2019 年 9 月

お得意様各位

薬価基準収載名及び薬価基準収載医薬品コード変更のご案内
謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、2019年8月19日付厚生労働省告示第87号により、同年10月1日より下記製品の収載方式が変更され、薬価
基準収載名及び薬価基準収載医薬品コードが変更になりますのでご案内申し上げます。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
謹白
記
1．銘柄別収載から統一名収載に変更となる品目（収載名の変更で販売名に変更はありません）
～9 月 30 日迄

10 月 1 日以降
薬価基準収載
医薬品コード

⇒

6250401F1260

⇒

イルベサルタン錠200mg「ニプロ」

2149046F3131

エダラボン点滴静注30mg「NP」

薬価基準収載
医薬品コード

個別医薬品
コード

アシクロビル250mg 注射用

6250401F1015

6250401F1260

⇒

イルベサルタン200mg 錠

2149046F3018

2149046F3131

1190401A1066

⇒

エダラボン30mg20mL 注射液

1190401A1015

1190401A1066

オルメサルタン錠5mg「ニプロ」

2149044F3159

⇒

オルメサルタンメドキソミル5mg 錠(1)

2149044F3019

2149044F3159

オルメサルタン錠10mg「ニプロ」

2149044F1148

⇒

オルメサルタンメドキソミル10mg 錠(1)

2149044F1016

2149044F1148

オルメサルタン錠20mg「ニプロ」

2149044F2144

⇒

オルメサルタンメドキソミル20mg 錠(1)

2149044F2012

2149044F2144

オルメサルタン錠40mg「ニプロ」

2149044F4155

⇒

オルメサルタンメドキソミル40mg 錠(1)

2149044F4015

2149044F4155

オルメサルタンOD 錠5mg「ニプロ」

2149044F8088

⇒

オルメサルタンメドキソミル5mg 錠(2)

2149044F8010

2149044F8088

オルメサルタンOD 錠10mg「ニプロ」

2149044F5100

⇒

オルメサルタンメドキソミル10mg 錠(2)

2149044F5011

2149044F5100

オルメサルタンOD 錠20mg「ニプロ」

2149044F6107

⇒

オルメサルタンメドキソミル20mg 錠(2)

2149044F6018

2149044F6107

オルメサルタンOD 錠40mg「ニプロ」

2149044F7090

⇒

オルメサルタンメドキソミル40mg 錠(2)

2149044F7014

2149044F7090

シチコリン注100mg／2mL「NP」

2190404A1340

⇒

シチコリン5％2mL 注射液

2190404A1013

2190404A1340

ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」

1190012F5080

⇒

ドネペジル塩酸塩10mg 錠(1)

1190012F5013

1190012F5080

6250401F1198

⇒

アシクロビル250mg 注射用

6250401F1015

6250401F1198

パロキセチン錠10mg「NP」

1179041F1130

⇒

パロキセチン塩酸塩10mg 錠

1179041F1017

1179041F1130

ピオグリタゾン錠15mg「NP」

3969007F1067

⇒

ピオグリタゾン塩酸塩15mg 錠

3969007F1016

3969007F1067

ピタバスタチンCa 錠1mg「NP」

2189016F1060

⇒

ピタバスタチンカルシウム1mg 錠(1)

2189016F1010

2189016F1060

ピタバスタチンCa 錠2mg「NP」

2189016F2067

⇒

ピタバスタチンカルシウム2mg 錠(1)

2189016F2016

2189016F2067

3112401A3053

⇒

マキサカルシトール10μg1mL 注射液

3112401A3010

3112401A3053

販売名（銘柄別収載）
アシクロビル点滴静注用250mg「FY」
（販売名変更品 旧ナタジール点滴静注用250mg）

ナタジール点滴静注用250mg
（販売名変更前品）

マキサカルシトール静注透析用10μg
「ニプロ」

統一名収載による
薬価基準収載名

1908CH

～9 月 30 日迄

10 月 1 日以降
薬価基準収載
医薬品コード

⇒

ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」

2189017F1243

ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」

薬価基準収載
医薬品コード

個別医薬品
コード

⇒ ロスバスタチンカルシウム2.5mg 錠(1)

2189017F1014

2189017F1243

2189017F2240

⇒ ロスバスタチンカルシウム5mg 錠(1)

2189017F2010

2189017F2240

ロスバスタチンOD 錠2.5mg「ニプロ」

2189017F3190

⇒ ロスバスタチンカルシウム2.5mg 錠(2)

2189017F3017

2189017F3190

ロスバスタチンOD 錠5mg「ニプロ」

2189017F4196

⇒ ロスバスタチンカルシウム5mg 錠(2)

2189017F4013

2189017F4196

販売名（銘柄別収載）

統一名収載による
薬価基準収載名

２．統一名収載から銘柄別収載に変更となる品目（収載名の変更で販売名に変更はありません）
～9 月 30 日迄

10 月 1 日以降

薬価基準収載
医薬品コード

個別医薬品
コード

⇒

アムロジピンベシル酸塩2.5mg 錠

2171022F1010

2171022F1126

⇒

アムロジピン錠2.5mg「NP」

2171022F1126

アンブロキソール塩酸塩15mg 錠

2239001F1017

2239001F1750

⇒

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」

2239001F1750

エタノール

2615702X1014

2615702X1251

⇒

エタノール「マルイシ」

2615702X1251

消毒用エタノール

2615703X1019

2615703X1558

⇒

消毒用エタノール「NP」

2615703X1558

生理食塩液5mL 注射液

3311401A1011

3311401A1100

⇒

生理食塩液「NP」(5mL)

3311401A1100

ブドウ糖20％20mL 注射液

3231401H1017

3231401H1289

⇒

ブドウ糖注20％「NP」

3231401H1289

無水エタノール

2615704X1013

2615704X1234

⇒

無水エタノール「マルイシ」

2615704X1234

メコバラミン0.5mg 錠

3136004F2014

3136004F2251

⇒

メコバラミン錠500μg「NP」

3136004F2251

統一名収載による
薬価基準収載名

販売名（銘柄別収載）

薬価基準収載
医薬品コード

以 上

1908CH

