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保医発第0306004号

平成18年３月６日

各 地 方 社 会 保 険 事 務 局 長

各都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

各都道府県老人医療主管部（局）

老 人 医 療 主 管 課 （ 部 ） 長

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成18年厚生労働省告示第95号）が公布され、平成

18年４月１日から適用されることとなったところであるが、概要は、下記のとおりである

ので、関係者に対して周知徹底を図られたい。

従前の「使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について」（平成16年３月５日保医発

第0305003号）は、平成18年３月31日限り廃止する。

記

１ 改正概要

（１）今回の改正は、平成17年９月取引分を対象に平成17年10月に実施した薬価本調査

及び平成17年５月から11月までの間に実施した経時変動調査の結果に基づくもので

あること。

なお、今回の薬価本調査は、医療機関向け販売業者の全部（約3,800客体）並び

に抽出された保険医療機関及び保険薬局（約3,300機関）について、全品目につき

その価格及び数量を調査したものであること。

（２）薬価の算定については、「薬価算定の基準について」（平成18年２月15日保発第

0215002号。以下「薬価算定の基準」という。）に基づき、原則として、市場実勢

価格加重平均値調整幅方式により算出したこと。

具体的には、加重平均値（税込）の改正前薬価に２％（調整幅）を乗じた額を加

えた値を改正薬価としたこと。

（３）薬価とは、保険医療機関等における薬剤の支給に要する額として、医療保険から
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支払われるものであるが、市場実勢価格加重平均値調整幅方式の算定方法は、保険

医療機関等が薬剤を購入する際に支払うべき消費税及び地方消費税に相当する額を

含めているものであること。

当該既収載品の保険医療

機関等における薬価算定

薬価 ＝ 単位あたりの平均的購入 × １＋消費税率 ＋調整幅

価格（税抜市場実勢価格 ( )地方消費税分を含む。

の加重平均値）

注）調整幅：改正前の薬価に２％を乗じた額

（４）「薬価算定の基準」に基づき、

① 塩酸ドネペジル等８成分に係る22品目について市場拡大再算定による薬価の引下

げを、

② 乾燥ジフテリアウマ抗毒素等44成分に係る69品目について不採算品再算定による

薬価の引上げを行い、

全面改正と同時に告示し、施行することとしたこと。

（５）取引件数の少ない品目について、同種同効品など他の既収載品の改定率等をもと

に算出したこと。

２ 収載品目等

（１）「使用薬剤の薬価（薬価基準）」の収載品目数は、次のとおりであること。

内用薬 注射薬 外用薬 歯科用薬剤 計

品目数 ７，２９９ ３，５０９ ２，４６７ ３６ １３，３１１

（２）別表は、第１部内用薬、第２部注射薬、第３部外用薬及び第４部歯科用薬剤に区

分したこと。

（３）収載に当たっては、原則として銘柄別であるが、公定書（日本薬局方及び生物学

的製剤基準）収載医薬品及び生薬等の一部については、「薬価算定の基準」に基づ

き、一般名により収載したこと。

（４）原則として銘柄毎に収載したが、「薬価算定の基準」に基づき、組成、剤形区分

及び規格が同一である類似薬のうち最も高い薬価の２割を下回るもの（低薬価品）

については一般名により収載したこと。今般、新たに一般名により収載されるのは、

アシクロビル等52成分に係る67規格162品目であること。

また、これまで一般名により収載されていたものであって、薬価調査における銘

柄毎の市場実勢価格の把握により、低薬価品に該当しないことが確認できたアスピ

リン等159成分に係る189規格1,140品目について、銘柄毎の収載としたこと。



第１部　内用薬

薬効分類 品　名 規格単位

内用藥 アジャストAコーワ錠 ４０ｍｇ１錠

内用藥 アダラート １０ｍｇ１カプセル

内用藥 アダラート５ ５ｍｇ１カプセル

内用藥 アーツェー錠「マルコ」 １０ｍｇ１錠

内用藥 アーツェー錠「マルコ」 ３０ｍｇ１錠

内用藥 アロプリノールコーワ錠 １００ｍｇ１錠

内用藥 エコラン錠 ８０ｍｇ１錠

内用藥 FAD錠「ファルマー」 １５ｍｇ１錠

内用藥 オノンカプセル １１２．５ｍｇ１カプセル

内用藥 オノンドライシロップ １０％１ｇ

内用藥 カリレチンS錠 ２５単位１錠

内用藥 カルブタン錠 ２５０ｍｇ１錠

内用藥 キネダック錠 ５０ｍｇ１錠

内用藥 グルデアーゼ錠 １２５ｍｇ１錠

内用藥 グルデアーゼ錠 ２５０ｍｇ１錠

内用藥 グロンサン １ｇ

内用藥 コバマイド錠 ０．２５ｍｇ１錠

内用藥 コバマイド錠 ０．５ｍｇ１錠

内用藥 コリクール １２５ｍｇ１錠

内用藥 コリクール錠250 ２５０ｍｇ１錠

内用藥 ジアゼパム錠2「アメル」 ２ｍｇ１錠

内用藥 ジアゼパム錠5「アメル」 ５ｍｇ１錠

内用藥 スルガム錠 １００ｍｇ１錠

内用藥 スルガム200㎎錠 ２００ｍｇ１錠

内用藥 セクロダン細粒 １００ｍｇ１ｇ

内用藥 セレニカR顆粒 ４０％１ｇ

内用藥 セロクラール細粒 ４％１ｇ

内用藥 セロクラール錠 １０ｍｇ１錠

内用藥 ダオニール1.25㎎ １．２５ｍｇ１錠

内用藥 ダオニール2.5㎎ ２．５ｍｇ１錠

内用藥 タフマックE １カプセル

別表第１（平成１８年８月３１日まで）



内用藥 トコオール ２００ｍｇ１カプセル

内用藥 トファルコン100 １００ｍｇ１カプセル

内用藥 バクトラミン １錠

内用藥 ビオスリー １ｇ

内用藥 フオイパン錠 １００ｍｇ１錠

内用藥 フォルセニッド錠 １２ｍｇ１錠

内用藥 プロスタルモン・E錠 ０．５ｍｇ１錠

内用藥 フロベン ４０ｍｇ１錠

内用藥 ブロメトン錠 ０．２５ｍｇ１錠

内用藥 ベクタン球 １００ｍｇ１カプセル

内用藥 ベクタン錠 ５０ｍｇ１錠

内用藥 ベタナミン錠 １０ｍｇ１錠

内用藥 ペリンドプリルエルブミン錠2mg｢JD｣ ２ｍｇ１錠

内用藥 ペリンドプリルエルブミン錠4mg｢JD｣ ４ｍｇ１錠

内用藥 ホリゾン散 １％１ｇ

内用藥 ミケランLA １５ｍｇ１カプセル

内用藥 メタヒスロン錠 ６ｍｇ１錠

内用藥 メルカイック錠 ３ｍｇ１錠

内用藥 ユーエフティ １カプセル

内用藥 ラシックス細粒 ４％１ｇ

内用藥 ラックビー １％１ｇ

内用藥 リリバー散 １％１ｇ

内用藥 リリバー錠 ２ｍｇ１錠

内用藥 ロノックカプセル ２．５μｇ１カプセル

第２部　注射薬

薬効分類 品　名 規格単位

注射藥 アーツェー注「マルコ」 ０．５％５ｍＬ１管

注射藥 アーツェー注「マルコ」 ０．５％１０ｍＬ１管

注射藥 アーツェー注「マルコ」 ０．５％２０ｍＬ１管

注射藥 アミカマイシン注射液 １００ｍｇ１管

注射藥 アミカマイシン注射液 ２００ｍｇ１管

注射藥 アンコーマ ２０％２０ｍＬ１管



注射藥 イセパシン注射液 ２００ｍｇ２ｍＬ１管

注射藥 イノバン0.1％注シリンジ ０．１％５０ｍＬ１筒

注射藥 イノバン0.3％注シリンジ ０．３％５０ｍＬ１筒

注射藥 エクサシン注射液 ２００ｍｇ２ｍＬ１管

注射藥
ＡＴＰ
ｴｰﾃｲｰﾋﾟｰ

協和注
１０ｍｇ１管

注射藥
ＡＴＰ
ｴｰﾃｲｰﾋﾟｰ

協和注
２０ｍｇ１管

注射藥 FAD注「ファルマー」 ２０ｍｇ１管

注射藥 エリンダシン注 ４０エルカトニン単位１ｍＬ１管

注射藥 (局)カコージンD注200 ０．１％２００ｍＬ１瓶

注射藥 (局)カコージンD注200 ０．１％２００ｍＬ１袋

注射藥 (局)カコージンD注600 ０．３％２００ｍＬ１瓶

注射藥 (局)カコージンD注600 ０．３％２００ｍＬ１袋

注射藥 (局)カタボン・Hi ０．３％２００ｍＬ１袋

注射藥 (局)カタボン・Low ０．１％２００ｍＬ１袋

注射藥 ゲンタシン注 ４０ｍｇ１管

注射藥 コンクライト-K １モル２０ｍＬ１管

注射藥 コンクライト-P ０．５モル２０ｍＬ１管

注射藥 コンドロイチン注「メルク」 １％２０ｍＬ１管

注射藥 コンドロイチン注「メルク」 ２％１０ｍＬ１管

注射藥 シチコリン注「ミタ」 ５％２ｍＬ１管

注射藥 シチコリン注「ミタ」 ５％１０ｍＬ１管

注射藥 シチコリン注「ミタ」 ５％２０ｍＬ１管

注射藥 １０％フェノバルビタール注「マルコ」 １０％１ｍＬ１管

注射藥 ドブトレックスK注200㎎ ０．１％２００ｍＬ１袋

注射藥 ドブトレックスK注600㎎ ０．３％２００ｍＬ１袋

注射藥 ドブポン0.1％注シリンジ ０．１％５０ｍＬ１筒

注射藥 ドブポン0.3％注シリンジ ０．３％５０ｍＬ１筒

注射藥 ドプミン注 １００ｍｇ１管

注射藥 ドルミカム注 １０ｍｇ２ｍＬ１管

注射藥 ニチフィリンＭ １５％２ｍＬ１管

注射藥 ノイファーゲン注 ５ｍＬ１管

注射藥 ノイファーゲン注 ２０ｍＬ１管

注射藥 ビクフェニン注射用 １ｇ１瓶



注射藥 ビクフェニン注射用 ２ｇ１瓶

注射藥 ピレタゾール静注用 １ｇ１瓶

注射藥 ピレタゾール静注用 ２ｇ１瓶

注射藥 フラジレン １０ｍｇ１管

注射藥 フラジレン ２０ｍｇ１管

注射藥 プレセデックス静注液２００μｇ「アボット」 ２００μｇ２ｍＬ１瓶

注射藥 フロセミド注「ミタ」 ２０ｍｇ１管

注射藥 プロポフォール静注１％「アボット」 ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

注射藥 プロポフォール静注１％「アボット」 ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

注射藥 ヘキサット注 １５ｍｇ１管

注射藥 マグネゾール ２０ｍＬ１管

注射藥 ラセナゾリン筋注用 ５００ｍｇ１瓶(溶解液付)

注射藥 ラセナゾリン注射用 ５００ｍｇ１瓶

注射藥 ラセナゾリン注射用 １ｇ１瓶

注射藥 ラセナゾリン注射用 ２ｇ１瓶

注射藥 硫酸ストレプトマイシン明治 １ｇ１瓶

注射藥 レペタン注 ０．２ｍｇ１管

注射藥 レペタン注 ０．３ｍｇ１管

注射藥 ロイナーゼ注 ５，０００Ｋ単位１瓶

注射藥 ロイナーゼ注 １０，０００Ｋ単位１瓶

第３部　外用薬

薬効分類 品　名 規格単位

外用藥 ※アクリノール液（ヤクハン） ０．２％１０ｍＬ

外用藥 ケラチナミンコーワ軟膏 ２０％１ｇ

外用藥 消毒用イソプロパノール「ヤクハン」 ５０％１０ｍＬ

外用藥 ネグミン液 １０％１０ｍＬ

外用藥 プロスタンディン軟膏 ０．００３％１ｇ

外用藥 ポピヨード液 １０％１０ｍＬ

外用藥 モーラス １０cm×１４cm１枚

外用藥 ヤクラックスD １％１０ｇ

外用藥 リゾティア ０．５％１ｍＬ



第１部　内用薬

薬効分類 品　名 規格単位

内用薬 （局）※アスピリン（岩城） １０ｇ

内用薬 アピポーレカプセル １カプセル

内用薬 アプリペノンカプセル２０ ２０ｍｇ１カプセル

内用薬 アルサス錠 １ｍｇ１錠

内用薬 イプシロン顆粒９８．６％ ９８．６％１ｇ

内用薬 （局）インスミン１０ １０ｍｇ１カプセル

内用薬 （局）インスミン１５ １５ｍｇ１カプセル

内用薬 ウイントリン錠２５０ ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ウロナミン腸溶錠 ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ウロニジクス錠 ２５０ｍｇ１錠

内用薬 エスタリック０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠

内用薬 N-ラクターゼ ５０％１ｇ

内用薬 ＭＰ散 １ｇ

内用薬 エルベン散 ２０％1ｇ

内用薬 オキソレヂン末 １ｇ

内用薬 カルナタールTP ３０ｍｇ１カプセル

内用薬 乾燥硫酸ナトリウム「トミタ」 １０ｇ

内用薬 乾燥硫酸ナトリウム｢ヨシダ｣ １０g

内用薬 クリレール細粒小児用「２００」 ２００ｍｇ１ｇ

内用薬 グルタランR錠 ２０ｍｇ１錠

内用薬 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒「ＪＤ」 １ｇ

内用薬 サワシリンカプセル １２５ｍｇ１カプセル

内用薬 シオザクトカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル

内用薬 ジメキシン １ｇ

内用薬 ジメキシン錠 ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ジョサママレット・シロップ用 １００ｍｇ１ｇ

内用薬 セファランチン末０．１％ ０．１％１ｇ

内用薬 タイセファコールカプセル ２５０ｍｇ１カプセル

内用薬 タルーシン錠 ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 （局）炭酸マグネシウム「トミタ」 １０ｇ

内用薬 チオクタン細粒３％ ３％１ｇ

内用薬 チオクタン細粒１０％ １０％1g

別表第２（平成１９年３月３１日まで）



内用薬 ドメラジン顆粒 ５０％１ｇ

内用薬 トラピジャスト １００ｍｇ１錠

内用薬 トーワラートカプセル １０ｍｇ１カプセル

内用薬 バソレーターＲＢ２．５ ２．５ｍｇ１錠

内用薬 パドリン錠 １５ｍｇ１錠

内用薬 パパレチン細粒-２００ ２０％１ｇ

内用薬 パラメゾン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠

内用薬 バリアック細粒 １０％１ｇ

内用薬 バリケートＲ １２０％１０ｍＬ

内用薬 ピコソルドール ０．７５％１ｍＬ

内用薬 （局）ビタソート １０ｇ

内用薬 ヒノナミンＦ１０ １０ｍｇ１錠

内用薬 ピンドロック-Ｒ錠 ２０ｍｇ１錠

内用薬 （局）フェノバルビタール「ヨシダ」 １ｇ

内用薬 （局）ブドウ糖．ＹＩ １０ｇ

内用薬 フトラフール細粒-２０ ２０％１ｇ

内用薬 プルノサイド錠 ７．２ｍｇ１錠

内用薬 ベノプラント錠 １錠

内用薬 ホパテ １ｇ

内用薬 メチキサート錠 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 メレリル１０ １０ｍｇ１錠

内用薬 メレリル２５ ２５ｍｇ１錠

内用薬 メレリル５０ ５０ｍｇ１錠

内用薬 メレリル１００ １００ｍｇ１錠

内用薬 メレリル散 １０％１ｇ

内用薬 ユニビタンK1錠｢５ｍｇ」 ５ｍｇ１錠

内用薬 ヨウパノン錠 ８０ｍｇ１錠

内用薬 ヨウファドール錠 ２５ｍｇ１錠

内用薬 ヨーチミンＳ ２０ｍｇ１カプセル

内用薬 リカバリン細粒 ５０％１ｇ

内用薬 リポフィブラート錠 ２００ｍｇ１錠

内用薬 リン酸ピリドキサール錠｢イワキ」１０ｍｇ １０ｍｇ１錠

内用薬 リンブルグ錠 ５０ｍｇ１錠

内用薬 ロイコマイシン錠〈２００ｍｇ〉 ２００ｍｇ１錠



第2部　注射薬

薬効分類 品　名 規格単位

注射薬 アギフトールＳ１００ｍｇ １００ｍｇ１管

注射薬 アギフトールＳ２００ｍｇ ２００ｍｇ１管

注射薬 アプドルミン注射液 １％1ｍＬ1管

注射薬 アミノレバン ２００ｍＬ１瓶

注射薬 アミノレバン ５００ｍＬ1瓶

注射薬 アミパレン ２００ｍL１瓶

注射薬 アミパレン ３００ｍＬ1瓶

注射薬 アルサポート １％２．５ｍＬ１筒

注射薬 アルブミン２５％「バクスター」 ２５％５０ｍＬ１瓶

注射薬 ヴェロスリン注１００ １００単位１ｍＬバイアル

注射薬 エポセリン筋注用 ５００ｍｇ１瓶(溶解液付)

注射薬 エポセリン静注用 ５００ｍｇ１瓶

注射薬 エポセリン静注用 １ｇ１瓶

注射薬 カンホリン ２ｍＬ１管

注射薬 ガンマ･ベニンＰ５００ｍｇ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶(溶解液付)

注射薬 ガンマ･ベニンＰ２．５ｇ ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶(溶解液付)

注射薬 ＫＮ補液３Ａ ５００ｍＬ１瓶

注射薬 サブラッド-ＢＤ １０１０ｍＬ１キット

注射薬 サブラッド-ＢＤ ２０２０ｍＬ１キット

注射薬 シチコリンＳ注｢小林｣ １２．５％２ｍＬ１管

注射薬 １０Ｗ／Ｖ％レオマクロデックス ５００ｍＬ１瓶

注射薬 注射用ストリームキット１０ｍｇ １０ｍｇ１ｷｯﾄ

注射薬 注射用ストリームキット１００ｍｇ １００ｍｇ１ｷｯﾄ

注射薬 注射用リナレスキット１０００ １，０００ｍｇ１ｷｯﾄ

注射薬 動注用コナブリ１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

注射薬 ドージロン注 １０ｍｇ１管

注射薬 ドージロン注 ２０ｍｇ１管

注射薬 パーゴグリーン注 ７５単位１管(溶解液付）

注射薬 ※パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液２０％（第一製薬） ２０％２０ｍＬ１管

注射薬 ハロアート １２．５ｍｇ１ｍＬ１瓶

注射薬 ハロアートＳ ２５ｍｇ１ｍＬ1瓶

注射薬 ヒューマトロープ１．３３ｍｇ １．３３ｍｇ１瓶(溶解液付)

注射薬 プラスアミノ ５００ｍＬ１瓶



注射薬 プレアミン-Ｐ注射液 ２００ｍＬ１瓶

注射薬 フレムーブ注 １％５ｍＬ１管

注射薬 ベクタシン注射液７５ｍｇ ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管

注射薬 ベクタシン注射液１００ｍｇ １００ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 ペリソリタ-Na１３０ １Ｌ１袋

注射薬 ペリソリタG-Na１３０(滲透圧調整用) １Ｌ１袋

注射薬 マックスウェル液-１Ｓ｢フソー」 １Ｌ１瓶

注射薬 マックスウェル液-２Ｓ｢フソー」 １Ｌ１瓶

注射薬 レボラーゼ ２５ｍｇ１瓶(溶解液付)

注射薬 レボラーゼ ５０ｍｇ１瓶(溶解液付)

第3部　外用薬

薬効分類 品　名 規格単位

外用薬 アフトフール坐剤Ｎ １ｇ１個

外用薬 オイリッチクリーム ０．０５％１ｇ

外用薬 オペガードネオキット ２５０ｍＬ１キット

外用薬 （局）過マンガン酸カリウム．ＯＩ １０ｇ

外用薬 コリフH １０ｇ

外用薬 （局）次没食子酸ビスマス．ＯＹ １ｇ

外用薬 スルピリン坐剤「ニッシン」 １００ｍｇ１個

外用薬 タウナス ８ｍｇ１１ｇ１瓶

外用薬 ティシール ０．５ｍＬ５瓶１組

外用薬 ティシール １ｍＬ５瓶１組

外用薬 ティシール ２ｍＬ５瓶１組

外用薬 ティシール ５ｍＬ５瓶１組

外用薬 プロゲート０．０４％ ０．０４％１ｍＬ

外用薬 ベリプラスト ０．５ｍＬ４瓶１組

外用薬 ベリプラスト １ｍＬ４瓶１組

外用薬 ベリプラスト ３ｍＬ４瓶１組

外用薬 ベリプラスト ５ｍＬ４瓶１組



別表第３

第１部　注射薬

品　名 規格単位

ＦＤＧスキャン－ＭＰ注 １０ＭＢｑ

ＦＤＧスキャン注 １０ＭＢｑ

無水エタノール注「フソー」 ５ｍＬ１管

無水エタノール注「メルク」 ５ｍＬ１管

第２部　歯科用薬剤

外用薬

［歯髄失活剤］

品　名 規格単位

ネオアルゼンブラック

［根管治療剤］

品　名 規格単位

アンモニア銀液

カルビタール

カントップ用ヨードヨード亜鉛液

キャナルクリーナー

クリアエフシー １ｍＬ

クレオドン

サホライド・ＲＣ

（局）歯科用アンチホルミン

歯科用カルホミンソリューション１０Ｗ／Ｖ％

歯科用水酸化カルシウムペースト５０Ｗ／Ｗ％「ＤＳＮ」

歯科用ホルマリンクレゾール １ｍＬ

歯科用ホルムクレゾール「村上」

歯科用ホルモクレゾール「昭和」

歯科用モルホニン

（局）水酸化カルシウム

ネオクリーナー「セキネ」

ヒポクロリットソリューション１０％「日薬」

ペリオドン



ホルマリン・グアヤコールＦＧ「ネオ」

ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」

メトコール

［鎮痛・鎮静消毒剤］

品　名 規格単位

カントップ用８％塩化亜鉛溶液

キャンフェニック「ネオ」

クロロフェン

サホライド

歯科用カルボール

（局）歯科用フェノール・カンフル

歯科用フェノールチモール

村上キャンフェニック

［歯管充填剤］

品　名 規格単位

クリワン

［覆罩剤］

品　名 規格単位

ネオダイン

パルパックＶ

［軟組織消炎剤］

品　名 規格単位

クロル亜鉛液

（局）歯科用ヨード・グリセリン

ネオグリセロール

ヨードグリコールパスタ「ネオ」

［被覆保護匪］

品　名 規格単位

Ｆバニッシュ

ダイアデント

ハイパーバンド「キムラ」



［齲蝕抑制剤］

品　名 規格単位

弗化ソーダ液

弗化ナトリウム液「ネオ」

フルオールＮ液

フルオール・ゼリー ２％１ｇ

フロアーゲル

フローデンＡ（酸性フッ素リン酸溶液）









第１部　歯科用薬剤

外用薬

［歯髄失活剤］

規格単位

ネオアルゼンブラック

品　名

別表第４（平成１９年３月３１日まで）
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