乳がん 製品・疾患に関する問い合わせ窓口（企業別）
会社名

アストラゼネカ株式会社

協和発酵キリン株式会社

製品名
ノルバデックス錠10mg/20mg

タモキシフェンクエン酸塩

アリミデックス錠1mg

アナストロゾール

ゾラデックス3.6mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

ナベルビン注10・40
アドリアシン注10・50
グラン注射液75･150･M300
グランシリンジ75･150･M300
5-ＦＵ注250協和
ヒスロンＨ錠200mg
フェントステープ1・2・4・6・8mg

ビノレルビン酒石酸塩
ドキソルビシン塩酸塩

第一三共株式会社

大鵬薬品工業株式会社

窓口電話番号（受付時間・曜日など）
※一般向けもしくは医療関係者・一般共通
一般・患者の皆さま
■メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル：0120-119-703
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：066453-7449
（9：00～18：30/土日祝祭日および弊社休業日を除
く）
一般・医療関係者共通
■くすり相談室
フリーダイヤル：0120-850-150
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：033282-0069
(平日9：00～17：30/土日祝日および弊社休業日を
除く)
一般・医療関係者共通
製品・疾患に関する問い合わせ窓口
■カスタマー・ケア・センター
フリーダイヤル：0120-561-007
（平日9：00～18：00/土日祝日および弊社休業日を
除く）
FAX：0120-561-047（24時間受付）

窓口電話番号（受付時間・曜日など）
※医療関係者向け

住所

医療関係者向け
■メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル：0120-189-115
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：06〒531-0076
6453-7350
大阪市北区大淀中1-1-88
（平日9：00～18：30/時間外については、お問い合わ
せ内容に応じた電話番号をご案内し、時間外体制に
て対応します。）
FAX：06-6453-7376

左記同様

〒100-8185
東京都千代田区大手町1-6-1

左記同様

〒151-8566
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15

ドセタキセル水和物

一般・医療関係者共通
■ サノフィ・アベンティス株式会社
コールセンター くすり相談室
フリーダイヤル：0120‐109‐905
FAX：03-6301ｰ3010
(月
月～金（祝日を除く）9:00～17:00）
金（祝日を除く） 00 1 00）

左記同様

〒163‐1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

トポテシン点滴静注40㎎、100㎎

イリノテカン塩酸塩

一般・患者の皆さま
■製品情報センター
フリーダイヤル：0120-693-132
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：035255-7188
FAX：03-6225-1922
（平日9：00～17：30/土日祝日および弊社休業日を
除く）

医療関係者の皆さま
■製品情報センター
フリーダイヤル：0120-189-132
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：035255-7188
FAX：03-6225-1922
（平日9：00～17：30/土日祝日および弊社休業日を
除く）

〒103-8426
東京都中央区日本橋本町1-6-5

アブラキサン点滴静注用100mg

パクリタキセル

ティーエスワン配合カプセルT20
ティーエスワン配合カプセルT25
ティーエスワン配合顆粒T20
ティーエスワン配合顆粒T25

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ
ウム

一般・医療関係者共通
■製品情報部 医薬品情報室
フリーダイヤル：0120-20-4527（03-3293-4508）
（平日9：00～17：30/土日祝日および弊社休業日を
除く）
FAX：03-3293-2451（医療関係者のみ）

〒101-8444
東京都千代田区神田錦町1-27

ユーエフティ配合カプセルT100
ユーエフティ配合顆粒T100
ユーエフティ配合顆粒T150
ユーエフティ配合顆粒T200

テガフール・ウラシル

グラクソ・スミスクライン株式会社 タイケルブ錠250mg

サノフィ・アベンティス株式会社

一般名

タキソテール点滴静注用80mg
タキソテール点滴静注用20mg

フィルグラスチム（遺伝子組換え）
フルオロウラシル
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
フェンタニルクエン酸塩

ラパチニブトシル酸塩水和物

一般・患者の皆さま
■製品情報部 医薬品情報室
フリーダイヤル：0120-20-4527（03-3293-4508）
（9:00～17:30/土日祝日及び弊社休業日を除く）

乳がん 製品・疾患に関する問い合わせ窓口（企業別）
会社名

製品名

一般名

大鵬薬品工業株式会社

フトラフールカプセル200mg
フトラフール腸溶カプセル200mg（経過措置品目）
フトラフール腸溶顆粒50%
フトラフール腸溶錠200mg

武田薬品工業株式会社

リュープリン注射用3.75
リュープリン注射用キット3.75
リュープリンSR注射用キット11.25

中外製薬株式会社

ハーセプチン注射用60
ハーセプチン注射用150
ゼローダ錠300
フェマーラ錠2.5mg
フルツロンカプセル100/200

日本イーライリリー株式会社

ジェムザール注射用200mg
ジェムザール注射用1g

注射用ゲムシタビン塩酸塩

フェアストン錠40
フェアストン錠60

トレミフェンクエン酸塩

ピノルビン注射用10mg
ピノルビン注射用20mg

ピラルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」

エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」

エピルビシン塩酸塩

ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」

ドキソルビシン塩酸塩

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」

パクリタキセル

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ＮＫ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩水和物

ロゼウス静注液10mg
ロゼウス静注液40mg

ビノレルビン酒石酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」
ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」

ゲムシタビン塩酸塩

メタストロン注

塩化ストロンチウム

テガフール

リュープロレリン酢酸塩

トラスツズマブ
カペシタビン
レトロゾール
ドキシフルリジン

日本化薬株式会社

窓口電話番号（受付時間・曜日など）
※一般向けもしくは医療関係者・一般共通

窓口電話番号（受付時間・曜日など）
※医療関係者向け

住所

一般・医療関係者共通
■製品情報部 医薬品情報室
フリーダイヤル：0120-20-4527（03-3293-4508）
（平日9：00～17：30/土日祝日および弊社休業日を
除く）
FAX：03-3293-2451（医療関係者のみ）

〒101-8444
東京都千代田区神田錦町1-27

一般、医療関係者共通
■医薬学術部 くすり相談室
フリーダイヤル：0120-566-587
(平日9：00～17：30（土日祝日・弊社休業日を除く）
FAX：03-3278-2469

左記同様

〒103-8668
東京都中央区日本橋2-12-10

一般、医療関係者共通
■医薬情報センター
フリーダイヤル：0120-14-0564（24時間対応）
会社HP：http://www.chugai-pharm.co.jp/

左記同様

〒103-8324
東京都中央区日本橋室町2-1-1

一般・患者の皆さま
■Lilly Answers
フリーダイヤル：0120-245-970
（月～金 8:45～17:30)

医療関係者向け
■Lilly Answers
フリーダイヤル：0120-360-605
（月～金 8:45～17:30)

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5
三宮プラザビル

一般・患者の皆さま
■医薬品情報センター
フリーダイヤル：0120-656-216
（9:00-18:00 平日）

医療関係者向け
■医薬品情報センター
フリーダイヤル：0120-505-282
フリーダイヤルがご利用いただけない場合：033237-5051
（9:00-18:00 平日）

〒102-8172
東京都千代田区富士見一丁目11番2
号

一般・患者の皆さま
■製品情報部 医薬品情報室
フリーダイヤル：0120-20-4527（03-3293-4508）
（9:00～17:30/土日祝日及び弊社休業日を除く）

乳がん 製品・疾患に関する問い合わせ窓口（企業別）
会社名

製品名
フェマーラ錠2.5mg

一般名
レトロゾール

ノバルティス ファーマ株式会社

ファイザー株式会社

ゾメタ点滴静注用4mg

ゾレドロン酸水和物注射液

アロマシン錠25mg

エキセメスタン

注射用メソトレキセート50mg／5mg

メトトレキサート

ファルモルビシンRTU注射液10mg／50mg
ファルモルビシン注射用10mg／50mg

エピルビシン塩酸塩

ブリストル・マイヤーズ株式会社 タキソール注射液30mg/100mg

パクリタキセル

カンプト点滴静注40mg
カンプト点滴静注100mg

イリノテカン塩酸塩水和物

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」

ゲムシタビン塩酸塩

株式会社ヤクルト本社

窓口電話番号（受付時間・曜日など）
窓口電話番号（受付時間・曜日など）
※一般向けもしくは医療関係者・一般共通
※医療関係者向け
一般・医療関係者共通
■ノバルティスダイレクト
フリーダイヤル：0120-003-293
左記同様
(平日9：00-18：00/土日祝日および弊社休業日を除
く)
http://www.novartis.co.jp/
一般・医療関係者共通
■ファイザー株式会社 製品情報センター
フリーダイヤル：0120-664-467
（平日9時～17時30分 土日祝祭日除く）
FAX：03-3379-3052

左記同様

一般・医療関係者共通
■メディカル情報部
フリーダイヤル：0120-093-507
左記同様
（平日9：00-17：30/土日祝日および弊社休業日を除
く）
FAX：03-6705-7954
一般・患者の皆さま
■くすり相談室
TEL：03-5550-8984
(平日9：00-17：30/土日祝日および弊社休業日を除
く)

住所

〒106-0031
東京都港区西麻布４-17-30

〒151-8589
東京都渋谷区代々木3-22-7
新宿文化クイントビル

〒163-1328
東京都新宿区西新宿6-5-1

医療関係者向け
■くすり相談室
〒104-0061
フリーダイヤル：0120-589-601
東京都中央区銀座7-16-21
(平日9：00-17：30/土日祝日および弊社休業日を除 銀座木挽ビル6階
く)

