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プレアボイド報告施設（未然回避報告、重篤化回避報告、薬物

治療効果の向上）

施設名（50 音順） 投稿数

医療法人碩済会　吉田記念病院 2

社会医療法人緑泉会　米盛病院 4

川内市医師会立市民病院 5

鹿児島市立病院 1

計 12

今回掲載したプレアボイド報告は、DI 通信に投稿された施設分のみ
です。
日本病院薬剤師会へプレアボイド報告をされる場合には、医薬品・プ
レアボイド委員会へも投稿手順に従ってご連絡ください。
E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

同一施設からの内容が類似または重複したプレアボイド報告について
も、投稿数としてカウントして、今年度もすべて掲載しました。

委員会にて特に今年度は「重要事例」の選定は行っておりません。
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プレアボイド・未然回避報告

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　医薬品情報　入院調剤　薬剤管理指導業務
発端　薬歴　処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 マグミット錠500mg　1日1回2錠　朝食後　内服 

シタフロキサシン錠50mg　1日1回2錠　朝食後　内服
薬学的ケア後　 マグミット錠500mg　1日1回2錠　朝食後　内服 

シタフロキサシン錠50mg　1日1回2錠　昼食後　内服
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

11/29の臨時処方でシタフロキサシン錠50mg が2T　1ｘ朝食後で処方された。薬歴により11/23からの定期処
方にマグミット錠500mg が2T　1ｘ朝食後で処方されていることを確認した。

両剤を同時に服用するとキレートを形成し、シタフロキサシンの吸収が悪くなり、効果が低下することが推定
されるため、処方医に疑義照会を行い、用法変更された。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　医薬品情報　入院調剤　薬剤管理指導業務
発端　薬歴　処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アスパラカリウム散50％　1.2ｇ　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

以前当院に入院しており、他院に転院していた患者が、再度当院に転院してきた。
患者の血清カリウム値が5.5mEq/L（12/20）だったため、12/20　14時にケイキサレートドライシロップ76％

（3.27g）2包　2ｘ朝夕食後が臨時処方された。12/20　16時に12/23からの定期処方の中にアスパラカリウム散
50％が処方された。薬歴にてケイキサレートドライシロップ76％が臨時処方されていることが確認できた為、医
師に確認したところ、以前当院に入院していた際の処方を継続処方としたとのことであり、アスパラカリウム散
50％が中止となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　持参薬チェック
原因　
薬学的ケア前　 ジャヌビア錠50mg　1日1回朝食後　内服 

ジャヌビア錠25mg　1日1回朝食後　内服
薬学的ケア後　 ジャヌビア50mg　中止 

ジャヌビア錠25mg　1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量　薬剤変更
報告者のコメント

CLcr=8 mL/min、eGFR=9 mL/min/1.73㎡と腎機能低下があったため、以下の点について主治医に確認した。
・持参薬を確認したところジャヌビア錠75mg/day を内服されていた。添付文書では、重度、末期腎不全

（CrCl<30）の場合、通常12.5mg/day、最大25mg/day にて用量調節することと記載があるため、ジャヌビア錠
の減量もしくは胆汁排泄型のトラゼンタ錠5mg/day への変更を提案した。その結果、ジャヌビア錠25mg/day
に減量となった。
・術後、ロキソプロフェン Na 錠60mg3錠 3×毎食後が処方された。腎機能低下があり、アセトアミノフェンへ
の変更を提案した。その結果、カロナール錠500mg 3錠 3×毎食後に変更になった。
・術後 DVT 予防の目的でリクシアナ錠30mg 1錠 1×夕食後が処方された。添付文書では Ccr ＜30の場合、禁忌
である旨を医師に情報提供し、内服の要否について確認した。代替薬としてワーファリン錠も提案したが、出血
リスクが、有益性より上回るため、数日後下肢エコーにて DVT(+) の際は内服検討すると医師の返答あり、リク
シアナ錠の DVT 予防に対する処方は中止指示となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　142.1cm　体重44.9kg
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プレアボイド・未然回避報告

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　併用注意
薬学的ケア前　 ロスバスタチン錠 OD2.5mg　1日1回　夕食後　内服 

マグミット錠330mg　1日3回　毎食後　内服
薬学的ケア後　 ロスバスタチン錠 OD2.5mg　1日1回　就寝前　内服 

マグミット錠330mg　1日3回　毎食後　内服
薬学的ケアの種類　 用法変更
報告者のコメント

脳梗塞後の薬剤加療としてロスバスタチン投与開始（1日1回夕食後）となった。その際、酸化マグネシウム（1
日3回　朝・昼・夕食後）を以前から服用しており、両剤の相互作用回避のため、処方医に服用方法について確認・
提案を行った。

両剤を同時に服用すると血中濃度が低下する可能性があるため両剤の服用を2時間以上空けることを処方医に
提案した。その結果、ロスバスタチンは就寝前へ変更となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 リカバリンカプセル250mg　1日3回 毎食後　未投薬
薬学的ケア後　  リカバリンカプセル250mg　週3回血液透析後1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

リカバリンカプセル250mg が3カプセル3×で処方された。血液透析患者であり、透析患者への投薬ガイドブッ
ク、CKD ガイドラインによるリカバリンカプセルの2回目以降は1回250mg ～500mg　週3回　透析後投与が推
奨されている旨主治医に情報提供したところ、初回投与の翌日以降は週3回　血液透析後　1日1回250mg 内服へ
処方変更となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　148cm　体重44.5kg

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ソルデム3A　500mL　3本　点滴 

セファゾリン Na 点滴静注用1g　1g　術前1g + 6：00　1g（投与間隔3時間）
薬学的ケア後　 ソルデム1　500mL　2本　点滴 

セファゾリン Na 点滴静注用1g　1g　術前1g + 16時間後　1g（投与間隔16時間）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

透析患者の周術期の抗菌薬の投与間隔について術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドラインを参考
に主治医へ提案した。セファゾリン Na 点滴静注用バック1g 投与し、以後追加投与は16時間後が望ましいこと
を主治医に情報提供した。

その結果、1g 術開始前＋1g 6:00の処方から1g 術開始前＋1g16時間後（透析日のため、透析後が望ましい）透
析後に0.5g 追加するに変更となった。

また、周術期補液ソルデム3A（K ＝10mEq/500mL）500mL が3本処方されていたが、透析患者であったため、
処方医に確認したところ、ソルデム1（カリウムフリー）500mL に変更となった。

腎不全患者におけるセファゾリンＮａの過剰投与、高カリウム血症の可能性を回避することができた。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　146cm　体重60kg
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プレアボイド・未然回避報告

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　医薬品情報提供による　患者（家族）の訴え・相談
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠60mg　1回1錠　毎食後　内服 

レバミピド錠100mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケア後　 カロナール錠500　1回1錠　毎食後　内服 

レバミピド錠100mg　薬剤中止　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更　用法変更
報告者のコメント

右指腫脹、発赤に対して、ロキソプロフェン錠60mg とレバミピド錠100mg、オーグメンチン配合錠250RS が
処方された。お薬手帳からホスレノール OD 錠を服用していることが分かったため、面談を行い、透析中である
ことが判明した。医師へ情報提供したところ、ロキソプロフェン錠とレバミピド錠は中止となり、鎮痛剤がカロ
ナール錠へ変更となった。オーグメンチン配合錠の用量は腎機能別薬剤投与量第2班を参考に減量となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　163cm　体重61kg

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤　薬剤管理指導業務
発端　薬歴　患者の症状　その他
原因　その他
薬学的ケア前　 トラマール OD 錠25mg　1回3錠　毎食後　内服 

セレコックス錠200mg　1回2錠　朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 トラマール OD 錠25mg　1回3錠　毎食後　内服 

セレコックス錠200mg　1回2錠　朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

人工膝関節置換術後の患者。トラマール OD 錠開始時の副作用軽減目的にノバミン錠が処方されていた。2週
間継続して服用したが、嘔気等の症状はないため医師へ報告し、ノバミン錠は終了となった。ノバミン錠の長期
服用による副作用発現の可能性を回避できた。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　併用注意
薬学的ケア前　 リクシアナ OD 錠60mg　1回1錠　朝食後　内服 

ワソラン錠40mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケア後　 リクシアナ OD 錠30mg　1回1錠　朝食後　内服 

ワソラン錠40mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケアの種類　 薬剤減量
報告者のコメント

心房細動があり、塞栓性脳梗塞のため脳神経内科へ入院し、二次予防としてリクシアナ錠60mg を服用してい
た。

入院中、重度洞不全症候群があったため、循環器科に相談し、ワソラン錠が開始された。リクシアナ錠とワソ
ラン錠は相互作用があるため、リクシアナ錠の用量調整が必要なことを主治医に情報提供し、リクシアナ錠は減
量となった。相互作用による副作用発現の可能性を回避できた。
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プレアボイド・未然回避報告

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他
発端　持参薬チェック　カルテ等情報
原因　併用注意
薬学的ケア前　 メトホルミン塩酸塩錠500mg　1回1錠　昼食直前　内服 

エクメット配合錠 HD　1回1錠　朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 メトホルミン塩酸塩錠500mg　中止　内服 

エクメット配合錠 HD　中止　内服
薬学的ケアの種類　 薬剤中止
報告者のコメント

検査入院前に薬剤師による外来面談を行い、持参薬について医師に報告した。医師から造影 CT を予定してい
るため、患者が服用中のメトホルミン錠のみを休薬するとの指示があった。患者が服用中の薬の中には、メトホ
ルミン錠の他にエクメット配合錠（選択的 DPP-4阻害薬・ビグアナイド系薬配合剤）があり、それもビグアナイ
ド系薬が配合されていることを医師に情報提供した結果、一時休薬となった。

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん　カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　 メチコバール注射液500ug　1管　筋注
薬学的ケア後　 メチコバール注射液500ug　2管　筋注
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

肺腺癌の治療目的で CDDP+PEM+Pemb（シスプラチン・ペメトレキセド・ペムブロリズマブ）が開始予定
の患者に対して、副作用の軽減目的としてメチコバール注射液500µg が1管処方された。用量が少ないため、国
内外の臨床試験の用量に基づいて1回1mg（2管）筋注が推奨されていることを伝え、変更となった。 
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プレアボイド・重篤化等回避報告

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務

発見の端緒　薬歴　検査値

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
2017年5月、神経内科にて橋本脳症と診断され、プレドニゾロンとアザチオプリンが開始された。2019年3月、
汎血球減少と大球性貧血を認め血液内科紹介となった。骨髄検査の結果、骨髄異形成症候群が疑われ入院と
なった。薬剤師が持参薬を鑑別したところ、アザチオプリンとフェブキソスタット（併用禁忌薬）が2018年8
月から併用されていることを判明した。6-メルカプトプリン（6-MP、アザチオプリンの代謝物）の代謝酵素
であるキサンチンオキシダーゼが、フェブキソスタットにより阻害され、6-MP の血中濃度が上昇し、アザチ
オプリンの重大な副作用である骨髄異形成症候群が発症した可能性があることを主治医に報告した。アザチオ
プリンとフェブキソスタット中止後、汎血球減少は改善し、2019年6月、血液内科終診となった。

転帰　回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
アザニン錠 内服 50mg 1年11ヶ月 橋本脳症の治療
フェブリク錠 内服 10mg 8ヶ月 高尿酸血症の治療

併用薬　 2017年5月　～ プレドニン錠5mg  
2017年5月　～　2019年4月 アザニン錠50mg  
2018年8月　～　2019年4月 フェブリク錠10mg

原疾病　橋本脳症

合併症　ステロイド糖尿病

既往症　肝機能障害　無　　腎機能障害　無　　その他　

副作用歴　

アレルギー歴　　　薬剤名　

薬剤師のコメント
薬剤師による持参薬の鑑別により、副作用への速やかな処置を講じることができた。汎血球減少は様々な原因

で起こるため、当初、血液内科医師は薬剤性（アザチオプリン）の可能性を考慮しつつも、可能性は低い（約2
年間内服継続されていたため）と判断していた。免疫抑制薬については、特に薬物相互作用に留意する必要があ
ることを再認識した。

薬学的関与による具体的効果
血液内科医師に被偽薬中止を提案したことにより、汎血球減少は改善しました。

因果関係　明らかに関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　無　　副作用被害救済機構申請　無


