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328 Y6314 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 キサラタン 眼科用剤 2.5mL×5瓶 ¥3,425 ¥2,449 ¥2,226 65% ¥1,199
328 Y6315 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 キサラタン 眼科用剤 2.5mL×10瓶 ¥6,850 ¥4,898 ¥4,453 65% ¥2,397
369 Y6817 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 プロテカジン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,330 ¥1,280 ¥1,164 88% ¥166
369 Y6936 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「YＤ」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,680 ¥1,916 ¥1,742 65% ¥938
369 Y6819 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥3,980 ¥3,971 ¥3,610 91% ¥370
369 Y6820 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP140錠 ¥5,572 ¥5,501 ¥5,001 90% ¥571
369 Y7184 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「YＤ」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,890 ¥2,219 ¥2,017 70% ¥873
369 Y6077 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「サンド」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,680 ¥2,536 ¥2,305 86% ¥375
369 Y7877 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 パリエット 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥2,680 ¥2,285 ¥2,077 78% ¥603
369 Y7369 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 タケプロン 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥3,340 ¥3,159 ¥2,872 86% ¥468
328 Y8087 リアップＸ５プラスネオ ６０ｍＬ - 第一類医薬品 60mL×1瓶 ─ ¥7,380 ¥6,709 ─ ─
370 Y7352 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日新」 ベネット、アクトネル 骨・カルシウム代謝剤 PTP20錠 ¥3,064 ¥2,698 ¥2,453 80% ¥611
370 Y6915 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 キシロカインビスカス2% 麻酔剤 100mL×1瓶 ¥410 ¥408 ¥371 90% ¥39
370 Y6845 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 オパルモン、プロレナール 血管拡張剤 PTP210錠 ¥3,276 ¥3,268 ¥2,971 91% ¥305
370 Y6846 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 オパルモン、プロレナール 血管拡張剤 PTP1050錠 ¥16,380 ¥15,963 ¥14,512 89% ¥1,868
370 Y7493 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」 オパルモン、プロレナール 血管拡張剤 PTP210錠 ¥3,276 ¥3,099 ¥2,817 86% ¥459
328 Y7925 リンデロン−ＶＧクリーム０．１２％ 先発品 副腎皮質ステロイド 5g×10本 ¥1,385 ¥1,384 ¥1,258 91% ¥127
328 Y7926 リンデロン−ＶＧローション 先発品 副腎皮質ステロイド 10mL×10瓶 ¥2,770 ¥2,768 ¥2,516 91% ¥254
328 Y7805 リンデロン−ＶＧ軟膏０．１２％ 先発品 副腎皮質ステロイド 5g×10本 ¥1,385 ¥1,384 ¥1,258 91% ¥127
370 Y7760 レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥830 ¥755 75% ¥255
370 Y6322 レバミピド錠１００ｍｇ「YＤ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥723 ¥657 65% ¥353
370 Y6055 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥550 ¥500 50% ¥510
370 Y6056 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP1000錠 ¥10,100 ¥4,880 ¥4,436 44% ¥5,664
370 Y7408 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 ﾊﾞﾗ500錠 ¥5,050 ¥2,650 ¥2,409 48% ¥2,641
371 Y6117 レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP1050錠 ¥10,605 ¥5,020 ¥4,564 43% ¥6,041
371 Y6849 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥1,000 ¥909 90% ¥101
371 Y6209 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 ムコスタ 消化性潰瘍治療剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥838 ¥762 75% ¥248
371 Y8088 レビトラ錠１０ｍｇ 先発品 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥21,800 ¥19,818 ─ ─
371 Y8089 レビトラ錠２０ｍｇ 先発品 泌尿器・生殖器用剤 PTP20錠 ─ ¥29,800 ¥27,091 ─ ─
371 Y8053 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「YＤ」 ザイザル 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥1,820 ¥1,444 ¥1,313 72% ¥507
371 Y6204 レボチロキシンＮａ錠２５μｇ「サンド」 チラーヂン 甲状腺疾患治療剤 PTP100錠 ¥980 ¥960 ¥873 89% ¥107
371 Y6205 レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 チラーヂン 甲状腺疾患治療剤 PTP100錠 ¥980 ¥960 ¥873 89% ¥107
371 Y7894 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 クラビット 抗菌剤 PTP100錠 ¥3,670 ¥3,472 ¥3,156 86% ¥514
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372 Y6937 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「YＤ」 クラビット 抗菌剤 PTP100錠 ¥3,670 ¥2,281 ¥2,074 57% ¥1,596
372 Y6101 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「サンド」 クラビット 抗菌剤 PTP100錠 ¥3,670 ¥3,060 ¥2,782 76% ¥888
372 Y6938 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「YＤ」 クラビット 抗菌剤 PTP50錠 ¥3,370 ¥2,094 ¥1,904 56% ¥1,466
372 Y6102 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サンド」 クラビット 抗菌剤 PTP50錠 ¥3,370 ¥2,810 ¥2,555 76% ¥815
372 Y6103 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サンド」 クラビット 抗菌剤 PTP100錠 ¥6,740 ¥5,380 ¥4,891 73% ¥1,849
328 Y6303 レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 クラビット 眼科用剤 5mL×5瓶 ¥888 ¥681 ¥619 70% ¥269
329 Y6304 レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 クラビット 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,775 ¥1,363 ¥1,239 70% ¥536
329 Y6305 レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 クラビット 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥1,760 ¥1,480 ¥1,345 76% ¥415
372 Y7769 ロキソニン錠６０ｍｇ 先発品 鎮痛剤 PTP100錠 ¥1,240 ¥1,227 ¥1,115 90% ¥125
372 Y6324 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「YＤ」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥980 ¥610 ¥555 57% ¥425
372 Y6325 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「YＤ」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP1000錠 ¥9,800 ¥5,680 ¥5,164 53% ¥4,636
372 Y6857 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥800 ¥790 ¥718 90% ¥82
329 Y7235 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,159 ¥1,054 88% ¥143
329 Y7865 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,132 ¥1,029 86% ¥168
329 Y7866 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×50袋 ¥5,985 ¥5,540 ¥5,036 84% ¥949
329 Y7233 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥861 ¥850 ¥773 90% ¥88
329 Y7234 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×100袋 ¥8,610 ¥8,430 ¥7,664 89% ¥946
329 Y7863 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥861 ¥828 ¥753 87% ¥108
329 Y7864 ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×50袋 ¥4,305 ¥4,010 ¥3,645 85% ¥660
329 Y7867 ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 7枚×10袋 ¥1,197 ¥1,132 ¥1,029 86% ¥168
372 Y6053 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥570 ¥390 ¥355 62% ¥215
373 Y6054 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥3,540 ¥3,218 56% ¥2,482
373 Y7576 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 ロキソニン 鎮痛剤 ﾊﾞﾗ1000錠 ¥5,700 ¥3,540 ¥3,218 56% ¥2,482
373 Y6085 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP100錠 ¥980 ¥780 ¥709 72% ¥271
373 Y6086 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 ロキソニン 鎮痛剤 PTP1000錠 ¥9,800 ¥7,280 ¥6,618 68% ¥3,182
373 Y7358 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「YＤ」 ニューロタン 降圧剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥1,422 ¥1,293 59% ¥917
373 Y6177 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 ニューロタン 降圧剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥1,940 ¥1,764 80% ¥446
373 Y7460 ロサルヒド配合錠ＨＤ「YＤ」 プレミネント 降圧剤 PTP100錠 ¥3,580 ¥2,225 ¥2,023 57% ¥1,557
373 Y7459 ロサルヒド配合錠ＬＤ「YＤ」 プレミネント 降圧剤 PTP100錠 ¥2,490 ¥1,548 ¥1,407 57% ¥1,083
373 Y7897 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥814 ¥740 86% ¥120
373 Y7513 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥719 ¥654 76% ¥206
374 Y7896 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP140錠 ¥1,204 ¥1,007 ¥915 76% ¥289
374 Y7898 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,620 ¥1,532 ¥1,393 86% ¥227
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374 Y7514 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,620 ¥1,354 ¥1,231 76% ¥389
374 Y6940 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「YＤ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥752 ¥684 80% ¥176
374 Y7362 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「YＤ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP500錠 ¥4,300 ¥3,580 ¥3,255 76% ¥1,045
374 Y6296 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サンド」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥795 ¥723 84% ¥137
374 Y7764 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ニプロ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥740 ¥673 78% ¥187
374 Y7511 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「日医工」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥860 ¥719 ¥654 76% ¥206
374 Y6941 ロスバスタチン錠５ｍｇ「YＤ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP100錠 ¥1,620 ¥1,221 ¥1,110 69% ¥510
374 Y7363 ロスバスタチン錠５ｍｇ「YＤ」 クレストール 脂質異常症治療剤 PTP500錠 ¥8,100 ¥6,104 ¥5,549 69% ¥2,551
375 Y7566 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ワイパックス 抗不安剤・睡眠剤 PTP1000錠 ¥5,100 ¥5,091 ¥4,628 91% ¥472
375 Y7895 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「YＤ」 クラリチン 抗アレルギー剤 PTP50錠 ¥1,105 ¥988 ¥898 81% ¥207
375 Y6872 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 クラリチン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥2,091 ¥1,901 86% ¥309
375 Y7364 ロラタジン錠１０ｍｇ「YＤ」 クラリチン 抗アレルギー剤 PTP100錠 ¥2,210 ¥1,665 ¥1,514 69% ¥696
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