
全562品目
院外一般名処方できる医薬品  2022/1/1

多摩総合医療センター 薬剤科DI室
診療科限定 他 一般名 先発医薬品名 規格 加算対象

【般】亜鉛華単軟膏１０％ - １０ｇ 加算1
【般】アクタリット錠１００ｍｇ モーバー錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アシクロビル錠２００ｍｇ ゾビラックス錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ ジスロマック錠250mg ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アジルサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠 ザクラス配合錠HD １錠 加算1,2
【般】アスピリン８１ｍｇ・ダイアルミネート配合錠 - ８１ｍｇ１錠 加算1
【般】アスピリン腸溶錠１００ｍｇ - １００ｍｇ１錠 加算1
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤 - ０．１％１ｇ 加算1
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ含嗽用液４％ - ４％１ｍＬ 加算1
【般】アズレンスルホン酸Ｎａ点眼液０．０２％５ｍＬ - ０．０２％５ｍＬ１瓶 加算1

【般】アセトアミノフェン坐剤２００ｍｇ
アルピニー坐剤200
アンヒバ坐剤小児用200mg(院外採用なし)
カロナール坐剤200 (院外採用なし)

２００ｍｇ１個 加算1,2

【般】アセトアミノフェン細粒２０％ - ２０％１ｇ 加算1
【般】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ - ２００ｍｇ１錠 加算1
【般】アセトアミノフェン錠３００ｍｇ - ３００ｍｇ１錠 加算1
【般】アセトアミノフェン錠５００ｍｇ - ５００ｍｇ１錠 加算1
【般】アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ アゼプチン錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アゼルニジピン錠８ｍｇ カルブロック錠8mg ８ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アゾセミド錠３０ｍｇ ダイアート錠30mg ３０ｍｇ１錠 加算1,2

【10g】 【般】アダパレンゲル０．１％ ディフェリンゲル0.1% ０．１％１ｇ 加算1,2
【般】ＡＴＰ錠２０ｍｇ デホスコーワ腸溶錠20 ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アテノロール錠２５ｍｇ テノーミン錠25 ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アテノロール錠５０ｍｇ テノーミン錠50 ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アトモキセチンカプセル１０ｍｇ ストラテラカプセル10mg １０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】アトモキセチンカプセル４０ｍｇ ストラテラカプセル40mg ４０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ リピトール錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ リピトール錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アナストロゾール錠１ｍｇ アリミデックス錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アプレピタントカプセル１２５ｍｇ イメンドカプセル125mg １２５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】アプレピタントカプセル８０ｍｇ イメンドカプセル80mg ８０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】アプレピタントカプセルセット（８０ｍｇ・１２５ｍｇ） イメンドカプセルセット １セット 加算1,2
【般】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ シンメトレル錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ アンカロン錠100 １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ アムロジンOD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ アムロジン錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ サワシリンカプセル250 ２５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】アモキシシリン細粒２０％ - ２００ｍｇ１ｇ 加算1
【般】アリピプラゾール錠１２ｍｇ エビリファイ錠12mg １２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アリピプラゾール錠３ｍｇ エビリファイ錠3mg ３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アリピプラゾール錠６ｍｇ エビリファイ錠6mg ６ｍｇ１錠 加算1,2

【5g】 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％ アルメタ軟膏 ０．１％１ｇ 加算1,2
【般】アルジオキサ錠１００ｍｇ - １００ｍｇ１錠 加算1
【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ アルファロールカプセル1µg １μｇ１カプセル 加算1,2
【般】アルファカルシドール錠０．２５μｇ ワンアルファ錠0.25µg ０．２５μｇ１錠 加算1,2
【般】アルファカルシドール錠０．５μｇ ワンアルファ錠0.5µg ０．５μｇ１錠 加算1,2
【般】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ コンスタン0.4mg錠、ソラナックス0.4mg錠 ０．４ｍｇ１錠 加算1,2

【週一回】 【般】アレンドロン酸錠３５ｍｇ ボナロン錠35mg ３５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アレンドロン酸錠５ｍｇ ボナロン錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(院外採用なし) ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アロプリノール錠１００ｍｇ ザイロリック錠100 １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ ムコソルバン錠15mg １５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ エパデールS600 ６００ｍｇ１包 加算1,2
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ エパデールS900 ９００ｍｇ１包 加算1,2
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【般】イソコナゾール硝酸塩腟錠３００ｍｇ アデスタン膣錠300mg ３００ｍｇ１個 加算1,2
【般】イソソルビド経口液７０％１ｍＬ イソバイドシロップ70％ ７０％１ｍＬ 加算1,2
【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒４．７４ｇ リーバクト配合顆粒(製剤量異なる) ４．７４ｇ１包 加算1
【般】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ アイトロール錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ イトリゾールカプセル50 ５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】イトラコナゾール経口液１％ イトリゾール内用液1% １％１ｍＬ 加算1,2
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ セロクラール錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イマチニブ錠１００ｍｇ グリベック錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イミダフェナシン錠０．１ｍｇ ウリトス錠0.1mg ０．１ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ タナトリル錠2.5 ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ タナトリル錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠２ｍｇ ガスロンN・OD錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】イルベサルタン・アムロジピン１０ｍｇ配合錠 アイミクス配合錠HD １錠 加算1,2
【般】イルベサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠 アイミクス配合錠LD １錠 加算1,2
【般】イルベサルタン錠１００ｍｇ イルベタン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】インドメタシンクリーム１％ インテバン外用液1％ １％１ｇ 加算1,2

【7枚1袋】 【般】インドメタシンパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） - １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1
【般】インドメタシン外用液１％ インテバンクリーム1％ １％１ｍＬ 加算1,2
【般】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ ウルソ錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ ウルソ錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ アロマシン錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エスゾピクロン錠１ｍｇ ルネスタ錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エスゾピクロン錠３ｍｇ ルネスタ錠3mg ３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エスタゾラム錠２ｍｇ ユーロジン2mg錠 ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エゼチミブ錠１０ｍｇ ゼチーア錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ デパス錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エチゾラム錠１ｍｇ デパス錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エトドラク錠２００ｍｇ オステラック錠200、ハイペン錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ レニベース錠2.5 ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ レニベース錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エバスチン錠１０ｍｇ エバステル錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エバスチン錠５ｍｇ エバステル錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エパルレスタット錠５０ｍｇ キネダック錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ アレジオン錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ アレジオン錠20 ２０ｍｇ１錠 加算1,2

【5mL】 【般】エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％ アレジオン点眼液0.05% ０．０５％１ｍＬ 加算1,2
【5mL】 【般】ＦＡＤ点眼液０．０５％ フラビタン点眼液0.05% ０．０５％５ｍＬ１瓶 加算1,2

【般】ＦＡＤ錠５ｍｇ - ５ｍｇ１錠 加算1
【般】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ ミオナール錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ アスパラ-CA錠200 １錠 加算1
【般】Ｌ－システイン錠８０ｍｇ ハイチオール錠80mg ８０ｍｇ１錠 加算1
【般】エルデカルシトールカプセル０．５μｇ エディロールカプセル0.5μg ０．５μｇ１カプセル 加算1,2
【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ エディロールカプセル0.75μg ０．７５μｇ１カプセル 加算1,2
【般】エレトリプタン錠２０ｍｇ レルパックス錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ - ６００ｍｇ１錠 加算1
【般】エンタカポン錠１００ｍｇ コムタン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】エンテカビル錠０．５ｍｇ バラクルード錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ - ２０ｍｇ１カプセル 加算1
【般】オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ - ５ｍｇ１カプセル 加算1
【般】オキシコドン徐放錠２０ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンTR錠20mg (院外採用なし) ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オキシコドン徐放錠４０ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンTR錠40mg (院外採用なし) ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オキシコドン徐放錠５ｍｇ（乱用防止製剤） オキシコンチンTR錠5mg (院外採用なし) ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ ポラキス錠2 ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ ポラキス錠3 ３ｍｇ１錠 加算1,2
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【般】オザグレル塩酸塩錠２００ｍｇ ドメナン錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ タミフルカプセル75 ７５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】オメプラゾール錠１０ｍｇ オメプラール錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オメプラゾール錠２０ｍｇ オメプラール錠20 (院外採用なし) ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オーラノフィン錠３ｍｇ - ３ｍｇ１錠 加算1
【般】オランザピン錠１０ｍｇ ジプレキサ錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オランザピン錠２．５ｍｇ ジプレキサ錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オランザピン錠５ｍｇ ジプレキサ錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠１０ｍｇ オルメテックOD錠10mg(院外採用なし) １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠２０ｍｇ オルメテックOD錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠４０ｍｇ オルメテックOD錠40mg(院外採用なし) ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠５ｍｇ オルメテックOD錠5mg(院外採用なし) ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ アレロックOD錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カプトプリル錠１２．５ｍｇ カプトリル錠12.5mg １２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カペシタビン錠３００ｍｇ ゼローダ錠300 ３００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カベルゴリン錠１ｍｇ カバサール錠1.0mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ カバサール錠0.25mg ０．２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ フオイパン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠４ｍｇ レミニールOD錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カルシトリオールカプセル０．２５μｇ ロカルトロールカプセル0.25 ０．２５μｇ１カプセル 加算1,2

【5mL】 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％（非持続性） ミケラン点眼液2% ２％１ｍＬ 加算1,2
【2.5mL】 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液２％（持続性） ミケランLA点眼液2% ２％１ｍＬ 加算1,2

【般】カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ アドナ錠30mg ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カルバマゼピン錠２００ｍｇ テグレトール錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2

【30mL1瓶】 【般】カルプロニウム塩化物外用液５％ フロジン外用液5% ５％１ｍＬ 加算1
【般】カルベジロール錠１０ｍｇ アーチスト錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カルベジロール錠２．５ｍｇ アーチスト錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カルボシステインシロップ用５０％ ムコダインDS50％ ５０％１ｇ 加算1,2
【般】カルボシステイン錠２５０ｍｇ ムコダイン錠250mg ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ ムコダイン錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ レナルチン腸溶錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1
【般】カンデサルタン・アムロジピン５ｍｇ配合錠 ユニシア配合錠HD １錠 加算1,2
【般】カンデサルタン８ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠 エカード配合錠HD １錠 加算1,2
【般】カンデサルタン錠１２ｍｇ ブロプレス錠12mg １２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カンデサルタン錠２ｍｇ ブロプレス錠2 ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カンデサルタン錠４ｍｇ ブロプレス錠4 ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】カンデサルタン錠８ｍｇ ブロプレス錠8 ８ｍｇ１錠 加算1,2
【般】球形吸着炭カプセル２００ｍｇ クレメジンカプセル200mg ２００ｍｇ１カプセル 加算1,2

【2g】 【般】球形吸着炭細粒 クレメジン細粒分包2g １ｇ 加算1,2
【般】クアゼパム錠１５ｍｇ ドラール錠15 １５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クエチアピン錠１００ｍｇ セロクエル100mg錠 １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クエチアピン錠２００ｍｇ セロクエル200mg錠 ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クエチアピン錠２５ｍｇ セロクエル25mg錠 ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠５０ｍｇ（鉄として） フェロミア錠50mg 鉄５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 ウラリット配合錠 １錠 加算1,2
【般】グラニセトロン経口ゼリー１ｍｇ - １ｍｇ１包 加算1
【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％ クラリスドライシロップ10％小児用 １００ｍｇ１ｇ 加算1,2
【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ クラリス錠200 ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】グリクラジド錠２０ｍｇ グリミクロンHA錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】グリクラジド錠４０ｍｇ グリミクロン錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】グリメピリド錠０．５ｍｇ アマリール0.5mg錠 ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】グリメピリド錠１ｍｇ アマリール1mg錠 １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】グリメピリド錠３ｍｇ アマリール3mg錠 ３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】クレンブテロール塩酸塩錠１０μｇ スピロペント錠10μg １０μｇ１錠 加算1,2
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【般】クロチアゼパム錠５ｍｇ リーゼ錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【10g】 【般】クロトリマゾールクリーム１％ エンペシドクリーム1% １％１ｇ 加算1,2

【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠 コンプラビン配合錠 １錠 加算1,2
【般】クロピドグレル錠７５ｍｇ プラビックス錠75mg ７５ｍｇ１錠 加算1,2

【5g】 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％ デルモベートクリーム0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2
【10g】 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液０．０５％ デルモベートスカルプローション0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2
【5g】 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％ デルモベート軟膏0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2

【般】クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％ インタール点鼻液2% (院外採用なし) １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 加算1
【般】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％ インタール吸入液1% １％２ｍＬ１管 加算1,2
【般】クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％５ｍＬ インタール点眼液2% １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 加算1

【10g】 【般】ケトコナゾール外用液２％ ニゾラールローション2% ２％１ｇ 加算1,2
【10g】 【般】ケトコナゾールクリーム２％ ニゾラールクリーム2% ２％１ｇ 加算1,2
【5mL】 【般】ケトチフェン点眼液０．０５％５ｍＬ ザジテン点眼液0.05% ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 加算1,2

【7枚1袋】 【般】ケトプロフェンテープ２０ｍｇ（７×１０ｃｍ非温感） モーラステープ20mg ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 加算1,2
【7枚1袋】 【般】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） モーラステープL40mg １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2
【6枚1袋】 【般】ケトプロフェンパップ３０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） ミルタックスパップ30mg １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2

【般】ケトプロフェンパップ６０ｍｇ（２０×１４ｃｍ非温感） モーラスパップ60mg ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2
【般】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ イレッサ錠250 ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】コンドロイチン硫酸エステルＮａ点眼液３％５ｍＬ - ３％５ｍＬ１瓶 加算1
【般】サナクターゼ５０ｍｇ等消化酵素配合錠 - １錠 加算1
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ アザルフィジンEN錠250mg ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ アザルフィジンEN錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】サリチル酸軟膏５％ - ５％１０ｇ 加算1
【般】サルブタモール硫酸塩錠２ｍｇ ベネトリン錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1
【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ アンプラーグ錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ アンプラーグ錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ - ２５０ｍｇ１錠 加算1
【般】酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ - ３３０ｍｇ１錠 加算1
【般】酸化マグネシウム錠５００ｍｇ - ５００ｍｇ１錠 加算1
【般】ジアゼパム散１％ セルシン散1% １％１ｇ 加算1,2
【般】ジアゼパム錠２ｍｇ 2mgセルシン錠、ホリゾン錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ジアゼパム錠５ｍｇ 5mgセルシン錠、ホリゾン錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2

【5mL】 【般】シアノコバラミン点眼液０．０２％ サンコバ点眼液0.02% ０．０２％５ｍＬ１瓶 加算1,2
【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ ディナゲスト錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2

【10mL】 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液５％ - ５％１ｍＬ 加算1
【般】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ：ＮＥ ネオーラルカプセル10mg １０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ：ＮＥ ネオーラルカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ：ＮＥ ネオーラルカプセル50mg ５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ ボルタレンサポ25mg ２５ｍｇ１個 加算1,2
【般】ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ ボルタレンサポ50mg ５０ｍｇ１個 加算1,2
【般】ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ ボルタレン錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ セファドール錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2

【5g】 【般】ジフルプレドナートクリーム０．０５％ マイザークリーム0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2
【5g】 【般】ジフルプレドナート軟膏０．０５％ マイザー軟膏0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2

【般】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ シプロキサン錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ジメチコン錠４０ｍｇ ガスコン錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1
【般】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ フランドルテープ40mg ４０ｍｇ１枚 加算1,2
【般】ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ コメリアンコーワ錠100 １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ ヘルベッサーRカプセル100mg １００ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ ヘルベッサー錠30 ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シルニジピン錠１０ｍｇ アテレック錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シルニジピン錠５ｍｇ アテレック錠5 (院外採用なし) ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ プレタールOD錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ プレタールOD錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
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【般】シロドシン口腔内崩壊錠２ｍｇ ユリーフOD錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ ユリーフOD錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シンバスタチン錠１０ｍｇ リポバス錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】シンバスタチン錠５ｍｇ リポバス錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2

【1.2g1包】 【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用 マーロックス懸濁用配合顆粒 １ｇ 加算1
【般】スクラルファート経口液１０％ アルサルミン内用液10% １０％１ｍＬ 加算1,2
【般】スクラルファート細粒９０％ アルサルミン細粒9% ９０％１ｇ 加算1,2
【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ アルダクトンA錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】スピロノラクトン錠５０ｍｇ アルダクトンA錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】スマトリプタン錠５０ｍｇ イミグラン錠50 ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】スルピリド錠１００ｍｇ ドグマチール錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】スルピリド錠５０ｍｇ ドグマチール錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 加算1,2
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ ジェイゾロフトOD錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ エフピーOD錠2.5 ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】セレコキシブ錠１００ｍｇ セレコックス錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2

【0.5g1包】 【般】センナ・センナ実配合顆粒 アローゼン顆粒 １ｇ 加算1,2
【般】センノシド錠１２ｍｇ プルゼニド錠12mg １２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】センノシド顆粒８％ - ８％１ｇ 加算1
【般】ゾテピン錠２５ｍｇ ロドピン錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ゾニサミド錠１００ｍｇ エクセグラン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ゾピクロン錠７．５ｍｇ アモバン錠7.5 ７．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠２．５ｍｇ ベシケアOD錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ マイスリー錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ マイスリー錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ ゾーミッグRM錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 強力ポステリザン軟膏 １ｇ 加算1,2

【10g】 【般】タカルシトール軟膏０．０００２％ ボンアルファ軟膏2μg/g ０．０００２％１ｇ 加算1,2
【般】タクロリムスカプセル０．５ｍｇ プログラフカプセル0.5mg ０．５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】タクロリムスカプセル１ｍｇ プログラフカプセル1mg １ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】タクロリムス錠０．５ｍｇ - ０．５ｍｇ１錠 加算1
【般】タクロリムス錠１．５ｍｇ - １．５ｍｇ１錠 加算1
【般】タクロリムス錠１ｍｇ - １ｍｇ１錠 加算1
【般】タクロリムス錠３ｍｇ - ３ｍｇ１錠 加算1

【5g】 【般】タクロリムス軟膏０．１％ プロトピック軟膏0.1% ０．１％１ｇ 加算1,2
【般】タダラフィル錠２．５ｍｇ：ＺＡ ザルティア錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】タダラフィル錠２０ｍｇ：ＡＤ アドシルカ錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．１ｍｇ ハルナールD錠0.1mg ０．１ｍｇ１錠 加算1,2
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ ハルナールD錠0.2mg ０．２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】タモキシフェン錠１０ｍｇ ノルバデックス錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2

脳神経内科・神経・脳血管内科 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠５ｍｇ セレジストOD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ - ５００ｍｇ１錠 加算1
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠２５０ｍｇ ホスレノールOD錠250mg ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】炭酸ランタン顆粒２５０ｍｇ ホスレノール顆粒分包250mg ２５０ｍｇ１包 加算1,2
【般】炭酸リチウム錠１００ｍｇ リーマス錠100 １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】炭酸リチウム錠２００ｍｇ リーマス錠200 ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ グラマリール錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ パナルジン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】チザニジン錠１ｍｇ テルネリン錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】チニダゾール腟錠２００ｍｇ - ２００ｍｇ１個 加算1

【2.5mL】 【般】チモロール点眼液０．５％（持続性） チモプトールXE点眼液0.5% ０．５％１ｍＬ 加算1,2
【般】チモロール点眼液０．５％（非持続性） チモプトール点眼液0.5％ ０．５％１ｍＬ 加算1,2
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠５００ｍｇ（高リン血症用） カルタンOD錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ（制酸剤） - ５００ｍｇ１錠 加算1
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【般】ツロブテロールテープ１ｍｇ ホクナリンテープ1mg １ｍｇ１枚 加算1,2
【般】ツロブテロールテープ２ｍｇ ホクナリンテープ2mg ２ｍｇ１枚 加算1,2
【般】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ（１２～２４時間持続） テオドール錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ（２４時間持続） ユニフィルLA錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】テガフール２０ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合OD錠T20 ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量） 加算1,2
【般】テガフール２５ｍｇ・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合OD錠T25 ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量） 加算1,2

【5g1本】 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム０．１％ メサデルムクリーム0.1% ０．１％１ｇ 加算1,2
【10g1本】 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液０．１％ メサデルムローション0.1% ０．１％１ｇ 加算1,2
【5g1本】 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％ メサデルム軟膏0.1% ０．１％１ｇ 加算1,2

【5g】 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％ アフタゾロン口腔用軟膏0.1% (院外採用なし) ０．１％１ｇ 加算1,2
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ メジコン錠15mg １５ｍｇ１錠 加算1
【般】デフェラシロクス顆粒３６０ｍｇ ジャドニュ顆粒分包360mg ３６０ｍｇ１包 加算1,2
【般】デフェラシロクス顆粒９０ｍｇ ジャドニュ顆粒分包90mg ９０ｍｇ１包 加算1,2
【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ セルベックスカプセル50mg ５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】テプレノン細粒１０％ セルベックス細粒10％ １０％１ｇ 加算1,2
【般】デュタステリドカプセル０．５ｍｇ：ＡＶ アボルブカプセル0.5mg ０．５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】デュタステリド錠０．５ｍｇ：ＡＶ - ０．５ｍｇ１錠 加算1
【般】デュロキセチンカプセル２０ｍｇ サインバルタカプセル20mg ２０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】デュロキセチンカプセル３０ｍｇ サインバルタカプセル30mg ３０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】テルビナフィン錠１２５ｍｇ ラミシール錠125mg １２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】テルミサルタン４０ｍｇ・アムロジピン配合錠 ミカムロ配合錠AP １錠 加算1,2
【般】テルミサルタン８０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠 ミコンビ配合錠BP １錠 加算1,2
【般】テルミサルタン錠４０ｍｇ ミカルディス錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠１ｍｇ カルデナリン錠1mg (院外採用なし) １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠２ｍｇ カルデナリン錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ ユベラNカプセル100mg １００ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ アリセプトD錠3mg ３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ アリセプトD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トピラマート錠５０ｍｇ トピナ錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トラセミド錠４ｍｇ ルプラック錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ デジレル錠25、レスリン錠25 ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ

デジレル錠50
レスリン錠50 (院外採用なし)

５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ トランサミンカプセル250mg ２５０ｍｇ１カプセル 加算1
【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液 デュオトラバ配合点眼液 １ｍＬ 加算1,2
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠 トラムセット配合錠 １錠 加算1,2
【般】トリアゾラム錠０．２５ｍｇ ハルシオン0.25mg錠 ０．２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トリクロルメチアジド錠１ｍｇ フルイトラン錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トリクロルメチアジド錠２ｍｇ フルイトラン錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ セレキノン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 コソプト配合点眼液 １ｍＬ 加算1,2
【般】トレミフェン錠４０ｍｇ フェアストン錠40 ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠１００ｍｇ ドプスOD錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠５ｍｇ ナウゼリンOD錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2

【10g】 【般】ナジフロキサシンクリーム１％ アクアチムクリーム1% １％１ｇ 加算1,2
【20mL】 【般】ナジフロキサシン外用液１％ アクアチムローション1% １％１ｍＬ 加算1,2

【般】ナテグリニド錠３０ｍｇ ファスティック錠30 ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ナテグリニド錠９０ｍｇ ファスティック錠90 ９０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠５０ｍｇ フリバスOD錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ナラトリプタン錠２．５ｍｇ アマージ錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル２．５μｇ レミッチカプセル2.5μg ２．５μｇ１カプセル 加算1,2
【般】ニカルジピン塩酸塩散１０％ ペルジピン散10% １０％１ｇ 加算1,2
【般】ニコランジル錠５ｍｇ シグマート錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニトラゼパム錠５ｍｇ ネルボン錠5mg、ベンザリン錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニトログリセリン舌下錠０．３ｍｇ - ０．３ｍｇ１錠 加算1
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【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（１２時間持続） アダラートL錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニフェジピン徐放錠１０ｍｇ（２４時間持続） アダラートCR錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（１２時間持続） アダラートL錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニフェジピン徐放錠２０ｍｇ（２４時間持続） アダラートCR錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ニフェジピン徐放錠４０ｍｇ（２４時間持続） アダラートCR錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2

【25g】 【般】尿素クリーム２０％ ケラチナミンコーワクリーム20% ２０％１ｇ 加算1,2
【超低用量】 【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール０．０２配合錠 ルナベル配合錠ULD １錠 加算1,2

【般】バゼドキシフェン錠２０ｍｇ ビビアント錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バラシクロビル錠５００ｍｇ バルトレックス錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠 エックスフォージ配合OD錠 １錠 加算1,2
【般】バルサルタン錠４０ｍｇ ディオバン錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルサルタン錠８０ｍｇ ディオバン錠80mg ８０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ細粒４０％ デパケン細粒40% (院外採用なし) ４０％１ｇ 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠１００ｍｇ デパケンR錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放錠２００ｍｇ デパケンR錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％ セレニカR顆粒40％ ４０％１ｇ 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ デパケン錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ デパケン錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バルプロ酸Ｎａシロップ５％ デパケンシロップ5% ５％１ｍＬ 加算1,2
【般】パロキセチン錠１０ｍｇ パキシル錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】パロキセチン錠５ｍｇ パキシル錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ セレネース錠0.75mg ０．７５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ハロペリドール錠１．５ｍｇ セレネース錠1.5mg １．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ハロペリドール錠３ｍｇ セレネース錠3mg ３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】バンコマイシン塩酸塩散５００ｍｇ 塩酸バンコマイシン散0.5g ５００ｍｇ１瓶 加算1,2
【般】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％５ｍＬ ヒアレイン点眼液0.1％ ０．１％５ｍＬ１瓶 加算1,2
【般】ピオグリタゾン錠１５ｍｇ アクトス錠15 １５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠８０ｍｇ カソデックスOD錠80mg ８０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ピコスルファートＮａ経口液０．７５％ ラキソベロン内用液0.75％ ０．７５％１ｍＬ 加算1,2
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ メインテート錠0.625mg ０．６２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ メインテート錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ メインテート錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠１ｍｇ リバロOD錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ピタバスタチンＣａ口腔内崩壊錠２ｍｇ リバロOD錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2

【5g】 【般】ビダラビン軟膏３％ アラセナ-A軟膏3% ３％１ｇ 加算1,2
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル２５ｍｇ アタラックス-Pカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ - ２５ｍｇ１錠 加算1
【般】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ アキネトン錠1mg １ｍｇ１錠 加算1
【般】ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ - ２ｍｇ１錠 加算1
【般】ビマトプロスト点眼液０．０３％ ルミガン点眼液0.03％ ０．０３％１ｍＬ 加算1,2
【般】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ - １．２５ｍｇ１錠 加算1
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠３０ｍｇ ピドキサール錠30mg ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ピリドキサールリン酸エステル錠１０ｍｇ ピドキサール錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ サンリズムカプセル25mg ２５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ サンリズムカプセル50mg ５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ピルフェニドン錠２００ｍｇ ピレスパ錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ピレノキシン点眼液０．００５％５ｍＬ - ０．００５％５ｍＬ１瓶 加算1
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ ガスターD錠10mg (院外採用なし) １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠 ディレグラ配合錠 １錠 加算1,2
【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠６０ｍｇ アレグラOD錠60mg (販売中止予定) ６０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ アレグラ錠30mg ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ アレグラ錠60mg ６０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ トライコア錠53.3mg、リピディル錠53.3mg(院外採用なし) ５３．３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フェノフィブラート錠８０ｍｇ トライコア錠80mg、リピディル錠80mg(院外採用なし) ８０ｍｇ１錠 加算1,2
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【7枚1袋】 【般】フェルビナクテープ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） セルタッチテープ70mg (院外採用なし) １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2
【7枚1袋】 【般】フェルビナクパップ７０ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温感） セルタッチパップ70 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2

【般】フェルビナク外用液３％ ナパゲルンローション3％ ３％１ｍＬ 加算1,2
【40g】 【般】フェルビナクスチック軟膏３％ ナパゲルン軟膏3%(院外採用なし) ３％１ｇ 加算1,2

【般】フェンタニルクエン酸塩テープ０．５ｍｇ（１日用） フェントステープ0.5mg ０．５ｍｇ１枚 加算1,2
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ１ｍｇ（１日用） フェントステープ1mg １ｍｇ１枚 加算1,2
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ２ｍｇ（１日用） フェントステープ2mg ２ｍｇ１枚 加算1,2
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ４ｍｇ（１日用） フェントステープ4mg ４ｍｇ１枚 加算1,2
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ６ｍｇ（１日用） フェントステープ6mg ６ｍｇ１枚 加算1,2
【般】ブシラミン錠５０ｍｇ リマチル錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤６０吸入 シムビコートタービュヘイラー60吸入 ６０吸入１キット 加算1,2
【般】ブデソニド吸入液０．５ｍｇ パルミコート吸入液0.5mg ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 加算1,2
【般】プラノプロフェン点眼液０．１％ ニフラン点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ メバロチン錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ メバロチン錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ ブラダロン錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠０．３７５ｍｇ ミラペックスLA錠0.375mg ０．３７５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠１．５ｍｇ ミラペックスLA錠1.5mg １．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ ビ・シフロール錠0.125mg ０．１２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ ビ・シフロール錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ オノンカプセル112.5mg １１２．５ｍｇ１カプセル 加算1,2

【5mL】 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％ アイファガン点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】ブリンゾラミド点眼液１％ エイゾプト懸濁性点眼液1％ １％１ｍＬ 加算1,2
【般】フルオロメトロン点眼液０．０２％ フルメトロン点眼液0.02% ０．０２％１ｍＬ 加算1,2
【般】フルオロメトロン点眼液０．１％ フルメトロン点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ ジフルカンカプセル100mg １００ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】フルスルチアミン錠２５ｍｇ 25mgアリナミンF糖衣錠 ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルタミド錠１２５ｍｇ オダイン錠125mg １２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ２８噴霧用 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧 ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 加算1,2
【般】フルニトラゼパム錠１ｍｇ サイレース錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルニトラゼパム錠２ｍｇ サイレース錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルバスタチン錠２０ｍｇ ローコール錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルバスタチン錠３０ｍｇ ローコール錠30mg ３０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ デプロメール錠25、ルボックス錠25 ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ タンボコール錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠１５０ｍｇ リリカOD錠150mg １５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠２５ｍｇ リリカOD錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠７５ｍｇ リリカOD錠75mg ７５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フロセミド細粒４％ - ４％１ｇ 加算1
【般】フロセミド錠２０ｍｇ ラシックス錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】フロセミド錠４０ｍｇ ラシックス錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠０．２５ｍｇ レンドルミンD錠0.25mg ０．２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロナンセリン錠４ｍｇ ロナセン錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ バップフォー錠10 １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ バップフォー錠20 ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ - ６０ｍｇ１カプセル 加算1
【般】プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ インデラル錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロマゼパム錠２ｍｇ レキソタン錠2 ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロマゼパム錠５ｍｇ レキソタン錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％ ブロナック点眼液0.1% ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ ビソルボン錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ブロムペリドール錠１ｍｇ - １ｍｇ１錠 加算1
【般】ブロムペリドール錠３ｍｇ - ３ｍｇ１錠 加算1
【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末２５μｇ リノコートパウダースプレー鼻用25μg １．５０ｍｇ０．９０８７ｇ１瓶 加算1,2
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【般】ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ ベザトールSR錠200mg ２００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ メリスロン錠6mg ６ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン配合錠 セレスタミン配合錠 １錠 加算1,2
【般】ベタメタゾンリン酸エステルＮａ点眼点耳点鼻液０．１％ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】ベタメタゾン錠０．５ｍｇ リンデロン錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2

【5g】 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏０．０５％ アンテベート軟膏0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2
【5g】 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステルクリーム０．０５％ アンテベートクリーム0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2

【10g】 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液０．０５％ アンテベートローション0.05% ０．０５％１ｇ 加算1,2
【般】ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ コニール錠2 ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ コニール錠4 ４ｍｇ１錠 加算1,2

【25g】 【般】ヘパリン類似物質クリーム０．３％ ヒルドイドローション0.3% １ｇ 加算1,2
【100g】 【般】ヘパリン類似物質スプレー０．３％ ヒルドイドフォーム0.3% (院外採用なし) １ｇ 加算1,2
【50g】 【般】ヘパリン類似物質外用液０．３％ ヒルドイドクリーム0.3% １ｇ 加算1,2
【50g】 【般】ヘパリン類似物質軟膏０．３％ ヒルドイドソフト軟膏0.3％ １ｇ 加算1,2

【般】ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ タリオン錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ ワソラン錠40mg ４０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベラプロストＮａ錠２０μｇ ドルナー錠20μg ２０μｇ１錠 加算1,2
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠２５０μｇ ペルゴリド錠250μg「サワイ」 ２５０μｇ１錠 加算1,2
【般】ペルゴリドメシル酸塩錠５０μｇ ペルゴリド錠50μg「サワイ」 ５０μｇ１錠 加算1,2
【般】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ ルーラン錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベンズブロマロン錠５０ｍｇ ユリノーム錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ベンフォチアミン２５ｍｇ（Ｂ１）・Ｂ６・Ｂ１２配合カプセル ビタメジン配合カプセルB25 １カプセル 加算1,2
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠０．３ｍｇ ベイスンOD錠0.3 ０．３ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ボグリボース錠０．２ｍｇ ベイスン錠0.2 ０．２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ボセンタン錠６２．５ｍｇ トラクリア錠62.5mg ６２．５ｍｇ１錠 加算1,2

【4g1本】【90g1本】 【般】ポビドンヨードゲル１０％ イソジンゲル10%(院外採用なし) １０％１０ｇ 加算1,2
【250mL1本】 【般】ポビドンヨード外用液１０％（エタノール非含有） イソジン液10%(院外採用なし) １０％１０ｍＬ 加算1,2
【30mL1本】 【般】ポビドンヨード含嗽用液７％ イソジンガーグル液10% ７％１ｍＬ 加算1,2

【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠７５ｍｇ プロマックD錠75 ７５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル２５０ｍｇ - ２５０ｍｇ１カプセル 加算1
【般】ボリコナゾール錠５０ｍｇ ブイフェンド錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％２５ｇ - ２０％２５ｇ１個 加算1
【般】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％ - ８９．２９％１ｇ 加算1
【般】ホリナート錠２５ｍｇ ユーゼル錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2

【10g】 【般】マキサカルシトール軟膏０．００２５％ オキサロール軟膏25μg/g ０．００２５％１ｇ 加算1,2
【般】マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ カルスロット錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ ルジオミール錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ ルジオミール錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミグリトール錠５０ｍｇ セイブル錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2

泌尿器、リウマチ内科、リウマチ外
科、腎臓内科、血液内科、呼吸器内科

【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ セルセプトカプセル250 ２５０ｍｇ１カプセル 加算1,2

【般】ミゾリビン錠５０ｍｇ プレディニン錠50 ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠１０ｍｇ グルファストOD錠10mg(院外採用なし) １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミチグリニドＣａ口腔内崩壊錠５ｍｇ グルファストOD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ メトリジン錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ ミノマイシンカプセル100mg １００ｍｇ１カプセル 加算1,2

【月一回】 【般】ミノドロン酸錠５０ｍｇ リカルボン錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミルタザピン錠１５ｍｇ レメロン錠15mg １５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ トレドミン錠12.5mg １２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ トレドミン錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ メキシチールカプセル50mg ５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】メコバラミン錠０．２５ｍｇ - ０．２５ｍｇ１錠 加算1
【般】メコバラミン錠０．５ｍｇ - ０．５ｍｇ１錠 加算1
【般】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ アサコール錠400mg ４００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メサラジン錠２５０ｍｇ ペンタサ錠250mg ２５０ｍｇ１錠 加算1,2
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【般】メサラジン錠５００ｍｇ ペンタサ錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メトクロプラミド錠５ｍｇ プリンペラン錠5 ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メトトレキサートカプセル２ｍｇ リウマトレックスカプセル2mg ２ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】メトトレキサート錠２ｍｇ - ２ｍｇ１錠 加算1
【般】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ セロケン錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇ：ＭＴ メトグルコ錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ グラケーカプセル15mg １５ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠２０ｍｇ メマリーOD錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ メマリーOD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】メロキシカム錠１０ｍｇ モービック錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】モキシフロキサシン点眼液０．５％ ベガモックス点眼液0.5% ０．５％１ｍＬ 加算1,2
【般】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ ガスモチン錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】モメタゾン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 加算1,2
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠１０ｍｇ シングレアOD錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ シングレア錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ユビデカレノン錠１０ｍｇ ノイキノン錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ５％ - １ｍＬ 加算1
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 ザラカム配合点眼液 １ｍＬ 加算1,2
【般】ラタノプロスト点眼液０．００５％ キサラタン点眼液0.005％ ０．００５％１ｍＬ 加算1,2

【10g】 【般】ラノコナゾールクリーム１％ アスタットクリーム1% １％１ｇ 加算1,2
【10mL】 【般】ラノコナゾール外用液１％ アスタット外用液0.1% １％１ｍＬ 加算1,2

【般】ラフチジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ プロテカジンOD錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ パリエット錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ パリエット錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ラミブジン・アバカビル配合錠 エプジコム配合錠 １錠 加算1,2
【般】ラモトリギン錠１００ｍｇ ラミクタール錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ラモトリギン錠２５ｍｇ ラミクタール錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ エビスタ錠60mg ６０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ランソプラゾールカプセル３０ｍｇ タケプロンカプセル30 ３０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠１５ｍｇ タケプロンOD錠15 １５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リスペリドン経口液０．１％ リスパダール内用液1mg/mL ０．１％１ｍＬ 加算1,2
【般】リスペリドン経口液０．１％０．５ｍＬ - ０．１％０．５ｍＬ１包 加算1
【般】リスペリドン経口液０．１％１ｍＬ - ０．１％１ｍＬ１包 加算1
【般】リスペリドン経口液０．１％２ｍＬ - ０．１％２ｍＬ１包 加算1
【般】リスペリドン経口液０．１％３ｍＬ - ０．１％３ｍＬ１包 加算1
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠０．５ｍｇ リスパダールOD錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リスペリドン錠１ｍｇ リスパダール錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リスペリドン錠２ｍｇ リスパダール錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リスペリドン錠３ｍｇ リスパダール錠3mg (院外採用なし) ３ｍｇ１錠 加算1,2

【週一回】 【般】リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ アクトネル錠17.5mg １７．５ｍｇ１錠 加算1,2
【月一回】 【般】リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ アクトネル錠75mg ７５ｍｇ１錠 加算1,2

【般】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ ウテメリン錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リバスチグミンテープ１８ｍｇ リバスタッチパッチ18mg １８ｍｇ１枚 加算1,2
【般】リバスチグミンテープ４．５ｍｇ リバスタッチパッチ4.5mg ４．５ｍｇ１枚 加算1,2
【般】リバスチグミンテープ９ｍｇ リバスタッチパッチ9mg ９ｍｇ１枚 加算1,2
【般】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ リファジンカプセル150mg (院外採用なし) １５０ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ ハイボン錠20mg ２０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ オパルモン錠5μg ５μｇ１錠 加算1,2
【般】リルゾール錠５０ｍｇ リルテック錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】リルマザホン塩酸塩錠１ｍｇ リスミー錠1mg １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ フェマーラ錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】レパグリニド錠０．２５ｍｇ シュアポスト錠0.25mg ０．２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】レパグリニド錠０．５ｍｇ シュアポスト錠0.5mg ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】レバミピド錠１００ｍｇ ムコスタ錠100mg １００ｍｇ１錠 加算1,2

【5mL】 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％ リボスチン点眼液0.025% ０．０２５％１ｍＬ 加算1,2
【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ ザイザルOD錠5mg ５ｍｇ１錠 加算1,2
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【般】レボドパ１００ｍｇ・カルビドパ配合錠 メネシット配合錠100 １錠 加算1,2
【般】レボドパ５０ｍｇ・カルビドパ配合錠 - １錠 加算1
【般】レボフロキサシン錠５００ｍｇ クラビット錠500mg ５００ｍｇ１錠 加算1,2
【般】レボフロキサシン点眼液０．５％ クラビット点眼液0.5％ ０．５％１ｍＬ 加算1,2
【般】レボフロキサシン点眼液１．５％ クラビット点眼液1.5% １．５％１ｍＬ 加算1,2
【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ アルタットカプセル75mg ７５ｍｇ１カプセル 加算1,2

【7枚1袋】 【般】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ（１０×１４ｃｍ非温） ロキソニンテープ100mg １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 加算1,2
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ ロキソニン錠60mg ６０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ ニューロタン錠25mg ２５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロサルタン５０ｍｇ・ヒドロクロロチアジド配合錠 プレミネント配合錠LD １錠 加算1,2
【般】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ ニューロタン錠50mg ５０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠２．５ｍｇ クレストールOD錠2.5mg ２．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠５ｍｇ クレストールOD錠5mg (院外採用なし) ５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロピニロール徐放錠２ｍｇ レキップCR錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロピニロール徐放錠８ｍｇ レキップCR錠8mg ８ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ メイラックス錠2mg ２ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ ロペミンカプセル1mg １ｍｇ１カプセル 加算1,2
【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ ワイパックス錠0.5 ０．５ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロラゼパム錠１ｍｇ ワイパックス錠1.0 １ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠１０ｍｇ クラリチンレディタブ錠10mg(院外採用なし) １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロラタジン錠１０ｍｇ クラリチン錠10mg １０ｍｇ１錠 加算1,2
【般】ロルノキシカム錠４ｍｇ ロルカム錠4mg ４ｍｇ１錠 加算1,2
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