2020 年 3 月
医療関係者 各位
共和薬品工業株式会社

薬価基準収載医薬品コード変更のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、令和 2 年 3 月 5 日付

厚生労働省告示第 60 号 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改

正する件」により、令和 2 年 4 月 1 日以降は、別表の品目につきまして、それぞれ銘柄別収載か
ら統一名収載に変更されますので、ご周知賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、統一名収載への変更後も、従来通り、薬価基準収載医薬品として継続してご使用いただけ
ます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
別表
薬価改正（令和 2 年 4 月 1 日実施）に伴い薬価基準収載医薬品コードが変更になる製品一覧
お問い合わせ先
共和薬品工業株式会社
〒530-0005 大阪市北区中之島 3-2-4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 27 階
お問い合わせ窓口 TEL：0120-041-189（フリーダイヤル）
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別表：薬価改正に伴い薬価基準収載医薬品コードが変更になる製品一覧
【銘柄別から統一名への収載の変更（令和 2 年 4 月以降）
】
製品名

薬価基準収載名

薬価基準収載
医薬品コード

アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」

アルファカルシドール０．２５μg 錠

3112001F1012

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメル」

アルプラゾラム０．４ｍｇ錠

1124023F1010

アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「アメル」

アルプラゾラム０．８ｍｇ錠

1124023F2017

アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」

アロプリノール１００ｍｇ錠

3943001F1012

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「アメル」

アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠

2239001F1017

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

2171011N1017

エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」

エスタゾラム１ｍｇ錠

1124001F1014

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」

エスタゾラム２ｍｇ錠

1124001F2010

エチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」

エチゾラム０．２５ｍｇ錠

1179025F3010

エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」

エチゾラム０．５ｍｇ錠

1179025F1018

エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」

エチゾラム１ｍｇ錠

1179025F2014

エナラート錠２．５ｍｇ

エナラプリルマレイン酸塩２．５ｍｇ錠

2144002F1016

エナラート錠５ｍｇ

エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠

2144002F2012

エパロースカプセル３００ｍｇ

イコサペント酸エチル３００ｍｇカプセル

3399004M1018

イコサペント酸エチル６００ｍｇ粒状カプ
エパロース粒状カプセル６００ｍｇ
セル
イコサペント酸エチル９００ｍｇ粒状カプ
エパロース粒状カプセル９００ｍｇ
セル

3399004M3010

3399004M4017

オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」

オメプラゾール１０ｍｇ腸溶錠

2329022H2015

オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」

オメプラゾール２０ｍｇ腸溶錠

2329022H1019

カルコーパ配合錠Ｌ１００

レボドパ・カルビドパＬ１００錠

1169101F1014

カルコーパ配合錠Ｌ２５０

レボドパ・カルビドパＬ２５０錠

1169101F2010

カルフィーナ錠０．２５μg

アルファカルシドール０．２５μg 錠

3112001F1012

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「アメル」

カルベジロール１．２５ｍｇ錠

2149032F3016

カルベジロール錠２．５ｍｇ「アメル」

カルベジロール２．５ｍｇ錠

2149032F4012

カルベジロール錠１０ｍｇ「アメル」

カルベジロール１０ｍｇ錠

2149032F1013

クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」

クアゼパム１５ｍｇ錠

1124030F1010

クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」

クアゼパム２０ｍｇ錠

1124030F2017

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」

クエチアピンフマル酸塩２５ｍｇ錠

1179042F1011

ケトコナゾールクリーム２％「ＭＹＫ」

ケトコナゾール２％クリーム

2655709N1010

ケトコナゾールローション２％「ＭＹＫ」

ケトコナゾール２％ローション

2655709Q1017

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ

セファクロル細粒

6132005C1010

ジクロフェナクナトリウム（１５ｍｇ）７ｃ
ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日医工」
ｍ×１０ｃｍ貼付剤
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2649734S1015

（続き）
製品名

薬価基準収載名

薬価基準収載
医薬品コード

スクロードパスタ

精製白糖・ポビドンヨード軟膏

2699801V1017

スルピリド細粒１０％「アメル」

スルピリド１０％細粒

2329009C2012

スルピリド細粒５０％「アメル」

スルピリド５０％細粒

2329009C3019

スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」

スルピリド１００ｍｇ錠

1179016F1019

スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」

スルピリド２００ｍｇ錠

1179016F2015

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」

スルピリド５０ｍｇ錠

2329009F1012

セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」

セレギリン塩酸塩２．５ｍｇ錠

1169010F1015

ゾテピン細粒１０％「アメル」

ゾテピン１０％細粒

1179024C1017

ゾテピン細粒５０％「アメル」

ゾテピン５０％細粒

1179024C2013

ゾテピン錠１００ｍｇ「アメル」

ゾテピン１００ｍｇ錠

1179024F3016

ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」

ゾテピン２５ｍｇ錠

1179024F1013

ゾテピン錠５０ｍｇ「アメル」

ゾテピン５０ｍｇ錠

1179024F2010

ゾニサミド散２０％「アメル」

ゾニサミド２０％散

1139005B1013

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」

ゾニサミド１００ｍｇ錠

1139005F1015

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」

タンドスピロンクエン酸塩１０ｍｇ錠

1129008F2019

タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「アメル」

タンドスピロンクエン酸塩２０ｍｇ錠

1129008F3015

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」

タンドスピロンクエン酸塩５ｍｇ錠

1129008F1012

チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」

チアプリド塩酸塩２５ｍｇ錠

1190004F1013

チアプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」

チアプリド塩酸塩５０ｍｇ錠

1190004F2010

チザニジン錠１ｍｇ「アメル」

チザニジン塩酸塩１ｍｇ錠

1249010F1018

チミペロン細粒１％「アメル」

チミペロン１％細粒

1179026C1016

チミペロン錠０．５ｍｇ「アメル」

チミペロン０．５ｍｇ錠

1179026F1012

チミペロン錠１ｍｇ「アメル」

チミペロン１ｍｇ錠

1179026F2019

チミペロン錠３ｍｇ「アメル」

チミペロン３ｍｇ錠

1179026F3015

テプレノン細粒１０％「アメル」

テプレノン１０％細粒

2329012C1018

ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「アメル」

ドキサゾシンメシル酸塩０．５ｍｇ錠

2149026F1018

ドキサゾシン錠１ｍｇ「アメル」

ドキサゾシンメシル酸塩１ｍｇ錠

2149026F2014

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」

ドネペジル塩酸塩１０ｍｇ口腔内崩壊錠

1190012F6010

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」

ドネペジル塩酸塩５ｍｇ口腔内崩壊錠

1190012F4017

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」

トラゾドン塩酸塩２５ｍｇ錠

1179037F1010

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」

トラゾドン塩酸塩５０ｍｇ錠

1179037F2017

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＦＹ」

トリアゾラム０．１２５ｍｇ錠

1124007F1011

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＦＹ」

トリアゾラム０．２５ｍｇ錠

1124007F2018

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「アメ

トリメブチンマレイン酸塩１００ｍｇ錠

ル」
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2399006F1013

（続き）
製品名

薬価基準収載名

薬価基準収載
医薬品コード

ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「アメル」

ドロキシドパ１００ｍｇカプセル

1169006M1018

ドロキシドパカプセル２００ｍｇ「アメル」

ドロキシドパ２００ｍｇカプセル

1169006M2014

ニセルゴリン錠５ｍｇ「アメル」

ニセルゴリン５ｍｇ錠

2190021F1011

バルプロ酸ナトリウム徐放Ｕ顆粒４０％「アメ

バルプロ酸ナトリウム４０％徐放顆粒

ル」

1139004D1010

バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「アメル」

バルプロ酸ナトリウム１００ｍｇ錠

1139004F1010

バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」

バルプロ酸ナトリウム２００ｍｇ錠

1139004F2017

ハルラック錠０．１２５ｍｇ

トリアゾラム０．１２５ｍｇ錠

1124007F1011

ハルラック錠０．２５ｍｇ

トリアゾラム０．２５ｍｇ錠

1124007F2018

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「アメル」

フルコナゾール１００ｍｇカプセル

6290002M2018

フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「アメル」

フルコナゾール５０ｍｇカプセル

6290002M1011

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」２８噴霧

フルチカゾンプロピオン酸エステル２．０

用

４ｍｇ４ｍＬ点鼻液

プルナクリーム２％

ケトコナゾール２％クリーム

2655709N1010

プルナローション２％

ケトコナゾール２％ローション

2655709Q1017

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」

フルニトラゼパム１ｍｇ錠

1124008F1016

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」

フルニトラゼパム２ｍｇ錠

1124008F2012

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」

ブロチゾラム０．２５ｍｇ口腔内崩壊錠

1124009F2017

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」

ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠

1124009F1010

ブロナンセリン錠２ｍｇ「アメル」

ブロナンセリン２ｍｇ錠

1179048F1019

ブロナンセリン錠８ｍｇ「アメル」

ブロナンセリン８ｍｇ錠

1179048F3011

ブロムペリドール細粒１％「アメル」

ブロムペリドール１％細粒

1179028C1015

ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」

ブロムペリドール１ｍｇ錠

1179028F1011

ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」

ブロムペリドール３ｍｇ錠

1179028F2018

ブロムペリドール錠６ｍｇ「アメル」

ブロムペリドール６ｍｇ錠

1179028F3014

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「アメル」

ベンズブロマロン５０ｍｇ錠

3949002F2017

ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「アメル」

ベンズブロマロン２５ｍｇ錠

3949002F1010

マイコゾールクリーム１％

ビホナゾール１％クリーム

2655708N1016

マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」

マプロチリン塩酸塩１０ｍｇ錠

1179008F1014

マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」

マプロチリン塩酸塩２５ｍｇ錠

1179008F2010

ミオリラーク錠５０ｍｇ

エペリゾン塩酸塩５０ｍｇ錠

1249009F1015

ミルタザピン錠１５ｍｇ「アメル」

ミルタザピン１５ｍｇ錠

1179051F1010

ミルタザピン錠３０ｍｇ「アメル」

ミルタザピン３０ｍｇ錠

1179051F2017

メシル酸ペルゴリド錠２５０μｇ「アメル」

ペルゴリドメシル酸塩２５０μg 錠

1169008F2014

メシル酸ペルゴリド錠５０μｇ「アメル」

ペルゴリドメシル酸塩５０μg 錠

1169008F1018
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1329707Q1017

（続き）
製品名

薬価基準収載名

薬価基準収載
医薬品コード

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「アメル」

ランソプラゾール１５ｍｇ腸溶カプセル

2329023M1011

リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．５ｍｇ口腔内崩壊錠

1179038F7013

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」

リスペリドン１ｍｇ口腔内崩壊錠

1179038F5010

リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」

リスペリドン３ｍｇ口腔内崩壊錠

1179038F8010

リスペリドン細粒１％「アメル」

リスペリドン１％細粒

1179038C1019

リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．５ｍｇ錠

1179038F4014

リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」

リスペリドン１ｍｇ錠

1179038F1015

リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」

リスペリドン３ｍｇ錠

1179038F3018

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「アメル」

リスペリドン０．１％液

1179038S1013

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．１％０．５ｍＬ液

1179038S2010

リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．１％１ｍＬ液

1179038S3016

リスペリドン内用液分包２ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．１％２ｍＬ液

1179038S4012

リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメル」

リスペリドン０．１％３ｍＬ液

1179038S5019

クロモグリク酸ナトリウム１％２ｍＬ吸入
リノジェット吸入液
液

2259701G1012

塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」

プロピベリン塩酸塩１０ｍｇ錠

2590007F1013

炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」

炭酸リチウム１００ｍｇ錠

1179017F1013

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「アメル」

炭酸リチウム２００ｍｇ錠

1179017F2010

以上
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