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Summary：FENTANYL Tape for 3 days 「MEIJI」 is generic drug which is a product of adhesive preparation containing 
the same amount of fentanyl as Durotep ® MT Patch.
It is very important to investigate adhesive ability to skin and skin irritation in tape formulation. We therefore investigated 
adhesive ability to skin and skin irritation in patients with cancer pain, and skin irritation in healthy adult males.
We applied  FENTANYL Tape for 3 days 「MEIJI」 to patients with cancer pain, and investigated the condition of 
detachment and skin irritation a total of 152 times. As a result, detachment was noted only once, and skin irritation was 
once in one patient.
In conclusion, FENTANYL Tape for 3 days 「MEIJI」 has no problem in terms of adhesive ability to skin and skin irritation.
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〔一 般 論 文〕〕

フェンタニル3日用テープ「明治」の日本人における貼付力並びに皮膚刺激性
Adhesive Ability to Skin and Skin Irritation of FENTANYL Tape for 3 days 「MEIJI」 

in Japanese
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