File No. CC1140-01

薬価基準収載医薬品コード
2020 年 3 月 5 日付 令和 2 年 厚生労働省告示第 42 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、2020 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。
2020 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：386 製品
②統一名収載から銘柄名収載となる品目：12 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、2020 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

【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。
＊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。

①銘柄名収載から統一名収載となる品目：386製品
薬剤区分

製品名

統一収載名

薬価基準収載医薬品コード
変更前

変更後

製造販売元

内

トリアゾラム錠0.125mg｢日医工｣

トリアゾラム0.125mg錠

1124007F1135

1124007F1011

日医工

内

トリアゾラム錠0.25mg｢日医工｣

トリアゾラム0.25mg錠

1124007F2239

1124007F2018

日医工

内

ブロチゾラム錠0.25mg｢日医工｣

ブロチゾラム0.25mg錠

1124009F1355

1124009F1010

日医工

内

トフィソパム錠50mg｢日医工｣

トフィソパム50mg錠

1124026F1324

1124026F1014

日医工

内

ロフラゼプ酸エチル錠1mg｢日医工｣

ロフラゼプ酸エチル1mg錠

1124029F1158

1124029F1018

日医工

内

ロフラゼプ酸エチル錠2mg｢日医工｣

ロフラゼプ酸エチル2mg錠

1124029F2120

1124029F2014

日医工

内

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg｢日医工｣

タンドスピロンクエン酸塩5mg錠

1129008F1071

1129008F1012

日医工

内

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg｢日医工｣

タンドスピロンクエン酸塩10mg錠

1129008F2078

1129008F2019

日医工

内

タンドスピロンクエン酸塩錠20mg｢日医工｣

タンドスピロンクエン酸塩20mg錠

1129008F3066

1129008F3015

日医工

内

アスピリン｢日医工｣

アスピリン

1143001X1244

1143001X1015

日医工

内

プラノプロフェンカプセル75mg｢日医工｣

プラノプロフェン75mgカプセル

1149010M1160

1149010M1011

日医工ファーマ

内

ロキソプロフェンナトリウム細粒10%｢日医工｣

ロキソプロフェンナトリウム10%細粒

1149019C1165

1149019C1017

日医工

内

ザルトプロフェン錠80mg｢日医工｣

ザルトプロフェン80mg錠

1149029F1130

1149029F1017

日医工

内

エトドラク錠100mg｢日医工｣

エトドラク100mg錠

1149032F1140

1149032F1019

日医工

内

エトドラク錠200mg｢日医工｣

エトドラク200mg錠

1149032F2180

1149032F2015

日医工

内

トアラセット配合錠｢日医工｣

トラマドール塩酸塩･アセトアミノフェン錠

1149117F1209

1149117F1012

日医工

内

アマンタジン塩酸塩錠50mg｢日医工｣

アマンタジン塩酸塩50mg錠

1161001F1158

1161001F1018

日医工

内

ドロキシドパカプセル100mg｢日医工｣

ドロキシドパ100mgカプセル

1169006M1042

1169006M1018

日医工ファーマ

内

ドロキシドパカプセル200mg｢日医工｣

ドロキシドパ200mgカプセル

1169006M2049

1169006M2014

日医工ファーマ

内

クロチアゼパム錠5mg｢日医工｣

クロチアゼパム5mg錠

1179012F1150

1179012F1010

日医工

内

クロチアゼパム錠10mg｢日医工｣

クロチアゼパム10mg錠

1179012F2084

1179012F2017

日医工

内

エチゾラム錠0.5mg｢日医工｣

エチゾラム0.5mg錠

1179025F1263

1179025F1018

日医工

内

エチゾラム錠0.25mg｢日医工｣

エチゾラム0.25mg錠

1179025F3142

1179025F3010

日医工

内

リスペリドン錠2mg｢日医工｣

リスペリドン2mg錠

1179038F2135

1179038F2011

日医工

内

リスペリドン錠3mg｢日医工｣

リスペリドン3mg錠

1179038F3158

1179038F3018

日医工

内

リスペリドン内用液分包0.5mg｢日医工｣

リスペリドン0.1%0.5mL液

1179038S2052

1179038S2010

日医工

内

リスペリドン内用液分包1mg｢日医工｣

リスペリドン0.1%1mL液

1179038S3059

1179038S3016

日医工

内

リスペリドン内用液分包2mg｢日医工｣

リスペリドン0.1%2mL液

1179038S4055

1179038S4012

日医工

内

リスペリドン内用液分包3mg｢日医工｣

リスペリドン0.1%3mL液

1179038S5043

1179038S5019

日医工

内

セルトラリン錠100mg｢日医工｣

セルトラリン塩酸塩100mg錠

1179046F3209

1179046F3012

日医工

内

ミルタザピン錠15mg｢日医工｣

ミルタザピン15mg錠

1179051F1150

1179051F1010

日医工

内

ミルタザピン錠30mg｢日医工｣

ミルタザピン30mg錠

1179051F2157

1179051F2017

日医工

内

チアプリド細粒10%｢日医工｣

チアプリド塩酸塩10%細粒

1190004C1122

1190004C1017

日医工ファーマ

内

チアプリド錠25mg｢日医工｣

チアプリド塩酸塩25mg錠

1190004F1188

1190004F1013

日医工ファーマ

内

チアプリド錠50mg｢日医工｣

チアプリド塩酸塩50mg錠

1190004F2176

1190004F2010

日医工ファーマ

内

エペリゾン塩酸塩錠50mg｢日医工｣

エペリゾン塩酸塩50mg錠

1249009F1406

1249009F1015

日医工

内

チザニジン顆粒0.2%｢日医工｣

チザニジン塩酸塩0.2%顆粒

1249010D1084

1249010D1017

日医工

内

チザニジン錠1mg｢日医工｣

チザニジン塩酸塩1mg錠

1249010F1263

1249010F1018

日医工

内

ジフェニドール塩酸塩錠25mg｢日医工｣

ジフェニドール塩酸塩25mg錠

1339002F1500

1339002F1012

日医工

内

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg｢日医工｣

ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠

1339005F1423

1339005F1016

日医工

内

ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg｢日医工｣

ベタヒスチンメシル酸塩12mg錠

1339005F2195

1339005F2012

日医工

内

デノパミン錠5mg｢日医工｣

デノパミン5mg錠

2119004F1055

2119004F1012

日医工

内

デノパミン錠10mg｢日医工｣

デノパミン10mg錠

2119004F2051

2119004F2019

日医工

内

カルテオロール塩酸塩錠5mg｢日医工｣

カルテオロール塩酸塩5mg錠

2123005F1265

2123005F1010

日医工

内

ピンドロール錠5mg｢日医工｣

ピンドロール5mg錠

2123009F3550

2123009F3010

日医工

内

アロチノロール塩酸塩錠5mg｢日医工｣

アロチノロール塩酸塩5mg錠

2123014F1060

2123014F1019

日医工ファーマ

内

アロチノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣

アロチノロール塩酸塩10mg錠

2123014F2198

2123014F2015

日医工ファーマ
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薬剤区分

製品名

統一収載名

薬価基準収載医薬品コード
変更前

変更後

製造販売元

内

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢日医工｣

ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠

2123016F1131

2123016F1018

日医工

内

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢日医工｣

ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠

2123016F3088

2123016F3010

日医工

内

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg｢日医工｣

メキシレチン塩酸塩50mgカプセル

2129003M1196

2129003M1013

日医工

内

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg｢日医工｣

メキシレチン塩酸塩100mgカプセル

2129003M2206

2129003M2010

日医工

内

ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg｢日医工｣

リン酸ジソピラミド150mg徐放錠

2129005F1153

2129005F1013

日医工ファーマ

内

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢日医工｣

ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル

2129008M1121

2129008M1016

日医工

内

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg｢日医工｣

ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル

2129008M2136

2129008M2012

日医工

内

カプトプリル細粒5%｢日医工｣

カプトプリル5%細粒

2144001C1082

2144001C1015

日医工

内

カプトプリル錠12.5mg｢日医工｣

カプトプリル12.5mg錠

2144001F1259

2144001F1011

日医工

内

カプトプリル錠25mg｢日医工｣

カプトプリル25mg錠

2144001F2131

2144001F2018

日医工

内

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg｢NikP｣

エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠

2144002F1334

2144002F1016

日医工ファーマ

内

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢NikP｣

エナラプリルマレイン酸塩5mg錠

2144002F2381

2144002F2012

日医工ファーマ

内

アラセプリル錠12.5mg｢日医工｣

アラセプリル12.5mg錠

2144003F1096

2144003F1010

日医工

内

アラセプリル錠25mg｢日医工｣

アラセプリル25mg錠

2144003F2220

2144003F2017

日医工

内

アラセプリル錠50mg｢日医工｣

アラセプリル50mg錠

2144003F3080

2144003F3013

日医工

内

リシノプリル錠5mg｢日医工｣

リシノプリル5mg錠

2144006F1111

2144006F1014

日医工

内

リシノプリル錠10mg｢日医工｣

リシノプリル10mg錠

2144006F2150

2144006F2010

日医工

内

ペリンドプリル錠2mg｢日医工｣

ペリンドプリルエルブミン2mg錠

2144012F1079

2144012F1010

日医工

内

ペリンドプリル錠4mg｢日医工｣

ペリンドプリルエルブミン4mg錠

2144012F2075

2144012F2016

日医工

内

ニカルジピン塩酸塩散10%｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩10%散

2149019B1083

2149019B1016

日医工

内

ニカルジピン塩酸塩錠10mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩10mg錠

2149019F1123

2149019F1018

日医工

内

ニカルジピン塩酸塩錠20mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩20mg錠

2149019F2251

2149019F2014

日医工

内

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩20mg徐放カプセル

2149019N1195

2149019N1012

日医工

内

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩40mg徐放カプセル

2149019N2205

2149019N2019

日医工

内

ニルバジピン錠2mg｢日医工｣

ニルバジピン2mg錠

2149022F1079

2149022F1010

日医工

内

ニルバジピン錠4mg｢日医工｣

ニルバジピン4mg錠

2149022F2091

2149022F2016

日医工

内

ドキサゾシン錠0.5mg｢日医工｣

ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠

2149026F1174

2149026F1018

日医工

内

ドキサゾシン錠1mg｢日医工｣

ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠

2149026F2219

2149026F2014

日医工

内

マニジピン塩酸塩錠5mg｢日医工｣

マニジピン塩酸塩5mg錠

2149027F1136

2149027F1012

日医工

内

マニジピン塩酸塩錠10mg｢日医工｣

マニジピン塩酸塩10mg錠

2149027F2159

2149027F2019

日医工

内

マニジピン塩酸塩錠20mg｢日医工｣

マニジピン塩酸塩20mg錠

2149027F3155

2149027F3015

日医工

内

セリプロロール塩酸塩錠200mg｢日医工｣

セリプロロール塩酸塩200mg錠

2149029F2093

2149029F2018

日医工

内

イルベサルタン錠100mg｢日医工｣

イルベサルタン100mg錠

2149046F2127

2149046F2011

日医工

内

イルベサルタン錠200mg｢日医工｣

イルベサルタン200mg錠

2149046F3123

2149046F3018

日医工

内

ジラゼプ塩酸塩錠50mg｢日医工｣

ジラゼプ塩酸塩50mg錠

2171005F1327

2171005F1017

日医工

内

ジラゼプ塩酸塩錠100mg｢日医工｣

ジラゼプ塩酸塩100mg錠

2171005F2145

2171005F2013

日医工

内

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩30mg錠

2171006F1348

2171006F1011

日医工

内

ジルチアゼム塩酸塩錠60mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩60mg錠

2171006F2140

2171006F2018

日医工

内

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル

2171006N1156

2171006N1016

日医工

内

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩200mg徐放カプセル

2171006N2071

2171006N2012

日医工

内

ジピリダモール錠25mg｢日医工｣

ジピリダモール25mg錠

2171010F2634

2171010F2014

日医工

内

トラピジル錠50mg｢日医工｣

トラピジル50mg錠

2171012F1220

2171012F1017

日医工ファーマ

内

トラピジル錠100mg｢日医工｣

トラピジル100mg錠

2171012F2390

2171012F2013

日医工ファーマ

内

ニフェジピンL錠10mg｢日医工｣

ニフェジピン10mg徐放L錠

2171014G1267

2171014G1011

日医工

内

ニフェジピンL錠20mg｢日医工｣

ニフェジピン20mg徐放L錠

2171014G2301

2171014G2018

日医工

内

ニフェジピンCR錠10mg｢日医工｣

ニフェジピン10mg徐放CR錠

2171014G3103

2171014G3014

日医工

内

ニフェジピンCR錠20mg｢日医工｣

ニフェジピン20mg徐放CR錠

2171014G4100

2171014G4010

日医工

内

ニフェジピンCR錠40mg｢日医工｣

ニフェジピン40mg徐放CR錠

2171014G5106

2171014G5017

日医工

内

ニコランジル錠2.5mg｢日医工｣

ニコランジル2.5mg錠

2171017F1060

2171017F1010

日医工

内

ニコランジル錠5mg｢日医工｣

ニコランジル5mg錠

2171017F2164

2171017F2016

日医工

内

ニトレンジピン錠5mg｢日医工｣

ニトレンジピン5mg錠

2171020F1259

2171020F1011

日医工

内

ニトレンジピン錠10mg｢日医工｣

ニトレンジピン10mg錠

2171020F2255

2171020F2018

日医工
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製品名

統一収載名

薬価基準収載医薬品コード
変更前

変更後

製造販売元

内

ベニジピン塩酸塩錠2mg｢日医工｣

ベニジピン塩酸塩2mg錠

2171021F1130

2171021F1016

日医工

内

ベニジピン塩酸塩錠4mg｢日医工｣

ベニジピン塩酸塩4mg錠

2171021F2179

2171021F2012

日医工

内

ベニジピン塩酸塩錠8mg｢日医工｣

ベニジピン塩酸塩8mg錠

2171021F3132

2171021F3019

日医工

内

ベザフィブラートSR錠200mg｢日医工｣

ベザフィブラート200mg徐放錠

2183005G1269

2183005G1013

日医工

内

ベザフィブラートSR錠100mg｢日医工｣

ベザフィブラート100mg徐放錠

2183005G2109

2183005G2010

日医工

内

プロブコール錠250mg｢日医工｣

プロブコール250mg錠

2189008F1449

2189008F1015

日医工ファーマ

内

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg｢日医工｣

イフェンプロジル酒石酸塩10mg錠

2190005F1284

2190005F1012

日医工

内

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg｢日医工｣

イフェンプロジル酒石酸塩20mg錠

2190005F2183

2190005F2019

日医工

内

ニセルゴリン錠5mg｢日医工｣

ニセルゴリン5mg錠

2190021F1445

2190021F1011

日医工

内

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg｢日医工｣

アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠

2190022F1202

2190022F1016

日医工

内

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢日医工｣

アンブロキソール塩酸塩15mg錠

2239001F1734

2239001F1017

日医工

内

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg｢日医工｣

アンブロキソール塩酸塩45mg徐放カプセル

2239001N1186

2239001N1011

日医工

内

アンブロキソール塩酸塩内用液0.3%｢日医工｣

アンブロキソール塩酸塩0.3%液

2239001S2046

2239001S2011

日医工

内

テオフィリン徐放錠50mg｢日医工｣

テオフィリン50mg徐放錠

2251001F1062

2251001F1011

日医工

内

テオフィリン徐放錠100mg｢日医工｣

テオフィリン100mg徐放錠

2251001F2174

2251001F2018

日医工

内

テオフィリン徐放錠200mg｢日医工｣

テオフィリン200mg徐放錠

2251001F3138

2251001F3014

日医工

内

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%｢日医工｣

テオフィリン20%シロップ用

2251001R1140

2251001R1018

日医工

内

サルブタモール錠2mg｢日医工｣

サルブタモール硫酸塩2mg錠

2254001F1102

2254001F1013

日医工

内

プロカテロール塩酸塩錠25μg｢日医工｣

プロカテロール塩酸塩0.025mg錠

2259004F1153

2259004F1013

日医工

内

プロカテロール塩酸塩錠50μg｢日医工｣

プロカテロール塩酸塩0.05mg錠

2259004F2214

2259004F2010

日医工

内

プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL｢日医工｣

プロカテロール塩酸塩0.0005%シロップ

2259004Q1197

2259004Q1014

日医工

内

シメチジン錠200mg｢日医工｣

シメチジン200mg錠

2325001F1530

2325001F1017

日医工

内

シメチジン錠400mg｢日医工｣

シメチジン400mg錠

2325001F2226

2325001F2013

日医工

内

ラニチジン錠150mg｢日医工｣

ラニチジン塩酸塩150mg錠

2325002F1232

2325002F1011

日医工

内

ラニチジン錠75mg｢日医工｣

ラニチジン塩酸塩75mg錠

2325002F2158

2325002F2018

日医工

内

ファモチジン散10%｢日医工｣

ファモチジン10%散

2325003B1090

2325003B1014

日医工

内

ファモチジン散2%｢日医工｣

ファモチジン2%散

2325003B2126

2325003B2010

日医工

内

ファモチジン錠10mg｢日医工｣

ファモチジン10mg錠

2325003F1261

2325003F1016

日医工

内

ファモチジン錠20mg｢日医工｣

ファモチジン20mg錠

2325003F2284

2325003F2012

日医工

内

ファモチジンD錠10mg｢日医工｣

ファモチジン10mg口腔内崩壊錠

2325003F3191

2325003F3019

日医工

内

ファモチジンD錠20mg｢日医工｣

ファモチジン20mg口腔内崩壊錠

2325003F4210

2325003F4015

日医工

内

ピレンゼピン塩酸塩錠25mg｢日医工｣

ピレンゼピン塩酸塩25mg錠

2329005F1219

2329005F1014

日医工

内

スクラルファート内用液10%｢日医工｣

スクラルファート10%液

2329008S1121

2329008S1016

日医工

内

テプレノン細粒10%｢日医工｣

テプレノン10%細粒

2329012C1310

2329012C1018

日医工

内

イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%｢日医工｣

イルソグラジンマレイン酸塩0.8%細粒

2329020C1128

2329020C1012

日医工

内

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg｢日医工｣

イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠

2329020F1124

2329020F1019

日医工

内

イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg｢日医工｣

イルソグラジンマレイン酸塩4mg錠

2329020F2104

2329020F2015

日医工

内

オメプラゾール錠20mg｢日医工｣

オメプラゾール20mg腸溶錠

2329022H1183

2329022H1019

日医工

内

オメプラゾール錠10mg｢日医工｣

オメプラゾール10mg腸溶錠

2329022H2155

2329022H2015

日医工

内

ランソプラゾールOD錠15mg｢日医工｣

ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠

2329023F1098

2329023F1012

日医工

内

ランソプラゾールカプセル15mg｢日医工｣

ランソプラゾール15mg腸溶カプセル

2329023M1160

2329023M1011

日医工

内

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg｢日医工｣

ピコスルファートナトリウム2.5mg錠

2359005F1226

2359005F1013

日医工

内

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢日医工｣

ピコスルファートナトリウム0.75%液

2359005S1283

2359005S1011

日医工

内

ドンペリドン錠5mg｢日医工｣

ドンペリドン5mg錠

2399005F1191

2399005F1019

日医工

内

ドンペリドン錠10mg｢日医工｣

ドンペリドン10mg錠

2399005F2317

2399005F2015

日医工

内

ドンペリドンドライシロップ小児用1%｢日医工｣

ドンペリドン1%シロップ用

2399005R1201

2399005R1015

日医工

内

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢日医工｣

トリメブチンマレイン酸塩100mg錠

2399006F1536

2399006F1013

日医工

内

フラボキサート塩酸塩錠200mg｢日医工｣

フラボキサート塩酸塩200mg錠

2590002F1495

2590002F1010

日医工

内

オキシブチニン塩酸塩錠2mg｢日医工｣

オキシブチニン塩酸塩2mg錠

2590005F1278

2590005F1014

日医工

内

オキシブチニン塩酸塩錠3mg｢日医工｣

オキシブチニン塩酸塩3mg錠

2590005F2231

2590005F2010

日医工

内

オキシブチニン塩酸塩錠1mg｢日医工｣

オキシブチニン塩酸塩1mg錠

2590005F3122

2590005F3017

日医工
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内

ナフトピジル錠25mg｢日医工｣

ナフトピジル25mg錠

2590009F1144

2590009F1012

日医工

内

ナフトピジル錠50mg｢日医工｣

ナフトピジル50mg錠

2590009F2140

2590009F2019

日医工

内

ナフトピジル錠75mg｢日医工｣

ナフトピジル75mg錠

2590009F3139

2590009F3015

日医工

内

ナフトピジルOD錠25mg｢日医工｣

ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠

2590009F6170

2590009F6014

日医工

内

シロドシン錠2mg｢日医工｣

シロドシン2mg錠

2590010F1120

2590010F1015

日医工

内

シロドシン錠4mg｢日医工｣

シロドシン4mg錠

2590010F2127

2590010F2011

日医工

内

アルファカルシドールカプセル0.25μg｢日医工｣

アルファカルシドール0.25μgカプセル

3112001M1240

3112001M1011

日医工

内

アミノバクト配合顆粒

イソロイシン･ロイシン･バリン4.74g顆粒

3253003D1108

3253003D1019

日医工

内

チクロピジン塩酸塩細粒10%｢日医工｣

チクロピジン塩酸塩10%細粒

3399001C1086

3399001C1019

日医工

内

シロスタゾール錠50mg｢日医工｣

シロスタゾール50mg錠

3399002F1273

3399002F1010

日医工

内

シロスタゾール錠100mg｢日医工｣

シロスタゾール100mg錠

3399002F2296

3399002F2016

日医工

内

シロスタゾールOD錠50mg｢日医工｣

シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠

3399002F3110

3399002F3012

日医工

内

シロスタゾールOD錠100mg｢日医工｣

シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠

3399002F4116

3399002F4019

日医工

内

リマプロストアルファデクス錠5μg｢日医工｣

リマプロスト アルファデクス5μg錠

3399003F1111

3399003F1014

日医工

内

イコサペント酸エチルカプセル300mg｢日医工｣

イコサペント酸エチル300mgカプセル

3399004M1352

3399004M1018

日医工

内

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg｢日医工｣

イコサペント酸エチル600mg粒状カプセル

3399004M3070

3399004M3010

日医工

内

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg｢日医工｣

イコサペント酸エチル900mg粒状カプセル

3399004M4076

3399004M4017

日医工

内

ベラプロストナトリウム錠20μg｢日医工｣

ベラプロストナトリウム20μg錠

3399005F1293

3399005F1013

日医工

内

ベラプロストナトリウム錠40μg｢日医工｣

ベラプロストナトリウム40μg錠

3399005F2095

3399005F2010

日医工

内

球形吸着炭細粒分包2g｢日医工｣

球形吸着炭細粒

3929003C1075

3929003C1016

日医工

内

球形吸着炭カプセル286mg｢日医工｣

球形吸着炭286mgカプセル

3929003M2034

3929003M2018

日医工

内

アロプリノール錠100mg｢日医工｣

アロプリノール100mg錠

3943001F1608

3943001F1012

日医工

内

アロプリノール錠50mg｢日医工｣

アロプリノール50mg錠

3943001F2264

3943001F2019

日医工

内

ベンズブロマロン錠25mg｢日医工｣

ベンズブロマロン25mg錠

3949002F1096

3949002F1010

日医工

内

ベンズブロマロン錠50mg｢日医工｣

ベンズブロマロン50mg錠

3949002F2173

3949002F2017

日医工

内

ウロアシス配合散

クエン酸カリウム･クエン酸ナトリウム散

3949101A1165

3949101A1017

日医工

内

グリベンクラミド錠1.25mg｢日医工｣

グリベンクラミド1.25mg錠

3961003F1150

3961003F1010

日医工

内

グリベンクラミド錠2.5mg｢日医工｣

グリベンクラミド2.5mg錠

3961003F2210

3961003F2016

日医工

内

アカルボース錠50mg｢日医工｣

アカルボース50mg錠

3969003F1085

3969003F1018

日医工

内

アカルボース錠100mg｢日医工｣

アカルボース100mg錠

3969003F2081

3969003F2014

日医工

内

ボグリボース錠0.2mg｢日医工｣

ボグリボース0.2mg錠

3969004F1250

3969004F1012

日医工

内

ボグリボース錠0.3mg｢日医工｣

ボグリボース0.3mg錠

3969004F2256

3969004F2019

日医工

内

ボグリボースOD錠0.2mg｢日医工｣

ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠

3969004F3112

3969004F3015

日医工

内

ボグリボースOD錠0.3mg｢日医工｣

ボグリボース0.3mg口腔内崩壊錠

3969004F4119

3969004F4011

日医工

内

シクロスポリンカプセル10mg｢日医工｣

シクロスポリン10mgカプセル

3999004M3102

3999004M3013

日医工

内

シクロスポリンカプセル50mg｢日医工｣

シクロスポリン50mgカプセル

3999004M5105

3999004M5016

日医工

内

イプリフラボン錠200mg｢日医工｣

イプリフラボン200mg錠

3999008F1435

3999008F1010

日医工ファーマ

内

メトトレキサート錠2mg｢日医工｣

メトトレキサート2mg錠

3999016F1065

3999016F1014

日医工

内

リセドロン酸Na錠75mg｢日医工｣

リセドロン酸ナトリウム75mg錠

3999019F3053

3999019F3010

日医工

内

クレマスチン錠1mg｢日医工｣

クレマスチンフマル酸塩1mg錠

4419008F1482

4419008F1016

日医工

内

クレマスチンシロップ0.01%｢日医工｣

クレマスチンフマル酸塩0.01%シロップ

4419008Q1190

4419008Q1017

日医工

内

ブシラミン錠100mg｢日医工｣

ブシラミン100mg錠

4420002F1133

4420002F1010

日医工

内

ブシラミン錠50mg｢日医工｣

ブシラミン50mg錠

4420002F2091

4420002F2016

日医工

内

アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg｢日医工｣

アゼラスチン塩酸塩0.5mg錠

4490004F1099

4490004F1013

日医工

内

アゼラスチン塩酸塩錠1mg｢日医工｣

アゼラスチン塩酸塩1mg錠

4490004F2311

4490004F2010

日医工

内

プランルカストカプセル112.5mg｢日医工｣

プランルカスト112.5mgカプセル

4490017M1079

4490017M1010

日医工

内

プランルカストカプセル225mg｢日医工｣

プランルカスト225mgカプセル

4490017M2024

4490017M2016

日医工

内

アモキシシリンカプセル125mg｢日医工｣

アモキシシリン125mgカプセル

6131001M1118

6131001M1010

日医工ファーマ

内

セフジトレンピボキシル細粒10%小児用｢日医工｣

セフジトレン ピボキシル100mg細粒

6132015C1090

6132015C1014

日医工ファーマ

内

セフジトレンピボキシル錠100mg｢日医工｣

セフジトレン ピボキシル100mg錠

6132015F1070

6132015F1010

日医工ファーマ
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内

ロキシスロマイシン錠150mg｢日医工｣

ロキシスロマイシン150mg錠

6149002F1185

6149002F1010

日医工ファーマ

内

クラリスロマイシン錠50mg小児用｢日医工｣

クラリスロマイシン50mg錠

6149003F1120

6149003F1015

日医工

内

クラリスロマイシン錠200mg｢日医工｣

クラリスロマイシン200mg錠

6149003F2143

6149003F2011

日医工

内

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩50mg錠

6152005F1117

6152005F1010

日医工ファーマ

内

ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩100mgカプセル

6152005M2090

6152005M2015

日医工ファーマ

内

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg｢日医工｣

サラゾスルファピリジン500mg腸溶錠

6219001H1072

6219001H1013

日医工ファーマ

内

サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg｢日医工｣

サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠

6219001H2060

6219001H2010

日医工ファーマ

内

アシクロビル顆粒40%｢日医工｣

アシクロビル40%顆粒

6250002D1210

6250002D1016

日医工

内

アシクロビル錠200mg｢日医工｣

アシクロビル200mg錠

6250002F1297

6250002F1017

日医工

内

アシクロビル錠400mg｢日医工｣

アシクロビル400mg錠

6250002F2293

6250002F2013

日医工

内

フルコナゾールカプセル50mg｢日医工｣

フルコナゾール50mgカプセル

6290002M1160

6290002M1011

日医工

内

フルコナゾールカプセル100mg｢日医工｣

フルコナゾール100mgカプセル

6290002M2166

6290002M2018

日医工

内

イトラコナゾール錠50mg｢日医工｣

イトラコナゾール50mg錠

6290004F1070

6290004F1011

日医工

内

イトラコナゾール錠100mg｢日医工｣

イトラコナゾール100mg錠

6290004F2069

6290004F2018

日医工

内

オーペグ配合内用剤

ナトリウム･カリウム配合散

7990100A1130

7990100A1017

日医工

注

プロポフォール1%静注50mL｢日医工｣

プロポフォール500mg50mL注射液

1119402A2100

1119402A2010

日医工

注

プロポフォール1%静注100mL｢日医工｣

プロポフォール1g100mL注射液

1119402A3050

1119402A3017

日医工

注

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩2mg2mL注射液

2149400A1124

2149400A1019

日医工

注

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩10mg10mL注射液

2149400A2147

2149400A2015

日医工

注

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩25mg25mL注射液

2149400A3038

2149400A3011

日医工

注

ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩10mg注射用

2171405D1051

2171405D1019

日医工ファーマ

注

ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用

2171405D2066

2171405D2015

日医工ファーマ

注

ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩250mg注射用

2171405D3097

2171405D3011

日医工ファーマ

注

ニコランジル点滴静注用2mg｢日医工｣

ニコランジル2mg注射用

2171406D1056

2171406D1013

日医工

注

ニコランジル点滴静注用12mg｢日医工｣

ニコランジル12mg注射用

2171406D2052

2171406D2010

日医工

注

ニコランジル点滴静注用48mg｢日医工｣

ニコランジル48mg注射用

2171406D3059

2171406D3016

日医工

注

アルプロスタジル注5μgシリンジ｢日医工｣

アルプロスタジル5μg1mLキット

2190406G1066

2190406G1015

日医工

注

アルプロスタジル注10μgシリンジ｢日医工｣

アルプロスタジル10μg2mLキット

2190406G2089

2190406G2011

日医工

注

アルガトロバン注射液10mg｢日医工｣

アルガトロバン10mg20mL注射液

2190408A1097

2190408A1011

日医工

注

ファモチジン注射用10mg｢日医工｣

ファモチジン10mg注射用

2325401D2066

2325401D2015

日医工

注

ファモチジン注射用20mg｢日医工｣

ファモチジン20mg注射用

2325401D3046

2325401D3011

日医工

注

20%ブドウ糖注｢日医工｣

ブドウ糖注射液

3231401H1025

3231401H1017

日医工

注

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL｢日医工｣

3334403A2143

3334403A2011

日医工

注

レボホリナート点滴静注用100mg｢日医工｣

レボホリナートカルシウム100mg注射用

3929407D2124

3929407D2019

日医工

注

レボホリナート点滴静注用50mg｢日医工｣

レボホリナートカルシウム50mg注射用

3929407D3023

3929407D3015

日医工

注

ガベキサートメシル酸塩静注用100mg｢日医工｣

ガベキサートメシル酸塩100mg注射用

3999403D1299

3999403D1019

日医工

注

ガベキサートメシル酸塩静注用500mg｢日医工｣

ガベキサートメシル酸塩500mg注射用

3999403D2104

3999403D2015

日医工

注

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg｢日医工｣

ナファモスタットメシル酸塩10mg注射用

3999407D1289

3999407D1017

日医工ファーマ

注

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg｢日医工｣

ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用

3999407D2293

3999407D2013

日医工ファーマ

注

ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg｢日医工｣

ナファモスタットメシル酸塩100mg注射用

3999407D3141

3999407D3010

日医工ファーマ

注

ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg｢日医工｣

精製ヒアルロン酸ナトリウム1%2.5mL注射液

3999408A1295

3999408A1015

日医工

注

オザグレルNa静注液80mg｢日医工｣

オザグレルナトリウム80mg8mL注射液

3999411A2056

3999411A2013

日医工

注

オザグレルNa静注液40mg｢日医工｣

オザグレルナトリウム40mg4mL注射液

3999411A9042

3999411A9018

日医工

注

オザグレルNa静注用20mg｢日医工｣

オザグレルナトリウム20mg注射用

3999411D1200

3999411D1013

日医工

注

シスプラチン注10mg｢日医工｣

シスプラチン10mg20mL注射液

4291401A1070

4291401A1011

日医工

注

シスプラチン注25mg｢日医工｣

シスプラチン25mg50mL注射液

4291401A2069

4291401A2018

日医工

注

シスプラチン注50mg｢日医工｣

シスプラチン50mg100mL注射液

4291401A3073

4291401A3014

日医工

注

カルボプラチン注射液50mg｢日医工｣

カルボプラチン50mg5mL注射液

4291403A1126

4291403A1010

日医工

注

カルボプラチン注射液450mg｢日医工｣

カルボプラチン450mg45mL注射液

4291403A3129

4291403A3013

日医工

注

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g｢日医工｣

バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用

6113400A1162

6113400A1014

日医工

ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン
国際単位注射液
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注

イセパマイシン硫酸塩注射液200mg｢日医工｣

イセパマイシン硫酸塩200mg2mL注射液

6123404A1108

6123404A1019

日医工

注

イセパマイシン硫酸塩注射液400mg｢日医工｣

イセパマイシン硫酸塩400mg2mL注射液

6123404A2082

6123404A2015

日医工

注

ピペラシリンナトリウム注射用1g｢日医工｣

ピペラシリンナトリウム1g注射用

6131403D1217

6131403D1012

日医工

注

ピペラシリンナトリウム注射用2g｢日医工｣

ピペラシリンナトリウム2g注射用

6131403D2213

6131403D2019

日医工

注

セフォチアム塩酸塩静注用0.5g｢日医工｣

セフォチアム塩酸塩500mg静注用

6132400F2161

6132400F2013

日医工ファーマ

注

セフォチアム塩酸塩静注用1g｢日医工｣

セフォチアム塩酸塩1g静注用

6132400F3184

6132400F3010

日医工ファーマ

注

セフォチアム静注用1gバッグ｢日医工｣

セフォチアム塩酸塩1gキット

6132400G3040

6132400G3015

日医工ファーマ

注

セファゾリンナトリウム注射用0.25g｢日医工｣

セファゾリンナトリウム250mg注射用

6132401D1061

6132401D1010

日医工

注

セファゾリンナトリウム注射用0.5g｢日医工｣

セファゾリンナトリウム500mg注射用

6132401D2122

6132401D2017

日医工

注

セファゾリンナトリウム注射用1g｢日医工｣

セファゾリンナトリウム1g注射用

6132401D3196

6132401D3013

日医工

注

セファゾリンナトリウム注射用2g｢日医工｣

セファゾリンナトリウム2g注射用

6132401D4192

6132401D4010

日医工

注

セフメタゾールナトリウム静注用0.25g｢日医工｣

セフメタゾールナトリウム250mg静注用

6132408F1056

6132408F1013

日医工ファーマ

注

セフメタゾールナトリウム静注用0.5g｢日医工｣

セフメタゾールナトリウム500mg静注用

6132408F2052

6132408F2010

日医工ファーマ

注

セフメタゾールナトリウム静注用1g｢日医工｣

セフメタゾールナトリウム1g静注用

6132408F3172

6132408F3016

日医工ファーマ

注

セフメタゾールナトリウム静注用2g｢日医工｣

セフメタゾールナトリウム2g静注用

6132408F4152

6132408F4012

日医工ファーマ

注

セフタジジム静注用0.5g｢日医工｣

セフタジジム500mg静注用

6132418F1130

6132418F1017

日医工

注

セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g｢日医工｣

セフトリアキソンナトリウム500mg静注用

6132419F1127

6132419F1011

日医工

注

セフトリアキソンナトリウム静注用1g｢日医工｣

セフトリアキソンナトリウム1g静注用

6132419F2140

6132419F2018

日医工

注

セフォン静注用0.5g

6139500F1105

6139500F1016

日医工

注

セフォン静注用1g

6139500F2063

6139500F2012

日医工

注

ピシリバクタ静注用0.75g

6139504F1103

6139504F1014

日医工

注

ピシリバクタ静注用1.5g

6139504F2037

6139504F2010

日医工

注

ピシリバクタ静注用3g

6139504F3068

6139504F3017

日医工

注

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩100mg静注用

6152401F1090

6152401F1014

日医工

注

アシクロビル点滴静注液250mg｢日医工｣

アシクロビル250mg注射液

6250401A1085

6250401A1018

日医工

注

フルコナゾール静注液50mg｢日医工｣

フルコナゾール0.1%50mL注射液

6290401A1137

6290401A1013

日医工

注

フルコナゾール静注液100mg｢日医工｣

フルコナゾール0.2%50mL注射液

6290401A2222

6290401A2010

日医工

注

フルコナゾール静注液200mg｢日医工｣

フルコナゾール0.2%100mL注射液

6290401A3210

6290401A3016

日医工

注

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg｢日医工｣

プロチレリン酒石酸塩0.5mg注射液

7223401A1139

7223401A1015

日医工

注

プロチレリン酒石酸塩注射液1mg｢日医工｣

プロチレリン酒石酸塩1mg1mL注射液

7223401A2097

7223401A2011

日医工

注

プロチレリン酒石酸塩注射液2mg｢日医工｣

プロチレリン酒石酸塩2mg1mL注射液

7223401A3115

7223401A3018

日医工

外

ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏25mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム25mgキット

1147700J4048

1147700J4013

日医工

外

ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏50mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム50mgキット

1147700J5044

1147700J5010

日医工

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg

フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL

｢日医工｣28噴霧用

点鼻液

1329707Q1238

1329707Q1017

日医工

1329707Q1246

1329707Q1017

日医工ファーマ

外

セフォペラゾンナトリウム･スルバクタムナトリウム
500mg静注用
セフォペラゾンナトリウム･スルバクタムナトリウム
1g静注用
アンピシリンナトリウム･スルバクタムナトリウム
0.75g静注用
アンピシリンナトリウム･スルバクタムナトリウム
1.5g静注用
アンピシリンナトリウム･スルバクタムナトリウム
3g静注用

フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL

外

フルチカゾン点鼻液50μg｢NikP｣28噴霧用

外

ツロブテロールテープ2mg｢日医工｣

ツロブテロール(2mg)貼付剤

2259707S3082

2259707S3015

日医工

外

インドメタシンゲル1%｢日医工｣

インドメタシン1%軟膏

2649719M1216

2649719M1011

日医工ファーマ

外

インドメタシンクリーム1%｢日医工｣

インドメタシン1%クリーム

2649719N1149

2649719N1017

日医工ファーマ

外

インドメタシン外用液1%｢日医工｣

インドメタシン1%液

2649719Q2109

2649719Q2010

日医工ファーマ

外

ケトプロフェンパップ30mg｢日医工｣

ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤

2649729S1197

2649729S1014

日医工

外

ケトプロフェンテープ20mg｢日医工｣

ケトプロフェン(20mg)7cm×10cm貼付剤

2649729S2126

2649729S2010

日医工

外

ケトプロフェンテープ40mg｢日医工｣

ケトプロフェン(40mg)10cm×14cm貼付剤

2649729S3114

2649729S3017

日医工

外

ジクロフェナクNaテープ15mg｢日医工｣

ジクロフェナクナトリウム(15mg)7cm×10cm貼付剤

2649734S1112

2649734S1015

日医工

外

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%｢日医工｣

テルビナフィン塩酸塩1%クリーム

2659710N1195

2659710N1012

日医工

点鼻液
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内

トアラセット配合錠｢EE｣

トラマドール塩酸塩･アセトアミノフェン錠

1149117F1047

1149117F1012

エルメッド

内

バルサルタン錠40mg｢EE｣

バルサルタン40mg錠

2149041F2060

2149041F2019

エルメッド

内

バルサルタン錠80mg｢EE｣

バルサルタン80mg錠

2149041F3066

2149041F3015

エルメッド

内

ナフトピジル錠75mg｢EE｣

ナフトピジル75mg錠

2590009F3040

2590009F3015

エルメッド

内

シロドシンOD錠2mg｢EE｣

シロドシン2mg口腔内崩壊錠

2590010F3042

2590010F3018

エルメッド

内

シロドシンOD錠4mg｢EE｣

シロドシン4mg口腔内崩壊錠

2590010F4049

2590010F4014

エルメッド

内

トリアゾラム錠0.125mg｢EMEC｣

トリアゾラム0.125mg錠

1124007F1046

1124007F1011

サンノーバ

内

トリアゾラム錠0.25mg｢EMEC｣

トリアゾラム0.25mg錠

1124007F2190

1124007F2018

サンノーバ

内

ブロチゾラムM錠0.25｢EMEC｣

ブロチゾラム0.25mg錠

1124009F1185

1124009F1010

サンノーバ

内

バルプロ酸ナトリウム細粒20%｢EMEC｣

バルプロ酸ナトリウム20%細粒

1139004C1049

1139004C1014

小林化工

内

バルプロ酸ナトリウム細粒40%｢EMEC｣

バルプロ酸ナトリウム40%細粒

1139004C2070

1139004C2010

小林化工

内

エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣

エチゾラム0.5mg錠

1179025F1182

1179025F1018

サンノーバ

内

エチゾラム錠0.25mg｢EMEC｣

エチゾラム0.25mg錠

1179025F3045

1179025F3010

サンノーバ

内

メニレット70%ゼリー20g

イソソルビド70%20gゼリー

2139001Q1020

2139001Q1012

三和化学

内

メニレット70%ゼリー30g

イソソルビド70%30gゼリー

2139001Q2027

2139001Q2019

三和化学

内

エナラプリルM錠2.5｢EMEC｣

エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠

2144002F1148

2144002F1016

サンノーバ

内

ドキサゾシン錠0.5mg｢EMEC｣

ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠

2149026F1123

2149026F1018

サンノーバ

内

ドキサゾシン錠1mg｢EMEC｣

ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠

2149026F2251

2149026F2014

サンノーバ

内

イソコロナールRカプセル20mg

硝酸イソソルビド20mg徐放カプセル

2171011N1122

2171011N1017

佐藤薬工

内

ベニジピン塩酸塩錠2mg｢OME｣

ベニジピン塩酸塩2mg錠

2171021F1075

2171021F1016

大原薬品

内

ベニジピン塩酸塩錠4mg｢OME｣

ベニジピン塩酸塩4mg錠

2171021F2110

2171021F2012

大原薬品

内

ベニジピン塩酸塩錠8mg｢OME｣

ベニジピン塩酸塩8mg錠

2171021F3124

2171021F3019

大原薬品

内

ムコブリン錠15mg

アンブロキソール塩酸塩15mg錠

2239001F1335

2239001F1017

龍角散

内

ブロスターM錠10

ファモチジン10mg錠

2325003F1148

2325003F1016

サンノーバ

内

ブロスターM錠20

ファモチジン20mg錠

2325003F2152

2325003F2012

サンノーバ

内

ファモチジンD錠10mg｢EMEC｣

ファモチジン10mg口腔内崩壊錠

2325003F3175

2325003F3019

サンノーバ

内

ファモチジンD錠20mg｢EMEC｣

ファモチジン20mg口腔内崩壊錠

2325003F4198

2325003F4015

サンノーバ

内

ドンペリドン錠5mg｢EMEC｣

ドンペリドン5mg錠

2399005F1183

2399005F1019

サンノーバ

内

ドンペリドン錠10mg｢EMEC｣

ドンペリドン10mg錠

2399005F2260

2399005F2015

サンノーバ

内

アルファカルシドールカプセル0.25μg｢EE｣

アルファカルシドール0.25μgカプセル

3112001M1275

3112001M1011

サンノーバ

内

グリベンクラミド錠1.25mg｢EMEC｣

グリベンクラミド1.25mg錠

3961003F1052

3961003F1010

サンノーバ

内

グリベンクラミド錠2.5mg｢EMEC｣

グリベンクラミド2.5mg錠

3961003F2199

3961003F2016

サンノーバ

内

ボグリボース錠0.2｢OME｣

ボグリボース0.2mg錠

3969004F1195

3969004F1012

大原薬品

内

ボグリボース錠0.3｢OME｣

ボグリボース0.3mg錠

3969004F2191

3969004F2019

大原薬品

内

プランルカスト錠112.5｢EK｣

プランルカスト112.5mg錠

4490017F1029

4490017F1010

小林化工

内

プランルカスト錠225｢EK｣

プランルカスト225mg錠

4490017F2025

4490017F2017

小林化工

内

セフジトレンピボキシル小児用細粒10%｢EMEC｣

セフジトレン ピボキシル100mg細粒

6132015C1057

6132015C1014

メディサ新薬

内

クラリスロマイシン錠50mg小児用｢EMEC｣

クラリスロマイシン50mg錠

6149003F1058

6149003F1015

メディサ新薬

内

クラリスロマイシン錠200mg｢EMEC｣

クラリスロマイシン200mg錠

6149003F2054

6149003F2011

メディサ新薬

外

硝酸イソソルビドテープ40mg｢EMEC｣

硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤

2171700S1133

2171700S1010

救急薬品工業

外

ビダラビン軟膏3%｢SW｣

ビダラビン3%軟膏

6250700M1243

6250700M1014

沢井製薬

内

プランルカスト錠112.5mg｢日医工｣

プランルカスト112.5mg錠

4490017F1061

4490017F1010

ヤクハン

内

プランルカスト錠225mg｢日医工｣

プランルカスト225mg錠

4490017F2068

4490017F2017

ヤクハン

外

消毒用イソプロパノール液50%｢ヤクハン｣

イソプロパノール50%液

2615701Q1457

2615701Q1015

ヤクハン

外

70%イソプロ液｢ヤクハン｣

イソプロパノール70%液

2615701Q2143

2615701Q2011

ヤクハン

外

エタノール｢ヤクハン｣

エタノール

2615702X1308

2615702X1014

ヤクハン

外

消毒用エタノール｢ヤクハン｣

消毒用エタノール

2615703X1310

2615703X1019

ヤクハン

外

無水エタノール｢ヤクハン｣

無水エタノール

2615704X1250

2615704X1013

ヤクハン
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薬剤区分

製品名

統一収載名

薬価基準収載医薬品コード
変更前

変更後

製造販売元

内

エスタゾラム錠1mg｢アメル｣

エスタゾラム1mg錠

1124001F1030

1124001F1014

共和薬品

内

エスタゾラム錠2mg｢アメル｣

エスタゾラム2mg錠

1124001F2037

1124001F2010

共和薬品

内

ドパコール配合錠L100

レボドパ･カルビドパL100錠

1169101F1170

1169101F1014

ダイト

内

ドパコール配合錠L250

レボドパ･カルビドパL250錠

1169101F2070

1169101F2010

ダイト

内

ドパコール配合錠L50

レボドパ･カルビドパL50錠

1169101F3033

1169101F3017

ダイト

内

カルベジロール錠10mg｢TCK｣

カルベジロール10mg錠

2149032F1145

2149032F1013

辰巳化学

内

カルボシステイン錠250mg｢ツルハラ｣

L-カルボシステイン250mg錠

2233002F1344

2233002F1018

鶴原製薬

内

ラビン錠50mg

ソファルコン50mg錠

2329011F1052

2329011F1010

辰巳化学

内

オザグレル錠200｢KN｣

オザグレル塩酸塩200mg錠

4490012F2049

4490012F2014

小林化工

注

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ｢NP｣

セファゾリンナトリウム1gキット

6132401G3087

6132401G3010

ニプロ

注

セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ｢NP｣

セフトリアキソンナトリウム1gキット

6132419G1033

6132419G1017

ニプロ

外

クロモグリク酸Na点鼻液2%｢杏林｣

クロモグリク酸ナトリウム190mg9.5mL点鼻液

1329700Q1244

1329700Q1015

外

ブセレリン点鼻液0.15%｢ILS｣

ブセレリン酢酸塩15.75mg10mL点鼻液

2499701R1087

2499701R1010

ＩＬＳ

外

フルオシノニド軟膏0.05%｢テイコク｣

フルオシノニド0.05%軟膏

2646708M1283

2646708M1011

帝國製薬

外

フルオシノニドクリーム0.05%｢テイコク｣

フルオシノニド0.05%クリーム

2646708N1319

2646708N1017

帝國製薬

外

デルスパート軟膏0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏

2646713M1179

2646713M1012

池田薬品工業

外

デルスパートクリーム0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム

2646713N1158

2646713N1018

池田薬品工業

クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏

2646713M1209

2646713M1012

前田薬品

クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム

2646713N1182

2646713N1018

前田薬品

外
外

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%
｢MYK｣
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム
0.05%｢MYK｣

キョーリン
リメディオ

外

クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%｢テイコク｣

クロベタゾン酪酸エステル0.05%軟膏

2646722M1178

2646722M1011

帝國製薬

外

プロメタゾン軟膏0.1%

デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏

2646726M1109

2646726M1010

池田薬品工業

外

プロメタゾンクリーム0.1%

デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム

2646726N1104

2646726N1015

池田薬品工業

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

軟膏0.05%｢MYK｣

0.05%軟膏

2646730M1075

2646730M1016

前田薬品

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

クリーム0.05%｢MYK｣

0.05%クリーム

2646730N1062

2646730N1011

前田薬品

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ローション0.05%｢MYK｣

0.05%ローション

2646730Q1050

2646730Q1018

前田薬品

モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%軟膏

2646731M1053

2646731M1010

前田薬品

モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%クリーム

2646731N1059

2646731N1016

前田薬品

2646731Q1055

2646731Q1012

前田薬品

2649734N1020

2649734N1011

帝國製薬

2649734S1040

2649734S1015

帝國製薬

外
外
外
外
外

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%
｢MYK｣
モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%
｢MYK｣
モメタゾンフランカルボン酸エステルローション

モメタゾンフランカルボン酸エステル0.1%

0.1%｢MYK｣

ローション

外

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%｢テイコク｣

ジクロフェナクナトリウム1%クリーム

外

ジクロフェナクナトリウムテープ15mg｢テイコク｣

外

ケトプロフェンパップ30mg｢ラクール｣

ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤

2649729S1162

2649729S1014

三友薬品

外

ケトプロフェンパップ60mg｢ラクール｣

ケトプロフェン(60mg)20cm×14cm貼付剤

2649729S4048

2649729S4013

三友薬品

外

フェルビナクローション3%｢ラクール｣

フェルビナク3%ローション

2649731Q1081

2649731Q1014

東光薬工

外

ジクロフェナクNaゲル1%｢ラクール｣

ジクロフェナクナトリウム1%ゲル

2649734Q1093

2649734Q1018

三友薬品

外

ジクロフェナクNaローション1%｢ラクール｣

ジクロフェナクナトリウム1%ローション

2649734Q2049

2649734Q2014

三友薬品

外

ケトコナゾールクリーム2%｢NR｣

ケトコナゾール2%クリーム

2655709N1088

2655709N1010

東光薬工

外

ケトコナゾール外用液2%｢NR｣

ケトコナゾール2%ローション

2655709Q1076

2655709Q1017

東光薬工

外

テルビナフィン塩酸塩外用液1%｢MYK｣

テルビナフィン塩酸塩1%液

2659710Q1124

2659710Q1019

前田薬品

外

ウリモックスクリーム10%

尿素10%クリーム

2669701N1060

2669701N1010

池田薬品工業

外

尿素クリーム10%｢日医工｣

尿素10%クリーム

2669701N1095

2669701N1010

池田薬品工業

外

ワイドコールクリーム20%

尿素20%クリーム

2669701N2059

2669701N2016

池田薬品工業

外

尿素クリーム20%｢日医工｣

尿素20%クリーム

2669701N2105

2669701N2016

池田薬品工業

外

アシクロビル軟膏5%｢ラクール｣

アシクロビル5%軟膏

6250701M1086

6250701M1019

東光薬工

外

アシクロビルクリーム5%｢ラクール｣

アシクロビル5%クリーム

6250701N1057

6250701N1014

東光薬工

外

ジクロフェナクナトリウム(15mg)7cm×10cm
貼付剤
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②統一名収載から銘柄名収載となる品目：12製品
薬剤区分

統一収載名

製品名

薬価基準収載医薬品コード
変更前

変更後

製造販売元

内

オルメサルタンメドキソミル５ｍｇ錠（２）

オルメサルタンOD錠5mg｢日医工｣

2149044F8010

2149044F8100

日医工

内

オキサトミド３０ｍｇ錠

オキサトミド錠30mg｢日医工｣

4490005F1018

4490005F1557

日医工

内

オキサトミド２％シロップ用

オキサトミドドライシロップ小児用2%｢日医工｣

4490005R1014

4490005R1421

日医工

内

セファクロル２５０ｍｇカプセル

セファクロルカプセル250mg｢日医工｣

6132005M1016

6132005M1237

日医工

内

セフジニル５０ｍｇカプセル

セフジニルカプセル50mg｢日医工｣

6132013M1010

6132013M1096

日医工

内

セフジニル１００ｍｇカプセル

セフジニルカプセル100mg｢日医工｣

6132013M2017

6132013M2114

日医工

内

ホスホマイシンカルシウム２５０ｍｇカプセル

ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg｢日医工｣

6135001M1010

6135001M1060

日医工

内

ホスホマイシンカルシウム５００ｍｇカプセル

ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg｢日医工｣

6135001M2016

6135001M2148

日医工

内

ホスホマイシンカルシウム４００ｍｇシロップ用

6135001R2013

6135001R2170

日医工

注

セフォタキシムナトリウム５００ｍｇ注射用

セフォタックス注射用0.5g

6132409D1017

6132409D1041

日医工サノフィ

注

セフォタキシムナトリウム１ｇ注射用

セフォタックス注射用1g

6132409D2013

6132409D2048

日医工サノフィ

外

次亜塩素酸ナトリウム１％液

ヤクラックスD液1%

2611700Q3014

2611700Q3030

ヤクハン

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%
｢日医工｣
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