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326 Y7914 タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 プロトピック 皮膚科用剤 5g×10本 ¥2,495 ¥2,495 ¥2,268 91% ¥227
351 Y8040 タダラフィル錠２．５ｍｇＺＡ「日医工」 ザルティア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥3,630 ¥3,334 ¥3,031 83% ¥599
351 Y8041 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「日医工」 ザルティア 泌尿器・生殖器用剤 PTP100錠 ¥7,380 ¥6,778 ¥6,162 83% ¥1,218
351 Y6590 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 ハルナール 泌尿器・生殖器用剤 PTP140錠 ¥4,172 ¥4,162 ¥3,784 91% ¥388
351 Y7909 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日新」 ハルナール 泌尿器・生殖器用剤 PTP140錠 ¥4,172 ¥3,970 ¥3,609 87% ¥563
351 Y6592 タモキシフェン錠１０ｍｇ「サワイ」 ノルバデックス 抗悪性腫瘍剤 PTP100錠 ¥2,460 ¥2,407 ¥2,188 89% ¥272
326 Y7901 ダラシンＴゲル１％ 先発品 皮膚科用剤 10g×10本 ¥3,110 ¥3,101 ¥2,819 91% ¥291
351 Y7641 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 テルネリン 筋弛緩剤 PTP100錠 ¥590 ¥493 ¥448 76% ¥142
326 Y6313 チモロール点眼液０．５％「日新」 チモプトール 眼科用剤 5mL×10瓶 ¥3,625 ¥3,604 ¥3,276 90% ¥349
326 Y6600 ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 ホクナリン 気管支拡張剤 1枚×70袋 ¥2,443 ¥2,438 ¥2,216 91% ¥227
351 Y6602 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 テオドール 気管支拡張剤 PTP100錠 ¥570 ¥570 ¥518 91% ¥52
351 Y6603 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 テオドール 気管支拡張剤 PTP1000錠 ¥5,700 ¥5,700 ¥5,182 91% ¥518
326 Y7972 デキサメタゾンローション０．１％「イワキ」 - 皮膚科用剤 10g×10瓶 ¥780 ¥780 ¥709 91% ¥71
351 Y6605 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 セルベックス 消化性潰瘍治療剤 PTP100カプセル ¥630 ¥628 ¥571 91% ¥59
351 Y8042 デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「日医工」 アボルブ 泌尿器・生殖器用剤 PTP30カプセル ¥1,428 ¥1,351 ¥1,228 86% ¥200
352 Y8043 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＮＳ」 アボルブ 泌尿器・生殖器用剤 PTP30錠 ¥1,428 ¥1,359 ¥1,235 86% ¥193
352 Y8078 デラキシー配合顆粒 シナール ビタミン製剤 1g×1008包 ¥6,350 ¥6,290 ¥5,718 90% ¥632
352 Y7454 テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」 ミカムロ 降圧剤 PTP100錠 ¥1,550 ¥1,321 ¥1,201 77% ¥349
352 Y7455 テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」 ミカムロ 降圧剤 PTP140錠 ¥2,170 ¥1,850 ¥1,682 78% ¥488
352 Y7457 テルチア配合錠ＡＰ「日医工」 ミコンビ 降圧剤 PTP100錠 ¥1,510 ¥1,287 ¥1,170 77% ¥340
326 Y7922 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「イワキ」 ラミシール 抗真菌剤 10g×10本 ¥1,220 ¥1,215 ¥1,105 91% ¥115
326 Y6614 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 ラミシール 抗真菌剤 10g×10本 ¥1,220 ¥1,215 ¥1,105 91% ¥115
326 Y8044 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」 ラミシール 抗真菌剤 10g×10本 ¥1,220 ¥1,100 ¥1,000 82% ¥220
352 Y7300 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「YＤ」 ラミシール 抗真菌剤 PTP100錠 ¥4,590 ¥3,837 ¥3,488 76% ¥1,102
352 Y6622 テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥956 ¥869 86% ¥141
352 Y6623 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,270 ¥1,201 ¥1,092 86% ¥178
352 Y6898 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥872 ¥793 79% ¥217
352 Y6899 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,414 ¥1,221 ¥1,110 79% ¥304
353 Y6928 テルミサルタン錠２０ｍｇ「YＤ」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,414 ¥1,120 ¥1,018 72% ¥396
353 Y7743 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥869 ¥790 78% ¥220
353 Y7744 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,414 ¥1,217 ¥1,106 78% ¥308
353 Y7451 テルミサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥861 ¥783 78% ¥227
353 Y6929 テルミサルタン錠４０ｍｇ「YＤ」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,778 ¥1,486 ¥1,351 76% ¥427
353 Y6222 テルミサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,778 ¥1,561 ¥1,419 80% ¥359
353 Y7745 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,270 ¥1,092 ¥993 78% ¥277
353 Y7746 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ミカルディス 降圧剤 PTP140錠 ¥1,778 ¥1,529 ¥1,390 78% ¥388
353 Y7452 テルミサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,270 ¥1,082 ¥984 77% ¥286
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354 Y6930 テルミサルタン錠８０ｍｇ「YＤ」 ミカルディス 降圧剤 PTP100錠 ¥1,910 ¥1,800 ¥1,636 86% ¥274
354 Y7415 トアラセット配合錠「あすか」 トラムセット 鎮痛剤 PTP100錠 ¥1,190 ¥767 ¥697 59% ¥493
354 Y7413 トアラセット配合錠「日医工」 トラムセット 鎮痛剤 PTP100錠 ¥1,190 ¥1,125 ¥1,023 86% ¥167
354 Y7414 トアラセット配合錠「日医工」 トラムセット 鎮痛剤 PTP500錠 ¥5,950 ¥5,800 ¥5,273 89% ¥677
354 Y7201 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＳ」 カルデナリン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,010 ¥710 ¥645 64% ¥365
354 Y7202 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＳ」 カルデナリン 降圧剤 PTP100錠 ¥1,290 ¥1,150 ¥1,045 81% ¥245
354 Y6629 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」 ユベラN 脂質異常症治療剤 PTP100カプセル ¥570 ¥569 ¥517 91% ¥53
354 Y6630 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」 ユベラN 脂質異常症治療剤 PTP1000カプセル ¥5,700 ¥5,684 ¥5,167 91% ¥533
354 Y8097 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「日医工」 ユベラＮ 脂質異常症治療剤 PTP100カプセル ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
355 Y6294 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP56錠 ¥5,012 ¥2,208 ¥2,007 40% ¥3,005
355 Y6295 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP140錠 ¥12,530 ¥5,520 ¥5,018 40% ¥7,512
355 Y6290 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP14錠 ¥377 ¥168 ¥153 41% ¥224
355 Y6291 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP28錠 ¥753 ¥333 ¥303 40% ¥450
355 Y6292 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP56錠 ¥2,789 ¥1,230 ¥1,118 40% ¥1,671
355 Y6293 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP140錠 ¥6,972 ¥3,070 ¥2,791 40% ¥4,181
355 Y6215 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP56錠 ¥2,789 ¥1,230 ¥1,118 40% ¥1,671
355 Y6216 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒロ」 アリセプト 抗認知症剤 PTP140錠 ¥6,972 ¥3,070 ¥2,791 40% ¥4,181
355 Y7979 トミロン錠１００ 先発品 抗菌剤 PTP100錠 ¥3,950 ¥3,700 ¥3,364 85% ¥586
355 Y7980 トミロン錠１００ 先発品 抗菌剤 PTP500錠 ¥19,750 ¥18,450 ¥16,773 85% ¥2,977
356 Y7547 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 ハルシオン 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥570 ¥486 ¥442 78% ¥128
356 Y7548 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 ハルシオン 抗不安剤・睡眠剤 PTP100錠 ¥590 ¥490 ¥445 75% ¥145
356 Y8092 トリキュラー錠２８ 先発品 女性ホルモン製剤 子宮用剤 PTP280錠 ─ ¥18,900 ¥17,182 ─ ─
356 Y7748 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 フルイトラン 降圧剤 PTP100錠 ¥620 ¥534 ¥485 78% ¥135
356 Y7620 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 セレキノン 消化管運動機能改善剤 PTP100錠 ¥590 ¥500 ¥455 77% ¥135
356 Y7626 ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 ナウゼリン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥590 ¥560 ¥509 86% ¥81
356 Y7860 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 ナウゼリン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥590 ¥503 ¥457 77% ¥133
356 Y7176 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 ナウゼリン 胃腸機能調整剤 PTP100錠 ¥590 ¥520 ¥473 80% ¥117
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