
抗菌薬マスターデータベース － 各カラムの解説
物理カラム名 論理カラム名 例 詳細 データ型 桁数

1 ama_code 抗菌薬集計番号 J01F100000039002 抗菌薬マスターにおける一意な独自コード（16桁）
　ATC3(4桁)：ATCコードの変更は反映しません
＋区分(1桁)：内服=1、注射=2、外用=3、その他=4
＋ダミー(3桁)："000"固定
＋連番(7桁)
＋レセ電コード区分(1)：通常=1、包括=2、無し=0

文字列 16

2 hot13_code HOT13コード 1265910010101 HOTについて - MEDIS 文字列 13
3 pricing_code 薬価基準収載医薬品コード 6149003F2011 薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード（12桁） 文字列 12
4 yj_code 個別医薬品コード_YJコード 6149003F2259 統一名収載品目の商品に対して個別に付与されたコード（12桁） 文字列 12
5 receipt_code レセプト電算処理システムコード 622746200 品名ごとに付与されている厚生労働省の医薬品コード 文字列 9
6 announcement_name 告示名称 クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 文字列 －
7 brand_name 販売名 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

「フェルゼン」
文字列 －

8 receipt_drug_name レセプト電算処理システム医薬品名 クラリスロマイシン２００ｍｇ錠 文字列 －
9 generic_name_jpn 一般名称_日本語 クラリスロマイシン 薬価基準に掲載されている医薬品の成分名 文字列 －
10 abbreviation 略語 CAM 化学療法学会の用語集に記載されている略称

無いものは添付文書、メーカーHPなどを参考にAMRCRCで定義
文字列 (100)

11 standard_unit 規格単位 ２００ｍｇ１錠 薬価基準に掲載されている医薬品の規格 文字列 (100)
12 titer 力価 0.2 「規格単位」より換算した薬効成分の強度 数値 (11, 5)
13 titer_unit 力価単位 g 力価の単位 文字列 20
14 classification 区分 内服薬 投与経路の区分（内服薬、注射薬、外用薬、その他）

支払基金/レセ電 > 厚労/薬価収載 > MEDIS/HOT > WHO/ATC DDD
の優先度で判別

文字列 (20)

15 form 剤形 錠剤 区分と薬価基準収載医薬品コードから判別された剤形 文字列 (20)
16 atc2_code ATC2コード J01 WHO ATC/DDDに収載されるATCコード 文字列 3
17 atc3_code ATC3コード J01F 〃 文字列 4
18 atc4_code ATC4コード J01FA 〃 文字列 5
19 atc5_code ATC5コード J01FA09 〃 文字列 7
20 atc2_classification ATC2分類名 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC

USE
WHO ATC/DDDに収載される分類名

文字列 －

21 atc3_classification ATC3分類名 MACROLIDES, LINCOSAMIDES
AND STREPTOGRAMINS

〃
文字列 －

22 atc4_classification ATC4分類名 Macrolides 〃 文字列 －
23 atc5_classification ATC5分類名 clarithromycin 〃 文字列 －
24 atc2_classification_jpn ATC2分類名_日本語 全身用抗菌薬 ATCコードに対してAMRCRCが定義した日本語訳 文字列 －
25 atc3_classification_jpn ATC3分類名_日本語 マクロライド、リンコサミド、ストレ

プトグラミン系抗菌薬
〃

文字列 －

26 atc4_classification_jpn ATC4分類名_日本語 マクロライド 〃 文字列 －
27 atc5_classification_jpn ATC5分類名_日本語 クラリスロマイシン 〃 文字列 －
28 aware_classification AWaRe分類 Watch WHO AWaRe分類

（Access、Watch、Reserve、Not Recommended）
文字列 (20)

29 jddd JDDD 0.5 AMRCRCが定義したDDD 数値 (11, 5)
30 jddd_unit JDDD単位 g DDDの単位 文字列 (20)
31 ddd_who DDD_WHOCC 0.5 WHOが定義したDDD 数値 (11, 5)
32 ddd_who_unit DDD単位_WHOCC g DDDの単位 文字列 (20)
33 drug_price 薬価 26.4 薬価基準に掲載されている医薬品の価格 数値 (15, 4)
34 drug_price_date 薬価適応日 2020-12-11 厚生労働省、薬価基準収載品目リストのファイル公開日 日付 －
35 pack_unit 包装単位単位 錠 文字列 (40)
36 pack_total_unit 包装総量単位 錠 文字列 (40)
37 manufacturer 製造会社 フェルゼンファーマ 文字列 －
38 distributor 販売会社 フェルゼンファーマ 文字列 －
39 branded_generic_flag 後発品フラグ 1 薬価基準に掲載されている先発品以外を後発品(1)とする 論理値 －
40 remark 備考 文字列 －
41 medis_updated MEDIS_更新年月日 2020-03-31 日付 －
42 record_updated レコード更新年月日 2021-01-26 抗菌薬マスターのレコードが更新された日付 日付 －

※ ()内の数字は、最大桁数

更新日：2021-02-17

https://www2.medis.or.jp/master/hcode/
https://amrcrc.ncgm.go.jp/
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