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薬価基準収載医薬品コード 

 

2022 年 3 月 4 日付 令和 4 年 厚生労働省告示第五十七号において、 

「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方式が

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、2022 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。 

2022 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：78 製品※ 

② 統一名収載から銘柄名収載となる品目：18 製品 

  

※製品数に誤記がありました。訂正してお詫びいたします。（2022/3/11 更新） 

（誤）80 製品 ⇒（正）78 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、2022 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 File No. GEC1114-02

＊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：78製品（※）

  ※製品数に誤記がありました。訂正してお詫びいたします。（誤）80製品⇒（正）78製品

  併せて『アレンドロン酸錠5mg｢NIG｣』『ミノドロン酸錠50mg｢NIG｣』を削除しました。 （2022/3/11更新）

変更前 変更後

内 ニトラゼパム錠5mg｢テバ｣ ニトラゼパム5mg錠 1124003F2290 1124003F2010 武田テバファーマ

内 アセトアミノフェン錠200mg｢武田テバ｣ アセトアミノフェン200mg錠 1141007F1217 1141007F1012 武田テバファーマ

内 メロキシカム錠5mg｢TYK｣ メロキシカム5mg錠 1149035F1098 1149035F1012 武田テバ薬品

内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢TYK｣ フルボキサミンマレイン酸塩25mg錠 1179039F1192 1179039F1010 武田テバ薬品

内 ミルナシプラン塩酸塩錠15mg｢サワイ｣ ミルナシプラン塩酸塩15mg錠 1179040F1098 1179040F1012 沢井製薬

内 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg｢サワイ｣ ミルナシプラン塩酸塩12.5mg錠 1179040F3040 1179040F3015 沢井製薬

内 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg｢サワイ｣ ミルナシプラン塩酸塩50mg錠 1179040F4038 1179040F4011 沢井製薬

内 クエチアピン錠25mg｢サワイ｣ クエチアピンフマル酸塩25mg錠 1179042F1119 1179042F1011 沢井製薬

内 フロセミド錠20mg｢武田テバ｣ フロセミド20mg錠 2139005F1109 2139005F1010 武田テバファーマ

内 フロセミド錠40mg｢武田テバ｣ フロセミド40mg錠 2139005F2466 2139005F2016 武田テバファーマ

内 フロセミド錠10mg｢武田テバ｣ フロセミド10mg錠 2139005F3055 2139005F3012 武田テバファーマ

内 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg｢TYK｣ イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 2144008F1072 2144008F1013 武田テバ薬品

内 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg｢テバ｣ イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 2144008F1200 2144008F1013 武田テバファーマ

内 イミダプリル塩酸塩錠5mg｢TYK｣ イミダプリル塩酸塩5mg錠 2144008F2079 2144008F2010 武田テバ薬品

内 イミダプリル塩酸塩錠5mg｢テバ｣ イミダプリル塩酸塩5mg錠 2144008F2206 2144008F2010 武田テバファーマ

内 イミダプリル塩酸塩錠10mg｢TYK｣ イミダプリル塩酸塩10mg錠 2144008F3075 2144008F3016 武田テバ薬品

内 イミダプリル塩酸塩錠10mg｢テバ｣ イミダプリル塩酸塩10mg錠 2144008F3202 2144008F3016 武田テバファーマ

内 シルニジピン錠5mg｢タイヨー｣ シルニジピン5mg錠 2149037F1067 2149037F1016 武田テバファーマ

内 シルニジピン錠10mg｢タイヨー｣ シルニジピン10mg錠 2149037F2063 2149037F2012 武田テバファーマ

内 シルニジピン錠20mg｢テバ｣ シルニジピン20mg錠 2149037F3060 2149037F3019 武田テバファーマ

内 アゼルニジピン錠8mg｢テバ｣ アゼルニジピン8mg錠 2149043F1119 2149043F1011 武田テバ薬品

内 ベラパミル塩酸塩錠40mg｢タイヨー｣ ベラパミル塩酸塩40mg錠 2171008F1088 2171008F1010 武田テバファーマ

内 アムロジピン錠2.5mg｢TYK｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 2171022F1177 2171022F1010 コーアバイオテックベイ

内 アムロジピン錠2.5mg｢タイヨー｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 2171022F1304 2171022F1010 大興製薬

内 アムロジピン錠2.5mg｢QQ｣ アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 2171022F1436 2171022F1010 救急薬品工業

内 プラバスタチンＮａ錠5mg｢テバ｣ プラバスタチンナトリウム5mg錠 2189010F1454 2189010F1012 武田テバファーマ

内 フルバスタチン錠10mg｢タイヨー｣ フルバスタチンナトリウム10mg錠 2189012F1054 2189012F1011 武田テバファーマ

内 フルバスタチン錠20mg｢タイヨー｣ フルバスタチンナトリウム20mg錠 2189012F2050 2189012F2018 武田テバファーマ

内 フルバスタチン錠30mg｢タイヨー｣ フルバスタチンナトリウム30mg錠 2189012F3057 2189012F3014 武田テバファーマ

内 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg｢TC｣ トコフェロールニコチン酸エステル200mgカプセル 2190006M2241 2190006M2012 東洋カプセル

内 カルボシステインシロップ小児用5％｢テバ｣ L-カルボシステイン5％シロップ 2233002Q1132 2233002Q1019 武田テバファーマ

内 ラフチジン錠5mg｢テバ｣ ラフチジン5mg錠 2325006F1095 2325006F1010 武田テバ薬品

内 レバミピド錠100mg｢TYK｣ レバミピド100mg錠 2329021F1170 2329021F1013 武田テバ薬品

内 センノシド錠12mg｢武田テバ｣ センノシド12mg錠 2354003F2448 2354003F2014 武田テバ薬品

内 ウルソデオキシコール酸錠50mg｢テバ｣ ウルソデオキシコール酸50mg錠 2362001F1134 2362001F1010 武田テバファーマ

内 ウルソデオキシコール酸錠100mg｢テバ｣ ウルソデオキシコール酸100mg錠 2362001F2246 2362001F2017 武田テバファーマ

内 メトクロプラミド錠5mg｢テバ｣ メトクロプラミド5mg錠 2399004F1243 2399004F1014 武田テバファーマ

内 イトプリド塩酸塩錠50mg｢サワイ｣ イトプリド塩酸塩50mg錠 2399008F1110 2399008F1012 沢井製薬

内 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg｢武田テバ｣ モサプリドクエン酸塩2.5mg錠 2399010F1290 2399010F1010 武田テバファーマ

内 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢武田テバ｣ モサプリドクエン酸塩5mg錠 2399010F2296 2399010F2016 武田テバファーマ

内 カリジノゲナーゼ錠50単位｢テバ｣ カリジノゲナーゼ50単位錠 2491001F6214 2491001F6010 武田テバファーマ

内 ナフトピジルOD錠25mg｢テバ｣ ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠 2590009F6162 2590009F6014 武田テバファーマ

内 リマプロストアルファデクス錠5μg｢テバ｣ リマプロスト アルファデクス5μg錠 3399003F1138 3399003F1014 武田テバファーマ

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



変更前 変更後

内 サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢テバ｣ サルポグレラート塩酸塩50mg錠 3399006F1298 3399006F1018 武田テバファーマ

内 サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢テバ｣ サルポグレラート塩酸塩100mg錠 3399006F2294 3399006F2014 武田テバファーマ

内 バッサミン配合錠A81 アスピリン・ダイアルミネートA81錠 3399100F1108 3399100F1019 武田テバファーマ

内 グリメピリド錠1mg｢TYK｣ グリメピリド1mg錠 3961008F1349 3961008F1012 武田テバ薬品

内 グリメピリド錠3mg｢TYK｣ グリメピリド3mg錠 3961008F2345 3961008F2019 武田テバ薬品

内 グリメピリド錠0.5mg｢TYK｣ グリメピリド0.5mg錠 3961008F3112 3961008F3015 武田テバ薬品

内 グリメピリドOD錠1mg｢テバ｣ グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 3961008F4089 3961008F4011 武田テバファーマ

内 グリメピリドOD錠3mg｢テバ｣ グリメピリド3mg口腔内崩壊錠 3961008F5085 3961008F5018 武田テバファーマ

内 グリメピリドOD錠0.5mg｢テバ｣ グリメピリド0.5mg口腔内崩壊錠 3961008F6073 3961008F6014 武田テバファーマ

内 メトホルミン塩酸塩錠250mg｢SN｣ メトホルミン塩酸塩250mgGL錠 3962002F1110 3962002F1012 シオノケミカル

内 ナテグリニド錠30mg｢テバ｣ ナテグリニド30mg錠 3969006F1054 3969006F1011 武田テバ薬品

内 アレンドロン酸錠5mg｢テバ｣ アレンドロン酸ナトリウム5mg錠 3999018F1161 3999018F1013 武田テバファーマ

内 ミノドロン酸錠50mg｢武田テバ｣ ミノドロン酸50mg錠 3999026F2081 3999026F2014 武田テバファーマ

内 メキタジン錠3mg｢タイヨー｣ メキタジン3mg錠 4413004F1219 4413004F1014 武田テバファーマ

内 オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg｢テバ｣ オロパタジン塩酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 4490025F3069 4490025F3018 武田テバ薬品

内 セフィキシム細粒小児用5％｢武田テバ｣ セフィキシム50mg細粒 6132008C1081 6132008C1014 武田テバファーマ

内 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg｢タイヨー｣ トスフロキサシントシル酸塩75mg錠 6241010F1101 6241010F1012 武田テバファーマ

内 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg｢タイヨー｣ トスフロキサシントシル酸塩150mg錠 6241010F2108 6241010F2019 武田テバファーマ

注 タイオゼット注2mL サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合2mL注射液 1149502A1097 1149502A1011 武田テバファーマ

注 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg｢タイヨー｣ ドパミン塩酸塩200mg10mL注射液 2119402A4182 2119402A4018 武田テバファーマ

注 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ｢武田テバ｣ ドパミン塩酸塩0.3％200mLキット 2119402P2115 2119402P2018 武田テバ薬品

注 フロセミド注20mg｢武田テバ｣ フロセミド20mg注射液 2139401A2226 2139401A2013 武田テバファーマ

注 メトクロプラミド注10mg｢テバ｣ 塩酸メトクロプラミド0.5％2mL注射液 2399401A1130 2399401A1016 武田テバファーマ

注 L-アスパラギン酸Ｋ点滴静注液10ｍEq｢タイヨー｣ L-アスパラギン酸カリウム17.12％10mL注射液 3229401A1134 3229401A1010 武田テバファーマ

注 生食注シリンジ｢テバ｣10mL 生理食塩液10mLキット 3311402G7092 3311402G7017 武田テバファーマ

注 生食注シリンジ｢NIG｣10mL 生理食塩液10mLキット 3311402G7106 3311402G7017 日医工岐阜工場

注 生食注シリンジ｢テバ｣5mL 生理食塩液5mLキット 3311402P2090 3311402P2015 武田テバファーマ

注 生食注シリンジ｢NIG｣5mL 生理食塩液5mLキット 3311402P2104 3311402P2015 日医工岐阜工場

注 トラネキサム酸注射液1000mg｢テバ｣ トラネキサム酸10％10mL注射液 3327401A4282 3327401A4010 武田テバファーマ

注 エトポシド点滴静注100mg｢タイヨー｣ エトポシド100mg5mL注射液 4240403A2085 4240403A2018 武田テバファーマ

注 テイコプラニン点滴静注用200mg｢テバ｣ テイコプラニン200mg注射用 6119401D1175 6119401D1019 武田テバファーマ

注 セフメタゾールNa静注用1g｢テバ｣ セフメタゾールナトリウム1g静注用 6132408F3180 6132408F3016 武田テバファーマ

注 メロペネム点滴静注用0.25g｢タイヨー｣ メロペネム250mg注射用 6139400D1041 6139400D1017 武田テバファーマ

注 メロペネム点滴静注用0.5g｢タイヨー｣ メロペネム500mg注射用 6139400D2048 6139400D2013 武田テバファーマ

外 クリンダマイシンゲル1％｢タイヨー｣ クリンダマイシンリン酸エステル1％ゲル 2634713M1046 2634713M1011 武田テバファーマ

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



②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

内 ロフラゼプ酸エチル2mg錠 ロフラゼプ酸エチル錠2mg｢SN｣ 1124029F2014 1124029F2111 シオノケミカル

内 ロスバスタチンカルシウム2.5mg錠 ロスバスタチン錠2.5mg｢武田テバ｣ 2189017F1014 2189017F1200 武田テバ薬品

内 ロスバスタチンカルシウム5mg錠 ロスバスタチン錠5mg｢武田テバ｣ 2189017F2010 2189017F2207 武田テバ薬品

内 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合錠 エルサメットS配合錠 2590100X2011 2590100X2062 武田テバファーマ

内 バンコマイシン塩酸塩500mg散 バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢タイヨー｣ 6113001B1011 6113001B1100 武田テバファーマ

注 ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg｢タイヨー｣ 2119402A1019 2119402A1361 日医工岐阜工場

注 ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg｢NIG｣ 2119402A1019 2119402A1477 日医工岐阜工場

注 ドパミン塩酸塩50mg2.5mL注射液 ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg｢NIG｣ 2119402A3011 2119402A3178 日医工岐阜工場

注 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合2mLキット メドレニック注シリンジ 3229501G1011 3229501G1046 武田テバファーマ

注 アルベカシン硫酸塩75mg1.5mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液75mg｢テバ｣ 6119400A1018 6119400A1115 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩75mg1.5mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液75mg｢NIG｣ 6119400A1018 6119400A1123 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩100mg2mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液100mg｢テバ｣ 6119400A2014 6119400A2111 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩100mg2mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液100mg｢NIG｣ 6119400A2014 6119400A2120 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩25mg0.5mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液25mg｢テバ｣ 6119400A3010 6119400A3088 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩25mg0.5mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液25mg｢NIG｣ 6119400A3010 6119400A3096 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩200mg4mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液200mg｢テバ｣ 6119400A4017 6119400A4076 日医工岐阜工場

注 アルベカシン硫酸塩200mg4mL注射液 アルベカシン硫酸塩注射液200mg｢NIG｣ 6119400A4017 6119400A4084 日医工岐阜工場

外 フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL点鼻液 フルチカゾン点鼻液50μg｢武田テバ｣28噴霧用 1329707Q1017 1329707Q1270 武田テバ薬品

薬剤区分 統一収載名 製品名
薬価基準収載医薬品コード

製造販売元


