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ホーム > 安全対策業務 > 情報提供業務 > 医療安全情報 > 製薬企業からのお知らせ

 このサイトでは、医薬品の製造販売業者等が医療機関向けに発信している、医薬品の取り違え等の安全使
用に関する情報を紹介しております。 
 なお、掲載内容に関する問い合わせ等については、情報の提供元へお願いします。

本ページで紹介できる医薬品の適正使用等に関する情報の掲載のご希望につきましては、こちら

をご覧の上、ご連絡ください。

医療安全（販売名又は外観類似による医薬品の取り違え防止）等に関する事案

医療安全情報室 担当 宛
 
※製薬企業からの医薬品の適正使用に関する情報は、 
「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」をご覧ください。

掲載年月 タイトル 情報提供元

2021年2月
「プロスタール錠25/プロスタールL錠50mg」と「プロタノールS
錠15mg」の販売名類似による取り違え注意のお願い

あすか製薬（株）  
興和（株）

2020年11月
「デュファストン錠5mg」と「ディナゲスト錠1mg・OD錠1mg・錠
0.5mg」取り違え注意のお願い

マイランEPD（同）  
持田製薬（株）

2020年11月
「サイレース」と「セレネース」との販売名類似による取り違え

注意のお願い

エーザイ（株）  
大日本住友製薬（株）

2020年10月
「ルパフィン錠 10mg」と「ルセフィ錠 2.5mg／5mg」との取り
違え注意のお願い

帝國製薬（株）  
田辺三菱製薬（株）  
大正製薬（株）

2020年10月 「グラセプター」と「プログラフ」との取り違え注意のお願い
アステラス製薬（株）

2020年9月
「ロイコン」と「ロイコボリン」販売名類似による取り違え注意の

お願い

大原薬品工業（株）  
ファイザー（株）

2020年9月
「タケキャブ錠」と「タケルダ配合錠」の販売名類似による取り

違え注意のお願い

武田薬品工業（株）  
大塚製薬（株）  
武田テバ薬品（株）

2020年8月 「セロクエル」と「セロクラール」との販売名類似による取り違 アステラス製薬（株）
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え注意のお願い  
サノフィ（株） 
（販売元：日医工（株））

2020年4月
「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による取り違

え防止のお願い

ヤンセンファーマ（株）

 
日本新薬（株）

2020年3月
「ノルバデックス」と「ノルバスク」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

アストラゼネカ（株）  
ファイザー株式会社

（株）

2019年12月
「アレロック錠」と「アテレック錠」との販売名類似による取り違

え注意のお願い

協和キリン（株）  
EAファーマ（株）  
持田製薬（株）

2019年11月
「ユリーフ錠」と「ユリノーム錠」の販売名類似による取り違え

注意のお願い

キッセイ薬品工業（株）

 
第一三共（株）  
鳥居薬品（株）

2019年9月
「セニラン錠」と「セルシン錠」の販売名類似による取り違え注

意のお願い

サンド（株）  
武田テバ薬品（株）

2019年9月
「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による取り違

え防止のお願い

ヤンセンファーマ（株）

 
アストラゼネカ（株）  
日本イーライリリー（株）

 
日本新薬（株）

2019年9月
「アスベリン錠」と「アスペノンカプセル」の販売名類似による

処方誤りの注意のお願い

ニプロESファーマ（株）
 

バイエル薬品（株）

2019年2月
包装表示類似による取り違え防止のお願い プレセデックス／
イノバン／ドブポン

ファイザー（株）  
丸石製薬（株）

2018年11月
「エクセグラン」と「エクセラーゼ」の販売名類似による取り違え

注意のお願い

大日本住友製薬（株）

 
Meiji Seikaファルマ
（株）

2018年10月
「マイスリー」と「マイスタン」の販売名類似による取り違え注

意のお願い

アステラス製薬（株）

 
大日本住友製薬（株）

2018年7月
「ノルバデックス」と「ノルバスク」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

アストラゼネカ（株）  
ファイザー（株）

2018年6月
肺炎球菌ワクチン 誤接種防止のためのお願い 「ニューモ
バックスNP」／「プレベナー13水性懸濁注」

MSD（株）  
ファイザー（株）

2017年12月
「テオドール」と「テグレトール」の販売名類似による取り違え

注意のお願い

田辺三菱製薬（株）  
サンファーマ（株）

2017年10月
「リクシアナ錠」と「リフキシマ錠」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

第一三共（株）  
あすか製薬（株）

2017年10月
「ザイティガ錠」と「ザルティア錠」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

ヤンセンファーマ（株）

 
アストラゼネカ（株）  
日本イーライリリー（株）

 
日本新薬（株）

に関する調査結果

PMDAメディナビ・マイ医薬

品集作成サービス

患者・一般の方からの相談窓

口

安全対策等拠出金の徴収

シンポジウム・ワークショップ
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2017年5月 「ノルバデックス」と「ノルバスク」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

アストラゼネカ（株）  
ファイザー（株）

2016年9月
「プリンク注、プリンク注シリンジ」と「プリンペラン注射液」の販

売名類似による取違え注意のお願い

テバ製薬（株）／現：武

田テバファーマ（株）  
アステラス製薬（株）

2016年4月 ペグイントロン皮下注用調製時の注意に関するお願い MSD（株）

2016年3月
「ノルバデックス」と「ノルバスク」の販売名類似による取り違

え注意のお願い

アストラゼネカ（株）  
ファイザー（株）

2015年7月
「デュファストン錠」と「フェアストン錠」の取り違え事例発生の

お知らせ

アボット ジャパン（株）
 

日本化薬（株）

2015年6月
ザイティガ錠とザルティア錠の販売名類似による取り違え注

意のお願い

ヤンセンファーマ（株）

 
日本イーライリリー（株）

 
日本新薬（株）

2013年4月
エクセグラン、エクセミド、エクセラーゼの販売名類似による取

り違え注意のお願い

大日本住友製薬（株）

 
共和薬品工業（株）  
Meiji Seikaファルマ
（株）

2012年10月
セロクエルとセロクラールの販売名類似による取り違え注意

のお願い

アステラス製薬（株）

 
サノフィ（株） 
（販売元：日医工（株））

2012年6月
マイスリーとマイスタンとの販売名類似による取り違え注意の

お願い

アステラス製薬（株）

 
大日本住友製薬（株）

2012年1月
アマリールとアルマールの販売名類似による取り違え防止に

ついて

サノフィ・アベンティス

（株）／現：サノフィ（株）

2012年1月
アルマールとアマリールの販売名類似による取り違え防止に

ついて

大日本住友製薬（株）

2011年12月
止血剤 トロンビン液モチダソフトボトル5千／1万 －静脈
内誤投与の注意－

持田製薬（株）

2011年12月
誤接種防止のためのお願い ニューモバックスNP／プレベナ
ー13水性懸濁注 （2015年11月4日更新）

MSD（株）  
ファイザー（株）

2011年10月
タキサン系抗がん剤 三剤の類似名称等による取り違え防止
について （2016年7月13日更新）

サノフィ・アベンティス

（株）／現：サノフィ（株）

 
ブリストル・マイヤーズ

（株）／現：ブリストル・

マイヤーズ スクイブ
（株）

2011年10月
ユリーフとユリノームの販売名類似による取り違え注意のお

願い

キッセイ薬品工業（株）

 
第一三共（株）  
鳥居薬品（株）

2011年8月
プロペシア錠の適正使用のお願い －錠剤を分割・粉砕しな
いこと！－

MSD（株）
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2011年8月 メトレート錠2mg（1錠中にメトトレキサート2mg含有）の適正
使用のお願い

参天製薬（株）

2011年8月
リウマトレックスカプセル2mg（メトトレキサートカプセル）の適
正使用のお願い

ファイザー（株）

2011年7月
適正使用のお願い－ワンタキソテールのご使用にあたって－

サノフィ・アベンティス

（株）／現：サノフィ（株）

2011年1月

高インスリン血性低血糖症治療剤「アログリセムカプセル

25mg」 
2型糖尿病治療剤「ネシーナ錠」（一般名：アログリプチン安息
香酸塩） 
誤処方防止のお願い

MSD（株）  
武田薬品工業（株）
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