
別添６

≪薬価算定組織：平成23年12月5日≫

銘柄名 成分 メーカー名 規格 現行薬価 改定薬価 対象となる効能効果等 加算

アルタットカプセル37.5 37.5mg1カプセル 27.20円 27.30円

アルタットカプセル75 75mg1カプセル 44.90円 44.60円

アレロック錠2.5 2.5mg1錠 50.20円 47.30円

アレロック錠5 5mg1錠 63.90円 60.20円

アレロックOD錠2.5 2.5mg1錠 50.20円 47.30円

アレロックOD錠5 5mg1錠 63.90円 60.20円

ガバペン錠200mg 200mg1錠 38.30円 39.30円

ガバペン錠300mg 300mg1錠 51.40円 52.80円

ガバペン錠400mg 400mg1錠 62.80円 64.50円

4 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ
アダリムマブ（遺
伝子組換え）

アボット ジャパン
（株）

４０ｍｇ０．８ｍＬ１筒 71,097円 71,097円
「多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎」の効
能追加

注399
他に分類されない
代謝性医薬品

有　A=5
(α=0.025)

ラピアクタ点滴用バイアル150ｍｇ 150mg15mL1瓶 3,032円 3,245円

ラピアクタ点滴用バッグ300ｍｇ 300mg60mL1袋 5,634円 6,043円

オルベスコ50µgインへラー112吸入用 5.6㎎6.6g1キット 1,745.60円 1,797.30円

オルベスコ100µgインへラー112吸入用 11.2㎎6.6g1キット 2,265.60円 2,312.30円

オルベスコ200µgインへラー56吸入用 11.2㎎3.3g1キット 2,265.60円 2,312.30円

パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 11.2mg1瓶(100μg) 1,606.60円 1,642.70円

パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 11.2mg1瓶(200μg) 1,606.60円 1,642.70円

パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg1瓶(200μg) 2,095.90円 2,137.30円

注）A：補正加算率（％）、α：市場規模に応じた傾斜配分に基づく実際の補正加算率

内449
その他のアレル
ギー用薬

１．小児適応の効能追加等に係る加算品目

薬効分類

1
ロキサチジン酢酸
エステル塩酸塩

あすか製薬（株）

「・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、
吻合部潰瘍、逆流性食道炎
 ・Zollinger-Ellison症候群
 ・麻酔前投薬
 ・下記疾患の胃粘膜病変
（びらん、出血、発赤、浮
腫）の改善
 　急性胃炎、慢性胃炎の急
性増悪期」
に対する小児の用法・用量
追加

内232 消化性潰瘍用剤
有　A=5

(α=0.075)

有　A=5
(α=0.025)

2
オロパタジン塩酸
塩

協和発酵キリン（株）

「小児（7歳以上）におけるア
レルギー性鼻炎、蕁麻疹、
皮膚疾患（湿疹･皮膚炎、皮
膚瘙痒症）に伴う瘙痒」の効
能追加

3 ガバペンチン ファイザー（株）

「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・用量追加

有　A=5
(α=0.075)

ブデソニド アストラゼネカ（株）
有　A=5

(α=0.075)
7

「気管支喘息」に対する小
児の用法・用量追加

外229
その他の呼吸器官
用薬

内113 抗てんかん剤
有　A=5

(α=0.075)

注625 抗ウイルス剤
有　A=5

(α=0.075)

その他の呼吸器官
用薬

シクレソニド 帝人ファーマ（株）6
「気管支喘息」に対する小
児の用法・用量追加

外229

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
（市場拡大再算定対象品目を除く）

5 ペラミビル水和物 塩野義製薬（株）
「A型又はB型インフルエン
ザウイルス感染症」に対す
る小児の用法・用量追加
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≪薬価算定組織：平成23年12月5日≫

銘柄名 成分 メーカー名 規格 現行薬価 改定薬価 対象となる効能効果 加算

1 レミケード点滴静注用１００
インフリキシマブ
（遺伝子組換え）
（静注用）

田辺三菱製薬（株） 100mg1瓶 100,285円 100,539円

「既存治療で効果不十分な
下記疾患
 ・尋常性乾癬、関節症性乾
癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅
皮症
 ・強直性脊椎炎」の効能追
加

注239
その他の消化器官
用薬

有　A=7.5
(α=0.0375)

献血ベニロン-I 静注用500mg
500mg10mL1瓶（溶
解液付）

5,544円 5,374円

献血ベニロン-I 静注用1000mg
1g20mL1瓶（溶解液
付）

11,470円 11,202円

献血ベニロン-I 静注用2500mg
2.5g50mL1瓶（溶解
液付）

25,844円 24,944円

献血ベニロン-I 静注用5000mg
5g100mL1瓶（溶解
液付）

50,131円 48,353円

献血ヴェノグロブリンIH5％静注0.5g/10mL 500mg10mL1瓶 5,803円 5,553円

献血ヴェノグロブリンIH5％静注1g/20mL 1g20mL1瓶 11,310円 11,028円

献血ヴェノグロブリンIH5％静注2.5g/50mL 2.5g50mL1瓶 26,606円 25,369円

献血ヴェノグロブリンIH5％静注5g/100mL 5g100mL1瓶 50,793円 48,111円

4 サイモグロブリン点滴静注用25mg
抗ヒト胸腺細胞ウ
サギ免疫グロブリ
ン

ジェンザイム・ジャパ
ン（株）

25mg1瓶 37,460円 39,419円
「腎移植後の急性拒絶反応
の治療」の効能追加

注639
その他の生物学的
製剤

有　A=5
(α=0.0709)

注）A：補正加算率（％）、α：市場規模に応じた傾斜配分に基づく実際の補正加算率

（対象品目なし）

3
有　A=5

(α=0.025)
注634

２．希少疾病の効能追加等に係る加算品目

薬効分類

2
乾燥スルホ化人
免疫グロブリン

「チャーグ・ストラウス症候
群又はアレルギー性肉芽腫
性血管炎における神経障害
の改善（ステロイド剤が効果
不十分な場合に限る）」の
効能追加

化学及血清療法研
究所（一般財団法
人）

３．真の臨床的有用性の検証に係る加算

有　A=5
(α=0.025)

ポリエチレングリ
コール処理人免
疫グロブリン

（株）ベネシス

「多発性筋炎・皮膚筋炎に
おける筋力低下の改善（ス
テロイド剤が効果不十分な
場合に限る）」の効能追加

血液製剤類

注634 血液製剤類

43




