ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品って何？

ジェネリック医薬品は安全？

ジェネリック医薬品（後発医薬品）

有効成分の純度や量、体内できちん

は、先発医薬品（新薬）の特許が切れ と溶出・吸収されるかなど、国で定め
た後に販売される薬。有効成分は先発 られた試験によって品質、効き目など
医薬品と同じで、開発費用や販売まで はチェックされています。ただし苛酷
に必要な様々なテストが少ないため 試験（無包装状態での安定性）は免除
安価です。

されていますので、全く同じということ

飲みやすくするため錠剤を小さくし ではありません。
たり、液状やゼリー状にしたり、添加剤

なお、医薬品副作用被害救済制度

を変えるなど、色や形が違う薬もあり は、ジェネリック医薬品にも適用され
ますが、効き目や安全性は変わらない ます。
とされています。

「みみこちゃん通信」発行所 もろほしクリニック小金井市緑町1-6-53 うさぎビル1階

プール開きの前に鼻炎の治療を︒プールの塩素の刺激で悪化するので鼻の調子が
悪いときはプールに入るのをやめておきましょう︒プールの前後は鼻をかんでね

みみこちゃん通信

おさらいWord①

もろほし
耳鼻咽喉科の
院内報
今年の花粉症は思いのほか重症だった、
という方も多かったよ No.92
うです。来年に向けて自分に合った治療計画を立て始めましょう。 2018.5- 6月号

花粉症の予後はいかがですか？

学校健診はいかがでしたか？

花粉症が終わった5月頃は、副鼻腔炎が
一番多い時期です。鼻水が続くときはしっ
かり治療を。→ ピンク１
・ 6月からは根本的治療の舌下免疫療法
も開始OK。今夏、年齢制限のない薬も発
売予定です。→ 青1
舌 下 免 疫 療 法を開 始 する際 はアレ ル
ギー検査が必要。幼児も安心な負担の少
ない簡単な血液検査もあります。→ 青2
レーザー治療も最適期です。
→ リーフレット
・

耳鼻科健診で「耳垢があります」、
「鼻炎
があります」
と書かれたら、忘れないうち
に受診してください。鼻炎はいろいろな耳
鼻科の病気のもとになります。
難聴は早めの対応がとても大事です。
学校の聴力検査で要精査と言われたらす
ぐに耳鼻科受診を。→ 黄１

,QIRUPDWLRQ
自動精算機を設置します。
小金井もろほしクリニック

࢛ࢪࢣदाࢠࣞࣃ࢟ᑡࣞࢰ

に自動精算機を設置しま

＊うさぎビルコンサート
（月1回程度）開催。お問合せ ☎042-386-6360
＊シニアハイムうさぎは１室空室が出ました。12人に1名の専属作業療法士がリハビリを担
当します。お問い合わせ ☎042-386-3354
＊グループホームうさぎ 待機受付となります。お問い合わせ ☎042-385-3933

動 精 算 機 と 同 機 能 で、

す。大きい病院にある自

うさぎビル
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創業半世紀。地元の本屋さん

手作りのパン焼いています
特製ソースは地元産野菜を使用
鮮魚と手作り弁当が人気

AT M のように 操 作 は 簡
単。会計待ち時間短縮が

今月のテーマ

期待できそうです。

薬の質問は医師に？ 薬剤師に？

&OLQLFJXLGH

࣐ࣗࢬंऽञखं᥎ऱखप

焼き立てパンをイートインで

夜中１時まで営業

薪釜で焼く本格ナポリピザ
水曜はポイント５倍

地元密着フットボールクラブ
子どもの力を伸ばします

ロフト6階にある音楽教室です
音楽教室に加え、バレエ教室も開講

うさぎと一緒に遊べるカフェ
バレー教室
和カフェ

これらのマークについて
もろほし耳鼻科では、耳鼻科の病気や治療法など
について、テーマごとに「みみこちゃんのミニ病気
百科リーフレット」と「ちらし」を順次作成中です
（Webでも読めます）。色味はピンク（症状）、緑
（病名）、青（治療法・検査）、オレンジ(ケア)、黄
（その他）の５種で、右上に番号がふってありま
す。受付で手に取ってご利用ください。

・３院で情報を共有。どこで
も診察可能。
・めまい、
無呼吸、
嗅覚、
レーザー
もろほしクリニック 休診日:なし
小金井市緑町1-6-53 うさぎビル1階
治療などに各専門医が対応。
電話：042(385)3341 予約：18603(4570)2933
・低被ばく量で、情報量が豊
月･木…9〜12時、14〜17時半／火･水･金…9〜12時、14〜19時／土･日･祝…9〜14時
富なコンビーム CT（小金井・吉
祥寺）など、検査機器が充実。
三鷹もろほし耳鼻咽喉科 休診日:祝日
武蔵野市中町1-12-10 武蔵野タワーズSG5F
・病診連携に取り組んでおり、
電話：0422(37)3341 予約：18603(4588)3007
昭和大学小林一女教授、東邦
月･金…9〜12時、14〜19時／火･水･木…9〜12時、14〜17時半／土･日…9〜14時
大学大橋医療センター吉川衛
教授、東京医科大学八王子 医
吉祥寺もろほし耳鼻咽喉科 休診日:なし
療センター耳鼻咽喉科小川恭生
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 丸二清水ビル3Ｆ
電話：0422(20)4133 予約：18603(4530)0087
教授、東京逓信病院八木昌人
月･木…9〜12時、14〜19時／火･水･金…9〜12時、14〜17時半／土･日・祝…9〜14時
部長などの診察、手術の相談
など受けられます。

薬の質問は医師に？ 薬剤師に？
病気にかかわる質問は医師に、薬の飲み方については薬剤師に聞
くのが基本です。お薬手帳は受診の際、受付にお出しください。

・副作用は医師に相談

添付文書に書かれてい

同じ薬でも値段が違うときが

る効能と自分の症状が

あるのはなぜ？

一致しない…

お薬Q＆A

ジェネリック医薬品をどれだけ使っているかや、処方の内

同じ薬でもいろいろな使

容（飲み薬だけの処方か、飲み薬と点鼻薬の処方かなど）に

い方をすることがあります。

よって、同じ薬でもわずかに値段に差が出ることがありま

例えば抗アレルギー剤は鼻

す。疑問があれば薬剤師にお問い合わせください。

汁に対しても使いますし、か

飲む理由、
薬の効き目、
副作用などは薬を
処方する人＝医師にご質問ください。
副作用らしき症状が薬によるものではな
く、
もとの病気から出たものだったというこ
ともあります。治療にかかわることなので、
医師にお尋ねください。
また、薬を変えたいとか、使いづらいと

・副作用が出たようなのですが…

ゆみ止めにも使います。疑

・
「頓用」
ということですが、
どんな状態のとき

問があれば医師や薬剤師

に飲めばよいですか？

にお尋ねください。

・この薬を飲むとおなかの調子が悪くなるの
で、
他の薬にかえられますか？
副作用として中止するほどではなくても人に
よって合う合わないがあります。
変更できない

いったことも、薬剤師は処方を変更すること

場合もありますが、
ご相談は医師まで。

はできないので、
医師にご相談ください。

・飲み忘れが続いて薬が残っているのですが…
症状によっては、
残薬を次回分の薬として

医師への質問例
・この薬を飲む理由は？

使えない場合もあります。薬が残っていると
きは医師にお申し出ください。

・薬の飲み方や飲み合わせは薬剤師に
となど）
で飲むと効き目に影響の出る薬や、

処方せんを薬局に渡す
のはいつまで？

顔なじみの薬剤師がいる
「かかりつけ薬局」をもつこと

4日間(日曜・祝日を含む)で

が第一歩。使用中の薬をまとめて管理してくれ、重複使用

す。ご注意いただきたいの

や飲み合わせの副作用を防ぐことができます。

は、処方せんを薬局に出す
時間がクリニックの診療終
了後だと、当日に薬を受け

こと。

薬や量などについて薬局か
らクリニックに問い合わせ

（水なしで飲める口腔内崩壊錠。効き目は錠

が生じる場合があるためで

な役割です。ほかに薬の保管方法や消費期

剤と変わりません）
などがあります。
・ジェネリック医薬品でお願いで
きますか？

す。

薬剤師への質問例

名で処方しています
（例…アレグラではなく

・薬の飲み合わせは大丈夫でしょうか？

フェキソフェナジン塩酸塩）
。
どのメーカーの

・飲むときの注意は？

薬を使うか、
ジェネリック医薬品を使うかどう

水以外のもの
（グレープフルーツジュース

かは薬局におまかせしています。

ᝠࣄआखप
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ࣁ࣓࣠ኒࢼ

取れない場合があるという

使い方の指導、
飲み合わせのチェックが重要

当医院では、医師は製品名ではなく成分

でも在宅療養について相談できます（かかりつけ薬剤師指
導料は３割負担の場合で100円程度）。

噛んで飲んではいけない薬、
噛んで飲める薬

に質問してください。

助けくれる薬剤師です。処方箋がなくても、電話などでいつ

有効期限は発行日を含め

を調剤し、
患者さんに提供します。
薬の正しい

限など、薬の取り扱い方については薬剤師

これまで使ってきた薬や今使っている薬、健康食品のこ
となどを把握し、
より効果的に薬による治療ができるよう手

これは、取り扱っていない

薬剤師は医師からの処方せんをもとに薬

「かかりつけ薬剤師」
って？

もし薬を飲み忘れたら、
気づいたときに
すぐに飲んでください。
次に飲む時間が
迫っているときは、
1回分を抜いて、
次か
ら正しく飲みます。
2回分を一度に飲まないでくださいね。

薬のことで疑問や心配ごとが出たときはまずは、
クリニックにお問い合わせください。

