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 統一性，質の担保を考慮した「専門薬剤師制度の整備指針」まとまる

（827）

Point of view

新しいカテゴリー「要指導医薬品」

　6月12日，医薬品の販売等に関する大幅な規制の見直
しが施行されました。医薬品の分類が新たに決められ，
一般用医薬品の通信販売が可能になる一方，「要指導医
薬品」という，薬剤師が対面で情報提供・指導しなけれ
ばならないカテゴリーができました（図1）。
　この要指導医薬品には6月12日現在，スイッチ直後等
品目16成分15品目と劇薬5品目，計20品目が指定され
ています（表1）。アレルギー薬が多くを占めています。

販売制度改正に伴う届出

　要指導医薬品を販売する場合には，変更届の提出が必
要となります。具体的には，2014年6月12日以降，要指
導医薬品として区分された医薬品を販売する場合，30日
以内に「変更届」を提出しなければなりません。従前から
要指導医薬品を販売していても，変更届の提出が必要と
なりますので注意しましょう。
　なお，6月12日以降に要指導医薬品を扱わず，特定販売
も行わない場合，業許可更新時に届け出る事項があります。

　2014年4月号「Point of view」でもお伝えしましたが，「要指導医薬品」新設や一般用医薬品の
特定販売（インターネット販売）等販売制度の改正が行われ，6月12日に施行されました。これによ
り，要指導医薬品を販売する際には都道府県知事に届け出る必要があります。また，取り扱っている
要指導医薬品などの区分を薬局に掲示することも必要です。本欄では要指導医薬品を扱ううえで押さ
えておくべきポイントを取り上げます。

新医薬品販売制度スタート
「要指導医薬品」取り扱いの届出を忘れていませんか？

Point of view

図1　新たな医薬品の分類と販売制度について
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事項

薬局医薬品
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一般用医薬品

医療用医薬品 薬局製造販売
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販売できる業態 薬局のみ 薬局・店舗販売業＊2 薬局・店舗販売業＊3・配置販売業＊3

販売者 薬剤師のみ 薬剤師・登録販売者
販売時の情報提供＊4 義務 努力義務 規定なし
対面販売／特定販売＊5 対面販売のみ 特定販売可＊6 対面販売のみ 特定販売可＊6

相談があった場合の対応 義務
記録の作成・保存 義務 努力義務
＊1：薬局製剤製造販売業及び薬局製剤製造業の許可を取得している薬局のみ販売できる。
＊2：要指導医薬品を販売する時間内は，薬局又は店舗内で薬剤師が情報提供・指導を行えること。
＊3：第1類医薬品を販売する時間内は，薬局又は店舗内で薬剤師が情報提供・指導を行えること。
＊4：第1類医薬品を適正に使用されると薬剤師が判断しない限り，情報提供は免除されない。
＊5： その薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬を除く）の販売又は授与。いわゆる電話販売，カタログ

販売，インターネット販売のこと。
＊6：薬局製造販売医薬品及び第1類医薬品の特定販売のみ行う時間も，薬局又は店舗内に薬剤師が勤務していることが必要。

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/ippan_kusuri/ippan_todoke.files/H260612Todoke.pdf）
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更年期障害と薬剤師の役割

　更年期とは女性の人生の節目とも言われます。更年期症状とは，更年期に現れる多種多

様な症状の中で器質的変化に起因しない症状を言い，日常生活に支障を来す病態が更年期

障害です。女性の80%が経験するとされる更年期症状を克服し，よりよいQOLを保つた

めにはどうすればよいのでしょうか。 

　今月号では，女性とエストロゲンの関係，漢方やHRTによる治療を取り上げます。さ

らに，更年期女性に顕著に見られるストレスと更年期うつ病や，そうした更年期障害の治

療に，薬剤師がどう関わっていけるかについても解説します。 
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 閉経とは？　更年期とは？

　閉経間近になると月経が来なかっ
たり，逆に月経が早まったり，また
月経期間が長引いたり，月経期間が
短くなったりと，月経不順となり，
その後，月経の停止が12カ月以上
持続した場合，医学的に閉経と判定
される。閉経とは，女性が性成熟期
の終わりに達し，卵巣の活動性が次
第に低下し，ついに月経が永久に停
止することを言う。閉経の前後5年
間くらいを更年期と言うことが多
い。日本人の平均的な閉経年齢は
50歳くらいであるため，45～55歳
くらいを示す。
　更年期症状は卵巣機能低下による
エストロゲン低下とともに出現す
る。そして60歳代以降，骨量減少，
ドライシンドローム，認知機能低下，

糖脂質代謝異常，動脈硬化といった
身体的変化が徐々に引き起こされる
（図1）。細胞レベルでの変化は，エ
ストロゲンが低下する閉経期と時を
ほぼ同じくしていることがわかって
きている。ここでは，更年期症状，
そしてエストロゲン減少に伴う骨量
減少，動脈硬化など身体的な変化に
ついても述べる。

 更年期症状

　更年期症状とは，更年期に現れる
多種多様な症状の中で，器質的変化
に起因しない症状を言い，これらの
症状の中で日常生活に支障を来す病
態が更年期障害である。更年期症状
は，約80％の婦人において経験され
ると言われているが，人によって症
状の程度は大きな差がある。

　更年期症状は，のぼせ（ホットフ
ラッシュ）や発汗，動悸，肩こり，
頭痛，めまい，倦怠感といった，血
管運動神経失調を主体とした自律神
経失調症状や心因性の症状を呈す
る。更年期障害と診断がつくまでに
時間がかかることも多く，一般的に
は内科，整形外科，耳鼻科，心療内
科，皮膚科などを転々としているこ
とが多い。更年期症状の原因として
は，卵巣機能低下，停止のみならず，
環境因子，気質因子が挙げられる。
環境面では，社会，家族面からも変
化の多い世代であり，その影響も大
きい。これらの因子が総合的に作用
して，更年期症状を呈する。

1．ホットフラッシュ
　血管運動神経失調である，いわゆ
るホットフラッシュは，通常2～4分

　40代に入ると，30代まではそれほど気にならなかったエイジングのサインを感じるようになる。疲れた時，ふ
と鏡を見るとしわ，たるみ，しみに気づく，お腹周りが太くなった，体重が増え，やせにくくなった，体力がなく
なり疲れやすくなったなど，これらは卵巣から分泌されるエストロゲンの量が不安定になってきたサインである。
　更年期症状とは，更年期に現れる不定愁訴の中で，器質的変化に起因しない症状を言い，これらの症状の中で日
常生活に支障を来す病態が更年期障害である。更年期症状は卵巣機能の低下，停止によるエストロゲン分泌低下に
起因するものである。また，エストロゲン低下により，骨量減少，ドライシンドローム，認知機能低下，糖脂質代
謝異常，動脈硬化といった身体的変化が徐々に引き起こされる。更年期は，更年期障害のみならず，エストロゲン
が低下した老年期の身体的変化への始まりであり，更年期のヘルスケアは，老年期におけるQOLへの重要な役割
を果たすものと考えられる。

小山嵩夫クリニック　日野 有紀，小山 嵩夫

更年期とは何か
─女性とエストロゲン─

更年期障害と薬剤師の役割
特 集
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 定義の正しい理解と
伝え方

　薬剤師は，一般女性（市民）にとっ
て身近な医療者である。「私は更年
期なのかしら？」といった質問を受
けることも多く，用語について正し
く理解しわかりやすく説明できるこ
とは大事な要件である。更年期障害
は，下記のように定義されている。
　更年期に現れる多種多様な症状の
中で，器質的変化に起因しない症状
を更年期症状と呼び，これらの症状
の中で日常に支障を来す病態を更年
期障害と定義する。更年期症状，更
年期障害の主たる原因は卵巣機能の

低下であり，これに加齢に伴う身体
的変化，精神・心理的な要因，社会
文化的な現場因子などが複合的に影
響することにより症状が発現すると
考えられている1）。

 1人ひとりに合わせた
対応を

　「日常に支障を来す」という意味合
いには，医学薬学的観点だけでは表
せない生活背景が存在することを念
頭に置く必要がある。性格やワーク
ライフバランスに対する考え方や価
値観も影響する。「つらい」という意
味合いの中に例えば図1のような訴

えも多く存在することを認識してお
く必要がある。

 求められるHRTに精通
した薬剤師

　更年期の症状は，個人差も大きく，
また症状の種類もたくさんあるた
め，一概に誰にも同じ解決方法があ
るとは限らない。夫との関係や自分
の娘や息子との関係，両親や夫の両
親などとの関係や介護の有無によっ
ても現れ方は人により大いに異なる
現状がある。その中で，更年期の症
状が重く，日常の生活に支障が出る
ようになると治療が必要になる。本

更年期障害と薬剤師の役割
特 集

Healthy Aging Projects for Women，ケイ薬局　宮原 富士子

女性の健康寿命延長と
QOL向上を目指して

　薬剤師はその職能と同時に，薬局という箱機能を持ち合わせることで広く一般女性とつながれる可能性のある職
種である。日本人女性の平均余命が世界でも類を見ないほど延長している一方で，健康寿命との乖離は12年余り
となり，日本の高齢女性の健康の質は必ずしも高いものではないことが示されている。高齢化による医療費・介護
費の上昇は，女性の健康寿命の延長により抑えられる可能性がある。その原点が，更年期を境目とする，女性の健
康のあり方と言っても過言ではない。
　更年期障害は女性の生活の質を左右する因子の1つである。更年期の体と心の変化への対処に薬剤師が適正に関
わることで，その時期の生活の質を上げることに寄与するだけなく，その後に起きる健康寿命に直接影響のある疾
病予防へのアドバイスをすることが大変重要であると考えている。女性は「女3変化」とも言える大きな変わり目を
経験しながら寿命を全うする。月経が始まる前，月経がある時，月経を終えた後と考えると，更年期障害はその女
性にとって人生最後の体と心の転換期と言える。女性がエストロゲン（女性ホルモン）に大きな影響を受けて守られ
ていたステージから，エストロゲンなしに生活し生命を維持していく時に起こるさまざまな症状と心のストレスに
対して，薬剤師は，適正な情報の提供，傾聴とその後の情報整理，そして専門医への受診の勧めを通じて，目の前
にいる女性の健康維持のための選択を支援していくことが大切である。



 ホルモン補充療法ガイドライン
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HRT施行時に注意すべき症例

─本日はホルモン補充療法（hormone replacement 
therapy；HRT）ガイドラインについて教えていただきた
いと思います。薬局で処方せんを受け取った際，初めて
の患者さん，あるいはすでに治療を続けている患者さん
への対応で，どのようなところに気をつけたらよいのか
教えていただければと思います。
髙松　ガイドラインの最後についている2つのフロー
チャートが特に大事です（図1，2）。1つはHRT施行を
考慮する場合における症例の選択，もう1つは実際に施
行する時にどのようにするかという方法を示しています。
ここに挙げてある「投与を避けるべき症例」に，該当して
いるかどうかというところは，私たちも非常に気にして
いますし，薬局の先生方にもできれば再度チェックをし
ていただければありがたいです。
　実際には注意すべき多くの項目があるので，私たちも
基本的にはガイドラインの一番最後につけてある問診表
を，患者さん本人に記入してもらっています（図3）。問
題がなければ回答はすべて「いいえ」になるように作って
あるので，「はい」だけをチェックすればよいようになっ
ています。もちろん医師も確認しますが，薬局でもこれ
を置いてもらって，チェックしていただくとよいのでは
ないでしょうか。
─念のための確認。万が一漏れている可能性があれば
という位置づけで考え，再確認すればいいですね。
髙松　そうですね。薬剤師の先生方にはフローチャート
と問診票をまず見ていただくのがよいと考えています。
また，ガイドラインに記載されている禁忌症例と慎重投
与症例も知っておく必要があると思います。
　ただ，ここで1つ強調しておきたいのが，慎重投与症
例という扱いです。禁忌症例は基本的に投与しない方が

ガイドラインガイドライン を

薬局店頭で活かす
ン

薬

ホルモン補充療法ガイドライン

第37回

髙松 潔
東京歯科大学市川総合病院産婦人科

PROFILE

1986年　慶應義塾大学医学部卒業
1986年　慶應義塾大学医学部産婦人科学教室入局
1992年　 ドイツ国ベーリングベルケリサーチラボラト

リー留学
1995年　慶應義塾大学医学部産婦人科学教室診療医長
2000年　東京女子医科大学産婦人科学教室講師
2002年　 国立成育医療センター第二専門診療部婦人

科医長
2004年　東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師
2007年　 東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授
 （現職）

よい症例として示していますが，慎重投与症例というの
は，基本的には投与してもいいが，慎重に考慮しようと
いう意味で示していますので，そこは誤解のないように

Kiyoshi Takamatsu



67調剤と情報  2014.7（Vol.20 No.7）

 ▶▶うなずいていても実際は聞こえていなかった高齢者

（891）

ケース1  重症筋無力症患者へのデパス錠処方，服
用した日には顔の半分がだらっとする！

発生場面は？
カテゴリー①　処方設計・チェックと治療のチェック

処方内容は？
患者： 75歳の女性，神経内科，処方オーダリング／

印字出力

Rp.

メスチノン錠60mg　3錠　1日3回　

 毎食後　84日分

マーズレンS配合顆粒（0.5g）　1.5g　1日3回　

 毎食後　84日分

ディオバン錠40mg　1錠　1日1回　

 朝食後　84日分

シングレア錠10mg　1錠　1日1回　

 寝る前　84日分

クレストール錠2.5mg　1錠　1日1 回　

 朝食後　84日分

薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく

うなずいていても実際は聞こえ
ていなかった高齢者

第46回

隊長    東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座　澤田 康文

　薬局，患者宅（在宅）において，医薬品が関係したインシデント・アクシデントの例は枚挙にいとまがありません。これら

の原因として，薬剤師や医師などの医療従事者の薬学的知識，技能・技術と医療従事者としての態度の問題や，医療施設

における薬剤関係のシステムの問題などが考えられます。結果的に多種多様なトラブルが発生しています。その発生場面を

大きくカテゴリー分類すると，①処方設計・チェックと治療のチェック，②一般調剤業務，③患者への指導・説明─な

どに分けることができます。今回も，これらのカテゴリーにおいて発生した代表的事例を前号に引き続いて紹介しましょう。

　　● ケース1：重症筋無力症患者へのデパス錠処方，服用した日には顔の半分がだらっとする！

　　● ケース2： 2規格単位のメプチンの保管状況が悪く，誤調剤しそうになった！

　　● ケース3：うなずいていても実際は聞こえていなかった高齢者

デパス錠0.5mg　1錠　1日1回　

 寝る前　84日分

ロキソニン錠60mg　1錠　頭痛時　6回分

イソジンガーグル液7％（30mL）　2本　1日数回

アドフィードパップ40mg（7枚入り）　70枚

何が起こった？
　重症筋無力症の患者に，疾患禁忌薬のデパス錠（エ

チゾラム）が長期にわたって処方されていたことを発

見した。

▶▶どのような経緯で起こった？

　今回，当該薬局に初めて来局した患者であった。患者
のお薬手帳の情報から，重症筋無力症に適応があるメス
チノン錠（ピリドスチグミン臭化物）が長期処方されてお
り，患者インタビューからも重症筋無力症であることを
確認した。
　薬剤師は，今回の処方に重症筋無力症に禁忌であるデ
パス錠が処方されていることに疑問を持った。患者にデ
パス錠の服薬状況を確認すると，「1年半くらい前から
使っている」，「眠れない時に服用している」，「デパスを
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 「真実の瞬間」から患者と薬剤師の距離を縮める
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心をつなぐホスピタリティ～おもてなしの極意～

「真実の瞬間」とは何か

　「真実の瞬間」という言葉をご存じでしょうか。お店や
オフィスを訪れた時，お客さまはヒト，モノ，施設に接
する最初の印象によって，その組織のすべてを評価する
のです。お客さまが薬局を訪れて，薬剤師やスタッフ，
そして商品や施設と接する最初の瞬間のことを「真実の
瞬間」と呼びます。この瞬間こそが決定的な瞬間になる
かもしれないのです。
　北欧にスカンジナビア航空という会社があります。以
前，同社のCEO（最高経営責任者）に就任したばかりの
ヤン・カールソン氏は，自社の飛行機に乗った時，機内
食用のテーブルトレーを引き出したところ，片隅が汚れ
ていることに気がつきました。その時，カールソン氏が
思ったことは，「もし，お客さまが飛行機に乗って，座
席のトレーが汚れているのを発見したら，ジェット・エ
ンジンも汚れていると思うかもしれない」ということでし
た。つまり，テーブル・トレーから連想して，お客さま
はこの航空会社のすべてを判断するかもしれないと考え
たのです。
　日本のことわざに「一事が万事」という言葉があります
が，人間は1つのことを見て，ほかのことまで推測して
しまう傾向があります。ですから，ほんのささいなこと
であっても，最初に悪い印象を持ってしまうと，その後
に遭遇するさまざまなケースにおいて，何でも悪い方に
連想してしまうのです。一度悪い印象を持たれてしまう
と，それを払拭するのは並大抵のことではありません。
　このように，ヒト，モノ，施設と遭遇する最初の瞬間
において，お客さまが好印象を持つか，あるいは悪印象
を持つかによって，その組織の運命が決まると言っても
過言ではないのです。
　それ以来，同航空会社では，お客さまと接する最前線

の現場（ヒト，モノ，施設）から，お客さま目線で改善を
始めたのです。同社は航空機などの資産を管理する会社
ではなく，お客さまに最高のサービスを提供するホスピ
タリティ・カンパニーへと再生していったのです。

 真実の瞬間に組織の資源を
集中する

　スカンジナビア航空における具体的な取り組みについ
て少しお話をしますと，アテンダントの対応がお客さま
目線で行われるようになったのをはじめ，飛行機の中は
まるで北欧の家のリビングのような雰囲気に改装された
のです。そして，ビジネスクラスの食事がロイヤル・コ
ペンハーゲンの美しい陶器で運ばれるようにもなりまし
た。このほかにも，私たちの仕事は乗客を運ぶことでは
なく，スカンジナビアのスピリットを運ぶことだと言っ
て，社員の意識も変わっていったのです。
　このような事例は，薬局の経営においても貴重な教訓
を与えてくれます。薬局において最初に接するヒト，モ
ノ，施設に対する患者の印象は，とても重要な意味を
持っています。
　この真実の瞬間において，患者が悪い印象を持ったな
らば，ビジネスはそれで終わりです。患者はほかの店に
逃げてしまうかもしれないのです。患者というのは，何
か問題を抱え，それを解決してもらうために薬局を訪れ
ているのです。その際，患者に満足してもらえる接遇は
必要不可欠です。特に都心部の場合，患者の居住区域の
同心円の半径内には，競合する薬局が点在しています。
ですから，真実の瞬間において印象が悪ければ，次回か
ら患者はほかの薬局を訪れることになるでしょう。一方，
真実の瞬間において，患者に好感を持たれたならば，双
方に信頼関係が生まれる可能性があるのです。

「真実の瞬間」から患者と薬剤師の
距離を縮める

ホスピタリティバンク研究所　浦郷 義郎，松尾 信子

第4回
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 個人のブレは興味ない。興味があるのは，平均値─t検定の考え方
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1 ● はじめに

　前回から，グループ間での平均値の比較をする際の検
定手法のお話をしています。
　糖尿病患者への生活指導の効果を，積極指導をした群
26人としない群26人とで6カ月後の体重変化に差がある
かどうかで評価するのが目的でした。
　流れをおさらいしますと，下の表1に示す通りです。
① それぞれの群で平均値を算出する（積極指導群－2.0kg，
通常指導群＋1.0kg，差は3.0kg）。
② データのばらつきを見るために，分散を計算する。今
回は26人そのものでなく，後ろにいる糖尿病患者全体
（母集団）のことが知りたいので，n＝26人ではなくて
n－1＝25人で割り，不偏分散を算出する（積極指導群
226kg2÷（26－1）＝10.0kg2，通常指導群225kg2÷25＝
9.0kg2）。

③ 両群の不偏分散の平方根を統合して，3.0kgの差に充
てる「共通のものさし」を作る。積極指導群 10.0，通
常指導群 9.0，これを統合してS＝3.08（kg）となった。

　…ここまでを前回お話ししました。平均値の差を，ば

らつきの度合いを示すものさし（標準偏差）で割り算する
という原則に従えば，①で求めた差を③で求めた共通も
のさしで割る，すなわち3.0÷3.08で良さそうですが，少
し工夫する必要があります。

2 ● 単純な割り算，なぜだめ？

　平均値の差を，共通ものさしで割る…この発想自体は，
決して間違いではありません。しかし，今回の糖尿病患
者の生活指導の研究は，今までのものと少し違います。
　前回お話しした通り，今回の研究では，参加してくれ
たごく一部の患者（標本）への効果から，その後ろにある
患者全体（母集団）への効果を推し量る必要があります。
　また，研究で知りたいことが何なのか？　ということ
にも注意が必要です。
　最初の回でお話ししたテストの点数の例は，ある個人
の点数に注目して，全体の中での珍しさがどのくらいか
を考えていました。ですから，1人ひとりの点数の平均か
らのズレを，標準偏差をものさしにして測っていたので
す。
　今回の研究ではどうでしょうか？　体重の変化量は，
積極指導群でマイナス2.0kg，通常指導群でプラス1.0kg
でした。テストの点数やサイコロばくちと同じことをす
るなら，「積極指導群の被験者で，体重変化量がプラス
1.5kgの人がいた時に，グループの平均値はマイナス
2.0kg。この人の数値はプラス1.5kg。ズレの3.5kgは，偶
然かどうか」を考えることになりますが，今回の研究の
目的とは関係なさそうですね。
　ズレを考える必要があるのは，1人ひとりのデータでは
なくて，2つのグループの平均値です。すなわち，積極
指導群の平均マイナス2.0kgと，通常指導群の平均プラ
ス1.0kg，この差3.0kgが偶然に生じたのかどうかを考え

個人のブレは興味ない。興味があるのは，
平均値─t検定の考え方

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学　五十嵐 中

から始める
医療統計

“わかりません”

7

表1　前回までの流れ

①
両群の体重変化量の平均値を求める
積極指導群：マイナス2.0kg
通常指導群：プラス1.0kg　差は3.0kg

②
ズレの2乗をn-1で割って，体重変化量の不偏分散を求める
積極指導群：250÷（26-1）＝10kg2

通常指導群：225÷（26-1）＝9kg2

③

両群の不偏分散の平方根を，症例数で重みをつけて統合する

S＝　
25×10＋25×9

＝3.08kg
　　　　　     50
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患者さんの
ヘルス・リテラシーを高める
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の代謝，再取り込み阻害作用は認められない。鎮痛作用，
抗けいれん作用，抗不安作用などを持ち，鎮痛作用は，
主としては中枢神経系のシナプス前膜にあるカルシウム
チャネルα2δサブユニットへの結合により，グルタミン
酸，サブスタンスP，カルシトニン遺伝子関連ペプチド

　プレガバリンは，γ-アミノ酪酸（GABA）誘導体で，
電位依存性カルシウムチャネルのα2δサブユニットに結
合し，カルシウムイオンの細胞内への流入を阻害して興
奮性神経伝達物質の遊離を抑制する。カルシウムチャネル
α2δリガンドと呼ばれ，GABA受容体への結合，GABA

医薬情報研究所／エス・アイ・シー　国重 敦子，堀 美智子

プレガバリン

第13回 

　「痛みにはNSAIDs」─そんな常識が通じない神経障害性疼痛。この症状に対して適応を持つ薬

であるプレガバリンの使用は，NSAIDsのように即効性を期待して次々と薬剤を変更・追加するべ

きではありません。また，治療の目標は疼痛の消失ではなく，疼痛を患者が受容できるレベルにコン

トロールし，QOLを維持，向上させることにあるとされています。薬剤師も，患者がどのように表

現される痛みに苦しんでいるのか，その痛みによってどのような不安を抱え，それがQOLにどのよ

うな影響を与えているかを考慮し，限られた時間の中でも，患者の痛みに一歩踏み込んだ対応が必要

です。そこで今回は，神経障害疼痛に適応を持つプレガバリン（リリカ）を紹介しながら，神経性障

害性疼痛など慢性の痛みに苦しむ患者への対応も考えてみたいと思います。

  1.　プレガバリンの作用と適応は
  2.　神経障害性疼痛とその症状は
  3.　神経障害性疼痛の発症機序とプレガバリンの作用点は
  4.　プレガバリンの臨床効果は
  5.　神経障害性疼痛における位置づけは
  6.　線維筋痛症における位置づけは
  7.　プレガバリンの副作用は
  8.　プレガバリンの相互作用は
  9.　プレガバリン服用中の患者に確認すべきことは
10.　プレガバリンを処方されているお薬手帳への記載は

プレガバリンの作用と適応は1.


