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1 フィンテプラ内用液2.2mg/mL 0.22%1mL ユーシービージャパン株
式会社

フェンフルラミン塩酸塩 新有効成分含有医
薬品

1,407.60円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅰ）A=35%
市場性加算（Ⅰ）A=10%
新薬創出等加算 内113

抗てんかん剤（他の抗てんかん薬で十
分な効果が認められないDravet症候群
患者におけるてんかん発作に対する抗
てんかん薬との併用療法）

3

2 リバゼブ配合錠LD
リバゼブ配合錠HD

1錠
1錠

興和株式会社 ピタバスタチンカルシウム
水和物・エゼチミブ

新医療用配合剤 87.80円
116.00円

新医療用配合剤の特例 －

内218
高脂血症用剤（高コレステロール血
症、家族性高コレステロール血症）

5

3 ソーティクツ錠6mg 6mg1錠 ブリストル・マイヤーズ
スクイブ株式会社

デュークラバシチニブ 新有効成分含有医
薬品

2,770.90円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅰ）A=40%
新薬創出等加算
費用対効果評価（H1） 内399

他に分類されない代謝性医薬品（既存
治療で効果不十分な尋常性乾癬、膿
疱性乾癬、乾癬性紅皮症）

7

4 リンヴォック錠45mg 45mg1錠 アッヴィ合同会社 ウパダシチニブ水和物 新効能医薬品、新
用量医薬品、剤形
追加に係る医薬品

9,677.60円 規格間調整 －

内399

他に分類されない代謝性医薬品（中等
症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導
入療法（既存治療で効果不十分な場合
に限る））

9

5 エザルミア錠50mg
エザルミア錠100mg

50mg1錠
100mg1錠

第一三共株式会社 バレメトスタットトシル酸塩 新有効成分含有医
薬品

6,267.70円
12,017.00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

内429
その他の腫瘍用薬（再発又は難治性
の成人T細胞白血病リンパ腫）

11

6 コセルゴカプセル10mg
コセルゴカプセル25mg

10mg1カプセル
25mg1カプセル

アレクシオンファーマ合
同会社

セルメチニブ硫酸塩 新有効成分含有医
薬品

12,622.80円
30,257.80円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=10%
小児加算A=10%
新薬創出等加算 内429

その他の腫瘍用薬（神経線維腫症1型
における叢状神経線維腫）

13

7 アムヴトラ皮下注25mgシリンジ 25mg0.5mL1筒 Alnylam Japan株式会社 ブトリシランナトリウム 新有効成分含有医
薬品

7,810,923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129
その他の末梢神経系用薬（トランスサ
イレチン型家族性アミロイドポリニュー
ロパチー）

15

8 テゼスパイア皮下注210mgシリンジ 210mg1.91mL1筒 アストラゼネカ株式会社 テゼペルマブ（遺伝子組換
え）

新有効成分含有医
薬品

176,253円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算（Ⅱ）A=5%
小児加算A=5%
新薬創出等加算
費用対効果評価（H1）

注229

その他の呼吸器官用薬（気管支喘息
（既存治療によっても喘息症状をコント
ロールできない重症又は難治の患者に
限る））

17

9 オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 1.5mg0.75mL1筒 帝人ファーマ株式会社 アバロパラチド酢酸塩 新有効成分含有医
薬品

16,128円 類似薬効比較方式（Ⅰ） －

注243
甲状腺，副甲状腺ホルモン剤（骨折の
危険性の高い骨粗鬆症）

19

10 カブリビ注射用10mg 10mg1瓶（溶解液付） サノフィ株式会社 カプラシズマブ（遺伝子組
換え）

新有効成分含有医
薬品

515,532円 原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=10%
市場性加算（Ⅰ）A=10%
新薬創出等加算
加算係数　0

注339
その他の血液・体液用薬（後天性血栓
性血小板減少性紫斑病）

21

11 スキリージ点滴静注600mg 600mg10mL1瓶 アッヴィ合同会社 リサンキズマブ（遺伝子組
換え）

新投与経路医薬品 192,321円 類似薬効比較方式（Ⅰ） －

注399

他に分類されない代謝性医薬品（中等
症から重症の活動期クローン病の寛解
導入療法（既存治療で効果不十分な場
合に限る））

23
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12 スキリージ皮下注360mgオートドー
ザー

360mg2.4mL1キット アッヴィ合同会社 リサンキズマブ（遺伝子組
換え）

新効能医薬品、新
用量医薬品、剤型
追加に係る医薬品

508,169円 類似薬効比較方式（Ⅰ） －

注399

他に分類されない代謝性医薬品（中等
症から重症の活動期クローン病の維持
療法（既存治療で効果不十分な場合に
限る））

25

13 スペビゴ点滴静注450mg 450mg7.5mL1瓶 日本ベーリンガーインゲ
ルハイム株式会社

スペソリマブ（遺伝子組換
え）

新有効成分含有医
薬品

963,821円 原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=5%
新薬創出等加算
加算係数　0 注399

他に分類されない代謝性医薬品（膿疱
性乾癬における急性症状の改善）

27

14 ナノゾラ皮下注30mgシリンジ 30mg0.375mL1筒 大正製薬株式会社 オゾラリズマブ（遺伝子組
換え）

新有効成分含有医
薬品

112,476円 類似薬効比較方式（Ⅱ） －

注399
他に分類されない代謝性医薬品（既存
治療で効果不十分な関節リウマチ）

29

15 メンクアッドフィ筋注 0.5mL1瓶 サノフィ株式会社 4価髄膜炎菌ワクチン（破
傷風トキソイド結合体）

新有効成分含有医
薬品

20,194円 類似薬効比較方式（Ⅰ） －

注631
ワクチン類（髄膜炎菌（血清群A、C、W
及びY）による侵襲性髄膜炎菌感染症
の予防）

31

16 ベリナート皮下注用2000 2,000国際単位1瓶（溶
解液付）

CSLベーリング株式会社 乾燥濃縮人C1-インアクチ
ベーター

新投与経路医薬品 214,788円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 新薬創出等加算

注634
血液製剤類（遺伝性血管性浮腫の急
性発作の発症抑制）

33

17 グラアルファ配合点眼液 1mL 興和株式会社 リパスジル塩酸塩水和物・
ブリモニジン酒石酸塩

新医療用配合剤 515.00円 新医療用配合剤の特例 －

外131
眼科用剤（次の疾患で、他の緑内障治
療薬が効果不十分な場合：緑内障、高
眼圧症）

35

品目数 成分数
内用薬 9 6
注射薬 10 9
外用薬 1 1

計 20 16

22


