
 

 

 

 

株式会社 メディカル・リード；http://www.medical-lead.co.jp 

銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測
最初に承認
された国

エビリファイ錠1mg 1mg1錠 大塚製薬 アリピプラゾール 31.30円 内117
精神神経用剤（小児期の自閉スペクト
ラム症に伴う易刺激性用薬）

ピーク時（7年度）
　　　　：5,700人、
　　　　　5,400万円

メキシコ

ミカトリオ配合錠 1錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

テルミサルタン／アム
ロジピンベシル酸塩／
ヒドロクロロチアジド

174.80円 内214 血圧降下剤（高血圧症用薬）
ピーク時（5年度）
　　　　：3万8,000人、
　　　　　22億円

日本

ジャクスタピッドカプセル5mg
ジャクスタピッドカプセル10mg
ジャクスタピッドカプセル20mg

5mg1カプセル
10mg1カプセル
20mg1カプセル

AEGERION
PHARMACEUTICALS

ロミタピドメシル酸塩
79,684.80円
91,128.00円
103,739.80円

内218
高脂血症用剤（ホモ接合体家族性高コ
レステロール血症用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：177人、
　　　　　51億円

米国

ウプトラビ錠0.2mg
ウプトラビ錠0.4mg

0.2mg1錠
0.4mg1錠

日本新薬 セレキシパグ
1,407.90円
2,815.80円

内219
その他の循環器官用薬（肺動脈性肺高
血圧症用薬）

ピーク時（8年度）
　　　　：3,000人、
　　　　　102億円

米国

ゼンタコートカプセル3mg 3mg1カプセル ゼリア新薬工業 ブデソニド 256.90円 内239
その他の消化器官用薬（軽症から中等
症の活動期クローン病用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：1万5,000人、
　　　　　11億円

スウェーデン

リアルダ錠1200mg 1,200mg1錠 持田製薬 メサラジン 212.00円 内239
その他の消化器官用薬〔潰瘍性大腸炎
（重症を除く）用薬〕

ピーク時（6年度）
　　　　：4万8,000人、
　　　　　56億円

オランダ

ブリリンタ錠60mg
ブリリンタ錠90mg

60mg1錠
90mg1錠

アストラゼネカ チカグレロル
100.70円
141.40円

内339

その他の血液・体液用薬〔65歳以上等
のリスク因子を1つ以上有する陳旧性心
筋梗塞のうち、アテローム血栓症の発
現リスクが特に高い場合 、経皮的冠動
脈形成術（PCI）が適用される急性冠症
候群用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：3万2,000人、
　　　　　18億円

欧州

イニシンク配合錠 1錠 武田薬品工業
アログリプチン安息香
酸塩／メトホルミン塩
酸塩

174.20円 内396 糖尿病用剤（2型糖尿病用薬）
ピーク時（10年度）
　　　　：22万人、
　　　　　137億円

日本

カーバグル分散錠200mg 200mg1錠 ポーラファルマ カルグルミン酸 16,295.10円 内399

他に分類されない代謝性医薬品（N-ア
セチルグルタミン酸合成酵素欠損症、
イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血
症、プロピオン酸血症に伴う高アンモ
ニア血症用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：20人、
　　　　　1億5,000万円

欧州

アイクルシグ錠15mg 15mg1錠 大塚製薬 ポナチニブ塩酸塩 6,318.30円 内429

その他の腫瘍用薬（前治療薬に抵抗性
又は不耐容の慢性骨髄性白血病、再発
又は難治性のフィラデルフィア染色体
陽性急性リンパ性白血病用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：780人、
　　　　　29億円

米国

デザレックス錠5mg 5mg1錠 MSD デスロラタジン 69.40円 内449

その他のアレルギー用薬〔アレルギー
性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮
膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒用
薬〕

ピーク時（4年度）
　　　　：298万人、
　　　　　119億円

ベネズエラ

薬価収載一覧表　(2016年11月18日　収載予定)
薬効分類
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銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測
最初に承認
された国

ビラノア錠20mg 20mg1錠 大鵬薬品工業 ビラスチン 79.70円 内449

その他のアレルギー用薬〔アレルギー
性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮
膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒用
薬〕

ピーク時（6年度）
　　　　：294万人、
　　　　　195億円

欧州

リフキシマ錠200mg 200mg1錠 あすか製薬 リファキシミン 201.90円 内619
その他の抗生物質製剤（複合抗生物質
製剤を含む）（肝性脳症における高ア
ンモニア血症の改善用薬）

ピーク時（2年度）
　　　　：1万2,000人、
　　　　　12億円

イタリア

グラジナ錠50mg 50mg1錠 MSD グラゾプレビル水和物 9,607.30円 内625

抗ウイルス剤〔セログループ1（ジェノ
タイプ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性
肝硬変におけるウイルス血症の改善用
薬〕

ピーク時（2年度）
　　　　：9,100人、
　　　　　147億円

日本

エレルサ錠50mg 50mg1錠 MSD エルバスビル 26,900.50円 内625

抗ウイルス剤〔セログループ1（ジェノ
タイプ1）のC型慢性肝炎又はC型代償性
肝硬変におけるウイルス血症の改善用
薬〕

ピーク時（2年度）
　　　　：9,100人、
　　　　　206億円

日本

シグニフォーLAR筋注用キット20mg
シグニフォーLAR筋注用キット40mg
シグニフォーLAR筋注用キット60mg

20mg1キット（溶解
液付）
40mg1キット（溶解
液付）
60mg1キット（溶解
液付）

ノバルティス
ファーマ

パシレオチドパモ酸塩
184,876円
331,728円
466,987円

注249

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を
含む）〔先端巨大症・下垂体性巨人症
（外科的処置で効果が不十分又は施行
が困難な場合）における成長ホルモ
ン、IGF-Ⅰ（ソマトメジン-C）分泌過
剰状態及び諸症状の改善用薬〕

ピーク時（10年度）
　　　　：128人、
　　　　　4億1,000万円

欧州

プリズバインド静注液2.5g 2.5g50mL1瓶
日本ベーリンガー
インゲルハイム

イダルシズマブ（遺伝
子組換え）

199,924円 注339

他に分類されない代謝性医薬品（生命
を脅かす出血又は止血困難な出血の発
現時等の状況におけるダビガトランの
抗凝固作用の中和用薬）

ピーク時（5年度）
　　　　：202人、
　　　　　8,100万円

米国

トルツ皮下注80mgシリンジ
トルツ皮下注80mgオートインジェ
クター

80mg1mL1筒
80mg1mL1キット

日本イーライリ
リー

イキセキズマブ（遺伝
子組換え）

146,244円
146,244円

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尋常性乾癬用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：6,500人、
　　　　　108億円

米国

リクラスト点滴静注液5mg 5mg100mL1瓶 旭化成ファーマ ゾレドロン酸水和物 39,485円 注399
 他に分類されない代謝性医薬品（骨粗
鬆症用薬）

ピーク時（6年度）
　　　　：7万1,000人、
　　　　　28億円

欧州

エムプリシティ点滴静注用
300mg
エムプリシティ点滴静注用
400mg

300mg1瓶
400mg1瓶

ブリストル・マイ
ヤーズ スクイブ

エロツズマブ（遺伝子
組換え）

160,696円
209,587円

注429
その他の腫瘍用薬（再発又は難治性の
多発性骨髄腫用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：2,700人、
　　　　　154億円

米国

イデルビオン静注用250
イデルビオン静注用500
イデルビオン静注用1000
イデルビオン静注用2000

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）

CSLベーリング
アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換
え）

87,532円
173,231円
342,833円
678,486円

注634
血液製剤類（血液凝固第Ⅸ因子欠乏患
者における出血傾向の抑制用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：475人、
　　　　　97億円

カナダ

薬価収載一覧表　(2016年11月18日　収載予定)
薬効分類
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銘柄名 規格単位 会社名 成分名 算定薬価
新薬収載希望者による

市場規模予測
最初に承認
された国

ミケルナ配合点眼液 1mL 大塚製薬
カルテオロール塩酸塩
／ラタノプロスト

729.20円 外131 眼科用剤（緑内障、高眼圧症用薬）
ピーク時（7年度）
　　　　：12万人、
　　　　　30億円

日本

リグロス歯科用液キット600μg
リグロス歯科用液キット1200μg

600μg1キット
1,200μg1キット

科研製薬
トラフェルミン（遺伝
子組換え）

20,670.90円
27,802.90円

歯279
その他の歯科口腔用薬（歯周炎による
歯槽骨の欠損用薬）

ピーク時（10年度）
　　　　：12万人、
　　　　　31億円

日本

薬価収載一覧表　(2016年11月18日　収載予定)
薬効分類

※中医協の資料を基に作成
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