
別添６

≪薬価算定組織　平成27年11月30日≫

銘柄名（規格） 成分 会社名 改定前薬価 改定後薬価 対象となる効能効果等 加算率

トピナ錠２５ｍｇ（２５ｍｇ１錠） 63.90円 65.60円

トピナ錠５０ｍｇ（５０ｍｇ１錠） 105.60円 107.80円

トピナ錠１００ｍｇ（１００ｍｇ１錠） 172.40円 176.00円

リバロＯＤ錠１ｍｇ（１ｍｇ１錠） 63.20円 58.70円

リバロ錠１ｍｇ（１ｍｇ１錠） 63.20円 58.70円

リバロ錠２ｍｇ（２ｍｇ１錠） 119.80円 111.10円

リバロＯＤ錠２ｍｇ（２ｍｇ１錠） 119.80円 111.10円

タリオンＯＤ錠５ｍｇ（５ｍｇ１錠） 41.00円 38.30円

タリオン錠５ｍｇ（５ｍｇ１錠） 41.00円 38.30円

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ（１０ｍｇ１錠） 49.90円 46.40円

タリオン錠１０ｍｇ（１０ｍｇ１錠） 49.90円 46.40円

ブイフェンド錠５０ｍｇ（５０ｍｇ１錠） 1,139.20円 1,139.20円

ブイフェンド錠２００ｍｇ（２００ｍｇ１錠） 3,505.00円 3,505.00円

5 ブイフェンド２００ｍｇ静注用（２００ｍｇ１瓶） ボリコナゾール ファイザー 11,994円 11,987円
「重症又は難治性真菌感染症 」
に対する小児の用法・用量

注617
主としてカビに作
用するもの

A=5

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ
（５０ｍｇ１瓶）

16,720円 16,941円

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ
（７０ｍｇ１瓶）

22,620円 22,961円

7 エムラクリーム（１ｇ）
リドカイン・プロ
ピトカイン配合
剤

佐藤製薬 176.80円 190.10円

「皮膚レーザー照射療法時の疼
痛緩和」及び「注射針・静脈留置
針穿刺時の疼痛緩和」に対する
小児の用法・用量

外121 局所麻酔剤 A=5

8
アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用
（３ｍｇ６ｇ１キット）

フルチカゾンフ
ランカルボン酸
エステル

グラクソ・スミス
クライン

2,039.90円 2,017.10円
「アレルギー性鼻炎」に対する小
児の用法・用量

外132 耳鼻科用剤 A=5

（注）A：加算率（％）（実際に適用する率はA及び年間販売額の合計額を基に算出される補正加算率α）

主としてカビに作
用するもの

A=5

１．小児適応の効能追加等に係る加算品目

小児適応又は希少疾病の効能追加等並びに真の臨床的有用性の検証に係る加算

3

「アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮
膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう
痒症）に伴うそう痒 」に対する小
児の用法・用量

1

ピタバスタチン
カルシウム

興和2 内218

トピラマート 協和発酵キリン

4
主としてカビに作
用するもの

内617
「重症又は難治性真菌感染症」に
対する小児の用法・用量

6
カスポファンギ
ン酢酸塩

ＭＳＤ
「真菌感染が疑われる発熱性好
中球減少症等」に対する小児の
用法・用量

注617

薬効分類

A=5内113 抗てんかん剤

「他の抗てんかん薬で十分な効果
が認められないてんかん患者の
部分発作（二次性全般化発作を
含む）に対する抗てんかん薬との
併用療法」に対する小児の用法・
用量

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ４　　　 １３
注射薬　　　２　　　  ３
外用薬　　　２　　　　２
　計　　　  ８　　　 １８

A=5

A=5

ボリコナゾール ファイザー

ベポタスチンベ
シル酸塩

田辺三菱製薬 内449
その他のアレル
ギー用薬

高脂血症用剤 A=5
「家族性高コレステロール血症」
に対する小児の用法・用量



別添６

≪薬価算定組織　平成27年11月30日≫

銘柄名（規格単位） 成分 会社名 改定前薬価 改定後薬価 対象となる効能効果 加算率

サムスカ錠７．５ｍｇ（７．５ｍｇ１錠） 1,707.70円 1,280.80円

サムスカ錠１５ｍｇ（１５ｍｇ１錠） 2,597.90円 1,948.40円

サムスカ錠３０ｍｇ（３０ｍｇ１錠） 3,952.10円 2,964.10円

2 トラクリア錠６２．５ｍｇ（６２．５ｍｇ１錠）
ボセンタン水和
物

アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

4,495.00円 4,495.00円

全身性強皮症における手指潰瘍
の発症抑制（ただし手指潰瘍を現
在有している、または手指潰瘍の
既往歴のある場合に限る）

内219
その他の循環器
官用薬

A=5

レグパラ錠１２．５ｍｇ（１２．５ｍｇ１錠） 374.20円 374.20円

レグパラ錠２５ｍｇ（２５ｍｇ１錠） 549.80円 549.80円

レグパラ錠７５ｍｇ（７５ｍｇ１錠） 1,011.70円 1,011.70円

4 ネクサバール錠２００ｍｇ（２００ｍｇ１錠）
ソラフェニブトシ
ル酸塩

バイエル薬品 4,677.10円 4,677.10円 根治切除不能な分化型甲状腺癌 内429
その他の腫瘍用
薬

A=5

ラジカット注３０ｍｇ
（３０ｍｇ２０ｍＬ１管）

5,893円 5,115円

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ
（３０ｍｇ１００ｍＬ１キット）

5,893円 5,115円

6 レミケード点滴静注用１００（１００ｍｇ１瓶）
インフリキシマ
ブ（遺伝子組換
え）

田辺三菱製薬 89,536円 83,243円
腸管型ベーチェット病、神経型
ベーチェット病、血管型ベーチェッ
ト病

注239
その他の消化器
官用薬

A=5

ネスプ注射液５μｇプラシリンジ
（５μｇ０．５ｍＬ１筒）

1,451円 1,343円

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ
（１０μｇ０．５ｍＬ１筒）

2,651円 2,451円

ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ
（１５μｇ０．５ｍＬ１筒）

3,755円 3,480円

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ
（２０μｇ０．５ｍＬ１筒）

4,787円 4,422円

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ
（３０μｇ０．５ｍＬ１筒）

6,834円 6,349円

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ
（４０μｇ０．５ｍＬ１筒）

8,538円 7,873円

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ
（６０μｇ０．５ｍＬ１筒）

12,195円 11,278円

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ
（１２０μｇ０．５ｍＬ１筒）

21,657円 20,007円

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ
（１８０μｇ０．５ｍＬ１筒）

30,509円 28,140円

8
ランマーク皮下注１２０ｍｇ
（１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶）

デノスマブ（遺
伝子組換え）

第一三共 46,445円 46,685円 骨巨細胞腫 注399
他に分類されな
い代謝性医薬品

A=5

9 ベルケイド注射用３ｍｇ（３ｍｇ１瓶） ボルテゾミブ
ヤンセンファー
マ

169,646円 137,409円 マントル細胞リンパ腫 注429
その他の腫瘍用
薬

A=5

10
ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ（２０ｍｇ５ｍＬ１
瓶）

モガムリズマブ
（遺伝子組換
え）

協和発酵キリン 160,456円 168,106円

再発又は難治性のCCR4陽性の
末梢性T細胞リンパ腫
再発又は難治性のCCR4陽性の
皮膚T細胞性リンパ腫

注429
その他の腫瘍用
薬

A=5

献血グロベニン－Ｉ静注用５００ｍｇ
（５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶（溶解液付））

5,244円 5,027円

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ
（２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解液付））

22,837円 21,500円

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ
（５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付））

45,025円 42,374円

イムノマックス－γ注５０
（５０万国内標準単位１瓶（溶解液付））

4,399円 4,454円

イムノマックス－γ注１００
（１００万国内標準単位１瓶（溶解液付））

8,276円 8,541円

ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用
（50μg1瓶（溶解液付））

15,634円 15,924円

ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用
（100μg1瓶（溶解液付））

30,332円 30,607円

ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用
（150μg1瓶（溶解液付））

45,396円 46,131円

（注）A：加算率（％）（実際に適用する率はA及び年間販売額の合計額を基に算出される補正加算率α）

他に分類されな
い代謝性医薬品

A=5

1 トルバプタン 大塚製薬

腎容積が既に増大しており、か
つ、腎容積の増大速度が速い常
染色体優性多発性のう胞腎の進
行抑制

内213 利尿剤 A=5

3
シナカルセト塩
酸塩

協和発酵キリン

副甲状腺癌における高カルシウ
ム血症、副甲状腺摘出術不能又
は術後再発の原発性副甲状腺機
能亢進症における高カルシウム
血症

7
ダルベポエチン
アルファ（遺伝
子組換え）

協和発酵キリン 骨髄異形成症候群に伴う貧血 注399
他に分類されな
い代謝性医薬品

A=5

5

２．希少疾病の効能追加等に係る加算品目
薬効分類

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ４　　　　８
注射薬　　　９　　　 ２３
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　 １３　　　３１

内399

エダラボン 田辺三菱製薬
筋萎縮性側索硬化症（ALS）にお
ける機能障害の進行抑制

注119
その他の中枢神
経系用薬

A=5

血液製剤類 A=5

12

インターフェロ
ンガンマ－１ａ
（遺伝子組換
え）

塩野義製薬 菌状息肉症、セザリー症候群 注639
その他の生物学
的製剤

A=5

11

乾燥ポリエチレ
ングリコール処
理人免疫グロ
ブリン

日本製薬
スティーブンス・ジョンソン症候群
及び中毒性表皮壊死症(ステロイ
ド剤の効果不十分な場合)

注634

その他の生物学
的製剤

A=513

ペグインター
フェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝
子組換え）

ＭＳＤ
悪性黒色腫における術後補助療
法

注639



別添６

≪薬価算定組織　平成27年11月30日、12月14日≫

銘柄名（規格） 成分 会社名 改定前薬価 改定後薬価 対象となる検証等 加算率

ジャディアンス錠１０ｍｇ（１０ｍｇ１錠） 205.50円 208.40円

ジャディアンス錠２５ｍｇ（２５ｍｇ１錠） 351.20円 356.00円

（注）A：加算率（％）（実際に適用する率はA及び年間販売額の合計額を基に算出される補正加算率α）

３．真の臨床的有用性の検証に係る加算

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  １　　　　２
注射薬　　　０　　　  ０
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　  １　　　  ２

薬効分類

1
エンパグリフロ
ジン

日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

心血管イベントの発症リスク減少 内396 糖尿病用剤 A=5


