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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。
番
号

薬効
分類

区分 商品名 規格単位 薬価 包装単位 製造販売 成分名 効能・効果 用法・用量 規制等 承認年月日 備考

1 119 内用薬
ジスバルカプセル40mg 40mg1カプセル 2,331.20円 100カプセル［10カプセル

（PTP）×10］
田辺三菱製薬 バルベナジン

トシル酸塩
遅発性ジスキネジア 通常、成人にはバルベナジンとして1日1回40mgを経口投与する。なお、症状により適宜増減

するが、1日1回80mgを超えないこととする。
劇、処方 R4.3.28 新有効成分

ケレンディア錠10mg 10mg1錠 149.10円 100錠［10錠（PTP）×10］

ケレンディア錠20mg 20mg1錠 213.10円 100錠［10錠（PTP）×10］

3 239 内用薬
カログラ錠120mg 120mg1錠 200.00円 336錠［8錠（PTP）×21

シート×2ピロー］
EAファーマ カロテグラス

トメチル
中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノサリチル
酸製剤による治療で効果不十分な場合に限
る）

通常、成人にはカロテグラストメチルとして1回960mgを1日3回食後経口投与する。 劇、処方 R4.3.28 新有効成分

4 399 内用薬
タブネオスカプセル10mg 10mg1カプセル 1,403.90円 60カプセル［6カプセル

（PTP）×10］
キッセイ薬品
工業

アバコパン 顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫
症

通常、成人にはアバコパンとして1回30mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。 処方 R3.9.27 新有効成分

セムブリックス錠20mg 20㎎1錠 5,564.50円 20錠［10錠（PTP）×2］

セムブリックス錠40mg 40㎎1錠 10,618.30円 20錠［10錠（PTP）×2］

6 131 注射薬

バビースモ硝子体内注射液
120mg/mL

6mg0.05mL1瓶 163,894円 0.24mL×1バイアル（専用
フィルター付き採液針1本添
付）

中外製薬 ファリシマブ
（遺伝子組換
え）

中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変
性

糖尿病黄斑浮腫

〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性〉
ファリシマブ（遺伝子組換え）として6.0mg（0.05mL）を4週ごとに1回、通常、連続4回
（導入期）硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期において
は、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節する
が、8週以上あけること。

〈糖尿病黄斑浮腫〉
ファリシマブ（遺伝子組換え）として6.0mg（0.05mL）を4週ごとに1回、通常、連続4回硝
子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後は、投与間隔を徐々に延長し、
通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、4
週以上あけること。

生物、
劇、処方

R4.3.28 新有効成分

サムタス点滴静注用8mg 8mg1瓶 1,160円 1バイアル×10本

サムタス点滴静注用16mg 16mg1瓶 2,169円 1バイアル×10本

8 239 注射薬

アロカリス点滴静注
235mg

235mg10mL1瓶 11,276円 5バイアル 大鵬薬品工業 ホスネツピタ
ント塩化物塩
酸塩

抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴
う消化器症状（悪心、嘔吐）（遅発期を含
む）

他の制吐剤との併用において、通常、成人にはホスネツピタントとして235mgを抗悪性腫瘍
剤投与1日目に1回、点滴静注する。

劇、処方 R4.3.28 新有効成分

9 339 注射薬

オンデキサ静注用200mg 200mg1瓶 338,671円 1バイアル アレクシオン
ファーマ

アンデキサ
ネット アル
ファ（遺伝子
組換え）

直接作用型第Xa因子阻害剤（アピキサバ
ン、リバーロキサバン又はエドキサバント
シル酸塩水和物）投与中の患者における、
生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発
現時の抗凝固作用の中和

通常、成人には、直接作用型第Xa因子阻害剤の種類、最終投与時の1回投与量、最終投与から
の経過時間に応じて、アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）として、以下のA法又は
B法の用法及び用量で静脈内投与する。
A 法：400mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて480mgを4mg/分の速度で2時間静
脈内投与する。
B 法：800mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて960mgを8mg/分の速度で2時間静
脈内投与する。

生物、処
方

R4.3.28 新有効成分

10 395 注射薬

メプセヴィ点滴静注液
10mg

10mg5mL1瓶 259,932円 1バイアル アミカス・セ
ラピュ―ティ
クス

ベストロニ
ダーゼ アル
ファ（遺伝子
組換え）

ムコ多糖症VII型 通常、ベストロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として、1回体重1kgあたり4mgを隔週
点滴静注する。

生物、
劇、処方

R4.1.20 新有効成分

通常、成人にはアシミニブとして1回40mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の
状態により適宜減量する。

劇、処方 R4.3.28 新有効成分

2 219 内用薬

バイエル薬品 フィネレノン 2型糖尿病を合併する慢性腎臓病
ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者
を除く。

通常、成人にはフィネレノンとして以下の用量を1日1回経口投与する。
eGFRが60mL/min/1.73m2以上：20mg
eGFRが60mL/min/1.73m2未満：10mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFRに応じ
て、投与開始から4週間後を目安に20mgへ増量する。

処方 R4.3.28 新有効成分

通常、成人にはトルバプタンリン酸エステルナトリウムとして16mgを1日1回1時間かけて点
滴静注する。

劇、処方 R4.3.28 新有効成分

5 429 内用薬

ノバルティス
ファーマ

7 213 注射薬

大塚製薬 トルバプタン
リン酸エステ
ルナトリウム

ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分
な心不全における体液貯留

アシミニブ塩
酸塩

前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性
白血病

Copyright (C) 2022 Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved.



 2022.5.25現在

番
号

薬効
分類

区分 商品名 規格単位 薬価 包装単位 製造販売 成分名 効能・効果 用法・用量 規制等 承認年月日 備考

11 395 注射薬

ゼンフォザイム点滴静注用
20mg

20mg1瓶 570,420円 1バイアル サノフィ オリプダーゼ
アルファ（遺
伝子組換え）

酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症 通常、オリプダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として、以下の用量漸増法に従い、本剤の開
始用量及びその後の用量を隔週点滴静脈内投与する。維持用量は、通常、1回体重1kgあたり
3mgとする。

生物、
劇、処方

R4.3.28 新有効成分

12 449 注射薬
タクザイロ皮下注300㎎シ
リンジ

300mg2mL1筒 1,288,729円 1シリンジ 武田薬品工業 ラナデルマブ
（遺伝子組換
え）

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、ラナデルマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを2週
間隔で皮下注射する。なお、継続的に発作が観察されず、症状が安定している場合には、1回
300mgを4週間隔で皮下注射することもできる。

生物、処
方

R4.3.28 新有効成分

13 449 注射薬
ミチーガ皮下注用60mgシ
リンジ

60mg1筒 117,181円 シリンジ：60mg×1 マルホ ネモリズマブ
（遺伝子組換
え）

アトピー性皮膚炎に伴うそう痒（既存治療
で効果不十分な場合に限る）

通常、成人及び13歳以上の小児にはネモリズマブ（遺伝子組換え）として1回60mgを4週間
の間隔で皮下投与する。

生物、
劇、処方

R4.3.28 新有効成分

モイゼルト軟膏0.3% 0.3%1g 142.00円 チューブ：10g×10本

モイゼルト軟膏1% 1%1g 152.10円 チューブ：10g×10本

・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。

・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。

14 269 外用薬

大塚製薬 ジファミラス
ト

アトピー性皮膚炎 通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。
通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2
回、適量を患部に塗布することができる。

処方 R3.9.27 新有効成分
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