
File No. BH2832-01 

薬価基準収載医薬品コード 
2019 年 8 月 19 日付 令和元年 厚生労働省告示第八十七号において、 

「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件」が告示され、下記製品の薬価基準収載内容が

変更になります。（①統一名収載から銘柄名収載に変更、②銘柄名収載から統一名収載に変更） 

これに伴い、2019 年 10 月 1 日より薬価基準収載医薬品コードが変更になりますので、下記の 

通りご案内申し上げます。 

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

2019 年 9 月 

記 

1  対象製品 

①統一名収載から銘柄名収載となる品目：18 製品

②銘柄名収載から統一名収載となる品目：39 製品

2  変更内容 

■薬価基準収載医薬品コード

・収載方式の変更に伴い、2019 年 10 月 1 日より薬価基準収載医薬品コードが変更になります。 

＊対象製品およびコードの詳細につきましては、【別紙】薬価基準収載医薬品コード変更 品目一覧 

をご参照ください。 

以上 



【別紙】薬価基準収載医薬品コード変更 品目一覧

■統一名収載から銘柄名収載となる品目（18製品）

変更前 変更後

ピンドロール5mg錠 ピンドロール錠5mg｢日医工｣ 2123009F3010 2123009F3550 日医工

カプトプリル5%細粒 カプトプリル細粒5%｢日医工｣ 2144001C1015 2144001C1082 日医工

カプトプリル25mg錠 カプトプリル錠25mg｢日医工｣ 2144001F2018 2144001F2131 日医工

バルサルタン20mg錠 バルサルタン錠20mg｢日医工｣ 2149041F1012 2149041F1284 日医工

ベザフィブラート100mg徐放錠 ベザフィブラートSR錠100mg｢日医工｣ 2183005G2010 2183005G2109 日医工

アンブロキソール塩酸塩15mg錠 ムコブリン錠15mg（※） 2239001F1017 2239001F1335 龍角散

アンブロキソール塩酸塩15mg錠 アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢日医工｣ 2239001F1017 2239001F1734 日医工

ドンペリドン1%シロップ用 ドンペリドンドライシロップ小児用1%｢日医工｣ 2399005R1015 2399005R1201 日医工

カリジノゲナーゼ50単位錠 カリジノゲナーゼ錠50単位｢日医工｣ 2491001F6010 2491001F6192 日医工

オキシブチニン塩酸塩3mg錠 オキシブチニン塩酸塩錠3mg｢日医工｣ 2590005F2010 2590005F2231 日医工

メコバラミン0.5mg錠 レチコラン錠500μg 3136004F2014 3136004F2162 東菱薬品工業

アロプリノール100mg錠 アロプリノール錠100mg｢日医工｣ 3943001F1012 3943001F1608 日医工

アロプリノール50mg錠 アロプリノール錠50mg｢日医工｣ 3943001F2019 3943001F2264 日医工

アゼラスチン塩酸塩1mg錠 アゼラスチン塩酸塩錠1mg｢日医工｣ 4490004F2010 4490004F2311 日医工

ブドウ糖注射液 20%ブドウ糖注｢日医工｣ 3231401H1017 3231401H1025 日医工

エタノール エタノール｢ヤクハン｣ 2615702X1014 2615702X1308 ヤクハン製薬

消毒用エタノール 消毒用エタノール｢ヤクハン｣ 2615703X1019 2615703X1310 ヤクハン製薬

無水エタノール 無水エタノール｢ヤクハン｣ 2615704X1013 2615704X1250 ヤクハン製薬

※『ムコブリン錠15mg』につきましては、エルメッド株式会社より販売中止の旨ご案内済みです。

■銘柄名収載から統一名収載となる品目（39製品）

変更前 変更後

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢日医工｣ ゾルピデム酒石酸塩5mg錠(1) 1129009F1297 1129009F1017 日医工

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢日医工｣ ゾルピデム酒石酸塩10mg錠(1) 1129009F2293 1129009F2013 日医工

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢日医工｣ ゾルピデム酒石酸塩5mg錠(2) 1129009F3079 1129009F3010 日医工

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢日医工｣ ゾルピデム酒石酸塩10mg錠(2) 1129009F4075 1129009F4016 日医工

セルトラリン錠25mg｢日医工｣ セルトラリン塩酸塩25mg錠(1) 1179046F1184 1179046F1010 日医工

セルトラリン錠50mg｢日医工｣ セルトラリン塩酸塩50mg錠(1) 1179046F2180 1179046F2016 日医工

バルサルタンOD錠80mg｢日医工｣ バルサルタン80mg錠(2) 2149041F7061 2149041F7010 日医工

オルメサルタン錠10mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル10mg錠(1) 2149044F1121 2149044F1016 日医工

オルメサルタン錠20mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル20mg錠(1) 2149044F2128 2149044F2012 日医工

オルメサルタン錠5mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル5mg錠(1) 2149044F3132 2149044F3019 日医工

オルメサルタン錠40mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル40mg錠(1) 2149044F4139 2149044F4015 日医工

オルメサルタンOD錠10mg｢EE｣ オルメサルタンメドキソミル10mg錠(2) 2149044F5046 2149044F5011 エルメッド

オルメサルタンOD錠10mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル10mg錠(2) 2149044F5097 2149044F5011 日医工

オルメサルタンOD錠20mg｢EE｣ オルメサルタンメドキソミル20mg錠(2) 2149044F6042 2149044F6018 エルメッド

オルメサルタンOD錠20mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル20mg錠(2) 2149044F6093 2149044F6018 日医工

オルメサルタンOD錠40mg｢EE｣ オルメサルタンメドキソミル40mg錠(2) 2149044F7049 2149044F7014 エルメッド

オルメサルタンOD錠40mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル40mg錠(2) 2149044F7081 2149044F7014 日医工

オルメサルタンOD錠5mg｢EE｣ オルメサルタンメドキソミル5mg錠(2) 2149044F8045 2149044F8010 エルメッド

オルメサルタンOD錠5mg｢日医工｣ オルメサルタンメドキソミル5mg錠(2) 2149044F8100 2149044F8010 日医工

アムバロ配合錠｢EE｣ バルサルタン･アムロジピンベシル酸塩錠(1) 2149114F1048 2149114F1013 エルメッド

イルアミクス配合錠LD｢EE｣ イルベサルタン･アムロジピンベシル酸塩錠(1) 2149118F1046 2149118F1011 エルメッド

イルアミクス配合錠LD｢日医工｣ イルベサルタン･アムロジピンベシル酸塩錠(1) 2149118F1160 2149118F1011 日医工

イルアミクス配合錠HD｢EE｣ イルベサルタン･アムロジピンベシル酸塩錠(2) 2149118F2042 2149118F2018 エルメッド

イルアミクス配合錠HD｢日医工｣ イルベサルタン･アムロジピンベシル酸塩錠(2) 2149118F2166 2149118F2018 日医工

ピタバスタチンカルシウム錠1mg｢日医工｣ ピタバスタチンカルシウム1mg錠(1) 2189016F1257 2189016F1010 日医工

ピタバスタチンカルシウム錠2mg｢日医工｣ ピタバスタチンカルシウム2mg錠(1) 2189016F2253 2189016F2016 日医工

ロスバスタチン錠2.5mg｢EE｣ ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠(1) 2189017F1049 2189017F1014 エルメッド

ロスバスタチン錠2.5mg｢日医工｣ ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠(1) 2189017F1227 2189017F1014 日医工

ロスバスタチン錠5mg｢EE｣ ロスバスタチンカルシウム5mg錠(1) 2189017F2045 2189017F2010 エルメッド

ロスバスタチン錠5mg｢日医工｣ ロスバスタチンカルシウム5mg錠(1) 2189017F2223 2189017F2010 日医工

ロスバスタチンOD錠2.5mg｢EE｣ ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠(2) 2189017F3041 2189017F3017 エルメッド

ロスバスタチンOD錠2.5mg｢日医工｣ ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠(2) 2189017F3181 2189017F3017 日医工

ロスバスタチンOD錠5mg｢EE｣ ロスバスタチンカルシウム5mg錠(2) 2189017F4048 2189017F4013 エルメッド

ロスバスタチンOD錠5mg｢日医工｣ ロスバスタチンカルシウム5mg錠(2) 2189017F4188 2189017F4013 日医工

ナフトピジルOD錠25mg｢EE｣ ナフトピジル25mg錠(2) 2590009F6049 2590009F6014 エルメッド

レトロゾール錠2.5mg｢EE｣ レトロゾール2.5mg錠 4291015F1042 4291015F1018 エルメッド

レトロゾール錠2.5mg｢日医工｣ レトロゾール2.5mg錠 4291015F1158 4291015F1018 日医工

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg｢日医工｣ ベポタスチンベシル酸塩10mg錠 4490022F2115 4490022F2018 日医工

モンテルカストチュアブル錠5mg｢EE｣ モンテルカストナトリウム5mg錠(3) 4490026F1087 4490026F1010 エルメッド

＊統一収載名欄の（数字）は同一の有効成分・剤型を有する医薬品における普通錠・OD錠等の区別を表しています。

製品名 統一収載名
薬価基準収載医薬品コード

製造販売元

統一収載名 製品名
薬価基準収載医薬品コード

製造販売元
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