
新薬創出・適応外薬解消等促進加算の加算相当額を返還した品目 別添８

No.
内注外
区分

品名 成分（剤形） 会社名 備考

1 内用薬 ラミクタール錠小児用２ｍｇ ラモトリギン（錠）
グラクソ・スミスク
ライン

後発品収載

2 内用薬 ラミクタール錠小児用５ｍｇ ラモトリギン（錠）
グラクソ・スミスク
ライン

後発品収載

3 内用薬 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）
グラクソ・スミスク
ライン

後発品収載

4 内用薬 ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン（錠）
グラクソ・スミスク
ライン

後発品収載

5 内用薬 トラムセット配合錠
トラマドール塩酸塩・アセトアミ
ノフェン（錠）

ヤンセンファーマ 後発品収載

6 内用薬 ロナセン散２％ ブロナンセリン（散） 大日本住友製薬 後発品収載
7 内用薬 ロナセン錠２ｍｇ ブロナンセリン（錠） 大日本住友製薬 後発品収載
8 内用薬 ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠） 大日本住友製薬 後発品収載
9 内用薬 ロナセン錠８ｍｇ ブロナンセリン（錠） 大日本住友製薬 後発品収載
10 内用薬 ストラテラカプセル５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩（カプセル） 日本イーライリリー 後発品収載
11 内用薬 ストラテラカプセル１０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩（カプセル） 日本イーライリリー 後発品収載
12 内用薬 ストラテラカプセル２５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩（カプセル） 日本イーライリリー 後発品収載
13 内用薬 ストラテラカプセル４０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩（カプセル） 日本イーライリリー 後発品収載
14 内用薬 ストラテラ内用液０．４％ アトモキセチン塩酸塩（液） 日本イーライリリー 後発品収載

15 内用薬 リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠）
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

後発品収載

16 内用薬 レメロン錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠） ＭＳＤ 後発品収載

17 内用薬 リフレックス錠３０ｍｇ ミルタザピン（錠）
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

後発品収載

18 内用薬 レメロン錠３０ｍｇ ミルタザピン（錠） ＭＳＤ 後発品収載
19 内用薬 レミッチＯＤ錠２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩（錠） 東レ 後発品収載
20 内用薬 レミッチカプセル２．５μｇ ナルフラフィン塩酸塩（カプセル） 東レ 後発品収載
21 内用薬 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物（顆粒） バイエル薬品 後発品収載
22 内用薬 ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ 炭酸ランタン水和物（顆粒） バイエル薬品 後発品収載
23 内用薬 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物（錠） バイエル薬品 後発品収載
24 内用薬 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ 炭酸ランタン水和物（錠） バイエル薬品 後発品収載
25 内用薬 イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント（カプセル） 小野薬品工業 後発品収載
26 内用薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント（カプセル） 小野薬品工業 後発品収載
27 内用薬 イメンドカプセルセット アプレピタント（セット） 小野薬品工業 後発品収載

28 内用薬 ルナベル配合錠ＵＬＤ
ノルエチステロン・エチニルエス
トラジオール（錠）

ノーベルファーマ 後発品収載

29 内用薬 ユリーフ錠２ｍｇ シロドシン（錠） キッセイ薬品工業 後発品収載
30 内用薬 ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン（錠） キッセイ薬品工業 後発品収載
31 内用薬 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ シロドシン（錠） キッセイ薬品工業 後発品収載
32 内用薬 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシン（錠） キッセイ薬品工業 後発品収載

33 内用薬 アクトネル錠７５ｍｇ
リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

ＥＡファーマ 後発品収載

34 内用薬 ベネット錠７５ｍｇ
リセドロン酸ナトリウム水和物
（錠）

武田薬品工業 後発品収載

35 内用薬 アラバ錠１０ｍｇ レフルノミド（錠） サノフィ 薬価収載15年超
36 内用薬 アラバ錠２０ｍｇ レフルノミド（錠） サノフィ 薬価収載15年超
37 内用薬 アラバ錠１００ｍｇ レフルノミド（錠） サノフィ 薬価収載15年超
38 内用薬 ボノテオ錠１ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） アステラス製薬 後発品収載
39 内用薬 リカルボン錠１ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） 小野薬品工業 後発品収載
40 内用薬 ボノテオ錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） アステラス製薬 後発品収載
41 内用薬 リカルボン錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） 小野薬品工業 後発品収載
42 内用薬 ゼローダ錠３００ カペシタビン（錠） 中外製薬 後発品収載

43 内用薬 レイアタッツカプセル１５０ｍｇ アタザナビル硫酸塩（カプセル）
ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

薬価収載15年超

44 内用薬 レイアタッツカプセル２００ｍｇ アタザナビル硫酸塩（カプセル）
ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

薬価収載15年超

45 内用薬 ビリアード錠３００ｍｇ
テノホビル　ジソプロキシルフマ
ル酸塩（錠）

ギリアド・サイエン
シズ

薬価収載15年超

46 内用薬 バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩（錠） 田辺三菱製薬 薬価収載15年超

47 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）

田辺三菱製薬 薬価収載15年超

48 内用薬 ヘプセラ錠１０ アデホビル　ピボキシル（錠）
グラクソ・スミスク
ライン

薬価収載15年超

49 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）

ヴィーブヘルスケア 薬価収載15年超

50 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）

ヴィーブヘルスケア 後発品収載
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51 内用薬 イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール（液） ヤンセンファーマ 後発品収載

52 注射薬
プレセデックス静注液２００μｇ
「マルイシ」

デクスメデトミジン塩酸塩（注射
液）

丸石製薬 後発品収載

53 注射薬
プレセデックス静注液２００μｇ
「ファイザー」

デクスメデトミジン塩酸塩（注射
液）

ファイザー 後発品収載

54 注射薬
プレセデックス静注液２００μｇ／
５０ｍＬシリンジ「ファイザー」

デクスメデトミジン塩酸塩（キッ
ト）

ファイザー 後発品収載

55 注射薬
プレセデックス静注液２００μｇ／
５０ｍＬシリンジ「マルイシ」

デクスメデトミジン塩酸塩（キッ
ト）

丸石製薬 後発品収載

56 注射薬 ビスダイン静注用１５ｍｇ ベルテポルフィン（静注用）
ノバルティス
ファーマ

薬価収載15年超

57 注射薬 アンカロン注１５０ アミオダロン塩酸塩（注射液） サノフィ 後発品収載

58 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）

日本イーライリリー 後発品収載

59 注射薬
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット
１０ｍｇ

オクトレオチド酢酸塩（キット）
ノバルティス
ファーマ

薬価収載15年超

60 注射薬
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット
２０ｍｇ

オクトレオチド酢酸塩（キット）
ノバルティス
ファーマ

薬価収載15年超

61 注射薬
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット
３０ｍｇ

オクトレオチド酢酸塩（キット）
ノバルティス
ファーマ

薬価収載15年超

62 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）

田辺三菱製薬 薬価収載15年超

63 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）

田辺三菱製薬 薬価収載15年超

64 注射薬 ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ
アガルシダーゼベータ（遺伝子組
換え）（注射用）

サノフィ 後発品収載

65 注射薬 ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ
アガルシダーゼベータ（遺伝子組
換え）（注射用）

サノフィ 後発品収載

66 注射薬 エンブレル皮下注用１０ｍｇ
エタネルセプト（遺伝子組換え）
（注射用）

ファイザー 後発品収載

67 注射薬 エンブレル皮下注用２５ｍｇ
エタネルセプト（遺伝子組換え）
（注射用）

ファイザー 後発品収載

68 注射薬
エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）
（キット）

ファイザー 後発品収載

69 注射薬
エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ
１．０ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）
（キット）

ファイザー 後発品収載

70 注射薬
エンブレル皮下注２５ｍｇペン
０．５ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）
（キット）

ファイザー 後発品収載

71 注射薬
エンブレル皮下注５０ｍｇペン
１．０ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）
（キット）

ファイザー 後発品収載

72 注射薬 ネスプ注射液５μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

73 注射薬 ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

74 注射薬 ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

75 注射薬 ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

76 注射薬 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

77 注射薬 ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

78 注射薬 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

79 注射薬 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

80 注射薬 ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ
ダルベポエチンアルファ（遺伝子
組換え）（キット）

協和キリン 後発品収載

81 注射薬 動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン（注射用） 日本化薬 薬価収載15年超
82 注射薬 動注用アイエーコール１００ｍｇ シスプラチン（注射用） 日本化薬 薬価収載15年超
83 注射薬 トリセノックス注１０ｍｇ 三酸化ヒ素（注射液） 日本新薬 薬価収載15年超

84 注射薬
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／
４ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

中外製薬 後発品収載

85 注射薬
アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／
１６ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換え）
（注射液）

中外製薬 後発品収載

86 注射薬 注射用レザフィリン１００ｍｇ
タラポルフィンナトリウム（注射
用）

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

薬価収載15年超
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87 注射薬 ベンゾダイン注
イオマゼニル（１２３Ｉ）（注射
液）

日本メジフィジック
ス

薬価収載15年超

88 注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール（静注用） ファイザー 後発品収載

89 注射薬
クラビット点滴静注５００ｍｇ／
２０ｍＬ

レボフロキサシン水和物（注射
液）

第一三共 後発品収載

90 注射薬
クラビット点滴静注バッグ５００ｍ
ｇ／１００ｍＬ

レボフロキサシン水和物（キッ
ト）

第一三共 後発品収載

91 注射薬 プロジフ静注液１００ ホスフルコナゾール（注射用） ファイザー 薬価収載15年超
92 注射薬 プロジフ静注液２００ ホスフルコナゾール（注射用） ファイザー 薬価収載15年超
93 注射薬 プロジフ静注液４００ ホスフルコナゾール（注射用） ファイザー 薬価収載15年超

94 注射薬 ペガシス皮下注９０μｇ
ペグインターフェロンアルファ－
２ａ（遺伝子組換え）（注射液）

中外製薬 薬価収載15年超

95 注射薬 ペガシス皮下注１８０μｇ
ペグインターフェロンアルファ－
２ａ（遺伝子組換え）（注射液）

中外製薬 薬価収載15年超

96 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）

ＭＳＤ 薬価収載15年超

97 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）

ＭＳＤ 薬価収載15年超

98 注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン塩酸塩（注射用） 科研製薬 薬価収載15年超

99 注射薬 オキファスト注１０ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（注射
液）

シオノギファーマ 後発品収載

100 注射薬 オキファスト注５０ｍｇ
オキシコドン塩酸塩水和物（注射
液）

シオノギファーマ 後発品収載

101 外用薬 ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物（点眼 千寿製薬 薬価収載15年超

102 外用薬 トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト（点眼液）
ノバルティス
ファーマ

後発品収載

103 外用薬 ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト（点眼液） 千寿製薬 後発品収載

104 外用薬
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴
霧用

モメタゾンフランカルボン酸エス
テル水和物（点鼻液）

ＭＳＤ 後発品収載

105 外用薬
ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２
噴霧用

モメタゾンフランカルボン酸エス
テル水和物（点鼻液）

ＭＳＤ 後発品収載

106 外用薬 イミグラン点鼻液２０ スマトリプタン（点鼻液）
グラクソ・スミスク
ライン

薬価収載15年超

107 外用薬 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ
チオトロピウム臭化物水和物（カ
プセル）

日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

薬価収載15年超

108 外用薬
スピリーバ１．２５μｇレスピマッ
ト６０吸入

チオトロピウム臭化物水和物（吸
入用）

日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

薬価収載15年超

109 外用薬
スピリーバ２．５μｇレスピマット
６０吸入

チオトロピウム臭化物水和物（吸
入用）

日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

薬価収載15年超

110 外用薬 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ブデソニド（吸入液） アストラゼネカ 後発品収載
111 外用薬 パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド（吸入液） アストラゼネカ 後発品収載

112 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）

アストラゼネカ 後発品収載

113 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）

アストラゼネカ 後発品収載

114 外用薬 プロトピック軟膏０．０３％小児用 タクロリムス水和物（軟膏） マルホ 薬価収載15年超
115 外用薬 フェントステープ０．５ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載
116 外用薬 フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載
117 外用薬 フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載
118 外用薬 フェントステープ４ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載
119 外用薬 フェントステープ６ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載
120 外用薬 フェントステープ８ｍｇ フェンタニルクエン酸塩（貼付 久光製薬 後発品収載


