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イグザレルトドライシ
ロップ小児用51.7mg

51.7mg1瓶 5308.30円 1瓶 バイエル薬
品

リバーロキ
サバン

静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 処方 R3.1.22 新用量・新剤
形医薬品

イグザレルトドライシ
ロップ小児用103.4mg

103.4mg1瓶 9333.10円 1瓶

マスーレッド錠5mg 5mg1錠 44.30円 100錠［10錠（PTP）×
10］

バイエル薬
品

モリデュス
タットナト
リウム

腎性貧血 劇、処方 R3.1.22 新有効成分

マスーレッド錠12.5mg 12.5mg1錠 93.70円 100錠［10錠（PTP）×
10］

マスーレッド錠25mg 25mg1錠 165.10円 100錠［10錠（PTP）×
10］

マスーレッド錠75mg 75mg1錠 405.30円 100錠［10錠（PTP）×
10］

3 399 内用薬

エドルミズ錠50mg 50mg1錠 246.40円 100錠（PTP） 小野薬品工
業

アナモレリ
ン塩酸塩

下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質
非小細胞肺癌、胃癌、膵癌、大腸癌

通常、成人にはアナモレリン塩酸塩として100mgを1日1回、空腹時に経口投与す
る。

劇、処方 R3.1.22 新有効成分

アルンブリグ錠30mg 30mg1錠 4,200.50円 患者さん用パッケージ付
PTP 28錠（14錠シート×
2）

武田薬品工
業

ブリグチニ
ブ

ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進
行・再発の非小細胞肺癌

通常、成人にはブリグチニブとして、1日1回90mgを7日間経口投与する。その後、
1日1回180mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

劇、処方 R3.1.22 新有効成分

アルンブリグ錠90mg 90mg1錠 11,598.00円 患者さん用パッケージ付
PTP 14錠（7錠シート×
2）

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。
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1

内用薬429

内用薬399

内用薬333

通常、体重2.6kg以上12kg未満の小児には下記の用量を1回量とし、1日3回経口投与
する。体重12kg以上30kg未満の小児にはリバーロキサバンとして5mgを1日2回、
体重30kg 以上の小児には15mgを1日1回経口投与する。いずれも空腹時を避けて投
与し、1日1回、2回及び3回投与においては、それぞれ約24時間、約12時間及び約8
時間おきに投与する。

＜保存期慢性腎臓病患者＞
赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合
　通常、成人にはモリデュスタットとして1回25mgを開始用量とし、1日1回食後に
経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1
回200mgとする。

赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合
　通常、成人にはモリデュスタットとして25mg又は50mgを開始用量とし、1日1回
食後に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用
量は1回200mgとする。

＜透析患者＞
　通常、成人にはモリデュスタットとして1回75mgを開始用量とし、1日1回食後に
経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1
回200mgとする。

最小 最大 1日1回投与 1日2回投与 1日3回投与
2.6 < 3 0.8mg (0.8mL) 2.4mg
3 < 4 0.9mg (0.9mL) 2.7mg
4 < 5 1.4mg (1.4mL) 4.2mg
5 < 7 1.6mg (1.6mL) 4.8mg
7 < 8 1.8mg (1.8mL) 5.4mg
8 < 9 2.4mg (2.4mL) 7.2mg
9 < 10 2.8mg (2.8mL) 8.4mg
10 < 12 3mg (3mL) 9.0mg
12 < 30 5mg（5mL） 10mg

15mg（15mL） 15mg

体重（kg） 1回量
1日用量

≥30
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5 429 内用薬

カルケンスカプセル
100mg

100mg1カプ
セル

15,202.20円 14カプセル［7カプセル
（PTP）×2］

アストラゼ
ネカ

アカラブル
チニブ

再発又は難治性の慢性リンパ性白血病
（小リンパ球性リンパ腫を含む）

通常、成人にはアカラブルチニブとして1回100mgを1日2回経口投与する。なお、
患者の状態により適宜減量する。

劇、処方 R3.1.22 新有効成分

6 449 内用薬

オラデオカプセル
150mg

150mg1カプ
セル

74,228.20円 PTP:（7カプセル×1） オーファン
パシフィッ
ク

ベロトラル
スタット塩
酸塩

遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑
制

通常、成人及び12歳以上の小児には、ベロトラルスタットとして150mg（1カプセ
ル）を1日1回経口投与する。

処方 R3.1.22 新有効成分

7 799 内用薬

サルプレップ配合内用液 480mL1瓶 1,011.60円 480mL×10本 日本製薬 無水硫酸ナ
トリウム／
硫酸カリウ
ム／硫酸マ
グネシウム
水和物

大腸内視鏡検査時の前処置における腸
管内容物の排除

＜検査当日に投与する場合＞
通常、成人には本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを投与した後、
水又はお茶約1Lを1時間かけて飲用する。以降、排泄液が透明になるまで本剤
240mLあたり15分かけて投与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲用するが、本剤
の投与量は合計960mLまでとする。
なお、検査前日の夕食後は絶食（水分摂取は可）とし、検査開始予定時間の約3時間
以上前から投与を開始する。

＜検査前日と当日に分けて2回投与する場合＞
通常、成人には検査前日に、本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを
投与した後、水又はお茶約1Lを1時間かけて飲用する。検査当日は、検査開始予定時
間の約2時間以上前から、排泄液が透明になるまで本剤240mLあたり15分かけて投
与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲用するが、本剤の投与量は前日から合計
960mL までとする。
なお、検査前日の夕食は投与開始の3時間以上前に終了し、夕食後は絶食（水分摂取
は可）とする。

処方 R3.1.22 新医療用配合
剤

エムガルティ皮下注
120mgオートインジェ
クター

120mg1mL1
キット

45,165円 1mL［1オートインジェク
ター］

片頭痛発作の発症抑制 通常、成人にはガルカネズマブ（遺伝子組換え）として初回に240mgを皮下投与
し、以降は1ヵ月間隔で120mgを皮下投与する。

生物、処
方

R3.1.22 新有効成分

エムガルティ皮下注
120mgシリンジ

120mg1mL1
筒

44,940円 1mL［1シリンジ］

9 395 注射薬

ヒュンタラーゼ脳室内注
射液15mg

15mg1mL1瓶 1,981,462円 1mL［1バイアル］ クリニジェ
ン

イデュルス
ルファーゼ
ベータ（遺
伝子組換
え）

ムコ多糖症Ⅱ型 通常、イデュルスルファーゼ　ベータ（遺伝子組換え）として、１回30mgを4週間
に１回、脳室内投与する。

生物、
劇、処方

R3.1.22 新有効成分
（希少疾病用
医薬品）

8

日本イーラ
イリリー

注射薬119

ガルカネズ
マブ(遺伝子
組換え)
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10 634 注射薬

リンスパッド点滴静注用
1000mg

1000mg1瓶 216,054円 1000mg1バイアル（日局
注射用水 20mL×1バイア
ル添付）

オーファン
パシフィッ
ク

ヒトα1-プロ
テイナーゼ
インヒビ
ター

重症α1-アンチトリプシン欠乏症 通常、成人にはヒトα1-プロテイナーゼインヒビターとして60mg/kgを週1回、点滴
静注する。

特生、処
方

R3.1.22 新有効成分

11 259 外用薬

ジムソ膀胱内注入液
50％

50％50mL1瓶 11,210.50円 50mL［1バイアル］ 杏林製薬 ジメチルス
ルホキシド

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状
（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼
痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は
頻尿等の下部尿路症状）の改善

通常、成人には50%（w/w）ジメチルスルホキシド溶液を1回あたり1バイアル
50mL（ジメチルスルホキシドとして27g）、2週間間隔で6回膀胱内に注入する。な
お、膀胱内注入後、可能な限り15分間以上膀胱内に保持してから排出させる。

処方 R3.1.22 新有効成分
（希少疾病用
医薬品）

12 490

イエスカルタ点滴静注 1患者当たり 32,647,761
円

－ 第一三共 アキシカブ
タゲン シロ
ルユーセル

以下の再発又は難治性の大細胞型B細
胞リンパ腫
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、
原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、
形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度B
細胞リンパ腫

ただし、以下のいずれも満たす場合に
限る。
CD19抗原を標的としたキメラ抗原
受容体発現T細胞輸注療法の治療歴が
ない
自家造血幹細胞移植に適応がある患
者であって、初発の患者では化学療法
を2回以上、再発の患者では再発後に
化学療法を1回以上施行したが奏効が
得られなかった若しくは自家造血幹細
胞移植後に再発した場合、又は自家造
血幹細胞移植に適応がない患者

通常、成人には抗CD19 CAR T細胞として2.0×106 個/kg（体重）を目安に（体重
100kg 以上の患者の最大投与量は2×108 個を）、5分以上かけて30分を超えないよ
うに単回静脈内投与する。なお、本品の再投与はしないこと。

R3.1.22 新再生医療等
製品
（希少疾病用
再生医療等製
品）

・薬価については官報をご確認下さい。

・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。

・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。

・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。
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