
資料No．3－3   

国内副作用報告の状況（一般用医薬品）  

（平成20年4月1日から平成20年9月31日までの報告受付分）  

副作用報告の集計結果についての注意事項  

1）副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から   

報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。  

2）副作用報告の件数については、平成20年4月1日から平成20年9月31日（以下、「本   

報告期間．Jという。）に提出された最新の幸艮告書の件数を示したもので、同一の症例に複   

数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカ   

ウントしてし＼るため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。  

3）副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本   

報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対   

象外となった場合等、件数から除外されている。  

4）報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する   

場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。  

5）副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版（MedDRA／J）に収載さ   

れている用語（PreferredTerm：基本語）で表示している。   



資料No．3－3  
国内副作用報告の状況（一般用医薬品）  

（平成20年4月1日～平成20年9月30日）  （薬効分類別）  

成分名   副作用名   
報告  

件数  

急性腎不全   
2錠中塩酸ジフエンヒドラミン50mg  

痙攣   

1包（0．8g）中アセトアミノフ＝ン300mg，エテンザミド120mg，  腎障害   
カフェイン70mg   

中毒性表皮壊死融解症   

3包中アセトアミノフエン690mg．エテンザミド690mg，カフェイ   
低カリウム血症   

メタケイ酸アルミン酸マグネシウム450mg  

2錠中イブプロフ工ン150m臥アリルイソプロピルアセチル尿素   
スティーブンス・ジョンソン症侯群   

60mg．無水カフェイン80mg  薬疹   

肝障軍   

2錠中工テンザミド500mg，アセトアミノフ工ン300mg，プロムワ  
急性腎不全   

ン10mg  
代謝性アシドーシス   

2錠中工テンザミド500mg，アセトアミノフ工ン300m臥プロムワ   
低リン酸血症   

ン10mg  

2錠中イブプロフェン150mg，アリルイソプロピルアセテル尿素  ステイープンス・ジョンソン症侯群   
60mg，無水カフェイン80mg  

2錠中イブプロフ工ン150mg無水カフェイン80mg，アリルイソ   
アナフィラキシーショック   

プロピルアセテル尿素60mg   薬疹   2  

2錠中イブプロフェン144mg，エテンザミド84mg，プロムワレリ  中毒性表皮壊死融解症   
ル尿素200mg，無水カフェイン50mg  

急性肝炎   

2錠中イブプロフェン144mg，エテンザミド84mg，プロムワレリ  
ル尿素200mg，無水カフェイン50mg  

頭痛   

アナフィラキシーショック   

意識変容状態   

6錠中アセトアミノフエン900mg  
肝機能異常   

薬物毒性   

1錠中イブプロフ工ン65mg．アセトアミノフ工ン65mg，無水力   薬疹   
フ工イン40mg，アリルイソプロピルアセテル尿素30mg  

アナフィラキシー反応   

肝機能異常   

中毒性表皮壌死融解症   2  

1錠中アスピリン330mg，ヒドロタルサイト100mg  
白血球数減少   

皮膚粘膜眼症候群   

毒麻疹   

「agel  

催眠鎮静剤、抗不安剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  

解熱鎮痛消炎剤  



倭   成分名   副作用名   
報告  
件数   

解熱鎮痛消炎剤   1カプセル中イブプロフェン・150mg   スティーブンス・ジョンソン症候群   

3包中トラネキサム酸750mg，アセトアミノフエン450mg，エテ   

総合感冒剤  
ンザミド750mg，リン酸ジヒドロコデイン24mg．d卜塩酸メチルエ  
ラェドリン60mg，グアヤコールスルホン酸カリウム150mg，塩  

薬疹   

酸ジフエニルピラリン4mg，無水カフェイン75mg   

3錠中アセトアミノフエン300mg．塩酸ブロムヘキシン4mg，リン   
酸ジヒドロコデイン8mg，dl一塩酸メチルエフェドリン20mg，塩化  

総合感冒剤  多形紅斑   

無水カフェイン25mg，アスコルビン酸カルシウム166．7mg．ビ  
タミンB24mg   

1包（1．5g）中リン酸ジヒドロコデイン8mg．dl一塩酸メチルエフエ   
ドリン20mg，アセトアミノフ工ン300mg，d－マレイン酸クロルフ工  

総合感冒剤  中毒性表皮壊死融解症   

トリウム83．3mg．無水カフェイン25mg，カンゾウエキス粉末9  
6mg   

3包（3g）ヰ塩化リゾチ⊥ム60mg（力価）．アセトアミノフエン90   
Omg，マレイン酸クロルフエニラミン7．5mg，リン酸ジヒドロコデ  

総合感冒剤  肝機能異常   2  

g．グアヤコールスルホン酸カリウム240mg，無水カフェイン75  
mg，リボフラビン12mg，アスコルビン酸カルシウム300mg   

1包（1．3g）中イブプロフェン150mg．アンプロキソール塩酸塩1   
5mg．ジヒドロコデインリン酸塩8mg，dl－メチルエフェドリン塩酸  

総合感冒剤  アナフィラキシー様反応   

ン25mg．チアミン硝化物（ビタミンBl硝酸塩）8mg，リボフラビ  
ン（ビタミンB2）4m乱アスコルビン酸（ビタミンC）166．7mg   

1包（1．2g中）リン酸ジヒドロコデイン8mg．dト塩酸メチルエフ工   
ドリン20mg，グアイフエネシン41．67mg（3包中125mg）．ア  

総合感冒剤  肝機能異常   

酸カルビノキサミン2．5mg，無水カフェイン25mg，ビスイブチア  
ミン（ビタミンBl誘導体）8mg，ビタミンB24mg   

肝障害   

3包（2．1g）中アセトアミノフ工ン900mg，dト塩酸メチルエフエド  
総合感冒剤  問質性肺疾患   

200mg，ショウキョウ末100mg  

中毒性表皮壊死融解症   

1包（1．2g）中塩酸ブロムヘキシン4mg．塩化リゾチーム20mg   
（力価）．リン酸ジヒドロコデイン8mg．dl一塩酸メチルエフェドリン  

総合感冒剤  問質性肺疾患   

00mg，無水カフェイン25mg，ビスイブチアミン8mg，リボフラビ  
ン4mg   

1包（1．2g）中塩酸ブロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム30mg   
（力価），アセトアミノフエン300mg，マレイン酸カルビノキサミン  

総合感冒剤  呼吸抑制   

ン20mg，ノスカピン16mg．無水カフェイン25mg．ビスイブチア  
ミン8mg．リボフラビン4mg   

Page2   



成分名   副作用名   
報告  
件数   

3包（2．15g）中顆粒（アセトアミノフ工ン630mg．エテンザミド4   
50mg，dト塩酸メチルエフェドリン30mg，塩酸トリプロリジン3・   

急性肝炎   

剤9丸〔ゴオウ6mg，胆黄2号20mg，ニンジン乾燥エキスーA6   
Omg（ニンジン600mg）〕   

1包中アセトアミノフ＝ン160mg，エテンザミド230mg，d［一塩酸メチ   
アナフィラキシーショック   

未50mg   

3包（3．6g）中アセトアミノフ工ン900mg，マレイン酸クロルフ工  アナフィラキシー反応   
ニラミン7．5mg，リン酸ジヒドロコデイン24mg，d［一塩酸メチル   
エフェドリン60mg．無水カフェイン75mg，チアミンジスルフィド2   
4mg，リボフラビン12mg，カンゾウ未800mg   肝障害   

6錠中アセトアミノフ工ン900mg．ヨウ化イソプロパミド6mg，d－マレ  肝機能異常   
イン酸クロルフ工ニラミン3．5mg，トラネキサム酸420mg，リン酸ジ   
ヒドロコデイン24mg，d卜塩酸メチルエフ＝ドリン60mg，無水カフェ   
イン75mg，ヘスペリジン（ビタミンPの一種）90mg   劇症肝炎   

9錠アセトアミノフエン900mg，フマル酸クレマスチン1．34mg，グア   
アナフィラキシー反応   

ンフォチアミン24mg，無水カフ＝イン90mg   

9錠中アセトアミノフ工ン900mg，フマル酸クレマスチン1．34m   
喘息   

g，塩化リゾチーム60mg（力価），グアヤコールスルホン酸カリウ   
ム240mg．無水カフェイン75mg，甘革エキス末117mg   

3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム30mg（力価）．  アナフィラキシー反応   
アセトアミノフ＝ン300mg．マレイン酸カルビノキサミン2．5mg．   

問質性腎炎   

ノスカピン16mg，無水カフェイン25mg，ビスイブチアミン8mg，  
リボフラビン4mg   皮膚粘膜眼症候群   

肝機能異常   

3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム20mg（力価），  
リン酸ジヒドロコデイン8mg，dト塩酸メチルエフェドリン20mg．   
マレイン酸カルビノキサミン2．5mg．アセトアミノフ工ン300mg，   
無水カフェイン25mg，ビスイブチアミン8mg．リボフラビン4mg  白血球数減少   

鼻閉   

3錠中アセトアミノフエン300mg，塩化リゾチーム20mg（力   
価），リン酸ジヒドロコデイン8mg，／スカピン16mg．dト塩酸メチ   

異常行動   

イフ工ネシン41．67mg，無水カフェイン25mg，ビスイブチアミ   
ン8mg，リボフラビン4mg   

9錠中イブプロフ工ン450mg，リン酸ジヒドロコデイン24mg，d］－   
塩酸メチルエフェドリン60mg．マレイン酸クロルフェニラミン7・5   
mg，無水カフ＝イン75mg，硝酸チアミン24mg，アスコルビン酸   白血球減少症   

300mg   

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  

総合感冒剤  
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薬効   分名   副作用名   
報告  

件数   

9錠中フマル酸クレマスチン1．34mg，塩化リゾチーム（リゾチー  スティーブンス・ジョンソン症候群   2  

ムとして）60mg（力価），アセトアミノフ工ン900mg．リン酸ジヒド  
総合感冒剤 ロコデイン24mg，ノスカピン36mgトdト塩酸メチルエフェドリン6   

Omg，グアヤコールスルホン酸カリウム240mg，無水カフェイン  
75mg，ベンフォチアミン24mg   肝機能異常   

9錠中アセトアミノフエン900mg．d－マレイン酸クロルフエニラミ   

総合感冒剤  スティーブンス・ジョンソン症候群   
テルエフェドリン60mg，無水カフェイン75mg，ヘスペリジン60  
mg，トラネキサム酸420mg   

9錠中アセトアミノフエン270mg．エテンザミド1．05g．臭化水  中毒性表皮壊死融解症   
総合感冒剤  

素酸デキストロメトルファン48mg．dl一塩酸メチルエフェドリン60  
mg，マレイン酸クロルフエニラミン7．5mg，無水カフェイン75m   
g．アスコルビン酸カルシウム500mg   発疹   

9錠中 アセトアミノフ工ン900mg，ヨウ化イソプロパミド6mg，d－  感情不安定   
総合感冒剤  

マレイン酸クロルフエニラミン3．5mg，トラネキサム酸420mg，   
リン酸ジヒドロコデイン24mg，dl一塩酸メチルエフェドリン60mg．  衝動行為   

無水カフェイン75mg．ヘスペリジン（ビタミンPの一種）90mg   
抑うつ気分   

12錠中アセトアミノフエン800mg，マレイン酸ク自ルフ工ニラミン   
総合感冒剤  

6． 

42m乱無水カフェイン90mg，ベンフォチアミン（ビタミンBl）12  アナフィラキシーショック   

mg．リボフラビン（ビタミンB2）6mg   

9錠中イブプロフ工ン450mg，塩酸ブロムヘキシン12mg．フマル酸   
総合感冒剤  中毒性表皮壊死融解症   

イン22mg，dI一塩化メチルエフェドリン60mg，無水カフ＝イン75mg   

アナフィラキシ「ショック   
6カプセル中 イブプロフ工ン450mg，d－クロルフエニラミンマレ  

総合感冒剤  
ステイープンス・ジョンソン症候群   

シン250mg，dトメチルエフ＝ドリン塩酸塩60mg，無水カフェイ  
ン40mg   

肝機能異常   

白色錠（4錠中）イブプロフ土ン300mg，フマル酸クレマスチン（ク   
レマステンとして）0．89mg（0．67mg）、塩酸ブロムヘキシン8  
mg，リン酸ジヒドロコデイン14．67mg，d卜塩酸メチルエフ工ドリ  

総合感冒剤  
ン40mg，無水カフェイン50mg  
青色錠（2錠中）イブプロフ工ン150mg，フマル酸クレマスチン（ク  

多形紅斑   

レマステンとして）0．45mg（0．33mg），塩酸プロムへキシン4  
mg，リン酸ジヒドロコデイン7．33mg．dト塩酸メチルエフェドリン  
20mg   

6カプセル中 アセトアミノフエン900mg、ベラドンナ総アルカロイド  黄痘   

総合感冒剤  
0．3mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、d卜塩酸メチルエフ＝ドリン  
60mg、リン酸ジヒドEjコデイン24mg、塩酸ノスカピン48mg、   
グアイフ工ネシン150mg、無水カフェイン75mg   薬疹   2  

6カプセル中ゴオウ5mg，ナンテンジツ乾燥エキス180mg，アセ   

総合感冒剤  
トアミノフェン900mg，マレイン酸クロルフ工ニラミン7．5mg，ヒ  
ベンズ酸チベビジン75mg，ノスカピン48mg，無水カフェイン15  

アナフィラキシーショック   

Omg   
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成分名   副作用名   
報告  
件数  

60mL中アセトアミノフ工ン300mg，マレイン酸クロルフ工ニラミ   
ン乙5mg，リン酸ジヒドロコデイン8mg，dト塩酸メチルエフ工ド  
リン20mg，キキョウ流エキス1mL（キキョウ1g），セネガ流エキ  痘攣   

スP．3mL（セネガ300mg）．無水カフ＝イン25mg  

クロモグリク酸ナトリウム1％．マレイン酸クロルフ工ニラミン0．0  アナフィラキシー反応   
1日量（6錠中）d－マレイン酸クロルフエニラミン6mg、ベラドン   

意識変容状態   

化リゾチーム75mg、無水カフェイン120mg  

傾眠   

2カプセル中 ケトチフ＝ンフマル酸塩2．76mg  喀血   

疫攣   

アナフィラキシー反応   

4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン120mg，マレイン酸クロ  
意識変容状態   

フ工イン100mg，塩化リゾチーム60mg（力価）  

急性汎発性発疹性膿病症   

3カプセル中塩酸プソイドエフェドリン90mg．マレイン酸クロル   

フ＝ニラミン12mg，無水カフ＝イン120mg．塩化リゾチーム  中毒性皮疹   

60mg（力価）  

意識レベルの低下   
100mL中 ケトチフニンフマル酸塩75．6mg  

紅斑性皮疹   

3包（6g）中ケツメイシ末2．37g．トウキ未・センキュウ未・タク   
肝障害   

22g．モツコウ末・コウカ末各0．15g，シヤクヤク末・セキイ末0．  
89g  

4包（12g）中ガジュツ末10000mg、真昆布末400mg   アナフィラキシー反応   

1包（3g）中ガジュツ末2．5g，真昆布末0．1g．ウコン末33m  アナフィラキシー様反応   
g，ショウキョウ末16mg，結晶セルロース351mg  

1錠中大黄甘葦湯エキス散200mg（ダイオウ267mg，カンゾウ   低カリウム血症   

67mg）   
肺炎   

1錠中ピサコジル5mg，センノサイドカルシウム5mg，ジオクチ  腸閉塞   

ルソジウムスルホサクシネート（DSS）10mg  

3包中L一グルタミン405mg，アルジオキサ150mg．カンゾウ末   
225mg．ケイヒ末435mg，ニンジン末225mg，炭酸水素ナト  
リウム1．8g，炭酸マグネシウム450mg，沈降炭酸カルシウム  
240mg．メタケイ酸アルミン酸マグネシウム240mg，ロートエ  劇症肝炎   

キス30mg，ビオヂアスターゼ2000 90mg，プロザイム615  
mg．リパーゼAP6 60mg  

1個（1．75g）中酢酸プレドニゾロン1mg，I）ドカイン60mg．アラ   
ントイン20mg，酢酸トコフェロール50mg   

多形■紅斑   

総合感冒剤  

耳鼻科用剤  

耳鼻科用剤  

耳鼻科用剤  

耳鼻科用剤  

茸鼻科用剤  

血圧降下剤  

健胃消化剤  

下剤∴完腸剤  

下剤∴完腸剤  

複合胃腸剤  

複合胃腸剤  
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薬効   成分名   副作用名   
報告  

件数   

昏睡   

外皮用殺菌消毒剤   0．3m2中ヨードホルム1．1g  
治療薬毒性   

鎮痛、嶺痔、収れん、消炎   100g中ブフ工キサマク1g．グリチルレチン酸0．2g   接触性皮膚炎   
剤  

鎮痛、鎮痔、収れん、消炎  1g中プレドニゾロン2．5mg．グリテルレチン酸5mg，クロタミト  接触性皮膚炎   
ン50mg，ジフカイン2．5mg．塩酸クロルヘキシジン2．5mg   剤  

その他の歯科口腔用薬   100mL中ヨウ素0．5g   
アナフィラキシーショック   

急性呼吸不全   

2錠中リン酸リボフラビンナトリウム38mg，塩酸ビリドキシン24   
ビタミンB剤（ビタミンBl剤を     アナフィラキシーショック   
除く）  酸カルシウム125mg（アスコルビン酸103mg）   

4錠中ニンジンエキス180mg（ニンジン600mg），ビタミンE散2   

混合ビタミン剤（ビタミンA■D  
Om占（酢酸トコフ＝ロール10mg），ビスベンチアミン20mg．リボ  

混合製剤を除く）  
劇症肝炎   

g，ニコチン酸アミド20mgノくントテン酸カルシウムS 30・8m  
g（パントテン酸カルシウム20mg），オキソアミヂン未20mg   

血圧上昇   

血中ブドウ糖増加   

2m」中塩酸チアミン20mg．シアノコバラミン2〟g，肝臓分解エ  
その他の滋養強壮薬  キス100mg，ニンニク抽出液1．73mL   

振戦   

中毒性表皮壊死融解症   

発熱   

1痕（20mL）中カンゾウエキス300mg，塩酸ビリドキシン5mg，   
総合代謝性製剤  偽アルドステロン症   

ホン酸200mg   

他に分類されない代謝性医  
1錠中コンドロイテン硫酸ナトリウム260mg   全身性皮疹   

薬品  

3包（6g）中サイコ末・チヨレイ末・タクシヤ未各0．86g，ハンゲ   
肝障害   

他に分類されない代謝性医  

薬品  
未・ショウキョウ末・カンゾウ末■ショウマ未・ダイオウ末・シヤクヤ  

ク末・ケイヒ未・ボタンピ末各0．43g   
発疹   

下痢   

過敏症   

傾眠   

血中乳酸脱水素酵素増加   
その他のアレルギ「用薬  2カプセル中 フマル酸ケトチフエン2．76mg  

血尿   

倦怠感   

多形紅斑  1  

頻尿  1   
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成分名   副作用名   
報告  
件数  

2包（3．75g）中乾燥エキス2．Og（日局タクシヤ1．5g，日局   
肝機能異常   

1．5g）  

12錠中防風通聖散料エキス粉末2850mg（トウキ・シヤクヤク・   肝障害   

センキュウ・サンシシ・レンギョウリ＼ツカ・ケイガイ・ボウフウ・マオ  

ウ各0．6g，ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ  
各1．Og，乾燥硫酸ナトリウム0．375臥ショウキョウ0．2g，ダ  
イオウ0．75g，カッセキ1．5g）  ）  

問質性肺疾患   

12錠中トウキ0．6g，シヤクヤク0．6g．センキュウ0．6g，サ   
ンシシ0．6g，レンギョウ0．6g，ハッカ0．6g，ショウキョウ0．2  
g．ケイガイ0．6g．ボウフウ0．6g，マオウ0．6g，ダイオウ0．7  
5g，乾燥硫酸ナトリウム0．375g，ビャクジュツ1，Og．キキョウ  肝機能異常   

1．Og，オウゴン1．Og，カンゾウ1．Og，セッコウ1．Og，カッセ  
キ1．5g  

12錠中八味地黄丸料エキス粉末M2600mg（ジオウ2．5g，サ   筋力低下   

ンシュユ■サンヤク・タクシヤ・プクリヨウ・ボタンピ各1．5g，ケイ  
ヒ・ブシ末各0．5g）  

低カリウム血症   

3錠 防風通聖散料乾燥エキス3．Og   
（キキョウ1．2g、ビャクジュツ1．2g、カンゾウ1．2g、オウゴン1．2  
g、セッコウ1．2g、ダイオウ0．9g、トウキ0．72g、シヤクヤク0．72  
g、センキュウ0．72g、サンシシ0．72g、レンギョウ0．72g、ハツカ  肝障害   

0．72g、ケイガイ0．72g、ボウフウ0．72g、マオウ0．72g、ショウキョ  
ウ0．24g、カッセキ1，8g、ボウシヨウ0．9g）  

12錠中防風通聖散料乾燥エキス2．50g（＜原生薬換算量＞ト  肝機能異常   
ウキ0．60g，マオウ0．60g．シヤクヤク0．60g，ダイオウ0．7  

5  

5g，センキュウ0．60g，ビャクジュツ1．00g，サンシシ0．60g．  
キキョウ1．00g，レンギョウ0．60g，オウゴン1．00g，／＼ツカ  
0．60g，カンゾウ1．00g．ショウキョウ0．15g，セッコウ1．00  
g，ケイガイ0．60g，カッセキ1．50g．ボウフウ0．60g．硫酸ナ  
トリウム十水塩0．75g）   膀月光の良性新生物   

3包（4．5g）中痛散湯水製乾燥エキス0．5g（マオウ0．7g，キョ   
方  

急性肝炎   
0．1g），マオウ0．6g，ヨクイニン末1．4g，カンゾウ末0．4g，ボ  
ウイ末1．6g   

方  1包（20g）中マオウ3g，キョウニン・カンゾウ各2g，ヨクイニン5  ヘノツホ・シェーンライン紫斑病   
g，カンボウイ8g   

20丸中ジオウ0．3g，ゴシツ・オウ／iク・ソウジュツ・シヤクヤク・   
方  

チュウ・ホコツシ・トシシヰウブシ・キ／〈ン各0．2g，ボウイ■ボウ  肝機能異常  

フウ・キョウカツ各0．1g   

漢方製剤  

漢方製剤  

漢方製剤  

漢方製剤  

漢方製剤  

漢方製剤  

その他の生薬及び漢方処  
に基づく医薬品  

その他の生薬及び漢方処  

に基づく医薬品  

その他の生薬及び漢方処  

に基づく医薬品   
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薬効   成分名   副作用名   
報告  
件数   

アナフィラキシー様反応   

アレルギー性皮膚炎   

ショック   

そう痔症   

眼瞼浮腫   

顔面腫脹   

血圧低下   

倦怠感   

幻覚   

呼吸困難   

収縮期血圧低下   

心筋梗塞   
他に分類されない治療を主  

目的としない医薬品   
1枚（20cm2）中ニコチン35mg  体位性めまい   

低血年   

適用部位そう痔感   

適用部位紅斑   

適用部位小水癌   

適用部位発疹   

適用部位皮膚炎   

動惇   

浮動性めまい   

末梢性浮腫   

無力症   

薬疹 

薬物過敏症   
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