
薬価　20200826追補分

製剤区分 銘柄別コード 告示コード 品名 規格単位 一般名 会社名 薬価 局 ※ 麻 毒向覚 劇 後発品
内 2190041F2023 2190041F2023 エンレスト錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナ

トリウム水和物
ノバルティス　ファーマ 115.20

内 2190041F3020 2190041F3020 エンレスト錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナ
トリウム水和物

ノバルティス　ファーマ 201.90

内 2190041F1027 2190041F1027 エンレスト錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナ
トリウム水和物

ノバルティス　ファーマ 65.70

内 4490025F3182 4490025F3182 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 11.00 後発品
内 4490025F4189 4490025F4189 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩 キョーリンリメディオ 13.80 後発品
内 1169019F1024 1169019F1024 オンジェンティス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 オピカポン 小野薬品 972.00 劇
内 3999049F1027 3999049F1027 ダーブロック錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 105.40 劇
内 3999049F2023 3999049F2023 ダーブロック錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 185.80 劇
内 3999049F3020 3999049F3020 ダーブロック錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 327.40 劇
内 3999049F4026 3999049F4026 ダーブロック錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 ダプロデュスタット グラクソ・スミスクライン 456.10 劇
内 4291067F1023 4291067F1023 タブレクタ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 カプマチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス　ファーマ 5,055.50 劇
内 4291067F2020 4291067F2020 タブレクタ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 カプマチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス　ファーマ 6,573.50 劇
内 3999050F1020 3999050F1020 バフセオ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 バダデュスタット 田辺三菱製薬 213.50 劇
内 3999050F2026 3999050F2026 バフセオ錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 バダデュスタット 田辺三菱製薬 376.20 劇
内 3999051F1024 3999051F1024 メーゼント錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 シポニモド　フマル酸 ノバルティス　ファーマ 1,083.50 劇
内 3999051F2020 3999051F2020 メーゼント錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 シポニモド　フマル酸 ノバルティス　ファーマ 8,668.00 劇
注 3999456G1025 3999456G1025 イルミア皮下注１００ｍｇシリンジ １００ｍｇ１ｍＬ１筒 チルドラキズマブ（遺伝子組

換え）
サンファーマ 487,413.00 劇

注 2190413F2075 2190413F2075 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノールナトリウ
ム

ヤンセンファーマ 5,625.00 劇 後発品

注 2190413F1079 2190413F1079 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

０．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノールナトリウ
ム

ヤンセンファーマ 7,690.00 劇 後発品

注 2190413F3071 2190413F3071 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノールナトリウ
ム

ヤンセンファーマ 10,493.00 劇 後発品

注 2190413F4078 2190413F4078 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

１．５ｍｇ１瓶（溶解液付） エポプロステノールナトリウ
ム

ヤンセンファーマ 15,438.00 劇 後発品

注 6399428G1024 6399428G1024 エンスプリング皮下注１２０ｍｇシリンジ １２０ｍｇ１ｍＬ１筒 サトラリズマブ（遺伝子組換
え）

中外製薬 1,532,660.0
0

劇

注 4291454A1021 4291454A1021 サークリサ点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イサツキシマブ（遺伝子組換
え）

サノフィ 64,699.00 劇

注 4291454A2028 4291454A2028 サークリサ点滴静注５００ｍｇ ５００ｍｇ２５ｍＬ１瓶 イサツキシマブ（遺伝子組換
え）

サノフィ 285,944.00 劇

注 3222404A1021 3222404A1021 フェインジェクト静注５００ｍｇ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 カルボキシマルトース第二鉄 ゼリア新薬 6,078.00
外 2290806G3024 2290806G3024 アテキュラ吸入用カプセル高用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モ

メタゾンフランカルボン酸エ
ステル

ノバルティス　ファーマ 192.20

外 2290806G2028 2290806G2028 アテキュラ吸入用カプセル中用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モ
メタゾンフランカルボン酸エ
ステル

ノバルティス　ファーマ 173.10

外 2290806G1021 2290806G1021 アテキュラ吸入用カプセル低用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モ
メタゾンフランカルボン酸エ
ステル

ノバルティス　ファーマ 157.80

外 2290807G2022 2290807G2022 エナジア吸入用カプセル高用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・グ
リコピロニウム臭化物・モメ
タゾンフランカルボン酸エス
テル

ノバルティス　ファーマ 333.40

外 2290807G1026 2290807G1026 エナジア吸入用カプセル中用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・グ
リコピロニウム臭化物・モメ
タゾンフランカルボン酸エス
テル

ノバルティス　ファーマ 291.90

外 2492700R1022 2492700R1022 バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ ３ｍｇ１瓶 グルカゴン 日本イーライリリー 8,368.60 劇
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