
新薬創出・適応外薬解消等促進加算の加算相当額を返還した品目 別添３

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 会社名 備考

1 内用薬 マイスリー錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠） アステラス製薬 後発品収載

2 内用薬 マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠） アステラス製薬 後発品収載

6 内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩水和物
（錠）

日本ベーリンガー
インゲルハイム

後発品収載

7 内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩水和物
（錠）

日本ベーリンガー
インゲルハイム

後発品収載

8 内用薬 セロクエル細粒５０％ クエチアピンフマル酸塩（細粒） アステラス製薬 後発品収載

9 内用薬 セロクエル２５ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩（錠） アステラス製薬 後発品収載

10 内用薬 セロクエル１００ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩（錠） アステラス製薬 後発品収載

11 内用薬 セロクエル２００ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩（錠） アステラス製薬 後発品収載

12 内用薬 リルテック錠５０ リルゾール（錠） サノフィ 後発品収載

13 内用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物（錠） 田辺三菱製薬 後発品収載

14 内用薬 セレジスト錠５ｍｇ タルチレリン水和物（錠） 田辺三菱製薬 後発品収載

17 内用薬 イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩（錠）
グラクソ・スミス
クライン

後発品収載

22 内用薬 セルセプトカプセル２５０
ミコフェノール酸　モフェチル
（カプセル）

中外製薬 後発品収載

23 内用薬 ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（顆粒）

大鵬薬品工業 後発品収載

24 内用薬 ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（顆粒）

大鵬薬品工業 後発品収載

25 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

大鵬薬品工業 後発品収載

26 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

大鵬薬品工業 後発品収載

27 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

大鵬薬品工業 後発品収載

28 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

大鵬薬品工業 後発品収載

29 内用薬 アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール（錠） アストラゼネカ 後発品収載

30 内用薬 グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩（錠）
ノバルティス
ファーマ

後発品収載
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34 内用薬 ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物（細粒） ファイザー 後発品収載

35 内用薬 ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠） ファイザー 後発品収載

36 内用薬
ジスロマックカプセル小児用１００
ｍｇ

アジスロマイシン水和物（カプセ
ル）

ファイザー 後発品収載

45 内用薬 バルトレックス顆粒５０％ バラシクロビル塩酸塩（顆粒）
グラクソ・スミス
クライン

後発品収載

46 内用薬 バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩（錠）
グラクソ・スミス
クライン

後発品収載

47 内用薬 オキシコンチン錠５ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（徐放
錠）

塩野義製薬 後発品収載

48 内用薬 オキシコンチン錠１０ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（徐放
錠）

塩野義製薬 後発品収載

49 内用薬 オキシコンチン錠２０ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（徐放
錠）

塩野義製薬 後発品収載

50 内用薬 オキシコンチン錠４０ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（徐放
錠）

塩野義製薬 後発品収載

3 内用薬 ペルタゾン錠２５ 塩酸ペンタゾシン（錠） あすか製薬 薬価収載15年超

4 内用薬 ソセゴン錠２５ｍｇ 塩酸ペンタゾシン（錠） 丸石製薬 薬価収載15年超

5 内用薬 ペンタジン錠２５ 塩酸ペンタゾシン（錠） 第一三共 薬価収載15年超

15 内用薬 ソタコール錠４０ｍｇ ソタロール塩酸塩（錠）
ブリストル・マイ
ヤーズ

薬価収載15年超

16 内用薬 ソタコール錠８０ｍｇ ソタロール塩酸塩（錠）
ブリストル・マイ
ヤーズ

薬価収載15年超

19 内用薬 ナボバンカプセル５ｍｇ
トロピセトロン塩酸塩（カプセ
ル）

ノバルティス
ファーマ

薬価収載15年超

21 内用薬 ポルトラック原末 ラクチトール水和物（末） 日本新薬 薬価収載15年超

32 内用薬 ファロム錠１５０ｍｇ
ファロペネムナトリウム水和物
（錠）

マルホ 薬価収載15年超

33 内用薬 ファロム錠２００ｍｇ
ファロペネムナトリウム水和物
（錠）

マルホ 薬価収載15年超

37 内用薬 クリキシバンカプセル２００ｍｇ
インジナビル硫酸塩エタノール付
加物（カプセル）

ＭＳＤ 薬価収載15年超

38 内用薬 ゼリットカプセル１５ サニルブジン（カプセル）
ブリストル・マイ
ヤーズ

薬価収載15年超

39 内用薬 ゼリットカプセル２０ サニルブジン（カプセル）
ブリストル・マイ
ヤーズ

薬価収載15年超

40 内用薬 インビラーゼ錠５００ｍｇ サキナビルメシル酸塩（錠） 中外製薬 薬価収載15年超

41 内用薬 インビラーゼカプセル２００ｍｇ
サキナビルメシル酸塩（カプセ
ル）

中外製薬 薬価収載15年超

42 内用薬 ノービア錠１００ｍｇ リトナビル（錠） アッヴィ 薬価収載15年超

43 内用薬 ビラセプト錠２５０ｍｇ ネルフィナビルメシル酸塩（錠） 日本たばこ産業 薬価収載15年超
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44 内用薬 ビラミューン錠２００ ネビラピン（錠）
日本ベーリンガー
インゲルハイム

薬価収載15年超

18 内用薬 クリアナール内用液８％ フドステイン（液） 同仁医薬化工 開発状況

20 内用薬
アセチルシステイン内用液１７．
６％「ショーワ」

アセチルシステイン（液） 昭和薬品化工 開発状況

31 内用薬 アムノレイク錠２ｍｇ タミバロテン（錠） 東光薬品工業 開発状況

70 注射薬 キロサイドＮ注４００ｍｇ シタラビン（注射液） 日本新薬 後発品収載

71 注射薬 キロサイドＮ注１ｇ シタラビン（注射液） 日本新薬 後発品収載

72 注射薬
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ
／１ｍＬ

ドセタキセル水和物（注射液） サノフィ 後発品収載

73 注射薬 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ ドセタキセル水和物（注射液） サノフィ 後発品収載

74 注射薬
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ
／４ｍＬ

ドセタキセル水和物（注射液） サノフィ 後発品収載

75 注射薬 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ ドセタキセル水和物（注射液） サノフィ 後発品収載

51 注射薬 ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素（注射用）
グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

52 注射薬 ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素（注射用）
グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

53 注射薬 アデール点滴静注用５ｍｇ
コルホルシンダロパート塩酸塩
（注射用）

日本化薬 薬価収載15年超

54 注射薬 アデール点滴静注用１０ｍｇ
コルホルシンダロパート塩酸塩
（注射用）

日本化薬 薬価収載15年超

55 注射薬 タンボコール静注５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩（注射液） エーザイ 薬価収載15年超

56 注射薬 ニトプロ持続静注液６ｍｇ
ニトロプルシドナトリウム水和物
（注射液）

丸石製薬 薬価収載15年超

57 注射薬 ニトプロ持続静注液３０ｍｇ
ニトロプルシドナトリウム水和物
（注射液）

丸石製薬 薬価収載15年超

58 注射薬 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ブセレリン酢酸塩（キット） サノフィ 薬価収載15年超

62 注射薬 セレザイム注２００Ｕ
イミグルセラーゼ（遺伝子組換
え）（注射用）

ジェンザイム・
ジャパン

薬価収載15年超

63 注射薬 セレザイム静注用４００単位
イミグルセラーゼ（遺伝子組換
え）（注射用）

ジェンザイム・
ジャパン

薬価収載15年超

64 注射薬 クリアクター静注用４０万
モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
（注射用）

エーザイ 薬価収載15年超

65 注射薬 クリアクター静注用８０万
モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
（注射用）

エーザイ 薬価収載15年超

66 注射薬 クリアクター静注用１６０万
モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
（注射用）

エーザイ 薬価収載15年超

67 注射薬 テイロック注射液５ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水和物
（注射液）

帝人ファーマ 薬価収載15年超

68 注射薬 テイロック注射液１０ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水和物
（注射液）

帝人ファーマ 薬価収載15年超
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76 注射薬
点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／
ｍＬ

ホスカルネットナトリウム水和物
（注射液）

ノーベルファーマ 薬価収載15年超

59 注射薬 バイフィル透析剤 人工透析液（１－１３） エイワイファーマ 開発状況

60 注射薬
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム
補充液１．３９％

人工透析液（１－１４） エイワイファーマ 開発状況

61 注射薬
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム
補充液１．３９％

人工透析液（１－１４） エイワイファーマ 開発状況

69 注射薬 アルギＵ点滴静注２０ｇ Ｌ－アルギニン塩酸塩（注射液） エイワイファーマ 開発状況

77 注射薬 イヌリード注 イヌリン（注射液） 富士薬品 開発状況

78 注射薬 リゾビスト注 フェルカルボトラン（注射液） アイロム製薬 開発状況

79 注射薬 ミオテクター冠血管注
塩化ナトリウム・塩化カリウム配
合剤（注射液）

アイロム製薬 開発状況

80 外用薬 ミケランＬＡ点眼液１％ カルテオロール塩酸塩（点眼液） 大塚製薬 後発品収載

81 外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ カルテオロール塩酸塩（点眼液） 大塚製薬 後発品収載

83 外用薬 ブロナック点眼液０．１％
ブロムフェナクナトリウム水和物
（点眼液）

千寿製薬 後発品収載

84 外用薬 ザラカム配合点眼液
ラタノプロスト・チモロールマレ
イン酸塩（点眼液）

ファイザー 後発品収載

85 外用薬 コソプト配合点眼液
ドルゾラミド塩酸塩・チモロール
マレイン酸塩（点眼液）

ＭＳＤ 後発品収載

86 外用薬 デュオトラバ配合点眼液
トラボプロスト・チモロールマレ
イン酸塩（点眼液）

日本アルコン 後発品収載

95 外用薬 ペンタサ注腸１ｇ メサラジン（注腸用） 杏林製薬 後発品収載

97 外用薬
オキサロールローション２５μｇ／
ｇ

マキサカルシトール（ローショ
ン）

中外製薬 後発品収載

98 外用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール（軟膏） 中外製薬 後発品収載

100 外用薬 プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物（軟膏） アステラス製薬 後発品収載

101 外用薬 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ヤンセンファーマ 後発品収載

102 外用薬 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ヤンセンファーマ 後発品収載

103 外用薬 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ フェンタニル（貼付剤） ヤンセンファーマ 後発品収載

104 外用薬
デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍ
ｇ

フェンタニル（貼付剤） ヤンセンファーマ 後発品収載

105 外用薬
デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍ
ｇ

フェンタニル（貼付剤） ヤンセンファーマ 後発品収載

82 外用薬 アイオピジンＵＤ点眼液１％
アプラクロニジン塩酸塩（点眼
液）

日本アルコン 薬価収載15年超

87 外用薬 フルタイド５０ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超
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88 外用薬 フルタイド１００ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

89 外用薬 フルタイド２００ロタディスク
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

90 外用薬 フルタイド５０ディスカス
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

91 外用薬 フルタイド１００ディスカス
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

92 外用薬 フルタイド２００ディスカス
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入用）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

93 外用薬
フルタイド５０μｇエアゾール１２
０吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入液）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

94 外用薬
フルタイド１００μｇエアゾール６
０吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル（吸入液）

グラクソ・スミス
クライン

薬価収載15年超

96 外用薬 ファルネゾンゲル１．４％
プレドニゾロンファルネシル酸エ
ステル（ゲル）

大鵬薬品工業 薬価収載15年超

99 外用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％
アルプロスタジル　アルファデク
ス（軟膏）

小野薬品工業 薬価収載15年超


