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1 イスツリサ錠1mg
　　　同　　　5mg

1mg1錠
5mg1錠

レコルダティ・レア・ディ
ジーズ・ジャパン㈱

オシロドロスタットリン酸塩 新有効成分含有医
薬品

3,335.90円
13,249.00円

原価計算方式 －

内249

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤
を含む。）（クッシング症候群（外科
的処置で効果が不十分又は施行が
困難な場合））

3

2 ヴァイトラックビカプセル25mg
 同                カプセル100mg
 同　　　　　　　　内用液20mg/mL

25mg1カプセル
100mg1カプセル
2％1mL

バイエル薬品㈱ ラロトレクチニブ硫酸塩 新有効成分含有医
薬品

4,042.50円
14,542.90円
2,908.60円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 小児加算A=5%
新薬創出等加算

内429
その他の腫瘍用薬（NTRK融合遺伝
子陽性の進行・再発の固形癌）

5

3 ペマジール錠4.5mg 4.5mg1錠 インサイト·バイオサイ
エンシズ·ジャパン(合)

ペミガチニブ 新有効成分含有医
薬品

25,631.20円 原価計算方式 有用性加算（Ⅰ）A=35％
市場性加算A=10％
新薬創出等加算 内429

その他の腫瘍用薬（がん化学療法
後に増悪したFGFR2 融合遺伝子陽
性の治癒切除不能な胆道癌）

7

4 ケシンプタ皮下注20mgペン 20mg0.4mL1キット ノバルティスファーマ㈱ オファツムマブ（遺伝子組
換え）

新投与経路医薬品
新効能医薬品

230,860円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 新薬創出等加算

注 119

その他の中枢神経系用薬（再発寛
解型多発性硬化症、疾患活動性を
有する二次性進行型多発性硬化症
における再発予防及び身体的障害
の進行抑制）

9

5 イズカーゴ点滴静注用10mg 10ｍｇ1瓶 ＪＣＲファーマ㈱ パビナフスプ　アルファ（遺
伝子組換え）

新有効成分含有医
薬品

251,030円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅰ）A=40％
先駆審査指定制度加算
A=10％
新薬創出等加算

注395 酵素製剤（ムコ多糖症Ⅱ型） 11

6 ジョイクル関節注30mg 30mg3mL1筒 生化学工業㈱
（小野薬品工業㈱）

ジクロフェナクエタルヒア
ルロン酸ナトリウム

新有効成分含有医
薬品

4,394円 原価計算方式 －

注399
他に分類されない代謝性医薬品
（変形性関節症（膝関節、股関節））

13

7 ポライビー点滴静注用30mg
　同　　　　　　　　　　 140mg

30mg1瓶
140mg1瓶

中外製薬㈱ ポラツズマブ　ベドチン（遺
伝子組換え）

新有効成分含有医
薬品

298,825円
1,364,330円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5％
新薬創出等加算
費用対効果評価（H1） 注429

その他の腫瘍用薬（再発又は難治
性のびまん性大細胞型B細胞リン
パ腫）

15

8 レミトロ点滴静注用300µg 300µg1瓶 エーザイ㈱ デニロイキン　ジフチトクス
（遺伝子組換え）

新有効成分含有医
薬品

85,610円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 新薬創出等加算

注429
その他の腫瘍用薬（再発又は難治
性の末梢性T細胞リンパ腫、再発又
は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫）

17

9 ダラキューロ配合皮下注 15mL1瓶 ヤンセンファーマ㈱ ダラツムマブ（遺伝子組換
え）・ボルヒアルロニダー
ゼ　アルファ（遺伝子組換
え）

新有効成分含有医
薬品
新医療用配合剤

434,209円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5％
新薬創出等加算
費用対効果評価（H1） 注429 その他の腫瘍用薬（多発性骨髄腫） 19
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10 ヌーイック静注用250
　同　　　　　　　　 500
　同　　　　　　　　 1000
　同　　　　　　　　 2000
　同　　　　　　　　 2500
　同　　　　　　　　 3000
　同　　　　　　　　 4000

250国際単位1瓶（溶解液付）
500国際単位1瓶（溶解液付）
1,000国際単位1瓶（溶解液付）
2,000国際単位1瓶（溶解液付）
2,500国際単位1瓶（溶解液付）
3,000国際単位1瓶（溶解液付）
4,000国際単位1瓶（溶解液付）

藤本製薬㈱ シモクトコグ アルファ（遺
伝子組換え）

新有効成分含有医
薬品

22,543円
41,865円
77,750円

144,395円
176,239円
207,405円
268,164円

類似薬効比較方式（Ⅱ） －

注634
血液製剤類（血液凝固第Ⅷ因子欠
乏患者における出血傾向の抑制 ）

21

11 ユプリズナ点滴静注100mg 100mg10mL1瓶 田辺三菱製薬㈱ イネビリズマブ（遺伝子組
換え)

新有効成分含有医
薬品

3,495,304円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5％
新薬創出等加算

注639
その他の生物学的製剤（視神経脊
髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄
炎を含む）の再発予防）

23

12 ジクトルテープ75mg 75mg1枚 久光製薬㈱ ジクロフェナクナトリウム 新効能医薬品
新剤形医薬品

156.50円 原価計算方式 －

外114
解熱鎮痛消炎剤（各種がんにおけ
る鎮痛）

25

13 アリケイス吸入液590mg 590mg8.4mL1瓶 インスメッド(合) アミカシン硫酸塩 新投与経路医薬品 42,408.40円 原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=10％
新薬創出等加算
費用対効果評価（H1）

外616

主として抗酸菌に作用するもの（マ
イコバクテリウム・アビウムコンプ
レックス（MAC）による肺非結核性
抗酸菌症）

27

品目数 成分数
内用薬 6 3
注射薬 15 8
外用薬 2 2

計 23 13

2


