
令和４年度薬価改定で後発品置換え率が80％以上になった品目リスト 別添２

No.
内注外
歯区分

品名 成分（剤形） 規格 会社名

1 内用薬 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） １００ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬

2 内用薬 セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠） ２００ｍｇ１錠 ヴィアトリス製薬

3 内用薬 リルテック錠５０ リルゾール（錠） ５０ｍｇ１錠 サノフィ

4 内用薬 メマリー錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 第一三共

5 内用薬 メマリー錠１０ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 第一三共

6 内用薬 メマリー錠２０ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） ２０ｍｇ１錠 第一三共

7 内用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） ５ｍｇ１錠 第一三共

8 内用薬 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） １０ｍｇ１錠 第一三共

9 内用薬 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ メマンチン塩酸塩（錠） ２０ｍｇ１錠 第一三共

10 内用薬 ニューロタン錠２５ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） ２５ｍｇ１錠 オルガノン

11 内用薬 ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） ５０ｍｇ１錠 オルガノン

12 内用薬 ニューロタン錠１００ｍｇ ロサルタンカリウム（錠） １００ｍｇ１錠 オルガノン

13 内用薬 ミカルディス錠２０ｍｇ テルミサルタン（錠） ２０ｍｇ１錠 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

14 内用薬 ミカルディス錠４０ｍｇ テルミサルタン（錠） ４０ｍｇ１錠 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

15 内用薬 ミカルディス錠８０ｍｇ テルミサルタン（錠） ８０ｍｇ１錠 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

16 内用薬 アバプロ錠５０ｍｇ イルベサルタン（錠） ５０ｍｇ１錠 大日本住友製薬

17 内用薬 イルベタン錠５０ｍｇ イルベサルタン（錠） ５０ｍｇ１錠 シオノギファーマ

18 内用薬 アバプロ錠１００ｍｇ イルベサルタン（錠） １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬

19 内用薬 イルベタン錠１００ｍｇ イルベサルタン（錠） １００ｍｇ１錠 シオノギファーマ

20 内用薬 アバプロ錠２００ｍｇ イルベサルタン（錠） ２００ｍｇ１錠 大日本住友製薬

21 内用薬 イルベタン錠２００ｍｇ イルベサルタン（錠） ２００ｍｇ１錠 シオノギファーマ

22 内用薬 ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチ
アジド（錠）

１錠 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

23 内用薬 ミコンビ配合錠ＢＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチ
アジド（錠）

１錠 日本ベーリンガーイ
ンゲルハイム

24 内用薬 アイミクス配合錠ＬＤ イルベサルタン・アムロジピンベ
シル酸塩（錠）

１錠 大日本住友製薬

25 内用薬 アイミクス配合錠ＨＤ イルベサルタン・アムロジピンベ
シル酸塩（錠）

１錠 大日本住友製薬

26 内用薬 リバロ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） １ｍｇ１錠 興和

27 内用薬 リバロ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） ２ｍｇ１錠 興和

28 内用薬 リバロ錠４ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） ４ｍｇ１錠 興和

29 内用薬 リバロＯＤ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） １ｍｇ１錠 興和

30 内用薬 リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） ２ｍｇ１錠 興和

31 内用薬 リバロＯＤ錠４ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠） ４ｍｇ１錠 興和

32 内用薬 ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ（錠） １０ｍｇ１錠 オルガノン

33 内用薬 ガスモチン錠２．５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

34 内用薬 ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

35 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）

１錠 ノーベルファーマ

36 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

37 内用薬 ユリーフ錠２ｍｇ シロドシン（錠） ２ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

38 内用薬 ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン（錠） ４ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

39 内用薬 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ シロドシン（錠） ２ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

40 内用薬 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシン（錠） ４ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

41 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（錠）

２０ｍｇ１錠（テ
ガフール相当量）

大鵬薬品工業

42 内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（錠）

２５ｍｇ１錠（テ
ガフール相当量）

大鵬薬品工業

43 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２
０

テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

２０ｍｇ１カプセ
ル（テガフール相
当量）

大鵬薬品工業

44 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２
５

テガフール・ギメラシル・オテラ
シルカリウム配合剤（カプセル）

２５ｍｇ１カプセ
ル（テガフール相
当量）

大鵬薬品工業

45 内用薬 アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール（錠） １ｍｇ１錠 アストラゼネカ

46 内用薬 アレグラドライシロップ５％ フェキソフェナジン塩酸塩（シ
ロップ用）

５％１ｇ サノフィ

47 注射薬 リュープリン注射用キット１．８
８ｍｇ

リュープロレリン酢酸塩（キッ
ト）

１．８８ｍｇ１筒 武田薬品工業

48 注射薬 リュープリン注射用キット３．７
５ｍｇ

リュープロレリン酢酸塩（キッ
ト）

３．７５ｍｇ１筒 武田薬品工業

49 注射薬 グランシリンジ７５ フィルグラスチム（遺伝子組換
え）（キット）

７５μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

協和キリン
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50 注射薬 グランシリンジ１５０ フィルグラスチム（遺伝子組換
え）（キット）

１５０μｇ０．６
ｍＬ１筒

協和キリン

51 注射薬 グランシリンジＭ３００ フィルグラスチム（遺伝子組換
え）（キット）

３００μｇ０．７
ｍＬ１筒

協和キリン

52 注射薬 クラビット点滴静注バッグ５００
ｍｇ／１００ｍＬ

レボフロキサシン水和物（キッ
ト）

５００ｍｇ１００
ｍＬ１キット

第一三共

53 注射薬 プロスコープ３００注シリンジ５
０ｍＬ

イオプロミド（キット） ６２．３４％５０
ｍＬ１筒

アルフレッサファー
マ

54 注射薬 プロスコープ３７０注シリンジ５
０ｍＬ

イオプロミド（キット） ７６．８９％５０
ｍＬ１筒

アルフレッサファー
マ

55 注射薬 プロスコープ３７０注シリンジ８
０ｍＬ

イオプロミド（キット） ７６．８９％８０
ｍＬ１筒

アルフレッサファー
マ

56 注射薬 プロスコープ３７０注シリンジ１
００ｍＬ

イオプロミド（キット） ７６．８９％１０
０ｍＬ１筒

アルフレッサファー
マ

57 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）

５ｍｇ１０ｇ１瓶 オルガノン

58 外用薬 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１
２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）

９ｍｇ１８ｇ１瓶 オルガノン

59 外用薬 デスモプレシン・スプレー１０協
和

デスモプレシン酢酸塩水和物（噴
霧液）

５００μｇ１瓶 フェリング・ファー
マ


