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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 ）については、平成25年厚生労働省告示第365号をもって改正されるとともに、。
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 ）が、平成25年厚生労。
働省告示第366号をもって改正され、同日付で適用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) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ
の収載希望があった医薬品（内用薬７品目、注射薬25品目及び外用薬１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 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １０，２４６ ４，１６９ ２，６３８ ２７ １７，０８０



２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) プリジスタナイーブ錠800mg

本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等
の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ベネフィクス静注用3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であり、本製剤の自己注射を
行っている患者に対して指導管理を行った場合は 「診療報酬の算定方法 （平、 」
成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下 「医科点数、
表」という ）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであ。
ること。

② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」
在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器
加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

３ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品
（内用薬42品目、注射薬39品目及び外用薬18品目）について、掲示事項等告示の
別表第６に収載することにより、平成26年４月１日以降の保険診療における使用
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６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 ４２４ １６１ ９０ ０ ６７５



（ 参 考 1 ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 グラクティブ錠１２．５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物

１２．５ｍｇ１錠 73 .20

2 内用薬 コンプラビン配合錠
クロピドグレル硫酸塩／アス
ピリン

１錠 275 .00

3 内用薬 ジャヌビア錠１２．５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物

１２．５ｍｇ１錠 73 .20

4 内用薬 ストラテラ内用液０．４％ アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 203 .40

5 内用薬 ビオプテン顆粒１０％ サプロプテリン塩酸塩 １０％１ｇ１包 35,875 .00

6 内用薬 プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ
ダルナビル エタノール付加
物

８００ｍｇ１錠 1,843 .80

7 内用薬 プレミネント配合錠ＨＤ
ロサルタンカリウム／ヒドロ
クロロチアジド

１錠 218 .40

8 注射薬 テリボン皮下注用５６．５µｇ テリパラチド酢酸塩 ５６．５µｇ１瓶（溶解液付） 12,971

9 注射薬 ペガシス皮下注４５µｇ
ペグインターフェロン アル
ファ－２ａ（遺伝子組換え）

４５µｇ０．５ｍＬ１瓶 7,197

10 注射薬 ベネフィクス静注用３０００
ノナコグアルファ（遺伝子組
換え）

３，０００国際単位１瓶（溶解液
付）

307,305

11 注射薬 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,347

12 注射薬 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,586

13 注射薬 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,825

14 注射薬 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 1,198

15 注射薬 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 2,396

16 注射薬 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,383

薬価基準告示

Ｎｏ 薬 価 (円)



（ 参 考 1 ）

薬価基準名 成分名 規格単位

薬価基準告示

Ｎｏ 薬 価 (円)

17 注射薬 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,618

18 注射薬 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,847

19 注射薬 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 1,206

20 注射薬 レギュニール ＨＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 2,296

21 注射薬 レギュニール ＨＣａ ４．２５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 1,073

22 注射薬 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,357

23 注射薬 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,601

24 注射薬 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,845

25 注射薬 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 1,223

26 注射薬 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 2,446

27 注射薬 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,383

28 注射薬 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,640

29 注射薬 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 1,897

30 注射薬 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 1,288

31 注射薬 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 2,575

32 注射薬 レギュニール ＬＣａ ４．２５腹膜透析液 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 1,187

33 外用薬 オーキシス９µｇタービュヘイラー６０吸入
ホルモテロールフマル酸塩水
和物

 ５４０µｇ１キット（９µｇ） 3,496 .60



（ 参 考 2 ）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

成分名 規格単位

1 内用薬 局 アスコルビン酸「メタル」 アスコルビン酸 １ｇ

2 内用薬 イスハート錠５ｍｇ ピンドロール ５ｍｇ１錠

3 内用薬 インデラルＬＡカプセル６０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル

4 内用薬 局 インデラル錠２０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

5 内用薬 ＬＬ配合シロップ小児用 非ピリン系感冒剤 １０ｍＬ

6 内用薬 塩酸ベニジピン細粒０．４％「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ０．４％１ｇ

7 内用薬 クロベート錠２００ アシクロビル ２００ｍｇ１錠

8 内用薬 局 コバステン錠２００ｍｇ イプリフラボン ２００ｍｇ１錠

9 内用薬 コンズール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

10 内用薬 シオベテック錠２．５ｍｇ フェノテロール臭化水素酸塩 ２．５ｍｇ１錠

11 内用薬
ジクロフェナクＮａＳＲ錠３７．５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１錠

12 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

13 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＣＨＯＳ」 セチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

14 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

15 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＣＨＯＳ」 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

掲示事項等告示

Ｎｏ 薬価基準名



（ 参 考 2 ）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

成分名 規格単位

掲示事項等告示

Ｎｏ 薬価基準名

16 内用薬 局 セロケン錠４０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠

17 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「タイヨー」 センノシド １２ｍｇ１錠

18 内用薬 局 ※ ダイオウ末（井藤） ダイオウ １０ｇ

19 内用薬 タムスロンカプセル０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル

20 内用薬 タムスロンカプセル０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル

21 内用薬 ツインライン配合経腸用液 経腸成分栄養剤
１０ｍＬ（混合調製後の内

用液として）

22 内用薬 トファルコン細粒１０％ ソファルコン １０％１ｇ

23 内用薬 ニソルジピン錠５ｍｇ「ニッシン」 ニソルジピン ５ｍｇ１錠

24 内用薬 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ニッシン」 ニソルジピン １０ｍｇ１錠

25 内用薬 ノルキシフェン錠１０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠

26 内用薬 バリトゲンゾル 硫酸バリウム １００％１０ｍＬ

27 内用薬 バリトゲンゾル１４５ 硫酸バリウム １４５％１０ｍＬ

28 内用薬 ハルニンコーワ錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠

29 内用薬 局 バンコミック錠１０ プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

30 内用薬 局 バンコミック錠２０ プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠



（ 参 考 2 ）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

成分名 規格単位

掲示事項等告示

Ｎｏ 薬価基準名

31 内用薬 ビフィダー散２％ ビフィズス菌 １ｇ

32 内用薬 局 ファモチジン散２％「アメル」 ファモチジン ２％１ｇ

33 内用薬 局 ブドウ糖（（三晃）） ブドウ糖 １０ｇ

34 内用薬 プランルカストＤＳ１０％「ＭＥＤ」 プランルカスト水和物 １０％１ｇ

35 内用薬 マストリック錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

36 内用薬 メフェナム酸カプセル２５０ｍｇ「昭和」 メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル

37 内用薬 局 メルラクトン錠２５ｍｇ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

38 内用薬 局 「ヨシダ」ゲル細粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル １ｇ

39 内用薬 ラコール配合経腸用液 経腸成分栄養剤 １０ｍＬ

40 内用薬 ラビン細粒１０％ ソファルコン １０％１ｇ

41 内用薬 局
リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「サワ
イ」

リスペリドン ０．１％１ｍＬ

42 内用薬 ロペミック小児用細粒０．０５％ 塩酸ロペラミド ０．０５％１ｇ

43 注射薬 アガリット静注用１００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶

44 注射薬 アミゼットＸＢ輸液 総合アミノ酸製剤（キシリトール加） ２００ｍＬ１袋

45 注射薬 イヌリード注 イヌリン
４ｇ４０ｍＬ１瓶（溶解液

付）



（ 参 考 2 ）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

成分名 規格単位

掲示事項等告示

Ｎｏ 薬価基準名

46 注射薬 インジウム（１１１Ｉｎ）オキシン液
インジウム（１１１Ｉｎ）オキシキノリ
ン

１回分

47 注射薬 解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液２００ｍＬに由来する

赤血球１袋

48 注射薬 解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液４００ｍＬに由来する

赤血球１袋

49 注射薬 グリベルチン静注液２０ｍＬ
グリチルリチン・グリシン・システイ
ン配合剤

２０ｍＬ１管

50 注射薬 合成血－ＬＲ「日赤」 合成血
血液２００ｍＬ相当に由来

する血液量１袋

51 注射薬 合成血－ＬＲ「日赤」 合成血
血液４００ｍＬ相当に由来

する血液量１袋

52 注射薬 照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液２００ｍＬに由来する

赤血球１袋

53 注射薬 照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液４００ｍＬに由来する

赤血球１袋

54 注射薬 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液２００ｍＬに由来する

赤血球１袋

55 注射薬 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液４００ｍＬに由来する

赤血球１袋

56 注射薬 照射合成血－ＬＲ「日赤」 合成血
血液２００ｍＬ相当に由来

する血液量１袋

57 注射薬 照射合成血－ＬＲ「日赤」 合成血
血液４００ｍＬ相当に由来

する血液量１袋

58 注射薬 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋

59 注射薬 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋

60 注射薬 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋



（ 参 考 2 ）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

成分名 規格単位

掲示事項等告示

Ｎｏ 薬価基準名

61 注射薬 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋

62 注射薬 テオドリップ点滴静注用２００ｍｇ テオフィリン ０．１％２００ｍＬ１袋

63 注射薬 ニトログリセリン注２５ｍｇ「ＨＫ」 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶

64 注射薬 ニトログリセリン注５０ｍｇ「ＨＫ」 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶

65 注射薬 ネオファーゲンＣ静注５ｍＬ
グリチルリチン・グリシン・システイ
ン配合剤

５ｍＬ１管

66 注射薬 ネオファーゲンＣ静注２０ｍＬ
グリチルリチン・グリシン・システイ
ン配合剤

２０ｍＬ１管

67 注射薬 ハウゼマイム注
コンドロイチン硫酸エステルナトリウ
ム・サリチル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管

68 注射薬 ブミネート静注液５％ 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶

69 注射薬 ブミネート静注液２５％ 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶

70 注射薬
プラズマプロティンフラクション静注液
４．４％

加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶

71 注射薬 フラッド注－５ フラビンアデニンジヌクレオチド ５ｍｇ１管

72 注射薬 フラッド注－１０ フラビンアデニンジヌクレオチド １０ｍｇ１管

73 注射薬 フラッド注－２０ フラビンアデニンジヌクレオチド ２０ｍｇ１管

74 注射薬 フラッド注－３０ フラビンアデニンジヌクレオチド ３０ｍｇ１管

75 注射薬 フルカリック１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン １８０６ｍＬ１キット
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76 注射薬 フルカリック２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ２００６ｍＬ１キット

77 注射薬 ペラプリン注シリンジ１０ｍｇ メトクロプラミド １０ｍｇ２ｍＬ１筒

78 注射薬 ミクロフィリン注シリンジ２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 ２５０ｍｇ１０ｍＬ１筒

79 注射薬 ミネラリン注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ１筒

80 注射薬 ミネリック－４注シリンジ 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ１筒

81 注射薬 ロイコプロール点滴静注用４００万単位 ミリモスチム ４００万単位１瓶

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

83 外用薬 アズレミック錠口腔用５ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠

84 外用薬 アルデシンＡＱネーザル５０μｇ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶

85 外用薬 グリコベースクリーム０．０５％ フルオシノニド ０．０５％１ｇ

86 外用薬 局 クレゾール石ケン液〈ハチ〉 クレゾール石ケン １０ｍＬ

87 外用薬 サリチゾン坐薬７５０ アスピリン ７５０ｍｇ１個

88 外用薬 消毒用 オ アルコール エタノール １０ｍＬ

89 外用薬 ※
消毒用イソプロアルコール．５０（日医工
ファーマ）

イソプロパノール ５０％１０ｍＬ

90 外用薬 ※
消毒用イソプロアルコール．７０（日医工
ファーマ）

イソプロパノール ７０％１０ｍＬ
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91 外用薬 トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ベタメタゾン吉草酸エステル
（０．３ｍｇ）５ｃｍ×１

０ｃｍ

92 外用薬 トクダームテープ６μｇ／ｃ㎡ ベタメタゾン吉草酸エステル
（０．４５ｍｇ）７．５ｃ

ｍ×１０ｃｍ

93 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・エタノー
ル

１０ｍＬ

94 外用薬 ビスオＤＳ軟膏０．１％ デキサメタゾン ０．１％１ｇ

95 外用薬 フォルテガード錠口腔用５ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠

96 外用薬 ※ プレドニゾロン軟膏（０．５％）（東興） プレドニゾロン ０．５％１ｇ

97 外用薬 ポビドンヨード液１０％「日医工」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

98 外用薬 ユニプロン坐剤５０ イブプロフェン ５０ｍｇ１個

99 外用薬 ユニプロン坐剤１００ イブプロフェン １００ｍｇ１個


