
File No. DC1212-01 

 

 

 

 

 

 
薬価基準収載医薬品コード 

 

2021 年 3 月 5 日付 令和 3 年 厚生労働省告示第六十二号において、 

「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銘柄名収載から統一名収載に変更、②統一名収載から銘柄名収載に変更） 

これに伴い、2021 年 4 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。 

2021 年 3 月 

 

 

記 

 

1  対象製品 

①銘柄名収載から統一名収載となる品目：35 製品 

②統一名収載から銘柄名収載となる品目：5 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、2021 年 4 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 



File No. DC1212-01【別紙】薬価基準収載医薬品コード変更 品目一覧

＊薬剤区分の記載はそれぞれ、内：内用薬、注：注射薬、外：外用薬を表しています。

①銘柄名収載から統一名収載となる品目：35製品

変更前 変更後

内 セレコキシブ錠100mg｢日医工」 セレコキシブ100mg錠 1149037F1151 1149037F1011 日医工

内 セレコキシブ錠200mg｢日医工」 セレコキシブ200mg錠 1149037F2158 1149037F2018 日医工

内 リスペリドン錠1mg｢日医工」 リスペリドン1mg錠 1179038F1120 1179038F1015 日医工

内 オランザピン細粒1%｢日医工」 オランザピン1%細粒 1179044C1081 1179044C1014 日医工

内 ミルタザピン錠15mg｢EE」 ミルタザピン15mg錠 1179051F1045 1179051F1010 エルメッド

内 ミルタザピン錠30mg｢EE」 ミルタザピン30mg錠 1179051F2041 1179051F2017 エルメッド

内 ドネペジル塩酸塩錠5mg｢日医工」 ドネペジル塩酸塩5mg錠 1190012F2243 1190012F2014 日医工

内 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg｢日医工」 ドネペジル塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 1190012F4211 1190012F4017 日医工

内 ドネペジル塩酸塩錠10mg｢日医工」 ドネペジル塩酸塩10mg錠 1190012F5242 1190012F5013 日医工

内 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg｢日医工」 ドネペジル塩酸塩10mg口腔内崩壊錠 1190012F6257 1190012F6010 日医工

内 メマンチン塩酸塩OD錠5mg｢日医工」 メマンチン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 1190018F4200 1190018F4014 エルメッド

内 メマンチン塩酸塩OD錠10mg｢日医工」 メマンチン塩酸塩10mg口腔内崩壊錠 1190018F5207 1190018F5010 エルメッド

内 メマンチン塩酸塩OD錠20mg｢日医工」 メマンチン塩酸塩20mg口腔内崩壊錠 1190018F6203 1190018F6017 エルメッド

内 エナラプリルＭ錠5｢EMEC」 エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 2144002F2233 2144002F2012 サンノーバ

内 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢EMEC」 エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 2144002F2462 2144002F2012 サンノーバ

内 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口腔内崩壊錠 2149044F8100 2149044F8010 日医工

内 ロサルヒド配合錠LD｢日医工」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジドLD錠 2149110F1287 2149110F1015 日医工

内 エゼチミブ錠10mg｢日医工」 エゼチミブ10mg錠 2189018F1175 2189018F1019 日医工

内 ランソプラゾールOD錠30mg｢日医工」 ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠 2329023F2094 2329023F2019 日医工

内 ランソプラゾールカプセル30mg｢日医工」 ランソプラゾール30mg腸溶カプセル 2329023M2166 2329023M2018 日医工

内 プランルカストDS10%｢EK」 プランルカスト10%シロップ用 4490017R1068 4490017R1017 小林化工

内 プランルカストDS10%｢日医工」 プランルカスト10%シロップ用 4490017R1173 4490017R1017 日医工

内 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢日医工」 オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 4490025F1244 4490025F1015 日医工

内 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg｢日医工」 オロパタジン塩酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 4490025F3123 4490025F3018 日医工

内 レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢日医工」 レボセチリジン塩酸塩5mg錠 4490028F1167 4490028F1019 日医工

内 レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg｢日医工」 レボセチリジン塩酸塩2.5mg錠 4490028F2074 4490028F2015 日医工

内 セファクロルカプセル250mg｢日医工」 セファクロル250mgカプセル 6132005M1237 6132005M1016 日医工

注 オキサリプラチン点滴静注液100mg｢日医工」 オキサリプラチン100mg20mL注射液 4291410A2130 4291410A2017 日医工

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg｢日医工」 ジクロフェナクナトリウム12.5mg坐剤 1147700J1170 1147700J1014 日医工

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢日医工」 ジクロフェナクナトリウム25mg坐剤 1147700J2231 1147700J2010 日医工

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢日医工」 ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤 1147700J3254 1147700J3017 日医工

外 タオンゲル1% クロトリマゾール1%軟膏 2655700M1073 2655700M1014 東興薬品工業

外 クロトリマゾールゲル1%｢日医工」 クロトリマゾール1%軟膏 2655700M1081 2655700M1014 東興薬品工業

外 タオン外用液1% クロトリマゾール1%液 2655700Q2110 2655700Q2012 東興薬品工業

外 クロトリマゾール外用液1%｢日医工」 クロトリマゾール1%液 2655700Q2136 2655700Q2012 東興薬品工業

②統一名収載から銘柄名収載となる品目：5製品

変更前 変更後

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

注 セフメタゾールナトリウム1g静注用 セフメタゾールナトリウム静注用1g｢日医工」 6132408F3016 6132408F3172 日医工ファーマ

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

外 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

外 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

薬剤区分 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

薬剤区分 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


