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 バイオシミラー（BS） 先行バイオ医薬品 BS 

薬価 

 

先行バイオ

医薬品 

薬価 
製品名 承認年月 製造販売業者等 

販売名 

(一般名） 
承認年月 製造販売業者等 主な適応疾患 

1 
ソマトロピン BS 皮下注 5mg「サンド」シュアパル 

2009 年 6 月 製造販売/サンド ジェノトロピン 

（ソマトロピン） 

1988 年 11 月 製造販売/ 

ファイザー 

成長ホルモン 

分泌不全性低身長症 
13,917 

18,000 

24,507 

ソマトロピン BS 皮下注 10mg「サンド」シュアパル 26,724 
37,288 

60,812 

2 エポエチンアルファ BS 注 750「JCR」 2010 年 1 月 販売/キッセイ薬品工業 

製造販売/JCR ファーマ  

エスポー注射液 

（エポエチン アルファ） 

1990 年 1 月 製造販売/ 

協和キリン 

透析施行中の 

腎性貧血、 

未熟児貧血 

509 453 

エポエチンアルファ BS 注 750 シリンジ「JCR」 326 － 

エポエチンアルファ BS 注 1500 シリンジ「JCR」 496 － 

エポエチンアルファ BS 注 3000 シリンジ「JCR」 870 － 

3 フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「F」 2012 年 11 月 製造販売/富士製薬工業 グラン注射液 

（フィルグラスチム） 

1991 年 10 月 製造販売/ 

協和キリン 

造血幹細胞の 

末梢血への動員、 

好中球増加促進、 

好中球減少症 

 

2,237 5,224 

フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「F」 3,635 10,117 

フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「F」 5,812 10,715 

フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「モチダ」 2012 年 11 月 販売/持田製薬 

製造販売/持田製薬販売 

2,237 5,224 

フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「モチダ」 3,635 10,117 

フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「モチダ」 5,812 10,715 

フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NIG」 2013 年 2 月 販売/武田薬品工業 

発売/日医工 

製造販売/日医工岐阜工場 

2,237 5,224 

フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NIG」 3,635 10,117 

フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NIG」 5,812 10,715 

フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ「NK」 2013 年 2 月 製造販売/日本化薬 2,237 5,224 

フィルグラスチム BS 注 150μg シリンジ「NK」 3,635 10,117 

フィルグラスチム BS 注 300μg シリンジ「NK」 5,812 10,715 

4 インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「NK」 2014 年 7 月 製造販売/日本化薬 レミケード点滴静注用 

（インフリキシマブ） 

2002 年 1 月 製造販売/ 

田辺三菱製薬 

製造/ 

Janssen 

Biotech, Inc. 

 関節リウマチ、 

ベーチェット病、 

乾癬、 

強直性脊椎炎、 

クローン病、 

潰瘍性大腸炎 

24,994 60,233 

インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「CTH」 

2014 年 7 月 選任外国製造医薬品等製

造販売業者/セルトリオ

ン・ヘルスケア・ジャパン 

外国製造医薬品等特例承認

取得者/Celltrion Inc.(韓国) 

24,994 60,233 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2412402
https://www.sandoz.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2412402
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999427
https://www.kissei.co.jp/
https://www.jcrpharm.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999427
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999427
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999427
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.fujipharma.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.mochida.co.jp/
http://www.mochida-sales.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399408
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
https://www.takeda.com/ja-jp/
https://www.nichiiko.co.jp/
https://www.nichiiko.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
https://www.nipponkayaku.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399409
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399403
https://www.nipponkayaku.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399403
http://www.celltrionhealthcare.com/jp/index.do
http://www.celltrionhealthcare.com/jp/index.do
https://www.celltrion.com/en-us
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 バイオシミラー（BS） 先行バイオ医薬品 BS 

薬価 

 

先行バイオ

医薬品 

薬価 
製品名 承認年月 製造販売業者等 

販売名 

(一般名） 
承認年月 製造販売業者等 主な適応疾患 

インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「あゆみ」 2017 年 9 月 製造販売/あゆみ製薬 24,994 60,233 

インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「日医工」 2017 年 9 月 製造販売/日医工 24,994 60,233 

インフリキシマブ BS 点滴静注用 100mg「ファイザー」 2018 年 7 月 製造販売/ファイザー 24,994 60,233 

5 インスリン グラルギン BS 注カート「リリー」 2014 年 12 月 製造販売/日本イーライ

リリー 

ランタス注 

（インスリン グラルギン） 

2003 年 10 月 

  

製造販売/ 

サノフィ 

インスリン療法が 

適応となる糖尿病 

747 1,076 

インスリン グラルギン BS 注ミリオペン「リリー」 1,152 1,368 

インスリン グラルギン BS 注キット「FFＰ」 
2016 年 3 月 製造販売/富士フイルム

富山化学 
1,152 1,368 

6 

リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」 

2017 年 9 月 製造販売/サンド 

販売/協和キリン 

リツキサン点滴静注 

（リツキシマブ） 

2001 年 6 月 製造販売/ 

全薬工業 

販売/ 

中外製薬 

CD20 陽性のB 細胞性 

非ホジキンリンパ腫

／B 細胞性リンパ 

増殖性疾患、 

多発血管炎性肉芽腫症、 

顕微鏡的多発血管炎、 

慢性特発性／ 

後天性血栓性 

血小板減少性紫斑病、 

インジウム(111In) 

イブリツモマブ  

チウキセタン及びイ

ットリウム(90Y) 

イブリツモマブ  

チウキセタン投与の

前投与 

14,183 21,609 

リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「KHK」 69,200 105,563 

リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「ファイザー」 

2019 年 9 月 製造販売/ファイザー 

14,183 21,609 

リツキシマブ BS 点滴静注 500mg「ファイザー」 69,200 105,563 

7 エタネルセプト BS 皮下注用 10mg「MA」 2018 年 1 月 製造販売/持田製薬 

販売/あゆみ製薬 

エンブレル皮下注 

（エタネルセプト） 

2005 年 1 月 製造販売/ 

ファイザー 

販売/ 

武田薬品工業 

関節リウマチ、 

若年性特発性関節炎 

 

2,890 5,300 

エタネルセプト BS 皮下注用 25mg「MA」 6,513 13,373 

エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「MA」 6,678 10,860 

エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」 12,722 22,140 

エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」 6,422 10,450 

エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」 12,421 20,417 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399404
http://www.ayumi-pharma.com/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399404
https://www.nichiiko.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399406
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492420
https://www.lilly.co.jp/
https://www.lilly.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492420
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492421
http://fftc.fujifilm.co.jp/
http://fftc.fujifilm.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291439
https://www.sandoz.jp/
https://www.kyowakirin.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291439
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291451
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291451
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
http://www.mochida.co.jp/
http://www.ayumi-pharma.com/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999448
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 バイオシミラー（BS） 先行バイオ医薬品 BS 

薬価 

 

先行バイオ

医薬品 

薬価 
製品名 承認年月 製造販売業者等 

販売名 

(一般名） 
承認年月 製造販売業者等 主な適応疾患 

エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL「TY」 2019 年 3 月 製造販売/陽進堂 

販売/帝人ファーマ  

3,008 － 

エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL「TY」 6,678 10,860 

エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「TY」 12,722 22,140 

エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「TY」 12,421 20,417 

エタネルセプト BS 皮下注10mg シリンジ 1.0mL「日医工」 2019 年 3 月 製造販売/日医工 3,008 － 

エタネルセプト BS 皮下注25mg シリンジ 0.5mL「日医工」 6,678 10,860 

エタネルセプト BS 皮下注50mg シリンジ 1.0mL「日医工」 12,722 22,140 

エタネルセプト BS 皮下注50mg ペン1.0mL「日医工」 12,421 20,417 

8 
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「CTH」 

2018 年 3 月 選任外国製造医薬品等製

造販売業者/セルトリオ

ン・ヘルスケア・ジャパン 

外国製造医薬品等特例承認

取得者/Celltrion Inc.(韓国) 

ハーセプチン注射用 

（トラスツズマブ） 

2001 年 4 月 製造販売/ 

中外製薬 

  HER2 過剰発現が 

確認された 

転移性乳癌／ 

治癒切除不能な 

進行・再発の胃癌 

6,895 13,558 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「CTH」 14,793 31,113 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」 2018 年 3 月 製造販売/日本化薬 6,895 13,558 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「NK」 15,889 31,113 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「第一三共」 2018 年 9 月 製造販売/第一三共  6,240 13,558 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「第一三共」 14,793 31,113 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「ファイザー」 2018 年 9 月 製造販売/ファイザー 6,240 13,558 

トラスツズマブ BS 点滴静注用 150mg「ファイザー」 14,793 31,113 

9 アガルシダーゼ ベータ BS 点滴静注 5mg「JCR」 2018 年 9 月 製造販売/JCR ファーマ 

販売/住友ファーマ 

ファブラザイム点滴静注用 

（アガルシダーゼ ベータ） 

2004 年 1 月 製造販売/ 

サノフィ 

ファブリー病 72,973 106,082 

アガルシダーゼ ベータ BS 点滴静注 35mg「JCR」 408,574 593,430 

10 ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「ファイザー」 2019 年 6 月 製造販売/ファイザー アバスチン点滴静注用 

（ベバシズマブ） 

2007 年 4 月 製造販売/ 

中外製薬 

進行・再発の 

結腸・直腸癌、 

進行・再発の 

非小細胞肺癌 

11,184 30,428 

ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「ファイザー」 42,262 114,527 

ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg「第一三共」 2019 年 9 月 製造販売/第一三共  11,184 30,428 

ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg「第一三共」 42,262 114,527 

ベバシズマブBS点滴静注 100mg「日医工」 2022 年 1 月 販売/サンド 

製造販売/日医工 

11,184 30,428 

ベバシズマブBS点滴静注 400mg「日医工」 42,262 114,527 

http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
http://yoshindo.co.jp/
https://www.teijin-pharma.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
https://www.nichiiko.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999451
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291442
http://www.celltrionhealthcare.com/jp/index.do
http://www.celltrionhealthcare.com/jp/index.do
https://www.celltrion.com/en-us
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291442
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291442
https://www.nipponkayaku.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291442
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291446
https://www.daiichisankyo.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291446
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291447
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291447
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3959420
https://www.jcrpharm.co.jp/
https://www.sumitomo-pharma.co.jp/
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3959420
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291449
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291449
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291450
https://www.daiichisankyo.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291450
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291461
https://www.sandoz.jp/
https://www.nichiiko.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291461
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 バイオシミラー（BS） 先行バイオ医薬品 BS 

薬価 

 

先行バイオ

医薬品 

薬価 
製品名 承認年月 製造販売業者等 

販売名 

(一般名） 
承認年月 製造販売業者等 主な適応疾患 

ベバシズマブBS点滴静注 100mg「CTNK」 2022 年 9 月 製造販売/日本化薬 11,184 30,428 

ベバシズマブBS点滴静注 400mg「CTNK」 42,262 114,527 

11 ダルベポエチン アルファ BS 注 5μg シリンジ「JCR」 2019 年 9 月 販売/キッセイ薬品工業 

製造販売/JCR ファーマ  

ネスプ注射液 

（ダルベポエチン アルファ） 

2007 年 4 月 製造販売/ 

協和キリン 

腎性貧血 554 855 

ダルベポエチン アルファ BS 注 10μg シリンジ「JCR」 985 1,294 

ダルベポエチン アルファ BS 注 15μg シリンジ「JCR」 1,338 2,277 

ダルベポエチン アルファ BS 注 20μg シリンジ「JCR」 1,730 2,502 

ダルベポエチン アルファ BS 注 30μg シリンジ「JCR」 2,487 4,060 

ダルベポエチン アルファ BS 注 40μg シリンジ「JCR」 3,016 4,692 

ダルベポエチン アルファ BS 注 60μg シリンジ「JCR」 4,372 6,599 

ダルベポエチン アルファ BS 注 120μg シリンジ「JCR」 7,878 11,389 

ダルベポエチン アルファ BS 注 180μg シリンジ「JCR」 10,589 15,481 

ダルベポエチン アルファ BS 注 5μg シリンジ「三和」 2019 年 9 月 製造販売（輸入）/ 

三和化学研究所 

554 855 

ダルベポエチン アルファ BS 注 10μg シリンジ「三和」 985 1,294 

ダルベポエチン アルファ BS 注 15μg シリンジ「三和」 1,338 2,277 

ダルベポエチン アルファ BS 注 20μg シリンジ「三和」 1,730 2,502 

ダルベポエチン アルファ BS 注 30μg シリンジ「三和」 2,487 4,060 

ダルベポエチン アルファ BS 注 40μg シリンジ「三和」 3,016 4,692 

ダルベポエチン アルファ BS 注 60μg シリンジ「三和」 4,372 6,599 

ダルベポエチン アルファ BS 注 120μg シリンジ「三和」 7,878 11,389 

ダルベポエチン アルファ BS 注 180μg シリンジ「三和」 10,589 15,481 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液5μg シリンジ「MYL」 2019 年 9 月 製造販売/マイラン EPD 

販売/ヴィアトリス製薬 

554 855 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液10μg シリンジ「MYL」 985 1,294 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液15μg シリンジ「MYL」 1,338 2,277 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液20μg シリンジ「MYL」 1,730 2,502 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液30μg シリンジ「MYL」 2,487 4,060 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液40μg シリンジ「MYL」 3,016 4,692 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291463
https://www.nipponkayaku.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291463
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.kissei.co.jp/
https://www.jcrpharm.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999453
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.skk-net.com/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999454
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.mylan.co.jp/
https://www.viatris.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
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 バイオシミラー（BS） 先行バイオ医薬品 BS 

薬価 

 

先行バイオ

医薬品 

薬価 
製品名 承認年月 製造販売業者等 

販売名 

(一般名） 
承認年月 製造販売業者等 主な適応疾患 

ダルベポエチン アルファ BS 注射液60μg シリンジ「MYL」 4,372 6,599 

ダルベポエチン アルファBS 注射液120μg シリンジ「MYL」 7,878 11,389 

ダルベポエチン アルファBS 注射液180μg シリンジ「MYL」 10,589 15,481 

12 
テリパラチド BS 皮下注キット 600µg「モチダ」 

2019 年 9 月 製造販売/持田製薬 フォルテオ皮下注 

（テリパラチド） 

2010 年 7 月 製造販売/日本

イーライリリー 

骨粗鬆症 
19,285 29,412 

13 インスリン リスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」 2020 年 3 月 製造販売/サノフィ ヒューマログ注 

（インスリン リスプロ） 

2001 年 8 月 製造販売/日本

イーライリリー 

インスリン療法が 

適応となる糖尿病 

1,032 1,218 

インスリン リスプロ BS 注カート HU「サノフィ」 485 1,023 

インスリン リスプロ BS 注 100 単位/mL HU「サノフィ」 165 238 

14 アダリムマブ BS 皮下注 20 ㎎シリンジ 0.4mL「FKB」 

2020 年 6 月 製造販売/協和キリン富士

フイルムバイオロジクス 

販売/マイラン EPD 

ヒュミラ皮下注 

（アダリムマブ） 

2008 年 4 月 製造販売/ 

アッヴィ 

販売/ 

エーザイ 

若年性特発性関節炎、 

関節リウマチ、 

乾癬、 

強直性脊椎炎、 

腸管型ベーチェット病、 

ぶどう膜炎、 

クローン病、 

潰瘍性大腸炎 

15,311 26,297 

アダリムマブ BS 皮下注 40 ㎎シリンジ 0.8mL「FKB」 29,267 52,931 

アダリムマブ BS 皮下注 40 ㎎ペン 0.8mL「FKB」 27,884 51,022 

アダリムマブ BS 皮下注 20 mg シリンジ 0.4 mL「第一三共」 2021 年 1 月 製造販売/第一三共  15,311 26,297 

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg シリンジ 0.8 mL「第一三共」 29,267 52,931 

アダリムマブ BS 皮下注 40 mg ペン 0.8 mL「第一三共」 27,884 51,022 

アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.2mL「MA」 2021 年 3 月 製造販売/持田製薬 

販売/あゆみ製薬 

15,311 26,297 

アダリムマブ BS 皮下注 40mg シリンジ 0.4mL「MA」 29,267 52,931 

アダリムマブ BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「MA」 55,194 104,672 

アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「MA」 27,884 51,022 

15 インスリン アスパルト BS 注ソロスターNR「サノフィ」 

2021 年 3 月 製造販売/サノフィ ノボラピッド注 

（インスリン アスパルト） 

2008 年 4 月 製造販売/ 

ノボ ノルディ

スク ファーマ 

インスリン療法が 

適応となる糖尿病 

1,278 1,627 

インスリン アスパルト BS 注カート NR「サノフィ」 701 1,124 

インスリン アスパルト BS 注 100 単位/mL NR「サノフィ」 215 267 

16 

ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 

2021 年 9 月 製造販売/千寿製薬 

販売/武田薬品工業 

ルセンティス硝子体内 

注射用キット 

（ラニビズマブ） 

2009 年 1 月 製造販売/ 

ノバルティス 

ファーマ 

加齢黄斑変性、 

病的近視における 

脈絡膜新生血管、 

糖尿病黄斑浮腫 

76,772 108,987 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999455
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2439402
http://www.mochida.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492422
https://www.sanofi.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492422
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492422
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999457
https://fujifilmkyowakirin-biologics.com/ja/
https://fujifilmkyowakirin-biologics.com/ja/
https://www.mylan.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999457
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999457
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999459
https://www.daiichisankyo.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999459
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999459
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999463
http://www.mochida.co.jp/
http://www.ayumi-pharma.com/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999463
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999463
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999463
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492423
https://www.sanofi.co.jp/
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492423
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492423
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1319407
https://www.senju.co.jp/top
https://www.takeda.com/ja-jp/

