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356 Y6654 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 シグマート 狭心症治療剤 PTP100錠 ¥590 ¥580 ¥527 89% ¥63
356 Y6904 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 サアミオン 脳卒中治療剤 PTP100錠 ¥980 ¥720 ¥655 67% ¥325
357 Y7145 ニチファーゲン配合錠 グリチロン 肝疾患治療剤 PTP100錠 ¥510 ¥430 ¥391 77% ¥119
357 Y7749 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥910 ¥761 ¥692 76% ¥218
357 Y7466 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥910 ¥861 ¥783 86% ¥127
357 Y6666 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,740 ¥1,736 ¥1,578 91% ¥162
357 Y7467 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,740 ¥1,646 ¥1,496 86% ¥244
357 Y7468 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
357 Y6669 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 アダラート 降圧剤 PTP100錠 ¥590 ¥580 ¥527 89% ¥63
357 Y7637 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「YＤ」 バクシダール 抗菌剤 PTP100錠 ¥640 ¥600 ¥545 85% ¥95
327 Y8110 パタノール点眼液０．１％ 先発品 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥8,310 ¥8,201 ¥7,455 90% ¥855
357 Y7317 バラシクロビル錠５００ｍｇ「YＤ」 バルトレックス 抗ウイルス剤 PTP42錠 ¥4,721 ¥3,376 ¥3,069 65% ¥1,652
357 Y6675 バルサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 ディオバン 降圧剤 PTP140錠 ¥1,442 ¥1,439 ¥1,308 91% ¥134
358 Y6677 バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 ディオバン 降圧剤 PTP140錠 ¥2,632 ¥2,626 ¥2,387 91% ¥245
358 Y8090 バルデナフィル錠１０ｍｇ「サワイ」 レビトラ 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥22,800 ¥20,727 ─ ─
358 Y8091 バルデナフィル錠２０ｍｇ「サワイ」 レビトラ 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥25,800 ¥23,455 ─ ─
358 Y7150 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 パキシル 抗精神病剤 PTP100錠 ¥1,780 ¥1,488 ¥1,353 76% ¥427
358 Y7587 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 パキシル 抗精神病剤 PTP100錠 ¥4,170 ¥3,945 ¥3,586 86% ¥584
327 Y6316 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 ヒアレイン 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,254 ¥1,190 ¥1,082 86% ¥172
358 Y7374 ピーエイ配合錠 PL 鎮痛剤 PTP100錠 ¥470 ¥465 ¥423 90% ¥47
358 Y7318 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 アクトス 糖尿病治療剤 PTP100錠 ¥1,510 ¥1,156 ¥1,051 70% ¥459
358 Y6687 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 メインテート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
358 Y6688 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 メインテート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
358 Y7476 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 メインテート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242
359 Y7477 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 メインテート 降圧剤 PTP100錠 ¥1,060 ¥1,003 ¥912 86% ¥148
359 Y7507 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 リバロ 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,100 ¥946 ¥860 78% ¥240
359 Y7320 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「YＤ」 リバロ 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,100 ¥787 ¥715 65% ¥385
359 Y7321 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「YＤ」 リバロ 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,070 ¥1,294 ¥1,176 57% ¥894
359 Y6100 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 リバロ 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,070 ¥1,867 ¥1,697 82% ¥373
359 Y7175 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 アタラックス 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥570 ¥560 ¥509 89% ¥61
327 Y7432 ビマトプロスト点眼液０．０３％「日新」 ルミガン 眼科用剤 2.5mL×5瓶 ¥3,425 ¥3,150 ¥2,864 84% ¥561
327 Y7433 ビマトプロスト点眼液０．０３％「日新」 ルミガン 眼科用剤 2.5mL×10瓶 ¥6,850 ¥6,300 ¥5,727 84% ¥1,123
359 Y8071 ビラノア錠２０ｍｇ 先発品 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥6,680 ¥6,680 ¥6,073 91% ¥607
359 Y7503 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 サンリズム 抗不整脈剤 PTP100カプセル ¥1,670 ¥1,667 ¥1,515 91% ¥155
359 Y7910 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医工」 ファムビル 抗ウイルス剤 PTP42錠 ¥4,805 ¥4,096 ¥3,724 78% ¥1,081
360 Y6701 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
360 Y6702 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
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360 Y6905 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥780 ¥709 70% ¥301
360 Y6707 ファモチジン錠１０「サワイ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
360 Y7323 ファモチジン錠１０ｍｇ「YＤ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥723 ¥657 65% ¥353
360 Y6070 ファモチジン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥578 ¥525 52% ¥485
360 Y7379 ファモチジン錠１０ｍｇ「クニヒロ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥5,550 ¥5,045 50% ¥5,055
360 Y6907 ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥810 ¥736 73% ¥274
360 Y6709 ファモチジン錠２０「サワイ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
360 Y6071 ファモチジン錠２０ｍｇ「クニヒロ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥690 ¥627 62% ¥383
361 Y7380 ファモチジン錠２０ｍｇ「クニヒロ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥5,555 ¥5,050 50% ¥5,050
361 Y7614 ファモチジン錠２０ｍｇ「クニヒロ」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 ﾊﾞﾗ1000錠 ¥10,100 ¥5,555 ¥5,050 50% ¥5,050
361 Y6908 ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 ガスター 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥961 ¥874 87% ¥136
361 Y6079 フィナステリド錠１ｍｇ「サワイ」 プロペシア 皮膚科用剤 PTP28錠 ─ ¥4,320 ¥3,927 ─ ─
361 Y6720 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,220 ¥1,218 ¥1,107 91% ¥113
361 Y6721 フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,510 ¥1,507 ¥1,370 91% ¥140
361 Y7527 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「YＤ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,040 ¥938 ¥853 82% ¥187
361 Y6717 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,220 ¥1,218 ¥1,107 91% ¥113
362 Y6326 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「YＤ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,180 ¥1,073 84% ¥207
362 Y7327 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「YＤ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP500錠 ¥6,400 ¥5,600 ¥5,091 80% ¥1,309
361 Y6718 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,510 ¥1,507 ¥1,370 91% ¥140
361 Y6719 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP140錠 ¥2,114 ¥2,086 ¥1,896 90% ¥218
362 Y7328 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,510 ¥1,303 ¥1,185 78% ¥325
362 Y7329 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 アレグラ 抗アレルギー剤 PTP140錠 ¥2,114 ¥1,820 ¥1,655 78% ¥459
327 Y6308 プラノプロフェン点眼液０．１％「日新」 ニフラン 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥895 ¥887 ¥806 90% ¥89
362 Y7157 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 メバロチン 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥2,200 ¥2,093 ¥1,903 87% ¥297
362 Y7156 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 メバロチン 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,140 ¥1,120 ¥1,018 89% ¥122
362 Y7330 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 メバロチン 脂質異常症治療剤 PTP140錠 ¥1,596 ¥1,520 ¥1,382 87% ¥214
362 Y6724 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 メバロチン 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,140 ¥1,137 ¥1,034 91% ¥106
362 Y6735 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 オノン 抗アレルギー剤 PTP140カプセル ¥2,646 ¥2,641 ¥2,401 91% ¥245
363 Y7538 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 オノン 抗アレルギー剤 PTP140カプセル ¥2,646 ¥2,504 ¥2,276 86% ¥370
363 Y7419 フリウェル配合錠ＵＬＤ「サワイ」 ルナベル 女性ホルモン製剤 子宮用剤 PTP63錠 ¥6,495 ¥6,480 ¥5,891 91% ¥604
363 Y7993 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 サイレース 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥570 ¥556 ¥505 89% ¥65
363 Y8098 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「YＤ」 リリカ 鎮痛剤 PTP100錠 ¥2,180 ¥1,020 ¥927 43% ¥1,253
363 Y8107 プレガバリンＯＤ錠５０ｍｇ「YＤ」 リリカ 鎮痛剤 PTP100錠 ¥3,000 ¥1,403 ¥1,275 43% ¥1,725
363 Y8099 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「YＤ」 リリカ 鎮痛剤 PTP100錠 ¥3,630 ¥1,697 ¥1,543 43% ¥2,087
363 Y7381 プレドニゾロン錠５ｍｇ「YＤ」 プレドニン 副腎皮質ステロイド PTP100錠 ¥980 ¥860 ¥782 80% ¥198
363 Y7798 プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 副腎皮質ステロイド PTP100錠 ¥980 ¥970 ¥882 90% ¥98
363 Y7750 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス 利尿剤 PTP100錠 ¥610 ¥509 ¥463 76% ¥147
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363 Y7751 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス 利尿剤 PTP100錠 ¥610 ¥509 ¥463 76% ¥147
364 Y7752 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ラシックス 利尿剤 PTP100錠 ¥640 ¥535 ¥486 76% ¥154
364 Y7557 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 レンドルミン 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥861 ¥783 78% ¥227
364 Y7705 ブロナンセリン錠２ｍｇ「YＤ」 ロナセン 抗精神病剤 PTP100錠 ¥1,950 ¥1,176 ¥1,069 55% ¥881
364 Y7334 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「YＤ」 バップフォー 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥1,640 ¥1,173 ¥1,066 65% ¥574
364 Y7991 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 レキソタン 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥570 ¥527 ¥479 84% ¥91
364 Y7992 ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 レキソタン 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥590 ¥545 ¥495 84% ¥95
364 Y6058 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 ビソルボン 鎮咳剤 去痰剤 PTP100錠 ¥510 ¥330 ¥300 59% ¥210
364 Y6229 フロモックス錠１００ｍｇ 先発品 抗菌剤 PTP100錠 ¥4,250 ¥4,115 ¥3,741 88% ¥509
364 Y6749 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」 ベザトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥860 ¥782 77% ¥228
364 Y6750 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥980 ¥891 88% ¥119
365 Y6751 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザトール 脂質異常症治療剤 PTP500錠 ¥5,050 ¥4,880 ¥4,436 88% ¥614
365 Y7515 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザトール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥845 ¥768 76% ¥242
327 Y8126  ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 ヒルドイド 皮膚科用剤 50g×50本 ¥16,500 ¥15,600 ¥14,182 86% ¥2,318
327 Y7850 ヘパリン類似物質クリーム０．３％「YＤ」 ヒルドイド 皮膚科用剤 20g×10本 ¥1,460 ¥1,458 ¥1,325 91% ¥135
327 Y7851 ヘパリン類似物質ローション０．３％「YＤ」 ヒルドイド 皮膚科用剤 50g×10本 ¥3,650 ¥3,645 ¥3,314 91% ¥336
327 Y7337 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「YＤ」 ヒルドイド 皮膚科用剤 100g×10本 ¥11,700 ¥10,064 ¥9,149 78% ¥2,551
327 Y7962 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日医工」 ヒルドイド 皮膚科用剤 100g×10本 ¥11,700 ¥11,068 ¥10,062 86% ¥1,638
328 Y7653 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヒルドイド 皮膚科用剤 100g ¥660 ¥648 ¥589 89% ¥71
328 Y7959 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヒルドイド 皮膚科用剤 500g ¥3,300 ¥3,200 ¥2,909 88% ¥391
328 Y7652 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヒルドイド 皮膚科用剤 25g×10本 ¥1,650 ¥1,561 ¥1,419 86% ¥231
365 Y7212 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 タリオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,540 ¥1,456 ¥1,324 86% ¥216
365 Y7216 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 タリオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
365 Y7218 ベポタスチンベシル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 タリオン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,280 ¥1,091 ¥992 78% ¥288
365 Y6762 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 ドルナー、プロサイリン抗血栓剤 PTP100錠 ¥1,590 ¥1,586 ¥1,442 91% ¥148
365 Y7618 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 プロマック 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,270 ¥1,267 ¥1,152 91% ¥118
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