５.18

無 効 事 由 ―

無 効 年 月 日 平 19.７.13

〔農林水産省共済組合近畿支部〕

記 号 番 号 0808－17200137

氏 名 吉 田 和 生

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 19.７.24


