
薬価基準制度 2018年版関係通知集 

はじめに 

 
薬価基準制度関係通知集には、薬価基準制度を理解するために必要な関連通知を収載し

ている。 
 
通知については、過去のものを整理し、必要な通知、事務連絡等を網羅するよう努めた。 
また、できるだけ原文に復活するよう略記載を改めたが、十分でない場合がある。通知

は、昭和 45年〜平成 30年 3月末までのものを収載し、ＰＤＦ版としてまとめた。 
このため収載総数は約 960となった。 

 
「薬価基準制度 2018年版」の付録として本通知集が活用されることを期待している。 

 
平成 30年 7月 

編者 
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・ 厚生労働省 （厚生省） 通知等

・ ・ ・ ・ ・ 昭和 45 年～ 49 年 ・ ・ ・ ・ ・

新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について（昭 45.5.30　保発第 29 号　保険局長通知）

医薬品の販売に伴う添付について（昭 45.12.15　薬発第 1144 号　薬務局長通知）

医薬品再評価が終了した単味剤たる医療用医薬品の取扱いについて（昭 48.11.21　薬発第 1141 号

　薬務局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（昭 48.11.26　保発第 103 号　 保険局医療課長

通知）

薬価基準の一部についての特例について（昭 49.11.29　保発第 74 号　保険局長通知）

医療用医薬品の販売の適正化について（昭 49.11.29　薬発第 1090 号　薬務局長通知）

 ・ ・ ・ ・ ・ 昭和 50 年～ 59 年 ・ ・ ・ ・ ・

薬価基準未収載医薬品の販売について（昭 51.4.1　薬発第 327 号　薬務局長通知）

医療用医薬品の供給について（昭 51.4.1　薬発第 329 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 53.3.15　保発第 19 号　保険局長通知）

医療用医薬品の販売の適正化について（昭 53.3.15　保発第 301 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部についての特例について（昭 54.8.31　保発第 54 号　保険局長通知）

医療用医薬品の販売の適正化について（昭 54.8.31　保発第 1254 号　薬務局長通知）

医薬品再評価が終了した医療用医薬品の取扱いについて（昭 55.7.10　保発第 52 号　保険局医療

課長通知）

保険診療における医薬品の取扱いについて（昭 55.9.3　保発第 51 号　保険局長通知）

薬価基準の一部についての特例について（昭 55.9.19　保発第 55 号　保険局長通知）

医療用医薬品の販売の適正化について（昭 55.9.19　薬発第 1198 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 55.12.25　保発第 63 号　保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正等について（昭56.1.31　保発第5号　保険局長通知）

薬価基準の全面改正等について（昭 56.5.9　保発第 31 号　保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品（昭和 56 年 5 月厚生省告示第 79 号）一部改正について（昭

56.5.28　保発第 35 号　保険局長通知）

薬価基準の適正化と医薬品の安定供給の確保について（昭 56.5.30　薬経発第 28 号　薬務局経済

課長依頼）

薬価基準の一部改正等について（昭 56.9.1　保発第 65 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法・用量等について」の一部改正について（昭 56.9.1　保発

第 67 号　保険局長通知）

抗 HBs 人免疫グロブリン製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 56.9.10　保発第 73 号　

保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 56.12.28　保発第 90 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（昭 56.12.28　保

関係通知集 目次
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発第 90 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 57.2.1.　保発第 4号　保険局長通知）

「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品」の一部改正等について（昭 57.5.31　保発第 35 号　保険局

長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 57.8.12.　保発第 55 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（昭 57.8.12　保

発第 56 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 57.9.1.　保発第 63 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 57.9.30.　保発第 74 号　保険局長通知）

薬事法上の製造承認を取り消された医薬品の取扱いについて（昭 57.11.26　保発第 86 号　保険局

医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 57.11.29.　保発第 85 号　保険局長通知）

薬事法上の製造承認を取り消された医薬品の取扱いについて（昭 57.12.6　保険発第 87 号　保険

局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 57.12.7.　保発第 87 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 57.12.13.　保発第 89 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 58.2.3.　保発第 13 号　保険局長通知）

硫酸ポリミキシンB使用にかかる調査の実施等について（昭58.4.15.　保発第34号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 58.4.18　保発第 36 号　保険局長通知）

薬価基準未収載医薬品の販売等について（昭 58.4.18.　薬発第 317 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 58.5.27　保発第 50 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 58.6.27　保発第 55 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 58.7.18　保発第 62 号　保険局長通知）

薬価基準の全面改正について（昭 59.2.10　保発第 11 号　保険局長通知）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について（昭 59.2.15 保発

第 11 号　保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（昭 59.2.29 保発第 19 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.3.17 保発第 23 号 保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（昭 59.3.17　保

発第 24 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.5.30　保発第 51 号　保険局長通知）

組織培養ウロキナーゼ製剤、ファイバ「イムノ」、プレグランディン膣坐剤の薬価基準収載に伴う

取扱いについて（昭 59.5.30　保発第 52 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.6.2　保発第 54 号　保険局長通知）

小包装医薬品の円滑な供給について（昭 59.6.2.　薬発第 412 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.6.25　保発第 57 号　保険局長通知）

ウロキナーゼ製剤の取扱いについて（昭 59.9.12　保文発第 807 号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.10.24　保発第 104 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 59.11.22　保発第 117 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法・用量等について」の一部改正について（昭 59.11.22　保
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発第 118 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 60.2.16　保発第 13 号　保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正等について（昭60.3.1　保発第21号　保険局長通知）

コレスチラミン製剤及びヒトリンパ球ウマ免疫グロブリン製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについ

て（昭 60.7.19　保険発第 78 号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 60.7.19　保発第 81 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 60.7.29　保発第 83 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（昭 60.7.29　保

発第 84 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 60.7.31　保発第 85 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 60.12.10　保発第 147 号　保険局長通知）

活性化プロトロンビン複合体濃縮製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 60.12.17　保険

発第 109 号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 60.12.17　保発第 150 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.2.15　保発第 21 号　保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について （昭 61.2.26　保発第 22 号　保険局長通

知）

注射剤に溶解液等を組み合わせたキット製品等の取扱いについて（昭 61.3.12　薬審 2 第 98 号 薬

務局審査第一課長・審査第二課長・生物製剤課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 61.3.14　保発第 28 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 61.3.17　保発第 33 号　保険局長通知）

血液製剤の新規格単位の標準価格設定について（昭 61.4.1　保険発第 27 号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 61.4.1　保発第 52 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.6.19　保発第 95 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.7.1　保発第 90 号　保険局長通知）

血液製剤の使用適正化の推進について（昭 61.8.7　薬発第 659 号　薬務局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.9.16　保発第 112 号　保険局長通知）

非ステロイド性消炎鎮痛剤の再点検結果について（昭 61.9.24　保険発第 80 号　保険局医療課長

通知）

薬価基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について（昭 61.10.1 保険発第 81 号 保険局医療課

長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.10.1　保発第 116 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.10.30　保発第 128 号　保険局長通知）

血液製剤の標準価格の改定について（昭 61.11.1　保険発第 91 号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 61.11.1　保発第 131 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 61.11.21　保発第 138 号　保険局長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法・用量等について」の一部改正について（昭 61.11.21　保

発第 139 号　保険局長通知）

乾燥抗 HBs 人免疫グロブリン製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 61.11.28　保険発第

101 号　保険局医療課長通知）
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セパミット− R カプセル 10 の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 61.11.28 保険発第 102 号 

保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 61.11.28　保発第 140 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 62.1.8　保発第 3号　保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（昭62.2.26　保発第10号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 62.3.12　保発第 15 号　保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 62.5.28　保発第 48 号　保険局長通知）

再評価が終了した医療用医薬品に関する監視指導上の措置について（昭 62.7.11 薬監第 54 号  薬

務局監視指導課長通知）

再評価が終了した医療用医薬品の取扱いについて（昭 62.7.11　薬発第 592 号　薬務局長通知）

注射用プロスタンディン 500 の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 62.8.28　保険発第 58 号

　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 62.8.28　保発第 64 号　保険局長通知）

ケイツーカプセル 5mg 及びオペガンの薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 62.9.4 保険発第 61

号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 62.10.1　保発第 71 号　保険局長通知）

沈降 B 型肝炎ワクチンの薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 62.10.19　保発第 72 号　保険局

医療課長通知）

レトロビルカプセルの薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 62.10.19　保発第 73 号　保険局医

療課長通知）

薬価基準の一部改正について（昭 62.10.19　保発第 81 号 保険局長通知 ）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（昭 63.1.4　保発第 1号 保険局医療課長通知） 

薬価基準の一部改正について（昭 63.1.20　保発第 4号 保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（昭 63.2.26　保発第 11号 保険局長通知 ）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について（昭 63.3.14　保険

発第 12 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の全面改正について（昭 63.3.14　保発第 14 号 保険局長通知 ）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（昭 63.3.31　保発第 32号 保険局長通知 ）

ティシール及びベリプラスト P の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 63.4.18　保険発第 35

号 保険局医療課長通知）

医療用医薬品再評価の実施について（昭 63.5.30　薬発第 456 号 薬務局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（昭63.6.15　保険発第67号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（昭 63.7.15　保険発第 90 号 保険局長通知）

薬価基準未収載医薬品の販売に係る薬価基準上の措置について（昭 63.7.15　保険発第 91 号 保険

局長通知）

薬価基準未収載医薬品の販売について（昭 63.7.15　薬発第 599 号 薬務局長通知）

医療用配合剤の取扱いについて（昭 63.8.18　保発第 689 号 保険局長通知）

医薬品・医療用消耗品購入管理等の適正化について（昭 63.10.20　健医発第 1218 号 保険医療局

長通知）

ウロキナーゼ製剤（12 万単位）の薬価基準収載に伴う取扱いについて（昭 63.11.16　保険発第
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111 号 保険局医療課長通知）

○○○の販売した放射性医薬品の振替請求に係る保険医療機関の取扱い等について（昭 63.12.23

　保発第 146 号 保険局長通知）

放射性医薬品等の購入、使用及び保険請求の適正化について（昭 63.12.28　保発第 147 号 保険局

長通知）

・ ・ ・ ・ ・ 平成 1 年～ 10 年 ・ ・ ・ ・ ・

診療報酬点数表及び薬価基準の改正について（平 1.3.18　保発第 15 号 保険局長通知）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について（平 1.3.18　保険

発第 20 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 1.3.31　保発第 28 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.4.14　保発第 34 号 厚生省保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.4.21　保発第 36 号 保険局長通知）

効能・効果等の拡大に伴う薬価の再算定について（平 1.5.16　薬経第 43 号 薬務局経済課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.5.26　保発第 47 号 保険局長通知）

厚生大臣の定める注射薬の一部改正について（平 1.5.26　保発第 49 号 保険局長通知）

在宅自己注射指導管理料について（平 1.5.26　保険発第 52 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.6.2　保発第 52 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.6.28　保発第 56 号 保険局長通知）

バトロキソビン製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 1.6.28　保険発第 69 号 保険局医

療課長通知）

放射性医薬品の規格単位の取扱いについて（平 1.6.28　保険発第 70 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.7.1　保発第 59 号 保険局長通知）

医療用医薬品の承認番号等の記載について（平 1.8.7　保発第 684 号 薬務局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.8.25　保発第 68 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.9.1　保発第 70 号 保険局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 1.9.5　保険発第 86 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 1.10.13　保発第 82 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 1.10.26　保発第 83 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.11.24　保発第 94 号 保険局長通知）

乾燥ポリエチレングリコール処理抗 HBs 人免疫グロブリン製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについ

て（平 1.11.24　保険発第 111 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 1.12.1　保発第 98 号 保険局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 1.12.20　保険発第 121 号 保険局医療課長

通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.1.22　保発第 5号 保険局長通知）

血液製剤の標準価格の改定について（平 2.2.1　保険発第 6号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.2.1　保発第 9号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.2.26　保発第 13 号 保険局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 2.3.7　保険発第 13 号 保険局医療課長通知）
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薬価基準の全面改正について（平 2.3.12　保発第 15 号 保険局長通知）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について（平 2.3.12　保険

発第 18 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 2.3.31　保発第 32 号 保険局長通知）

銘柄間格差の是正に伴う一般的な名称による薬価基準への収載について（平 2.3.31　保険発第 34

号　保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.4.18　保発第 34 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 2.4.20　保発第 35 号 保険局長通知）

組換え沈降 B 型肝炎ワクチン（酵母由来）の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 2.4.20　保

険発第 40 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.4.23　保発第 39 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 2.5.25　保発第 48 号 保険局長通知）

特定薬剤料の取扱いについて（平 2.5.25　保険発第 52 号 保険局医療課長・歯科医療管理官通知）

薬価基準の一部改正について（平 2.6.1　保発第 57 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.6.15　保発第 61 号 保険局長通知）

後発医薬品の薬価基準収載について（平 2.7.13）

薬価基準の一部改正等について（平 2.7.13　保発第 68 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 2.8.24　保発第 81 号 保険局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 2.9.5　保険発第 80 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.9.6　保発第 88 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.10.5　保発第 96 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.10.29　保発第 101 号 保険局長通知）

ハベカシン注射液の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 2.11.22　保険発第 98 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 2.11.22　保発第 105 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 2.11.29　保発第 111 号 保険局長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 2.12.19　保険発第 107 号 保険局医療課長

通知）

薬価基準の一部改正等について（平 3.1.21　保発第 2号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 3.3.15　保発第 114 号 保険局長通知）

オメプラゾール製剤及びチソキナーゼ製剤の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 3.3.15　保

険発第 15 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 3.3.22　保発第 20 号 保険局長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 3.3.29　保発第 24 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 3.5.24　保発第 39 号 保険局長通知）

小児用バクシダール錠 50mg の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 3.5.24　保険発第 51 号 保

険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 3.5.31　保発第 43 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 3.8.23　保発第 58 号 保険局長通知）

アンサー 20 注の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 3.8.23　保険発第 74 号 保険局医療課長
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通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平3.9.11　保険発第78号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 3.10.15　保発第 73 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 3.11.29　保発第 78 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 3.12.6　保発第 88 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 3.12.27　保発第 95 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.2.1　保発第 4号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.2.6　保発第 9号 保険局長通知）

インターフェロン・アルファ -2a 製剤の取扱いについて（平 4.2.7　保険発第 12 号 保険局医療課

長通知）

薬価基準の全面改正について（平 4.3.10　保発第 21 号 保険局長通知）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について（平 4.3.10　保険

発第 21 号 保険局医療課長通知）

インターフェロン製剤の取扱いについて（平 4.3.27　保険発第 31 号 保険局医療課長通知）

小包装の薬価基準収載医薬品の供給確保について（平 4.3.27　保文発第 225 号 保険局長通知）

小包装医薬品の円滑な供給について（平 4.3.27　保険発第 293 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 4.3.31　保発第 36 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.4.17　保発第 44 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等に伴う留意事項について（平 4.4.17　保険発第 53 号 保険局医療課長通知）

臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱いについて（平 4.5.14　保発第 50 号 保険局長通知）

臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱いに係る実施上の留意事項について（平 4.5.14　保険発

第 71 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.5.22　保発第 58 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について（平 4.5.22　保険発第 77 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.5.29　保発第 65 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について（平 4.5.29　保険発第 88 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平4.5.29　保険発第90号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.7.10　保険発第 108 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.7.20　保険発第 114 号 保険局医療課長通知）

ヴァイデックス錠 25 等の薬価基準収載に伴う取扱いについて（平 4.7.20　保険発第 115 号 保険

局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.8.28　保険発第 123 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平 4.8.28　保険発第 124 号 保険局医療課長・

歯科医療管理官通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.9.4　保険発第 128 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.10.1　保発第 139 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.11.27　保険発第 157 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.12.4　保発第 163 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 4.12.11　保発第 172 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 4.12.25　保険発第 178 号 保険局医療課長通知）
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インターフェロン製剤の取扱いについて  廃止 （平 5.1.8　保険発第 1号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 5.3.19　保険発第 21 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平 5.3.19　保険発第 22 号 保険局医療課長・

歯科医療管理官通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正等について（平 5.3.30　保険発第 27 号 保険局医

療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 5.5.28　保険発第 70 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平5.5.28　保険発第71号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 5.8.27　保険発第 95 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平5.9.1　保険発第100号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平5.9.8　保険発第102号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 5.11.26　保発第 172 号 保険局医療課事務連絡）

グルコバイ錠等の取扱いについて（平 5.11.30　保険発第 127 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の購入価格（薬価基準）の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平 5.12.1　保険

発第 129 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 5.12.3　保発第 172 号 保険局医療課事務連絡）

医療用医薬品の販売の適正化について（平 5.12.13　薬発第 1065 号 薬務局長通知）

ノボレット N注等の取扱いについて（平 5.12.3　保険発第 132 号 保険局医療課長通知）

「IFN βモチダ」の保険上の取扱いについて（平 6.3.4　保険発第 17 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の全面改正について（平 6.3.10　保険発第 21 号 保険局医療課長通知）

薬価基準改正の概要（平 6.3.10）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 6.3.29　保険発第 38 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 6.3.29　保険発第 39 号 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 6.4.15 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 6.4.20 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 6.5.27 保険局医療課事務連絡）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 6.6.2　保険発第 73 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 6.6.3 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 6.6.28 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 6.7.8　保険発第 87 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 6.8.26　保険発第 110 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 6.10.31 保険局医療課事務連絡）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 6.11.30　保険発第 168 号 保険局医

療課長通知）

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について（平 6.12.2　保険発第 170 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 6.12.9　保険発第 39 号 保険局医療課事務連絡）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 7.3.9　保険発第 38 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について（平 7.3.17　保険発第 41 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 7.3.31　保険発第 56 号 保険局医療
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課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.3.31 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 7.4.10 保険局医療課事務連絡）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 7.5.26　保発

第 53 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.5.26　保険発第 90 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.6.2　保険発第 94 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.7.7　保険発第 110 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.8.15 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 7.8.25　保険発第 119 号 保険局医療課長通知）

ネオビタカイン注の神経ブロックヘの使用について（平 7.9.14 保険局医療課事務連絡）

厚生大臣の定める内服薬及び疾患等の取扱いについて（平 7.9.29　保険発第 133 号 保険局医療課

長通知）

薬価基準の一部改正について（平 7.10.6 保険局医療課事務連絡）

ブロチゾラムの調剤に係る向精神薬加算の算定について（平 7.10.27 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 7.11.22 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 7.11.24 保険局医療課事務連絡）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 7.11.24　保

発第 94 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 7.12.1 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の全面改正について（平 8.3.8　保険発第 27 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 8.3.29　保険発第 46 号 保険局医療

課長通知）

診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について（平 8.3.29　保険発第 51 号 保険局医療課長・

歯科医療管理官通知）

薬価基準の一部改正等について（平 8.4.24　保険発第 65 号 保険局医療課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 8.6.14　保発

第 70 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正について（平 8.6.14 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正等について（平 8.6.21 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 8.7.5 保険局医療課事務連絡）

後発医薬品の薬価基準収載について（平 8.7.5）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 8.7.12 保険局医療課事務連絡）

薬価基準等の一部改正について（平 8.8.8 保険局医療課事務連絡）

薬価基準等の一部改正について（平 8.8.30 保険局医療課事務連絡）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 8.9.6　保発

第 90 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 8.9.6　保険発第 126 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 8.11.12 保険局医療課事務連絡）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 8.11.29 保険局医療課事務連絡）
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厚生大臣が指定する新医薬品等について（平 8.12.2　保発第 106 号 保険局長通知）

薬価基準の一部改正等について（平 8.12.6　保険発第 161 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 8.12.13 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 9.2.14　保険発第 18 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の全面改正について（平 9.3.7　保険発第 24 号 保険局医療課長通知）

薬価基準全面改正の概要（平 9.3.7）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正について（平 9.3.26　保険発第 40 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.4.1　保険発第 49 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 9.4.3 保険局医療課事務連絡）

「厚生大臣が指定する新医薬品等について」の一部改正について（平 9.5.29　保発第 72 号 保険局

長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 9.6.3 保険局医療課事務連絡）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 9.6.5　保険発第 76 号 保険局医療課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 9.6.20　保発

第 79 号 保険局長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 9.6.20　保険発第 82 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.6.27　保険発第 87 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 9.7.11　保険発第 92 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.7.25　保険発第 100 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.9.12　保険発第 119 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.9.26 保険局医療課事務連絡）

薬価基準等の一部改正について（平 9.10.1 保険局医療課事務連絡）

「フエロン」の保険上の取扱いについて  廃止 （平 9.10.14　保険発第 133 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.11.20　保険発第 142 号 保険局医療課長通知）

診療報酬点数表の改正等に伴う実施上の留意事項について（平 9.11.28　保発第 148 号 保険局医

療課長・歯科医療管理官通知）

薬価基準の一部改正について（平 9.12.12　保険発第 153 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 9.12.19 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 10.3.6　保険発第 28 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の全面改正について（平 10.3.6　保険発第 29 号 保険局医療課長通知）

薬価基準全面改正の概要（平 10.3.6）

新医薬品等の再審査結果平成 9 年度（その 1）及び医療用医薬品再評価結果 平成 9 年度（その 2）

について（平 10.3.12 保険局医療課事務連絡）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の全面改正等について（平 10.3.27　保険発第 45 号 保険局医

療課長通知）

「厚生大臣が指定する新医薬品等について」の一部改正について（平 10.3.31 保発第 56 号 保険局

長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 10.4.1 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 10.4.17 保険発第 64 号 保険局医療課長通知）
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医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平10.5.19 保険発第85号 保険局医療課長通知）

脳循環代謝改善薬 4 成分に係る再評価結果について（平 10.5.19 医薬安全局審査管理課・監視指

導課、保険局医療課）

診療報酬点数表の改正等に伴う実施上の留意事項について（平 10.5.22 保発第 86 号 保険局医療

課長・歯科医療管理官通知）

薬価基準の一部改正について（平 10.5.25 保険発第 88 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 10.6.12 保険発第 98 号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平10.6.18 保険発第101号 保険局医療課長通知）

脳循環代謝改善薬ニセルゴリンの再評価結果について（平 10.6.18 医薬安全局審査管理課・監視

指導課、保険局医療課）

薬価基準等の一部改正について（平 10.6.19 保険発第 103 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 10.7.1 保険発第 109 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 10.7.10 保険発第 110 号 保険局医療課長通知）

後発医薬品の薬価基準収載について（平 10.7.10）

薬価基準の一部改正について（平 10.8.28 保険発第 130 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 10.9.25 保険発第 137 号 保険局医療課長通知）

クラリスロマイシン製剤の保険上の取扱いについて（平 10.9.30 保険発第 141 号 保険局医療課長

通知）

「イントロン A注射用 300、同 600、同 1,000」の保険上の取扱いについて  廃止 （平 10.9.30 保険

発第 142 号 保険局医療課長通知）

「フエロン」の保険上の取扱いについての一部改正について（平 10.9.30 保険発第 143 号 保険局

医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 10.11.27 保険発第 180 号 保険局医療課長通知）

塩酸アマンタジン製剤の保険上の取扱いについて（平 10.11.27 保険発第 181 号 保険局医療課長

通知）

薬価基準等の一部改正について（平 10.11.30 保険局医療課事務連絡）

薬価基準等の一部改正について（平 10.12.4 保険発第 187 号 保険局医療課長通知）

塩酸モルヒネの保険上の取扱いについて（平 10.12.22 保険発第 200 号 保険局医療課長通知）

「スミフェロン 300、同 600」及び「スミフエロン DS300、同 600」の保険上の取扱いについて（平

10.12.25 保険発第 203 号 保険局医療課長通知）

・ ・ ・ ・ ・ 平成 11 年～ 20 年 ・ ・ ・ ・ ・

薬価基準の一部改正について（平 11.2.19 保険発第 15 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 11.3.4 保険局医療課事務連絡）

クエン酸シルデナフィル製剤に係る取扱いについて（平11.3.9 保険発第20号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.3.19 保険発第 23 号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平11.3.23 保険発第25号 保険局医療課長通知）

活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体の保険上の取扱いについて

（平 11.3.25 保険発第 30 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 11.3.26 保険発第 31 号 保険局医療
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課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 11.4.1 保険局医療課事務連絡）

薬価基準の一部改正について（平 11.4.9 保険発第 54 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 11.4.16 保険発第 58 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.5.7 保険発第 69 号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 11.5.14 保険発第 73 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.6.11 保険発第 84 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 11.6.28 保険発第 92 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 11.7.9 保険発第 102 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.8.13 保険発第 112 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 11.8.20 保険発第 113 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.9.10 保険発第 122 号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平11.9.14 保険発第123号 保険局医療課長通知）

薬価基準等の一部改正について（平 11.10.1 保険局医療課事務連絡）

薬価基準等の一部改正について（平 11.10.5 保険発第 128 号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平11.10.7 保険発第129号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 11.11.12 保険発第 155 号 保険局医

療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.11.19 保険発第 156 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.11.26 保険発第 157 号 保険局医療課長通知）

薬価基準の一部改正について（平 11.12.17 保険発第 173 号 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 12.3.1 保発第 24 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について（平 12.3.10 保険発第 26 号 保険局医療課長通知）

薬価基準全面改正の概要（平 12.3.10）

インターフェロン製剤の取扱いについて  廃止 （平 12.3.17 保険発第 34 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品を定める件について（平 12.3.31 保険発第 49 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.4.3 保険発第 72 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.4.14 保険発第 79 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.5.2 保険発第 93 号 保険局医療課長通知）

遺伝子組換え活性型血液凝固第 VII 因子製剤の保険上の取扱いについて（平 12.5.2 保険発第 94

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 12.5.12 保険発第 101 号 保険局医療課長

通知）

プロスタグランジン I₂製剤の保険上の取扱いについて（平 12.5.23 保険発第 108 号 保険局医療課

長通知）

厚生大臣が指定する新医薬品等について（平 12.5.24 保発第 102 号 保険局長通知）
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「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 12.5.31 保発

第 107 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平12.5.31 保険発第114号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.7.7 保険発第 135 号 保険局医療課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 12.7.7）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 12.7.28 保険発第 139 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.8.25 保険発第 144 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 12.9.1 保険局医療課事務連絡）

へリコバクターピロリ除菌に係る薬剤の保険上の取扱いについて  廃止 （平 12.9.14 保険発第 156

号 保険局医療課長通知）

官報掲載事項の一部訂正について（平 12.9.14 保険局医療課事務連絡）

「医療用医薬品の販売名の取扱い」による販売名のみの変更の取扱いについて（平 12.9.19 医薬審

第 1078 号 医薬安全局審査管理課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.9.22 保険発第 165 号 保険局医療課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 12.9.22 保発

第 169 号 保険局長通知）

使用医薬品の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 12.9.29 保険局医療課事務連絡）

ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて（平 12.10.31 保険発第 180

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.11.1 保険発第 182 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.11.17 保険発第 190 号 保険局医療課長通知）

インターフェロンベータ製剤の保険上の取扱いについて（平 12.11.17 保険発第 191 号 保険局医

療課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 12.11.17 保

発第 197 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 12.11.24 保険発第 192 号 保険局医療課

長通知）

オメプラゾール製剤及びランソプラゾール製剤保険上の取扱いについて（平 12.12.12 保険発第

208 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 12.12.15 保険発第 228 号 保険局医療課長通知）

「厚生大臣が指定する新医薬品等について」（平 12.12.15 保発第 235 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 12.12.28 保険局医療課事務連絡）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 13.1.26 保医発第 15 号 保険局医療

課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 13.2.2 保発

第 21 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.2.2 保険発第 29 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.3.9 保険発第 70 号 保険局医療課長通知）

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部改正について（平 13.3.30 保医発第 91 号 保険局医療
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課長通知）

「新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について」の一部改正について（平 13.6.1 保発

第 130 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.6.1 保医発第 151 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平13.6.8 保医発第159号 保険局医療課長通知）

ボトックス注 100 の保険上の取扱いについて（平 13.6.20 保医発第 154 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.6.29 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.7.6 保医発第 190 号 保険局医療課事務

連絡）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 13.7.6）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.8.31 保医発第 224 号 保険局医療課事

務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.9.7 保医発第 227 号 保険局医療課事務

連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.9.21 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.9.26 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.10.1 保険局医療課事務連絡）

使用医薬品告示の一部改正について（平 13.11.22 保医発第 274 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.12.3 保医発第 287 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.12.7 保医発第 290 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.12.14 保医発第 295 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 13.12.21 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 13.12.28 保医発第 312 号 保険局医療課長通知）

インターフエロン製剤の取扱いについて（平 14.2.12 保医発第 0212001 号 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 14.2.13 保医発第 0213008 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について（平 14.3.11 保医発第 0311005 号 保険局医療課

長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 14.3.18 保医発第 0318002 号 保険局医療課長通知）

先発医薬品と後発医薬品の一覧表の送付について（平 14.3.27 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 14.4.26 保医発第 0426002 号 保険局医療

課長通知）

ヘリコバクターピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いの一部改正について（平 14.5.13 保医発

第 0513001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 14.6.7 保医発第 0607001 号 保険局医療課長

通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 14.6.14 保医発第 0614001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 14.7.5 保医発第 0705001 号 保険局医療課長

通知）
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後発医薬品等の薬価基準収載について（平 14.7.5）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 14.7.10 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 14.8.30 保医発第 0830001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 14.9.20 保医発第 0920001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 14.10.1 保医発第 1001001 号 保険局医療

課長通知）

「静注用フローラン」の使用について（平 14.10.11 保険局医療課事務連絡）

「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について」の一

部改正について（平 14.11.22 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 14.12.6 保医発第 1206004 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 14.12.13 保医発第 1213001

号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 15.2.21 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 15.4.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.6.6 保医発第 0606001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.6.13 保医発第 0613001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正に伴う留意事項について（平 15.7.4 保医発第 0704001

号 保険局医療課長通知）

パリエット錠 10mg、同 20mg 及びレミケード点滴静注用 100 の取扱いについて（平 15.7.17 保医発

第 0717001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.9.12 保医発第 0912001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.9.30 保医発第 0933001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 15.10.30 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 15.11.14 保険局医療課事務連絡）

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（平 15.11.28 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.12.12 保医発第 1212001

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.12.19 保医発第 1219001

号 保険局医療課長通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平 15.12.25 保医発第 1225001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.12.25 保医発第 1225001

号 保険局医療課長通知）
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「「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」及び「選定療

養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実施上の留意事項について」

の一部改正について（平 15.12.26 保医発第 1226001 号 保険局医療課長通知）

・ ・ ・ ・ ・ 平成 16 年～ 20 年 ・ ・ ・ ・ ・

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 16.2.10 保険局医療課事務連絡）

薬価算定の基準について（平 16.2.13 保発第 0212006 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について（平 16.3.5 保医発第 0305003 号 保険局医療課長

通知）

薬価基準全面改正の概要（平 16.3.5）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 16.3.19 保医発第 0319005 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 16.4.1 保険局医療課事務連絡）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平 16.4.2 保発第 0402001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 15.4.2 保医発第 0402003 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 16.4.23 保医発第 0423001 号 

保険局医療課長通知）

塩酸バルデナフィル水和物製剤に係る取扱いについて（平 16.4.23 保医発第 0423004 号 保険局医

療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 16.6.18 保医発第 0618001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正に伴う留意事項について（平 16.6.25 保医発第 0525001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 16.7.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 16.7.9 保医発第 0709001 号 保険局医療課

長通知）

タミフルカプセル 75 の取扱いについて（平 16.7.9 保医発第 0709004 号 保険局医療課長通知）

薬価基準に収載されている医薬品の適応外投与について（平 16.7.9 保医発第 0709007 号 保険局医

療課長通知）

ザジテン点眼液 UD0.05% の取扱いについて（平 16.8.20 保医発第 0820001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 16.9.7 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 16.11.19 保医発第 1119001 号 保険局医療

課長通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平 16.11.19 保発第 1119001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 16.12.8 保医発第 1208001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 16.12.15 保医発第 1215001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 16.12.27 保険局医療課事務連絡）
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厚生大臣が指定する新医薬品等について（平 17.1.7 保発第 0102001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.1.7 保医発第 0107001 号 保険局医療課長

通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の留意事項通知の一部訂正について（平 17.1.31 保医発第 0131002

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.3.18 保医発第 0318001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.3.28 保険局医療課事務連絡）

医療事故防止等に係る代替新規品目の薬価基準への収載について（平 17.3.31 医政経発第 0331003

号 医政局経済課長通知）

「「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」及び「選定療

養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実施上の留意事項について」

の一部改正について（平 17.3.31 保医発第 01331011 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.4.1 保医発第 0401006 号 保険局医療課

長通知）

「薬価算定の基準について」の一部改正について（平 17.4.1 保発第 0401013 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.4.6 保医発第 0406001 号 保険局医療課長

通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平 17.4.6 保発第 0406002 号 保険局長通知）

インターフエロンアルファ製剤及びエタネルセプト製剤の保険適用上の取扱いについて（平

17.4.27 保医発第 0427001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.6.3 保医発第 0603001 号 保険局医療課長

通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.6.10 保医発第 0610001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.7.8 保医発第 0708001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.9.1 保医発第 0901001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.9.16 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 17.10.24 保険局医療課事務連絡）

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についての一部改

正について（平 17.11.25 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.12.9 保医発第 1209001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 17.12.16 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.1.31 保険局医療課事務連絡）

薬価算定の基準について（平 18.2.15 保発第 0215002 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.2.20 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.3.1 保険局医療課事務連絡）
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使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について（平 18.3.6 保医発第 0306004 号 保険局医療課

長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 18.3.6 保医発第 0306012 号 保険局医療課長通知）

薬価基準全面改正の概要（平 18.3.6）

医薬品に係る取引価格の未妥結及び仮納入の是正について（平 18.3.27 保医発第 0327001 号 保険

局医療課長通知）

薬剤使用に関する保険診療上の取扱いの一部改正について平 18.3.29 保医発第 0329003 号 保険局

医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.4.3 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.4.28 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.4.28 保険局医療課事務連絡）

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤（ファイバ「イムノ」）の薬事法上の効能・効果等の

変更に伴う留意事項の一部改正について（平 18.5.22 保発第 0522001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.6.1 保医発第 0601001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.6.9 保医発第 0609001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.6.30 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.7.7 保医発第 0707001 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 18.7.7）

官報掲載事項の一部訂正について（平 18.8.11 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.9.4 保医発第 0904001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.9.15 保険局医療課事務連絡）

シプロキサン注 200mg、同注 300mg の薬事法上の効能・効果に関連する使用上の注意等の変更に伴

う留意事項の一部改正について（平 18.10.10 保医発第 1010001 号 保険局医療課長通知）

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についての一部改

正について（平 18.11.17 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 18.12.1 保険局医療課事務連絡）

官報掲載事項の一部訂正について（平 18.12.4 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 18.12.8 保医発第 1208001 号 保険局医療課

長通知）

パシル点滴静注液 300mg、同 500mg、パズクロス注 300、同 500 の薬事法上の効能・効果に関連す

る使用上の注意等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 18.12.11 保医発第 1211001 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.1.19 保医発第 0119001 号 保険局医療

課長通知）

リレンザの取扱いについて（平 19.1.26 保医発第 0126001 号 保険局医療課長通知）
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ヘリコバクターピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いの一部改正について（平 19.1.26 保医

発第 0126002 号 保険局医療課長通知）

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についての一部改

正について（平 19.3.9 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 19.3.16 保医発第 0316001 号 保険局医療課

長通知）

ペグビソマント製剤の保険適用上の取扱いについて（平 19.3.16 保医発第 0316002 号 保険局医療

課長通知）

グリベック錠 100mg の使用上の注意等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 19.3.16 保医

発第 0316003 号 保険局医療課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載に係る取扱いについて（平 19.5.15 医政発第 0515003 号、保発第

0515002 号 医政局長 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.6.8 保険局医療課事務連絡）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤の保険請求上の取扱いについて（平 19.6.13 保医発第

0613001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.6.15 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.6.29 保険局医療課事務連絡）

ダルベポエチン製剤の保険適用上の取扱いについて（平 19.6.29 保医発第 0629004 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 19.7.6 保医発第 0706001 号 保険局医療課

事務連絡）

ダルべポエチン製剤の保険適用上の取扱いに係る通知の一部訂正について（平 19.7.18 保医発第

0718001 号 保険局医療課事務連絡）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 19.9.21 保医発第 0921001 号 保険局

医療課長・歯科医療管理官通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.9.21 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.9.28 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.10.17 保険局医療課事務連絡）

リタリン錠「チバ」及び 1％リタリン散「チバ」の薬事法上の効能・効果の 一部削除等について（平

19.10.26 保医発第 01026001 号 保険局医療課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 19.11.1）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.11.2 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 19.11.30 保医発第 1130001 号 保険局医療

課長通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平19.11.30 保発第1130001号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 19.12.3 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 19.12.14 保医発第 1214001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 19.12.21 保医発第 1221001 号 保険局医療

課長通知）
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・ ・ ・ ・ ・ 平成 20 年～ 25 年 ・ ・ ・ ・ ・

薬価算定の基準について（平 20.2.13 保発第 0213001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件について（平 20.3.5 保医発第 0305004 号 保険局医療課

長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 20.3.5 保医発第 0305009 号 保険局医療課長通知）

薬価基準全面改正の概要（平 20.3.5）

医療事故防止のための販売名変更に係る代替新規承認申請の取扱いについて（平 20.3.25 日 医政

経発第 0325001 号、薬食審査発第 0325001 号、保医発第 0325001 号 保険局医療課長通知）

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」の一部改正について（平 20.3.31 保医発第

0331004 号 保険局医療課長通知）

「組織培養ウロキナーゼ製剤、ファイバ「イムノ」、プレグランディン膣坐剤の薬価収載に伴う取扱

いについて」の一部改正について（平 20.3.31 保発第 0331023 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.4.11 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.4.18 保医発第 0418002 号 保険局医療課

長通知）

ピロキシカム製剤及びアンピロキシカム製剤の薬事法上の効能・効果の一部削除について（平

20.4.25 保医発第 0425001 号 保険局医療課長・歯科医療管理官通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.4.30 保険局医療課事務連絡）

生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて（平 20.4.30 社援保発第 0430001

号 社会・援護局保護課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.6.13 保医発第 0613001 号 保険局医療課

長通知）

アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて（平 20.6.13 保医発第 0615002 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.6.20 保医発第 0620002 号 保険局医療

課長通知）

フォリトロピンベータ製剤（遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤）の保険適用上の取扱いにつ

いて（平 20.6.20 保医発第 0620003 号 保険局医療課長通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平 20.6.27 保発第 0627001 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.6.27 保医発第 0627003 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.7.4 保医発第 0704001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.9.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.9.12 保医発第 0912002 号 保険局医療課

長通知）

ヘプセラ錠 10 の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 20.9.24 

保医発第 0924001 号 保険局医療課長通知）

カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について（平 20.9.30 保医発第 0930004 号 保険
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局医療課長通知）

メトトレキサート注射剤の保険請求上の取扱いについて（平 20.10.23 保医発第 1023001 号 保険

局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.10.31 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.11.7 保医発第 1107001 号 保険局医療

課長通知）

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についての一部改

正について（平 20.11.21 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.12.12 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 20.12.18 保医発第 1218001 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.12.19 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 20.12.26 保険局医療課事務連絡）

注射用ノボセブン 1.2mg 及び同 4.8mg の薬価の改定について（平 21.1.14 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.1.16 保医発第 0116001 号 保険局医療課

長通知）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平21.1.16 保医発第0116002号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 21.1.19 保険局医療課事務連絡）

注射用ノボセブン 1.2mg 及び同 4.8mg の薬価の改定について（平 21.1.21 保医発第 0121001 号 保

険局医療課長通知）

アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え）製剤の保険請求上の取扱いについて（平 21.2.10 保医発

第 0210001 号 保険局医療課長通知）

ボトックス注 100 及び同注 50 の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正につい

て（平 21.2.23 保医発第 0223001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.3.13 保医発第 0313002 号 保険局医療課

長通知）

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についての一部改

正について（平 21.3.19 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.3.23 保医発第 0323001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 21.3.24 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 21.3.31 保険局医療課事務連絡）

クロザピン製剤の使用にあたっての留意事項について（平 21.4.22 薬食審査発第 0422001 号 医薬

食品局審査管理課長通知）

フルコナゾール製剤の薬事法上の効能・効果及び用法・用量の一部削除について（平 21.4.23 保

医発第 0423001 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 21.5.15 保医発第 0515002 号 保険局医療

課長通知）

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（平 21.5.29 保険局医療課事務連絡）
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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（平 21.6.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.6.19 保医発第 0619001 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.9.3 保医発 0903 第 1 号 保険局医療課長

通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.9.4 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.9.18 保医発 0918 第 5 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 21.9.25 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.10.1 保険局医療課事務連絡）

ベイスン OD 錠 0.2 及びベイスン錠 0.2 並びにレベトールカプセル 200mg の薬事法上の効能・効果

等の変更にう留意事項の一部改正について（平 21.10.16 保医発 1016 第 3 号 保険局医療課長通知）

ホリトロピンアルファ製剤（遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤）の 保険適用上の取扱いに

ついて（平 21.10.16 保医発 1016 第 4 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.11.13 保医発 1113 第 1 号 保険局医療課

長通知）

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（平 21.11.20 保険局医療課事務連絡）

厚生労働大臣が指定する新医薬品等について（平21.12.11 保医発1211第1号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 21.12.11 保医発 1211 第 4 号 保険局医療課

長通知）

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤の保険適用上の取扱いについて（平 21.12.11 保医発 1211

第 5 号 保険局医療課長通知）

タミフルカプセル 75 及び同ドライシロップ 3％の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項

の一部改正について（平 21.12.18 保医発 1218 第 1 号 保険局医療課長通知）

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（平 21.12.28 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.1.22 保医発 0122 第 1 号 保険局医療課

長通知）

薬価算定の基準について（平 22.2.12 保発 0212 第 1 号 保険局医療課長通知）

ジスチグミン臭化物製剤（内用薬）の薬事法上の用法・用量の一部変更について（平 22.3.11 保

医発 0301 第 7 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.3.4 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.3.5 保医発 0305 第 4 号 保険局医療課長

通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 22.3.5 保医発 0305 第 9 号 保険局医療課長通知）

薬価基準改定の概要（平 22.3.5）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.4.16 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.4.23 保医発 0423 第 1 号 保険局医療課



目次

24

長通知）

ブフェキサマクを含有する医薬品の取扱いについて（平 22.5.13 医薬食品局審査管理課・厚生労

働省医薬食品局安全対策課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.5.28 保医発 0528 第 1 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 22.5.28）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.6.11 保医発 0611 第 1 号 保険局医療

課長通知）

アトモキセチン塩酸塩製剤の小児期 AD/HD 患者の成人期へ継続使用について（平 22.6.30 保医発

0630 第 4 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.7.1 保険局医療課事務連絡）

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（平 22.7.16 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.7.16 保医発 0716 第 4 号 保険局医療課

長通知）

平成 22 年度診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について（平 22.8.6）

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（平 22.8.6 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 22.8.30 保医発 0830 第

1 号 保険局医療課長通知）

「「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」及び「保険外

併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正につ

いて（平 22.8.30 保医発 0830 第 3 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.9.17 保医発 0917 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.9.24 保医発 0924 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 22.10.4 保険局医療課事務連絡）

ゴナールエフ皮下注ペンに係る留意事項の一部改正について（平 22.10.18 保医発 1018 第 2 号 保

険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 22.10.25 保医発 1025

第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 22.10.29 保医発 1029

第 4 号 保険局医療課長通知）

ビソプロロールフマル酸塩の慢性心不全に対する保険適用について（平 22.11.2 保医発 1102 第 1

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.11.19 保医発 1119 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 22.11.24 保医発 1124

第 1 号 保険局医療課長通知）
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公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 22.11.29 保医発 1129

第 2 号 保険局医療課長通知）

ボトックス注用 100 単位及び同注用 50 単位の薬事法上の効能・効果の変更に伴う留意事項の一部

改正について（平 22.12.1 保医発 1201 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 22.12.10 保医発 1210 第 2 号 保険局医療

課長通知）

パリエット錠 10mg、同 20mg、ルナベル配合錠及びタシグナカプセル 200mg の薬事法上の効能・効果

等の変更に伴う留意事項通知の一部改正について（平 23.1.19 保医発 0119 第 3 号 保険局医療課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.1.27 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.1.28 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 23.2.23 保医発 0223 第 2 号 保険局医療課長通知）

注射用プロスタンディン 20 の勃起障害の診断への使用について（平 23.2.23 保医発 0223 第 3 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.3.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.3.11 保医発 0311 第 2 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 23.3.18 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 23.3.31 保険局医療課事務連絡）

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」の差換えについて（平 23.3.31 保険局医療

課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.4.1 保険局医療課事務連絡）

医療用医薬品の薬価基準収載に係る取扱いについて（平23.4.1 保医発0401第 20号 医政局長通知）

東日本大震災及び長野県北部の地震に伴うレボチロキシン Na 錠 50μg「サンド」（緊急輸入用）の

医療保険上の取扱いについて（平 23.4.6 保医発 0406 第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.4.27 保医発 0427 第

5 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.4.28 保医発 0428 第

5 号 保険局医療課長通知）

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」の一部差換えについて（平 23.4.28 保険局

医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 23.5.20 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 23.5.20 保医発 0520 第 2 号 保険局医療課長通知）

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（平 23.6.1 保険局医療課事務連絡）

スプリセル錠 20mg 及び同 50mg の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正に

ついて（平 23.6.16 保医発 0616 第 2 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保
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険上の取扱いについて（平 23.6.16 保医発 0520 第 3 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.6.24 保医発 0624 第 2 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 23.6.24）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.7.12 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.7.19 保医発 0719 第 5 号 保険局医療

課長通知）

「後発医薬品の必要な規格を揃えること等について」の Q&A について（その 3）（平 23.7.28 医政局

経済課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.7.29 保医発 0729 第

3 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.8.1 保医発 0801 第 1

号 保険局医療課長通知）

注射用プロスタンディン 20 の勃起障害の診断への使用について（平 23.8.11 保医発 0811 第 5 号 

保険局医療課長通知）

塩酸メチルフェニデート製剤の小児期 AD/HD 患者の成人期へ継続使用について（平 23.8.26 保医

発 0826 第 2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.9.12 保医発 0912 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 23.9.16 保医発 0916 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.9.22 保医発 0922 第 1 号 保険局医療

課長通知）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 23.9.28 保医発 0928 第 1 号 保険局

医療課長通知 保険局歯科医療管理官）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.10.28 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.10.31 保医発 1031

第 6 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 23.11.7 保医発 1107 第

2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.11.11 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.11.25 保医発 1125 第 2 号 保険局医療

課長通知）

ゲフィチニブ製剤の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正について（平

23.11.25 保医発 1125 第 3 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 23.11.25 保医発 1125 第 5 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 23.11.28 保医発 1128 第 1 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 23.11.28）
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ワルファリンカリウム製剤の薬事法上の用法・用量の一部変更について（平 23.12.12 保医発 1212

第 2 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 23.12.22 保医発 1222 第 6 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.1.16 保険局医療課事務連絡）

リゾチーム塩酸塩製剤の薬事法上の効能・効果等の一部削除について（平 24.1.20 保医発 0120 第

4 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.1.27 保医発 0127 第

1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.2.1 保医発 0201 第 2

号 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 24.2.10 保発 0210 第 4 号 保険局長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.2.22 保医発 0222 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 24.03.05 保医発 0305 第 4 号 保険局医療課

長通知）

薬価基準改定の概要（平 24.3.5 保険局医療課）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 24.3.5 保医発 0305 第 9 号 保険局医療課長通知）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 24.3.16 保医発 0316 第 1 号 保険局

歯科医療管理官）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.3.21 保医発 0321 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.4.2 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.4.17 保医発 0417 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.4.19 保医発 0419 第

1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.5.25 保医発 0525 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.5.29 保医発 0529 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.5.31 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.6.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.6.22 保医発 0622 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.6.22 保医発 0622 第 2 号 保険局医療課長通知）

ペンレステープ18mg 及びイメンドカプセルセット、イメンドカプセル 80mg、同 125mgの薬事法上の効

能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正について（平 24.6.22 保医発 0622 第 3 号 保険
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局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.7.30 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.8.24 保医発 0824 第 1 号 保険局医療課長通知）

アトモキセチン塩酸塩製剤の薬事法上の効能・効果等の一部削除について（平 24.8.24 保医発

0824 第 2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 24.8.28 保医発 0828 第 1 号 保険局医療課

長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.8.31 保医発 0831 第

4 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.9.6 保医発 0906 第 6

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.9.14 保険局医療課事務連絡）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 24.9.24 保医発 0924 第 1 号 保険局

医療課長通知 保険局歯科医療管理官）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.9.28 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.10.1 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.10.26 保医発 1026

第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 24.10.31 保医発 1031

第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 24.11.21 保医発 1121 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.11.22 保医発 1122 第 3 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.11.30 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 24.12.14 保医発 1214 第 1 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 24.12.14）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.1.31 保医発 0131 第

1 号 保険局医療課長通知）

「薬価基準のー部改正に伴う留意事項について」の一部改正について（平 25.2.6 保医発 0206 第 1

号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.2.7 保医発 0207 第 1

号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.2.21 保医発 0221 第 27 号 保険局医療課長通知）

ランサップ 400、同 800 及びランピオンパックの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の

一部改正について（平 25.2.21 保発 0221 第 28 号 保険局医療課長通知）

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について（平
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25.2.21 保発 0221 第 31 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.2.22 保医発 0222 第 5 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.2.28 保医発 0228 第 1 号 保険局医療課長通知）

「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」、「特掲診療料

の施設基準等」等の一部改正について（平 25.3.8 保発 0308 第 13 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.3.21 保険局医療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.3.25 保医発 0325 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.4.1 保険局医療課事務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.4.16 保医発 0416 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.4.25 保医発 0425 第

1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.4.26 保医発 0426 第

1 号 保険局医療課長通知）

ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」の保険適用上の取扱いについて（平 25.4.30 保医発 0430 第 5 号 

保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.5.1 保険局医療課事務連絡）

ヨウ化カリウム「日医工」の保険適用上の取扱いについて（平 25 5.2 保医発 0502 第 1 号 保険局

医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.5.16 保医発 0516 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.5.24 保医発 0524 第 4 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.5.28 保医発 0528 第

1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平 25.5.31 保医発 0531 第 2 号 保険局医療課

長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.6.14 保医発 0614 第 1 号 保険局医療課長通知）

ペンレステープ 18mg 及びリツキサン注 10mg/mL の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項

の一部改正について（平 25.6.14 保医発 0614 第 4 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.6.21 保医発 0621 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.7.1 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.7.26 保医発 0726 第

6 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.8.1 保険局医療課長通知）
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公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.8.2 保医発 0802 第 1

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.8.27 保医発 0827 第 2 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.9.2 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.9.13 保医発 0913 第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.10.18 保医発 1018

第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 25.10.28 保医発 1028

第 7 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.11.19 保医発 1119 第 2 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 25.11.22 保発 1122 第 3 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.11.29 保医発 1129 第 3 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 25.12.13 保医発 1213 第 6 号 保険局医療

課長通知）

後発医薬品等の薬価基準収載について（平 25.12.13）

アイソボリン点滴静注用 25mg 及び同 100mg、コンサータ錠 18mg 及び同 27mg、メロペン点滴用バ

イアル 0.25g 及び同 0.5g、レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」及び同 100mg「ヤクルト」

並びにイナビル吸入粉末剤 20mg の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等に

ついて（平 25.12.20 保医発 1220 第 3 号 保険局医療課長通知）

・ ・ ・ ・ ・ 平成 26 年～ 30 年 ・ ・ ・ ・ ・

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.2.3 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 26.2.12 保発 0212 第 7 号 保険局長通知）

医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて（平 26.2.12 医政発 0212 第 8 号 医政局長

通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 26.2.21 保医発 0221 第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 26.2.28 保医発 0228 第

1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.3.5 保医発 0305 第 4 号 保険局医療課

長通知）

薬価算定の基準について（平 26.3.5 保険局長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 26.3.5 保医発 0305 第 9 号 保険局医療課長通知）

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平 26.3.5 保医発 0305 第 13
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号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 26.3.17 保医発 0317 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.4.17 保医発 0417 第 4 号 保険局医療

課長通知）

医療用医薬品の薬価基準収載時の加算の定量的評価の方法等について（平 26.5.9 医政局経済課事

務連絡）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.5.23 保医発 0523 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 26.5.23 保医発 0523 第 2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.5.30 保医発 0530 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 26.5.30 保医発 0530 第

2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.6.20 保医発 0620 第 1 号 保険局医療

課長通知）

ファイバ注射用 500 及び同 1000 の薬事法上の用法・用量の変更に伴う留意事項の一部改正につい

て（平 26.1.20 保発 0620 第 5 号 保険局医療課長通知）

リツキサン注 10mg/mL の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平

26.8.29 保医発 0829 第 6 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 26.8.29 保医発 0829 第 7 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 26.9.2 保医発 0902 第 1 号 保険局医療課

長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 26.9.2 保医発 0902 第 2

号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 26.9.5 保医発 0905 第 1

号 保険局医療課長通知）

「リツキサン注 10mg/ml の薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について」の

一部訂正について（平 26.9.17 保険局医療課事務連絡）

アリセプト錠 3mg、同錠 5mg、同錠 10mg、同 D 錠 3mg、同 D 錠 5mg、同 D 錠 10mg、同細粒 0.5%、同

内服ゼリー 3mg、同内服ゼリー 5mg、同内服ゼリー 10mg 及び同ドライシロップ 1% の薬事法上の効能・

効果等の変更に伴う留意事項について（平 26.9.19 保医発 0919 第 1 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、薬事法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保

険上の取扱いについて（平 26.11.18 保医発 1118 第 15 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 26.11.25 保医発 1125 第 7 号 保険局医療

課長通知）

薬事法等の一部を改正する法律等の施行等について（平 26.11.25 保発 1125 第 2 号 保険局長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平 26.11.27 保医発 1127 第 1 号 保険局医療
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課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 26.11.28 保医発 1128

第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 26.12.11 保医発 1211 第 1 号 保険局医療

課長通知）

ネスプ注射液5μgプラシリンジ、同10μgプラシリンジ、同15μgプラシリンジ、同20μgプラシリンジ、

同 30μgプラシリンジ、同 40μgプラシリンジ、同 60μgプラシリンジ、同 120μgプラシリンジ及び

同 180μgプラシリンジの効能・効果等の変更に伴う「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上

の留意事項について」の一部改正について（平 26.12.18 保医発 1218 第 2 号 保険局医療課長通・

保険局歯科医療管理官通知）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 27.2.23 保医発 0223 第 1 号 保険局

医療課長通・保険局歯科医療管理官通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.2.23 保医発 0223 第 2 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.3.5 保医発 0305 第 1

号 保険局医療課長通知）

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」の一部訂正について（平 27.3.12 保険局医

療課事務連絡）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.3.20 保医発 0320 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.3.24 保医発 0324 第 1 号 保険局医療

課長通知）

先駆け審査指定制度の試行的実施について（平 27.4.1 保医発 0401 第 6 号 医薬食品局審査管理課

長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.5.19 保医発 0519 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.5.26 保医発 0526 第 2 号 保険局医療課長通知）

シムジア皮下注 200mg シリンジの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一

部改正について（平 27.5.26 保医発 0526 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.5.28 保医発 0528 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.6.18 保医発 0618 第 2 号 保険局医療

課長通知）

免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱いについて（平 27.6.26 保医発 0626 第 1 号 保険局医療

課長通知）

ボトックス注用 100 単位及び同 50 単位、エムラクリーム並びにラジカット注 30mg 及び同点滴静注

バッグ 30mg の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について（平

27.6.26 保医発 0626 第 2 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.7.31 保医発 0731 第
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2 号 保険局医療課長通知）

ブイフェンド錠 50mg、同錠 200mg、同 200mg 静注用及び同ドライシロップ 2800mg の効能・効果等

の変更に伴う「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正につ

いて（平 27.8.24 保医発 0824 第 5 号 保険局医療課長・保険局歯科医療管理官通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.8.31 保医発 0831 第 1 号 保険局医療

課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.9.24 保医発 0924 第 3 号 保険局医療課長通知）

シプロキサン注 200mg の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について（平

27.9.24 保医発 0924 第 2 号 保険局医療課長通知）

ザガーロカプセル 0.1mg 及び同 0.5mg の医薬品医療機器法上の承認に伴うアボルブカプセル 0.5mg

の留意事項について（平 27.9.28 保医発 0928 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.9.30 保医発 0930 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.11.25 保医発 1125 第 1 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.11.27 保医発 1127 第 2 号 保険局医療

課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 27.12.10 保医発 1210 第 1 号 保険局医療

課長通知）

平成 27 年 12 月 10 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（平

27.12.10 医政経発 1210 第 4 号 医政局経済課長通知）

リゾチーム塩酸塩製剤の医薬品医療機器法上の効能又は効果の一部削除について（平 27.12.11 保

医発 1211 第 1 号 保険局医療課長通知）

抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等について（平 27.12.18 医政経発 1218 第 1 号・健感発

1218 第 3 号 医政局経済課長・健康局結核感染症課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 27.12.21 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 27.12.21 保医発 1221 第 1 号 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 28.2.10 保発 0210 第 1 号 保険局長通知）

医療用医薬品の薬価基準収載等に係る取扱いについて（平 28.2.10 医政発 0210 第 1 号・保発 0210

第 3 号 医政局長・保険局長通知）

医薬品及び医療機器の費用対効果評価に関する取扱いについて（平 28.2.10 医政発 0210 第 10 号・

保発 0210 第 9 号 医政局長・保険局長通知）

医療用医薬品の薬価基準収載希望書の提出方法等について（平 28.2.10 医政経発 0210 第 2 号・保

発 0210 第 1 号 医政経済課長・保険局医療課長通知）

医薬品及び医療機器の費用対効果評価に係る分析結果の提出方法等について（平 28.2.10 医政経

発 0210 第 13 号・保発 0210 第 5 号 医政経済課長・保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 28.2.26 保医発 0226 第

1 号 保険局医療課長通知）
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公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 28.2.26 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 28.2.29 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 28.2.29 保医発 0229 第 1 号 保険局医療課長通知）

リツキサン注 10mg/mL の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正につ

いて（平 28.2.29 保医発 0229 第 2 号 保険局医療課長通知）

後発医薬品の製造販売業者の「安定供給体制等に関する情報」へのリンクページを開設しました（平

28.3.1 医政局経済課通知）

薬価基準改定の概要（平 28.3.4 保険局医療課通知）

薬価基準改定の概要（平 28.3.4 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.3.4 保医発 0304 第 6 号 保険局医療

課長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第 6関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 28.3.4 保医発 0304 第 11 号 保険局医療課長通知）

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平 28.3.4 保医発 0304 第 13

号 保険局医療課長通知）

医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて（平 28.3.25 保医発 0325 第 5 号 保険局医療課

長通知）

リゾチーム塩酸塩を含有する一般用医療薬品の取り扱い等（その 2）について（平 28.3.25 薬生審

査発 0325 第 10 号 医薬・生活衛生局審査管理課長通知）

「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改

正について（平 28.3.31 保医発 0331 第 6 号 保険局医療課長・保険局歯科医療管理官通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 28.4.19 保医発 0419 第 1 号 保険局医療

課長通知）

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（平 28.4.20 保険

局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.4.20）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 28.4.25 保医発 0425 第 1 号 保険局

医療課長・保険局歯科医療管理官通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 28.5.13 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた

医薬品の保険上の取扱いについて（平 28.5.13 保発 0513 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 28.5.24 保医発 0524 第 1 号 保険局医療

課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 229 号）（平 28.5.24 保険局医療課通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.5.25 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 28.6.16 保医発 0616 第 1 号 保険局医療

課長通知）

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を改正する



目次

35

件（平成 28 年厚生労働省告示第 253 号）（平 28.6.16 保険局医療課通知）

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（平 28.6.17 保険

局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.6.17 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 28.6.28 保医発 0628 第 1 号 保険局医療

課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 268 号）（平 28.6.28 保険局医療課通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.6.29 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 28.8.26 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医

薬品の保険上の取扱いについて（平 28.8.26 保発 0826 第 3 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.8.30 保医発 0630 第 1 号 保険局医

療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 324 号）（平 28.8.30 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 28.9.28 保険局医療課通知）

ヴィキラックス配合錠及びレベトールカプセル 200mg の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更

に伴う留意事項の一部改正について（平 28.9.28 保医発 0928 第 1 号 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療器法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医

薬品の保険上の取扱いについて（平 28.9.28 保医発 0928 第 2 号 保険局医療課長通知）

ポナチニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について（平 28.9.28 薬生薬審発 0928 第 1 号 

医薬・生活衛生局審査管理課長）

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（平 28.10.13 保医発 1013 第 1 号 保険局医療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 365 号）（平 28.10.13 保険局医療課通知）

平成 28 年度緊急薬価改定の基準（平 28.11.16 中医協）

平成 28 年度緊急薬価改定について（案）（平 28.11.16 中医協）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.11.17 保医発 1117 第 4 号 保険局医

療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 393 号）（平 28.11.17 保険局医療課通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.11.18 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平28.11.24 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成 28 年度緊急薬価改定）（平 28.11.24 保医

発 1124 第 5 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 28.11.24 保医発 1124

第 6 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.12.06 保医発 1206 第 1 号 保険局医
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療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 408 号）（平 28.12.6 保険局医療課通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.12.7 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.12.8 保医発 1208 第 1 号 保険局医

療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 410 号）（平 28.12.8 保険局医療課通知）

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（平 28.12.9 保険

局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.12.9 保険局医療課通知）

デュロキセチン塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について（平 28.12.19 薬生薬審発 1219

第 1 号 薬生案発 1219 第 3 号 医薬・生活衛生局審査管理課長 医薬・生活衛生局安全対策課長通知）

アプレミラスト製剤の使用に当たっての留意事項について（平 28.12.19 薬生薬審発 1219 第 8 号 

薬生案発 1219 第 9 号 医薬・生活衛生局審査管理課長 医薬・生活衛生局安全対策課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 28.12.20 保医発 1220 第 3 号 保険局医

療課長通知）

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を改正する

件（平成 28 年厚生労働省告示第 426 号）（平 28.12.20 保険局医療課通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 28.12.21 保険局医療課通知）

ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について（平 28.12.26 保医発 1226 第 8 号 保険局医

療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.2.1 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 29.2.14 保医発 0214 第 3 号 保険局医

療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.2.15 保険局医療課通知）

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて（平 29.2.24 保医発 0224 第 1 号 保険局

医療課長・保険局歯科医療管理官通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 29.3.2 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.3.2 保医発 0302 第 9

号 保険局医療課長通知）

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（平 29.3.17 保険

局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.3.17 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.3.24 保医発 0324 第 2 号 保険局医療課長通知）

医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 29.3.24 保医

発 0324 第 3 号 保険局医療課長通知）

シンポニー皮下注 50mg シリンジの医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一

部改正について（平 29.3.30 保医発 0330 第 1 号 保険局医療課長通知）
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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（平 29.4.28 保医発 0428 第 3 号 保険局医療課長通知）

医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 29.5.18 保

医発 0518 第 1 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.5.23 保医発 0523 第 3 号 保険局医療

課長通知）

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（平 29.5.23 保険局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.5.24 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.5.30 保医発 0530 第 7 号 保険局医療

課長通知）

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（平 29.5.30 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 29.6.9 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.6.9 保医発 0609 第 1

号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について（平 29.6.15 保医発 0615 第 1 号 保険局医

療課長通知）

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（平 29.6.15 保険局医療課長通知）

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について（平 29.6.16 保険

局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.6.16 保険局医療課通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.6.26 保医発 0626 第 1 号 保険局医療課長通知）

リツキサン注 10mg/mL の医薬品医療機器法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正につ

いて（平 29.6.26 保医発 0626 第 2 号 保険局医療課長通知）

ソマチュリン皮下注 60mg、同 90mg 及び同 120mg の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に

伴う留意事項の一部改正等について（平 29.7.3 保医発 0703 第 10 号 保険局医療課長通知）

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（平 29.8.1 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.8.25 保医発 0825 第 5 号 保険局医療課長通知）

アクテムラ皮下注 162mg シリンジ及び同 162mg オートインジェクターの医薬品医療機器等法上の効

能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について（平 29.8.25 保医発 0825 第 6 号 保険局医

療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.8.29 保医発 0829 第 8 号 保険局医療

課長通知）

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（平 29.8.29 保険局医療課長通知）
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薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.8.30 保険局医療課通知）

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（平 29.8.31 保医発 0831 第 1 号 保険局医療課長通知）

抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正につ

いて（平 29.9.22 保医発 0922 第 2 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.9.29 保医発 0929 第 7 号 保険局医療

課長通知）

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（平 29.9.29 保険局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.10.1 保険局医療課通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.11.21 保医発 1121 第 11 号 保険局医

療課長通知）

抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について（平

29.11.21 保医発 1121 第 12 号 保険局医療課長通知）

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（平 29.11.21 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.11.28 保医発 1128 第 4 号 保険局医療

課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.11.29 保険局医療課通知）

抗 PD-1 抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正につ

いて（平 29.11.30 保医発 1130 第 4 号 保険局医療課長通知）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 29.12.7 保医発 1207 第 2 号 保険局医療

課長通知）

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（平 29.12.7 保険局医療課長通知）

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（平 29.12.8 保険局医療課通知）

抗 PCSK9 抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの一部改正に伴う留意事項の一部改正等につ

いて（平 29.12.15 保医発 1207 第 12 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 29.12.25 保医発 1225 第 1 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 30.1.26 保医発 0126 第

4 号 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて（平 30.2.2 保医発 0202 第 1

号 保険局医療課長通知）

薬価算定の基準について（平 30.2.7 保医発 0207 第 1 号 保険局長通知）

ハーボニー配合錠の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正につい

て（平 30.2.16 保医発 0216 第 1 号 保険局医療課長通知）

審査情報提供事例について（平 30.2）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平 30.3.5 保医発 0305 第 7 号 保険局医療課

長通知）
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「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平 30.3.5 保医発 0305 第 8

号 保険局医療課長通知）

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第

14 関係）に係る留意事項について（平 30.3.5 保医発 0305 第 9 号 保険局長通知）

薬価基準改定の概要（平 30.3.5 保険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされ

た医薬品の保険上の取扱いについて（平 30.3.23 保医発 0323 第 2 号 保険局医療課長通知）

「薬価基準等の一部改正について」等の一部改正等について（平 30.3.26　保医発 0326 第 8 号 保

険局医療課長通知）

公知申請に係る事前評価が終了した適応外薬の保険適用について（平 30.3.26 保険局医療課長通知）
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・・・・・昭和 40 年～49 年・・・・・

新たに使用を認められた医薬品の用法、用量等について

昭和 45 年 5 月 30 日 保発第 29 号 
各都道府県知事あて 

厚生省保険局長通知

最終改正 平成 13 年 6 月 1 日 保発第 130 号 

性病の治療、結核の治療、高血圧の治療、精神科の治療、抗生物質製剤による治療、副腎皮質

ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンによる治療、歯槽膿漏症の治療又は歯科

診療における抗生物質製剤による治療にあたつて下記の医薬品を使用するときは、その用法、用

量、効能、効果等については、薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）第 14 条の規定に基づき、厚生

大臣が承認したところによることとしたので、関係者に対し周知を図るとともに、その適正な運

用について遺憾のないよう配慮されたく、通知する。

記

1 次の成分を含有する医薬品 
（単味剤）

アクチノマイシン D アジスロマイシン 亜硝酸エチル 

アズトレオナム アスポキシシリン アテノロール

アムシノニド アモキサピン アモキシシリン

アラセプリル アラニジピン α－アミラーゼ 

アルプラゾラム インダバミド ウラピジル

エチアジド エチゾラム

エナント酸フルフエナジン エポプロステノールナトリウム

塩化リゾチーム 塩酸アクラルビシン 塩酸アモスラロール 

塩酸アロチノロール 塩酸イミダプリル 塩酸エカラジン 

塩酸エピルビシン 塩酸エホニジピン 塩酸エンラマイシン 

塩酸キナプリル 塩酸グアンファシン 塩酸クリンダマイシン 

塩酸クロカプラミン 塩酸クロスピプラミン 塩酸クロミプラミン 

塩酸ジベンゼピン 塩酸ジルチアゼム 塩酸ジレバロール 

塩酸スピクロマジン 塩酸スペクチノマイシン 塩酸スルトプリド 

塩酸セフォゾプラン 塩酸セフェタメトピボキシル 塩酸セフエピム 

塩酸セフォチアム 塩酸セフォチアムヘキセチル 

塩酸セフカペンピボキシル 塩酸セフメノキシム 塩酸セリプロロール 

塩酸セレギリン 塩酸ダウノルビシン 塩酸タランピシリン 

塩酸チリソロ一ル 塩酸テモカプリル 塩酸テラゾシン 

塩酸デラプリル 塩酸ドキシサイクリン 塩酸ドキソルビシン 

塩酸ドスレピン 塩酸ドネペジル 塩酸トラゾドン 

塩酸ニカルジピン 塩酸ノルトリプチリン 塩酸バカンピシリン 

塩酸パルニジピン 塩酸パルミチン酸クリンダマイシン 

塩酸パロキセチン水和物 塩酸バンコマイシン 塩酸ブプメシリナム 
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塩酸ブナゾシン 塩酸ブニトロロール 塩酸プラゾシン 

塩酸フルペンチキソール 塩酸プロプラノロール 塩酸ベタキソロール 

塩酸ベナゼプリル 塩酸ベニジピン 塩酸ベバントロール 

塩酸ペロスピロン水和物 塩酸マニジピン 塩酸ミアンセリン 

塩酸ミノサイクリン 塩酸ミルナシプラン 塩酸モペロン 

塩酸ラベタロール 
塩酸レセルピリン酸ジメチルアミノエ

チル

塩酸レナンピシリン 塩酸ロフェプラミン 塩酸マプロチリン 

オキサゾラム オキシペルチン オランザピン

カドララジン カプトプリル カルフェシリンナトリウム

カルベジロール カルペニシリンインダニルナトリウム

カルベニシリンナトリウム カルモナムナトリウム カンデサルタンシレキセチル

吉草酸酢酸プレドニゾロン 吉草酸ジフルコルトン 吉草酸デキサメタゾン 

クエン酸タンドスピロン クラリスロマイシン クロキサゾラム

クロチアゼパム クロチアピン クロナゼパム

クロラゼプ酸二カリウム
コハク酸メチルプレドニゾロンナトリ

ウム

酢酸ギラクチド 酢酸グアナベンズ 酢酸ジプロラゾン 

酢酸テトラコサクチド 酢酸テトラコサクチド亜鉛 酢酸ハロプレドン 

酢酸フルドロコルチゾン 酢酸ミデカマイシン シクラシリン

ジクロロフェニルアミノイミダ

ゾリン 
シッカニン ジフルプレドナート 

ジプロピオン酸ベタメタゾン 酒石酸水素ジメタクリン 酒石酸メトプロロール 

ジョサマイシン シラザプリル シルニジピン

シロシンゴピン スピペロン スルピリド

スルベニシリンナトリウム セファクロル セファセトリルナトリウム

セファゾリンナトリウム セファトリジン・プロピレングリコール

セファドロキシル セファピリンナトリウム セファマンドールナトリウム

セファレキシン セファログリシン セフィキシム

セフォキシチンナトリウム セフォジジムナトリウム セフォタキシムナトリウム

セフォテタン セフォペラゾンナトリウム セフジトレンピボキシル

セフジニル セフスロジンナトリウム セフゾナムナトリウム

セフタジジム セフチゾキシムナトリウム セプチブテン

セフテゾールナトリウム セフテラムピボキシル セフトリアキソンナトリウム

セフピミゾールナトリウム セフピラミドナトリウム セフプベラゾンナトリウム

セフポドキシムプロキセチル セフミノクスナトリウム

セフメタゾールナトリウム セフラジン セフロキサジン

セラロキシムアキセチル セプロキシムナトリウム ゾテピン 

ゾニサミド 炭酸リチウム チオチキセン

チカルシリンナトリウム チミペロン DL－α－メチルドパ 

ティコプラニン デカン酸ハロペリドール デカン酸フルフェナジン 

トシル酸スルタミシリン トフィソパム トブラマイシン

トランドラプリル トリパミド ナドロール

ニソルジピン ニトラゼパム ニトレンジピン

ニフェジピン ニプラジロール ニルバジピン

ネオカルチノスタチン ネモナプリド ハルシノニド

バルサルタン バルプロ酸ナトリウム ピペラシリンナトリウム 

パルミチン酸デキサメタゾン ピバル酸フルメタゾン ピンドロール 

ビモジド ピロールニトリン フェロジピン
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ファルネシル酸プレドニゾロン ファロペネムナトリウム ブドララジン 

フシジン酸ナトリウム ブタ精製インシュリン  プラステロン硫酸ナトリウム 

フマル酸クエチアピン フマル酸ビソプロロール フルオシノニド

プラゼパム フランカルボン酸モメタゾン フルタゾラム

フルクロキサシリンナトリウム フルジアゼパム
ブレオマイシンの塩酸塩及び硫

酸塩 

フルトプラゼパム フルニソリド水和物 プロピオン酸クロベタゾール 

フロセミド プロピオン酸アルクロメタゾン 

プロピオン酸ジョサマイシン プロピオン酸デキサメタゾン 

プロピオン酸デプロドン プロピオン酸フルチカゾン プロピオン酸ベクロメタゾン 

ブロマゼパム ブロムペリドール フロモキセフナトリウム

閉経後婦人尿から抽出、精製した下垂体性性腺刺激ホルモン 

ベシル酸アムロジピン へタシリンカリウム ペリンドプリルエルブミン 

ペンフルジド ホスホマイシンカルシウム

ホスホマイシンナトリウム マレイン酸エナラプリル マレイン酸セチプチリン

マレイン酸フルボキサミン マイレン酸ボピンドロール ミデカマイシン

ムピロシンカルシウム水和物

メキサゾラム メシル酸ドキサゾシン メズロシリンナトリウム

メダゼパム メチクラン メトラゾン

メフルシド メロペネム三水和物 酪酸クロベタゾン 

酪酸ヒドロコルチゾン 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 

酪酸プロピオン酸ベタメタゾン ラタモキセフナトリウム リシノプリル

リスペリドン リファンピシン 硫酸アストロマイシン 

硫酸アミカシン 硫酸アミノデオキシカナマイシン 硫酸アルベカシン 

硫酸イセパマイシン 硫酸エンビオマイシン 硫酸ゲンタマイシン 

硫酸シソマイシン 硫酸ジベカシン 硫酸セフォセリス 

硫酸セフピロム 硫酸ネチルマイシン 硫酸パロモマイシン 

硫酸ベタニジン 硫酸ベプロマイシン 硫酸ペンブトロール 

硫酸ミクロノマイシン 硫酸リボスタマイシン リルゾール

リン酸クリンダマイシン リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム

レシメトール ロキシスロマイシン ロキタマイシン

ロサルタンカリウム ロフラゼプ酸エチル ロラゼパム

2 次に掲げる医薬品 
（単味剤）

アムホテリシンBを含有する内用剤 アムホテリシンBを含有する外用剤 アンピシリン

ナトリウムを含有する坐剤  一硫酸カナマイシンを含有する外用剤  エリスロマイシンを

含有する坐剤  吉草酸ベタメタゾンを含有する貼付剤  ジアゼパムを含有する注射剤  

デメチルクロルテトラサイクリンを含有するシロップ剤  バシトラシンを含有するトローチ

剤  ヒドロコルチゾンナトリウムサクシネートを含有する注射剤  ピマリシンを含有する

軟膏剤及び点眼用剤  フルオロメトロンを含有する点眼用剤 フルドロキシコルチドを含

有する貼付剤  フルオシノロンアセトニドを含有する貼付剤 プレドニゾロンを含有する

貼付剤  ベタメタゾンを含有する坐剤 マイトマイシン C を含有する注射剤 
（配合剤）

アモキシシリン及びクラブラン酸がノウムを含有する内用薬 アンピシリンナトリウム及び

スルバクタムナトリウムを含有する注射剤 イミペネム及びシラスタチンナトリウムを含有

する注射剤  塩酸オキシテトラサイクリン及び硫酸ポリミキシン B を含有する外用薬  ク

ラブラン酸カリウム及びチカルシリンナトリウムを含有する注射剤 クロラムフェニコール

及びコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムを含有する外用剤 セフォペラゾンナトリウム
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及びスルバクタムナトリウムを含有する注射剤  デキサメタゾン、硫酸イソプロテレノール

及び臭化メチルアトロピンを含有する吸入剤   トリアムシノロンアセトニド、グラミシジ

ン及び硫酸フラジオマイシンを含有する外用剤  パニペネム及びベタミプロンを含有する注

射剤  ピペラシリンナトリウム及びタゾバクタクナトリウムを含有する注射剤  ベタメタ

ゾンワレリアン酸エステル及び硫酸ゲンタマイシンを含有する外用剤  ラクトビオン酸エリ

スロマイシン及びコリスチンメタンスルフォン酸ナトリウムを含有する外用剤  硫酸カナマ

イシン及び塩酸テトラサイクリンを含有する外用剤  硫酸コリスチン及び硫酸フラジオマイ

シンを含有する外用剤 
3 薬価基準に収載されている医薬品であつて、「医薬品再評価の実施について（昭和 46 年 12 月

16 日薬発第 1179 号薬務局長通知）」に基づく医薬品の再評価を終了したもの。 
 
 
 
  



                                                                 医政発 0210 第 10 号 

                                                              保 発 0 2 1 0 第 ９ 号                                                

                                                                平成 28 年２月 10 日 

 

地方厚生（支）局長 殿 

 

 

 

 

                           厚生労働省医政局長 

                                                  （公印省略）       

 

 

                           厚生労働省保険局長 
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医薬品及び医療機器の費用対効果評価に関する取扱いについて 

 

 

  標記について、「費用対効果評価の試行的導入について」（平成 27年 12月 16日中央社会保険医療協

議会了解）及び「費用対効果評価の試行的導入に伴う関連通知の整備等について」（平成 28年１月 20

日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、平成 28年４月１日より別添のとおりとすることとしたの

で、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の関係機関に対して周知徹底を図られたく通知する。 

 また、本通知は、都道府県知事に対しても通知していることを申し添える。 
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                 医薬品及び医療機器の費用対効果評価に関する取扱いについて 

 

 

 

 

 

１ 既収載品に係る費用対効果評価の手続き 

(１) 対象品目の指定 

   中央社会保険医療協議会の定める以下の選定基準に基づき、費用対効果評価専門部会におい

て指定・公表されたものとする。 

 

次の全ての要件を満たす品目を対象とする。なお、②においてイのⅰ、イのⅱ、ロのⅰ及び

ロのⅱは、それぞれ１品目が該当するものとし、複数該当する場合は、医薬品についてはピー

ク時予測売上高がより高いもの、医療機器については償還価格がより高いものとする。また、

②においてイのⅰとⅱに該当する品目が一致する場合は当該１品目とし、また、ロのⅰとⅱに

該当する品目が一致する場合も当該１品目とする。 

① 以下のいずれにも該当しないこと。 

イ 治療方法が十分に存在しない希少な疾患（指定難病、血友病及び HIV感染症）に対する

治療にのみ用いるもの 

ロ 「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」又は「医療ニーズの高い医療機

器等の早期導入に関する検討会」における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った開発要

請又は公募に応じて開発されたもの 

② 以下のいずれかに該当すること。 

イ 平成 24年度から平成 27年度までの間に保険適用された品目であって、類似薬効比較方

式又は類似機能区分比較方式で算定されたもののうち、 

ⅰ 補正加算の加算率が最も高いもの 

ⅱ 10%以上の補正加算が認められたものの中で、医薬品についてはピーク時予測売上高

が最も高いもの、医療機器については保険償還価格が最も高いもの 

ロ 平成 24年度から平成 27年度までの間に保険適用された品目であって、原価計算方式で

算定されたもののうち、 

ⅰ 営業利益率の加算率が最も高いもの 

ⅱ 10%以上の加算が認められたものの中で、医薬品についてはピーク時予測売上高が最

も高いもの、医療機器については保険償還価格が最も高いもの 

これによって選定された品目の薬理作用類似薬及び同一機能区分に該当する医療機器も対象と

する。 

 

(２) 分析結果等の提出 

① 対象品目に関するデータ提出 

対象品目の製造販売業者は、対象品目について、「中央社会保険医療協議会における費用

対効果評価の分析ガイドライン（平成 27年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究

事業）「医療経済評価の政策応用に向けた評価手法およびデータの標準化と評価のしくみの構

平成２８年２月１０日 

中央社会保険医療協議会了解  




