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特殊ミルクとは栄養成分を調整した治
療用ミルクのことである。先天代謝異常症患児の
治療のために開発されたが、最近ではアレルギー、
電解質代謝、腎、内分泌、消化器、神経等の疾患
の治療にも用いられる。

先天代謝異常症を対象とした特殊ミルクには、
薬として処方箋で購入する「医薬品」と無償提供
の「登録特殊ミルク」がある。登録特殊ミルクの
製造等にかかる費用は公費と乳業メーカー負担（折
半）で賄われている。さらに、先天代謝異常症以
外の疾患の治療に用いられる「登録外特殊ミルク」

金属用パッチテストは、以下の２製品
が発売されています。

○佐藤製薬「パッチテストパネル（Ｓ）」
粘着テープ２枚に22種のアレルゲンがセットさ

れている商品で、硫酸ニッケル、重クロム酸カリ
ウム、金チオ硫酸ナトリウム、塩化コバルトの４
種の金属アレルゲンのテストが行えます。

○鳥居薬品「パッチテスト試薬金属」
以下の16種の試薬金属を単品で購入できます。

または、毒薬に該当する塩化第二水銀0.05％を除
く15品目のセット商品もあります。製品は液また
は軟膏のみのため、テスト時には別途「パッチテ
スター」等のテープ、布が必要です。また、硫酸
クロム２％は製造中止され、単品は６月頃、16品
目セットは４月中旬に在庫消尽予定です。経過措
置終了日は2017年４月現在未定です。
・16種の試薬金属：塩化アルミニウム２％、塩化

コバルト２％、塩化第二スズ１％、塩化第二鉄
２％、塩化白金酸0.5％、塩化パラジウム１％、
塩化マンガン２％、三塩化インジウム１％、四
塩化イリジウム１％、臭化銀２％、重クロム酸
カリウム0.5％、硫酸ニッケル５％、塩化亜鉛
２％、塩化金酸0.2％、硫酸銅１％、塩化第二水
銀0.05％

パッチテストは検査料、薬剤料を保険請求する
ことができますが、パッチテスターは請求不可で
す。
・検査料：Ｄ291皮内反応検査

１．21箇所以内の場合（１箇所につき）16点
２．22箇所以上の場合（一連につき）350点

・薬剤料：Ｄ500薬剤
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QNo.1689 特殊ミルクとは？　 （2017年４月）

QNo.1688

金属用パッチテストの商品を知り
たい。地域のアレルギー減感作
療法の実施施設を知りたい。

（2017年4月作成）

佐藤製薬「パッチテストパネル（Ｓ）」1588点
（規格単位：２枚１組）

鳥居薬品「パッチテスト試薬金属」各４点（１回
使用量0.05mLまたは0.05ｇ当たり）

また、地域のアレルギー減感作療法の実施施設
については、鳥居薬品のアレルゲン免疫療法専門
サイト（http://www.torii-alg.jp/）内の「相談でき
るお医者さんを探す」の項目にフリーワードを入
力して検索すると、スギ花粉症、ダニアレルギー
性鼻炎に対する舌下免疫療法施設を検索できます。

［参考資料］
・各種添付文書
・佐藤製薬 製品情報（2017年４月時点）
　http://medinfo-sato.com/patch-test-panel/pdf/

insurance.pdf
・鳥居薬品 お客様相談室
・「医科点数表の解釈　平成28年４月版」（社会保険研究

所）p564、579
・鳥居薬品のアレルゲン免疫療法専門サイト（2017年４

月時点）
　http://www.torii-alg.jp/

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 城東支店
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表１　特殊ミルクの分類
医薬品目 登録品目 登録外品目 市販品目

分　類

医療用医薬品（使用には、
医師の処方箋が必要）。

特殊ミルク共同安全開発
委員会により、一定の基
準の元に品質や成分、使
用方法が検討された品目。

乳業会社の負担により製
造されている。一定の基
準の元に品質や成分、使
用方法が検討された品目。

乳業会社により販売され
ている。

費　用

健康保険適用。小児慢性
特定疾患治療研究事業に
より医療費の一部を公費
負担（20歳未満）。

公費、乳業会社負担によ
り無料（20歳未満）。

乳業会社の負担により無
料。

有料。

入手方法

医師が薬局に処方箋で指
示する（処方箋がないと薬
局では買えません）。

医師が特殊ミルク事務局
宛に「特殊ミルク供給申請
書」にてメールで依頼し、
承認を受ける。

医師が特殊ミルク事務局
宛に「特殊ミルク供給申
請書」にてメールで依頼す
る。

各乳業会社の支店に問い
合わせる（一部薬局に置か
れている場合もあり）。

適応条件

適応疾患に使用する。 （1）先天性代謝異常症で
あること。

（2）年齢が20歳未満であ
ること。

原則として先天性代謝異
常症であること。各乳業
会社にお問い合わせ下さ
い。

適応疾患に使用する。

参考ミルク
リスト

表２ 表３ 表４ 表５

表２　薬価収載品（2品目）
分　類 適応症 品　　名

アミノ酸代謝異常 ・フェニルケトン尿症 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
・メープルシロップ尿症 ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」

があり、乳業メーカーの全額負担で製造されてい
る。ミルクアレルギーや乳糖不耐症などの治療に
用いられる特殊ミルクは「市販品」として販売さ
れており、患者家族が薬局から購入することがで
きる。

このように、わが国の特殊ミルクは医薬品（薬価
収載品）、登録品、登録外品、市販品の４つのカテ
ゴリーに分類されている（表１）。それぞれの品目
リストを別表に示す（表２）（表３）（表４）（表５）。

現在、登録特殊ミルクと登録外特殊ミルクは、
いずれも特殊ミルク事務局を通して無料で主治医
に提供されている。しかし、時代の変化とともに
問題点が指摘されるようになった１）。登録特殊ミ
ルクは公費と乳業メーカー負担（折半）で製造され
無償で提供されてきたが、需要の増加に伴って企
業の負担が年々増大している。また、公費助成対
象は20歳未満であるため成人患者へ供給した場合
は全額メーカーの負担となり、その供給は全体の

13％まで増加している。登録外特殊ミルクは先天
代謝異常症以外を対象としているため公費の対象
とならず全額乳業メーカーの負担で供給されてい
るが、供給量が大幅に増大している。乳業メーカー
の過重な負担が将来供給体制の破たんに繋がる可
能性もあり、抜本的対策が急務である。

【参考資料】
１）大浦敏博：治療用特殊ミルクの現状と安定供給上の

問題点．日本医事新報No.4838：44-50,2017
２）特殊ミルクの適応症と食事療法ガイドライン．平成

25年３月発行
３）特殊ミルク事務局ホームページ
　http://www.boshiaiikukai.jp/milk.html
４）株式会社明治ホームページ
　http://www.meiji.co.jp/csr/society/s_milk/s_milk01.

html
〈執筆協力会社〉㈱小田島



表３　登録特殊ミルクリスト（22品目）

分　類 主な適応症 品　　名

糖質代謝異常

・ガラクトース血症Ⅰ型、Ⅱ型
・原発性乳糖不耐症
・シトリン欠損症
・糖原病ⅩⅠ型

明治ガラクトース除去フォーミュラ
（可溶性多糖類・ブドウ糖含有）

・肝型糖原病

明治糖原病用フォーミュラ（乳たんぱく質・昼間用）
明治糖原病用フォーミュラ（乳たんぱく質・夜間用）
明治糖原病用フォーミュラ（大豆たんぱく質・昼間用）
明治糖原病用フォーミュラ（大豆たんぱく質・夜間用）

蛋白質・
アミノ酸代謝異常

・フェニルケトン尿症 雪印フェニルアラニン無添加総合アミノ酸粉末
森永低フェニルアラニンペプチド粉末

・ホモシスチン尿症
・高メチオニン血症 雪印メチオニン除去粉乳

・チロジン血症 雪印フェニルアラニン・チロシン除去粉乳
・高アンモニア血症
・シトルリン血症
・アルギニノコハク酸尿症
・高オルニチン血症

雪印蛋白除去粉乳
明治高アンモニア血症・シトルリン血症フォーミュラ

有機酸代謝異常

・プロピオン酸血症
・メチルマロン酸血症

雪印イソロイシン・バリン・メチオニン・スレオニン・
グリシン除去粉乳

・グルタル酸血症Ⅰ型 雪印リジン・トルプトファン除去粉乳
・イソ吉草酸血症
・メチルクロトニルグリシン尿症
・ヒドロキシメチルグルタル酸血症
・高インスリン高アンモニア血症症候群
・メープルシロップ尿症

明治ロイシン除去フォーミュラ

電解質代謝異常

・特発性高カルシウム血症 明治ビタミンD無添加・低カルシウムフォーミュラ
・副甲状腺機能低下症
・偽性副甲状腺機能低下症

明治低カリウム・低リンフォーミュラ
森永低リン乳

・副腎皮質機能不全 明治低カリウム・高ナトリウムフォーミュラ

その他（1）

・極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症
・シトリン欠損症
・カルニチンパルミトイルトランスフェ

ラーゼ1欠損症
・カルニチンパルミトイルトランスフェ

ラーゼ2欠損症
・カルニチンアシルカルニチントランスロ

カーゼ欠損症
・三頭酵素欠損症

明治必須脂肪酸強化MCTフォーミラ

その他（2） ・先天性たんぱく分解酵素異常症
・嚢胞性線維症 明治MCT・アミノ酸フォーミュラ

その他（3） ・嚢胞性線維症
・シトリン欠損症 森永蛋白質加水分解MCT乳

その他（4） ・グルコーストタンスポーター1欠損症
・ピルビン酸脱水素酵素複合体異常症 明治ケトンフォーミュラ

★上記特殊ミルクは、国の助成事業として無償で供給されます。
★上記特殊ミルクの申請は、「特殊ミルク供給申請書」にて特殊ミルク事務局にメールで送信して下さい。

〈特殊ミルク事務局 連絡先〉
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター研究開発部内
〒106-8580 東京都港区南麻布5-6-8 電話：03-3473-8333 FAX：03-3473-1165 E-mail：milk@boshiaiikukai.jp 
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表５　市販品特殊ミルクリスト（11品目）
分　類 主な適用例 品　　名

糖質代謝異常

・ガラクトース血症
・乳糖不耐症
・一過性下痢症
・難治性下痢症

明治ラクトレス
森永ノンラクト
和光堂ボンラクトi

吸収障害 ・脂質吸収障害症 明治必須脂肪酸強化MCTフォーミュラ
明治MCTフォーミュラ

その他

・ミルクアレルギー
・先天性乳糖不耐症
・一過性乳糖不耐症

明治ミルフィー HP

・ミルクアレルギー
・先天性乳糖不耐症
・一過性乳糖不耐症

明治エレメンタルフォーミュラ

・牛乳アレルギー
・乳糖不耐症
・ガラクトース血症

ビーンスタークペプディエット

・ミルクアレルギー
・大豆、卵等たんぱく質不耐症

森永ニュー MA-1
森永MA-mi

・胃食道逆流症用 森永ARミルク

★上記特殊ミルクは、有料となります。
★上記特殊ミルクの供給は、直接、製造・販売会社へお問い合わせ下さい。

表４　登録外特殊ミルクリスト（13品目）
分　類 主な適応症 品　　名

アミノ酸代謝異常 ・アルギニン血症 明治アルギニン血症用フォーミュラ

電解質代謝異常

・副腎皮質機能不全 森永低カリウム乳

・心、腎疾患

明治低たんぱく・低ミネラルフォーミュラ
明治中たんぱく・高ナトリウムフォーミュラ
明治高たんぱく・低ナトリウムフォーミュラ
明治低カリウム・中リンフォーミュラ
森永低蛋白質低塩乳

・特発性高カルシウム血症 森永低カルシウム乳
・腎疾患 ※1 森永低リン乳

吸収障害 ・脂質吸収障害症 明治低脂肪フォーミュラ
森永低脂肪乳

・原発性各種糖質脂質吸収障害症 明治無糖MCTフォーミュラ
その他 ・小児難治性てんかん ※2 明治ケトンフォーミュラ

★上記特殊ミルクは、ミルク製造会社のご協力により無償で供給致します。
★上記特殊ミルクの申請は、「特殊ミルク供給申請書」にて特殊ミルク事務局にメールで送信して下さい。
★※1印 森永低リン乳は、登録品と同じ製品です。適応外には、登録外として供給します。
★※2印 明治ケトンフォーミュラは、登録品と同じ製品です。適応外には、登録外として供給します。

〈特殊ミルク事務局 連絡先〉
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター研究開発部内
〒106-8580 東京都港区南麻布5-6-8 電話：03-3473-8333 FAX：03-3473-1165 E-mail：milk@boshiaiikukai.jp 


