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その２

と
は

基礎的医薬品 ？
協同組合の管理薬剤師・木山浩太郎による意外と知らない話シリーズ第
２弾。今回は、前号の「薬の価格はどうやって決まる？」に引き続き、先
発品でも後発品でもない薬、基礎的医薬品のお話をしたいと思います。
基礎的医薬品は、平成28年４月の診療報酬改定

Ｑ

時に分類として初めて登場しました。
基礎的医薬品が登場した経緯は、例えば、薬価

2019
医科組合員
4,116人
歯科組合員
3,084人
合計
7,200人
（2019年 6 月20日現在）

基礎的医薬品は、一般名処方
加算を算定できる？

に長期収載されて、だんだん薬価が下がってきて

８

月号

大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

06-6568-2741
0120-02-9381
http://e-mdc.jp

採算が取れなくなってきたけど、よく使われてい
る薬で世の中からなくなったら困る薬などが、こ

基礎的医薬品に指定されると一般名処方マス

Ａ タから削除されるため、一般名処方加算は算

の分類になっています。…と言われてもピンとこ
ないと思いますので、下記に協同組合で扱ってい

定できなくなります。しかし一般名処方を行うこ

る薬の例を挙げます。

と
（一般名処方を記載すること）
は問題ありません。

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

セミナー・イベント案内

・リンデロンVG製剤
・ケフラールカプセル250㎎製剤

Ｑ

・ケフレックスカプセル250㎎製剤
・キシロカインカートリッジ製剤

等々

基礎的医薬品は、診療報酬上
どのように取り扱われるのか？

ここで、院外・院内処方かかわらず基礎的医薬
品は先発品ではなくなるので、いろいろ気を付け

先発医薬品

ないといけないことが出てきます。ここからはＱ

Ａ でも後発医

＆Ａ形式で見ていきましょう。

薬品でもない医
薬品となり、後

Ｑ

後発医薬品が基礎的医薬品に指定
されると薬価が上がるのはなぜ？

講
2018年度薬価制度改革における対象品目
（基礎的医薬品）
区分

成分数

不採算
病原生物

品目数

119成分

370品目

81成分

205品目

発医薬品数量シ

麻薬

9成分

24品目

ェアの算定対象

生薬

48成分

55品目

（分母分子）か

軟膏基剤

3成分

3品目

ら 外 れ ま す。

歯科用局所麻酔剤

1成分

3品目

261成分

660品目

（これが始まっ

合

計

2018 年３月５日
革の概要

平成 30 年度薬価制度の抜本改

Ａ 持されることが原則です。しかし同一成分・

たときは調剤薬

剤型区分・規格の製品が複数ある場合は、年間販

者さんの薬を希望に応じて旧先発品に戻したり、

売額が最も大きい銘柄の改定薬価に集約されま

そのままにしたり…大変でした…）

基礎的医薬品に指定されると改定前薬価が維

局でも患者さんに説明して、後発品に変更した患

す。年間販売額は「薬価×販売数量」なので、先
発医薬品（長期収載品）の改定前薬価まで、基礎

いかがでしたでしょうか？今回は少しマニアッ

的医薬品に指定された後発医薬品の薬価が引き上

クな内容でしたが、少しでも読んでいただける方

げられる場合が多くあります。
（上記の薬品の例

の役に立てばと思います。医薬品についての不明

で言うと、 リンデロンVGクリームのジェネリッ

点 等 ご ざ い ま し た ら、 協 同 組 合 TEL 06-6568-

ク、デルモゾールGクリームの薬価は7.7→27.2に

2741（代表）医薬品担当の木山・殿垣までお気軽

引き上げられました）

にお問い合わせください。

【お詫び】

保険医まつり開催中止のお知らせ
ています。

この度、 毎年 10 月に開催しておりました

保険医まつりの企画で重視しておりますの

「保険医まつり」を2019年度は中止させてい

は、医科・歯科開業医の医院経営を支える２

ただくこととなりました。
保険医まつり（会場マイドームおおさか）

階会場での医療機器や医科・歯科材料等を充

へのご参加を毎年お楽しみにされておられる

実した
「特売会場」
です。もし10月に増税実施

組合員・会員並びにご家族・スタッフの皆様

になれば、医院経営に役立てる企画が出来る

には、大変ご迷惑をお掛け致しますことを深

のか等、
理事会で度々討議してまいりました。
10月前の開催も検討しましたが、大変残念

くお詫び申し上げます。

ながら中止することを決定いたしました。
何卒ご理解の程、
よろしくお願い致します。

ご承知のとおり、安倍内閣は今年の10月に
「消費税10％」の増税を着々と進めようとし

ススメ
の
い
まとめ買

医科・歯科同時

今年最後
の

感謝セール
期間

８月26日
（月）〜９月15日
（日）

保険共済部セミナー
第一部
「クリニックの業績を上げ、 医業経営を成
功に導き円滑な医業承継のためのリタイア
メントプランとは！？」

今年は、まつり協賛セール
を前倒し、感謝セールを
開催します。
人気商品のまとめ買い特集。
●さらに、web共同購入ページか
らのご注文（１回１万円以上）
で選べるプレゼント特典も！

師：税理士法人
角田 祥子

ネクサス
先生

代表社員

税理士

第二部
「退職金を取りたい！法人税基本通達改正
後に再販売された法人保険活用法と、 最大
限メリットが出せる最新退職金積立方法」
NPO法人役立つ税理士協議会 理事長 ・ 株式会社
JUST FOR YOU 代表取締役 谷 敦 先生
日 時：９月８日
（日）14：00〜16：00（開場13：30）
参加費：無料
会 場：大阪府保険医協同組合 ３階会議室
（大阪市浪速区幸町1-2-34）
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
（担当：内原・大前）

保険共済部セミナー
「2019年税制改正 ドクター向け 速報
相続セミナー＆個別相談会」〜Dr.相続の税
務調査の特徴 ・ 相続対策のポイントを教え
ます〜
講

師：株式会社相続ステーション®代表取締役
税理士・行政書士・FP 寺西 雅行 先生
日 時：10月20日（日）10：00〜12：00
参加費：無料（60名様限定）
会 場：阪急グランドビル26Ｆ会議室
（大阪市北区角田町８番47号）
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
（担当：内原・森田まで）
個別相談あり （予約制）
10月27日
（日）
、11月３日
（日）
、その他・平日等
会 場：大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビ
ル８階（相続ステーション）
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568−2230
（担当：内原・森田まで）

行事案内
「秋の住まいと医院の相談会」
日
会

時：10月27日（日）10：00〜16：00
場：大阪市浪速区幸町1-2-34
大阪府保険医協同組合会館 ５階M&Dホール
内 容：当日は、提携企業が多数出展しており、医
院・ご自宅の新築、増改築、お持ちの不動
産の売買に関するご相談を承ります。
各種企画検討中。お楽しみに。
（※予約特典＝ワインのプレゼントあり）
しらやま
問合せ：TEL 06-6568-2741（担当：白山）

保険医協同組合
お盆休みのお知らせ
８月10日
（土）〜８月18日（日）
共同購入のお届けについて。
９日
（金）
13 時以降のご注文については
20日（火）以降のお届けとなります。
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協同組合では以前より組合員から多

さあ、秋深まる丹波篠山へ

協同組合主催

くの要望を頂き、時機に応じて保険医
協会員・組合員関係者限定の婚活パー

医師・歯科医師
出会いの婚活
パーティー

竹田城
城下町ホテルENで過ごす
特別な休日

ティーを開催してまいりました。
前回は３年前の保険医まつり開催時
まで遡りますが、本当にたくさんの方
々にご参加いただき、このパーティー
で出会い、その後見事ご成婚された方
もいらっしゃいます。
その後も多くの方々から開催要望を

保険医協会会員のみのプレミアムツア

頂き、今回はそれに応える形での約３年ぶりの復活開催となります。今

ーとして、城下町ホテルEN（国有形登録

回、要望をお聞きする中で、特に多かったのはご家族からのお問い合わせ

文化財）に宿泊するツアーを企画致しま

でした。
「いつかは医院を継承したいが後継者がいない」
「地域医療を一緒

した。ENは約 400 年続く酒蔵を改築した

に担える方がなかなか見つからない」
「仕事に理解のあるパートナーを探

予約困難で有名なお宿です。また、竹田

したい」など、要望は多種多様です。私たちは単なる「婚活パーティー」

城の雲海はこの時期が一番の見頃。天空

ではなく、組合員の要求に根差した企画にしたいと考えています。

の城までいちばん近いお宿となっていま

今回はより関係を深められるように少人数制の開催となります。また、

す。普段お忙しい先生方にもご参加いた

当日は専任の婚活コンシェルジュがサポートを致します。ぜひ、お気軽に

だけるように、土曜の午前診終了後の出

ご参加ください。

発となっております。秋深まる丹波篠山
の味覚と、ENで過ごすゆったりとした時
間を、心ゆくまでお愉しみください。

時期：2019年11月２日
（土）
〜11月３日（日）（１泊２日）
最大定員：23名様

宿泊：竹田城

城下町ホテルEN

集合：14時半〜JR大阪駅（西梅田暫定バス駐車場）
15時半〜JR三ノ宮駅（移動は最新式の３列バスでゆったり）
◆条件旅行代金（２名様１室）

●会員特別プライス

102,000円〜
（税別）
【１名様】

※お部屋の種類が各種ございます。お部屋により宿泊額が変わります。

◇日時 10月26日（土）17：00〜20：00
◇会場 ホテルニューオータニ大阪18Ｆラウンジフォーシーズンズ
◇参加費 20,000円（税抜）
◇募 集 男性10名（医科・歯科会員及びご親族様限定）（２親等まで）
女性10名（医科・歯科会員及びご親族様限定）（２親等まで）
年齢 〜45歳くらい迄
※応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます。
◇申込期限 ９月15日
※抽選に外れた方には次回のご案内を致します
※同日16時〜婚活コンシェルジュが会話術レッスンを開催します。親しい
間柄になるのが苦手な方はパーティ前のウォーミングアップタイムにご

※３名様以上の場合は見積もりご対応致します。

参加ください（男性限定）

旅行企画の詳細は協同組合オフィシャルHPをご覧ください。
お問い合わせいただいた方には詳細な資料・お見積りをお送りいたします。

●詳細、お問い合わせ・お申し込みは保険医協同組合HPをご覧ください。

●お問い合わせ・お申し込みは06 6568 2741
（担当：沖田・白山・新飯田）迄

酒々
楽々

Vol.2

株式会社T&Cサービス
取締役営業統括 渡邉圭一
ソムリエ、利酒師

また、お電話でのお問い合わせは06-6568-2741
（担当：沖田・吉本・岡山）迄

アウトドアでワイン
今回のテーマ
はアウトドアで
楽しむワインで
す。
ちょうど夏ま

泡や白、ロゼはしっかり冷やして楽しめますが
赤は注意が必要です。
冷やして楽しめる赤ワインは「渋み苦みが少な
いこと」
「豊かな果実感」が条件です。

っさかりで海水

BBQなどで牛肉やラムなどと合せるなら南フラ

浴やキャンプ、

ンスのシラー、グルナッシュやニューワールドの

BBQな ど 外 に 出

ジューシーなカベルネ・ソーヴィニヨンやマルベ

かける機会の多

ックなど渋みが穏やかで、巨峰の皮を噛みしめた

くなるシーズンですね。アウトドアでは缶ビール
や缶チューハイが手軽ですし、キンキンに冷えた
ものは格別ですよね。
アウトドアでの缶ビールや缶チューハイの「美
味しいポイント」は何よりも爽快な喉ごしだと思
います。
ではワインの「美味しいポイント」はどこでし
ょうか？まずワイン好き（ワインラバー）にとっ
ては香りと味わいの高さでしょう。ただ、今回は
屋外ですし季節は“夏”ですので、通常のワイン
の楽しみ方を屋外に当てはめるとワインのポテン
シャルを殺してしまう可能性が高いです。
ワインは泡（スパークリング）
、白、ロゼ、赤
とありますが、まずワイン総じて言えることは香
りを楽しむためには冷やしすぎは禁物なのです
が、暑い屋外で楽しむにはキリッと冷えている方
が口当たりが良くほてった身体を冷やしてくれま
すよね。

ような果実の濃さが好印象でしょう。
魚介類の浜焼きならキリッと冷えたシャブリや
スパークリングワインですが、ここでもカジュア
ルなものをしっかり冷やした方が楽しめます。プ
ロヴァンスのロゼも最高ですよ！！

★協同組合No.1スパークリングワイン

「ステレンラスト・MCC・ロゼ・
スパークリング」
南アフリカ

2,900円（税抜）

2015 世界スパークリングワイン ・
チャレンジ（英国）でドンペリニョン
2005、クリスタル 2006 などを制し
１位。2012 年ロンドンオリンピック
に採用されたワイナリーでもある。
協同組合ではケース（６本入）で販
売しております。価格がリーズナブル
なのでビール感覚で飲めます。

香りや味わいが豊潤で高級なワインを冷やしす
ぎてしまうと、香りが縮み、果実感が抑えられ、
渋みや苦みが前に出てきます。つまり…屋外では
高級なものをそのポテンシャル通りに楽しむのは

こんなときどうする？？

難しいのでカジュアルなもので十分です。

●ご注文・お問い合わせは
06‑6568‑2741
（担当：白山・新飯田）まで

日常に起こるトラブルや「お困りごと」の
とき、手助けをする保険をご紹介します。

子どもが自転車を
運転していて近所
の車に接触し、傷をつけ
てしまいました。
保険で補償できるので
しょうか？

Ｑ

個人賠償責任保険で補償できます。個人
賠償責任保険とは、日常生活において、
他人（第三者）にケガをさせたり、他人の物を
壊してしまったり、法律上の損害賠償責任を負
った場合に、補償する保険です。個人賠償責任
保険は、自動車保険（個人契約）や家庭用火災
保険や傷害保険にセットで加入できます。

Ａ

その他にも
・買い物中に誤ってグラスを割ってしまった
・自転車で歩行している人にけがをさせてしま
った
・旅行先のホテルの浴槽の水を出したままで下
の階に水漏れさせてしまった
まだ個人賠償責任保険に加入されていない先
生は是非一度、大阪府保険医協同組合（保険共
済部）にお問い合わせください。
団体割引を活かした火災保険・自動車保険・そ
の他、組合員の為の保険もご案内しております。
●お問合せは 06‑6568‑2230
（担当：内原・岸本）まで

