
事 務 連 絡
平成 24年 6月 1日

厚生労働省保険局医療課

社団法人 日本病院会 御中

使用薬剤の薬価 (薬価基準)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､都道府県民生主管部 (局)国
民健康保険主管課 (部)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)あて連絡したので､お知らせします｡
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使用薬剤の薬価 (薬価基準)等の一部改正について

使用薬剤の薬価 (薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号｡以下 ｢薬価基準｣と
い う｡)及び ｢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｡)につ
いては､平成24年厚生労働省告示第380号及び第381号をもって改正されたところですが､
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 薬価基準の一部改正について
(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い､販売名の変更があった医

薬品 (内用薬23品目､注射薬 7品目及び外用薬20品目)について､薬価基準の別
表に収載したものであること｡

(2) (1)により薬価基準の別表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 一用 薬 歯科用薬剤 計

2 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため､製薬企業から削除依頼

があった医薬品 (内用薬23品目､注射薬 7品日及び外用薬20品目)について､
掲示事項等告示の別表第 2に収載するものであることO

(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



(参 考 1).

薬価基準告示

No 薬価基準名 成分名 規格単位 薬 価 (円)

1 内用薬 ⑳ アスピリン ｢亘医工｣ アスttoリン log 23.70

2 内用薬 ⑳ アムロジピン錠2.5mg ｢N ikP｣ アムロジピンべシル酸塩 2.5mg1錠 13.50

3 内用薬 ⑬'アムロジピン錠5mg ｢N ikP｣ アムロジピンべシル酸塩 5.mg1錠 23.10

4 ･内用薬 ⑳ 1-メントール ｢日医工J 1-メントール 1g 22.80

5 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセルldo ｢日医工J ミノサイクリン塩酸塩 100mg1カプセル 28.00

6 内用薬 ⑳ 塩酸ミノサイクリン錠 50 ｢日医土｣. ミノサイクリン塩酸塩 50mg1錠 14.90

7 内用薬 ｣⑳ クエン酸 ｢日医工｣ クエン酸 log 13.80

8 内用薬 ⑳ ジアチターゼ ｢日医工｣ ジアスターゼ log -28.70

9 内用魂 ⑳ 次硝酸ビスマス ｢日医工｣ 次硝酸ビスマス .. 1g 9.00

10 内用薬 ⑲ 重質酸化マグネシウム ｢N ikP｣ 酸化マグネシウム log Ilo.80

ll 内用薬 ⑲ 重質炭酸マグネシウム｢日医工｣ 炭酸マグネシウムノ log ll.90

12 内用薬 ⑳ セフアクロル細粒 io% ｢日産工｣ セフアクロル 100mg1g 10.50

13 内用薬 ⑳ セプアクロル細粒 20% ｢日医工｣ セフアクロノ} 200mg1g 19.80

14 内用薬 セファレキシン錠 250 ｢日医工｣ セファレキシン 250mg1錠 10.70

15~内用薬 ⑳ 乳酸か レシウ† 咽 ikP｣ 乳酸カルシウム -log 27.80

16 内用薬 ㊨ -ツカ油 ｢日医工｣ ハッカ油 1mL 14,20



(参 考 1)

薬価基準告示

No 薬価基準名 成分名 規格単位ノ 薬 価 (円)

18 甲用薬 ㊨ フアキチジン散 2% ｢日医工｣ フアモチジン 2%1g 23.30

19 内用薬 ･プアモチジンD錠 10mg ｢日医工｣ フアモチジン 10mg1錠 10.50

do 内用琴 プアモチジンD錠20mg ｢日医工｣ フアモチジン. 20mg.1錠 13.50

21 内用薬 画 ブ ドウ糖 ｢日医工｣ ブ ドウ糖 log 13.20

22 申用薬 ⑳ 硫酸マグネシウム ｢NikP｣ 硫酸マグネシウム水和物 log 8.00

p24 注射薬 カ).I,ポプラチン注射液 50mg ｢日医工｣ カルボプラチン 50mg5mL1瓶 3,311

2年 注射薬 カルボプラチン注射液150mg ｢日医羊｣ カルボプラチン 15dmg15mLノ1瓶 7.,834

26 注射準 ･カルボプラチン睦射液450mg｢日医工｣ カルボプラチン 450mg45mL1瓶 19,646

28 注射薬 ㊨ セ〉タジジム静注用.1g†日医工｣ セフタジジム水和物 1g1瓶 652

30-注射褒 ㊨ ピペアシリンナトリウム注射用2g~p｢日医工｣ ピベラシリンナ トリウム 2g_1瓶 244

31 外用薬 アクリノ｣ル液0,1%-｢日医工｣ アクリノール水和物 0..1%10mL 7.20

32 外用衰 ⑳ 液状フエ)-ル ｢日医工｣ フユノーノレ 10mL 12.70

33 外用薬 ⑬ 塩~化ナ トリウム ｢重 工｣ 塩化ナ トリウム log ･6二50



(参 考 1)

薬価基準告示

No ~ 薬価基準名 成i>名 規格単位 薬 価 (円)

35 外用薬 ⑳ ダリセリ一ン ｢NlkP｣ グリセ リン 10mL ll.70

36 外用薬 ⑳ クレゾール石ケン液 ｢日医工｣ クレゾール 10mL 9.40

37 -外用薬 5%グルコン酸クロル-キシジン液 ｢日医工｣ _クロル-キシジングルコン酸塩 5%10mL 9.30

38 外用薬 ⑳ 酢酸 ｢日産工｣ 酢酸 10mL 4.7,0

39 外用薬 ､⑬ 酸化亜申 ｢日医工｣ 酸化亜鉛 log 25.00

40･外用薬 ⑲ チンク油 ｢日医工｣ 酸化亜鉛 log 17.30

41 外用薬 ハイポエタノール消毒液2% ｢日医工｣ チオ硫酸ナ トリウム水和物 10mL 7.90

42. 外用薬 ⑳ 豪酢酸 ｢NikP｣ 酢酸 log 8.50

44 外用薬 フルチカゾン点鼻液50f上g ｢NikP｣56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸羊ステル 4.b8mg8mL1瓶 968.10

15 外房薬 ⑳ ホウ酸 ｢NikP｣ ホウ酸 1■Og 22.50

46 外用薬 ポビドンヨー ド液 10% ｢日医工｣ ポビドンヨー ド ･10%10mL 12.20

47 外用薬 ■ポビドンヨー ドガ-グル7% ｢日医工｣ ポビドンヨー ド 7%1mL 2.PO㌧

48 外用薬 ⑲ ヨー ドチシキ ｢日医工｣ ヨウ素 10mL 16.00

49 外用薬 ⑲ 流動パラフィン ｢Ni牢P｣ 流動パラフィン 10mL 9,60



(参 考 2)
掲示事項等告示

別表 2 (平成25年 3月31日まで)

No 薬価基準名 成分名 規格単位 薬 価 (円)

1 内用薬 ⑳ アスピリン.OY アスピリン log 23.70

2 内用薬 ⑳ アムロ,ジピン錠 2̀.5mgrガレン｣ アムロジピンべシル酸塩 2∫5mg1錠 13.50

3 内用薬 ㊨ アムロジピン錠 ≠mg ｢ガレン｣ アムロジアンべシル酸塩 5mg1錠 ･23.10

､4 内用薬 ` ⑳'1-メン トール.OY 1-メントール 1g 22.80

5 内用薬 ･塩酸ミノサイクリ'ンカプセル10p｢与ルコ｣ ミノサイクリン塩酸塩 100mg1カプセル 28.00

6 内用薬 ･@ 塩酸ミ)サイクリン錠5d｢マルコ｣ ミノサイクリシ塩酸塩 50mg1錠 14.90

8 内用薬 ㊨ .ジア示 ザ 0Ⅰ ジアスターゼ log 28.70

9 内角薬 ⑲ 次硝酸ビスマス.OY 次硝酸ビスマス 1g 9.00

io 内用薬 ⑳ 重質酸化マグネシウム 0Ⅰ 酸化マグネシウム log 10.80

ll 内用薬 ㊨ 重質炭酸マグネシウム PY 炭酸マグネシウム log -ll.90

I.12 内用薬 ⑳ セ7,7クロル細粒 100/o｢アルコ｣ セプアクロル 100mg1g 10.50

13 内用薬 ㊨し乍プアクワル細痘20% ｢マルコ｣ セフアクロル 200mg1g 19.80.

･14 内用薬 セファレキシン錠250 ｢マルコ｣ セファレキシン 250mg1錠 10.70

15 内用薬 ⑳ 乳酸カルシウム..oy- 乳酸カルシウム log 27.80

16 内用薬 ⑳ ハッカ油.oY ハッカ油 1mL 14.20

17 内用薬 ⑳ ヒマシ軌 OY ヒマシ油 10mL 13.80



(参 考 2)
掲示事項等告示

別表 2･(平成 25年 3月 31日まで)

No 薬価基準名 成分名 規格単位 薬 価 (円)̀

18 内用薬 @ フアモチジン散2% ｢KOBA｣ プアモチジン 2%1g 23.30

19 内用薬 ､フアモチジンD錠 10mg ｢K.OBA｣ フアモチジン 10mg1錠 10.50

20 内用薬 フアモチジンD錠20mg ｢K.OBA｣＼ フアモチジン 20mg1錠 13.50

21 内用薬 ⑳ ブドウ糖,oⅠ ブ ドウ糖 log 13.20

22 内用薬 ㊥ 硫酸マグネシウム.~0Ⅰ 硫酸マグネシウム水和物 log 8.00

23 甲用薬 ㊨ .リン酸ジヒドロコデイン散 1% ｢マルコ｣. ジヒドロコデインリン酸塩 1%1g 8.20

24 注射薬 . カノしポプラチン注射液50mg ｢マルコ｣ カノ}ポプラチン. 50mg5mL1瓶 3,311

25 注射薬 カルボプラチン注射液150mg ｢マルコ｣ カルボプラチン 150mg15mLl瓶 7,834

26 注射薬 カルボプラチン注射液450mg ｢マルコ｣ カルボプラチン 450mg45mL1瓶 19,646

27 注射薬 ⑳ セフタジジム静注用0.~5g ｢マルコ｣ セフタジジム水和物 . 500mg1瓶 482

28 注射薬 ⑳ セフタジジム静準用 1g ｢マルコ｣ セフタジジム水和物 1-g1瓶 652

29 注射薬 ⑳ ピベラシリンナトリウム注射用1g ｢マルコ｣ ピベラシリンナ トリウム 1g1瓶 . 149

31 外用薬 アクリノール液0.1% ｢ORY｣ アクリノール水和物 0.1%10mL 7;20

32 外用琴 ㊨ 液状フェノール.~OY フエノーノレ ー 10mL 12.70

33 外用薬 ~⑳ 塩化ナ トリウム.0Ⅰ 塩化ナ トリウム log 6.50



(参 考 2)
掲示事項等告示

別表2 (平成25年3月31日まで)

No 薬価基準名 了成分名 規格単位 薬 価 (円)

.36 外用薬 ⑲ クレゾール石ケン液..0Ⅰ クレゾール 10TnL 9.40

37 外用薬 5%グルコン酸クロル-キシジン液 .oy クロルヘキシジングルコン酸塩 5%10mL 9.30

40 外用薬 ⑳ チンク油.OY 酸化亜鉛 log 17.30

41 外用薬 ハイポエタノール消毒液 2% ｢ORY｣ チオ硫酸ナ トリウム水和物 10mL ' ..7.90

42 外用薬 ⑳ 氷酢酸.0Ⅰ 酢撃 log 8.50

43 牛用薬 フルチカゾン点鼻紋50iLg｢ガレン｣28噴霧用 ウルチカゾンプロピオン酸エステル 2.04mg4mLl瓶 429.00

'44 外用薬 フルチカゾン点鼻液5'OFL盲｢ガレン｣.-56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4.08m~g8mL1瓶 968.10

47 外用薬 ポビドンヨー ドガーダル7% ｢ORY｣ ポビドンヨー ド 7%1mL 2.00

48 外用薬 ⑳ ゴー ドチンキ.OY pSウ素 10mL 16.00

49 升用薬 ㊨､流動パラフィン.POI 流動パラフィン 10mL 9.60


