
別添３

≪薬価算定組織　第１回令和元年11月28日、第2回令和元年12月5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

ネキシウムカプセル10mg（10mg1カプセル） 66.90円 67.50円

ネキシウムカプセル20mg（20mg1カプセル） 116.20円 117.30円

アシテアダニ舌下錠100単位（ＩＲ）
（100ＩＲ1錠）

64.60円 71.90円

アシテアダニ舌下錠300単位（ＩＲ）
（300ＩＲ1錠）

192.60円 214.30円

ミティキュアダニ舌下錠3,300ＪＡＵ
（3,300ＪＡＵ１錠）

62.50円 68.20円

ミティキュアダニ舌下錠10,000ＪＡＵ
（10,000ＪＡＵ１錠）

188.70円 205.90円

4 マヴィレット配合錠（１錠）
グレカプレビル水
和物・ピブレンタス
ビル

アッヴィ 18,457.50円 18,457.50円
「C型慢性肝炎又はC型代償性肝
硬変におけるウイルス血症の改
善」に対する小児の用法・用量

内625 抗ウイルス剤 A=5

プレセデックス静注液200µg「マルイシ」
（200µg2mL1瓶）

4,890.00円 3,559.00円

プレセデックス静注液200µg／50ｍLシリン
ジ「マルイシ」
（200µg50mL1筒）

4,812.00円 3,487.00円

プレセデックス静注液200µg「ファイザー」
（200µg2mL1瓶）

4,649.00円 3,441.00円

プレセデックス静注液200µg／50ｍLシリン
ジ「ファイザー」
（200µg50mL1筒）

4,886.00円 3,645.00円

ベンリスタ点滴静注用120ｍｇ（120ｍｇ1瓶） 15,689円 16,661円

ベンリスタ点滴静注用400ｍｇ（400ｍｇ1瓶） 51,175円 54,609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）

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

内449
その他のアレル
ギー用薬

2
ダニアレルゲンエ
キス

塩野義製薬 内449
その他のアレル
ギー用薬

鳥居薬品

１．小児適応の効能追加等に係る加算品目

1
エソメプラゾールマ
グネシウム水和物

アストラゼネカ 内232 消化性潰瘍用剤

5
デクスメデトミジン
塩酸塩

注112
催眠鎮静剤、抗不
安剤

3
ダニアレルゲンエ
キス

A=5

薬効分類

「胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部
潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆
流性食道炎、非びらん性胃食道
逆流症」に対する小児の用法・用
量

「ダニ抗原によるアレルギー性鼻
炎に対する減感作療法」に対する
小児の用法・用量

「ダニ抗原によるアレルギー性鼻
炎に対する減感作療法」に対する
小児の用法・用量

「集中治療における人工呼吸中
及び離脱後の鎮静」に対する小
児の用法・用量

「既存治療で効果不十分な全身
性エリテマトーデス」に対する小
児の用法・用量

注399
他に分類されない
代謝性医薬品

A=5

A=7.5

A=7.5

A=5

丸石製薬

ファイザー

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ４　　　  ７
注射薬　　　２　　　  ６
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　  ６　　　 １３

6
ベリムマブ（遺伝子
組換え）

グラクソ・スミス
クライン
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別添３

≪薬価算定組織　第１回令和元年11月28日、第2回令和元年12月5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 加算率

オノアクト点滴静注用50ｍｇ（50mg1瓶） 4,730円 4,730円

オノアクト点滴静注用150ｍｇ（150mg1瓶） 13,056円 12,999円

2 ヌーカラ皮下注用100ｍｇ（100mg1瓶）
メポリズマブ（遺伝
子組換え）

グラクソ・スミス
クライン

178,937円 179,269円
既存治療で効果不十分な好酸球
性多発血管炎性肉芽腫症

注229
その他の呼吸器官
用薬

A=5

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット10ｍｇ
（10mg1キット（溶解液付））

104,942.00円 111,623.00円

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット20ｍｇ
（20mg1キット（溶解液付））

188,300.00円 196,787.00円

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット30ｍｇ
（30mg1キット（溶解液付））

265,078.00円 284,833.00円

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット40ｍｇ
（40mg1キット（溶解液付））

337,871.00円 351,593.00円

ヒュミラ皮下注40ｍｇシリンジ0.4ｍL
（40mg0.4mL1筒）

61,590.00円 62,976.00円

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
（40mg0.4mL1キット）

61,607.00円 62,620.00円

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
（80mg0.8mL1筒）

119,420.00円 122,397.00円

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
（80mg0.8mL1キット）

119,516.00円 121,401.00円

5
イラリス皮下注射液150mg（150mg1mL1
瓶）

カナキヌマブ（遺伝
子組換え）

ノバルティス
ファーマ

1,507,676円 1,526,075円
既存治療で効果不十分な全身型
若年性特発性関節炎

注399
他に分類されない
代謝性医薬品

A=5

リツキサン点滴静注100mg（100mg10mL1
瓶）

31,107円 30,441円

リツキサン点滴静注500mg（500mg50mL1
瓶）

152,292円 148,996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　第１回令和元年11月28日、第2回令和元年12月5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

フォシーガ錠5mg（5mg1錠） 195.10円 195.10円

フォシーガ錠10mg（10mg1錠） 290.50円 290.50円

2 カナグル錠100mg（100mg1錠）
カナグリフロジン水
和物

田辺三菱製薬 182.00円 183.90円
腎または心血管イベント等の発症
リスク減少

内396 糖尿病用剤 A=5

プラルエント皮下注75mgペン
（75mg1mL1キット）

23,373円 23,738円

プラルエント皮下注150mgペン
（150mg1mL1キット）

45,305円 46,704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
アリロクマブ（遺伝
子組換え）

サノフィ 心血管イベントの発症リスク減少 注218

1
ダパグリフロジンプ
ロピレングリコール
水和物

アストラゼネカ 心血管イベントの発症リスク減少 内396

A=5

注212

6

A=5

注399

全薬工業

薬効分類

　　　 　 　　成分数　品目数
内用薬　　 　 ０　　　　  ０
注射薬　　　　６　　　　１４
外用薬　　　　０　　　　  ０
　計　　　　　  ６　　　  １４

３．真の臨床的有用性の検証に係る加算

小野薬品工業

ノバルティス
ファーマ

アッヴィ 化膿性汗腺炎
他に分類されない
代謝性医薬品

A=5

CD20陽性の慢性リンパ性白血病 注429 その他の腫瘍用薬
リツキシマブ（遺伝
子組換え）

　　　 　 成分数　　品目数
内用薬　　  ２　　　　３
注射薬　　　１　　　  ２
外用薬　　　０　　　　０
　計　　　  ３　　　  ５

薬効分類

不整脈用剤 A=5

クッシング病（外科的処置で効果
が不十分又は施行が困難な場
合）

注249
その他のホルモン
剤（抗ホルモン剤を
含む。）

A=5

生命に危険のある下記の不整脈
で難治性かつ緊急を要する場合：
心室細動、血行動態不安定な心
室頻拍

糖尿病用剤 A=5

高脂血症用剤

4

２．希少疾病の効能追加等に係る加算品目

ランジオロール塩
酸塩

パシレオチドパモ
酸塩

アダリムマブ（遺伝
子組換え）

1

3
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