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２ 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110品目、注射薬20品目及び外用薬23品目）について、掲示事項等告示の
別表第７に収載することにより、平成28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７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 ２７６ １２４ ８０ ０ ４８０

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アレセンサカプセル150mg

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病
理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投
与すること。」とされているので、ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日
を診療報酬明細書に記入すること。

(2) シプロキサン注400mg
既収載の注射用シプロフロキサシン製剤については、本製剤と用法・用量等が異

なるものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量等を確認す
ること。

４ 関係通知の一部改正について
加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
加算等後発医薬品通知の別紙３に別添１に掲げる医薬品を加え、平成27年11月28日

から適用すること。



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 6241400A6024 シプロフロキサシン
４００ｍｇ２００ｍ
Ｌ１袋

シプロキサン注４００ｍｇ バイエル薬品 2,404

［別添１］

別紙３ 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成27年11月28日より適用

品名
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（ 参 考 １ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩 150mg1カプセル 6,614 .60

2 内用薬 イグザレルト細粒分包10㎎ リバーロキサバン 10mg1包 413 .00

3 内用薬 イグザレルト細粒分包15㎎ リバーロキサバン 15mg1包 588 .40

4 内用薬 エフィエント錠2.5ｍｇ プラスグレル塩酸塩 2.5mg1錠 201 .20

5 内用薬 ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン 2.5mg1錠 138 .30

6 内用薬 レブラミドカプセル2.5mg レナリドミド水和物 2.5mg1カプセル 7,647 .10

7 注射薬 シプロキサン注400mg シプロフロキサシン 400mg200mL1袋 2,404

薬価基準告示

Ｎｏ 　薬 価 (円)
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別表第７（平成28年３月31日まで）

掲示事項等告示

(参考２)

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アシロミン錠２００ アシクロビル ２００ｍｇ１錠

2 内用薬 局 アビリットカプセル５０ｍｇ スルピリド ５０ｍｇ１カプセル

3 内用薬 アビリット細粒１０％ スルピリド １０％１ｇ

4 内用薬 アビリット細粒５０％ スルピリド ５０％１ｇ

5 内用薬 アプシードシロップ５％ スルファジメトキシン ５％１０ｍＬ

6 内用薬 安中散料エキス顆粒Ｔ 安中散エキス １ｇ

7 内用薬 局 エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 エバスチン ５ｍｇ１錠

8 内用薬 局 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 エバスチン １０ｍｇ１錠

9 内用薬 局 エバスチン錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 エバスチン ５ｍｇ１錠

10 内用薬 局 エバスチン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 エバスチン １０ｍｇ１錠

11 内用薬 局 エマベリンＬカプセル５ｍｇ ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル

12 内用薬 局 エマベリンＬカプセル１０ｍｇ ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル

13 内用薬 局 エマベリンＬカプセル１５ｍｇ ニフェジピン １５ｍｇ１カプセル

14 内用薬 エメラドールカプセル３００ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル

15 内用薬 エリチームシロップ０．５％ リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ

16 内用薬 エルカルチン錠１００ｍｇ レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠

17 内用薬 エルカルチン錠３００ｍｇ レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠

18 内用薬 黄連解毒湯エキス顆粒Ｔ 黄連解毒湯エキス １ｇ

19 内用薬 乙字湯エキス顆粒Ｔ 乙字湯エキス １ｇ

20 内用薬 局 ガスセプト散２％ ファモチジン ２％１ｇ

21 内用薬 局 ガスセプト散１０％ ファモチジン １０％１ｇ

22 内用薬 葛根湯エキス顆粒Ｔ 葛根湯エキス １ｇ

23 内用薬 葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒Ｔ 葛根湯加川芎辛夷エキス １ｇ

24 内用薬 カロデリン細粒５％ ピレンゼピン塩酸塩水和物 ５％１ｇ

25 内用薬 カロデリン細粒１０％ ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０％１ｇ

26 内用薬 局 クエン酸「ホエイ」 クエン酸水和物 １０ｇ

27 内用薬 局 苦味チンキ〈ハチ〉 苦味チンキ １０ｍＬ

28 内用薬 クレマニルドライシロップ０．１％ クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ

29 内用薬 局 グレリース錠３ｍｇ オーラノフィン ３ｍｇ１錠

30 内用薬 クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ「タイヨー」 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠

Ｎｏ
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別表第７（平成28年３月31日まで）

掲示事項等告示

(参考２)

薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

31 内用薬 クロフェドリンＳ配合散 鎮咳配合剤 １ｇ

32 内用薬 桂枝茯苓丸エキスＡ顆粒 桂枝茯苓丸エキス １ｇ

33 内用薬 柴胡桂枝湯エキス顆粒Ｔ 柴胡桂枝湯エキス １ｇ

34 内用薬 サキオン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

35 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ＢＭＤ」 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

36 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＢＭＤ」 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠

37 内用薬 シークナロン錠３ｍｇ メキタジン ３ｍｇ１錠

38 内用薬 十味敗毒湯エキス顆粒Ｔ 十味敗毒湯エキス １ｇ

39 内用薬 小柴胡湯エキス顆粒Ｔ 小柴胡湯エキス １ｇ

40 内用薬 小青竜湯エキス顆粒Ｔ 小青竜湯エキス １ｇ

41 内用薬 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＭＥＤ」 セフジニル １００ｍｇ１ｇ

42 内用薬 セフジニル錠５０ｍｇ「ＭＥＤ」 セフジニル ５０ｍｇ１錠

43 内用薬 セフジニル錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」 セフジニル １００ｍｇ１錠

44 内用薬 局 セレナミン錠２ｍｇ ジアゼパム ２ｍｇ１錠

45 内用薬 局 セレナミン錠５ｍｇ ジアゼパム ５ｍｇ１錠

46 内用薬 大柴胡湯エキス顆粒Ｔ 大柴胡湯エキス １ｇ

47 内用薬 ダウナット錠０．５ｍｇ プラゾシン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠

48 内用薬 タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ「ＴＹＫ」 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル

49 内用薬 タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ「ＴＹＫ」 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル

50 内用薬 猪苓湯エキス顆粒Ｔ 猪苓湯エキス １ｇ

51 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠１ｍｇ「ＢＭＤ」 テモカプリル塩酸塩 １ｍｇ１錠

52 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「ＢＭＤ」 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠

53 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＢＭＤ」 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠

54 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＭＥＤ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠

55 内用薬 当帰芍薬散料エキス顆粒Ｔ 当帰芍薬散エキス １ｇ

56 内用薬 トファルコン細粒２０％ ソファルコン ２０％１ｇ

57 内用薬 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 トフィソパム ５０ｍｇ１錠

58 内用薬 トフィソパム錠５０ｍｇ「杏林」 トフィソパム ５０ｍｇ１錠

59 内用薬 トラマールカプセル２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル

60 内用薬 トラマールカプセル５０ｍｇ トラマドール塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
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別表第７（平成28年３月31日まで）

掲示事項等告示

(参考２)

薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

61 内用薬 局 ノブフェン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

62 内用薬 八味地黄丸料エキス顆粒Ｔ 八味地黄丸エキス １ｇ

63 内用薬 局 パンクレアチン「エビス」 パンクレアチン １ｇ

64 内用薬 半夏瀉心湯エキス顆粒Ｔ 半夏瀉心湯エキス １ｇ

65 内用薬 ビソルボンシロップ０．０８％ ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ

66 内用薬 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠

67 内用薬 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠

68 内用薬 局 ベルナール錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

69 内用薬 補中益気湯エキス顆粒Ｔ 補中益気湯エキス １ｇ

70 内用薬 麻杏薏甘湯エキス顆粒Ｔ 麻杏薏甘湯エキス １ｇ

71 内用薬 ムノバール２．５ｍｇ錠 フェロジピン ２．５ｍｇ１錠

72 内用薬 ムノバール５ｍｇ錠 フェロジピン ５ｍｇ１錠

73 内用薬 メゼック配合シロップ
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・
クレゾールスルホン酸カリウム

１０ｍＬ

74 内用薬 局 メチルホエドリン散１０％ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩 １０％１ｇ

75 内用薬 メブロン顆粒３０％ エピリゾール ３０％１ｇ

76 内用薬 局 リドーラ錠３ｍｇ オーラノフィン ３ｍｇ１錠

77 内用薬 ルポック錠７５ｍｇ プラノプロフェン ７５ｍｇ１錠

78 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「アメル」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

79 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「オーハラ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

80 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「サワイ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

81 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「ＣＨ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

82 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「タカタ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

83 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「日医工」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

84 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「ファイザー」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

85 内用薬 レボフロキサシン細粒１０％「ＹＤ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

86 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「あすか」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

87 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「アメル」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

88 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イセイ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

89 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「イワキ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

90 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＮＰ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠
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別表第７（平成28年３月31日まで）

掲示事項等告示

(参考２)

薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

91 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｆ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

92 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

93 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「オーハラ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

94 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「科研」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

95 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「杏林」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

96 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ケミファ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

97 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

98 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

99 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

100 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＺＥ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

101 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タイヨー」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

102 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「タカタ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

103 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

104 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＹＫ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

105 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

106 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

107 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ファイザー」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

108 内用薬 レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 レボフロキサシン水和物 １００ｍｇ１錠

109 内用薬 レボフロキサシン内用液２５ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 レボフロキサシン水和物 ２５ｍｇ１ｍＬ

110 内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＭＥＤ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠

111 注射薬 アデノＰ注２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 ２０ｍｇ１管

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

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

114 注射薬
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＣＴ
Ｈ」

インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリ
キシマブ後続１］

１００ｍｇ１瓶

115 注射薬 ケニセフ静注用１ｇ セフォジジムナトリウム １ｇ１瓶

116 注射薬 局 スペロン注５００ｍｇ スルピリン水和物 ２５％２ｍＬ１管

117 注射薬 ソルペント・ディスポ関節注２５ｍｇ ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒

118 注射薬 バイオゲン注１０ｍｇ チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管

119 注射薬 フェオＭＩＢＧ－Ｉ１３１注射液 メタヨードベンジルグアニジン（１３１Ｉ） １ＭＢｑ

120 注射薬 フェリコン鉄静注液５０ｍｇ シデフェロン ５０ｍｇ２ｍＬ１管
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121 注射薬 メサドロン注２ｍｇ
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム

２ｍｇ１管

122 注射薬 メサドロン注３ｍｇ
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム

３ｍｇ１管

123 注射薬 ユニカリックＮ輸液 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１袋

124 注射薬 ユニカリックＬ輸液 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１袋

125 注射薬 局 リカバリン注２５０ｍｇ トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管

126 注射薬 局 リカバリン注１０００ｍｇ トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管

127 注射薬 リンパック透析剤１号 人工透析液 ３袋１組

128 注射薬 リンパック透析剤３号 人工透析液 ３袋１組

129 注射薬 レトン筋注１０単位 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ１管

130 注射薬 ロイサールＳ注射液
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

２０ｍＬ１管

131 外用薬 アズレンガーグル４％「マイラン」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ４％１ｍＬ

132 外用薬 アネオール坐剤５０ ケトプロフェン ５０ｍｇ１個

133 外用薬 アネオール坐剤７５ ケトプロフェン ７５ｍｇ１個

134 外用薬 アラエビン軟膏３％ ビダラビン ３％１ｇ

135 外用薬 ※ 安息香チンキ（東洋製薬） 安息香 １０ｍＬ

136 外用薬 キサトロン点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

137 外用薬 ザジテン点眼液ＵＤ０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩
０．２７６ｍｇ０．４ｍＬ１

個

138 外用薬 ソルファ点鼻液０．２５％ アンレキサノクス ０．２５％８ｍＬ１瓶

139 外用薬 テンポラルパップ７０ｍｇ インドメタシン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

140 外用薬 局 トウガラシチンキ〈ハチ〉 トウガラシチンキ １０ｍＬ

141 外用薬 ネリコルト軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン １ｇ

142 外用薬 ハスレン軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン ０．０３３％１０ｇ

143 外用薬 ビーエスエスプラス２５０眼灌流液０．０１８４％ オキシグルタチオン
０．４６％１０ｍＬ１瓶（希

釈液付）

144 外用薬 ヒビディール消毒液０．０５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０５％２５ｍＬ１袋

145 外用薬 プロパデルムクリーム０．０２５％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ０．０２５％１ｇ

146 外用薬 プロパデルム軟膏０．０２５％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ０．０２５％１ｇ

147 外用薬 フロバール点眼液０．３％ ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ

148 外用薬 ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ

149 外用薬 ミルサート温シップ パップ剤 １０ｇ

150 外用薬 ミルサート冷シップ パップ剤 １０ｇ
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151 外用薬 メプチンクリックヘラー１０μｇ プロカテロール塩酸塩水和物 ２ｍｇ１キット

152 外用薬 リエントン点眼液１％ カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ

153 外用薬 リエントン点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ
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