
別添２

≪薬価算定組織　平成29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

エビリファイ錠3mg（3mg1錠） 82.50円 66.90円

エビリファイ錠6mg（6mg1錠） 156.70円 127.30円

エビリファイ錠12mg（12mg1錠） 297.80円 241.10円

エビリファイOD錠3mg（3mg1錠） 82.50円 66.90円

エビリファイOD錠6mg（6mg1錠） 156.70円 127.30円

エビリファイOD錠12mg（12mg1錠） 297.80円 241.10円

エビリファイ散1%（1%1g） 168.20円 136.40円

エビリファイ内用液0.1%（0.1%1mL） 83.40円 66.60円

リスパダール錠1mg（1mg1錠） 28.70円 26.80円

リスパダール錠2mg（2mg1錠） 50.30円 46.70円

リスパダールOD錠0.5mg（0.5mg1錠） 15.50円 14.70円

リスパダールOD錠1mg（1mg1錠） 28.70円 26.80円

リスパダールOD錠2mg（2mg1錠） 50.30円 46.70円

リスパダール細粒1%（1%1g） 247.80円 231.10円

リスパダール内用液1mg/mL（0.1%1mL） 80.40円 74.70円

ルボックス錠25（25㎎1錠） 32.70円 31.50円

ルボックス錠50（50㎎1錠） 56.10円 53.70円

ルボックス錠75（75㎎1錠） 77.10円 73.60円

デプロメール錠25（25㎎1錠） 32.50円 31.20円

デプロメール錠50（50㎎1錠） 56.00円 53.90円

デプロメール錠75（75㎎1錠） 77.10円 74.30円

レバチオ錠20mg（20mg1錠） 1,213.50円 1,240.20円

レバチオODフィルム20mg（20mg1錠） 1,213.50円 1,240.20円

5 プロイメンド点滴静注用150mg（150mg1瓶）
ホスアプレピタント
メグルミン

小野薬品工業 14,705円 14,545円

「抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）
投与に伴う消化器症状（悪心、嘔
吐）（遅発期を含む）」に対する小
児の用法・用量

注239
その他の消化器官
用薬

A=5

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 83,243円 80,426円 川崎病の急性期 注239
その他の消化器官
用薬

A=5

アルチバ静注用2mg（2mg1瓶） 2,566円 2,165円

アルチバ静注用5mg（5mg1瓶） 6,183円 5,047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）

1 アリピプラゾール 大塚製薬 内117 精神神経用剤

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

アッヴィ

内117 精神神経用剤

Meiji seikaファ
ルマ

2 リスペリドン
ヤンセンファー
マ

内117 精神神経用剤

A=5

薬効分類

小児期の自閉スペクトラム症に伴
う易刺激性

小児期の自閉スペクトラム症に伴
う易刺激性

「強迫性障害」に対する小児の用
法・用量

「肺動脈性肺高血圧症」に対する
小児の用法・用量

「全身麻酔の維持における鎮痛」
に対する小児の用法・用量

１．小児適応の効能追加等に係る加算品目

A=5

A=5

A=5

A=5

7
レミフェンタニル塩
酸塩

ヤンセンファー
マ

注821 合成麻薬

4
シルデナフィルクエ
ン酸塩

ファイザー 内219
その他の循環器官
用薬

3
フルボキサミンマレ
イン酸塩

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ４　　　 ２３
注射薬　　　３　　　  ４
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　  ７　　　 ２７
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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 加算率

レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠） 2,684.60円 2,493.40円

レボレード錠25mg（25mg1錠） 5,288.70円 4,912.00円

2
イムブルビカカプセル140mg
（140mg1カプセル）

イブルチニブ
ヤンセンファー
マ

9,367.00円 9,950.50円
再発又は難治性のマントル細胞
リンパ腫

内429 その他の腫瘍用薬 A=5

ザーコリカプセル200mg（200mg1カプセル） 9,690.00円 10,060.20円

ザーコリカプセル250mg（250mg1カプセル） 12,026.40円 12,362.40円

レブラミドカプセル2.5mg（2.5mg1カプセル） 7,647.10円 7,838.30円

レブラミドカプセル5mg（5mg1カプセル） 9,114.20円 9,339.50円

5 イラリス皮下注用150mg（150mg1瓶）
カナキヌマブ（遺伝
子組換え）

ノバルティス
ファーマ

1,420,162円 1,480,264円

既存治療で効果不十分な家族性
地中海熱
TNF受容体関連周期性症候群
高IgD症候群（メバロン酸キナー
ゼ欠損症）

注399
他に分類されない
代謝性医薬品

A=5

トレアキシン点滴静注用100mg（100mg1
瓶）

94,995円 94,891円

トレアキシン点滴静注用25mg（25mg1瓶） 29,295円 29,290円

アバスチン点滴静注用100mg/4mL
（100mg4mL1瓶）

41,738円 41,738円

アバスチン点滴静注用400mg/16mL
（400mg16mL1瓶）

158,942円 158,942円

オプジーボ点滴静注20mg（20mg2mL1瓶） 75,100円 57,225円

オプジーボ点滴静注100mg（100mg10mL1
瓶）

364,925円 278,029円

9 ハラヴェン静注1mg（1mg2mL1瓶）
エリブリンメシル酸
塩

エーザイ 65,901円 65,901円 悪性軟部腫瘍 注429 その他の腫瘍用薬 A=5

リツキサン注10mg/mL（100mg10mL1瓶） 43,641円 32,212円

リツキサン注10mg/mL（500mg50mL1瓶） 213,815円 157,855円

アクテムラ皮下注162mgシリンジ
（162mg0.9mL1筒）

39,143円 39,143円

アクテムラ皮下注162mgオートインジェク
ター（162mg0.9mL1キット）

39,291円 39,291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）

≪薬価算定組織　平成29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 対象となる検証等 加算率

レパーサ皮下注140mgシリンジ
（140mg1mL1筒）

22,948円 24,136円

レパーサ皮下注140mgペン
（140mg1mL1キット）

22,948円 23,962円

レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー
（420mg3.5mL1キット）

44,481円 46,511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）

1
エボロクマブ（遺伝
子組換え）

アステラス・ア
ムジェン・バイ
オファーマ

心血管イベントの発症リスク減少 注218 高脂血症用剤

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　　　　  ７
注射薬　　　　７　　　　１２
外用薬　　　　０　　　　  ０
　計　　　　　 １１　　　　１９

３．真の臨床的有用性の検証に係る加算

トシリズマブ（遺伝
子組換え）

ノバルティス
ファーマ

ファイザー

セルジーン

A=5

再発又は難治性の成人T細胞白
血病リンパ腫

その他の腫瘍用薬 A=5

既存治療で効果不十分な下記疾
患
高安動脈炎、巨細胞性動脈炎

注639
その他の生物学的
製剤

A=5

その他の腫瘍用薬 A=5

慢性リンパ性白血病 注421 アルキル化剤 A=5

内399
他に分類されない
代謝性医薬品

A=5

ROS1融合遺伝子陽性の切除不
能な進行・再発の非小細胞肺癌

内429 その他の腫瘍用薬 A=5

再生不良性貧血

その他の腫瘍用薬 A=5

再発又は難治性の古典的ホジキ
ンリンパ腫

注429 その他の腫瘍用薬 A=5

進行又は再発の子宮頸癌

下記のABO血液型不適合移植に
おける抗体関連型拒絶反応の抑
制
腎移植、肝移植

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ０　　　　０
注射薬　　　１　　　  ３
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　  １　　　  ３

ベバシズマブ（遺伝
子組換え）

ニボルマブ（遺伝子
組換え）

リツキシマブ（遺伝
子組換え）

薬効分類

10

11

1

3

4

6

7

8

注429

内429

シンバイオ製薬

中外製薬

小野薬品工業

全薬工業

中外製薬

注429

エルトロンボパグ
オラミン

クリゾチニブ

レナリドミド水和物

ベンダムスチン塩
酸塩
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