添文x-MagicASP
テイカ製薬株式会社

医薬品添付文書作成ASPサービスの利用
で約30品目の添付文書を内製化
テイカ製薬株式会社は、点眼剤や貼付剤など外用剤を中心に製造・販売を
行っている医薬品メーカーです。先発品も製造していますが、
ジェネリック製品
とりわけ点眼剤のジェネリック製品を多く製造しています。
同社では、医薬品の添付文書、
お知らせ文書、
インタビューフォームを2011年10月
より医薬品添付文書作成ASPサービス《添文x-Magic ASP》を利用して制作
しています。
今回、同社の医薬情報部 西尾 健一次長と営業企画部 学術課 大野 護
係長にサービス導入の経緯や使ってみての効果についてお伺いしました。
医薬情報部
西尾 健一 次長

営業企画部 学術課
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次長は話してくださいました。
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作業のスピードアップだけでなく、
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