
新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目リスト（医薬品コード順） （別添２）

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

1 内用薬 ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン（錠） ２００ｍｇ１錠 ファイザー

2 内用薬 ガバペン錠３００ｍｇ ガバペンチン（錠） ３００ｍｇ１錠 ファイザー

3 内用薬 ガバペン錠４００ｍｇ ガバペンチン（錠） ４００ｍｇ１錠 ファイザー

4 内用薬 ガバペンシロップ５％ ガバペンチン（シロップ） ５％１ｍＬ ファイザー

5 内用薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム（錠） ２５０ｍｇ１錠 ユーシービージャパン

6 内用薬 イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠） ５００ｍｇ１錠 ユーシービージャパン

7 内用薬 イーケプラドライシロップ５０％
レベチラセタム（シロップ
用）

５０％１ｇ ユーシービージャパン

8 内用薬 ディアコミットカプセル２５０ｍｇ
スチリペントール（カプセ
ル）

２５０ｍｇ１カプセル
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

9 内用薬
ディアコミットドライシロップ分包２
５０ｍｇ

スチリペントール（シロップ
用）

２５０ｍｇ１包
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

10 内用薬
ディアコミットドライシロップ分包５
００ｍｇ

スチリペントール（シロップ
用）

５００ｍｇ１包
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

11 内用薬 イノベロン錠１００ｍｇ ルフィナミド（錠） １００ｍｇ１錠 エーザイ

12 内用薬 イノベロン錠２００ｍｇ ルフィナミド（錠） ２００ｍｇ１錠 エーザイ

13 内用薬 サブリル散分包５００ｍｇ ビガバトリン（散） ５００ｍｇ１包 サノフィ

14 内用薬 フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物（錠） ２ｍｇ１錠 エーザイ

15 内用薬 フィコンパ錠４ｍｇ ペランパネル水和物（錠） ４ｍｇ１錠 エーザイ

16 内用薬 ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド（錠） ５０ｍｇ１錠 ユーシービージャパン

17 内用薬 ビムパット錠１００ｍｇ ラコサミド（錠） １００ｍｇ１錠 ユーシービージャパン

18 内用薬 ビムパットドライシロップ１０％ ラコサミド（シロップ用） １０％１ｇ ユーシービージャパン

19 内用薬 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） １００ｍｇ１錠 アステラス製薬

20 内用薬 セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠） ２００ｍｇ１錠 アステラス製薬

21 内用薬 トレリーフ錠２５ｍｇ ゾニサミド（錠） ２５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

22 内用薬 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド（錠） ２５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

23 内用薬 トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ ゾニサミド（錠） ５０ｍｇ１錠 大日本住友製薬

24 内用薬 ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン（錠） ２０ｍｇ１錠 協和キリン

25 内用薬 デュオドーパ配合経腸用液
レボドパ・カルビドパ水和物
（液）

１００ｍＬ１カセット アッヴィ

26 内用薬 コンサータ錠１８ｍｇ
メチルフェニデート塩酸塩
（徐放錠）

１８ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

27 内用薬 コンサータ錠２７ｍｇ
メチルフェニデート塩酸塩
（徐放錠）

２７ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

28 内用薬 コンサータ錠３６ｍｇ
メチルフェニデート塩酸塩
（徐放錠）

３６ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

29 内用薬 モディオダール錠１００ｍｇ モダフィニル（錠） １００ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

30 内用薬 クロザリル錠２５ｍｇ クロザピン（錠） ２５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

31 内用薬 クロザリル錠１００ｍｇ クロザピン（錠） １００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

32 内用薬 インヴェガ錠３ｍｇ パリペリドン（徐放錠） ３ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

33 内用薬 インヴェガ錠６ｍｇ パリペリドン（徐放錠） ６ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

34 内用薬 インヴェガ錠９ｍｇ パリペリドン（徐放錠） ９ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

1



新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目リスト（医薬品コード順）

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

35 内用薬 ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン（錠） ８ｍｇ１錠 武田薬品工業

36 内用薬 リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン（錠） ２５ｍｇ１錠 ファイザー

37 内用薬 リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリン（錠） ７５ｍｇ１錠 ファイザー

38 内用薬 リリカＯＤ錠１５０ｍｇ プレガバリン（錠） １５０ｍｇ１錠 ファイザー

39 内用薬 リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル ファイザー

40 内用薬 リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル） ７５ｍｇ１カプセル ファイザー

41 内用薬 リリカカプセル１５０ｍｇ プレガバリン（カプセル） １５０ｍｇ１カプセル ファイザー

42 内用薬 コレアジン錠１２．５ｍｇ テトラベナジン（錠） １２．５ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

43 内用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント（錠） １５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

44 内用薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント（錠） ２０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

45 内用薬 ベルソムラ錠１０ｍｇ スボレキサント（錠） １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

46 内用薬 テクフィデラカプセル１２０ｍｇ
フマル酸ジメチル（カプセ
ル）

１２０ｍｇ１カプセル バイオジェン・ジャパン

47 内用薬 テクフィデラカプセル２４０ｍｇ
フマル酸ジメチル（カプセ
ル）

２４０ｍｇ１カプセル バイオジェン・ジャパン

48 内用薬 セリンクロ錠１０ｍｇ
ナルメフェン塩酸塩水和物
（錠）

１０ｍｇ１錠 大塚製薬

49 内用薬 ビンダケルカプセル２０ｍｇ
タファミジスメグルミン（カ
プセル）

２０ｍｇ１カプセル ファイザー

50 内用薬 フィズリン錠３０ｍｇ 塩酸モザバプタン（錠） ３０ｍｇ１錠 大塚製薬

51 内用薬 サムスカ顆粒１％ トルバプタン（顆粒） １％１ｇ 大塚製薬

52 内用薬 サムスカ錠１５ｍｇ トルバプタン（錠） １５ｍｇ１錠 大塚製薬

53 内用薬 サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン（錠） ７．５ｍｇ１錠 大塚製薬

54 内用薬 アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン（錠） ２０ｍｇ１錠 武田薬品工業

55 内用薬 アジルバ錠４０ｍｇ アジルサルタン（錠） ４０ｍｇ１錠 武田薬品工業

56 内用薬 アジルバ錠１０ｍｇ アジルサルタン（錠） １０ｍｇ１錠 武田薬品工業

57 内用薬 ミネブロ錠１．２５ｍｇ エサキセレノン（錠） １．２５ｍｇ１錠 第一三共

58 内用薬 ミネブロ錠２．５ｍｇ エサキセレノン（錠） ２．５ｍｇ１錠 第一三共

59 内用薬 ミネブロ錠５ｍｇ エサキセレノン（錠） ５ｍｇ１錠 第一三共

60 内用薬 ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ（錠） １０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

61 内用薬 ジャクスタピッドカプセル５ｍｇ
ロミタピドメシル酸塩（カプ
セル）

５ｍｇ１カプセル
レコルダティ・レア・ディ
シーズ・ジャパン

62 内用薬 ジャクスタピッドカプセル１０ｍｇ
ロミタピドメシル酸塩（カプ
セル）

１０ｍｇ１カプセル
レコルダティ・レア・ディ
シーズ・ジャパン

63 内用薬 ジャクスタピッドカプセル２０ｍｇ
ロミタピドメシル酸塩（カプ
セル）

２０ｍｇ１カプセル
レコルダティ・レア・ディ
シーズ・ジャパン

64 内用薬 トラクリア小児用分散錠３２ｍｇ ボセンタン水和物（錠） ３２ｍｇ１錠
アクテリオン　ファーマ
シューティカルズジャパン

65 内用薬 ケアロードＬＡ錠６０μｇ
ベラプロストナトリウム（徐
放錠）

６０μｇ１錠 東レ

66 内用薬 ベラサスＬＡ錠６０μｇ
ベラプロストナトリウム（徐
放錠）

６０μｇ１錠 科研製薬

67 内用薬 レバチオ錠２０ｍｇ
シルデナフィルクエン酸塩
（錠）

２０ｍｇ１錠 ファイザー

68 内用薬 レバチオＯＤフィルム２０ｍｇ
シルデナフィルクエン酸塩
（錠）

２０ｍｇ１錠 ファイザー
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69 内用薬
レバチオ懸濁用ドライシロップ９００
ｍｇ

シルデナフィルクエン酸塩
（シロップ用）

１０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後
の内用液として）

ファイザー

70 内用薬 アドシルカ錠２０ｍｇ タダラフィル（錠） ２０ｍｇ１錠 日本イーライリリー

71 内用薬 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ アンブリセンタン（錠） ２．５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

72 内用薬 アデムパス錠０．５ｍｇ リオシグアト（錠） ０．５ｍｇ１錠 バイエル薬品

73 内用薬 アデムパス錠１．０ｍｇ リオシグアト（錠） １ｍｇ１錠 バイエル薬品

74 内用薬 アデムパス錠２．５ｍｇ リオシグアト（錠） ２．５ｍｇ１錠 バイエル薬品

75 内用薬 ウプトラビ錠０．２ｍｇ セレキシパグ（錠） ０．２ｍｇ１錠 日本新薬

76 内用薬 ウプトラビ錠０．４ｍｇ セレキシパグ（錠） ０．４ｍｇ１錠 日本新薬

77 内用薬 デムサーカプセル２５０ｍｇ メチロシン（カプセル） ２５０ｍｇ１カプセル 小野薬品工業

78 内用薬 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 パンクレリパーゼ（顆粒） ３００ｍｇ１包 マイランＥＰＤ

79 内用薬 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
パンクレリパーゼ（カプセ
ル）

１５０ｍｇ１カプセル マイランＥＰＤ

80 内用薬 スインプロイク錠０．２ｍｇ
ナルデメジントシル酸塩
（錠）

０．２ｍｇ１錠 塩野義製薬

81 内用薬 イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント（カプセル） ８０ｍｇ１カプセル 小野薬品工業

82 内用薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント（カプセル） １２５ｍｇ１カプセル 小野薬品工業

83 内用薬 イメンドカプセルセット アプレピタント（セット） １セット 小野薬品工業

84 内用薬 イリボー錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩（錠） ２．５μｇ１錠 アステラス製薬

85 内用薬 イリボー錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩（錠） ５μｇ１錠 アステラス製薬

86 内用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩（錠） ２．５μｇ１錠 アステラス製薬

87 内用薬 イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩（錠） ５μｇ１錠 アステラス製薬

88 内用薬 アコファイド錠１００ｍｇ
アコチアミド塩酸塩水和物
（錠）

１００ｍｇ１錠 ゼリア新薬工業

89 内用薬 ヤーズフレックス配合錠
ドロスピレノン・エチニルエ
ストラジオール　ベータデク
ス（錠）

１錠 バイエル薬品

90 内用薬 アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド（カプセル） ０．５ｍｇ１カプセル グラクソ・スミスクライン

91 内用薬 サムスカ錠３０ｍｇ トルバプタン（錠） ３０ｍｇ１錠 大塚製薬

92 内用薬
ヘマンジオルシロップ小児用０．３７
５％

プロプラノロール塩酸塩（シ
ロップ）

０．３７５％１ｍＬ マルホ

93 内用薬 エディロールカプセル０．５μｇ
エルデカルシトール（カプセ
ル）

０．５μｇ１カプセル 中外製薬

94 内用薬 エディロールカプセル０．７５μｇ
エルデカルシトール（カプセ
ル）

０．７５μｇ１カプセル 中外製薬

95 内用薬 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水
和物・無水リン酸水素二ナト
リウム（顆粒）

１００ｍｇ１包（リンと
して）

ゼリア新薬工業

3



新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目リスト（医薬品コード順）

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

96 内用薬 プラザキサカプセル７５ｍｇ
ダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩（カプセ
ル）

７５ｍｇ１カプセル
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

97 内用薬 プラザキサカプセル１１０ｍｇ
ダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩（カプセ
ル）

１１０ｍｇ１カプセル
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

98 内用薬 リクシアナ錠１５ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

１５ｍｇ１錠 第一三共

99 内用薬 リクシアナ錠３０ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

３０ｍｇ１錠 第一三共

100 内用薬 リクシアナ錠６０ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

６０ｍｇ１錠 第一三共

101 内用薬 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

１５ｍｇ１錠 第一三共

102 内用薬 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

３０ｍｇ１錠 第一三共

103 内用薬 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
エドキサバントシル酸塩水和
物（錠）

６０ｍｇ１錠 第一三共

104 内用薬 ノベルジン錠２５ｍｇ 酢酸亜鉛水和物（錠） ２５ｍｇ１錠 ノーベルファーマ

105 内用薬 ノベルジン錠５０ｍｇ 酢酸亜鉛水和物（錠） ５０ｍｇ１錠 ノーベルファーマ

106 内用薬 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ デフェラシロクス（顆粒） ９０ｍｇ１包 ノバルティス　ファーマ

107 内用薬 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ デフェラシロクス（顆粒） ３６０ｍｇ１包 ノバルティス　ファーマ

108 内用薬 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ デフェラシロクス（錠） １２５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

109 内用薬 エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ デフェラシロクス（錠） ５００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

110 内用薬 ニシスタゴンカプセル５０ｍｇ
システアミン酒石酸塩（カプ
セル）

５０ｍｇ１カプセル マイラン製薬

111 内用薬 ニシスタゴンカプセル１５０ｍｇ
システアミン酒石酸塩（カプ
セル）

１５０ｍｇ１カプセル マイラン製薬

112 内用薬 フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット（錠） １０ｍｇ１錠 帝人ファーマ

113 内用薬 フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット（錠） ２０ｍｇ１錠 帝人ファーマ

114 内用薬 フェブリク錠４０ｍｇ フェブキソスタット（錠） ４０ｍｇ１錠 帝人ファーマ

115 内用薬 ウリアデック錠２０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ２０ｍｇ１錠 三和化学研究所

116 内用薬 トピロリック錠２０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ２０ｍｇ１錠 富士薬品

117 内用薬 ウリアデック錠４０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ４０ｍｇ１錠 三和化学研究所

118 内用薬 トピロリック錠４０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ４０ｍｇ１錠 富士薬品

119 内用薬 ウリアデック錠６０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ６０ｍｇ１錠 三和化学研究所
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120 内用薬 トピロリック錠６０ｍｇ トピロキソスタット（錠） ６０ｍｇ１錠 富士薬品

121 内用薬 グラクティブ錠２５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

２５ｍｇ１錠 小野薬品工業

122 内用薬 ジャヌビア錠２５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

２５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

123 内用薬 グラクティブ錠５０ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

５０ｍｇ１錠 小野薬品工業

124 内用薬 ジャヌビア錠５０ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

５０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

125 内用薬 グラクティブ錠１００ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

１００ｍｇ１錠 小野薬品工業

126 内用薬 ジャヌビア錠１００ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

１００ｍｇ１錠 ＭＳＤ

127 内用薬 グラクティブ錠１２．５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

１２．５ｍｇ１錠 小野薬品工業

128 内用薬 ジャヌビア錠１２．５ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和
物（錠）

１２．５ｍｇ１錠 ＭＳＤ

129 内用薬 エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン（錠） ５０ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

130 内用薬 ネシーナ錠６．２５ｍｇ
アログリプチン安息香酸塩
（錠）

６．２５ｍｇ１錠 武田薬品工業

131 内用薬 ネシーナ錠１２．５ｍｇ
アログリプチン安息香酸塩
（錠）

１２．５ｍｇ１錠 武田薬品工業

132 内用薬 ネシーナ錠２５ｍｇ
アログリプチン安息香酸塩
（錠）

２５ｍｇ１錠 武田薬品工業

133 内用薬 シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド（錠） ０．２５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

134 内用薬 シュアポスト錠０．５ｍｇ レパグリニド（錠） ０．５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

135 内用薬 スーグラ錠２５ｍｇ
イプラグリフロジン　Ｌ－プ
ロリン（錠）

２５ｍｇ１錠 アステラス製薬

136 内用薬 スーグラ錠５０ｍｇ
イプラグリフロジン　Ｌ－プ
ロリン（錠）

５０ｍｇ１錠 アステラス製薬

137 内用薬 フォシーガ錠５ｍｇ
ダパグリフロジンプロピレン
グリコール水和物（錠）

５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

138 内用薬 フォシーガ錠１０ｍｇ
ダパグリフロジンプロピレン
グリコール水和物（錠）

１０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

139 内用薬 ルセフィ錠２．５ｍｇ
ルセオグリフロジン水和物
（錠）

２．５ｍｇ１錠 大正製薬

140 内用薬 ルセフィ錠５ｍｇ
ルセオグリフロジン水和物
（錠）

５ｍｇ１錠 大正製薬

141 内用薬 アプルウェイ錠２０ｍｇ
トホグリフロジン水和物
（錠）

２０ｍｇ１錠 サノフィ
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142 内用薬 デベルザ錠２０ｍｇ
トホグリフロジン水和物
（錠）

２０ｍｇ１錠 興和

143 内用薬 ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン（錠） １０ｍｇ１錠
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

144 内用薬 ジャディアンス錠２５ｍｇ エンパグリフロジン（錠） ２５ｍｇ１錠
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

145 内用薬 サーティカン錠０．２５ｍｇ エベロリムス（錠） ０．２５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

146 内用薬 サーティカン錠０．５ｍｇ エベロリムス（錠） ０．５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

147 内用薬 サーティカン錠０．７５ｍｇ エベロリムス（錠） ０．７５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

148 内用薬 レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト塩酸塩（錠） ２５ｍｇ１錠 協和キリン

149 内用薬 レグパラ錠７５ｍｇ シナカルセト塩酸塩（錠） ７５ｍｇ１錠 協和キリン

150 内用薬 レグパラ錠１２．５ｍｇ シナカルセト塩酸塩（錠） １２．５ｍｇ１錠 協和キリン

151 内用薬
ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳ
Ｄ」

ジアゾキシド（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル ＭＳＤ

152 内用薬 ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン（錠） ２００ｍｇ１錠 塩野義製薬

153 内用薬 レボレード錠１２．５ｍｇ
エルトロンボパグ　オラミン
（錠）

１２．５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

154 内用薬 レボレード錠２５ｍｇ
エルトロンボパグ　オラミン
（錠）

２５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

155 内用薬 イムセラカプセル０．５ｍｇ
フィンゴリモド塩酸塩（カプ
セル）

０．５ｍｇ１カプセル 田辺三菱製薬

156 内用薬 ジレニアカプセル０．５ｍｇ
フィンゴリモド塩酸塩（カプ
セル）

０．５ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

157 内用薬 ブレーザベスカプセル１００ｍｇ ミグルスタット（カプセル） １００ｍｇ１カプセル
アクテリオン　ファーマ
シューティカルズジャパン

158 内用薬 コルベット錠２５ｍｇ イグラチモド（錠） ２５ｍｇ１錠 エーザイ

159 内用薬 ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド（錠） ２５ｍｇ１錠 エーザイ

160 内用薬 ブフェニール顆粒　９４％
フェニル酪酸ナトリウム（顆
粒）

９４％１ｇ オーファンパシフィック

161 内用薬 ブフェニール錠　５００ｍｇ
フェニル酪酸ナトリウム
（錠）

５００ｍｇ１錠 オーファンパシフィック

162 内用薬 ゼルヤンツ錠５ｍｇ
トファシチニブクエン酸塩
（錠）

５ｍｇ１錠 ファイザー

163 内用薬 サイスタダン原末 ベタイン（末） １ｇ レクメド

164 内用薬 オーファディンカプセル２ｍｇ ニチシノン（カプセル） ２ｍｇ１カプセル アステラス製薬

165 内用薬 オーファディンカプセル５ｍｇ ニチシノン（カプセル） ５ｍｇ１カプセル アステラス製薬

166 内用薬 オーファディンカプセル１０ｍｇ ニチシノン（カプセル） １０ｍｇ１カプセル アステラス製薬

167 内用薬 サデルガカプセル１００ｍｇ
エリグルスタット酒石酸塩
（カプセル）

１００ｍｇ１カプセル サノフィ

168 内用薬 プラケニル錠２００ｍｇ
ヒドロキシクロロキン硫酸塩
（錠）

２００ｍｇ１錠 サノフィ

169 内用薬 オフェブカプセル１００ｍｇ
ニンテダニブエタンスルホン
酸塩（カプセル）

１００ｍｇ１カプセル
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

170 内用薬 オフェブカプセル１５０ｍｇ
ニンテダニブエタンスルホン
酸塩（カプセル）

１５０ｍｇ１カプセル
日本ベーリンガーインゲル
ハイム
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171 内用薬 カーバグル分散錠２００ｍｇ カルグルミン酸（錠） ２００ｍｇ１錠
レコルダティ・レア・ディ
シーズ・ジャパン

172 内用薬 オテズラ錠１０ｍｇ アプレミラスト（錠） １０ｍｇ１錠 セルジーン

173 内用薬 オテズラ錠２０ｍｇ アプレミラスト（錠） ２０ｍｇ１錠 セルジーン

174 内用薬 オテズラ錠３０ｍｇ アプレミラスト（錠） ３０ｍｇ１錠 セルジーン

175 内用薬 ガラフォルドカプセル１２３ｍｇ
ミガーラスタット塩酸塩（カ
プセル）

１２３ｍｇ１カプセル
アミカス・セラピューティ
クス

176 内用薬 フルダラ錠１０ｍｇ
フルダラビンリン酸エステル
（錠）

１０ｍｇ１錠 サノフィ

177 内用薬 アムノレイク錠２ｍｇ タミバロテン（錠） ２ｍｇ１錠 東光薬品工業

178 内用薬 タルセバ錠２５ｍｇ エルロチニブ塩酸塩（錠） ２５ｍｇ１錠 中外製薬

179 内用薬 タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ塩酸塩（錠） １００ｍｇ１錠 中外製薬

180 内用薬 タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩（錠） １５０ｍｇ１錠 中外製薬

181 内用薬 ネクサバール錠２００ｍｇ
ソラフェニブトシル酸塩
（錠）

２００ｍｇ１錠 バイエル薬品

182 内用薬 スーテントカプセル１２．５ｍｇ
スニチニブリンゴ酸塩（カプ
セル）

１２．５ｍｇ１カプセル ファイザー

183 内用薬 サレドカプセル１００ サリドマイド（カプセル） １００ｍｇ１カプセル 藤本製薬

184 内用薬 サレドカプセル５０ サリドマイド（カプセル） ５０ｍｇ１カプセル 藤本製薬

185 内用薬 サレドカプセル２５ サリドマイド（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル 藤本製薬

186 内用薬 スプリセル錠２０ｍｇ ダサチニブ水和物（錠） ２０ｍｇ１錠
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

187 内用薬 スプリセル錠５０ｍｇ ダサチニブ水和物（錠） ５０ｍｇ１錠
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

188 内用薬 タシグナカプセル２００ｍｇ
ニロチニブ塩酸塩水和物（カ
プセル）

２００ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

189 内用薬 タシグナカプセル１５０ｍｇ
ニロチニブ塩酸塩水和物（カ
プセル）

１５０ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

190 内用薬 タシグナカプセル５０ｍｇ
ニロチニブ塩酸塩水和物（カ
プセル）

５０ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

191 内用薬 タイケルブ錠２５０ｍｇ
ラパチニブトシル酸塩水和物
（錠）

２５０ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

192 内用薬 アフィニトール錠５ｍｇ エベロリムス（錠） ５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

193 内用薬 アフィニトール錠２．５ｍｇ エベロリムス（錠） ２．５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

194 内用薬 アフィニトール分散錠２ｍｇ エベロリムス（錠） ２ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

195 内用薬 アフィニトール分散錠３ｍｇ エベロリムス（錠） ３ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

196 内用薬 レブラミドカプセル５ｍｇ
レナリドミド水和物（カプセ
ル）

５ｍｇ１カプセル セルジーン

197 内用薬 レブラミドカプセル２．５ｍｇ
レナリドミド水和物（カプセ
ル）

２．５ｍｇ１カプセル セルジーン

198 内用薬 ゾリンザカプセル１００ｍｇ ボリノスタット（カプセル） １００ｍｇ１カプセル ＭＳＤ

199 内用薬 ザーコリカプセル２００ｍｇ クリゾチニブ（カプセル） ２００ｍｇ１カプセル ファイザー

200 内用薬 ザーコリカプセル２５０ｍｇ クリゾチニブ（カプセル） ２５０ｍｇ１カプセル ファイザー

201 内用薬 ヴォトリエント錠２００ｍｇ パゾパニブ塩酸塩（錠） ２００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ
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202 内用薬 スチバーガ錠４０ｍｇ レゴラフェニブ水和物（錠） ４０ｍｇ１錠 バイエル薬品

203 内用薬 イクスタンジ錠４０ｍｇ エンザルタミド（錠） ４０ｍｇ１錠 アステラス製薬

204 内用薬 イクスタンジ錠８０ｍｇ エンザルタミド（錠） ８０ｍｇ１錠 アステラス製薬

205 内用薬 イクスタンジカプセル４０ｍｇ エンザルタミド（カプセル） ４０ｍｇ１カプセル アステラス製薬

206 内用薬 アレセンサカプセル１５０ｍｇ
アレクチニブ塩酸塩（カプセ
ル）

１５０ｍｇ１カプセル 中外製薬

207 内用薬 ザイティガ錠２５０ｍｇ
アビラテロン酢酸エステル
（錠）

２５０ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

208 内用薬 ジャカビ錠５ｍｇ
ルキソリチニブリン酸塩
（錠）

５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

209 内用薬 ジャカビ錠１０ｍｇ
ルキソリチニブリン酸塩
（錠）

１０ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

210 内用薬 ラパリムス錠１ｍｇ シロリムス（錠） １ｍｇ１錠 ノーベルファーマ

211 内用薬 ボシュリフ錠１００ｍｇ ボスチニブ水和物（錠） １００ｍｇ１錠 ファイザー

212 内用薬 ゼルボラフ錠２４０ｍｇ ベムラフェニブ（錠） ２４０ｍｇ１錠 中外製薬

213 内用薬 ポマリストカプセル１ｍｇ ポマリドミド（カプセル） １ｍｇ１カプセル セルジーン

214 内用薬 ポマリストカプセル２ｍｇ ポマリドミド（カプセル） ２ｍｇ１カプセル セルジーン

215 内用薬 ポマリストカプセル３ｍｇ ポマリドミド（カプセル） ３ｍｇ１カプセル セルジーン

216 内用薬 ポマリストカプセル４ｍｇ ポマリドミド（カプセル） ４ｍｇ１カプセル セルジーン

217 内用薬 レンビマカプセル４ｍｇ
レンバチニブメシル酸塩（カ
プセル）

４ｍｇ１カプセル エーザイ

218 内用薬 レンビマカプセル１０ｍｇ
レンバチニブメシル酸塩（カ
プセル）

１０ｍｇ１カプセル エーザイ

219 内用薬 ファリーダックカプセル１０ｍｇ
パノビノスタット乳酸塩（カ
プセル）

１０ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

220 内用薬 ファリーダックカプセル１５ｍｇ
パノビノスタット乳酸塩（カ
プセル）

１５ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

221 内用薬 カプレルサ錠１００ｍｇ バンデタニブ（錠） １００ｍｇ１錠 サノフィ

222 内用薬 タルグレチンカプセル７５ｍｇ ベキサロテン（カプセル） ７５ｍｇ１カプセル ミノファーゲン製薬

223 内用薬 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ イブルチニブ（カプセル） １４０ｍｇ１カプセル ヤンセンファーマ

224 内用薬 ジカディアカプセル１５０ｍｇ セリチニブ（カプセル） １５０ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

225 内用薬 タグリッソ錠４０ｍｇ
オシメルチニブメシル酸塩
（錠）

４０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

226 内用薬 タグリッソ錠８０ｍｇ
オシメルチニブメシル酸塩
（錠）

８０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

227 内用薬 タフィンラーカプセル５０ｍｇ
ダブラフェニブメシル酸塩
（カプセル）

５０ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

228 内用薬 タフィンラーカプセル７５ｍｇ
ダブラフェニブメシル酸塩
（カプセル）

７５ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

229 内用薬 メキニスト錠０．５ｍｇ
トラメチニブ　ジメチルスル
ホキシド付加物（錠）

０．５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

230 内用薬 メキニスト錠２ｍｇ
トラメチニブ　ジメチルスル
ホキシド付加物（錠）

２ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ
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231 内用薬 アイクルシグ錠１５ｍｇ ポナチニブ塩酸塩（錠） １５ｍｇ１錠 大塚製薬

232 内用薬 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ
イキサゾミブクエン酸エステ
ル（カプセル）

２．３ｍｇ１カプセル 武田薬品工業

233 内用薬 ニンラーロカプセル３ｍｇ
イキサゾミブクエン酸エステ
ル（カプセル）

３ｍｇ１カプセル 武田薬品工業

234 内用薬 ニンラーロカプセル４ｍｇ
イキサゾミブクエン酸エステ
ル（カプセル）

４ｍｇ１カプセル 武田薬品工業

235 内用薬 ムンデシンカプセル１００ｍｇ
フォロデシン塩酸塩（カプセ
ル）

１００ｍｇ１カプセル ムンディファーマ

236 内用薬 イブランスカプセル２５ｍｇ パルボシクリブ（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル ファイザー

237 内用薬 イブランスカプセル１２５ｍｇ パルボシクリブ（カプセル） １２５ｍｇ１カプセル ファイザー

238 内用薬 リムパーザ錠１００ｍｇ オラパリブ（錠） １００ｍｇ１錠 アストラゼネカ

239 内用薬 リムパーザ錠１５０ｍｇ オラパリブ（錠） １５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

240 内用薬 ゾスパタ錠４０ｍｇ
ギルテリチニブフマル酸塩
（錠）

４０ｍｇ１錠 アステラス製薬

241 内用薬 ベージニオ錠５０ｍｇ アベマシクリブ（錠） ５０ｍｇ１錠 日本イーライリリー

242 内用薬 ベージニオ錠１００ｍｇ アベマシクリブ（錠） １００ｍｇ１錠 日本イーライリリー

243 内用薬 ベージニオ錠１５０ｍｇ アベマシクリブ（錠） １５０ｍｇ１錠 日本イーライリリー

244 内用薬 ローブレナ錠２５ｍｇ ロルラチニブ（錠） ２５ｍｇ１錠 ファイザー

245 内用薬 ローブレナ錠１００ｍｇ ロルラチニブ（錠） １００ｍｇ１錠 ファイザー

246 内用薬 ビラフトビカプセル５０ｍｇ
エンコラフェニブ（カプセ
ル）

５０ｍｇ１カプセル 小野薬品工業

247 内用薬 メクトビ錠１５ｍｇ ビニメチニブ（錠） １５ｍｇ１錠 小野薬品工業

248 内用薬 アグリリンカプセル０．５ｍｇ
アナグレリド塩酸塩水和物
（カプセル）

０．５ｍｇ１カプセル シャイアー・ジャパン

249 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ１５
トリフルリジン・チピラシル
塩酸塩（錠）

１５ｍｇ１錠（トリフル
リジン相当量）

大鵬薬品工業

250 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ２０
トリフルリジン・チピラシル
塩酸塩（錠）

２０ｍｇ１錠（トリフル
リジン相当量）

大鵬薬品工業

251 内用薬
シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００
ＪＡＵ

スギ花粉エキス（錠） ２，０００ＪＡＵ１錠 鳥居薬品

252 内用薬
シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００
ＪＡＵ

スギ花粉エキス（錠） ５，０００ＪＡＵ１錠 鳥居薬品

253 内用薬 ディレグラ配合錠
フェキソフェナジン塩酸塩・
塩酸プソイドエフェドリン
（錠）

１錠 サノフィ

254 内用薬 ダフクリア錠２００ｍｇ フィダキソマイシン（錠） ２００ｍｇ１錠 アステラス製薬

255 内用薬 オラペネム小児用細粒１０％
テビペネム　ピボキシル（細
粒）

１００ｍｇ１ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

256 内用薬
クラバモックス小児用配合ドライシ
ロップ

アモキシシリン水和物・クラ
ブラン酸カリウム（シロップ
用）

（６３６．５ｍｇ）１ｇ グラクソ・スミスクライン

257 内用薬
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロッ
プ２ｇ

アジスロマイシン水和物（シ
ロップ用）

２ｇ１瓶 ファイザー
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258 内用薬 ミコブティンカプセル１５０ｍｇ リファブチン（カプセル） １５０ｍｇ１カプセル ファイザー

259 内用薬 リフキシマ錠２００ｍｇ リファキシミン（錠） ２００ｍｇ１錠 あすか製薬

260 内用薬 デルティバ錠５０ｍｇ デラマニド（錠） ５０ｍｇ１錠 大塚製薬

261 内用薬 サチュロ錠１００ｍｇ ベダキリンフマル酸塩（錠） １００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

262 内用薬 ジェニナック錠２００ｍｇ
メシル酸ガレノキサシン水和
物（錠）

２００ｍｇ１錠 富士フイルム富山化学

263 内用薬 バリキサ錠４５０ｍｇ
バルガンシクロビル塩酸塩
（錠）

４５０ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

264 内用薬 バリキサドライシロップ５０００ｍｇ
バルガンシクロビル塩酸塩
（シロップ用）

５０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後
の内用液として）

田辺三菱製薬

265 内用薬 レクシヴァ錠７００
ホスアンプレナビルカルシウ
ム水和物（錠）

７００ｍｇ１錠 ヴィーブヘルスケア

266 内用薬 エムトリバカプセル２００ｍｇ
エムトリシタビン（カプセ
ル）

２００ｍｇ１カプセル 日本たばこ産業

267 内用薬 プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ
ダルナビル　エタノール付加
物（錠）

８００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

268 内用薬 プリジスタ錠６００ｍｇ
ダルナビル　エタノール付加
物（錠）

６００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

269 内用薬 アイセントレス錠４００ｍｇ
ラルテグラビルカリウム
（錠）

４００ｍｇ１錠 ＭＳＤ

270 内用薬 アイセントレス錠６００ｍｇ
ラルテグラビルカリウム
（錠）

６００ｍｇ１錠 ＭＳＤ

271 内用薬 インテレンス錠１００ｍｇ エトラビリン（錠） １００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

272 内用薬 シーエルセントリ錠１５０ｍｇ マラビロク（錠） １５０ｍｇ１錠 ヴィーブヘルスケア

273 内用薬 エジュラント錠２５ｍｇ リルピビリン塩酸塩（錠） ２５ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

274 内用薬 テビケイ錠５０ｍｇ
ドルテグラビルナトリウム
（錠）

５０ｍｇ１錠 ヴィーブヘルスケア

275 内用薬 スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル（カプセル） １００ｍｇ１カプセル
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

276 内用薬 ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩（錠） ６０ｍｇ１錠
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

277 内用薬 ソバルディ錠４００ｍｇ ソホスブビル（錠） ４００ｍｇ１錠 ギリアド・サイエンシズ

278 内用薬 ゾフルーザ錠１０ｍｇ
バロキサビル　マルボキシル
（錠）

１０ｍｇ１錠 塩野義製薬

279 内用薬 ゾフルーザ錠２０ｍｇ
バロキサビル　マルボキシル
（錠）

２０ｍｇ１錠 塩野義製薬

280 内用薬 プレバイミス錠２４０ｍｇ レテルモビル（錠） ２４０ｍｇ１錠 ＭＳＤ

281 内用薬 エプジコム配合錠
ラミブジン・アバカビル硫酸
塩（錠）

１錠 ヴィーブヘルスケア

282 内用薬 ツルバダ配合錠
エムトリシタビン・テノホビ
ル　ジソプロキシルフマル酸
塩（錠）

１錠 日本たばこ産業
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283 内用薬 スタリビルド配合錠

エルビテグラビル・コビシス
タット・エムトリシタビン・
テノホビル　ジソプロキシル
フマル酸塩（錠）

１錠 日本たばこ産業

284 内用薬 コムプレラ配合錠

リルピビリン塩酸塩・エムト
リシタビン・テノホビル　ジ
ソプロキシルフマル酸塩
（錠）

１錠 ヤンセンファーマ

285 内用薬 トリーメク配合錠
ドルテグラビルナトリウム・
アバカビル硫酸塩・ラミブジ
ン（錠）

１錠 ヴィーブヘルスケア

286 内用薬 ハーボニー配合錠
レジパスビル　アセトン付加
物・ソホスブビル（錠）

１錠 ギリアド・サイエンシズ

287 内用薬 ゲンボイヤ配合錠

エルビテグラビル・コビシス
タット・エムトリシタビン・
テノホビル　アラフェナミド
フマル酸塩（錠）

１錠 日本たばこ産業

288 内用薬 プレジコビックス配合錠
ダルナビル　エタノール付加
物・コビシスタット（錠）

１錠 ヤンセンファーマ

289 内用薬 デシコビ配合錠ＬＴ
エムトリシタビン・テノホビ
ル　アラフェナミドフマル酸
塩（錠）

１錠 日本たばこ産業

290 内用薬 デシコビ配合錠ＨＴ
エムトリシタビン・テノホビ
ル　アラフェナミドフマル酸
塩（錠）

１錠 日本たばこ産業

291 内用薬 マヴィレット配合錠
グレカプレビル水和物・ピブ
レンタスビル（錠）

１錠 アッヴィ

292 内用薬 オデフシィ配合錠

リルピビリン塩酸塩・エムト
リシタビン・テノホビル　ア
ラフェナミドフマル酸塩
（錠）

１錠 ヤンセンファーマ
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293 内用薬 ジャルカ配合錠
ドルテグラビルナトリウム・
リルピビリン塩酸塩（錠）

１錠 ヴィーブヘルスケア

294 内用薬 エプクルーサ配合錠
ソホスブビル・ベルパタスビ
ル（錠）

１錠 ギリアド・サイエンシズ

295 内用薬 ビクタルビ配合錠

ビクテグラビルナトリウム・
エムトリシタビン・テノホビ
ル　アラフェナミドフマル酸
塩（）

１錠 ギリアド・サイエンシズ

296 内用薬 シムツーザ配合錠

ダルナビル　エタノール付加
物・コビシスタット・エムト
リシタビン・テノホビル　ア
ラフェナミドフマル酸塩
（錠）

１錠 ヤンセンファーマ

297 内用薬 サムチレール内用懸濁液１５％ アトバコン（液） ７５０ｍｇ５ｍＬ１包 グラクソ・スミスクライン

298 内用薬 ネイリンカプセル１００ｍｇ
ホスラブコナゾール　Ｌ－リ
シンエタノール付加物（カプ
セル）

１００ｍｇ１カプセル 佐藤製薬

299 内用薬 アメパロモカプセル２５０ｍｇ
パロモマイシン硫酸塩（カプ
セル）

２５０ｍｇ１カプセル ファイザー

300 内用薬 プリマキン錠１５ｍｇ「サノフィ」 プリマキンリン酸塩（錠） １５ｍｇ１錠 サノフィ

301 内用薬
スピラマイシン錠１５０万単位「サノ
フィ」

スピラマイシン（錠） １５０万国際単位１錠 サノフィ

302 内用薬 ボースデル内用液１０ 塩化マンガン四水和物（液） １０ｍｇ２５０ｍＬ１袋
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

303 内用薬 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ
アミノレブリン酸塩酸塩（顆
粒）

１．５ｇ１包 ＳＢＩファーマ

304 内用薬 アラベル内用剤１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩（） １．５ｇ１瓶 ノーベルファーマ

305 内用薬 チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩（錠） ０．５ｍｇ１錠 ファイザー

306 内用薬 チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩（錠） １ｍｇ１錠 ファイザー

307 内用薬 ナルラピド錠１ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩
（錠）

１ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

308 内用薬 ナルラピド錠２ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩
（錠）

２ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

309 内用薬 ナルラピド錠４ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩
（錠）

４ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

310 内用薬 ナルサス錠２ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（徐
放錠）

２ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

311 内用薬 ナルサス錠６ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（徐
放錠）

６ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ
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312 内用薬 ナルサス錠１２ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（徐
放錠）

１２ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

313 内用薬 ナルサス錠２４ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（徐
放錠）

２４ｍｇ１錠 第一三共プロファーマ

314 内用薬 メサペイン錠５ｍｇ メサドン塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 帝國製薬

315 内用薬 メサペイン錠１０ｍｇ メサドン塩酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 帝國製薬

316 内用薬 タペンタ錠２５ｍｇ
タペンタドール塩酸塩（徐放
錠）

２５ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

317 内用薬 タペンタ錠５０ｍｇ
タペンタドール塩酸塩（徐放
錠）

５０ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

318 内用薬 タペンタ錠１００ｍｇ
タペンタドール塩酸塩（徐放
錠）

１００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

319 注射薬 ホストイン静注７５０ｍｇ
ホスフェニトインナトリウム
水和物（静注用）

７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ノーベルファーマ

320 注射薬 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ
フェノバルビタールナトリウ
ム（静注用）

２５０ｍｇ１瓶 ノーベルファーマ

321 注射薬 ミダフレッサ静注０．１％ ミダゾラム（注射液） １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 アルフレッサファーマ

322 注射薬 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム（注射液） ５００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ユーシービージャパン

323 注射薬 ビムパット点滴静注２００ｍｇ ラコサミド（注射液） ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ユーシービージャパン

324 注射薬 アポカイン皮下注３０ｍｇ
アポモルヒネ塩酸塩水和物
（キット）

３０ｍｇ３ｍＬ１筒 協和キリン

325 注射薬
リスパダール　コンスタ筋注用２５ｍ
ｇ

リスペリドン（キット）
２５ｍｇ１キット（懸濁
用液付）

ヤンセンファーマ

326 注射薬
リスパダール　コンスタ筋注用３７．
５ｍｇ

リスペリドン（キット）
３７．５ｍｇ１キット
（懸濁用液付）

ヤンセンファーマ

327 注射薬
リスパダール　コンスタ筋注用５０ｍ
ｇ

リスペリドン（キット）
５０ｍｇ１キット（懸濁
用液付）

ヤンセンファーマ

328 注射薬 タイサブリ点滴静注３００ｍｇ
ナタリズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶 バイオジェン・ジャパン

329 注射薬 スピンラザ髄注１２ｍｇ
ヌシネルセンナトリウム（注
射液）

１２ｍｇ５ｍＬ１瓶 バイオジェン・ジャパン

330 注射薬 ギャバロン髄注０．００５％ バクロフェン（注射液） ０．００５％１ｍＬ１管 第一三共

331 注射薬 ギャバロン髄注０．０５％ バクロフェン（注射液） ０．０５％２０ｍＬ１管 第一三共

332 注射薬 ギャバロン髄注０．２％ バクロフェン（注射液） ０．２％５ｍＬ１管 第一三共

333 注射薬
マクジェン硝子体内注射用キット０．
３ｍｇ

ペガプタニブナトリウム
（キット）

０．３ｍｇ９０μＬ１筒 ボシュロム・ジャパン

334 注射薬
ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ
／ｍＬ

ラニビズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

０．５ｍｇ０．０５ｍＬ
１瓶

ノバルティス　ファーマ

335 注射薬
ルセンティス硝子体内注射用キット１
０ｍｇ／ｍＬ

ラニビズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

０．５ｍｇ０．０５ｍＬ
１筒

ノバルティス　ファーマ

336 注射薬 マキュエイド眼注用４０ｍｇ
トリアムシノロンアセトニド
（注射用）

４０ｍｇ１瓶 わかもと製薬

337 注射薬 レスピア静注・経口液６０ｍｇ 無水カフェイン（注射液） ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶 ノーベルファーマ

338 注射薬 コアベータ静注用１２．５ｍｇ
ランジオロール塩酸塩（注射
用）

１２．５ｍｇ１瓶 小野薬品工業

339 注射薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ
エボロクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１４０ｍｇ１ｍＬ１筒
アステラス・アムジェン・
バイオファーマ
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340 注射薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン
エボロクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１４０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト

アステラス・アムジェン・
バイオファーマ

341 注射薬
レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニ
ドーザー

エボロクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

４２０ｍｇ３．５ｍＬ１
キット

アステラス・アムジェン・
バイオファーマ

342 注射薬 プラルエント皮下注７５ｍｇペン
アリロクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

７５ｍｇ１ｍＬ１キット サノフィ

343 注射薬 プラルエント皮下注１５０ｍｇペン
アリロクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１５０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト

サノフィ

344 注射薬 イブリーフ静注２０ｍｇ
イブプロフェン　Ｌ－リシン
（注射液）

２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 千寿製薬

345 注射薬 ゾレア皮下注用１５０ｍｇ
オマリズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

１５０ｍｇ１瓶 ノバルティス　ファーマ

346 注射薬 ゾレア皮下注用７５ｍｇ
オマリズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

７５ｍｇ１瓶 ノバルティス　ファーマ

347 注射薬 ゾレア皮下注７５ｍｇシリンジ
オマリズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

７５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 ノバルティス　ファーマ

348 注射薬 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ
オマリズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１５０ｍｇ１ｍＬ１筒 ノバルティス　ファーマ

349 注射薬 ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ
メポリズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

１００ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

350 注射薬 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ
ベンラリズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

３０ｍｇ１ｍＬ１筒 アストラゼネカ

351 注射薬 アロキシ静注０．７５ｍｇ
パロノセトロン塩酸塩（静注
用）

０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶 大鵬薬品工業

352 注射薬 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ
パロノセトロン塩酸塩（キッ
ト）

０．７５ｍｇ５０ｍＬ１
袋

大鵬薬品工業

353 注射薬 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ
ベドリズマブ（遺伝子組換
え）（静注用）

３００ｍｇ１瓶 武田薬品工業

354 注射薬 ゴナールエフ皮下注用７５
ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）（注射用）

７５国際単位１瓶（溶解
液付）

メルクバイオファーマ

355 注射薬 ゴナールエフ皮下注用１５０
ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）（注射用）

１５０国際単位１瓶（溶
解液付）

メルクバイオファーマ

356 注射薬 ゴナールエフ皮下注ペン４５０
ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）（キット）

４５０国際単位０．７５
ｍＬ１筒

メルクバイオファーマ

357 注射薬 ゴナールエフ皮下注ペン９００
ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）（キット）

９００国際単位１．５ｍ
Ｌ１筒

メルクバイオファーマ

358 注射薬 ゴナールエフ皮下注ペン３００
ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）（キット）

３００国際単位０．５ｍ
Ｌ１筒

メルクバイオファーマ
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359 注射薬 フォルテオ皮下注キット６００μｇ
テリパラチド（遺伝子組換
え）（キット）

６００μｇ１キット 日本イーライリリー

360 注射薬 テリボン皮下注用５６．５μｇ
テリパラチド酢酸塩（注射
液）

５６．５μｇ１瓶 旭化成ファーマ

361 注射薬 テリボン皮下注用５６．５μｇ
テリパラチド酢酸塩（注射
用）

５６．５μｇ１瓶（溶解
液付）

旭化成ファーマ

362 注射薬 ソマバート皮下注用１０ｍｇ
ペグビソマント（遺伝子組換
え）（注射用）

１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ファイザー

363 注射薬 ソマバート皮下注用１５ｍｇ
ペグビソマント（遺伝子組換
え）（注射用）

１５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ファイザー

364 注射薬 ソマバート皮下注用２０ｍｇ
ペグビソマント（遺伝子組換
え）（注射用）

２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ファイザー

365 注射薬 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
リラグルチド（遺伝子組換
え）（キット）

１８ｍｇ３ｍＬ１キット
ノボ　ノルディスク
ファーマ

366 注射薬 バイエッタ皮下注５μｇペン３００ エキセナチド（キット）
３００μｇ１キット（５
μｇ）

アストラゼネカ

367 注射薬 バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ エキセナチド（キット）
３００μｇ１キット（１
０μｇ）

アストラゼネカ

368 注射薬 ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン エキセナチド（キット） ２ｍｇ１キット アストラゼネカ

369 注射薬
メトレレプチン皮下注用１１．２５ｍ
ｇ「シオノギ」

メトレレプチン（遺伝子組換
え）（注射用）

１１．２５ｍｇ１瓶 塩野義製薬

370 注射薬
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０
ｍｇ

パシレオチドパモ酸塩（キッ
ト）

２０ｍｇ１キット（溶解
液付）

ノバルティス　ファーマ

371 注射薬
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０
ｍｇ

パシレオチドパモ酸塩（キッ
ト）

４０ｍｇ１キット（溶解
液付）

ノバルティス　ファーマ

372 注射薬
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット６０
ｍｇ

パシレオチドパモ酸塩（キッ
ト）

６０ｍｇ１キット（溶解
液付）

ノバルティス　ファーマ

373 注射薬
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット１０
ｍｇ

パシレオチドパモ酸塩（キッ
ト）

１０ｍｇ１キット（溶解
液付）

ノバルティス　ファーマ

374 注射薬
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット３０
ｍｇ

パシレオチドパモ酸塩（キッ
ト）

３０ｍｇ１キット（溶解
液付）

ノバルティス　ファーマ

375 注射薬 ジオン注無痛化剤付
硫酸アルミニウムカリウム水
和物・タンニン酸（注射用）

１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

田辺三菱製薬

376 注射薬 ジオン注生食液付
硫酸アルミニウムカリウム水
和物・タンニン酸（注射用）

１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

田辺三菱製薬

377 注射薬 ザイヤフレックス注射用
コラゲナーゼ（クロストリジ
ウム　ヒストリチクム）（注
射用）

０．５８ｍｇ１瓶（溶解
液付）

旭化成ファーマ

378 注射薬 アセレンド注１００μｇ
亜セレン酸ナトリウム（注射
液）

１００μｇ２ｍＬ１瓶 藤本製薬

379 注射薬 リコモジュリン点滴静注用１２８００
トロンボモデュリンアルファ
（遺伝子組換え）（注射液）

１２，８００単位１瓶 旭化成ファーマ
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380 注射薬 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ
ペグフィルグラスチム（遺伝
子組換え）（キット）

３．６ｍｇ０．３６ｍＬ
１筒

協和キリン

381 注射薬 プリズバインド静注液２．５ｇ
イダルシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

382 注射薬 モゾビル皮下注２４ｍｇ プレリキサホル（注射液） ２４ｍｇ１．２ｍＬ１瓶 サノフィ

383 注射薬 ブリディオン静注２００ｍｇ
スガマデクスナトリウム（静
注用）

２００ｍｇ２ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

384 注射薬 ブリディオン静注５００ｍｇ
スガマデクスナトリウム（静
注用）

５００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

385 注射薬 サビーン点滴静注用５００ｍｇ デクスラゾキサン（注射用） ５００ｍｇ１瓶 キッセイ薬品工業

386 注射薬
ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケ
ダ」

ホメピゾール（注射液） １．５ｇ１瓶 武田薬品工業

387 注射薬
メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三
共」

メチルチオニニウム塩化物水
和物（注射液）

５０ｍｇ１０ｍＬ１管 第一三共

388 注射薬 リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ
アガルシダーゼアルファ（遺
伝子組換え）（静注用）

３．５ｍｇ３．５ｍＬ１
瓶

大日本住友製薬

389 注射薬 アウドラザイム点滴静注液２．９ｍｇ
ラロニダーゼ（遺伝子組換
え）（注射液）

２．９ｍｇ５ｍＬ１瓶 サノフィ

390 注射薬 マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ
アルグルコシダーゼアルファ
（遺伝子組換え）（静注用）

５０ｍｇ１瓶 サノフィ

391 注射薬 エラプレース点滴静注液６ｍｇ
イデュルスルファーゼ（遺伝
子組換え）（注射液）

６ｍｇ３ｍＬ１瓶 サノフィ

392 注射薬 ナグラザイム点滴静注液５ｍｇ
ガルスルファーゼ（遺伝子組
換え）（注射液）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶
ＢｉｏＭａｒｉｎ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
Ｊａｐａｎ

393 注射薬 ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ
ラスブリカーゼ（遺伝子組換
え）（静注用）

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サノフィ

394 注射薬 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ
ラスブリカーゼ（遺伝子組換
え）（静注用）

７．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サノフィ

395 注射薬 ビプリブ点滴静注用４００単位
ベラグルセラーゼ　アルファ
（遺伝子組換え）（静注用）

４００単位１瓶 シャイアー・ジャパン

396 注射薬 ビミジム点滴静注液５ｍｇ
エロスルファーゼ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射液）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶
ＢｉｏＭａｒｉｎ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
Ｊａｐａｎ

397 注射薬
ストレンジック皮下注１２ｍｇ／０．
３ｍＬ

アスホターゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

１２ｍｇ０．３ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

398 注射薬
ストレンジック皮下注１８ｍｇ／０．
４５ｍＬ

アスホターゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

１８ｍｇ０．４５ｍＬ１
瓶

アレクシオンファーマ
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399 注射薬
ストレンジック皮下注２８ｍｇ／０．
７ｍＬ

アスホターゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

２８ｍｇ０．７ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

400 注射薬
ストレンジック皮下注４０ｍｇ／１ｍ
Ｌ

アスホターゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

４０ｍｇ１ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

401 注射薬
ストレンジック皮下注８０ｍｇ／０．
８ｍＬ

アスホターゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

８０ｍｇ０．８ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

402 注射薬 カヌマ点滴静注液２０ｍｇ
セベリパーゼ　アルファ（遺
伝子組換え）（注射液）

２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

403 注射薬 レブコビ筋注２．４ｍｇ
エラペグアデマーゼ（遺伝子
組換え）（注射液）

２．４ｍｇ１．５ｍＬ１
瓶

帝人ファーマ

404 注射薬 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ
アバタセプト（遺伝子組換
え）（注射用）

２５０ｍｇ１瓶
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

405 注射薬
オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ
１ｍＬ

アバタセプト（遺伝子組換
え）（キット）

１２５ｍｇ１ｍＬ１筒
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

406 注射薬
オレンシア皮下注１２５ｍｇオートイ
ンジェクター１ｍＬ

アバタセプト（遺伝子組換
え）（キット）

１２５ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト

ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

407 注射薬 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用
ロミプロスチム（遺伝子組換
え）（注射用）

２５０μｇ１瓶 協和キリン

408 注射薬 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ
ウステキヌマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

409 注射薬 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ
ウステキヌマブ（遺伝子組換
え）（キット）

４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 ヤンセンファーマ

410 注射薬 イラリス皮下注射液１５０ｍｇ
カナキヌマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ノバルティス　ファーマ

411 注射薬 イラリス皮下注用１５０ｍｇ
カナキヌマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１５０ｍｇ１瓶 ノバルティス　ファーマ

412 注射薬 ランマーク皮下注１２０ｍｇ
デノスマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

１２０ｍｇ１．７ｍＬ１
瓶

第一三共

413 注射薬
コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリ
ンジ

セクキヌマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１５０ｍｇ１ｍＬ１筒 ノバルティス　ファーマ

414 注射薬 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
セクキヌマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１５０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト

ノバルティス　ファーマ

415 注射薬 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ
グラチラマー酢酸塩（キッ
ト）

２０ｍｇ１ｍＬ１筒 武田薬品工業

416 注射薬 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ
ブロダルマブ（遺伝子組換
え）（キット）

２１０ｍｇ１．５ｍＬ１
筒

協和キリン
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417 注射薬 トルツ皮下注８０ｍｇシリンジ
イキセキズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

８０ｍｇ１ｍＬ１筒 日本イーライリリー

418 注射薬
トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェ
クター

イキセキズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

８０ｍｇ１ｍＬ１キット 日本イーライリリー

419 注射薬 ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ
ベリムマブ（遺伝子組換え）
（注射用）

１２０ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

420 注射薬 ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ
ベリムマブ（遺伝子組換え）
（注射用）

４００ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

421 注射薬 ベンリスタ皮下注２００ｍｇシリンジ
ベリムマブ（遺伝子組換え）
（キット）

２００ｍｇ１ｍＬ１筒 グラクソ・スミスクライン

422 注射薬
ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートイ
ンジェクター

ベリムマブ（遺伝子組換え）
（キット）

２００ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

423 注射薬
トレムフィア皮下注１００ｍｇシリン
ジ

グセルクマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１００ｍｇ１ｍＬ１筒 ヤンセンファーマ

424 注射薬 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 コンドリアーゼ（注射用） １．２５単位１瓶 生化学工業

425 注射薬 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ
ロモソズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１０５ｍｇ１．１７ｍＬ
１筒

アステラス・アムジェン・
バイオファーマ

426 注射薬
スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ
０．８３ｍＬ

リサンキズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

７５ｍｇ０．８３ｍＬ１
筒

アッヴィ

427 注射薬 リサイオ点滴静注液１００ｍｇ チオテパ（注射液）
１００ｍｇ２．５ｍＬ１
瓶

大日本住友製薬

428 注射薬 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ ブスルファン（静注用） ６０ｍｇ１瓶 大塚製薬

429 注射薬 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ
ベンダムスチン塩酸塩（注射
用）

１００ｍｇ１瓶 シンバイオ製薬

430 注射薬 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ
ベンダムスチン塩酸塩（注射
用）

２５ｍｇ１瓶 シンバイオ製薬

431 注射薬 ザノサー点滴静注用１ｇ ストレプトゾシン（注射用） １ｇ１瓶 ノーベルファーマ

432 注射薬 アリムタ注射用５００ｍｇ
ペメトレキセドナトリウム水
和物（注射用）

５００ｍｇ１瓶 日本イーライリリー

433 注射薬 アリムタ注射用１００ｍｇ
ペメトレキセドナトリウム水
和物（注射用）

１００ｍｇ１瓶 日本イーライリリー

434 注射薬 アラノンジー静注用２５０ｍｇ ネララビン（注射用） ２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ノバルティス　ファーマ

435 注射薬 エボルトラ点滴静注２０ｍｇ クロファラビン（注射液） ２０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 サノフィ

436 注射薬 ジフォルタ注射液２０ｍｇ
プララトレキサート（注射
液）

２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ムンディファーマ

437 注射薬 ドキシル注２０ｍｇ
ドキソルビシン塩酸塩（注射
用）

２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

438 注射薬 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
ゲムツズマブオゾガマイシン
（遺伝子組換え）（静注用）

５ｍｇ１瓶 ファイザー
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439 注射薬 ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ
イノツズマブ　オゾガマイシ
ン（遺伝子組換え）（注射
用）

１ｍｇ１瓶 ファイザー

440 注射薬 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル（注射用） １００ｍｇ１瓶 大鵬薬品工業

441 注射薬 ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ（注射用） ３ｍｇ１瓶 ヤンセンファーマ

442 注射薬
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４
ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 中外製薬

443 注射薬
アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１
６ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶 中外製薬

444 注射薬
ゼヴァリン　イットリウム（９０Ｙ）
静注用セット

イブリツモマブ　チウキセタ
ン（遺伝子組換え）・塩化
イットリウム（９０Ｙ）
（キット）

１セット ムンディファーマ

445 注射薬 アービタックス注射液１００ｍｇ
セツキシマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 メルクバイオファーマ

446 注射薬 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
パニツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 武田薬品工業

447 注射薬 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ
パニツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 武田薬品工業

448 注射薬 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ テムシロリムス（注射用）
２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希
釈液付）

ファイザー

449 注射薬 ビダーザ注射用１００ｍｇ アザシチジン（注射用） １００ｍｇ１瓶 日本新薬

450 注射薬 ハラヴェン静注１ｍｇ
エリブリンメシル酸塩（注射
液）

１ｍｇ２ｍＬ１瓶 エーザイ

451 注射薬 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ フルベストラント（キット） ２５０ｍｇ５ｍＬ１筒 アストラゼネカ

452 注射薬 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ
モガムリズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

２０ｍｇ５ｍＬ１瓶 協和キリン

453 注射薬 アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ
オファツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノバルティス　ファーマ

454 注射薬 アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ
オファツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１，０００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

ノバルティス　ファーマ

455 注射薬
パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４
ｍＬ

ペルツズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶 中外製薬

456 注射薬 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ
ブレンツキシマブ　ベドチン
（遺伝子組換え）（注射用）

５０ｍｇ１瓶 武田薬品工業

457 注射薬 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ
トラスツズマブ　エムタンシ
ン（遺伝子組換え）（注射
用）

１００ｍｇ１瓶 中外製薬
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458 注射薬 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ
トラスツズマブ　エムタンシ
ン（遺伝子組換え）（注射
用）

１６０ｍｇ１瓶 中外製薬

459 注射薬 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ
ニボルマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 小野薬品工業

460 注射薬 オプジーボ点滴静注１００ｍｇ
ニボルマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 小野薬品工業

461 注射薬 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
ニボルマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶 小野薬品工業

462 注射薬 マブキャンパス点滴静注３０ｍｇ
アレムツズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

３０ｍｇ１ｍＬ１瓶 サノフィ

463 注射薬 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
ラムシルマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 日本イーライリリー

464 注射薬 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
ラムシルマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 日本イーライリリー

465 注射薬 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ
イピリムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

466 注射薬 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ トラベクテジン（注射用） ０．２５ｍｇ１瓶 大鵬薬品工業

467 注射薬 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ トラベクテジン（注射用） １ｍｇ１瓶 大鵬薬品工業

468 注射薬 ゾーフィゴ静注
塩化ラジウム（２２３Ｒａ）
（注射液）

１回分 バイエル薬品

469 注射薬 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ カルフィルゾミブ（注射用） １０ｍｇ１瓶 小野薬品工業

470 注射薬 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ カルフィルゾミブ（注射用） ４０ｍｇ１瓶 小野薬品工業

471 注射薬 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ
エロツズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

３００ｍｇ１瓶
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

472 注射薬 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ
エロツズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

４００ｍｇ１瓶
ブリストル・マイヤーズ
スクイブ

473 注射薬 キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ
ペムブロリズマブ（遺伝子組
換え）（注射液）

２０ｍｇ０．８ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

474 注射薬 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
ペムブロリズマブ（遺伝子組
換え）（注射液）

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

475 注射薬 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ
ダラツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

476 注射薬 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ
ダラツムマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

477 注射薬 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ
アベルマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 メルクバイオファーマ

478 注射薬 イストダックス点滴静注用１０ｍｇ ロミデプシン（注射用）
１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

セルジーン

20



新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目リスト（医薬品コード順）

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

479 注射薬 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
デュルバルマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１２０ｍｇ２．４ｍＬ１
瓶

アストラゼネカ

480 注射薬 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ
デュルバルマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 アストラゼネカ

481 注射薬 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ
オビヌツズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１，０００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

中外製薬

482 注射薬 ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ
ブリナツモマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

３５μｇ１瓶（輸液安定
化液付）

アステラス・アムジェン・
バイオファーマ

483 注射薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 滅菌調整タルク（注射用） ４ｇ１瓶 ノーベルファーマ

484 注射薬
ゼヴァリン　インジウム（１１１Ｉ
ｎ）静注用セット

イブリツモマブ　チウキセタ
ン（遺伝子組換え）・塩化イ
ンジウム（１１１Ｉｎ）
（キット）

１セット ムンディファーマ

485 注射薬 ダットスキャン静注
イオフルパン（１２３Ｉ）
（キット）

１６７ＭＢｑ１筒 日本メジフィジックス

486 注射薬
デュピクセント皮下注３００ｍｇシリ
ンジ

デュピルマブ（遺伝子組換
え）（キット）

３００ｍｇ２ｍＬ１筒 サノフィ

487 注射薬 フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ
イカチバント酢酸塩（キッ
ト）

３０ｍｇ３ｍＬ１筒 シャイアー・ジャパン

488 注射薬 テムセルＨＳ注
ヒト（同種）骨髄由来間葉系
幹細胞（）

１０．８ｍＬ１袋 ＪＣＲファーマ

489 注射薬 ステミラック注
ヒト（自己）骨髄由来間葉系
幹細胞（）

１回分 ニプロ

490 注射薬 キムリア点滴静注 チサゲンレクルユーセル（） １患者当たり ノバルティス　ファーマ

491 注射薬 キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン（注射用） ３５０ｍｇ１瓶 ＭＳＤ

492 注射薬 オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ
コリスチンメタンスルホン酸
ナトリウム（注射用）

１５０ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

493 注射薬 タイガシル点滴静注用５０ｍｇ チゲサイクリン（静注用） ５０ｍｇ１瓶 ファイザー

494 注射薬 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ（静注用） ５０ｍｇ１瓶 大日本住友製薬

495 注射薬 カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ
カスポファンギン酢酸塩（注
射用）

５０ｍｇ１瓶 ＭＳＤ

496 注射薬 カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ
カスポファンギン酢酸塩（注
射用）

７０ｍｇ１瓶 ＭＳＤ

497 注射薬
ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０
ｍｇ

ペラミビル水和物（注射液） １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 塩野義製薬

498 注射薬
ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍ
ｇ

ペラミビル水和物（注射液） ３００ｍｇ６０ｍＬ１袋 塩野義製薬

499 注射薬 プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ レテルモビル（注射液） ２４０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

500 注射薬 イトリゾール注１％ イトラコナゾール（注射用）
１％２０ｍＬ１管（溶解
液付）

ヤンセンファーマ

21



新薬創出・適応外薬解消等促進加算 対象品目リスト（医薬品コード順）

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

501 注射薬 メナクトラ筋注
４価髄膜炎菌ワクチン（ジフ
テリアトキソイド結合体）
（）

０．５ｍＬ１瓶 サノフィ

502 注射薬 アドベイト静注用２５０
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

２５０単位１瓶（溶解液
付）

シャイアー・ジャパン

503 注射薬 アドベイト静注用５００
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

５００単位１瓶（溶解液
付）

シャイアー・ジャパン

504 注射薬 アドベイト静注用１０００
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

１，０００単位１瓶（溶
解液付）

シャイアー・ジャパン

505 注射薬 アドベイト静注用２０００
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

２，０００単位１瓶（溶
解液付）

シャイアー・ジャパン

506 注射薬 アドベイト静注用１５００
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

１，５００単位１瓶（溶
解液付）

シャイアー・ジャパン

507 注射薬 アドベイト静注用３０００
ルリオクトコグアルファ（遺
伝子組換え）（注射用）

３，０００単位１瓶（溶
解液付）

シャイアー・ジャパン

508 注射薬 ベネフィクス静注用５００
ノナコグアルファ（遺伝子組
換え）（注射用）

５００国際単位１瓶（溶
解液付）

ファイザー

509 注射薬 ベネフィクス静注用１０００
ノナコグアルファ（遺伝子組
換え）（注射用）

１，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

ファイザー

510 注射薬 ベネフィクス静注用２０００
ノナコグアルファ（遺伝子組
換え）（注射用）

２，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

ファイザー

511 注射薬 ベネフィクス静注用３０００
ノナコグアルファ（遺伝子組
換え）（注射用）

３，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

ファイザー

512 注射薬 オルプロリクス静注用５００
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

５００国際単位１瓶（溶
解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン

513 注射薬 オルプロリクス静注用１０００
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

１，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン

514 注射薬 オルプロリクス静注用２０００
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

２，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン

515 注射薬 オルプロリクス静注用３０００
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

３，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン

516 注射薬 オルプロリクス静注用２５０
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

２５０国際単位１瓶（溶
解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン
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517 注射薬 オルプロリクス静注用４０００
エフトレノナコグ　アルファ
（遺伝子組換え）（注射用）

４，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

バイオベラティブ・ジャパ
ン

518 注射薬 ノボサーティーン静注用２５００
カトリデカコグ（遺伝子組換
え）（注射用）

２，５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ノボ　ノルディスク
ファーマ

519 注射薬 ケイセントラ静注用５００
乾燥濃縮人プロトロンビン複
合体（注射用）

５００国際単位１瓶（溶
解液付）

ＣＳＬベーリング

520 注射薬 ケイセントラ静注用１０００
乾燥濃縮人プロトロンビン複
合体（注射用）

１，０００国際単位１瓶
（溶解液付）

ＣＳＬベーリング

521 注射薬 ヘムライブラ皮下注３０ｍｇ
エミシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

３０ｍｇ１ｍＬ１瓶 中外製薬

522 注射薬 ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ
エミシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶 中外製薬

523 注射薬 ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ
エミシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶 中外製薬

524 注射薬 ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ
エミシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１０５ｍｇ０．７ｍＬ１
瓶

中外製薬

525 注射薬 ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ
エミシズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶 中外製薬

526 注射薬 バイクロット配合静注用
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子
加活性化第Ⅶ因子（静注用）

（第Ⅶａ因子１．５ｍｇ
第Ｘ因子１５ｍｇ）１瓶
（溶解液付）

ＫＭバイオロジクス

527 注射薬 ノーモサング点滴静注２５０ｍｇ ヘミン（注射液） ２５０ｍｇ１０ｍＬ１管 オーファンパシフィック

528 注射薬 シムレクト小児用静注用１０ｍｇ
バシリキシマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノバルティス　ファーマ

529 注射薬
ペグイントロン皮下注用５０μｇ／
０．５ｍＬ用

ペグインターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換え）
（注射用）

５０μｇ１瓶（溶解液
付）

ＭＳＤ

530 注射薬
ペグイントロン皮下注用１００μｇ／
０．５ｍＬ用

ペグインターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換え）
（注射用）

１００μｇ１瓶（溶解液
付）

ＭＳＤ

531 注射薬
ペグイントロン皮下注用１５０μｇ／
０．５ｍＬ用

ペグインターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換え）
（注射用）

１５０μｇ１瓶（溶解液
付）

ＭＳＤ

532 注射薬 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ
トシリズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 中外製薬

533 注射薬 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ
トシリズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 中外製薬
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534 注射薬 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ
トシリズマブ（遺伝子組換
え）（注射液）

４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 中外製薬

535 注射薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ
トシリズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１６２ｍｇ０．９ｍＬ１
筒

中外製薬

536 注射薬
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートイ
ンジェクター

トシリズマブ（遺伝子組換
え）（キット）

１６２ｍｇ０．９ｍＬ１
キット

中外製薬

537 注射薬 アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ
インターフェロンベータ－１
ａ（遺伝子組換え）（キッ
ト）

３０μｇ０．５ｍＬ１筒 バイオジェン・ジャパン

538 注射薬 アボネックス筋注３０μｇペン
インターフェロンベータ－１
ａ（遺伝子組換え）（キッ
ト）

３０μｇ０．５ｍＬ１
キット

バイオジェン・ジャパン

539 注射薬 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（静注用）

２５ｍｇ１瓶 サノフィ

540 注射薬 ソリリス点滴静注３００ｍｇ
エクリズマブ（遺伝子組換
え）（注射用）

３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶 アレクシオンファーマ

541 注射薬 ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ
ベズロトクスマブ（遺伝子組
換え）（注射液）

６２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ＭＳＤ

542 注射薬 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール（注射液）
５００ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ファイザー

543 注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００
プラルモレリン塩酸塩（注射
用）

１００μｇ１瓶（溶解液
付）

科研製薬

544 注射薬 ソナゾイド注射用１６μＬ ペルフルブタン（注射用） １瓶（溶解液付） 第一三共

545 注射薬 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ
ガドキセト酸ナトリウム
（キット）

１８．１４３％５ｍＬ１
筒

バイエル薬品

546 注射薬 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ
ガドキセト酸ナトリウム
（キット）

１８．１４３％１０ｍＬ
１筒

バイエル薬品

547 注射薬
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照
液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩

ヒスタミン二塩酸塩（注射
液）

２ｍＬ１瓶 日本たばこ産業

548 注射薬 タイロゲン筋注用０．９ｍｇ
ヒトチロトロピンアルファ
（遺伝子組換え）（筋注用）

０．９ｍｇ１瓶 サノフィ

549 注射薬 ナルベイン注２ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（注
射液）

２ｍｇ１ｍＬ１管 第一三共プロファーマ

550 注射薬 ナルベイン注２０ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩（注
射液）

２０ｍｇ２ｍＬ１管 第一三共プロファーマ

551 外用薬 ノルスパンテープ５ｍｇ ブプレノルフィン（貼付剤） ５ｍｇ１枚 ムンディファーマ

552 外用薬 ノルスパンテープ１０ｍｇ ブプレノルフィン（貼付剤） １０ｍｇ１枚 ムンディファーマ

553 外用薬 ノルスパンテープ２０ｍｇ ブプレノルフィン（貼付剤） ２０ｍｇ１枚 ムンディファーマ

554 外用薬 パピロックミニ点眼液０．１％ シクロスポリン（点眼液） ０．１％０．４ｍＬ１個 参天製薬

555 外用薬 タリムス点眼液０．１％
タクロリムス水和物（点眼
液）

０．１％５ｍＬ１瓶 千寿製薬

556 外用薬 ジクアス点眼液３％
ジクアホソルナトリウム（点
眼液）

３％５ｍＬ１瓶 参天製薬
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557 外用薬 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド（点眼液） ２％０．３５ｍＬ１本 大塚製薬

558 外用薬 アイファガン点眼液０．１％
ブリモニジン酒石酸塩（点眼
液）

０．１％１ｍＬ 千寿製薬

559 外用薬 グラナテック点眼液０．４％
リパスジル塩酸塩水和物（点
眼液）

０．４％１ｍＬ 興和

560 外用薬 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ
インダカテロールマレイン酸
塩（カプセル）

１５０μｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

561 外用薬 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ブデソニド（吸入液） ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 アストラゼネカ

562 外用薬 パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド（吸入液） ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 アストラゼネカ

563 外用薬 プルモザイム吸入液２．５ｍｇ
ドルナーゼ　アルファ（遺伝
子組換え）（吸入液）

２．５ｍｇ２．５ｍＬ１
管

中外製薬

564 外用薬 アドエア１００ディスカス２８吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

２８ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

565 外用薬 アドエア２５０ディスカス２８吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

２８ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

566 外用薬 アドエア５００ディスカス２８吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

２８ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

567 外用薬 アドエア１００ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

568 外用薬 アドエア２５０ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

569 外用薬 アドエア５００ディスカス６０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

６０ブリスター１キット グラクソ・スミスクライン

570 外用薬 アドエア５０エアゾール１２０吸入用
サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

１２．０ｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン
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571 外用薬
アドエア１２５エアゾール１２０吸入
用

サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

１２．０ｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

572 外用薬
アドエア２５０エアゾール１２０吸入
用

サルメテロールキシナホ酸
塩・フルチカゾンプロピオン
酸エステル（吸入用）

１２．０ｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

573 外用薬
シムビコートタービュヘイラー３０吸
入

ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物（吸入用）

３０吸入１キット アストラゼネカ

574 外用薬
シムビコートタービュヘイラー６０吸
入

ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物（吸入用）

６０吸入１キット アストラゼネカ

575 外用薬 テリルジー１００エリプタ１４吸入用

フルチカゾンフランカルボン
酸エステル・ウメクリジニウ
ム臭化物・ビランテロールト
リフェニル酢酸塩（吸入剤）

１４吸入１キット グラクソ・スミスクライン

576 外用薬 テリルジー１００エリプタ３０吸入用

フルチカゾンフランカルボン
酸エステル・ウメクリジニウ
ム臭化物・ビランテロールト
リフェニル酢酸塩（吸入剤）

３０吸入１キット グラクソ・スミスクライン

577 外用薬 メノエイドコンビパッチ
エストラジオール・酢酸ノル
エチステロン（貼付剤）

１枚 あすか製薬

578 外用薬 ロゼックスゲル０．７５％ メトロニダゾール（ゲル） ０．７５％１ｇ マルホ

579 外用薬 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ カルムスチン（） ７．７ｍｇ１枚 エーザイ

580 外用薬 ラパリムスゲル０．２％ シロリムス（ゲル） ０．２％１ｇ ノーベルファーマ

581 外用薬 バンコマイシン眼軟膏１％
バンコマイシン塩酸塩（眼軟
膏）

１％１ｇ 東亜薬品

582 外用薬 トービイ吸入液３００ｍｇ トブラマイシン（吸入液） ３００ｍｇ５ｍＬ１管 ノバルティス　ファーマ

583 外用薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
ラニナミビルオクタン酸エス
テル水和物（吸入用）

２０ｍｇ１キット 第一三共

584 外用薬 ベセルナクリーム５％ イミキモド（クリーム） ５％２５０ｍｇ１包 持田製薬

585 外用薬
プロボコリン吸入粉末溶解用１００ｍ
ｇ

メタコリン塩化物（吸入剤） １００ｍｇ１瓶 三和化学研究所

586 外用薬 ケンブラン吸入粉末溶解用１００ｍｇ メタコリン塩化物（吸入剤） １００ｍｇ１瓶 参天製薬
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587 外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン（貼付剤）
（１７．５ｍｇ）１０ｃ
㎡１枚

グラクソ・スミスクライ
ン・コンシューマー・ヘル
スケア・ジャパン

588 外用薬 ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン（貼付剤）
（３５ｍｇ）２０ｃ㎡１
枚

グラクソ・スミスクライ
ン・コンシューマー・ヘル
スケア・ジャパン

589 外用薬 ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン（貼付剤）
（５２．５ｍｇ）３０ｃ
㎡１枚

グラクソ・スミスクライ
ン・コンシューマー・ヘル
スケア・ジャパン

590 歯科用剤 リグロス歯科用液キット６００μｇ
トラフェルミン（遺伝子組換
え）（キット）

６００μｇ１キット 科研製薬

591 歯科用剤 リグロス歯科用液キット１２００μｇ
トラフェルミン（遺伝子組換
え）（キット）

１，２００μｇ１キット 科研製薬
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