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 年末になって、多少ビックリしたニュー
ス。右の記事。 
 グラクソスミスクライン社の47歳の人
が、日本の武田薬品の社長になる様子
です。また、既に取締役の過半数も外
国人というニュースもありました。 
 タケダ薬品は天下の大企業なので、
日本人の人材不足による外人登用で
は無いと思います。しかし、日本人中間
管理職の世代が、現代のビジネスモデ
ルに適合し難くなっているのは、間違い
ないでしょう。時代は変わりました。 

 私の子供の頃は、様々な業種のセールスマンが家に来て、結構、強引なセールスをやってました。 
 私自身もアルバイトで訪問セールスをやってましたし。そこで大切なことは「今、ご飯時かな～」とか「今、忙
しいかな～」などと逡巡するような「デリカシー（繊細さ）」があったら、玄関の呼び鈴は押せません。 
 デリカシーを無くして、飛び込んで、共感してもらって、契約書に判を貰うのが仕事。 

 昭和たたき上げの上司は、「デリカシーが無い」ことを武器に出世してきた人々。そ
う言い切れば反論もあるでしょうけど。「呑みニュケーション」で組織への「帰属意識」
を高め、無理難題を「24時間戦えますか」で乗り切った時代。 

 ー今は、家族でさえ帰属意識は希薄になった時代なんですー 

そんな現代に対して、中間管理職などは、どう対処すべきなんでしょう？ 

 今はどうでしょう。セールスは来なくなったというより、嫌
悪感の対象、企業イメージも悪くなります。お断りです。 
 皆、押しつけられたくない、情報はあるから自分で考えた
い時代です。CMだって変わりました。商品と脈絡もない
「白い犬」の「お父さん」が「携帯電話」を売るのです。 
 買いたくなる雰囲気。イメージ。それが優先の時代。 

 まして会社や上司に「呑みニュケーション」で帰属意識を…すなわち個人主義にズカズカと踏み込んでくる
「昭和のデリカシーの無さ」は好まれない。帰属するか否かは個人が自発的に決める時代。 
 「昭和の上司が部下の現場指導を行うと、雰囲気も売り上げもぶち壊しになる」。過日、ビジネスコンサルタ
ントの方の言。セールスから店舗販売への大変革に伴い、雰囲気作り、お客様を見守る、サポートするという
「デリカシー」が大切だと。そこに年配の上司が来て「あの客に付け！」「追いかけろ！」と指示を出せば、客が
逃げ出してしまうのだと。結果責任は「部下」。職場の雰囲気は最悪。で、コンサル導入…らしい。 

 少なくとも、大多数が個人主義原則になった中で、「帰属意識」に頼るには無理がある。そこは間違いなさそ
うです。重要なのは「デリカシー（繊細さ）」というキーワードになりそうだというのがコンサルの言。 
 例えば「やる気を高める」のではなく「やりたくさせる」動機づけ。「感情」という長続きしないものより「興味」。
上司の「指導」より集団の「学び合い」。「日本的成果主義評価」ではなく「目標」との差を埋める管理の工夫。
呑みニュケーション・帰属関係でなく横のコミュニケーション。対立的に書きましたが、「よりデリカシーを必要と
する」マネジメントへ変化したように思います。個々に「分からせて、させる」ではなく「腑に落ちて行動に移る」こ
とを目指すのですから。難しい時代になりました。体育会系からの脱却…と言うと怒られるか。 
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当院使用品のみ抜粋 

アリセプト 

ドネペジル塩酸塩  

１１９ その他の中枢神経系用薬 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意 
一部改訂 

 
 
 
 

追記 
 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 

一部改訂 
 
 
 
 
 
 
 
 

追記 

「本剤の投与により、QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室 

細動、洞不全症候群、洞停止、高度徐脈、心ブロック（洞房ブロック、房室ブ
ロック）等があらわれることがあるので、特に心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心
筋症等）を有する患者や電解質異常（低カリウム血症等）のある患者等では、 

観察を十分に行うこと。」 

「アルツハイマー型認知症では、自動車の運転等の機械操作能力が低下す
る可能性がある。また、本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれ
ることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないよう
患者等に十分に説明すること。」 

「QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動、洞不全症
候群、洞停止、高度徐脈、心ブロック、失神： 

QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）、心室細動、洞不全症候
群、洞停止、高度徐脈、心ブロック（洞房ブロック、房室ブロック）、失神があ 

らわれ、心停止に至ることがあるので、このような症状があらわれた場合に 

は、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

心筋梗塞、心不全： 

心筋梗塞、心不全があらわれることがあるので、このような症状があらわれ 

た場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「血小板減少： 

血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行い、 

異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

サンリズム 

プロノン 

ベプリコール  

２１２ 不整脈用剤 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意 
追記 

 

「めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械 

の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。」 

ラシックス 

フロセミド  

２１３ 利尿剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

 

再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、血小板減少、赤芽球癆： 

再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、血小板減少、赤芽球癆が
あらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止するな
ど適切な処置を行うこと。」 
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当院使用品のみ抜粋 

トラクリア 

ボセンタン水和物  

２１９ その他の循環器官用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「心不全、うっ血性心不全： 

心不全が増悪することがあるので、投与中は観察を十分に行い、体液貯留、 

急激な体重増加、心不全症状・徴候（息切れ、動悸、心胸比増大、胸水等）
が増悪あるいは発現した場合には、投与を中止するなど適切な処置を行う
こと。」 

プロサイリン、ジスロマック 

ジェニナック、クラビット  

各種薬効 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意 
追記 

 

「意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機 

械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。」 

ダラシン 

クリンダマイシン  

６１１ 主としてグラム陽性菌に作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

 
 
 
 
 

追記 

「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼 

症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮
膚炎： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、急性汎発性発疹性膿疱症、 

剥脱性皮膚炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認
められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「薬剤性過敏症症候群： 

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血 

球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状
があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわ
れた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。投与中止後も発疹、
発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意
すること。」 

アシクロビン 

バルトレックス  

６２５ 抗ウイルス剤 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意 
追記 

 

「意識障害等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機 

械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。なお、 

腎機能障害患者では、特に意識障害等があらわれやすいので、患者の状
態によっては従事させないよう注意すること。」 
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医薬品副作用被害救済制度の概要と医薬品の 
使用が適正と認められない事例について 

１．はじめに 
 「医薬品副作用被害救済制度」は，医薬品（一般用医薬品を含む。）が適正に使用されたにも
かかわらず副作用が発生し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済する
ことを目的として，医薬品製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制度と
して昭和55年に創設されました。図１のとおり，近年，本救済制度における請求件数，支給件数
は増加しており，昭和55年の創設から平成24年度末までに12,000件を超える支給決定がなされ
ています。しかしながら，一般国民における本救済制度の認知率は「知っている」5.3%，「名前は聞
いたことがある」15.4%，合計20.7%であり，医薬品の副作用による健康被害を受けながらも本救済
制度の存在を知らないために請求に至らない方がいることと思われます。このような健康被害者に
本救済制度を活用していただけるよう，本救済制度について情報提供していただくとともに，健康
被害者の請求に当たり，診断書の作成等にご協力ください 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．副作用救済給付の概要 
 副作用救済給付の対象となる健康被害は，昭和55年５月１日以降に医薬品を適正に使用した
にもかかわらず発生した副作用による疾病（入院を必要とする程度のもの），障害（日常生活が著
しく制限される程度の状態のもの）及び死亡です。また，ここでいう医薬品とは厚生労働大臣の許
可を受けた医薬品であって，病院・診療所で投薬された医薬品，薬局などで購入した医薬品のい
ずれでも救済の対象となりますが，抗がん剤，免疫抑制剤等，一部本救済制度から除外となる医
薬品もあります。 

 なお，生物由来製品についても同様に，適正に使用されたにもかかわらず生物由来製品を介し
てウイルス等に感染し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを
目的として，「生物由来製品感染等被害救済制度」が平成16年に創設されており，平成24年度
末までに44件（実人数）に救済給付が行われています。 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

 本救済制度における副作用救済給付の概要は以下の通りです（平成25年10月１日現在）。詳
細については，独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）のホームページ 
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help/information.htmlに掲載されています。 

医療費（健康保険等による給付の額を除いた自己負担分） 
・副作用による疾病の治療に要した費用を実費補償するものです。 
医療手当（月額33,300 〜 35,300円） 
・副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の負担に着目して給付されるものです。 
障害年金（１級：年額2,680,800円，２級：年額2,144,400円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付され
るものです。 
障害児養育年金（１級：年額838,800円，２級：年額670,800円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもの
です。 
遺族年金（年額2,344,800円，10年間） 
・生計維持者が副作用により死亡した場合に，その遺族の生活の立て直し等を目的として給付さ
れるものです。 
遺族一時金（7,034,400円） 
・生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に，その遺族に対する見舞等を目的として給
付されるものです。 
葬祭料（201,000円） 
・副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。 

[救済給付が認められた事例］ 
＜事例１＞ 
 感冒にて新ベサエースEVを服用後，中毒性表皮壊死症を生じ，15日間の入院加療を行った。
医療費及び医療手当が支給された。 
＜事例２＞ 
 オムニパーク350シリンジを使用後，アナフィラキシー様ショックを生じ，低酸素脳症が続発した
後，高度脳機能障害が残った。障害年金が支給された。 
＜事例３＞ 
 リウマトレックスカプセルを服用後，間質性肺炎を生じ，約２ヶ月の入院加療の後，死亡した。医
療費，医療手当，遺族年金及び葬祭料が支給された。 

３.制度に関する情報 
救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度の詳細については，PMDAのホームページ 
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/kansen.htmlに掲載されていますのでご参照ください。また，
同ホームページには以下のような資材が用意されていますので，制度の普及にご活用ください。 
・救済制度をわかりやすく解説した冊子（医療関係者向け） 
 「誰よりも知ってほしい。伝えてほしい。医薬品副作用被害救済制度」 
・健康被害救済制度のリーフレット 
・掲示用ポスター「医薬品副作用被害救済制度」 
・薬袋用資材 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/file/kouhou_kusuri.pdf 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

本救済制度の相談窓口は以下のとおり（生物由来製品感染等被害救済制度についても同様）。 
 ・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 
    電話番号：0120−149−931（フリーダイヤル） 
    受付時間：月〜金（祝日・年末年始を除く）午前９時〜午後５時 
    E-mail：kyufu@pmda.go.jp 
 
なお，表１に掲げる場合には救済給付の対象になりませんので，ご留意ください。 

表１ 救済給付の対象とならない場合 
 
ア．法定予防接種を受けたことによるものである場合（予防接種法に基づく予防接種健康被害救
済制度がある）。ただし，任意に予防接種を受けた場合は対象となる。 
イ．製造販売業者など，他に損害賠償の責任を有する者が明らかな場合。 
ウ．救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて使用したことによる健康被害で，その発生があ
らかじめ認識されていた等の場合。 
エ．使用目的・方法が適正と認められない場合。 
  （厚生労働大臣が承認した効能効果以外の目的で使用した場合や添付文書の使用上の注意
に従わずに使用された場合など） 
オ．対象除外医薬品による健康被害の場合。 
   対象除外医薬品： 
① がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって，厚生労働大臣
の指定するもの。（抗がん剤，免疫抑制剤など） 
② 人体に直接使用されないものや薬理作用のないもの等，副作用被害発現の可能性が考えら
れない医薬品。（殺虫剤，殺菌消毒剤，体外診断薬など） 
カ．軽度な健康被害（入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療を受けていない場合
等）や障害の程度が規定の等級に該当しない注）場合。 

 注）障害の状態が，「日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態（１
級）」又は「日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態（２級）」に当たらない 

キ．請求期限が経過している場合。 
ク．その他，厚生労働省の薬事・食品衛生審議会における，医学・薬学的判定において認められ
なかった場合。 
  ・疾病，障害等が医薬品の副作用によるものとは考えがたいと判定された場合（医薬品により
発現したものとは認められない） 
  ・提出された書類の不足等のため，因果関係，適正目的・適正使用がなされたか否かといった
判定ができない場合（判定不能） 

４.本救済制度における支給・不支給決定の状況について 
本救済制度における平成20年度から平成24年度までの支給件数の割合は86％，不支給件数
の割合は14％となっており，支給事例の副作用による健康被害の内訳や不支給理由の内訳は， 
図２のとおりです。 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

図２：一部略 

図２ 平成20年度〜平成24年度の支給・不支給件数の割合と健康被害，不支給理由の内訳 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

５.医薬品の使用目的又は使用方法が適正と認められなかった事例 
 平成20年度〜平成24年度の不支給件数743件のうち，その28％は医薬品の使用目的又は使
用方法が適正とは認められないために不支給となっています。ここでは，適正と認められなかった
理由について，添付文書の記載内容又は具体的事例を交えて紹介します。 

①医師の指示によらず，自己判断で服用した事例 
 医師の処方により使用される医療用医薬品を，医師の指示に従わず自己判断で服用したり，本
人以外の家族又は知人に処方された医療用医薬品を服用した場合は，使用目的及び使用方法
が適正とは認められませんでした。医療関係者におかれましては，患者が適切に医薬品を服用で
きるよう，服用時点や服用量等について具体的に指示するなど，より一層のご指導をお願いします。 
＜事例１＞ 
 風邪症状等に処方された抗生剤等を自己判断により服用した事例 
 風邪症状を認めたため，半年前に処方された抗生剤であるセファクロルを服用し，多形紅斑型
薬疹を生じた。本事例では，過去に咽頭炎の治療のために処方された医薬品を自己判断で服用
した。 
＜事例２＞ 
 知人に対し処方された薬剤を服用した事例 
 感冒症状を認めたため，市販の解熱鎮痛薬を服用したが，それと同時に知人に対して処方され
たムコスタ錠を服用し，アナフィラキシー（様）反応を生じた。本事例では，本人以外に処方された
医薬品を自己判断で服用した。 
 
②必要な検査が実施されていない事例 
 医薬品の使用にあたり添付文書で規定された検査が実施されていないために，使用方法が適
正と認められない事例がみられます。副作用を早期に発見し重症化を回避するため，適切な検
査の実施が重要と考えられますので，「使用上の注意」の内容に留意し，適正使用に努めていた
だくようお願いします。 
＜検査未実施例がよく見られる医薬品とその副作用＞  
・チアマゾール（メルカゾール）による無顆粒球症 
「警告」の項に，少なくとも投与開始後２ヶ月間は，原則として２週に１回，それ以降も定期的に白
血球分画を含めた血液検査を実施する旨の記載がある。 
・チクロピジン塩酸塩（パナルジン等）による無顆粒球症及び薬物性肝障害 
「警告」の項に，投与開始後２ヶ月間は，原則として２週に１回，血球算定（白血球分画を含む），
肝機能検査を行う旨の記載がある。 
・ベンズブロマロン（ユリノーム等）による劇症肝炎 
「警告」の項に，投与開始後少なくとも６ヶ月間は必ず，定期的に肝機能検査を行う，また，患者
の状態を十分観察する旨の記載がある。 
・サラゾスルファピリジン（アザルフィジン等）による無顆粒球症 
「重要な基本的注意」の項に，定期的に（投与開始後，最初の３ヶ月間は２週間に１回，次の３ヶ
月間は４週間に１回，その後は３ヶ月ごとに１回）血液学的検査及び肝機能検査を行う旨の記載
がある。 
・炭酸リチウム（リーマス等）によるリチウム中毒 
「用法・用量に関連する使用上の注意」の項に，投与初期又は用量を増量したときには維持量が
決まるまでは１週間に１回をめどに，維持量の投与中には２〜３ヶ月に１回をめどに，血清リチウム
濃度の測定結果に基づきトラフ値を評価しながら使用し，血清リチウム濃度を上昇させる要因（食
事及び水分摂取量不足，脱水を起こしやすい状態，非ステロイド性消炎鎮痛剤等の血中濃度上
昇を起こす可能性がある薬剤の併用等）や中毒の初期症状が認められる場合には，血中リチウム
濃度を測定する旨の記載がある。 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

③承認された効能又は効果，用法及び用量によらず使用された事例 
 承認された効能又は効果，用法及び用量によらず使用された事例も，使用目的及び方法が適
正ではないとされました。 
＜事例１（効能又は効果によらず使用した事例）＞ 
レクチゾールによる薬剤性過敏症症候群 
  添付文書の効能・効果の項に記載されていない結節性痒疹に対し使用され，薬剤性過敏症
症候群を生じた。レクチゾールは結節性痒疹の治療においてエビデンスがなく，適正な使用とは認
められなかった。 
＜事例２（用法及び用量を遵守せず使用した事例）＞ 
ラモトリギン（ラミクタール錠）による重症薬疹 
 i）双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制の目的で，単剤療法にてラモトリギンの
投与を開始したが，１日25mgから開始すべきところ，１日50mgから開始し，重症薬疹を生じた。 
ラモトリギンの開始用量が多すぎたことから，適正な使用とは認められなかった。 
 ii）双極性障害のため，単剤療法にてラモトリギンの投与を開始した。１日25mgで５日間投与後， 
１日50mgに増量し２週間投与，さらに１日100mgに増量し３日間投与後，１日200mgに増量され， 
重症薬疹を生じた。ラモトリギンの増量の間隔が短すぎたことから，適正な使用とは認められな 
かった。 
（モトリギンにより重症薬疹を生じ，適正な使用とは認められず不支給となった事例は非常に多く， 
これらの事例のほとんどは，投与初期の用量及び増量間隔を守らずに投与されていました） 
 
④「禁忌」に該当する患者に使用された事例 
 「禁忌」の項に該当する患者であるにもかかわらず使用し，適正ではないとされた事例も散見さ
れております。医療関係者におかれましては，患者の原疾患・合併症，アレルギー歴，副作用歴
又は他院での服用歴等を十分に考慮した上で，医薬品を適正に使用していただきますよう，お願
いします。 
＜事例１＞ 
 ペニシリンアレルギーの患者に対し，ランサップを処方した事例 
 ペニシリン系抗生物質に対し薬疹の既往歴がある患者に，ランサップを処方し，紅皮症型薬疹
を生じた。 
＜事例２＞ 
  アスピリン喘 息の既 往 のある患 者 に対し， ロキソプロフェンナトリウム細 粒を使 用した事例 
 アスピリン喘息の既往のある患者に対し，ロキソプロフェンナトリウム細粒を投与し，アナフィラキ 
シー（様）ショックが生じた。 
 
⑤その他，添付文書の記載を遵守しないで使用された事例 
＜事例１（「重要な基本的注意」を遵守せず使用された事例）＞ 
ラキソベロン内 用 液 による虚 血 性 大 腸 炎 
 医師は，患者に大腸検査前処置のためラキソベロン内用液を投与する前に，投与前日あるいは
当日服用前に，通常と同程度の排便があることを確認しなかった。実際に患者は投与前日あるい
は当日服用前までに排便がない状態で服用し，その後虚血性大腸炎を来した。 
＜事例２（「重大な副作用」を遵守せず使用された事例）＞ 
テグレトールによる汎発型薬疹 
 テグレトール錠を服用して薬疹を生じ，その６日後に皮膚科を受診しているにもかかわらず，さら
にその８日後まで投与が継続された。 

６.おわりに 
医薬品の使用に当たっては，「使用上の注意」の内容を熟読し，適正に使用していただきますよう， 
お願いします。（以下、遵守なき場合は不支給、副作用の際は本救済制度の紹介を。略） 



【新規仮採用薬】 

リバロＯＤ錠2ｍｇ（ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝ：興和） 

【効】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 

平成25年度 第5回 薬事委員会報告 ダイジェスト 

ボルベン輸液6％500ｍＬ（ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ：大塚） 

【効】循環血液量の維持 

コアベータ静注用12.5ｍｇ（ランジオロール：小野） 

【効】コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能
の改善。 

オレンシア点滴静注250ｍｇ（アバタセプト：ﾌﾞﾘｽﾄﾙ） 

【効】 関節リウマチ 

イオパミロン注370ｼﾘﾝｼﾞ65ｍL（ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ：ﾊﾞｲｴﾙ） 

【効】 造影剤（略） 

アセリオ静注液１０００ｍｇ（ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ：テルモ） 

【効】経口製剤及び坐剤の投与が困難な場合における疼痛及び発熱。 

【削除薬】 

• 【入れ替え分】リバロ、イオパミロン注370ｼﾘﾝｼﾞ50ｍL、ヘスパンダー、 

• 【使用が無い】セレベント50吸入ﾛﾀﾃﾞｨｽｸ、フルタイド200吸入ﾛﾀﾃﾞｨｽｸ（フルチカゾン）、
ノボリンN（インスリン）、ジルテック（抗ｱﾚﾙｷﾞｰ）、セロケン（β遮断）、ソランタール（鎮
痛）、テルネリン（筋弛緩）、ムコティア点眼、UFT顆粒、シプロキサン 

• 【製造中止】ジェネリックのエピカルスS→先発品のエビプロスタットDBに戻す 

【緊急購入薬】 

注射用ＧＨＲＰ科研１００（ﾌﾟﾗﾙﾓﾚﾘﾝ：科研） 

【効】成長ホルモン分泌不全症の診断 

【院外処方薬】 

ランピオンパック（ピロリ二次除菌セット・下記：武田） 

ランソプラゾール・アモキシシリン・メトロニダゾール 

【効】ヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 

バイナス錠75ｍｇ（ラマトロバン：バイエル） 

【効】アレルギー性鼻炎 

高砂テンマ末M（日本薬局方テンマ：大杉） 

【効】【用】漢方処方の調剤に用いる 

メノエイドｺﾝﾋﾞﾊﾟｯﾁ（ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ：あすか） 

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経系症状（hot flush及び発
汗） 

ビソノテープ8ｍｇ（ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ：ﾄｰｱｴｲﾖｰ） 

【効】本態性高血圧症＜軽症～中等症＞ 

ミカムロAP（ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40㎎/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5㎎：ｱｽﾃﾗｽ） 

【効】高血圧症 

ソブリアードｶﾌﾟｾﾙ100ｍｇ（ｼﾒﾌﾟﾚﾋﾞﾙ：ヤンセン） 

【効】セログループ1（ジェノタイプⅠ（1a）又はⅡ（1b））のC型慢性肝炎における次のい
ずれかのウイルス血症の改善 


