
薬価基準新収載品目　厚生労働省告示第179号　平成25年5月24日 中北薬品株式会社 薬事管理部

品目 規格･単位 薬価
薬価基準収載
医薬品コード

一般名 会社名*1 効能･効果 用法･用量*2 分類 規制 発売予定

＜内用薬＞
アコファイド錠100mg 100mg 1錠 36.20 2399015F1020 ｱｺﾁｱﾐﾄﾞ塩酸塩

水和物
ｾﾞﾘｱ新薬
=ｱｽﾃﾗｽ

機能性ﾃﾞｨｽﾍﾟﾌﾟｼｱにおける食
後膨満感､上腹部膨満感､早期
満腹感

成人にはｱｺﾁｱﾐﾄﾞ塩酸塩水和物として
1回100mgを1日3回､食前に経口投与す
る｡

2399 処方 6月6日

イノベロン錠100mg
イノベロン錠200mg

100mg 1錠
200mg 1錠

79.70
130.40

1139012F1023
1139012F2020

ﾙﾌｨﾅﾐﾄﾞ ｴｰｻﾞｲ 他の抗てんかん薬で十分な効
果が認められないLennox-
Gastaut症候群における強直発
作及び脱力発作に対する抗て
んかん薬との併用療法

＜4歳以上の小児＞
体重15.0～30.0kgの場合:ﾙﾌｨﾅﾐﾄﾞとし
て、 初の2日間は1日200mgを1日2回
に分けて食後に経口投与し､その後は
2日ごとに1日用量として200mg以下ず

113 処方 5月29日

オングリザ錠2.5mg
オングリザ錠5mg

2.5mg 1錠
　5mg 1錠

110.20
166.00

3969017F1028
3969017F2024

ｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ
水和物

協和発酵
ｷﾘﾝ

2型糖尿病 成人にはｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝとして5mgを1日
1回経口投与する｡
なお､患者の状態に応じて2.5mgを1日
1回経口投与することができる｡

3969 処方 未定

スチバーガ錠40mg 40mg 1錠 5,424.30 4291029F1028 ﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞ
水和物

ﾊﾞｲｴﾙ 治癒切除不能な進行･再発の結
腸･直腸癌

成人にはﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞとして1日1回160mg
を食後に3週間連日経口投与し､その後
1週間休薬する｡これを1ｻｲｸﾙとして投
与を繰り返す｡なお､患者の状態により
適宜減量する｡

4291 劇
処方

5月24日

ゼルヤンツ錠5mg 5mg 1錠 2,539.00 3999034F1020 ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞ
ｸｴﾝ酸塩

ﾌｧｲｻﾞｰ
=武田

既存治療で効果不十分な関節ﾘ
ｳﾏﾁ

ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞとして1回5mgを1日2回経口投
与する｡

399 劇
処方

未定

ノウリアスト錠20mg 20mg 1錠 760.70 1169016F1020 ｲｽﾄﾗﾃﾞﾌｨﾘﾝ 協和発酵
ｷﾘﾝ

ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ含有製剤で治療中の
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病におけるｳｪｱﾘﾝｸﾞｵﾌ
現象の改善

本剤は､ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ含有製剤と併用する｡
成人にはｲｽﾄﾗﾃﾞﾌｨﾘﾝとして20mgを1日
1回経口投与する｡なお､症状により
40mgを1日1回経口投与できる｡

1169 処方 5月30日

レグテクト錠333mg 333mg 1錠 50.10 1190022H1020 ｱｶﾝﾌﾟﾛｻｰﾄｶﾙｼｳﾑ 日本新薬 ｱﾙｺｰﾙ依存症患者における断酒
維持の補助

成人にはｱｶﾝﾌﾟﾛｻｰﾄｶﾙｼｳﾑとして666mg
を1日3回食後に経口投与する｡

119 処方 5月27日

つ漸増する｡維持用量は1日1000mgとし､1日2回に分けて食後に経口投
与する｡なお､症状により､1日1000mgを超えない範囲で適宜増減する
が､増量は2日以上の間隔をあけて1日用量として200mg以下ずつ行うこ
と｡
体重30.1kg以上の場合:成人の用法･用量に従う｡
＜成人＞
ﾙﾌｨﾅﾐﾄﾞとして､ 初の2日間は1日400mgを1日2回に分けて食後に経口
投与し､その後は2日ごとに1日用量として400mg以下ずつ漸増する｡維
持用量は体重30.1～50.0kgの患者には1日1800mg､体重50.1～70.0kgの
患者には1日2400mg､体重70.1kg以上の患者には1日3200mgとし､1日2回
に分けて食後に経口投与する｡なお､症状により維持用量を超えない範
囲で適宜増減するが､増量は2日以上の間隔をあけて1日用量として
400mg以下ずつ行うこと｡



品目 規格･単位 薬価
薬価基準収載
医薬品コード

一般名 会社名*1 効能･効果 用法･用量*2 分類 規制 発売予定

＜注射薬＞
アクテムラ皮下注162mg
　　　　      シリンジ
アクテムラ皮下注162mg
　オートインジェクター

162mg0.9mL 1筒

162mg0.9mL 1ｷｯﾄ

38,056.00

38,200.00

6399421G1022

6399421G2029

ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ
(遺伝子組換え)

中外 既存治療で効果不十分な関節ﾘ
ｳﾏﾁ(関節の構造的損傷の防止
を含む)

成人には､ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)と
して1回162mgを2週間隔で皮下注射す
る｡

6399 生物
劇

処方

5月24日

アーゼラ点滴静注液
               100mg

  100mg5mL 1瓶 27,590.00 4291423A1026 ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ
(遺伝子組換え)

ｸﾞﾗｸｿ･
ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

再発又は難治性のCD20陽性の
慢性ﾘﾝﾊﾟ性白血病

成人には週1回､ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換
え)として､初回は300mg､2回目以降は

4291 生物
劇

5月24日

アーゼラ点滴静注液
              1000mg

1000mg50mL 1瓶 267,502.00 4291423A2022 処方

エボルトラ点滴静注20mg 20mg20mL 1瓶 140,248.00 4229403A1022 ｸﾛﾌｧﾗﾋﾞﾝ ｻﾉﾌｨ 再発又は難治性の急性ﾘﾝﾊﾟ性
白血病

ｸﾛﾌｧﾗﾋﾞﾝとして52mg/m2(体表面積)を
1日1回2時間以上かけて点滴静注する｡

422 劇
処方

未定

ノーモサング点滴静注
　　　　　　　　250mg

250mg10mL 1管 101,273.00 6349400A1026 ﾍﾐﾝ ｼﾐｯｸ
=ｵｰﾌｧﾝ
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
(予定)

急性ﾎﾟﾙﾌｨﾘﾝ症患者における急
性発作症状の改善

ﾍﾐﾝとして3mg/kgを1日1回､4日間点滴
静注する｡ただし､1日あたりの投与量
は250mgを超えないこと｡

634 劇
処方

未定

プラリア皮下注60mg
　　　　　　シリンジ

60mg1mL 1筒 28,482.00 3999435G1023 ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ
(遺伝子組換え)

第一三共 骨粗鬆症 成人にはﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)とし
て60mgを6ヵ月に1回､皮下投与する｡

3999 生物
劇

処方

6月11日

ボルベン輸液6% 6%500mL 1袋 970.00 3319408A1020 ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙ
ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000

ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
ｶｰﾋﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

循環血液量の維持 持続的に静脈内投与する｡投与量及び
投与速度は､症状に応じ適宜調節する
が､1日50mL/kgを上限とする｡

3319 処方 未定

メトレレプチン皮下注用 11.25mg 1瓶 33,877.00 2499414D1023 ﾒﾄﾚﾚﾌﾟﾁﾝ 塩野義 脂肪萎縮症 ﾒﾄﾚﾚﾌﾟﾁﾝとして､男性には0.04mg/kg､ 2499 処方 未定
     11.25mg｢シオノギ｣ (遺伝子組換え)

＜外用薬＞
ネオキシテープ73.5mg 73.5mg 1枚 189.40 2590700S1025 ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ塩酸塩 久光

=旭化成
ﾌｧｰﾏ

過活動膀胱における尿意切迫
感､頻尿及び切迫性尿失禁

成人に対し本剤1日1回､1枚(ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝ
塩酸塩として73.5mg)を下腹部､腰部又
は大腿部のいずれかに貼付し､24時間
毎に貼り替える｡

259 － 未定

薬価基準適用外品目

品目 規格･単位 薬価
薬価基準収載
医薬品コード

一般名 会社名*1 効能･効果 用法･用量*2 分類 規制 発売予定

＜注射薬＞
沈降インフルエンザ
　ワクチンH5N1｢生研｣1mL

30μg1mL 1本 － － 沈降ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ﾜｸﾁﾝ(H5N1株)

ﾃﾞﾝｶ生研 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(H5N1)の予防 0.5mLをおよそ3週間の間隔をおいて､
筋肉内もしくは皮下に2回注射する｡

6313 生物
劇

処方

未定

＊1 会社名中、2社以上の表記については､前社が製造販売承認取得会社､後社は販売会社であることを示します。
＊2 一部省略してありますので詳細は添付文書等をご確認下さい。

これを5日間連日投与し､少なくとも9日間休薬する｡これを1ｸｰﾙとして
繰り返す｡なお､患者の状態により適宜減量する｡

18歳未満の女性には0.06mg/kg､18歳以上の女性には0.08mg/kgを1日
1回皮下注射する｡投与はそれぞれ0.02mg/kg､0.03mg/kg､0.04mg/kgか
ら投与開始し､1ヵ月程度をかけ､上記投与量まで増量する｡なお､症状
に応じて適宜減量する｡

2000mgを点滴静注し､8回目まで投与を繰り返す｡8回目の投与4～5週後
から､4週間に1回2000mgを点滴静注し､12回目まで投与を繰り返す｡


