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「保険薬事典Plus＋」や「保険薬事典」の一般名って一体誰が決めているの

でしょうか？

乱暴に言えば，実は小社が決めています。

え～，厚労省が決めているんじゃないの？と思われるかもしれませんが，官

報では，一般名（成分名）は掲載されません。

もっと詳しく言えば「保険薬事典Plus＋」を編集している薬業研究会と小社

が，相談して命名しています。

ただしもちろん，好き勝手に命名しているのでもなければ，思いつきで決めて

いるのでもありません。添付文書の組成・性状欄に記載のある「有効成分」な

どを参考にして決めているのです。

“しかし，そうすると単味剤なら有効成分がひとつしかないからカンタンに命名

できるけど，配合剤はどうなの？”

と思うかもしれませんが，配合剤の一般名に関しても，添付文書の標榜薬効

名やら慣用名やら歴史的な言い回しなど，様々な資料をもとにして小社が命

名しているのです。

とはいっても，それらの資料を作っているのは，結局はその製剤を作っている

メーカーなので，メーカーが決めているとも言えますが。

また配合剤の成分が多い製剤などは，パップ剤，高カロリー輸液基本液など

便宜上の名前にしているものもあります。

また，一般名の後ろに（１）や（２）などカッコ付き数字が加わえられている場合

があります。この（１）や（２），皆様お気づきになられましたでしょうか？

例えば，塩酸セレギリン。

“これ”は一体何を表しているのでしょうか？

これは誠に勝手ながら，弊社が編集の都合上，付け加えているだけの数字な

のです。

数字そのものには意味がありません。

異なる分類とした方がよいと思われるものについて番号を振っているわけで，

薬剤の分類を考える上での一つの目安とお考えください。

例えば
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薬効分類番号とは？ 2008.05.22 Thursday
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上記の例でいえば，塩酸セレギリン（１）と（２）とでは普通の錠剤と口腔内崩

壊錠の違いです。

その他，配合剤であれば，含有成分の違いで符番されることがあります。例

えばニフェジピン製剤においては，同じ持続性の錠剤でも１日２回投与のＬ錠

は徐放錠（１），１日１回投与のＣＲ錠は（２）となっています。

配合剤であれば，成分含有量の違いで符番されたりします。例えば，ヒダント

ールＤ，Ｅ，Ｆではそれぞれフェニトイン・フェノバルビタール配合剤（１），

（２），（３）となります。

その他，イコサペント酸エチルカプセルの３００ｍｇ製剤でもまたまた（１）とか

（２）とか見受けられます。エパデールＳ３００だけ（２）として他の製剤と分けら

れていますが，さて，これはどうしてでしょう？

これは一度でもエパデールＳ３００を見たことのある人なら，一発でわかりま

すね。そう，あれは一つの大きなカプセルではなく粒々のカプセルが１５粒くら

い袋に入っているのです。ここでは剤形の違いで符番されています。

ちょっと見ただけではわかりづらいものもあります。

例えばシクロスポリンのカプセル製剤，サンディミュンカプセル２５ｍｇとネオ

ーラル２５ｍｇカプセル。同じ成分，同じ規格であるにも関わらず，（１）と（２）で

分かれて掲載されています。これはサンデュミュンカプセル２５ｍｇが１日１～

２回投与に対して，ネオーラル２５ｍｇカプセルは１日２回投与と，びみょ～に

用法が違うからです。

このように同成分，同規格であっても製剤の特性や標準的な用法用量が違う

ということで符番されることもあります。

例を挙げていけばきりがないくらい，いろいろなパターンがあります。

それもこれもこの世の様々な種類の薬を一冊の本に何とかまとめるため，小

社の担当者が脳みそを振り絞って，悪戦苦闘の挙句，分類している結果なの

です。

読者の皆様にとってはわかりづらいところもあるとは思いますが，何卒ご理解

ご了承を，宜しくお願いします。

これまで保険薬事典について，読者の皆様からの問い合わせや私が最初に

疑問に感じていたことなどを元に，つらつらと書いてきましたが，この特集も今

回で最後です。これを読んで少しでも，保険薬事典および保険薬事典プラス

が使いやすくなってくれれば，光栄です。

今後も変わらぬご愛顧，よろしくお願いします！

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 15:49 |  |  |

「保険薬事典Plus+にまつわる特集」もとうとう終わりに近づいています。さ

て，今回は薬効分類番号についてです。

「保険薬事典Plus+」では各薬効分類の前に番号が付いています。例えば消

化性潰瘍薬なら「２３２」になります。

この番号ってなんだろう？って思ったことはありませんか？

この番号は「薬効分類番号」と呼ばれるものです。
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この薬効分類番号は，どうやって決まっているのかというと総務庁（現総務

省）が公布した「日本標準商品分類」というものがベースになっています。

日本標準商品分類ってなに？と思う方は，こちらのサイトをどうぞ。

http://www.stat.go.jp/index/seido/syouhin/index.htm

日本標準商品分類番号は添付文書の右上のほうを見ると載っています。例

えば，「ザンタック錠７５」の添付文書を見てみると，

日本標準商品分類「８７２３２５」

と書かれています。

この場合，８７が医薬品を示し，２３２が薬効分類「消化性潰瘍用剤」を示して

いることになります。

また，ザンタック錠７５の薬価基準収載医薬品コードは

２３２５００２Ｆ２０２６

です。

先頭４桁目（２３２５）までが日本標準商品分類の薬効分類番号と同じになっ

ていることがわかります。

そう，厚労省の薬価基準収載医薬品コードは日本標準商品分類をベースに

作られているのです。

でも，全ての品目が日本標準商品分類の薬効番号と同じかというとそうでも

なく，効能追加や変更などにより同じでなくなっている品目もあります。

というわけで，「保険薬事典Plus+」で適応を確認したいときには，是非適応欄

にてご確認を！

そこにはその商品が持つ全ての効能・効果を記載しています。

ところで医薬品によっては，２つ以上の適応を持つものもありますよね。例え

ば，ドグマチール細粒１０％などは精神神経用剤と消化性潰瘍剤の２つの効

能があり，薬効分類番号も２つ持っています。

こういう場合，「保険薬事典Ｐｌｕｓ+」ではどのように掲載されていると思います

か？

２つの項目にまたがって掲載されているのでしょうか？

実は，ドグマチール細粒１０％は薬効分類番号２３２の消化性潰瘍用剤の欄

だけに掲載されています。

これは，ドグマチール細粒１０％の薬価基準収載医薬品コード（２３２９００９Ｃ

２０５５）で採用されている薬効分類２３２（消化性潰瘍用剤）に準じて掲載して

いるからです。

ちょっと混乱されるかもしれませんが，書籍編集の上ではページ数もかさばら

ないし，読者にとっては一ヶ所にまとまっているほうが使いやすいだろうし，ど

うぞご了解を(^^;)

さて，最後に薬効分類番号に時々くっついているアルファベットについてで

す。

これはどういうものなのでしょうか？

小社ホームページのＦＡＱのところに，詳しい説明が載っていますので，その

まま引用してしまいましょう。

「基本的には，薬効分類番号の４桁目が９もしくは０のものにアルファベットを

付与しています。４桁目が９もしくは０の分類は「その他」になります。その他

http://www.stat.go.jp/index/seido/syouhin/index.htm


会社表記の謎 2008.04.18 Friday

ですから，既存の分類に当てはまらないものが全て含まれます。そのままで

は品目数が多くなりすぎますので，単味剤に「ｉ」を，配合剤に「J～T」を付与し

て細分化しました。配合剤の「J～T」の分け方については薬効ごとに考え方が

異なるため，特にルール化していません」

ということです。

それだけ「その他」に分類される品目が多いってことなのです。

というのも，日本標準商品分類は平成２年に改訂されて以来，更新されてお

らず，その間に分類できない医薬品が増えてしまったというわけです。

例えば降圧薬の「その他」の欄にはカルシウム拮抗薬もβブロッカーもα刺激

薬もＡＲＢもごちゃまぜにされてしまっています。

日本標準商品分類と薬価基準収載医薬品コードと薬効分類番号の知られざ

るつながり☆

な～るほど！と思っていただけたでしょうか？

「保険薬事典Plus+」の巻末の付録ページの「薬効分類目次」というものがあ

ります。

薬効分類が分かっているときはこちらで検索すると早いかも？

是非参考にしてください♪

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 14:26 |  |  |

局方欄の(　）内に会社名だけ表記されているケースがありますが，これって

何なのでしょうか？

例えば，「保険薬事典Plus+」平成２０年４月版ｐ１７６で，加香ヒマシ油を見て

みましょう。

　局方の加香ヒマシ油には統一名収載の加香ヒマシ油と銘柄名別に収載さ

れている加香ヒマシ油の２種類があるのですが，ここでは統一名収載の加香

ヒマシ油，上の欄だけを見てみます。

すでに説明したように，官報に告示されているのは赤字で，告示されていない

ものは黒字で表示されています。
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「後」マーク以外は先発品なの？ 2008.03.21 Friday

　「(　）内に会社名だけ表記」というのは，一番右上に記載されている（小堺　

東海製薬　日興製薬）の部分です。

　非告示品目は，個別の名前として，加香ヒマシ油の後ろにいわゆる屋号の

付いた加香ヒマシ油「司生堂」，加香ヒマシ油「ミヤザワ」がありますが，実は

それ以外に「加香ヒマシ油」という名前で販売している商品が３品目あるので

す。

これらは局方の告示名称「加香ヒマシ油」とまったく同じ名称で屋号もない商

品なのですが，それらを「保険薬事典Plus+」および「保険薬事典」では，（　）

内に社名だけ掲載しています。

つまり統一名収載されている加香ヒマシ油の，告示されない個々の製品は

　　　小堺製薬の加香ヒマシ油

　　　東海製薬の加香ヒマシ油

　　　日興製薬の加香ヒマシ油

　　　司生堂製薬の加香ヒマシ油「司生堂」

　　　宮沢薬品の加香ヒマシ油「ミヤザワ」

　　　

の５品目があることが，このページでわかります。

その他にも告示されている加香ヒマシ油もあります。

　　　山善製薬の加香ヒマシ油

　　　エビス製薬の加香ヒマシ油「エビス」

　　　丸石製薬の加香ヒマシ油

　　　健栄製薬の加香ヒマシ油「ケンエー」

　　　フヂミ製薬所とマイラン製薬の加香ヒマシ油ＦＭ

　　　シオエ製薬と日本新薬の加香ヒマシ油シオエ

　　　純生薬品工業の「純生」加香ヒマシ油

・・・書くのも疲れた。

携帯電話でもカーナビでも，一つの製品に複数のメーカーがしのぎを削る日

本の製造業というのは，国内の市場競争が激しいおかげで，世界においても

稀にみる高性能・多機能な商品を開発する能力が磨かれているそうです。

「保険薬事典Plus+」の加香ヒマシ油の欄を眺めるだけでも，日本国内の市

場競争の激しさを垣間見ることできます・・・（ホント？）

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 17:19 |  |  |

今年の調剤報酬改定でますます注目された後発医薬品（ジェネリック医薬

品）。

後発品の使用を促進するための方策がいろいろと盛り込まれています。

後発品使用促進の一番の目的は何と言っても医療費削減です。

政府は，今年度の社会保障費を２２００億円圧縮しようとしており，その方針の

一環として後発品使用促進があります。

処方箋の後発品変更欄の記載も変更になったし，３０％以上の処方箋で後発

品を調剤した薬局には基本料を上乗せできるようになったりと，後発品使用促

進のために薬剤師の力は非常に期待されているなって思います。

しかし，気をつけないと後発品だと思っていたものが，実は後発品でなかった

りすることがあるのです。

http://blog.iyaku.info/?eid=30346
http://blog.iyaku.info/?cid=2415
http://blog.iyaku.info/?pid=202


官報って・・・なに？ 2008.03.13 Thursday

例えば，デキサメサゾン錠０．５ｍｇ「タイヨー」。

名前が後発品っぽいからと思っても，これは厚労省から診療報酬上で評価さ

れる「後発医薬品」として認定されていません。ですから，この薬を出したとし

ても，後発品としての点数上のメリットはありません。

何故でしょうか？

理由はわかりません。誰か知っていたら，教えてください・・・。

もちろん，先発医薬品（新規医薬品）と用法・用量，効能・効果などが同じ医

薬品が，新規医薬品の特許が切れた後に安全性試験や臨床試験などが免

除された申請によって承認が行われるのがジェネリック医薬品だという定義に

基づけば，この品目はちゃんとジェネリック医薬品です。（※）

しかし，後発品だとか後発品じゃないとか，そんなの関係ない！

と，この薬は調剤報酬の点数の後押しなど期待せず，実力でこの世を生き抜

こうとしているのです！

と考えれば，なんとも健気な薬ですね。応援してやりたいですね。

ちなみに，薬剤によっては先発品がすでに撤退してしまった，等の理由で，成

分内のすべての製品に「後」マークがついている品目もあります。

例えばフレロキサシン錠。

これは昔々，メガロシン錠という先発品があったのですが，それが撤退してし

まったため，メガキサシン錠１００ｍｇ（沢井）などの後発品しか存在しなくなっ

ています。

※じほう刊「ジェネリック医薬品Q&A　－後発医薬品を的確・適正に理解し使

用するために－」より抜粋しました。

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 17:55 |
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先程から，「官報に告示された薬価」などと書いてきましたが，そもそも官報っ

て見たことがない方も多いかと思われます。

そんな皆様のために官報の姿をお見せしましょう。

これです！
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日本という国の公共の動きが全てこの中に文章化されている，と言ってもよ

く，上質紙などではなくざら版紙で作られているという謙虚さも持ち合わせて

います。

官報を文章で説明すると，

法令・政令・条約・告示等を公報するために，独立行政法人国立印刷局が発

行する「国の広報誌」

です。

現在ではインターネットでも閲覧することができます。

http://kanpou.npb.go.jp/

休日以外は毎日発行されています。

私たちの会社にも毎朝届けられているため，厚労省の通達が確認できるとい

うわけなのですが，この中から厚労省からの通達を探すのが，またなんとも

大変なのです。

というのも，厚労省からの通達だけではなく，総務省やら法務省など全ての

省庁の通達が掲載されているし，何より言葉が難しくてわかりづらい・・・。

それでも頑張って読んでいると，

まず目次があり，今日の官報にはどこの省庁からの省令や告示が出されて

いるのかがわかるようになっています。

その後は国会での議題や入札の募集や予算や人事異動などなど・・・実に多

岐に渡って掲載されています。

中には

誰それが懲戒処分を受けたとか

失効したパスポートの番号まで

「個人情報の保護」という言葉が霞と消えるようなことまで書かれてあったりし

ます。

http://kanpou.npb.go.jp/


薬価改定とシャンプーと私 2008.03.07 Friday

悪いことはしないようにしよう・・・

なぜかそんな敬虔な気持ちになる“ざら版紙”，それが官報です。
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ここで閑話休題。

３月５日に薬価改定がありましたが，皆様はいかがお過ごしでしたでしょう

か？

薬価改定って何？という方に簡単にお答えすると，社会情勢や市場の供給状

況などから判断して，厚労省は２年に１度薬の値段を見直す作業をします。

その新薬価をめぐって，私ども薬価関連書籍の制作元はもちろん，業界全体

が右往左往することを言います。

告示を控えたわが社には

「どんなにびっくりすることが起きても，全て“ほほう”で済ませること」

という通達が降りました。これは，尋常でない作業量と誤植ではないかと思わ

れるタイムスケジュールで，ただでさえ神経衰弱になりかかっている同僚たち

に，大声で奇声を発することで更なる余計なプレッシャーをかけないためのマ

ナーです。

泣く者もいれば，開き直り笑う者，疲れて眠る者もいる，ここはお酒の席か？

のような告示日でしたが，この新薬価を反映した「保険薬事典」「保険薬事典

Ｐｌｕｓ＋」「薬価基準点数早見表」４月版をいち早く皆様のお手元にお届けする

べく，社員一丸となって鋭意製作中ですので，もう少し待っててください♪

さて，今回の薬価改定，すでに報道されているように平均５．２％の引き下げ

（３月６日付日刊薬業より）となったのですが，そんな中，薬価がはね上がっ

た品目があります。

さて，なんだと思いますか？

答えは「ツバキ油」です。

元々の薬価は１０ｍＬあたり１６．２０円。

そして，告示された新薬価はなんと，１０ｍＬあたり３３３．３０円。

他を大きく引き離して２０倍の上昇率は，ぶっちぎりのトップ！

誰がこんな予想をしたでしょうか？

ここが競馬場なら，大量の馬券が宙を舞っていることでしょう。

なぜ，ここでツバキ油なのか？

ここでふと私の頭をよぎったものがあります。

某大手化粧品メーカーが出した椿オイル配合の赤いボトルのシャンプーが売

れに売れているという，新聞記事。この製品のヒットで，そのメーカーはシャン
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「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」に掲載さ

れている品目はどんな品目な

の？

2008.03.06 Thursday

プー市場でのシェアが４位から１位になったということです。

私もその売り上げにしっかりと貢献しましたが，ＣＭに有名女優が次から次へ

と登場してくるあのシャンプーの大ヒットと，このツバキ油の薬価の奇妙な動

きに関連性があるのではないだろうか？

原料価格の上昇？

しかし，薬局にいたとき，私はツバキ油を扱ったことがありません。恐らく現場

に与える影響は大したことはないと思われます。

これがＡＲＢだったり，抗生物質だったらきっと大騒ぎになっていたと思います

が，

ツバキ油だったため，今のところ誰も騒いでおりません。

しかし，静かに自らの市場価値を上げたツバキ油を，私はかっこいいと思いま

す。

頑張れ，もっと上がれ！

ちなみにシャンプーの製造元と局方「ツバキ油」の製造元が同じ読みですが，

何の関係もありません。

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 11:41 |
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医療用医薬品というのは官報と呼ばれる官公庁が発行する冊子で発表され，

世間に薬価が告示（薬価収載）されます

それら告示品目以外にも，バイアグラや低用量ピルなど，官報に告示されず

に世間に出回る「未収載品目」もあります。

ここでは告示品目について語りたいと思います。

さて，その発表の仕方ですが，銘柄名つまり個別の商品名で告示されるのが

原則です。

が，日本薬局方医薬品（局方品）などは統一名（一般名）で官報に告示され，

個別の商品名では告示されません。

しかし，医療現場で実際に使われるのは，あくまでも商品名ですよね。「そこ

のブドウ糖注射液取って！」ではなく，「ちょっと大塚糖液持ってきてってさっ

きから言っているでしょ！」なのです。

そこで，「保険薬事典Plus+」及び「保険薬事典」では，この統一名収載品目

にあたる商品名を個別に調査して掲載しています。

掲載している品目を

①官報に告示されるか

②製品として実在するか

の２点から，医療用医薬品をまとめると下記の図のようになります。
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「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」って毎回ど

れくらいの品目が出入りしている

の？

2008.02.19 Tuesday

「保険薬事典Plus+」では，官報に告示されているものを赤字で，告示されて

いないものを黒字で表記しています。

例）平成１９年版８月版より

例のような場合，赤字で書かれた塩酸フラボキサート２００ｍｇ錠という名前の

ものは存在せず，黒字で書かれた薬が実際の現場には存在していることにな

るのです。

このように，この世には実在していないのに告示名称として名前だけ与えられ

ている不思議な医薬品が存在しているのです。

存在とはなんぞや？生きているってどういうこと？私はだれ？そしてあなた

は・・・？と，実は「保険薬事典Plus+」は深い禅問答につながっていたので

す・・・。

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 14:02 |
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こういう疑問をお持ちの方，その質問の続きには

「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」って毎回買わなきゃいけないの？

というのがあるのではないでしょうか？

では，手っ取り早く従前版「保険薬事典」１８年４月版から１９年８月版の間

に，どれくらいの品目が出入りしたかをご紹介しましょう。

　　　　　　

　　　　　　１８年４月版　　　掲載品目総数　　　１７，７３６品目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　追加　　　８７１品目
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はじめに 2008.02.12 Tuesday

　　　　　　１８年８月版　　　掲載品目総数　　　１８，６０７品目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　削除　　　９３２品目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　追加　　　５２２品目

　　　　　　１９年４月版　　　掲載品目総数　　　１８，１９７品目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　追加　　　９８５品目

　　　　　　１９年８月版　　　掲載品目総数　　　１９，１８２品目

つまり年２回出る「保険薬事典」及び「保険薬事典Plus+」では９００品目から

１４００品目近い製品が出入りしていることになるのです！

追加される品目も，新薬から報告品目，後発医薬品，あるいは一般名収載品

目の銘柄品に至るまで，多岐にわたっています。

さらに，これから後発医薬品の出入りは激しくなるのでは，という予感がしま

す。

その理由は，これまで開発型製薬企業の業績を支えてきたブロックバスター

といわれる，年間売上高１．０００億円以上の医薬品の特許が次々と切れるか

らです。

これを医療業界では２０１０年問題と言っています。

有名な先発品であればあるほど，特許が切れると大量の後発品が誕生する

のがこれまでの傾向ですし，２００７年から後発品の薬価収載は年２回になり

ました。

さらに，後発品だけでなく，新薬もぞくぞくと現れそうな予感もします。

国内大手製薬企業が，特許切れとなる医薬品に代わるような，画期的な新薬

の研究開発に力を入れているからです。

国内の連結売上高上位４社（武田薬品，第一三共，アステラス製薬，エーザ

イ）が２００６年度決算で発表した２００７年度研究開発費の見込み額は合計

６．５２０億円で，前期比１５．７％増加となりました。

また，売り上げ高に占める研究開発比率も１７．９％と，２．３ポイント上昇して

います。〈じほう刊「薬事ハンドブック２００７」第Ⅱ章新薬のＲ＆Ｄと承認より〉

すべて予感じゃないか，と言われそうですが，無意味に年２回出しているので

はないのです。

そう，全てのものには理由があるのです。

というわけで是非，４月版を買ったら，次は８月版にて最新情報をご確認を♪
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「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」が発売になって，早や一年が経ちました。

「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」とは，ご存知のように歴史ある「保険薬事典」に，「適
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応・用法」などを文字どおり「プラス」した，平成１９年４月発行の新刊です。

定評のある「保険薬事典」にあえて手を加えるというのは，果たして吉と出る

のか，凶と出るのか。

制作段階から，皆に不安と期待が入り混じっておりました。

が，発売から１年たってみれば，読者の皆様からは予想を上回るご好評を頂

くことができたのです♪

ご愛用いただいた皆様，本当にありがとうございます！

というわけで，「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」の発売１周年を記念して，読者の皆様へ

の感謝の気持ちと，これからももっともっと多くの方々に末長～く愛されるよう

にという気持ちをこめて，「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」や「保険薬事典」の，知ってい

るようで知らない秘密や豆知識を皆様にご紹介していこうと思います。

2008年は薬価改定の年でもありますが，同時に診療報酬・調剤報酬の改定

の年でもあります。

処方医の署名があれば「変更不可」となるなど，処方箋様式がまた変更にな

ったり，

「服薬指導加算」が廃止になったり，

７５歳以上の高齢の患者さんには新たに「後期高齢者薬剤服用歴管理指導

料」が作られたり，

と，やっとなじんできた調剤報酬が，また大きく変わるといわれています。

忙しい日々の業務に加えて，

「後発医薬品調剤体制加算」とはなんぞや？

「外来服薬支援料」とはなんぞや？

などなど，新たに覚えたりしなければならないかもしれません。

さらに忙しくなりそうなこの時期に，なぜ今「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」たちの秘密を

知らされなければならないのか？

しかし，あえて“今”からなのです。

知っておけば，「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」や「保険薬事典」をもっとスマートに使い

こなせるようになるばかりか，薬価の仕組みが，医療業界の実情が，引いて

は今度の調剤報酬改定の内容が，もうちょっとよくわかるようになるはずなの

です。

さらにすばらしいことに，職場の新人歓迎会で，知ったかぶりができるように

なるのです。

そう，「保険薬事典」シリーズは仕事以外にも役立つのです！

「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」で黒字で書かれているものと，赤字で書かれているも

のの違いだとか

どこの会社が一番多くの医薬品を作っているのだとか，

医薬品の一般名は一体どうやって決めているのだとか，

そもそも薬価収載されている品目はいくつあるのだとか，

薬効分類番号って，気にもならないけれど，一体なにもの？だとか

大体，「保険薬事典」シリーズは４月と８月の年２回発行されているけれど，本

当に毎回買う必要なんてあるのだろうか，とか

・・・ｅｔｃ。

そんな疑問をここで解消しちゃいましょう。



このブログを読んで楽しんでいただければ，さらに言えば，今年４月に発売さ

れる「保険薬事典Ｐｌｕｓ＋」そして「保険薬事典」にもっと親近感を感じていた

だけたら，もっと贅沢を言えば，今まで以上に愛していただけるようになった

ら，これ以上の喜びはございません。

それでは，よろしくお付き合いくださいませ。

「医情研ブログ」制作委員会 | 保険薬事典プラス豆知識 | 11:40 |
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