
事 務 連 絡
平成 2 9年３月 1 7日

（別記関係団体） 御中

厚生労働省保険局医療課

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の
一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療
主管課（部）長あて事務連絡しましたのでお知らせいたします。



［ 別 記 ］

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課



事 務 連 絡
平 成 2 9 年 ３ 月 1 7 日

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課
都道府県民生主管部（局）
国 民 健 康 保 険 主 管 課 （ 部 ） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の
一部改正について

今般、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）を平成29年厚
生労働省告示第74号をもって改正し、平成29年３月17日から適用することとしたところ
ですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に
対して周知徹底をお願いします。

記

１ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品
（内用薬78品目、注射薬55品目及び外用薬49品目）について、掲示事項等告示の別
表第５に収載することにより、平成30年４月１日以降、保険医及び保険薬剤師が使
用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものであ
ること。
また、掲示事項等告示の別表第２に収載されている医薬品については、平成29年

４月１日以降、使用医薬品から除外することとしているが、医療上の必要性の観点
等から、その使用期限を延長する医薬品（外用薬２品目）について、掲示事項等告
示の別表第２から削除し、別表第５に収載することにより、平成30年４月１日以降、
使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第２に収載されている全医薬品の品目数は、次
のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １３７ １０２ ４７ ０ ２８６



(3) (1)により掲示事項等告示の別表第５に収載されている全医薬品の品目数は、次
のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ７８ ５７ ５１ ０ １８６



（参考）

別表第５（平成30年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 局 アスコンプ顆粒50％ アルジオキサ 50％１ｇ

2 内用薬 局 アスコンプ細粒25％ アルジオキサ 25％１ｇ

3 内用薬 アズノール細粒（0.4％） アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.4％１ｇ

4 内用薬 アズノール細粒（１％） アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 １％１ｇ

5 内用薬 アテロパンカプセル300 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル

6 内用薬 局 アプテシンカプセル150mg リファンピシン 150mg１カプセル

7 内用薬 局 アミノマイラン配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 4.74ｇ１包

8 内用薬 アムロジピン内用ゼリー2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 2.5mg１包

9 内用薬 アムロジピン内用ゼリー５mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ５mg１包

10 内用薬 アレセンサカプセル20mg アレクチニブ塩酸塩 20mg１カプセル

11 内用薬 アレセンサカプセル40mg アレクチニブ塩酸塩 40mg１カプセル

12 内用薬 局 アンナカ「ヨシダ」 安息香酸ナトリウムカフェイン １ｇ

13 内用薬 イトラコナゾール内用液１％ＵＤ20mL「日本臓器」 イトラコナゾール １％20mL１個

14 内用薬 インビラーゼカプセル200mg サキナビルメシル酸塩 200mg１カプセル

15 内用薬 インビラーゼ錠500mg サキナビルメシル酸塩 500mg１錠

16 内用薬 エコラン錠80mg Ｌ－システイン 80mg１錠

17 内用薬 エピサネートＧ配合顆粒 ピペタナート塩酸塩含有配合剤 １ｇ

18 内用薬 塩酸パパベリン散10％「マイラン」 パパベリン塩酸塩 10％１ｇ

19 内用薬 エンテラーゼ配合錠 ビオヂアスターゼ2000配合剤 １錠

20 内用薬 ＯＭ配合散 ジアスターゼ・生薬配合剤 １ｇ

21 内用薬 局 オルメテック錠10mg オルメサルタンメドキソミル 10mg１錠

22 内用薬 局 オルメテック錠20mg オルメサルタンメドキソミル 20mg１錠

23 内用薬 局 オルメテック錠40mg オルメサルタンメドキソミル 40mg１錠

24 内用薬 局 苦味チンキＦＭ 苦味チンキ 10mL

25 内用薬 クレスチン細粒 かわらたけの菌糸体 １ｇ

26 内用薬 クロルゾキサゾン錠200mg「イセイ」 クロルゾキサゾン 200mg１錠

27 内用薬 ケルガー錠125mg テルビナフィン塩酸塩 125mg１錠

28 内用薬 サリパラ・コデイン液 オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物 １mL

29 内用薬 局 硝ビス「ヨシダ」 次硝酸ビスマス １ｇ

30 内用薬 局 スルピリドカプセル50mg「イセイ」 スルピリド 50mg１カプセル

31 内用薬 局 スルピリン「三恵」 スルピリン水和物 １ｇ

32 内用薬 局 ※ 精製水（フヂミ） 精製水 10mL

33 内用薬 局 セロフェン錠50mg クロミフェンクエン酸塩 50mg１錠

34 内用薬 局 タンナルビン「ヨシダ」 タンニン酸アルブミン １ｇ

35 内用薬 バスタレルＦ細粒１％ トリメタジジン塩酸塩 １％１ｇ

Ｎｏ

掲示事項等告示
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

36 内用薬 パーセリン錠25mg アリルエストレノール 25mg１錠

37 内用薬 局 ハッカ油ＦＭ ハッカ油 １mL

38 内用薬 パドラセン顆粒10％ クロカプラミン塩酸塩水和物 10％１ｇ

39 内用薬 バニヘップカプセル150mg バニプレビル 150mg１カプセル

40 内用薬 局 バルサルタン錠20mg「ＡＡ」 バルサルタン 20mg１錠

41 内用薬 局 バルサルタン錠40mg「ＡＡ」 バルサルタン 40mg１錠

42 内用薬 局 バルサルタン錠80mg「ＡＡ」 バルサルタン 80mg１錠

43 内用薬 局 バルサルタン錠160mg「ＡＡ」 バルサルタン 160mg１錠

44 内用薬 バロスパースＷ 硫酸バリウム 97％10ｇ

45 内用薬 局 ※ パンクレアチン（山善） パンクレアチン １ｇ

46 内用薬 パンスポリンＴ錠100 セフォチアム　ヘキセチル塩酸塩 100mg１錠

47 内用薬 パンスポリンＴ錠200 セフォチアム　ヘキセチル塩酸塩 200mg１錠

48 内用薬 麻 ピーガード錠20mg モルヒネ硫酸塩水和物 20mg１錠

49 内用薬 麻 ピーガード錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物 30mg１錠

50 内用薬 麻 ピーガード錠60mg モルヒネ硫酸塩水和物 60mg１錠

51 内用薬 麻 ピーガード錠120mg モルヒネ硫酸塩水和物 120mg１錠

52 内用薬 局 ヒマシ油ＦＭ ヒマシ油 10mL

53 内用薬 局 ブドウ糖「ヨシダ」 ブドウ糖 10ｇ

54 内用薬 プロモチンＳ錠25 カリジノゲナーゼ 25単位１錠

55 内用薬 プロモチンＳ錠50 カリジノゲナーゼ 50単位１錠

56 内用薬 ベゲタミン－Ａ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン １錠

57 内用薬 ベゲタミン－Ｂ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン １錠

58 内用薬 局 ベザリップ錠100mg ベザフィブラート 100mg１錠

59 内用薬 局 ベザリップ錠200mg ベザフィブラート 200mg１錠

60 内用薬 局 ベラストリン錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg１錠

61 内用薬 マヤコウジン末 コウジン １ｇ

62 内用薬 局 ミラドールカプセル50mg スルピリド 50mg１カプセル

63 内用薬 ミラドール細粒10％ スルピリド 10％１ｇ

64 内用薬 ミラドール細粒50％ スルピリド 50％１ｇ

65 内用薬 局 ミラドール錠50 スルピリド 50mg１錠

66 内用薬 局 ミラドール錠100 スルピリド 100mg１錠

67 内用薬 局 ミラドール錠200 スルピリド 200mg１錠

68 内用薬 メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg「トーワ」 メトキシフェナミン塩酸塩 100mg１錠

69 内用薬 リプノール錠125mg テルビナフィン塩酸塩 125mg１錠

70 内用薬 リボフラビン酪酸エステル顆粒10％「イセイ」 リボフラビン酪酸エステル 10％１ｇ

71 内用薬 リボール細粒20％ アロプリノール 20％１ｇ

72 内用薬 局 リボール錠50mg アロプリノール 50mg１錠
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

73 内用薬 局 リボール錠100mg アロプリノール 100mg１錠

74 内用薬 レベニンカプセル 耐性乳酸菌 １カプセル

75 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠25mg「マヤ」 ロサルタンカリウム 25mg１錠

76 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠50mg「マヤ」 ロサルタンカリウム 50mg１錠

77 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＡＡ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠

78 内用薬 ワカデニンシロップ0.3％ フラビンアデニンジヌクレオチド 0.3％１mL

79 注射薬 局 イセパシン注射液200 イセパマイシン硫酸塩 200mg２mL１管

80 注射薬 局 イセパシン注射液400 イセパマイシン硫酸塩 400mg２mL１管

81 注射薬 １％ディプリバン注 プロポフォール 200mg20mL１瓶

82 注射薬 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「あすか」 イリノテカン塩酸塩水和物 40mg２mL１瓶

83 注射薬 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「あすか」 イリノテカン塩酸塩水和物 100mg５mL１瓶

84 注射薬 ウロキナーゼ注「フジ」24万 ウロキナーゼ 240,000単位１瓶

85 注射薬 Ｈmg「ＴＹＫ」75注用 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 75単位１管（溶解液付）

86 注射薬 Ｈmg「ＴＹＫ」100注用 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 100単位１管（溶解液付）

87 注射薬 Ｈmg「ＴＹＫ」150注用 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 150単位１管（溶解液付）

88 注射薬 エダラボン点滴静注液30mg「ＹＤ」 エダラボン 30mg20mL１管

89 注射薬 エポジン注アンプル750 エポエチンベータ（遺伝子組換え） 750国際単位0.5mL１管

90 注射薬 エポジン注アンプル1500 エポエチンベータ（遺伝子組換え） 1,500国際単位0.5mL１管

91 注射薬 エポジン注アンプル3000 エポエチンベータ（遺伝子組換え） 3,000国際単位0.5mL１管

92 注射薬 エポジン注アンプル6000 エポエチンベータ（遺伝子組換え） 6,000国際単位0.5mL１管

93 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液50mg／10mL「ファイ
ザー」

オキサリプラチン 50mg10mL１瓶

94 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液100mg／20mL「ファイ
ザー」

オキサリプラチン 100mg20mL１瓶

95 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「ファイ
ザー」

オキサリプラチン 200mg40mL１瓶

96 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ファイザー」 ゲムシタビン塩酸塩 200mg１瓶

97 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶

98 注射薬 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩 80mg１瓶

99 注射薬 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩 120mg１瓶

100 注射薬 コンドロイチン注１％「マイラン」 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム １％20mL１管

101 注射薬 コンドロイチン注２％「マイラン」 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム ２％10mL１管

102 注射薬 サイゼン注用1.33mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 1.33mg１瓶（溶解液付）

103 注射薬 シプロキサン注300mg シプロフロキサシン 300mg150mL１袋

104 注射薬
シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液300mg／250mL「サ
ワイ」

シプロフロキサシン 300mg250mL１袋

105 注射薬
シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液300mg／250mL「日
医工」

シプロフロキサシン 300mg250mL１袋

106 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」 シプロフロキサシン 200mg100mL１袋

107 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」 シプロフロキサシン 300mg150mL１袋

108 注射薬 スズコロイドＴｃ－99ｍ注 テクネチウムスズコロイド（99ｍＴｃ） 10ＭＢｑ

109 注射薬 ゼットブリン点滴静注液100mg 抗ヒトＴリンパ球ウサギ免疫グロブリン 100mg５mL１瓶
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

110 注射薬 セフォビッド注射用１ｇ セフォペラゾンナトリウム １ｇ１瓶

111 注射薬 セフォペラジン注射用１ｇ セフォペラゾンナトリウム １ｇ１瓶

112 注射薬 ソマトロピンＢＳ皮下注５mg「サンド」 ソマトロピン（遺伝子組換え） ５mg１筒

113 注射薬 ソマトロピンＢＳ皮下注10mg「サンド」 ソマトロピン（遺伝子組換え） 10mg１筒

114 注射薬 ゾレドロン酸点滴静注液４mg／５mL「アクタビス」 ゾレドロン酸水和物 ４mg５mL１瓶

115 注射薬 チアデラ静注25mg チアミンジスルフィド 25mg10mL１管

116 注射薬 チアデラ静注50mg チアミンジスルフィド 50mg20mL１管

117 注射薬 チアデラ注10mg チアミンジスルフィド 10mg１管

118 注射薬 ドセタキセル点滴静注液20mg／１mL「ファイザー」 ドセタキセル 20mg１mL１瓶

119 注射薬 ドセタキセル点滴静注液80mg／４mL「ファイザー」 ドセタキセル 80mg４mL１瓶

120 注射薬 ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」 ドセタキセル 20mg0.5mL１瓶（溶解液付）

121 注射薬 ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」 ドセタキセル 80mg２mL１瓶（溶解液付）

122 注射薬 トリガイン注２mL サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 ２mL１管

123 注射薬 トリガイン注５mL サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 ５mL１管

124 注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「Ｎｉｋ
Ｐ」

ナファモスタットメシル酸塩 100mg１瓶

125 注射薬 ハイスタミン注２mg ジフェニルピラリン塩酸塩 0.2％１mL１管

126 注射薬 ハイフィリン注300mg「フソー」 ジプロフィリン 15％２mL１管

127 注射薬 パクリタキセル注射液30mg「ファイザー」 パクリタキセル 30mg５mL１瓶

128 注射薬 パクリタキセル注射液100mg「ファイザー」 パクリタキセル 100mg16.7mL１瓶

129 注射薬 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） 40mg0.8mL１筒

130 注射薬 ミノフィット注20mLシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 20mL１筒

131 注射薬 ミノフィット注40mLシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 40mL１筒

132 注射薬 硫酸セフピロム静注用0.5ｇ「マイラン」 セフピロム硫酸塩 0.5ｇ１瓶

133 注射薬 硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイラン」 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶

134 外用薬 アイロミールエアゾール100μg サルブタモール硫酸塩 0.3854％8.9ｇ１缶

135 外用薬 アドソルボカルピン点眼液１％ ピロカルピン塩酸塩 １％５mL１瓶

136 外用薬 アドソルボカルピン点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 ２％５mL１瓶

137 外用薬 アルキニン液10 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10％10mL

138 外用薬 局 イソプロパノールＦＭ イソプロパノール 10mL

139 外用薬 エマーゲン顆粒含嗽用0.4％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.4％１ｇ

140 外用薬 局 オキシドールＦＭ オキシドール 10mL

141 外用薬 局 ※ オリブ油（フヂミ） オリブ油 10mL

142 外用薬 カイノチーム軟膏0.05％ ジフロラゾン酢酸エステル 0.05％１ｇ

143 外用薬 局 カリ石ケンＦＭ カリ石ケン 10ｇ

144 外用薬 ※ カンフル精（フヂミ） カンフル 10mL

145 外用薬 局 希ヨードチンキＦＭ 希ヨードチンキ 10mL

146 外用薬 局 グリセリンＦＭ グリセリン 10mL
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147 外用薬 局 グリセリンカリ液ＦＭ グリセリンカリ 10mL

148 外用薬
グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液５Ｗ／Ｖ％
「ファイザー」

クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％10mL

149 外用薬 局 ケルガークリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

150 外用薬 局 献血トロンビン経口・外用５千「化血研」 トロンビン 5,000単位１瓶

151 外用薬 局 献血トロンビン経口・外用１万「化血研」 トロンビン 10,000単位１瓶

152 外用薬 50％消毒用イソプロパノール「タツミ」 イソプロパノール 50％10mL

153 外用薬 局 ※ ゴマ油（フヂミ） ゴマ油 10mL

154 外用薬 局 酢酸ＦＭ 酢酸 10mL

155 外用薬 紫雲膏「マルイシ」 紫雲膏 １ｇ

156 外用薬 局 笑気ガス〈ショウワ〉 亜酸化窒素 １ｇ

157 外用薬 消毒用イソプロ50 イソプロパノール 50％10mL

158 外用薬 消毒用タツミアルコール エタノール 10mL

159 外用薬 ステイバンパップ40mg フルルビプロフェン 10cm×14cm１枚

160 外用薬 タツミ稀ヨーチン 希ヨードチンキ 10mL

161 外用薬 タツミヨーチン ヨードチンキ 10mL

162 外用薬 局 ※ タルク（山善） タルク 10ｇ

163 外用薬 局 トウガラシチンキＦＭ トウガラシチンキ 10mL

164 外用薬 局 ※ 白色ワセリン（フヂミ） 白色ワセリン 10ｇ

165 外用薬 バリエネマ 硫酸バリウム 60％200mL１個

166 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液0.3％「日新」 ヒアルロン酸ナトリウム 0.3％0.4mL１個

167 外用薬 局 氷酢酸ＦＭ 氷酢酸 10ｇ

168 外用薬 フェルナビオンテープ３５ フェルビナク ７cm×10cm１枚

169 外用薬 フェルナビオンテープ７０ フェルビナク 10cm×14cm１枚

170 外用薬 局 複方ヨード・グリセリンＦＭ 複方ヨード・グリセリン 10mL

171 外用薬 フルポロン軟膏0.025％ フルオシノロンアセトニド 0.025％１ｇ

172 外用薬 プロアリシンテープ３５mg インドメタシン ７cm×10cm１枚

173 外用薬 ヘキシジンＥ液0.1 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.1％10mL

174 外用薬 ベンクロジド・エタノール液（0.5％） クロルヘキシジングルコン酸塩 0.5％10mL

175 外用薬 ベンクロジドＶエタノール液（0.5％） クロルヘキシジングルコン酸塩 0.5％10mL

176 外用薬 局 ホエスミン消毒液50％ ベンザルコニウム塩化物 10mL

177 外用薬 局 マーキュロクロム液ＦＭ マーキュロクロム ２％10mL

178 外用薬 局 ※ マクロゴール1500（小堺） マクロゴール1500 10ｇ

179 外用薬 モクタール モクタール 10ｇ

180 外用薬 局 ヨードチンキＦＭ ヨードチンキ 10mL

181 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005％「ＡＡ」 ラタノプロスト 0.005％１mL

182 外用薬 ラベンダー油 ラベンダー油 １mL

183 外用薬 リバオール液 アクリノール水和物 0.2％10mL
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184 外用薬 局 流動パラフィンＦＭ 流動パラフィン 10mL
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