
平成 22 年度薬価改定における新薬創出・適応外薬解消等促進加算の適用結果 

 

１．新薬創出・適応外薬解消等促進加算 

 １）以下の要件を全て満たす新薬について、市場実勢価格に基づく算定値に対して加算 

   ①薬価収載後 15 年以内で、かつ後発品が収載されていないこと。 

   ②市場実勢価格と薬価との乖離が、薬価収載されている全医薬品の平均を超えな

いこと。 

   ③再算定対象品でないこと。 

   ④内用配合剤の算定の特例の要件を満たさないこと。 

２）加算要件を満たした成分数・品目数（代替新規の場合は新旧製剤を１つとして数える） 

 内用薬 注射薬 外用薬 合計 

成分数 １４８ １３８ ５１ ３３７ 

品目数 ２７７ ２５７ ９０ ６２４ 

 なお、このうち、２成分５品目は小児適応の効能追加等に係る加算と重複。 

３）加算率 

０～5.1％（相加平均：約 4.2％、加重平均：約 4.9％） 

４）当該加算により薬価が維持された品目の割合 

   ３０３品目／６２４品目＝４８.６％ 

５）後発品のない先発品全体に占める当該加算対象の品目の割合 約３３％ 

６）対象品目リスト及び企業リスト（別添１及び２） 

 

 

２．後発品のある先発品の 2.2％追加引下げ 

１）後発品の置き換え効果の精算分として、後発品のある先発品について、市場実勢

価格に基づく算定値（平均下落率 6.3％）から 2.2%追加引下げ 

２）対象品目の成分数・品目数（代替新規の場合は新旧製剤を１つとして数える） 

 内用薬 注射薬 外用薬 歯科用薬 合計 

成分数 ２９０ １２３ ９９ １ ５１３ 

品目数 ７９９ ４０５ ２６７ １ １,４７２ 

３）薬剤費に占める後発品のある先発品の割合 約３６％ 

 

中 医 協  薬 － ３ 
２ ２ ．  ６ ． ２ ３ 
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新薬創出等加算対象品目リスト（薬価基準収載医薬品コード順）
別添１

No. 内注外区分 品名 成分（剤形） 規格 企業名

1 内用薬 マイスリー錠５ｍｇ 酒石酸ゾルピデム（錠） ５ｍｇ１錠 アステラス製薬

2 内用薬 マイスリー錠１０ｍｇ 酒石酸ゾルピデム（錠） １０ｍｇ１錠 アステラス製薬

3 内用薬 マイスタン細粒１％ クロバザム（細粒） １％１ｇ 大日本住友製薬

4 内用薬 マイスタン錠５ｍｇ クロバザム（錠） ５ｍｇ１錠 大日本住友製薬

5 内用薬 マイスタン錠１０ｍｇ クロバザム（錠） １０ｍｇ１錠 大日本住友製薬

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

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

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

9 内用薬 トピナ錠５０ｍｇ トピラマート（錠） ５０ｍｇ１錠 協和発酵キリン

10 内用薬 トピナ錠１００ｍｇ トピラマート（錠） １００ｍｇ１錠 協和発酵キリン

11 内用薬 ラミクタール錠小児用２ｍｇ ラモトリギン（錠） ２ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

12 内用薬 ラミクタール錠小児用５ｍｇ ラモトリギン（錠） ５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

13 内用薬 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） ２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

14 内用薬 ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン（錠） １００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

15 内用薬 ソセゴン錠２５ｍｇ 塩酸ペンタゾシン（錠） ２５ｍｇ１錠 アステラス製薬

16 内用薬 ペルタゾン錠２５ 塩酸ペンタゾシン（錠） ２５ｍｇ１錠 あすか製薬

17 内用薬 ペンタジン錠２５ 塩酸ペンタゾシン（錠） ２５ｍｇ１錠 第一三共

18 内用薬 ロルカム錠２ｍｇ ロルノキシカム（錠） ２ｍｇ１錠 大正製薬

19 内用薬 ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム（錠） ４ｍｇ１錠 大正製薬

20 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

21 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

22 内用薬 ドミン錠０．４ 塩酸タリペキソール（錠） ０．４ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハ
イム

23 内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍ
ｇ

塩酸プラミペキソール水和物（錠） ０．１２５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハ
イム

24 内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 塩酸プラミペキソール水和物（錠） ０．５ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハ
イム

25 内用薬 レキップ錠０．２５ｍｇ 塩酸ロピニロール（錠） ０．２５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

26 内用薬 レキップ錠１ｍｇ 塩酸ロピニロール（錠） １ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

27 内用薬 レキップ錠２ｍｇ 塩酸ロピニロール（錠） ２ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

28 内用薬 コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン（錠） １００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

29 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

30 内用薬 コンサータ錠１８ｍｇ 塩酸メチルフェニデート（錠） １８ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

31 内用薬 コンサータ錠２７ｍｇ 塩酸メチルフェニデート（錠） ２７ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

32 内用薬 セロクエル細粒５０％ フマル酸クエチアピン（細粒） ５０％１ｇ アステラス製薬

33 内用薬 セロクエル２５ｍｇ錠 フマル酸クエチアピン（錠） ２５ｍｇ１錠 アステラス製薬

34 内用薬 セロクエル１００ｍｇ錠 フマル酸クエチアピン（錠） １００ｍｇ１錠 アステラス製薬

35 内用薬 セロクエル２００ｍｇ錠 フマル酸クエチアピン（錠） ２００ｍｇ１錠 アステラス製薬
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新薬創出等加算対象品目リスト（薬価基準収載医薬品コード順）

No. 内注外区分 品名 成分（剤形） 規格 企業名

36 内用薬 ルーラン錠４ｍｇ 塩酸ペロスピロン水和物（錠） ４ｍｇ１錠 大日本住友製薬

37 内用薬 ルーラン錠８ｍｇ 塩酸ペロスピロン水和物（錠） ８ｍｇ１錠 大日本住友製薬

38 内用薬 ルーラン錠１６ｍｇ 塩酸ペロスピロン水和物（錠） １６ｍｇ１錠 大日本住友製薬

39 内用薬 ジプレキサ細粒１％ オランザピン（細粒） １％１ｇ 日本イーライリリー

40 内用薬 ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠） ２．５ｍｇ１錠 日本イーライリリー

41 内用薬 ジプレキサ錠５ｍｇ オランザピン（錠） ５ｍｇ１錠 日本イーライリリー

42 内用薬 ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠） １０ｍｇ１錠 日本イーライリリー

43 内用薬 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン（錠） ５ｍｇ１錠 日本イーライリリー

44 内用薬 ジプレキサザイディス錠１０ｍ
ｇ

オランザピン（錠） １０ｍｇ１錠 日本イーライリリー

45 内用薬 エビリファイ散１％ アリピプラゾール（散） １％１ｇ 大塚製薬

46 内用薬 エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠） ３ｍｇ１錠 大塚製薬

47 内用薬 エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠） ６ｍｇ１錠 大塚製薬

48 内用薬 エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠） １２ｍｇ１錠 大塚製薬

49 内用薬 エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール（液） ０．１％１ｍＬ 大塚製薬

50 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

51 内用薬 ロナセン散２％ ブロナンセリン（散） ２％１ｇ 大日本住友製薬

52 内用薬 ロナセン錠２ｍｇ ブロナンセリン（錠） ２ｍｇ１錠 大日本住友製薬

53 内用薬 ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠） ４ｍｇ１錠 大日本住友製薬

54 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

55 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

56 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） ５ｍｇ１カプセル 日本イーライリリー

57 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） １０ｍｇ１カプセル 日本イーライリリー

58 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） ２５ｍｇ１カプセル 日本イーライリリー

59 内用薬 リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠） １５ｍｇ１錠 明治製菓

60 内用薬 レメロン錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠） １５ｍｇ１錠 シェリング・プラウ

61 内用薬 リルテック錠５０ リルゾール（錠） ５０ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

62 内用薬 アリセプト細粒０．５％ 塩酸ドネペジル（細粒） ０．５％１ｇ エーザイ

63 内用薬 アリセプト錠３ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） ３ｍｇ１錠 エーザイ

64 内用薬 アリセプト錠５ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） ５ｍｇ１錠 エーザイ

65 内用薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） ３ｍｇ１錠 エーザイ

66 内用薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） ５ｍｇ１錠 エーザイ

67 内用薬 アリセプト錠１０ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） １０ｍｇ１錠 エーザイ

68 内用薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ 塩酸ドネペジル（錠） １０ｍｇ１錠 エーザイ

69 内用薬 アリセプト内服ゼリー３ｍｇ 塩酸ドネペジル（ゼリー） ３ｍｇ１個 エーザイ

70 内用薬 アリセプト内服ゼリー５ｍｇ 塩酸ドネペジル（ゼリー） ５ｍｇ１個 エーザイ
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新薬創出等加算対象品目リスト（薬価基準収載医薬品コード順）

No. 内注外区分 品名 成分（剤形） 規格 企業名

71 内用薬 アリセプト内服ゼリー１０ｍｇ 塩酸ドネペジル（ゼリー） １０ｍｇ１個 エーザイ

72 内用薬 ミオカーム内服液　３３．３％ ピラセタム（液） ３３．３％１ｍＬ ユーシービージャパン

73 内用薬 セレジスト錠５ タルチレリン水和物（錠） ５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

74 内用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物（錠） ５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

75 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） ２．５μｇ１カプセル 東レ

76 内用薬 ソタコール錠４０ｍｇ 塩酸ソタロール（錠） ４０ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

77 内用薬 ソタコール錠８０ｍｇ 塩酸ソタロール（錠） ８０ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

78 内用薬 ルプラック錠４ｍｇ トラセミド（錠） ４ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

79 内用薬 ルプラック錠８ｍｇ トラセミド（錠） ８ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

80 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

81 内用薬 アーチスト錠１．２５ｍｇ カルベジロール（錠） １．２５ｍｇ１錠 第一三共

82 内用薬 アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール（錠） ２．５ｍｇ１錠 第一三共

83 内用薬 カルバン錠２５ 塩酸ベバントロール（錠） ２５ｍｇ１錠 日本ケミファ

84 内用薬 カルバン錠５０ 塩酸ベバントロール（錠） ５０ｍｇ１錠 日本ケミファ

85 内用薬 カルバン錠１００ 塩酸ベバントロール（錠） １００ｍｇ１錠 日本ケミファ

86 内用薬 セララ錠２５ｍｇ エプレレノン（錠） ２５ｍｇ１錠 ファイザー

87 内用薬 セララ錠５０ｍｇ エプレレノン（錠） ５０ｍｇ１錠 ファイザー

88 内用薬 セララ錠１００ｍｇ エプレレノン（錠） １００ｍｇ１錠 ファイザー

89 内用薬 イミグラン錠５０ コハク酸スマトリプタン（錠） ５０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

90 内用薬 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン（錠） ２．５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

91 内用薬 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン（錠） ２．５ｍｇ１錠 アストラゼネカ

92 内用薬 レルパックス錠２０ｍｇ 臭化水素酸エレトリプタン（錠） ２０ｍｇ１錠 ファイザー

93 内用薬 マクサルト錠１０ｍｇ 安息香酸リザトリプタン（錠） １０ｍｇ１錠 杏林製薬

94 内用薬 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 安息香酸リザトリプタン（錠） １０ｍｇ１錠 杏林製薬

95 内用薬 アマージ錠２．５ｍｇ ナラトリプタン塩酸塩（錠） ２．５ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

96 内用薬 コレバインミニ８３％ コレスチミド（顆粒） ８３％１ｇ 田辺三菱製薬

97 内用薬 コレバイン錠５００ｍｇ コレスチミド（錠） ５００ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

98 内用薬 テラナス錠５ 塩酸ロメリジン（錠） ５ｍｇ１錠 シェリング・プラウ

99 内用薬 ミグシス錠５ｍｇ 塩酸ロメリジン（錠） ５ｍｇ１錠 ファイザー

100 内用薬 フォスブロック錠２５０ｍｇ 塩酸セベラマー（錠） ２５０ｍｇ１錠 協和発酵キリン

101 内用薬 レナジェル錠２５０ｍｇ 塩酸セベラマー（錠） ２５０ｍｇ１錠 中外製薬

102 内用薬 トラクリア錠６２．５ｍｇ ボセンタン水和物（錠） ６２．５ｍｇ１錠 アクテリオン　ファーマ
シューティカルズジャパン

103 内用薬 ケアロードＬＡ錠６０μｇ ベラプロストナトリウム（錠） ６０μｇ１錠 東レ

104 内用薬 ベラサスＬＡ錠６０μｇ ベラプロストナトリウム（錠） ６０μｇ１錠 科研製薬

105 内用薬 レバチオ錠２０ｍｇ クエン酸シルデナフィル（錠） ２０ｍｇ１錠 ファイザー
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新薬創出等加算対象品目リスト（薬価基準収載医薬品コード順）

No. 内注外区分 品名 成分（剤形） 規格 企業名

106 内用薬 ホスレノールチュアブル錠２５
０ｍｇ

炭酸ランタン水和物（錠） ２５０ｍｇ１錠 バイエル薬品

107 内用薬 ホスレノールチュアブル錠５０
０ｍｇ

炭酸ランタン水和物（錠） ５００ｍｇ１錠 バイエル薬品

108 内用薬 クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン（錠） ２００ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

109 内用薬 スペリア錠２００ フドステイン（錠） ２００ｍｇ１錠 久光製薬

110 内用薬 クリアナール内用液８％ フドステイン（内用液） ８％１ｍＬ 同仁医薬化工

111 内用薬 スペリア内用液８％ フドステイン（内用液） ８％１ｍＬ 久光製薬

112 内用薬 アズロキサ顆粒２．５％ エグアレンナトリウム（顆粒） ２．５％１ｇ 寿製薬

113 内用薬 ゾフラン小児用シロップ０．０
５％

塩酸オンダンセトロン（シロップ） ０．０５％１ｍＬ グラクソ・スミスクライン

114 内用薬 ナボバンカプセル５ｍｇ 塩酸トロピセトロン（カプセル） ５ｍｇ１カプセル ノバルティス　ファーマ

115 内用薬 トコンシロップ「ツムラ」 トコン（シロップ） ３０ｍＬ１瓶 ツムラ

116 内用薬 エボザックカプセル３０ｍｇ 塩酸セビメリン水和物（カプセル） ３０ｍｇ１カプセル 第一三共

117 内用薬 サリグレンカプセル３０ｍｇ 塩酸セビメリン水和物（カプセル） ３０ｍｇ１カプセル 日本化薬

118 内用薬 サラジェン錠５ｍｇ 塩酸ピロカルピン（錠） ５ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

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

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

121 内用薬 ジュリナ錠０．５ｍｇ エストラジオール（錠） ０．５ｍｇ１錠 バイエル薬品

122 内用薬 ルナベル配合錠 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

123 内用薬 ウェールナラ配合錠 エストラジオール・レボノルゲストレ
ル（錠）

１錠 バイエル薬品

124 内用薬 ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト（錠） １ｍｇ１錠 持田製薬

125 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

126 内用薬 ベシケア錠２．５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン（錠） ２．５ｍｇ１錠 アステラス製薬

127 内用薬 ベシケア錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン（錠） ５ｍｇ１錠 アステラス製薬

128 内用薬 デトルシトールカプセル２ｍｇ 酒石酸トルテロジン（カプセル） ２ｍｇ１カプセル ファイザー

129 内用薬 デトルシトールカプセル４ｍｇ 酒石酸トルテロジン（カプセル） ４ｍｇ１カプセル ファイザー

130 内用薬 ウリトス錠０．１ｍｇ イミダフェナシン（錠） ０．１ｍｇ１錠 杏林製薬

131 内用薬 ステーブラ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン（錠） ０．１ｍｇ１錠 小野薬品工業

132 内用薬 フルスタン錠０．１５ ファレカルシトリオール（錠） ０．１５μｇ１錠 大日本住友製薬

133 内用薬 ホーネル錠０．１５ ファレカルシトリオール（錠） ０．１５μｇ１錠 大正製薬

134 内用薬 フルスタン錠０．３ ファレカルシトリオール（錠） ０．３μｇ１錠 大日本住友製薬

135 内用薬 ホーネル錠０．３ ファレカルシトリオール（錠） ０．３μｇ１錠 大正製薬

136 内用薬 プラビックス錠２５ｍｇ 硫酸クロピドグレル（錠） ２５ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

137 内用薬 プラビックス錠７５ｍｇ 硫酸クロピドグレル（錠） ７５ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

138 内用薬 ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム（錠） ２５ｍｇ１錠 大鵬薬品工業

139 内用薬 ロイコボリン錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム（錠） ２５ｍｇ１錠 ワイス

140 内用薬 アセチルシステイン内用液１
７．６％「センジュ」

アセチルシステイン（内服液） １７．６％１ｍＬ 千寿製薬
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141 内用薬 ノベルジンカプセル２５ｍｇ 酢酸亜鉛水和物（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル ノーベルファーマ

142 内用薬 ノベルジンカプセル５０ｍｇ 酢酸亜鉛水和物（カプセル） ５０ｍｇ１カプセル ノーベルファーマ

143 内用薬 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍ
ｇ

デフェラシロクス（錠） １２５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

144 内用薬 エクジェイド懸濁用錠５００ｍ
ｇ

デフェラシロクス（錠） ５００ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

145 内用薬 アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド（錠） １ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

146 内用薬 アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド（錠） ３ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

147 内用薬 スターシス錠３０ｍｇ ナテグリニド（錠） ３０ｍｇ１錠 アステラス製薬

148 内用薬 ファスティック錠３０ ナテグリニド（錠） ３０ｍｇ１錠 味の素

149 内用薬 スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド（錠） ９０ｍｇ１錠 アステラス製薬

150 内用薬 ファスティック錠９０ ナテグリニド（錠） ９０ｍｇ１錠 味の素

151 内用薬 グルファスト錠５ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物（錠） ５ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

152 内用薬 グルファスト錠１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物（錠） １０ｍｇ１錠 キッセイ薬品工業

153 内用薬 セイブル錠２５ｍｇ ミグリトール（錠） ２５ｍｇ１錠 三和化学研究所

154 内用薬 セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール（錠） ５０ｍｇ１錠 三和化学研究所

155 内用薬 セイブル錠７５ｍｇ ミグリトール（錠） ７５ｍｇ１錠 三和化学研究所

156 内用薬 グラセプターカプセル０．５ｍ
ｇ

タクロリムス水和物（徐放カプセル） ０．５ｍｇ１カプセル アステラス製薬

157 内用薬 グラセプターカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物（徐放カプセル） １ｍｇ１カプセル アステラス製薬

158 内用薬 グラセプターカプセル５ｍｇ タクロリムス水和物（徐放カプセル） ５ｍｇ１カプセル アステラス製薬

159 内用薬 ポルトラック原末 ラクチトール水和物（末） １ｇ 日本新薬

160 内用薬 セルセプトカプセル２５０ ミコフェノール酸モフェチル（カプセ
ル）

２５０ｍｇ１カプセル 中外製薬

161 内用薬 アラバ錠１０ｍｇ レフルノミド（錠） １０ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

162 内用薬 アラバ錠２０ｍｇ レフルノミド（錠） ２０ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

163 内用薬 アラバ錠１００ｍｇ レフルノミド（錠） １００ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

164 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

165 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

166 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

167 内用薬 レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト塩酸塩（錠） ２５ｍｇ１錠 協和発酵キリン

168 内用薬 レグパラ錠７５ｍｇ シナカルセト塩酸塩（錠） ７５ｍｇ１錠 協和発酵キリン

169 内用薬 アログリセムカプセル２５ｍｇ ジアゾキシド（カプセル） ２５ｍｇ１カプセル シェリング・プラウ

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

171 内用薬 ボノテオ錠１ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） １ｍｇ１錠 アステラス製薬

172 内用薬 リカルボン錠１ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） １ｍｇ１錠 小野薬品工業

173 内用薬 アルギＵ配合顆粒 Ｌ－アルギニン・塩酸Ｌ－アルギニン
（顆粒）

１ｇ 味の素

174 内用薬 テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド（カプセル） ２０ｍｇ１カプセル シェリング・プラウ

175 内用薬 テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド（カプセル） １００ｍｇ１カプセル シェリング・プラウ
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176 内用薬 ゼローダ錠３００ カペシタビン（錠） ３００ｍｇ１錠 中外製薬

177 内用薬 フルダラ錠１０ｍｇ リン酸フルダラビン（錠） １０ｍｇ１錠 バイエル薬品

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

２０ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

大鵬薬品工業

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

２５ｍｇ１包（テガ
フール相当量）

大鵬薬品工業

180 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ
２０

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

181 内用薬 ティーエスワン配合カプセルＴ
２５

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

182 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

183 内用薬 アロマシン錠２５ｍｇ エキセメスタン（錠） ２５ｍｇ１錠 ファイザー

184 内用薬 イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ（錠） ２５０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

185 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

186 内用薬 フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール（錠） ２．５ｍｇ１錠 ノバルティス　ファーマ

187 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

188 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

189 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

190 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

191 内用薬 スーテントカプセル１２．５ｍ
ｇ

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

192 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

193 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 グラクソ・スミスクライン

194 内用薬 ブロニカ顆粒１０％ セラトロダスト（顆粒） １０％１ｇ 武田薬品工業

195 内用薬 ブロニカ錠４０ セラトロダスト（錠） ４０ｍｇ１錠 武田薬品工業

196 内用薬 ブロニカ錠８０ セラトロダスト（錠） ８０ｍｇ１錠 武田薬品工業

197 内用薬 バイナス錠５０ｍｇ ラマトロバン（錠） ５０ｍｇ１錠 バイエル薬品

198 内用薬 バイナス錠７５ｍｇ ラマトロバン（錠） ７５ｍｇ１錠 バイエル薬品

199 内用薬 アコレート錠２０ｍｇ ザフィルルカスト（錠） ２０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

200 内用薬 アコレート錠４０ｍｇ ザフィルルカスト（錠） ４０ｍｇ１錠 アストラゼネカ

201 内用薬 ファロム錠１５０ｍｇ ファロペネムナトリウム（錠） １５０ｍｇ１錠 マルホ

202 内用薬 ファロム錠２００ｍｇ ファロペネムナトリウム（錠） ２００ｍｇ１錠 マルホ

203 内用薬 ファロムドライシロップ小児用
１０％

ファロペネムナトリウム（シロップ
用）

１００ｍｇ１ｇ マルホ

204 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 明治製菓

205 内用薬 クラバモックス小児用ドライシ
ロップ

クラブラン酸カリウム・アモキシシリ
ン（シロップ用）

（６３６．５ｍｇ）１
ｇ

グラクソ・スミスクライン

206 内用薬 ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物（細粒） １００ｍｇ１ｇ ファイザー

207 内用薬 ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠） ２５０ｍｇ１錠 ファイザー

208 内用薬 ジスロマック錠６００ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠） ６００ｍｇ１錠 ファイザー

209 内用薬 ジスロマックカプセル小児用１
００ｍｇ

アジスロマイシン水和物（カプセル） １００ｍｇ１カプセル ファイザー

210 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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211 内用薬 ケテック錠３００ｍｇ テリスロマイシン（錠） ３００ｍｇ１錠 サノフィ・アベンティス

212 内用薬 ミコブティンカプセル１５０ｍ
ｇ

リファブチン（カプセル） １５０ｍｇ１カプセル ファイザー

213 内用薬 ブイフェンド錠５０ｍｇ ボリコナゾール（錠） ５０ｍｇ１錠 ファイザー

214 内用薬 ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール（錠） ２００ｍｇ１錠 ファイザー

215 内用薬 ランプレンカプセル５０ｍｇ クロファジミン（カプセル） ５０ｍｇ１カプセル サンド

216 内用薬 アベロックス錠４００ｍｇ 塩酸モキシフロキサシン（錠） ４００ｍｇ１錠 バイエル薬品

217 内用薬 グレースビット細粒１０％ シタフロキサシン水和物（細粒） １００ｍｇ１ｇ 第一三共

218 内用薬 グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠） ５０ｍｇ１錠 第一三共

219 内用薬 ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド（錠） ６００ｍｇ１錠 ファイザー

220 内用薬 エピビル錠１５０ ラミブジン（錠） １５０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

221 内用薬 エピビル錠３００ ラミブジン（錠） ３００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

222 内用薬 クリキシバンカプセル２００ｍ
ｇ

硫酸インジナビルエタノール付加物
（カプセル）

２００ｍｇ１カプセル 萬有製薬

223 内用薬 ゼリットカプセル１５ サニルブジン（カプセル） １５ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ

224 内用薬 ゼリットカプセル２０ サニルブジン（カプセル） ２０ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ

225 内用薬 インビラーゼ錠５００ｍｇ メシル酸サキナビル（錠） ５００ｍｇ１錠 中外製薬

226 内用薬 インビラーゼカプセル２００ｍ
ｇ

メシル酸サキナビル（カプセル） ２００ｍｇ１カプセル 中外製薬

227 内用薬 ノービア・ソフトカプセル１０
０ｍｇ

リトナビル（カプセル） １００ｍｇ１カプセル アボットジャパン

228 内用薬 ノービア内用液８％ リトナビル（内用液） ８０ｍｇ１ｍＬ アボットジャパン

229 内用薬 ビラセプト錠２５０ｍｇ メシル酸ネルフィナビル（錠） ２５０ｍｇ１錠 日本たばこ産業

230 内用薬 ビラミューン錠２００ ネビラピン（錠） ２００ｍｇ１錠 日本ベーリンガーインゲルハ
イム

231 内用薬 ザイアジェン錠３００ｍｇ 硫酸アバカビル（錠） ３００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

232 内用薬 ストックリン錠６００ｍｇ エファビレンツ（錠） ６００ｍｇ１錠 萬有製薬

233 内用薬 ストックリン錠２００ｍｇ エファビレンツ（錠） ２００ｍｇ１錠 萬有製薬

234 内用薬 ストックリンカプセル２００ エファビレンツ（カプセル） ２００ｍｇ１カプセル 萬有製薬

235 内用薬 バルトレックス顆粒５０％ 塩酸バラシクロビル（顆粒） ５０％１ｇ グラクソ・スミスクライン

236 内用薬 バルトレックス錠５００ 塩酸バラシクロビル（錠） ５００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

237 内用薬 ゼフィックス錠１００ ラミブジン（錠） １００ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

238 内用薬 タミフルカプセル７５ リン酸オセルタミビル（カプセル） ７５ｍｇ１カプセル 中外製薬

239 内用薬 タミフルドライシロップ３％ リン酸オセルタミビル（シロップ用） ３％１ｇ 中外製薬

240 内用薬 コペガス錠２００ｍｇ リバビリン（錠） ２００ｍｇ１錠 中外製薬

241 内用薬 レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン（カプセル） ２００ｍｇ１カプセル シェリング・プラウ

242 内用薬 レイアタッツカプセル１５０ｍ
ｇ

硫酸アタザナビル（カプセル） １５０ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ

243 内用薬 レイアタッツカプセル２００ｍ
ｇ

硫酸アタザナビル（カプセル） ２００ｍｇ１カプセル ブリストル・マイヤーズ

244 内用薬 ビリアード錠３００ｍｇ フマル酸テノホビルジソプロキシル
（錠）

３００ｍｇ１錠 日本たばこ産業

245 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
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246 内用薬 ヘプセラ錠１０ アデホビルピボキシル（錠） １０ｍｇ１錠 グラクソ・スミスクライン

247 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 グラクソ・スミスクライン

248 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

249 内用薬 バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物（錠） ０．５ｍｇ１錠 ブリストル・マイヤーズ

250 内用薬 プリジスタ錠３００ｍｇ ダルナビル　エタノール付加物（錠） ３００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

251 内用薬 プリジスタナイーブ錠４００ｍ
ｇ

ダルナビル　エタノール付加物（錠） ４００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

252 内用薬 ファムビル錠２５０ｍｇ ファムシクロビル（錠） ２５０ｍｇ１錠 旭化成ファーマ

253 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 萬有製薬

254 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

255 内用薬 シーエルセントリ錠１５０ｍｇ マラビロク（錠） １５０ｍｇ１錠 ファイザー

256 内用薬 コンビビル配合錠 ジドブジン・ラミブジン（錠） １錠 グラクソ・スミスクライン

257 内用薬 カレトラ配合錠 ロピナビル・リトナビル（錠） １錠 アボットジャパン

258 内用薬 カレトラ配合内用液 ロピナビル・リトナビル（液） １ｍＬ アボットジャパン

259 内用薬 エプジコム配合錠 ラミブジン・硫酸アバカビル（錠） １錠 グラクソ・スミスクライン

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

１錠 日本たばこ産業

261 内用薬 イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール（液） １％１ｍＬ ヤンセンファーマ

262 内用薬 メファキン「ヒサミツ」錠２７
５

塩酸メフロキン（錠） ２７５ｍｇ１錠 久光製薬

263 内用薬 ストロメクトール錠３ｍｇ イベルメクチン（錠） ３ｍｇ１錠 萬有製薬

264 内用薬 ユービット顆粒分包１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ）（散） １００ｍｇ１包 大塚製薬

265 内用薬 ピロニック錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ）（錠） １００ｍｇ１錠 大日本住友製薬

266 内用薬 ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ）（錠） １００ｍｇ１錠 大塚製薬

267 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

明治乳業

268 内用薬 ガスチーム プロナーゼ（散） ２０，０００単位 日医工ファーマ

269 内用薬 プロナーゼＭＳ プロナーゼ（散） ２０，０００単位 科研製薬

270 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

271 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

272 内用薬 ビジクリア配合錠 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（錠）

１錠 ゼリア新薬工業

273 内用薬 オキノーム散０．５％ 塩酸オキシコドン（散） ０．５％１ｇ 塩野義製薬

274 内用薬 オキシコンチン錠５ｍｇ 塩酸オキシコドン（徐放錠） ５ｍｇ１錠 塩野義製薬

275 内用薬 オキシコンチン錠１０ｍｇ 塩酸オキシコドン（徐放錠） １０ｍｇ１錠 塩野義製薬

276 内用薬 オキシコンチン錠２０ｍｇ 塩酸オキシコドン（徐放錠） ２０ｍｇ１錠 塩野義製薬

277 内用薬 オキシコンチン錠４０ｍｇ 塩酸オキシコドン（徐放錠） ４０ｍｇ１錠 塩野義製薬

278 注射薬 プレセデックス静注液２００μ
ｇ「マルイシ」

塩酸デクスメデトミジン（注射液） ２００μｇ２ｍＬ１瓶 丸石製薬

279 注射薬 プレセデックス静注液２００μ
ｇ「ホスピーラ」

塩酸デクスメデトミジン（注射液） ２００μｇ２ｍＬ１瓶 ホスピーラ・ジャパン

280 注射薬 ノーベルバール静注用２５０ｍ
ｇ

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
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281 注射薬 リスパダール　コンスタ筋注用
２５ｍｇ

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

282 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

283 注射薬 リスパダール　コンスタ筋注用
５０ｍｇ

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

284 注射薬 ラジカット注３０ｍｇ エダラボン（注射液） ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 田辺三菱製薬

285 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％高
比重

塩酸ブピバカイン（注射液） ０．５％４ｍＬ１管 アストラゼネカ

286 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％等
比重

塩酸ブピバカイン（注射液） ０．５％４ｍＬ１管 アストラゼネカ

287 注射薬 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） ０．２％１０ｍＬ１管 アストラゼネカ

288 注射薬 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） ０．２％１００ｍＬ１
袋

アストラゼネカ

289 注射薬 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） ０．７５％１０ｍＬ１
管

アストラゼネカ

290 注射薬 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） ０．７５％２０ｍＬ１
管

アストラゼネカ

291 注射薬 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） １％１０ｍＬ１管 アストラゼネカ

292 注射薬 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ 塩酸ロピバカイン水和物（注射液） １％２０ｍＬ１管 アストラゼネカ

293 注射薬 ポプスカイン０．２５％注２５
ｍｇ／１０ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（注射液） ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 丸石製薬

294 注射薬 ポプスカイン０．７５％注７５
ｍｇ／１０ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（注射液） ７５ｍｇ１０ｍＬ１管 丸石製薬

295 注射薬 ポプスカイン０．７５％注１５
０ｍｇ／２０ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（注射液） １５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

丸石製薬

296 注射薬 ポプスカイン０．２５％注シリ
ンジ２５ｍｇ／１０ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（キット） ２５ｍｇ１０ｍＬ１筒 丸石製薬

297 注射薬 ポプスカイン０．７５％注シリ
ンジ７５ｍｇ／１０ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（キット） ７５ｍｇ１０ｍＬ１筒 丸石製薬

298 注射薬 ポプスカイン０．２５％注バッ
グ２５０ｍｇ／１００ｍＬ

塩酸レボブピバカイン（注射液） ２５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

丸石製薬

299 注射薬 ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素（注射用） ５０単位１瓶 グラクソ・スミスクライン

300 注射薬 ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素（注射用） １００単位１瓶 グラクソ・スミスクライン

301 注射薬 エスラックス静注２５ｍｇ／
２．５ｍＬ

ロクロニウム臭化物（注射液） ２５ｍｇ２．５ｍＬ１
瓶

シェリング・プラウ

302 注射薬 エスラックス静注５０ｍｇ／
５．０ｍＬ

ロクロニウム臭化物（注射液） ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 シェリング・プラウ

303 注射薬 アトワゴリバース静注シリンジ
３ｍＬ

メチル硫酸ネオスチグミン・硫酸アト
ロピン（キット）

３ｍＬ１筒 テルモ

304 注射薬 アトワゴリバース静注シリンジ
６ｍＬ

メチル硫酸ネオスチグミン・硫酸アト
ロピン（キット）

６ｍＬ１筒 テルモ

305 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

306 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

307 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

308 注射薬 ビスダイン静注用１５ｍｇ ベルテポルフィン（静注用） １５ｍｇ１瓶 ノバルティス　ファーマ

309 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

ファイザー

310 注射薬 ルセンティス硝子体内注射液
２．３ｍｇ／０．２３ｍＬ

ラニビズマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

０．５ｍｇ０．０５ｍ
Ｌ１瓶

ノバルティス　ファーマ

311 注射薬 アデール点滴静注用５ｍｇ 塩酸コルホルシンダロパート（注射
用）

５ｍｇ１瓶 日本化薬

312 注射薬 アデール点滴静注用１０ｍｇ 塩酸コルホルシンダロパート（注射
用）

１０ｍｇ１瓶 日本化薬

313 注射薬 注射用オノアクト５０ 塩酸ランジオロール（注射用） ５０ｍｇ１瓶 小野薬品工業

314 注射薬 ブレビブロック注１００ｍｇ 塩酸エスモロール（注射液） １００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

丸石製薬

315 注射薬 タンボコール静注５０ｍｇ 酢酸フレカイニド（注射液） ５０ｍｇ５ｍＬ１管 エーザイ
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316 注射薬 シンビット静注用５０ｍｇ 塩酸ニフェカラント（注射用） ５０ｍｇ１瓶 ホスピーラ・ジャパン

317 注射薬 アンカロン注１５０ 塩酸アミオダロン（注射液） １５０ｍｇ３ｍＬ１管 サノフィ・アベンティス

318 注射薬 ニトプロ持続静注液６ｍｇ ニトロプルシドナトリウム（注射液） ６ｍｇ２ｍＬ１管 丸石製薬

319 注射薬 ニトプロ持続静注液３０ｍｇ ニトロプルシドナトリウム（注射液） ３０ｍｇ１０ｍＬ１管 丸石製薬

320 注射薬 イミグラン注３ コハク酸スマトリプタン（注射液） ３ｍｇ１ｍＬ１管 グラクソ・スミスクライン

321 注射薬 イミグランキット皮下注３ｍｇ コハク酸スマトリプタン（注射液） ３ｍｇ０．５ｍＬ１筒 グラクソ・スミスクライン

322 注射薬 静注用フローラン０．５ｍｇ エポプロステノールナトリウム（静注
用）

０．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

グラクソ・スミスクライン

323 注射薬 静注用フローラン０．５ｍｇ エポプロステノールナトリウム（静注
用）

０．５ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

324 注射薬 静注用フローラン１．５ｍｇ エポプロステノールナトリウム（静注
用）

１．５ｍｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

325 注射薬 静注用フローラン１．５ｍｇ エポプロステノールナトリウム（静注
用）

１．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

グラクソ・スミスクライン

326 注射薬 エリル点滴静注液３０ｍｇ 塩酸ファスジル水和物（注射液） ３０．８ｍｇ２ｍＬ１
管

旭化成ファーマ

327 注射薬 静注用フローラン専用溶解液 エポプロステノールナトリウム専用溶
解液

５０ｍＬ１瓶 グラクソ・スミスクライン

328 注射薬 ゾレア皮下注用 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

329 注射薬 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）

１００ｍｇ１瓶 田辺三菱製薬

330 注射薬 セロスティム注５ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え）（注射
用）

５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メルクセローノ

331 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）

メルクセローノ

332 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）

メルクセローノ

333 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）（注射液）

４５０国際単位０．７
５ｍＬ１筒

メルクセローノ

334 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）（注射液）

９００国際単位１．５
ｍＬ１筒

メルクセローノ

335 注射薬 フォリスチム注５０ フォリトロピンベータ（遺伝子組換
え）（注射液）

５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

シェリング・プラウ

336 注射薬 フォリスチム注７５ フォリトロピンベータ（遺伝子組換
え）（注射液）

７５国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

シェリング・プラウ

337 注射薬 フォリスチム注３００ＩＵカー
トリッジ

フォリトロピンベータ（遺伝子組換
え）（注射液）

３００国際単位１筒 シェリング・プラウ

338 注射薬 フォリスチム注６００ＩＵカー
トリッジ

フォリトロピンベータ（遺伝子組換
え）（注射液）

６００国際単位１筒 シェリング・プラウ

339 注射薬 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（注射液）

３００単位１筒 日本イーライリリー

340 注射薬 ヒューマログ注１００単位／ｍ
Ｌ

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（注射液）

１００単位１ｍＬバイ
アル

日本イーライリリー

341 注射薬 ヒューマログミックス２５注
カート

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（注射液）

３００単位１筒 日本イーライリリー

342 注射薬 ヒューマログミックス５０注
カート

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（注射液）

３００単位１筒 日本イーライリリー

343 注射薬 ヒューマログＮ注カート インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（注射液）

３００単位１筒 日本イーライリリー

344 注射薬 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット 日本イーライリリー

345 注射薬 ヒューマログミックス２５注ミ
リオペン

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット 日本イーライリリー

346 注射薬 ヒューマログミックス５０注ミ
リオペン

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット 日本イーライリリー

347 注射薬 ヒューマログＮ注ミリオペン インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット 日本イーライリリー

348 注射薬 ノボラピッド注　ペンフィル インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（注射液）

３００単位１筒 ノボ　ノルディスク　ファー
マ

349 注射薬 ノボラピッド注　１００単位／
ｍＬ

インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（注射液）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ノボ　ノルディスク　ファー
マ

350 注射薬 ノボラピッド３０ミックス注
ペンフィル

インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（注射液）

３００単位１筒 ノボ　ノルディスク　ファー
マ
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351 注射薬 ノボラピッド注　フレックスペ
ン

インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（キット）

３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファー
マ

352 注射薬 ノボラピッド３０ミックス注フ
レックスペン

インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（キット）

３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファー
マ

353 注射薬 ノボラピッド注　イノレット インスリンアスパルト（遺伝子組換
え）（キット）

３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファー
マ

354 注射薬 ランタス注カート インスリングラルギン（遺伝子組換
え）（注射液）

３００単位１筒 サノフィ・アベンティス

355 注射薬 ランタス注オプチクリック インスリングラルギン（遺伝子組換
え）（注射液）

３００単位１筒 サノフィ・アベンティス

356 注射薬 ランタス注１００単位／ｍＬ インスリングラルギン（遺伝子組換
え）（注射液）

１００単位１ｍＬバイ
アル

サノフィ・アベンティス

357 注射薬 ランタス注ソロスター インスリングラルギン（遺伝子組換
え）（キット）

３００単位１キット サノフィ・アベンティス

358 注射薬 レベミル注　ペンフィル インスリンデテミル（遺伝子組換え）
（注射液）

３００単位１筒 ノボ　ノルディスク　ファー
マ

359 注射薬 レベミル注　フレックスペン インスリンデテミル（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファー
マ

360 注射薬 レベミル注　イノレット インスリンデテミル（遺伝子組換え）
（キット）

３００単位１キット ノボ　ノルディスク　ファー
マ

361 注射薬 アピドラ注１００単位／ｍＬ インスリングルリジン（遺伝子組換
え）（注射液）

１００単位１ｍＬバイ
アル

サノフィ・アベンティス

362 注射薬 アピドラ注カート インスリングルリジン（遺伝子組換
え）（注射液）

３００単位１筒 サノフィ・アベンティス

363 注射薬 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン（遺伝子組換
え）（キット）

３００単位１キット サノフィ・アベンティス

364 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用１
０ｍｇ

酢酸オクトレオチド（筋注用） １０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノバルティス　ファーマ

365 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用２
０ｍｇ

酢酸オクトレオチド（筋注用） ２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノバルティス　ファーマ

366 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用３
０ｍｇ

酢酸オクトレオチド（筋注用） ３０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノバルティス　ファーマ

367 注射薬 スプレキュアＭＰ皮下注用１．
８

酢酸ブセレリン（キット） １．８ｍｇ１筒 サノフィ・アベンティス

368 注射薬 ゾラデックス１．８ｍｇデポ 酢酸ゴセレリン（キット） １．８ｍｇ１筒（ゴセ
レリンとして）

アストラゼネカ

369 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

370 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

371 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

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

１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

田辺三菱製薬

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

１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

田辺三菱製薬

374 注射薬 マグセント注１００ｍＬ 硫酸マグネシウム・ブドウ糖（注射
液）

１００ｍＬ１瓶 東亜薬品工業

375 注射薬 オキサロール注２．５μｇ マキサカルシトール（注射液） ２．５μｇ１ｍＬ１管 中外製薬

376 注射薬 オキサロール注５μｇ マキサカルシトール（注射液） ５μｇ１ｍＬ１管 中外製薬

377 注射薬 オキサロール注１０μｇ マキサカルシトール（注射液） １０μｇ１ｍＬ１管 中外製薬

378 注射薬 ロカルトロール注０．５ カルシトリオール（注射液） ０．５μｇ１ｍＬ１管 中外製薬

379 注射薬 ロカルトロール注１ カルシトリオール（注射液） １μｇ１ｍＬ１管 中外製薬

380 注射薬 プレアミン－Ｐ注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
（６）（注射液）

２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

381 注射薬 キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤（２－１）（注
射液）

２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

382 注射薬 キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤（２－１）（注
射液）

３００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

383 注射薬 ネオアミユー輸液 腎不全用アミノ酸製剤（１－２）（注
射液）

２００ｍＬ１袋 味の素

384 注射薬 クレキサン皮下注キット２００
０ＩＵ

エノキサパリンナトリウム（キット） ２，０００低分子ヘパ
リン国際単位０．２ｍ

筒

サノフィ・アベンティス

385 注射薬 アリクストラ皮下注１．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム（注射
液）

１．５ｍｇ０．３ｍＬ
１筒

グラクソ・スミスクライン
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386 注射薬 アリクストラ皮下注２．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム（注射
液）

２．５ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

グラクソ・スミスクライン

387 注射薬 リコモジュリン点滴静注用１２
８００

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

388 注射薬 オルガラン静注１２５０単位 ダナパロイドナトリウム（注射液） １，２５０抗第Ｘａ因
子活性単位１ｍＬ１管

シェリング・プラウ

389 注射薬 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄
灌流液

ブドウ糖・無機塩類配合剤（キット） ５００ｍＬ１キット 大塚製薬工場

390 注射薬 バイフィル透析剤 人工透析液（１－１３） ６Ｌ１瓶 味の素

391 注射薬 バイフィル専用炭酸水素ナトリ
ウム補充液１．３９％

人工透析液（１－１４） １Ｌ１袋 味の素

392 注射薬 バイフィル専用炭酸水素ナトリ
ウム補充液１．３９％

人工透析液（１－１４） ２Ｌ１袋 味の素

393 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液（８－１） １．５Ｌ１袋 バクスター

394 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液（８－１） １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

バクスター

395 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液（８－１） ２Ｌ１袋 バクスター

396 注射薬 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液（８－１） ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

バクスター

397 注射薬 セレザイム注２００Ｕ イミグルセラーゼ（遺伝子組換え）
（注射用）

２００単位１瓶 ジェンザイム・ジャパン

398 注射薬 クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え）（注
射用）

４０万国際単位１瓶 エーザイ

399 注射薬 クリアクター静注用８０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え）（注
射用）

８０万国際単位１瓶 エーザイ

400 注射薬 クリアクター静注用１６０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え）（注
射用）

１６０万国際単位１瓶 エーザイ

401 注射薬 ソリナーゼ注射用２６０万 パミテプラーゼ（遺伝子組換え）（注
射用）

２６０万国際単位１瓶 アステラス製薬

402 注射薬 ソリナーゼ注射用５２０万 パミテプラーゼ（遺伝子組換え）（注
射用）

５２０万国際単位１瓶 アステラス製薬

403 注射薬 ファブラザイム点滴静注用５ｍ
ｇ

アガルシダーゼベータ（遺伝子組換
え）（注射用）

５ｍｇ１瓶 ジェンザイム・ジャパン

404 注射薬 ファブラザイム点滴静注用３５
ｍｇ

アガルシダーゼベータ（遺伝子組換
え）（注射用）

３５ｍｇ１瓶 ジェンザイム・ジャパン

405 注射薬 リプレガル点滴静注用３．５ｍ
ｇ

アガルシダーゼアルファ（遺伝子組換
え）（静注用）

３．５ｍｇ３．５ｍＬ
１瓶

大日本住友製薬

406 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 ジェンザイム・ジャパン

407 注射薬 マイオザイム点滴静注用５０ｍ
ｇ

アルグルコシダーゼアルファ（遺伝子
組換え）（注射液）

５０ｍｇ１瓶 ジェンザイム・ジャパン

408 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 ジェンザイム・ジャパン

409 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 アンジェスＭＧ

410 注射薬 テイロック注射液５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物（注
射液）

５ｍｇ２ｍＬ１管 帝人ファーマ

411 注射薬 テイロック注射液１０ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物（注
射液）

１０ｍｇ４ｍＬ１管 帝人ファーマ

412 注射薬 ビスフォナール注射液１０ｍｇ インカドロン酸二ナトリウム（注射
液）

１０ｍｇ５ｍＬ１管 アステラス製薬

413 注射薬 アルギＵ点滴静注２０ｇ 塩酸Ｌ－アルギニン（注射液） １０％２００ｍＬ１袋 味の素

414 注射薬 注射用エラスポール１００ シベレスタットナトリウム水和物（注
射用）

１００ｍｇ１瓶 小野薬品工業

415 注射薬 ゾメタ点滴静注用４ｍｇ ゾレドロン酸水和物（注射液） ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノバルティス　ファーマ

416 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）

２５ｍｇ１瓶 ワイス

417 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）

１０ｍｇ１瓶 ワイス

418 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）

２５ｍｇ０．５ｍＬ１
筒

ワイス

419 注射薬 ネスプ静注用１０μｇ／１ｍＬ
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）

１０μｇ１ｍＬ１筒 協和発酵キリン

420 注射薬 ネスプ静注用１５μｇ／１ｍＬ
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）

１５μｇ１ｍＬ１筒 協和発酵キリン
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421 注射薬 ネスプ静注用２０μｇ／１ｍＬ
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）

２０μｇ１ｍＬ１筒 協和発酵キリン

422 注射薬 ネスプ静注用３０μｇ／１ｍＬ
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）

３０μｇ１ｍＬ１筒 協和発酵キリン

423 注射薬 ネスプ静注用４０μｇ／１ｍＬ
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）

４０μｇ１ｍＬ１筒 協和発酵キリン

424 注射薬 ネスプ静注用６０μｇ／０．６
ｍＬ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）

６０μｇ０．６ｍＬ１
筒

協和発酵キリン

425 注射薬 ネスプ静注用１２０μｇ／０．
６ｍＬ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）

１２０μｇ０．６ｍＬ
１筒

協和発酵キリン

426 注射薬 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）（キッ
ト）

４０ｍｇ０．８ｍＬ１
筒

アボットジャパン

427 注射薬 ブスルフェクス点滴静注用６０
ｍｇ

ブスルファン（静注用） ６０ｍｇ１瓶 協和発酵キリン

428 注射薬 アルケラン静注用５０ｍｇ メルファラン（静注用） ５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

グラクソ・スミスクライン

429 注射薬 キロサイドＮ注４００ｍｇ シタラビン（注射液） ４００ｍｇ１管 日本新薬

430 注射薬 ジェムザール注射用２００ｍｇ 塩酸ゲムシタビン（注射用） ２００ｍｇ１瓶 日本イーライリリー

431 注射薬 ジェムザール注射用１ｇ 塩酸ゲムシタビン（注射用） １ｇ１瓶 日本イーライリリー

432 注射薬 フルダラ静注用５０ｍｇ リン酸フルダラビン（静注用） ５０ｍｇ１瓶 バイエル薬品

433 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

434 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

435 注射薬 アラノンジー静注用２５０ｍｇ ネララビン（注射用） ２５０ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

グラクソ・スミスクライン

436 注射薬 ドキシル注２０ｍｇ 塩酸ドキソルビシン（注射用） ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

437 注射薬 イダマイシン静注用５ｍｇ 塩酸イダルビシン（注射用） ５ｍｇ１瓶 ファイザー

438 注射薬 カルセド注射用２０ｍｇ 塩酸アムルビシン（注射用） ２０ｍｇ１瓶 大日本住友製薬

439 注射薬 カルセド注射用５０ｍｇ 塩酸アムルビシン（注射用） ５０ｍｇ１瓶 大日本住友製薬

440 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 ワイス

441 注射薬 タキソテール点滴静注用２０ｍ
ｇ

ドセタキセル水和物（注射液） ２０ｍｇ０．５ｍＬ１
瓶（溶解液付）

サノフィ・アベンティス

442 注射薬 タキソテール点滴静注用８０ｍ
ｇ

ドセタキセル水和物（注射液） ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

サノフィ・アベンティス

443 注射薬 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 塩酸ノギテカン（注射用） １．１ｍｇ１瓶 日本化薬

444 注射薬 動注用アイエーコール１００ｍ
ｇ

シスプラチン（注射用） １００ｍｇ１瓶 日本化薬

445 注射薬 動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン（注射用） ５０ｍｇ１瓶 日本化薬

446 注射薬 アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン（静注用） １０ｍｇ１瓶 塩野義製薬

447 注射薬 アクプラ静注用５０ｍｇ ネダプラチン（静注用） ５０ｍｇ１瓶 塩野義製薬

448 注射薬 アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン（静注用） １００ｍｇ１瓶 塩野義製薬

449 注射薬 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え）（注射
用）

１００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

全薬工業

450 注射薬 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え）（注射
用）

５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

全薬工業

451 注射薬 ロイスタチン注８ｍｇ クラドリビン（注射液） ８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ヤンセンファーマ

452 注射薬 トリセノックス注１０ｍｇ 三酸化ヒ素（注射液） １０ｍｇ１管 日本新薬

453 注射薬 エルプラット注射用１００ｍｇ オキサリプラチン（静注用） １００ｍｇ１瓶 ヤクルト本社

454 注射薬 エルプラット注射用５０ｍｇ オキサリプラチン（静注用） ５０ｍｇ１瓶 ヤクルト本社

455 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
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456 注射薬 アバスチン点滴静注用１００ｍ
ｇ／４ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 中外製薬

457 注射薬 アバスチン点滴静注用４００ｍ
ｇ／１６ｍＬ

ベバシズマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

４００ｍｇ１６ｍＬ１
瓶

中外製薬

458 注射薬 ゼヴァリン　イットリウム（９
０Ｙ）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（９０

）

１セット バイエル薬品

459 注射薬 アービタックス注射液１００ｍ
ｇ

セツキシマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

１００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

メルクセローノ

460 注射薬 フォトフリン静注用７５ｍｇ ポルフィマーナトリウム（注射用） ７５ｍｇ１瓶 ワイス

461 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） １００ｍｇ１瓶 明治製菓

462 注射薬 セレブロテックキット エキサメタジムテクネチウム（９９ｍ
Ｔｃ）（注射用）

１回分 日本メジフィジックス

463 注射薬 ベンゾダイン注 イオマゼニル（１２３Ｉ）（注射液） １０ＭＢｑ 日本メジフィジックス

464 注射薬 メタストロン注 塩化ストロンチウム（８９Ｓｒ）（注
射液）

１０ＭＢｑ ジーイー　ヘルスケア　リミ
テッド

465 注射薬 ゼヴァリン　インジウム（１１
１Ｉｎ）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（１１１

）

１セット バイエル薬品

466 注射薬 ファーストシン静注用０．５ｇ 塩酸セフォゾプラン（静注用） ５００ｍｇ１瓶 武田薬品工業

467 注射薬 ファーストシン静注用１ｇ 塩酸セフォゾプラン（静注用） １ｇ１瓶 武田薬品工業

468 注射薬 ファーストシン静注用１ｇバッ
グＳ

塩酸セフォゾプラン（注射用） １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

武田薬品工業

469 注射薬 ファーストシン静注用１ｇバッ
グＧ

塩酸セフォゾプラン（注射用） １ｇ１キット（５％ブ
ドウ糖注射液１００ｍ

付）

武田薬品工業

470 注射薬 オメガシン点滴用０．３ｇ ビアペネム（注射用） ３００ｍｇ１瓶 明治製菓

471 注射薬 オメガシン点滴用０．３ｇバッ
グ

ビアペネム（キット） ３００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

付）

明治製菓

472 注射薬 フィニバックス点滴用０．２５
ｇ

ドリペネム水和物（静注用） ２５０ｍｇ１瓶 塩野義製薬

473 注射薬 フィニバックスキット点滴用
０．２５ｇ

ドリペネム水和物（キット） ２５０ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

付）

塩野義製薬

474 注射薬 ゾシン静注用２．２５ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム（静注用）

（２．２５ｇ）１瓶 大鵬薬品工業

475 注射薬 ゾシン静注用４．５ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ
ンナトリウム（静注用）

（４．５ｇ）１瓶 大鵬薬品工業

476 注射薬 アムビゾーム点滴静注用５０ｍ
ｇ

アムホテリシンＢ（静注用） ５０ｍｇ１瓶 大日本住友製薬

477 注射薬 ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギンナトリウム（注射用） ５０ｍｇ１瓶 アステラス製薬

478 注射薬 ファンガード点滴用７５ｍｇ ミカファンギンナトリウム（注射用） ７５ｍｇ１瓶 アステラス製薬

479 注射薬 ファンガード点滴用２５ｍｇ ミカファンギンナトリウム（静注用） ２５ｍｇ１瓶 アステラス製薬

480 注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール（静注用） ２００ｍｇ１瓶 ファイザー

481 注射薬 パシル点滴静注液３００ｍｇ メシル酸パズフロキサシン（キット） ３００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

富山化学工業

482 注射薬 パズクロス注３００ メシル酸パズフロキサシン（キット） ３００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

田辺三菱製薬

483 注射薬 パシル点滴静注液５００ｍｇ メシル酸パズフロキサシン（キット） ５００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

富山化学工業

484 注射薬 パズクロス注５００ メシル酸パズフロキサシン（キット） ５００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

田辺三菱製薬

485 注射薬 ザイボックス注射液６００ｍｇ リネゾリド（注射液） ６００ｍｇ３００ｍＬ
１袋

ファイザー

486 注射薬 点滴静注用ホスカビル注２４ｍ
ｇ／ｍＬ

ホスカルネットナトリウム水和物（注
射液）

６ｇ２５０ｍＬ１瓶 アストラゼネカ

487 注射薬 シナジス筋注用５０ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注
用）

５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

アボットジャパン

488 注射薬 シナジス筋注用１００ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注
用）

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

アボットジャパン

489 注射薬 プロジフ静注液１００ ホスフルコナゾール（注射用） ８％１．２５ｍＬ１瓶 ファイザー

490 注射薬 プロジフ静注液２００ ホスフルコナゾール（注射用） ８％２．５ｍＬ１瓶 ファイザー
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491 注射薬 プロジフ静注液４００ ホスフルコナゾール（注射用） ８％５ｍＬ１瓶 ファイザー

492 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

493 注射薬 アドベイト注射用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）

バクスター

494 注射薬 アドベイト注射用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）

バクスター

495 注射薬 アドベイト注射用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）

バクスター

496 注射薬 注射用ノボセブン１．２ｍｇ エプタコグアルファ（活性型）（遺伝
子組換え）（注射用）

１．２ｍｇ２．２ｍＬ
１瓶（溶解液付）

ノボ　ノルディスク　ファー
マ

497 注射薬 注射用ノボセブン４．８ｍｇ エプタコグアルファ（活性型）（遺伝
子組換え）（注射用）

４．８ｍｇ８．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

ノボ　ノルディスク　ファー
マ

498 注射薬 注射用アナクトＣ２，５００単
位

乾燥濃縮人活性化プロテインＣ（注射
用）

２，５００単位１瓶
（溶解液付）

化学及血清療法研究所

499 注射薬 ゼットブリン点滴静注液１００
ｍｇ

抗ヒトＴリンパ球ウサギ免疫グロブリ
ン（注射液）

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 日本臓器製薬

500 注射薬 ベタフェロン皮下注用９６０万
国際単位

インターフェロンベータ－１ｂ（遺伝
子組換え）（注射用）

９６０万国際単位１瓶
（溶解液付）

バイエル薬品

501 注射薬 アドバフェロン皮下注１２００ インターフェロンアルファコン－１
（遺伝子組換え）（注射液）

１，２００万国際単位
１瓶

アステラス製薬

502 注射薬 アドバフェロン皮下注１８００ インターフェロンアルファコン－１
（遺伝子組換え）（注射液）

１，８００万国際単位
１瓶

アステラス製薬

503 注射薬 アドバフェロン皮下注９００ インターフェロンアルファコン－１
（遺伝子組換え）（注射液）

９００万国際単位１瓶 アステラス製薬

504 注射薬 シムレクト静注用２０ｍｇ バシリキシマブ（遺伝子組換え）（注
射用）

２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノバルティス　ファーマ

505 注射薬 シムレクト小児用静注用１０ｍ
ｇ

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

506 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
（組換え型）（注射液）

９０μｇ１ｍＬ１瓶 中外製薬

507 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
（組換え型）（注射液）

１８０μｇ１ｍＬ１瓶 中外製薬

508 注射薬 ペグイントロン皮下注用５０μ
ｇ／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）

シェリング・プラウ

509 注射薬 ペグイントロン皮下注用１００
μｇ／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）

シェリング・プラウ

510 注射薬 ペグイントロン皮下注用１５０
μｇ／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）

シェリング・プラウ

511 注射薬 アクテムラ点滴静注用２００ｍ
ｇ

トシリズマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

２００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

中外製薬

512 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

513 注射薬 アクテムラ点滴静注用４００ｍ
ｇ

トシリズマブ（遺伝子組換え）（注射
液）

４００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

中外製薬

514 注射薬 アボネックス筋注用シリンジ３
０μｇ

インターフェロンベータ－１ａ（遺伝
子組換え）（キット）

３０μｇ０．５ｍＬ１
筒

バイオジェン・アイデック・
ジャパン

515 注射薬 サイモグロブリン点滴静注用２
５ｍｇ

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
（静注用）

２５ｍｇ１瓶 ジェンザイム・ジャパン

516 注射薬 ビジパーク２７０注２０ｍＬ イオジキサノール（注射液） ５４．９７％２０ｍＬ
１瓶

第一三共

517 注射薬 ビジパーク２７０注５０ｍＬ イオジキサノール（注射液） ５４．９７％５０ｍＬ
１瓶

第一三共

518 注射薬 ビジパーク２７０注１００ｍＬ イオジキサノール（注射液） ５４．９７％１００ｍ
Ｌ１瓶

第一三共

519 注射薬 ビジパーク３２０注５０ｍＬ イオジキサノール（注射液） ６５．１５％５０ｍＬ
１瓶

第一三共

520 注射薬 ビジパーク３２０注１００ｍＬ イオジキサノール（注射液） ６５．１５％１００ｍ
Ｌ１瓶

第一三共

521 注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００ 塩酸プラルモレリン（注射用） １００μｇ１瓶（溶解
液付）

科研製薬

522 注射薬 イヌリード注 イヌリン（注射用） ４ｇ４０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

富士薬品

523 注射薬 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え）（注射
用）

１ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ノボ　ノルディスク　ファー
マ

524 注射薬 レボビスト注射用 ガラクトース・パルミチン酸混合物
（注射用）

２．５ｇ１瓶（溶解液
付）

バイエル薬品

525 注射薬 オフサグリーン静注用２５ｍｇ インドシアニングリーン（静注用） ２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

参天製薬
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526 注射薬 リゾビスト注 フェルカルボトラン（注射液） ４４．６ｍｇ１．６ｍ
Ｌ１瓶

バイエル薬品

527 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

528 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％５ｍＬ
１筒

バイエル薬品

529 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％１０ｍ
Ｌ１筒

バイエル薬品

530 注射薬 アデノスキャン注６０ｍｇ アデノシン（注射液） ６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 アスビオファーマ

531 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 佐藤製薬

532 注射薬 ミオテクター冠血管注 塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤
（注射液）

１瓶１管１組 アイロム製薬

533 注射薬 アルチバ静注用２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩（静注用） ２ｍｇ１瓶 ヤンセンファーマ

534 注射薬 アルチバ静注用５ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩（静注用） ５ｍｇ１瓶 ヤンセンファーマ

535 外用薬 ミケランＬＡ点眼液１％ 塩酸カルテオロール（点眼液） １％１ｍＬ 大塚製薬

536 外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ 塩酸カルテオロール（点眼液） ２％１ｍＬ 大塚製薬

537 外用薬 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 塩酸アプラクロニジン（点眼液） １％０．１ｍＬ１個 日本アルコン

538 外用薬 トルソプト点眼液０．５％ 塩酸ドルゾラミド（点眼液） ０．５％１ｍＬ 萬有製薬

539 外用薬 トルソプト点眼液１％ 塩酸ドルゾラミド（点眼液） １％１ｍＬ 萬有製薬

540 外用薬 キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト（点眼液） ０．００５％１ｍＬ ファイザー

541 外用薬 アイビナール点眼液０．０１％ イブジラスト（点眼液） ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 萬有製薬

542 外用薬 ケタス点眼液０．０１％ イブジラスト（点眼液） ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 杏林製薬

543 外用薬 クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン（点眼液） ０．５％１ｍＬ 参天製薬

544 外用薬 ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物（点
眼液）

０．１％１ｍＬ 千寿製薬

545 外用薬 ゼペリン点眼液０．１％ アシタザノラスト水和物（点眼液） ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 わかもと製薬

546 外用薬 デタントール０．０１％点眼液 塩酸ブナゾシン（点眼液） ０．０１％１ｍＬ 参天製薬

547 外用薬 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド（点眼液） １％１ｍＬ 日本アルコン

548 外用薬 ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物（点眼液） ０．３％１ｍＬ 千寿製薬

549 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

550 外用薬 オゼックス点眼液０．３％ トシル酸トスフロキサシン（点眼液） ０．３％１ｍＬ 富山化学工業

551 外用薬 トスフロ点眼液０．３％ トシル酸トスフロキサシン（点眼液） ０．３％１ｍＬ 日東メディック

552 外用薬 パタノール点眼液０．１％ 塩酸オロパタジン（点眼液） ０．１％１ｍＬ 日本アルコン

553 外用薬 ベガモックス点眼液０．５％ 塩酸モキシフロキサシン（点眼液） ０．５％１ｍＬ 日本アルコン

554 外用薬 トラバタンズ点眼液０．００
４％

トラボプロスト（点眼液） ０．００４％１ｍＬ 日本アルコン

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 タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト（点眼液） ０．００１５％１ｍＬ 参天製薬

557 外用薬 ベストロン耳鼻科用１％ 塩酸セフメノキシム（液） １０ｍｇ１ｍＬ（溶解
後の液として）

千寿製薬

558 外用薬 リボスチン点鼻液０．０２５ｍ
ｇ１１２噴霧用

塩酸レボカバスチン（点鼻液） ０．０２５％１５ｍＬ
１瓶

ヤンセンファーマ

559 外用薬 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５
６噴霧用

フランカルボン酸モメタゾン（点鼻
液）

５ｍｇ１０ｇ１瓶 シェリング・プラウ

560 外用薬 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１
１２噴霧用

フランカルボン酸モメタゾン（点鼻
液）

９ｍｇ１８ｇ１瓶 シェリング・プラウ
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561 外用薬 アラミスト点鼻液２７．５μｇ
５６噴霧用

フルチカゾンフランカルボン酸エステ
ル（キット）

３ｍｇ６ｇ１キット グラクソ・スミスクライン

562 外用薬 イミグラン点鼻液２０ スマトリプタン（点鼻液） ２０ｍｇ０．１ｍＬ１
個

グラクソ・スミスクライン

563 外用薬 セレベント２５ロタディスク キシナホ酸サルメテロール（吸入液） ２５μｇ１ブリスター グラクソ・スミスクライン

564 外用薬 セレベント５０ロタディスク キシナホ酸サルメテロール（吸入液） ５０μｇ１ブリスター グラクソ・スミスクライン

565 外用薬 セレベント５０ディスカス キシナホ酸サルメテロール（吸入用） ５０μｇ６０ブリス
ター１キット

グラクソ・スミスクライン

566 外用薬 スピリーバ吸入用カプセル１８
μｇ

臭化チオトロピウム水和物（カプセ
ル）

１８μｇ１カプセル 日本ベーリンガーインゲルハ
イム

567 外用薬 フルタイド５０ロタディスク プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） ５０μｇ１ブリスター グラクソ・スミスクライン

568 外用薬 フルタイド１００ロタディスク プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） １００μｇ１ブリス
ター

グラクソ・スミスクライン

569 外用薬 フルタイド２００ロタディスク プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） ２００μｇ１ブリス
ター

グラクソ・スミスクライン

570 外用薬 フルタイド５０ディスカス プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） ５０μｇ６０ブリス
ター１個

グラクソ・スミスクライン

571 外用薬 フルタイド１００ディスカス プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） １００μｇ６０ブリス
ター１個

グラクソ・スミスクライン

572 外用薬 フルタイド２００ディスカス プロピオン酸フルチカゾン（吸入用） ２００μｇ６０ブリス
ター１個

グラクソ・スミスクライン

573 外用薬 フルタイド５０μｇエアゾール
１２０吸入用

プロピオン酸フルチカゾン（吸入液） ９．７２ｍｇ１０．６
ｇ１瓶

グラクソ・スミスクライン

574 外用薬 フルタイド１００μｇエアゾー
ル６０吸入用

プロピオン酸フルチカゾン（吸入液） １２．２５ｍｇ７．０
ｇ１瓶

グラクソ・スミスクライン

575 外用薬 パルミコート１００μｇター
ビュヘイラー１１２吸入

ブデソニド（吸入用） １１．２ｍｇ１瓶（１
００μｇ）

アストラゼネカ

576 外用薬 パルミコート２００μｇター
ビュヘイラー５６吸入

ブデソニド（吸入用） １１．２ｍｇ１瓶（２
００μｇ）

アストラゼネカ

577 外用薬 パルミコート２００μｇター
ビュヘイラー１１２吸入

ブデソニド（吸入用） ２２．４ｍｇ１瓶（２
００μｇ）

アストラゼネカ

578 外用薬 パルミコート吸入液０．２５ｍ
ｇ

ブデソニド（吸入液） ０．２５ｍｇ２ｍＬ１
管

アストラゼネカ

579 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

580 外用薬 オルベスコ５０μｇインヘラー
１１２吸入用

シクレソニド（吸入用） ５．６ｍｇ６．６ｇ１
キット

帝人ファーマ

581 外用薬 オルベスコ１００μｇインヘ
ラー１１２吸入用

シクレソニド（吸入用） １１．２ｍｇ６．６ｇ
１キット

帝人ファーマ

582 外用薬 オルベスコ２００μｇインヘ
ラー５６吸入用

シクレソニド（吸入用） １１．２ｍｇ３．３ｇ
１キット

帝人ファーマ

583 外用薬 アズマネックスツイストヘラー
１００μｇ６０吸入

フランカルボン酸モメタゾン（吸入
用）

６ｍｇ１キット（１０
０μｇ）

シェリング・プラウ

584 外用薬 アドエア１００ディスカス２８
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

２８ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

585 外用薬 アドエア２５０ディスカス２８
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

２８ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

586 外用薬 アドエア５００ディスカス２８
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

２８ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

587 外用薬 アドエア１００ディスカス６０
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

６０ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

588 外用薬 アドエア２５０ディスカス６０
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

６０ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

589 外用薬 アドエア５００ディスカス６０
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

６０ブリスター１キッ
ト

グラクソ・スミスクライン

590 外用薬 アドエア５０エアゾール１２０
吸入用

キシナホ酸サルメテロール・プロピオ
ン酸フルチカゾン（吸入用）

１２．０ｇ１瓶 グラクソ・スミスクライン

591 外用薬 ペンタサ注腸１ｇ メサラジン（注腸用） １ｇ１個 杏林製薬

592 外用薬 デスモプレシン・スプレー１０
協和

酢酸デスモプレシン（噴霧液） ５００μｇ１瓶 協和発酵キリン

593 外用薬 ディビゲル１ｍｇ エストラジオール（ゲル） １ｍｇ１包 ポーラファルマ

594 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

595 外用薬 ファルネゾンゲル１．４％ ファルネシル酸プレドニゾロン（ゲ
ル）

１．４％１ｇ 大鵬薬品工業
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596 外用薬 ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール（クリーム） １％１ｇ ポーラファルマ

597 外用薬 ルリコン液１％ ルリコナゾール（液） １％１ｍＬ ポーラファルマ

598 外用薬 ゼフナートクリーム２％ リラナフタート（クリーム） ２％１ｇ 全薬工業

599 外用薬 ゼフナート外用液２％ リラナフタート（液） ２％１ｍＬ 全薬工業

600 外用薬 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ
／ｇ

タカルシトール（軟膏） ０．００２％１ｇ 帝人ファーマ

601 外用薬 ボンアルファハイローション２
０μｇ／ｇ

タカルシトール（ローション） ０．００２％１ｇ 帝人ファーマ

602 外用薬 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ カルシポトリオール（軟膏） ０．００５％１ｇ 帝國製薬

603 外用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール（軟膏） ０．００２５％１ｇ 中外製薬

604 外用薬 オキサロールローション２５μ
ｇ／ｇ

マキサカルシトール（ローション） ０．００２５％１ｇ 中外製薬

605 外用薬 プロスタンディン軟膏０．００
３％

アルプロスタジルアルファデクス（軟
膏）

０．００３％１ｇ 小野薬品工業

606 外用薬 プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物（軟膏） ０．１％１ｇ アステラス製薬

607 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） ０．０３％１ｇ アステラス製薬

608 外用薬 フィブラストスプレー２５０ トラフェルミン（遺伝子組換え）（噴
霧液）

２５０μｇ１瓶（溶解
液付）

科研製薬

609 外用薬 フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え）（噴
霧液）

５００μｇ１瓶（溶解
液付）

科研製薬

610 外用薬 ディフェリンゲル０．１％ アダパレン（ゲル） ０．１％１ｇ ガルデルマ

611 外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物（軟膏） ２％１ｇ グラクソ・スミスクライン

612 外用薬 リレンザ ザナミビル水和物（吸入用） ５ｍｇ１ブリスター グラクソ・スミスクライン

613 外用薬 エンペシドトローチ１０ｍｇ クロトリマゾール（トローチ） １０ｍｇ１錠 バイエル薬品

614 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

615 外用薬 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） ４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

日本ビーシージー製造

616 外用薬 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） ８０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

日本ビーシージー製造

617 外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン（貼付剤） （１７．５ｍｇ）１０
ｃ㎡１枚

ノバルティス　ファーマ

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

ノバルティス　ファーマ

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

ノバルティス　ファーマ

620 外用薬 デュロテップＭＴパッチ２．１
ｍｇ

フェンタニル（貼付剤） ２．１ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ

621 外用薬 デュロテップＭＴパッチ４．２
ｍｇ

フェンタニル（貼付剤） ４．２ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ

622 外用薬 デュロテップＭＴパッチ８．４
ｍｇ

フェンタニル（貼付剤） ８．４ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ

623 外用薬 デュロテップＭＴパッチ１２．
６ｍｇ

フェンタニル（貼付剤） １２．６ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ

624 外用薬 デュロテップＭＴパッチ１６．
８ｍｇ

フェンタニル（貼付剤） １６．８ｍｇ１枚 ヤンセンファーマ
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　加算を受けた企業リスト
　（加算を受けた品目を５つ以上もつ企業）

別添２

成分数 品目数

1 グラクソ・スミスクライン 30 58
2 ファイザー 21 36
3 アステラス製薬 14 30
4 中外製薬 13 25
5 ノバルティス　ファーマ 13 22
6 日本イーライリリー 5 22
7 ヤンセンファーマ 12 21
8 サノフィ・アベンティス 11 21
9 アストラゼネカ 9 21
10 シェリング・プラウ 11 19
11 バイエル薬品 15 18
12 大日本住友製薬 9 17
13 第一三共 7 15
14 田辺三菱製薬 9 14
15 協和発酵キリン 6 14
16 エーザイ 3 14
17 ノボ　ノルディスク　ファーマ 4 12
18 塩野義製薬 4 11
19 大塚製薬 4 10
19 丸石製薬 4 10
21 萬有製薬 6 9
22 味の素 6 8
23 大鵬薬品工業 4 8
24 ジェンザイム・ジャパン 6 7
25 アボットジャパン 4 7
25 ブリストル・マイヤーズ 4 7
27 帝人ファーマ 3 7
28 バクスター 2 7
28 武田薬品工業 2 7
30 ワイス 4 6
30 日本化薬 4 6
32 メルクセローノ 3 6
33 参天製薬 5 5
33 日本アルコン 5 5
33 小野薬品工業 5 5
33 千寿製薬 5 5
37 日本ベーリンガーインゲルハイム 4 5
37 杏林製薬 4 5
37 明治製菓 4 5
37 科研製薬 4 5

・・・ ・・・ ・・・
総計 337 624

No. 企業名
加算対象

20

KTBGU
楕円




