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117 内用薬
レメロン錠30mg 30mg1錠 281.00円 MSD 再審査期間中の規格追

加

117 内用薬
リフレックス錠30mg 30mg1錠 282.00円 Meiji Seika

ファルマ
再審査期間中の規格追
加

2 339 内用薬

エフィエント錠20ｍｇ 20mg１錠 1,150.20円 第一三共 プラスグレ
ル塩酸塩

経皮的冠動脈形成術(PCI)
が適用される下記の虚血
性心疾患
急性冠症候群(不安定狭心
症、非ST上昇心筋梗塞、
ST上昇心筋梗塞)
安定狭心症、陳旧性心筋
梗塞

通常、成人には、投与開始日にプラスグレル
として20mgを1日1回経口投与し、その後、
維持用量として1日1回3.75mgを経口投与す
る。

再審査期間中の規格追
加

619 内用薬

ボノサップパック400 １シート 733.80円 再審査期間中の剤型追
加

619 内用薬

ボノサップパック800 １シート 884.00円 再審査期間中の剤型追
加

4 619 内用薬

ボノピオンパック １シート 654.60円 武田薬品工業 ボノプラザ
ンフマル酸
塩／アモキ
シシリン水
和物／メト
ロニダゾー
ル

＜適応菌種＞
アモキシシリン、メトロ
ニダゾールに感性のヘリ
コバクター・ピロリ
＜適応症＞
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・
胃MALTリンパ腫・特発性
血小板減少性紫斑病・早
期胃癌に対する内視鏡的
治療後胃におけるヘリコ
バクター・ピロリ感染
症、ヘリコバクター・ピ
ロリ感染胃炎

プロトンポンプインヒビター、アモキシシリ
ン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与に
よるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不
成功の場合
通常、成人にはボノプラザンとして1回
20mg、アモキシシリン水和物として1回
750mg（力価）及びメトロニダゾールとして
1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口
投与する。

再審査期間中の剤型追
加

5 721 内用薬

コロンフォート内用懸濁
液25％

25％32mL1
瓶

501.60円 伏見製薬所 硫酸バリウ
ム

腸内容物の標識による大
腸コンピューター断層撮
像の補助

通常、成人には、本剤1回32mL（硫酸バリウ
ムとして8g）を検査前日から毎食後に3回経口
投与する。

新効能医薬品、新用量
医薬品、剤形追加にか
かる医薬品（再審査期
間中でないもの）

6 249 注射薬

インスリン グラルギン
BS注キット「FFP」

300単位1
キット

1,528円 富士フイルム
ファーマ

インスリン
グラルギン
（遺伝子組
換え）

インスリン療法が適応と
なる糖尿病

通常、成人では、初期は1日1回4～20単位を
皮下注射するが、ときに他のインスリン製剤
を併用することがある。注射時刻は朝食前又
は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とす
る。投与量は、患者の症状及び検査所見に応
じて増減する。なお、その他のインスリン製
剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4～80
単位である。
ただし、必要により上記用量を超えて使用す
ることがある。

バイオ後続品：新キッ
ト製品

7 399 注射薬

オレンシア皮下注125mg
オートインジェクター
1mL

125mg1mL1
キット

28,233円 ブリストル・
マイヤーズ

アバタセプ
ト（遺伝子
組換え）

関節リウマチ（既存治療
で効果不十分な場合に限
る）

通常，成人には，投与初日に負荷投与として
アバタセプト（遺伝子組換え）点滴静注用製
剤の点滴静注を行った後，同日中に本剤
125mgの皮下注射を行い，その後，本剤
125mgを週1回，皮下注射する。また，本剤
125mgの週1回皮下注射から開始することも
できる。

新キット製品

通常、成人にはボノプラザンとして1回
20mg、アモキシシリン水和物として1回
750mg（力価）及びクラリスロマイシンとし
て1回200mg（力価）の3剤を同時に1日2
回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマ
イシンは、必要に応じて適宜増量することが
できる。ただし、1回400mg（力価）1日2回
を上限とする。

うつ病・うつ状態 通常、成人にはミルタザピンとして1日15mg
を初期用量とし、15～30mgを1日1回就寝前
に経口投与する。なお、年齢、症状に応じ1日
45mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量
は1週間以上の間隔をあけて1日用量として
15mgずつ行うこと。

武田薬品工業 ボノプラザ
ンフマル酸
塩／アモキ
シシリン水
和物／クラ
リスロマイ
シン

3

ミルタザピ
ン

1

報告品目・新キット製品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

＜適応菌種＞
アモキシシリン、クラリ
スロマイシンに感性のヘ
リコバクター・ピロリ
＜適応症＞
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・
胃MALTリンパ腫・特発性
血小板減少性紫斑病・早
期胃癌に対する内視鏡的
治療後胃におけるヘリコ
バクター・ピロリ感染
症、ヘリコバクター・ピ
ロリ感染胃炎
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8 116 外用薬

ニュープロパッチ18mg 18mg 1枚 1017.20円 大塚製薬 ロチゴチン パーキンソン病 通常、成人にはロチゴチンとして1日1回
4.5mg/日からはじめ、以後経過を観察しなが
ら1週間毎に1日量として4.5mgずつ増量し維
持量(標準1日量9mg～36mg)を定める。な
お、年齢、症状により適宜増減できるが、1日
量は36mgを超えないこと。
本剤は肩、上腕部、腹部、側腹部、臀部、大
腿部のいずれかの正常な皮膚に貼付し、24時
間毎に貼り替える。

再審査期間中の規格追
加

9 225 外用薬

エクリラ４００μgジェヌ
エア６０吸入用

60吸入1キッ
ト

6,224.40円 杏林製薬 アクリジニ
ウム臭化物

慢性閉塞性肺疾患（慢性
気管支炎、肺気腫）の気
道閉塞性障害に基づく諸
症状の緩解

通常、成人には1回1吸入（アクリジニウム臭
化物として400μg）を1日2回吸入投与する。 新有効成分含有医薬品

・内容についての詳細な情報又は正確な情報は、添付文書等をご参照下さい。

・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。

・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。
・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
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