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医療の知見は日進月歩であり、各種ガイドライン、医薬品情報等は随時更新されています。活用にあ
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関しましては、原文の確認もお願いします。
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川内市医師会立市民病院　渡部　由紀

Q：アンスロビン P はどのくらいの投与速度が適切か？  
 （院内看護師）

A：・静注の場合、30mL（1V）を4～5分で投与
・点滴静注の場合、1分間に1mL を目安に投与（緩徐に投与）
なお、患者状態によりさらに投与速度はゆっくり調整する。
当院採用薬であるアンスロビン P1500〔30mL（1V）〕は、30分程度で終了するように点滴
静注の投与速度を伝える。
 （メーカーより回答）

川内市医師会立市民病院　石原　義久

Q：レプトスピラ症と治療について教えてほしい。  
 （院内医師）

A：レプトスピラ症は、保菌動物（ドブネズミなど）の腎臓に保菌され、尿中に排泄された後
に、汚染された水や土壌から、経皮的あるいは経口的に感染する。4類感染症に分類される。
症状の程度の応じ、次のような対応が推奨される。
重症：ベンジルペニシリン（PCG）　150万単位　6時間毎
　　　またはセフトリアキソン（CTRX）　1g　24時間毎
軽症：ドキシサイクリン（DOXY）　100mg　12時間毎
　　　またはアンピシリン（ABPC）　0.5～1g　6時間毎
ただし、ペニシリンを用いた場合は、Jarisch-Herxheimer 反応（抗菌薬投与後に起こる、
菌体成分によるとみられる発熱、低血圧を主症状とするショック）が見られることがある
ので、投与を受けた患者の観察が必要である。

【参考資料】
・国立感染症研究所ホームページ　　・サンフォード治療ガイド

Q：妊娠の可能性のある患者が、デング熱を発症。対処療法について教えて
ほしい。  
 （院内医師）

A：デング熱は、日本脳炎ウイルスと同じフラビウイルス科に属するウイルスの感染により発
症する。媒介する蚊の存在する熱帯・亜熱帯地域、特に東南アジア・中南米・カリブ海諸
国で発生している。
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当該患者は、カンボジアより帰国し、突然の発熱、眼窩痛、筋肉痛、関節痛を発症しており、
緊急搬送されて来たため、医師より、上記質問あり。
対処療法としては、通常、輸液や解熱鎮痛剤の投与に留まる。
・輸液；循環血液量の減少、血液濃縮が問題となる。生理食塩水や乳酸加リンゲル液など
にて対応する。
・解熱鎮痛剤；デング熱一般として、サリチル酸系のものは出血傾向やアシドーシスを助
長することから禁忌とされ、アセトアミノフェンが薦められる。当該患者は妊娠の可能性
もあるため、アセトアミノフェンの投与を勧めた。

【参考資料】
・国立感染症研究所ホームページ

Q：15歳の男子で、カンピロバクター腸炎疑い患者への抗菌薬治療につい
て教えてほしい。  
 （院内医師）

A：カンピロバクター腸炎の原因は、国内では主に Campylobacter jejuni が起炎菌と言われて
いる。カンピロバクターは、テトラサイクリン系、フルオロキノロン系の薬剤に耐性化が
進んでいる。そのため、マクロライド系抗菌薬の使用が薦められている。当該患者は、15
歳でかつ十分に成人と呼べる体格であった。そこで、下記の情報を提供した。
1）エリスロマイシン（EM）　800mg　12時間毎　3～5日間
2）クラリスロマイシン（CAM）　400mg　12時間毎　3～5日間
3）アジスロマイシン（AZM）500mg　24時間毎　3日間（保険適用外） 
のいずれかにより対処する。

【参考文献】
・国立感染症研究所　ホームページ　・サンフォード感染症治療ガイド
・薬剤師のための感染制御マニュアル

Q：慢性壊死性肺アスペルギルス症の維持治療として、ボリコナゾール使用
している患者に視障害が出た代替治療は？  
 （院内医師）

A： 慢性壊死性肺アスペルギルス症の経口剤による維持療法において、JAID/JSC ガイドライ
ンでは、下記が示されている。
●1）イトラコナゾールカプセル　1回200mg・1日2回、状態がよければ1回200mg・1日1
回
●2）ボリコナゾール（体重40kg 以上の場合）1回300mg・1日2回　初日ローディング
2日目以降　1回150または200mg・1日2回（体重による用量調節が必要）

当該患者には、イトラコナゾールカプセルの服用が代替処方として可能と考えられること
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を回答した。

同系統の医薬品使用で果たして副作用の回避が可能か？
深在性真菌の診断と治療ガイドラインによると
第一選択薬
・VRCZ　4.0mg/kg/回（loading dose：初日のみ6.0mg/kg/回）1日2回点滴
静注　2週間以上［一般的推奨、症例報告や専門家の意見］

・MCFG 150～300mg/日 1日1回点滴
静注［一般的な推奨、無作為化臨床比較試験はないが、信頼性のある比較試験や、非対照
多施設前向き臨床試験がある］
・L-AMB 2.5～5.0mg/kg/日 1日1回
点滴静注［一般的な推奨、症例報告や専門家の意見］

第二選択薬
・ITCZ 200mg/日 1日1回点滴静注（loading dose：200mg/回　1日2回点滴静注を2日間）

［一般的な推奨、症例報告や専門家の意見］
・AMPH-B 1.0～1.5mg/kg/日 1日1回
点滴静注［一般的な推奨、症例報告や専門家の意見］

Q：フェロミアの内服は、便潜血に影響するのか？  
 （院内看護師）

A：フェロミア内服中では、便潜血反応で偽陽性となる可能性がある。
人便 Hb 検査は、食事や薬の影響を受けずに検査が可能。
便潜血反応にはおおきく、①化学法　②免疫法　がある。
①化学法

【利点】上部・下部消化管出血の検出可能。簡便・迅速に検査可能。
採取後放置しても反応低下が少ない。

【欠点】食事制限や薬剤内服の注意が必要。
②免疫法

【利点】下部消化管出血の検出率が高い。定性法は簡便・迅速。食事制限が不要。
【欠点】採取後に室温放置すると反応が低下。採取法に工夫が必要。
 （日本消化器学会ホームパージ参照）
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川内市医師会立市民病院　福留　るみ

Q：自己血貯血時のエリスロポエチン製剤使用に規定や制限はあるのか？  
 （院内医師）

A：当院の自己血貯血時の使用製剤：エスポー皮下用24000シリンジについて、メーカーに確
認したところ次の回答を得た。
・貯血目標量が800mL 以上（400mL ×2回）
・Hb は14.0以下

以上の2点を満たしていれば使用可能。
その際、低体重の方では貯血量が800mL に満たない可能性も有り得るが、貯血目標量を
800mL と設定した使用は可能な場合もある。
 （メーカーより回答）

Q：プレドニン錠30mg/日を服用している患者。手術後の絶食時における水
溶性プレドニン点滴切り替え時の換算量を教えてほしい。  
 （院内医師）

A：プレドニンの経口から点滴切り替え時は等価換算となる。
処方例）
・水溶性プレドニン10mg 3A を生食100mL（or 50mL）に混和して使用。
また、手術の侵襲度によってステロイドカバーが必要になる。
 （メーカーより回答）

川内市医師会立市民病院　安藤　卓

Q：パルミコート吸入液の使用可能なネブライザーについて、当院で使用し
ているオムロン製 NE-C13は使用可能か？  
 （院内看護師）

A：パルミコート吸入液を販売するメーカーに確認したところ、添付文書とおり、ジェット式
ネブライザーで使用するようにとの回答を得た。なお、コンプレッサー式は使用可能であ
るが、上記型番のネブライザーは昔のものであり、資料に記載がない。使用可否の詳細は、
ネブライザーの会社（オムロン）への確認が必要。
オムロンに確認したところ、現在、型番 NE-C13は製造していないが、ジェット式とコン
プレッサー式は同じものであり、オムロンにおいては、コンプレッサー式という名称と
なっている。
従って、コンプレッサー式（ジェット式）の使用が推奨となっているパルミコート吸入液
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に対して NE-C13の使用は可能であるとの回答を得た。
 （メーカーより回答）

川内市医師会立市民病院　向井　俊貴

Q：セフトリアキソンを生食に溶解後放置した場合、使用可能な放置期間は
どのくらいまでか？

A：室温散光下の保存条件下で24時間保存し、溶解後の安定性試験の結果、溶解後24時間程度
は安定であるが、溶解後24時間でわずかに黄色の度合が増加する。そのため、速やかに使
用することが望ましいと考える。
一方、冷所遮光下24時間後の結果は、
性状に変化はない。（pH：6.5　力価試験：100.1）

上記結果を参照し、冷所遮光条件で保存し、24時間以内に使用するよう情報提供した。
 （セフトリアキソン Na 静注用「サワイ」インタビューフォームより）

Q：チラーヂンＳ錠を内服している患者に腸管壊死があり、経口投与ができ
ない。結腸切除し、人工肛門を造設予定のため、坐剤の使用も困難な状
況。どのくらいの期間であれば、甲状腺機能に差し支えなく休養できる
か？  
 （院内医師）

A：甲状腺ホルモン（T4）の半減期は6～7日と長く腹部手術などで1週間程度の絶食であれば
T4の内服を中止しても問題はないと考えられる。

上記ならびに、チラーヂン S 錠は懸濁法が可能である為、胃管からの投与が可能であるこ
と医師に情報提供した。

メーカー提供資料：甲状腺疾患―研修医と専門医との質疑応答集　p1123
　　　　　　　　　ベッドの Endocrinology　86巻5号（2000-11）



－8－

DI 実例

川内市医師会立市民病院　福岡　龍一

Q：高張アルブミン製剤は、どの程度の投与速度が可能か？  
 （院内看護師）

A：高張アルブミン製剤では1～2mL/分の速度で投与することが推奨されている。しかし、実
際には循環動態の変化に応じてアルブミンの投与量および投与速度の調節が必要。
出血性ショックに対する循環血漿量増加の目的で急速静注することもある。通常、成人で
はアルブミン製剤5% 250mL、25% 50mL どちらも1本あたりで1時間程度掛けて投与する
のが目安。
 （消化器外科 NURSING 2007 vol.12 no.10）

Q：ビソノテープは、はさみ分割して使用できるか？  
 （院内看護師）

A：ハサミで切って使用することはおすすめできないが、切って使用できないことはないとの
回答を得た。切って使用した場合は、粘着力が低下するため絆創膏やテープなどで貼付部
位を固定する必要がある。
また、切った残りについて、アルミ箔包んで保管した場合、3日間は安定との社内試験結
果がある。
 （メーカーより回答）

県立薩南病院　神野　真幸

Q：リン酸エステルとコハク酸エステルステロイドの違いは？  
 （院内医師）

A：NSAIDs 不耐症は潜在的にコハク酸エステル構造に過敏である可能性があるため、
NSAIDs 過敏喘息発作時はリン酸エステル型ステロイドの使用が推奨される。
しかし、リン酸エステル型ステロイドにも喘息を誘発する亜硫酸塩やパラベンなどの添加
物を含んだ製剤もあり、製品に含まれる薬効成分以外の物質にも注意を要する。

 【日医工　DI センターより回答、参考文献：クリニカ　Vol.29 No.1(2002)】
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県立薩南病院　　大久保　晃樹

Q：ビソノテープ（ビソプロロール）の分割貼付の方法を教えてください。  
 （院内医師）

A：メーカーとして推奨はしていないが、裁断して使用することは可能である。
ライナー中央の剥離用波部分に対して垂直に短冊型に裁断するとライナーの剥離が容易で
あり貼付しやすくなる。薬効は面積に比例するので、貼付ができるのであれば裁断方法は
上記の限りではない。

 （トーアエイヨー　DI センターより回答）

Q：アンペック坐剤（モルヒネ塩酸塩坐剤）の分割投与方法を教えてくださ
い。  
 （院内医師）

A：メーカーとして推奨はしていないが、1/2に分割して使用することは可能である。分割方
法としては、通常の坐剤の「ななめ切り」ではなく「輪切り」とする。

【アンペック坐剤10mg】の長径は26.5mm であり、半分のおよそ13mm の長さに分割する
ことで薬効も1/2になる。
先端部のみ使用し、残りの部分は「施用に伴う消耗」として処理を行う。
 （大日本住友製薬　DI センターより回答）

Q：重症急性膵炎に対する FOY 注（注射用ガベキサートメシル酸塩）の投
与量を教えてください。  
 （院内医師）

A：適応外ではあるが、重症急性膵炎では DIC に移行する症例もあることから、DIC に対す
る投与量に準じて使用するケースがある。
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DIC に対する投与量：20mg ～39mg/kg を24時間持続静注
※　500mg 製剤の適応は DIC のみ
 （小野薬品　DI センターより回答）

Q：ラクツロースの注腸について教えてください。  
 （院内医師）

A：適応外ではあるが、治療薬マニュアルなどの書籍にも記載があり、実臨床では使用される
ケースもある。

（使用方法の一例）
ラクツロースシロップ（600mg/mL）1回100mL を微温湯で倍量に希釈し注腸する。
 （興和製薬　DI センターより回答）

Q：透析時における注射剤の投与タイミングについて教えてください。  
 （院内臨床工学技士）

A：・ネスプ（ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）製剤）
・エスポー（エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）製剤）

『2008年版日本透析医学会　慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン』（日本
透析医学会のホームページ（http://www.jsdt.or.jp/）からダウンロード可能）では透析終
了時に投与することとなっている。実際にそのようにしている施設がほとんどである。
ネスプ・エスポーについて投与のタイミングに関するデータはないが、分子量が大きく透
析によって除去されないと考えられ、また、投与すると速やかに受容体に結合することか
ら、透析の最中に投与しても影響はないと推測される。まれに、医療者の作業効率を理由
に透析最中に投与している施設もある。ただし、透析中に投与されることは、患者にとっ
て、イメージとしてあまりよくないと思われる。
 （協和発酵キリン　DI センターより回答）
・エルカルチン FF 静注（レボカルニチン）
カルニチンは透析によって70～80% 除去されることから、透析終了後に投与する。
 （大塚製薬　DI センターより回答）
・強力ネオミノファーゲンシー
透析時における投与のデータはないが、透析膜によって除去はされないと考えられるため、
いつでも投与可能と思われる。

『慢性腎不全保存期のケア』（医学書院）には「GFR の程度によって用量調節は不要」の記
載がある。また『腎機能別薬剤使用マニュアル』（じほう）では「腎機能障害時および透
析時に通常量使用可能な薬剤」の記載がある。
 （エーザイ　DI センターより回答）
・リプル（アルプロスタジル注射液）
透析終了30分前～終了後に投与している文献が多い。
リプルはリポ化製剤であり、透析回路によってリポ化が壊れてしまう。リポ化が壊れた後
のプロスタグランジンは透析によって除去されてしまうため、透析終了後の投与が必要と
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なる。
 （田辺三菱製薬　DI センターより回答）
・フェジン（含糖酸化鉄注射液）
透析時における体内動態のデータがないため、透析終了後の投与をお願いする。
 （日医工　DI センターより回答）

Ｑ：ラテックスアレルギー患者における輸液ボトル・抗生物質のゴム栓素
材による点滴投与の可否について  
 （院内看護師）

《輸液ボトル》
輸液製造協議会ホームページ内、「よくある質問」に、次のような記載がある。
Q.　輸液ゴム栓はラテックスフリーでしょうか。
A.　輸液ゴム栓はラテックスフリーです。
なお現在、ラテックスを使用している製品には表示の義務があります。
 【輸液製造協議会　ホームページより】

上記に基づき、当院採用の輸液ボトルにラテックスを含む商品があるかを検索したが、該当な
しであった。

《抗生物質バイアル製剤》
院採用品について、各製薬会社へ電話聞き取りを行った結果を示す。

販売会社名 商品名 ラテックス

沢井製薬 アシクロビル250mg フリー
ミノサイクリン100mg フリー

ニプロ
セフォチアム1g フリー
セフメタゾール1g フリー
ホスホマイシン1g フリー

日本ケミファ チエペネム0.5g フリー

日医工

セファゾリン1g フリー
セフォン1g フリー
セフトリアキソン1g フリー
ピペラシリン1g フリー
ピペラシリン2g フリー

ファイザー
セフタジジム1g フリー
セフピロム1g フリー
メロペネム0.5g フリー

大正富山 ゾシン4.5g フリー

塩野義 フィニバックス0.25g フリー
フルマリン1g フリー

武田薬品 ファーストシン1g フリー
ケミックス セフェピム1g フリー
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大日本住友 メロペン0.5g フリー

明治製菓ファルマ

ストレプトマイシン1g フリー
スルバシリン1.5g フリー
バンコマイシン0.5g フリー
ペニシリンＧ100万単位 フリー

聞き取りを行った商品については合成ゴムを使用して製造されており、ラテックスフリーだっ
た。
 【各製薬会社　DI センターより回答】

※　ちなみに、当院採用薬でラテックスを含む商品は以下の2商品だった。
◆　タッチロンテープ40
◆　プラリア皮下注60mg シリンジ
 （各製薬会社　DI センターより回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：サンドスタチン（オクトレオチド酢酸塩）を緩和医療に伴う消化器症状
を改善する目的に使用する場合、対象となる具体的な症状を教えてくだ
さい。また、消化管閉塞を改善する作用はありますか。  
 （院内医師）

A：腸液の過剰分泌による悪心・嘔吐、腹部膨満感・腹痛、下痢等が適応となる。消化液の過
剰分泌の抑制、回腸での腸液の吸収促進、空腸での水分・電解質の吸収促進が主な作用で
あり、消化管閉塞を改善する作用はない。主な副作用は消化器症状（適応となる症状と同
様）、インスリン、グルカゴンの分泌抑制による低血糖、高血糖などがある。
 （ノバルティスファーマ DI より回答）
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Q：ゾメタ（ゾレドロン酸水和物）について、①高カルシウム血症に用いる
場合、3回以上の投与経験はないと添付文書上に記載されているが、推
奨しないという意味でしょうか。②腎機能低下患者への減量基準は骨転
移に対して使用する場合にしかないが、高カルシウム血症に対して使用
する場合にはなぜ減量しなくて良いのでしょうか。③骨転移に対して使
用する場合の減量基準は Ccr<30mL/min の記載がないが、<30mL/min
の患者には推奨しないということでしょうか。  
 （院内医師）

A：①治験時には2回までしか投与していないため、添付文書にそのように記載している。実
臨床上では3回以上投与された報告も見られる。②ゾメタによる腎障害を懸念し、腎機能
低下時の減量基準が設定されている。骨転移に対しては長期に渡り使用することが予想さ
れるため、腎障害の発現リスクを抑えるために減量基準を設定している。高カルシウム血
症に対しては長期間投与されることがそれ程多くないと予想されるため、投与量は一律
4mg としている。ゾメタは腎排泄型の薬剤でありますが、多くは骨に移行するため、腎か
ら排泄される量は多くはありません。③ Ccr<30mL/min の患者への投与はメーカーとし
ては推奨していません。投与が必要な場合は慎重に投与してください。投与時間を延長す
ることで腎への負担が軽減したという学会報告もある。
 （ノバルティスファーマ株式会社より回答）

Q：ユービット（尿素（13C））を用いて尿素呼気試験を実施する際、PPI を
服用している場合服用終了2週以上経過した後に試験を実施することと
なっていますが、PPI 同様に胃酸分泌薬であるガスター（ファモチジン）
でも同様でしょうか。  
 （院内医師）

A：ガスターではそのような制限はない。
 （大塚製薬 DI より回答）

Q：ルネスタ（エスゾピクロン）とアモバン（ゾピクロン）との特徴の違い
を教えてください。  
 （院内医師）

A：ルネスタの方が、苦味が少ないことが特徴である。効果や副作用の違いについての報告は
ない。等量換算比は、アモバン7.5mg ＝ルネスタ2.5mg である。ルネスタの入眠潜時は20–
30min、消失半減期は5hr である。作用持続時間のデータはない。
 （エーザイ DI より回答） 
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〈参考〉
エスゾビクロンは、ラセミ体であるゾピクロンの一方のエナンチオマー（（S）-エナンチオ
マー）であり、ゾピクロンの薬理活性の大部分を有する。

Q：ネオラミンマルチをアミグランドに混注して中心静脈から投与すること
は可能ですか。  
 （院内医師）

A：ネオラミンマルチは高カロリー輸液用のビタミン剤であるため、同日に高カロリー輸液が
処方されていないと保険上査定を受ける可能性がある。末梢静脈から高濃度での投与で血
管炎や血管痛を起こす可能性がある。　
 （科研製薬 DI より回答）

Q：アレビアチン（フェニトインナトリウム）を内服から注射へ変更する際
に換算比はありますか？  
 （院内医師）

A：経口投与と経静脈投与でのバイオアベイラビリティーを比較したデータはない。AUC を
比較したものでは、経口／経静脈＝0.699というデータがある。また、7日間投与し血中濃
度を比較したところ、経口と経静脈投与では同等であったとのデータもある。血中濃度を
測定する際は、定常状態に達する投与開始1～2週間後に、トラフ値で評価する。
 （大日本住友製薬 DI より回答）

Q：アナフラニール注（クロミプラミン塩酸塩）について、添付文書には
250～500mL の輸液に希釈すると記載されていますが、それ以下の量の
輸液で希釈すると支障がありますか。  
 （院内医師）

A：重要なのは2～3時間かけて投与し、急激に血中濃度を上げないことである。急激に血中濃
度を上げると心毒性等の有害事象が現れるおそれがある。アナフラニール注の承認時には
性能の良いシリンジポンプがなく、自然落下にて点滴していたので、緩徐に投与するため
には相応の輸液量が必要だった。現在はシリンジポンプの性能が向上しているため、投与
時間に気を付ければ希釈する輸液の量は少量でもかまわない。
 （アルフレッサファーマより回答）
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Q：ケイツー N 注（メナテトレノン製剤）の低プロトロンビン血症に対す
る効果発現時間はどれくらいですか。  
 （院内医師）

A：詳細にモニタリングしたものはないが、投与後3時間くらいから効果の発現が認められる。
約6時間程度で80% 程の数値の回復が認められるので、効果判定の指標としては6時間を一
つの目安にすると良い。
 （エーザイ DI より回答）

Q：エリスロシン（エリスロマイシン）に胃内容物の排出亢進作用はありま
すか。  
 （院内医師）

A：消化管ホルモンの一つであるモチリンは、強力な消化管運動の亢進作用を有する。エリス
ロシンはそのモチリン受容体に作用することで、モチリン様作用による消化管運動の亢進
作用がある。イヌでの試験では、エリスロマイシンのモチリン受容体への作用はクラリス
ロマイシンの5倍という報告がある。
 （アボットジャパン DI より回答）

Q：エディロール（エルデカルシトール）とアルファカルシドールとの換算
比、特徴の違いを教えてください。  
 （院内医師）

A：エディロールは骨折の発生リスクの低下など骨への作用を有する。骨への作用を除いた小
腸におけるカルシウムの吸収増加、腎でのカルシウムの排泄低下などビタミン D としての
作用では、エディロール0.75µg はアルファカルシドール1µg と同等である。
 （大正富山製薬 DI より回答）
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Q：イリノテカンにより下痢が起こった時にビフィズス菌製剤を投与すると
β-グルクロニダーゼのために SN-38G から SN-38への脱重合が起こり、
下痢が悪化する可能性があると講演会で聞いたが、ビフィズス菌以外の
整腸剤でも同様でしょうか。  
 （院内医師）

A：腸内細菌はβ-グルクロニダーゼを産生するが、投与された整腸剤がβ-グルクロニダーゼ
を産生するかはデータがない。プロバイオティクスの投与により乳酸、短鎖脂肪酸等の有
機酸が遊離し、腸管内の pH が酸性にシフトするということが知られている。SN-38は酸
性条件下では閉環し、腸管への取り込みが早くなるため、下痢が悪化する可能性がある。
一方で、ラットへのプロバイオティクスの投与により、イリノテカンによる下痢や体重減
少が改善したというデータもある。実臨床では、イリノテカンによる下痢に整腸剤も投与
されている。
 （第一三共製薬 DI より回答）

Q：リーバクト（イソロイシン・ロイシン・バリン）に肝性脳症の改善作用
や血中アンモニウムを低下させる作用はありますか。  
 （院内医師）

A：ありません。
低アルブミン血症の改善を目的とした薬である。
 （味の素製薬 DI より回答）

Q：パキシル CR 錠（パロキセチン塩酸塩水和物）からパキシル錠への換算
比とパキシル CR 錠のメリットを教えてください。  
 （院内医師）

A：パキシル CR 錠とパキシル錠は5：4で換算できる。CR 錠は二相性の controlled release 錠
であり、血中濃度のピークとトラフの幅が小さくなっている。そのため、パキシル錠と比
較して用量は多くなるが、服用開始時の悪心・嘔吐等の副作用の発現率が低く、治療継続
率の向上が見込まれている。半減期はパキシル CR 錠が13時間、パキシル錠が14時間であ
りほぼ同等である。
 （グラクソスミスクライン株式会社より回答）
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Q：生食注シリンジについてブリスター包装を開封し、しばらく時間が経過
した後も使えますか。  
 （院内看護師）

A：開封によりシリンジ本体の滅菌性は失われるが、中身は生食なので安定性は問題ない。
 （大塚製薬工場　輸液 DI センターより回答）

Q：クレキサン（エノキサパリンナトリウム）を腹部手術施行患者における
静脈血栓塞栓症の発症抑制として用いる場合、ガイドライン等で規定さ
れた投与日数がありますか。  
 （院内看護師）

A：特にない。添付文書に記載しているように15日以上使用した場合の有効性・安全性は確認
されていない。また、特定使用成績調査において投与日数を3日未満、3日から9日未満、9
日から15日未満、15日以上で区分したところ、3日から9日未満使用した症例が最も多いと
いう結果であった。
 （科研製薬 DI より回答）

Q：フェントステープ（フェンタニルクエン酸塩　経皮吸収型製剤）の添付
文書の貼付可能部位に背部が記載されていないが、なぜでしょうか。  
 （院内看護師）

A：治験時に背部へは貼付しなかったためだが、その理由は不明である。治験を行っていない
のでメーカーとして積極的な推奨はできないが、実際の臨床では認知症等がある患者には
背部に貼付されるケースもある。
 （協和発酵キリン DI より回答）

Ｑ：マグコロール P（クエン酸マグネシウム）の効果発現時間と効果持続
時間を教えてください。  
 （院内看護師）

A：個人差はあるが服用してから2～10時間で1回目の排便があり、その後繰り返し排便が認め
られる患者さんもいる。効果持続時間に関しては、10～15時間である。
 （堀井薬品工業 DI より回答）
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Q：アピドラ（インスリン グルリジン（遺伝子組換え））とノボラピッド（イ
ンスリン　アスパルト（遺伝子組換え））の特徴的な違いを教えてくだ
さい。  
 （院内医師）

A：アピドラは亜鉛を含まず単量体として存在するため皮下投与された後の吸収が早く、速や
かに血中に移行する。そのため最高血中濃度の半分までに到達する時間がノボラピッドは
32分であるのに対し、アピドラは21分。アピドラからノボラピッドへは同一単位で切り替
え可能である。　
 （サノフィアベンティス DI より回答）

Ｑ：パーキンソン病に対してエフピー（セレギリン塩酸塩）、ネオドパゾー
ル（レボドパ・ベンセラジド塩酸塩）、パーロデル（ブロモクリプチン
メシル酸塩）を服用していた患者が内服困難になり、ニュープロパッチ

（ロチゴチン経皮吸収型製剤）への変更を考えています。換算法を教え
てください。また、変更する際は、換算量を初回から貼付しても良いで
すか。  
 （院内医師）

A：換算比としてプラミペキソール1mg ＝ニュープロパッチ9mg というデータはあるが、他
の薬剤については間接的に換算する必要がある。プラミペキソール1mg ＝ブロモクリプチ
ン5～10mg、ブロモクリプチン10mg ＝レボドパ100mg/ベンセラジド25mg を参考に換算
を行う。セレギリンは作用機序が全く異なるため、換算できない。添付文書には4.5mg か
ら開始して1週毎に漸増するよう記載しているが、変更の場合は初回から換算量を貼付す
る方法もある。ニュープロパッチの最大量は36mg なので、換算して変更する場合もそれ
より以上を使用することは推奨しない。
 （大塚製薬 DI より回答）

Q：オピオイドローテーションを行う際、アブストラルから他のオピオイド
への換算比はあるか。  
 （院内医師）

A：アブストラルの舌下からの吸収率は約40% だが、例えば100µg 製剤を使用した場合、フェ
ンタニルの量として100µg で換算するか40µg で換算するかはまだ明確にはなっていない。
 （協和発酵キリン DI より回答）
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Q：コントミン糖衣錠について、適応に吃逆があるがどの様な機序で作用す
るか。  
 （院内医師）

A：明らかにはなっていないが、抗痙攣作用や延髄にある吃逆中枢の鎮静作用によるものでは
ないかと推測されている。
 （田辺三菱製薬 DI より回答） 

Q：リコモジュリンの添付文書に「1バイアル（12,800U）当り2mL の日局
生理食塩液で溶解し、この溶液から患者の体重にあわせて必要量をとり
日局生理食塩液100mL に希釈し、点滴静注する。」とあるが、1バイア
ルを超えて使用する場合、希釈用の生食の量も100mL 以上にする必要
があるか。  
 （院内医師）

A：浸透圧の問題からリコモジュリンを溶解した液量（1バイアル／2mL）の10倍以上で希釈
することを推奨する。したがって、リコモジュリンの使用量が1バイアルを超える際に希
釈用の生食が必ず100mL 以上必要というわけではない。
 （旭化成ファーマ DI より回答）

Q：アバスチンは癌腫によって1回あたりの投与量が異なるが、有害事象で
ある血栓塞栓症の発生率と投与量の間に関連はあるか。  
 （院内医師）

A：現在までのところ1回あたりの投与量と血栓塞栓症との間に関連があるとの報告はない。
血栓塞栓症に関するデータとしては、動脈塞栓症と静脈塞栓症は好発時期等が異なるとい
うものがある。動脈塞栓症は投与開始1ヶ月以内の発現率が高く、それ以降の発現の分布
は一様である。長期間経過してから発現することもあるので注意が必要である。一方、静
脈塞栓症は投与開始6ヶ月前後、累積投与量として5000mg、10～15回投与した頃の発現率
が高いということが分かっている。
 （中外製薬 DI より回答）
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Q：リパクレオンを脱カプセルして内容顆粒を胃瘻から注入して薬効は得ら
れるか。  
 （院内医師）

A：顆粒に腸溶性のコーディングが施されているため、すりつぶしたりせずに顆粒のまま投与
されれば薬効は得られると考えるが、チューブが閉塞したという報告も時々寄せられてい
る。
 （エーザイ DI より回答）

Q：腎機能低下患者に TS-1を投与する際の減量基準はどのようになってい
るか。  
 （院内医師）

A：単剤投与時は Ccr>80mL/min であれば基準量、80～60mL/min は基準量または必要に応
じて1段階減量、60～40mL/min は1段階以上減量、40～30は2段階以上減量、30mL/min
未満の患者への投与は推奨していません。シスプラチンとの併用時は Ccr>80mL/min は
基準量、80～60mL/min は基準量または必要に応じて1段階減量、60mL/min 未満の患者
への投与は推奨していません。他剤との併用時も、シスプラチンとの併用時に準じた減量
基準を推奨しています。
 （大鵬薬品工業株式会社 DI より回答）

Q：バクトラミン注について、添付文書には1アンプルあたり125mL の割合
で十分に混合して用いることとあるが、できるだけ水分を入れたくない
患者に投与する場合、希釈量はどの程度まで減らすことが可能か。  
 （院内医師）

A：添付文書には1アンプルあたり75mL で希釈した場合には2時間以内に使用を終了すること
とあるが、5% ブドウ糖液であれば、1アンプルあたり50mL で希釈した場合と75mL で希
釈した場合では、同様に2時間までは結晶析出が認められなかった。
 （中外製薬 DI より回答）
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Q：セレネースの注射薬と内服薬の換算比はどのようになるか。また、注射
薬の投与間隔はどの程度あける必要があるか。  
 （院内医師）

A：セレネース注5mg とセレネース錠10mg が同等である。統合失調による精神興奮の緊急時
には、30分あけて投与することもある。
 （大日本住友製薬 DI より回答）

出水郡医師会広域医療センター　薗田　晃弘

Q：プロポフォールのラジカル除去能について教えて欲しい。  
 （院内医師）

A：プロポフォールはフェノール骨格に炭素鎖がつながっており、両親媒性構造を有する。そ
のため、血漿中と血管壁の膜付近にもアクセスできると考える。プロポフォールの骨格の
ヒドロキシル基がラジカル化されることで、ラジカルを除去する。
下図、(A) セボフルランを投与した患者、(B) プロポフォールを投与した患者について、
Hydroperoxides の推移を比較すると、プロポフォール投与群で有意な減少が認められる。
このことから、プロポフォールはラジカル除去能を有し、手術侵襲などによる酸化ストレ
スから生体を守ると推定される。また、ラジカル化プロポフォールは水溶性抗酸化体のビ
タミン C などにより還元され、再利用される。
 （Tsuchiya M et al. Anesth Analg. 2008 107(6): 1946–52.）

(B)

(A)
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Q：胃癌に対して XP 療法 + ハーセプチンを開始したが、腎機能低下のため
シスプラチン抜きでゼローダ + ハーセプチンを投与した場合、査定対
象になるか？  
 （院内医師）

A：通常、治癒切除不能な進行・再発の胃癌には白金製剤とゼローダを併用する。但し、腎機
能障害などにより、シスプラチンが使えない場合は、ゼローダ + ハーセプチンの2剤の投
与が可能である。ただし、初回からゼローダ + ハーセプチンは不可である。以上を考慮し、
ゼローダ + ハーセプチンで化学療法を行うこととなった。

 （中外製薬 DI センターより回答）

Q：リセドロン酸 Na 17.5mg 投与中の患者に対して、固形癌骨転移による
骨病変のためゾメタ点滴静注4mg またはランマーク皮下注120mg を投
与したい。リセドロン酸 Na 17.5mg と併用しても問題はないか？  
 （院内医師）

A：両メーカーの DI センターに確認した結果、併用禁忌ではないが、副作用リスクが上がる
ことを考慮すると、ゾメタ点滴静注4mg またはランマーク皮下注120mg を投与中は、リ
セドロン酸 Na 17.5mg を投与しないことが望ましい。ちなみに、ゾメタ点滴静注4mg は
海外でゾレドロン酸5mg の注射製剤として骨粗鬆症に適応があり、1年1回で投与されてい
る。以上を医師に報告し、リセドロン酸 Na 17.5mg の投与中止後にゾメタ点滴静注4mg
が開始となった。
 （ノバルティスファーマ DI センター、第一三共 DI センターより回答）

Q：透析中にプロポフォールを投与したいが問題ないか？  
 （院内医師）

A：プロポフォールは肝代謝のため、透析患者においても使用可能である。プロポフォールの
分子量は178.27であるが、アルブミンなどの蛋白と90% 以上結合するため、ほとんど透析
膜を通過しない。よって、透析中にプロポフォールを投与しても問題ないと考えられる。
 （丸石製薬 DI センターより回答、麻酔 53: 508–513, 2004）
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Q：透析患者にタミフルを予防投与したい。投与量と投与期間を教えて欲し
い。  
 （院内医師）

A：成人の腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、腎機能の低下に応じて、以下の
表を目安とし、投与期間は7～10日間とする。タミフルの添付文書ではクレアチニンクリ
アランスが10mL/min 以下の場合、推奨用量は確立してないと記載されているが、日本透
析医会ならびに日本透析医学会では透析患者のインフルエンザウイルス感染の治療にタミ
フルを1cap 服用し、5日後、症状が残ればさらに1cap 服用することを推奨している。以上
の内容を医師に報告し、1cap を服用して5日間経過を観察した。

《成人の腎機能障害患者に対する投与法の目安》

クレアチニンクリアランス（mL/min） 投与法
治療 予防

Ccr>30 1回75mg　1日2回 1回75mg　1日1回
10<Ccr≦30 1回75mg　1日1回 1回75mg　隔日
Ccr≦10 推奨用量は確立していない

 （タミフル添付文書、中外製薬 DI センターより回答）

Q：透析患者に対するフェジン静注40mg の投与が血清アルブミン値に与え
る影響を教えてほしい。  
 （院内医師）

A：透析患者は健常人と比較して、還元型アルブミン（以下、Alb）が酸化されやすいことが
報告されている（次頁図1B）。また、還元型血清 Alb と比較して酸化型血清 Alb は半減期
が短くなる。従って、透析患者は血清 Alb 値が低下する傾向にあると考えられ、注意が必
要である。透析患者にフェジン静注40mg を投与した場合、非投与群と比較して酸化型血
清 Alb の割合が上昇する（次頁図2B）。そのため、血清 Alb 値が低下しやすい透析患者に
フェジン静注40mg を投与した場合は、さらに血清 Alb 値が低下する可能性がある。以上
より、透析患者にフェジン静注40mg を投与する場合は、血清 Alb 値の低下に注意し、低
下が認められる場合は適切な栄養管理などが必要となる。
 （Anraku M et al. Kidney Int. 2004; 66(2): 841–8.）
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出水郡医師会広域医療センター　岩下　佳敬

Q：ザイザルの成人に対する投与方法は、1日1回1錠であるのに、なぜ小児
では1日2回0.5錠ずつなのか。  
 （院内医師）

A：小児は、成人よりもセチリジン（ジルテック）の排泄速度が速いため、7歳以上15歳未満は、
1日2回の投与に設定された。ジルテックの光学異性体であるザイザルについても、ジル
テックにならって用法が設定された。
 （グラクソ・スミスクライン DI センターより回答）

図1

図2
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Q：タミフルの妊婦への投与は可能か。  
 （院内医師）

A：タミフルを器官形成期に服用した妊婦43例に関する転帰の報告有り。1例は稽留流産とな
り、出産に至った42例中41例は健常児を出産した。1例に認められた異常は心室中隔欠損
であった。報告した著者らは対照群のない症例集積検討ではあるが、集積例の多くが健常
児を出産しており、一般集団を大きく上回る流産、先天異常の好発は認められなかったと
報告している（林昌洋他　日本病院薬剤師会雑誌，45(4): 547–550, 2009）。
さらには、妊娠第1三半期にタミフルを服用した90例のうち1例に先天異常が認められたが、
一般妊婦の先天異常がみられる頻度内であったとの報告が有る（Tanaka T, et al.: CMAJ, 
181: 55–58, 2009）。
以上の報告について情報提供を行い、本剤を使用するかどうか患者さんと話し合った。
 （参考：じほう、妊娠と薬）

Q：ランサップ処方の際に400と800があるが、使い分けはあるのか。  
 （院内医師）

A：国内臨床試験で、胃潰瘍における除菌率はランサップ400が87.5%、ランサップ800が89.2%
であり、十二指腸潰瘍における除菌率はランサップ400が91.1%、ランサップ800が83.7% と
効果に差はなかった。そのため、どちらを使用しても構わない。しかし、喫煙者の場合は
クラリスロマシン400mg では除菌率が低下したとの報告があることから、喫煙者の場合は
ランサップ800の使用を勧める。
 （武田薬品工業 DI センターより回答）

Q：腎機能が悪い患者さんへのゼローダ投与目安はあるか。  
 （院内医師）

A：日本の添付文書では重度腎機能障害は禁忌との記載のみ。海外での添付文書では Ccr30–
50mL/min では75% に減量するよう記載されているものがある。
 （中外製薬 DI センターより回答）
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出水郡医師会広域医療センター　岩崎　公美

Q：生理食塩液100mL+ ペニシリン G カリウム100万単位4V を1日6回投与
しているのだが血管痛が起きている。どのような対処をしたらいいか。  
 （院内看護師）

A：ペニシリン G カリウムは2万単位/mL 以上の濃度になると血管痛が発現しやすくなる。生
理食塩液100mL ＋ペニシリン G カリウム100万単位4V では4万単位/mL になるため、400
万単位/200mL（2万単位/mL）以下の濃度へ調整が必要である。さらに、投与時間は1時
間以上かけてゆっくり投与する必要がある。
 （MeijiSeika ファルマ DI センターより回答）

Q：ジアグノグリーン注射用25mg の溶解液について25mg を5mL の注射用
水で溶解と添付文章の用法にはあるが、添付溶解液は10mL なのか。  
 （院内看護師）

A：5mL ぴったりで溶解すると充填率や使用性に問題があるかもしれないため10mL の溶解液
を添付し、ぎりぎりにならないようにしてある。 
 （第一三共 DI センターより回答）

Q：メイロン静注8.4%250mL の投与速度はどの程度が適当か。  
 （院内看護師）

A：最大の投与速度が120mL/hr のため、それ以下が望ましい。250mL 製剤のため2時間以上
かけて投与することが必要である。
 （大塚製薬 DI センターより回答）

Q：フェントステープから塩酸モルヒネ注に変更の指示があるのですが剥が
してから何時間後に投与を開始したらいいか。  
 （院内看護師）

A：フェントステープを剥がしてから6時間後の投与開始の場合、添付文章指示流量の半分の
量で開始する。患者の状態に問題がなければ投与開始後6時間後に添付文章指示流量に上
げて投与可能である。別の方法として、フェントステープを剥がしてから12時間後に添付
文書指示流量で開始する。
 （久光製薬 DI センターより回答）



－27－

DI 実例

出水郡医師会広域医療センター　中尾 承司

Q：イナビルの予防効果期間は。  
 （病棟看護師）

A：臨床試験で10日間の予防期間が確認されている。健康成人への投与で、肺胞内に10日間後
も薬物が検出されることが確認されている。
 （第一三共 DI センターより回答）

Q：ユーエフティ配合カプセルの腎機能障害時の投与量を教えて欲しい。  
 （院内医師）

A：ユーエフティ配合カプセル単独の際の投与量の目安は無い。ユーゼルとの併用の際の目安
として､ 血清クレアチニンが1.5mg/dL 未満であれば使用可能。1.5～3.0mg/dL であれば慎
重投与、3.0mg/dL 以上であれば投与不可。
 （大鵬薬品 DI センターより回答）

Q：フォルテオ皮下注の空打ちを忘れました。大丈夫でしょうか。  
 （病棟看護師）

A：使用する前に薬液が出ることを確認すれば使用して差し支えない。
 （イーライリリーホームページ）

鹿児島厚生連病院　上原　友美

Q：アバスチン使用患者で、蛋白尿が認められたら投与は控えるべきか？  
 （院内医師）

A：適正使用ガイドによると、尿蛋白質1＋の場合は、モニタリングを継続しながら投与可能。
尿蛋白質2＋～3＋の場合は、24時間蓄尿による蛋白量が2g/24hr 以下であれば、投与可能
である。しかし、それ以上尿蛋白が検出される場合は、改善するまで休薬が必要となって
いる。
 （参考：アバスチン点滴静注用　適正使用ガイド）
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鹿児島厚生連病院　佐多　照正

Q：カンデサルタン服用中の女性が妊娠したのですが。  
 （糖尿病内科医師）

A：アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬やアンジオテンシン変換酵素阻害薬は、妊婦または妊娠
している可能性のある婦人への投与について、胎児への影響が報告されているため、中止
となっている。しかし、診断や薬剤の適応等があるため循環器専門医に十分に相談するよ
うにする。なお、妊娠高血圧症候群管理ガイドライン2009では、ヒドララジン、メチルド
パ等が推奨されている。

参考資料：PMDA からの医薬品適正使用のお願い（No.10　2014年9月）
　　　　　妊娠高血圧症候群管理ガイドライン2009

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：レグテクト錠を服用中の手術に際し、何か注意が必要か？  
 （外科医師）

A：レグテクト錠333mg は、服用期間24週前に服用を止めると、再度、アルコールを摂取して
しまうことがあるため、術後服用を再開し、投与期間が24週間となるようにすることを勧
める。なお、手術への影響はない。また、併用注意の薬剤はないが、食事の影響を受けや
すい（空腹時投与で食後投与と比較して血中濃度が上昇するおそれあり）ため、手術後絶
食となった場合は、食事の再開に合わせた服用が望まれる。
 （日本新薬株式会社　医薬情報センターへ問い合わせ）

天陽会　中央病院　中野　公

Q：現在、リバーロキサバンでフォロー中であるが、前医で以前服用してい
たダビガトランが残っており、リバーロキサバンからダビガトランへ切
り替えて使用したいので、その服用方法を教えてほしい。  
 （院内医師）

A：リバーロキサバンは1日1回のため、リバーロキサバン服用24時間経過後にダビガトランを
服用開始する。なお、参考までにダビガトランは1日2回であり、ダビガトラン服用12時間
経過後にリバーロキサバンを服用開始する。
 （ダビガトラン：日本ベーリンガーインゲルハイム DI センターより回答）
 （リバーロキサバン：バイエル薬品くすり相談より回答）
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天陽会　中央病院　迫田 耕輔

Q：持参薬でノリトレン錠（ノルトリプチリン）を1日75mg 服用していた
が、そろそろなくなります。当院採用の三環系抗うつ薬はトリプタノー
ル（アミトリプチリン）ですが、換算はどうなりますか？  
 （院内医師）

A：ノルトリプチリン：アミトリプチリン＝1：2で換算できるため、トリプタノールを1日
150mg で問題ないと考えられる。ただし、等価換算による情報のみに基づいて機械的に薬
物投与量の決定を行ってはならない。精神神経病薬一覧に掲載されている各薬剤の等価用
量はあくまでも1つの目安であり、併用薬剤の有無や薬物代謝酵素レベルなどかなりの個
人差があるので、日常診療における最適治療量の把握は当然のことながら注意深い臨床観
察に基づくべきである。
この症例では、換算票通りの切り替え後も、病状安定にて問題なく経過した。
 （参考：精神神経病薬一覧　2013年版）

天陽会　中央病院　小牧　誉典

Q：プロスタンディン注20µg を透析中に持続静注していたところ、機器ト
ラブルで、およそ1/4投与したところで持続静注できなくなってしまっ
た。残った分を静注投与しても大丈夫ですか。  
 （院内看護師）

A：残量について静脈注射にて使用は可能であるが、30min 以上かけて静注する。プロスタン
ディン注は5～10ng/kg/min 以下での投与が望ましい。患者の体重は63kg、最大630ng/
min での投与が可能である。20µg のうちおよそ3/4残っているので、15,000ng/ 630ng/
min = 23.8min となる。安全性を考慮して、30min 以上かけての投与を提案した。本事例
では、血圧低下や血管痛などの副作用の発現なく、投与終了した。
 （参照：プロスタンディン注添付文書）

Q：肝臓がん黄疸によるかゆみがひどい患者がいる。抗ヒスタミン薬などを
使用しているが効果がない。何か良い方法はないですか。  
 （院内医師）

A：パキシル10mg 1T 1×夕食後の投与が有効であったとの報告がある。その他、オンダンセ
トロンやリファンピシンの投与が有効であるという報告や、きゅうりのしぼり汁を1日3回
塗布すると、副作用もなく有効であるとの報告がある（作用メカニズム等の根拠は不明で
ある）。
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（参照：  新城拓也ら パロキセチンが肝臓がんによる黄疸の掻痒感に有効であった１例：
Palliative Care Research 2006; 1(2): 317–320）

（参照：東京薬科大学薬学部　医薬品情報解析学研究室ホームページ） 

天陽会　中央病院　金澤　正智

Q：アミノレバン点滴静注の外装を開封した後に指示変更があり、施用中止
なりました。どうしたらいいですか。  
 （院内看護師）

A：外装を開封した状態で放置しておくと、内容液中のアミノ酸が空気中の酸素と反応し、内
容液が褐色に着色したり、アミノ酸の結晶が析出することがある。外装を開封した製品は
室温保存、冷所保存ともに7日以内であれば使用可能。本事例では、外装を開封したアミ
ノレバンを薬局へ一旦返却してもらい、4日後に再びアミノレバンの指示があったので使
用したが、問題なく使用できた。
 （大塚製薬工場 輸液 DI センターより回答）

Q：カルシトリオール0.5µg を入院時に持参してきた患者がいるが、当院で
は、アルファカルシドールしか採用していない。カルシトリオールから
アルファカルシドールへの切り替えについて教えて下さい。  
 （院内医師）

A：経口のカルシトリオールとアルファカルシドールは1：2での切り替えが可能である。カル
シトリオール0.5µg であればアルファカルシドール1µg に相当する。持参薬はカルシトリ
オール0.5µg であったので、アルファカルシドール1µg で切り替えを勧めた。
 （中外製薬医薬情報センターより回答）

天陽会　中央病院　岩川　絵理子

Q：口腔内カンジダ症でハリゾンシロップを服用する場合、患者が効果を実
感するまでに、どれくらいの時間がかかるか。  
 （院内看護師）

A：3週間後に効果判定をしたデータはあるが、1～2週間の服用で効果が感じられなければ、
服用量・服用回数を増やした方が良い。食物残渣も真菌の繁殖を促す要因になるので、食
後に歯磨きをしてから服用すると、より効果的である。
 （富士製薬工業学術情報課より回答）
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Q：キックリンカプセルは、脱カプセルや簡易懸濁での投与は可能か。  
 （院内看護師）

A：脱カプセル、簡易懸濁は共に不可である。脱カプセルすると、味や匂いが原因で服用困難
となる。簡易懸濁に関しては、試験データがない。しかし、ポリマー製剤なので、溶解し
ないと考えられる。
 （アステラス製薬 DI センターより回答）

天陽会　中央病院　下堂薗　麻里

Q：マスキュラックスからエスラックスに変更したいが、換算比を教えてほ
しい。   
 （院内医師）

A：エスラックスの力価はマスキュラックスの約1/6である。マスキュラックス4mgはエスラッ
クスのほぼ24mg に相当する。現在、1hr あたり3mg のマスキュラックスを持続静注して
いたため、エスラックスは18mg/hr となる。エスラックスは50mg/5mL（10mg/mL）の
製剤の為、1.8mL/hr の速度で投与することを提案した。
 （MSD 株式会社カスタマーサポートセンターより回答）

天陽会　中央病院　野田　麻未

Q：ドルミカム注を生食に混合した後の安定性は問題ないですか。  
 （院内医師）

A：室温・散光下・72hr の安定性試験において、①生食50mL+ ドルミカム注1A，②生食
8mL+ ドルミカム注6A、どちらも残存率に変化は見られなかったとのデータがある。ただ
し、細菌数の個数等は測定していない。
 （アステラス製薬会社 DI より回答）

Q：アルロイド G 顆粒はお湯で溶かしてはだめですか。  
 （患者）

A：60℃以下のぬるま湯であれば溶解可能である。なお、アルロイド G は高分子物質の為、熱
湯で溶解させるとアルギン酸 Na の組成が変化するおそれがある。
 （カイゲンファーマ株式会社より回答） 



－32－

DI 実例

天陽会　中央病院　新門　小百合

Q：午前中トロンビン液を牛乳で希釈した後に、主治医から服用時間を午後
の検査後に遅らせるよう指示があったのですが、何時間まで保存可能で
すか。  
 （病棟看護師）

A：添付文書上では牛乳と希釈後、室温（1～30℃）で6時間程度では残存率・pH ともにほと
んど変化はないとされている。希釈後冷蔵庫で6時間程度であれば保存可能。
 （参考：トロンビン液モチダソフトボトル　インタビューフォーム）

天陽会　中央病院　寺地　憲子

Q：インスリンをエルネオパに混注した際、均一に混注できているか、不安。
針を刺し、注入し、振盪させるだけで大丈夫なのか。  
 （院内看護師）

A：理論上混注は出来ている。
エルネオパの混注口のゴムの厚さは4.5mm、当院採用インスリン専用注射針は約8mm で
ある。よってゴム栓を貫通し、混注出来ていると考えられる。
 （大塚製薬工場　輸液 DI センターより回答）

天陽会　中央病院　新澤　香穂里

Q：ピコスルファートナトリウム内用液の開封後の安定性と保管方法を教え
てください。  
 （院内医師）

A：開封後10～15日間は使用可能である。
保存方法はキャップをしっかり締めて清潔に保管をしておけば、室温保存で大丈夫である。
冷蔵庫での保管の必要はない。
 （ファイザー株式会社より回答）
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天陽会　中央病院　松山　彰子

Q：B 型肝炎の患者さんでヘプセラ（アデホビル）、ゼフィックス（ラミブ
ジン）服用中。腎機能が低下してきたので、薬剤を減量または中止した
い。減量、中止は可能ですか。減量することで効果が落ちたりしないで
すか。  
 （院内医師）

A：2剤ともクレアチニンクリアランスによって、用量を調節する薬剤となる。

ヘプセラ
クレアチニンクリアランス（mL/min）

推奨用量注1）
≧50 30～49 10～29 血液透析患者注2）

10mg を
1日に1回

10mg を
2日に1回

10mg を
3日に1回

透析後に10mg を
週に1回

注1）表中の本剤の推奨用量は単独投与した時の成績に基づくものである。なお、クレア
チニンクリアランスが10mL/min 未満の患者並びに腹膜透析を施行されている患者におけ
る推奨用量のデータは得られていない。
本剤とラミブジンの併用投与において、投与量の減量が必要な場合、本剤は投与間隔を調
整するのに対し、ラミブジンは投与量を調整する必要があるので注意すること（本剤の分
割又は粉砕時の安定性に関するデータは得られていない）。

注2）週3～5回の透析を施行したデータに基づくものである。なお、腎機能障害患者ある
いは血液透析患者に対するラミブジンの用法・用量については、ラミブジンの添付文書に
記載されている「用法・用量に関連する使用上の注意」を確認すること。

ゼフィックス
クレアチニンクリアランス（mL/min）

推奨用量

≧50 30～49 15～29 5～14 >5

100mg を
1日に1回

初回100mg、
その後50mg
を1日に1回

初回100mg、
その後25mg
を1日に1回

初回35mg、
その後15mg
を1日に1回

初回35mg、
その後10mg
を1日に1回

減量することで効果が落ちるということは報告されていません。
ゼフィックスは1錠100mg ですが、半錠にしても問題はありません（40℃、75%RH、褐色
ガラス瓶（開栓）で6カ月まで安定性が確認されている。）
 （グラクソ・スミスクライン DI より回答）



－34－

DI 実例

天陽会　中央病院　前田　知佳

Q：セフロニックを肝不全の人に使用しても良いか。  
 （循環器医師）

A：セフォペラゾンは腎排泄が約3割、肝代謝が約7割である。添付文書には、高度の肝障害の
ある患者について、血中濃度半減期が延長するので、投与量・投与間隔に注意することと
記載されている。今回の患者の肝機能は AST、ALT が正常値の2倍を超えておらず、T-Bi
ℓも正常範囲内であり、高度な肝障害には該当しないと考えられた。肝機能を注意しなが
ら1g 規格を1日2V の投与した。
 （参考：セフロニック添付文書・インタビューホーム）

天陽会　中央病院　野間口　愛

Q：ボスミンタンポンの希釈液の調整方法を教えて下さい。  
 （院内看護師）

A：『ボスミンの手術時の局所出血の予防と治療、耳鼻咽喉科領域における局所出血、耳鼻咽
喉科領域における粘膜の充血・腫脹、外創における局所出血』では、通常アドレナリン0.1%
溶液をそのままか、あるいは5～10倍希釈をタンポンとして用いる。10倍希釈で使用する
場合、ボスミン注1mg/1mL1Ａに対し、生食又は注射用水で希釈し総量10mL となるよう
希釈する。
 （参考：ボスミン外用液0.1%　添付文書）

天陽会　中央病院　西川　夕貴

Q：ヒューマリン R とバンコマイシンを同一ルートで投与してもいいです
か。  
 （院内看護師）

A：ヒューマリンＲと配合可能な抗生剤としては、メロペネムとイミペネムの2剤以外はデー
タがないため、別ルートとする。なお、添付文書に基づくと、メロペネムは室温（1～
30℃）で4hr 安定、イミペネムは25℃で2hr 安定である。
 （日本イーライリリー学術より回答）
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天陽会中央クリニック　三浦　岳彦

Q：バイアスピリン100mg とバファリン配合錠81mg の違いを教えてくださ
い。  
 （院内医師）

A：アスピリンの抗血小板作用は、血小板の COX-1の選択的なアセチル化により COX-1作用
を阻害することによる。抗血小板作用を示す40mg ～330mg を低用量アスピリンと呼び、
この用量内では抗血小板作用に大きな差は無い。したがって、バイアスピリン100mg とバ
ファリン配合錠81mg の抗血小板作用に差はない。アスピリンの胃粘膜障害は、用量依存
的に発現するため、81mg や100mg の低用量が使用されている。ただし、製剤的に両者に
は、以下の違いがある。

〈バイアスピリン100mg〉
腸溶性製剤のため、胃粘膜障害を軽減する。
○ 簡易懸濁は溶けないため不可。粉砕は可能であるが、腸溶性が失われるため、胃粘膜障

害に注意が必要である。

〈バファリン配合錠81mg〉
胃粘膜障害の軽減を目的として、炭酸マグネシウム、ジヒドロキシアルミニウムアセテー
トが配合されている。
○ 簡易懸濁は可。粉砕は不可（吸湿により分解・変色する可能性がある。ただし、粉砕し

たその日の服用に限り可）。
 （各メーカー DI より回答）

天陽会中央クリニック　田嶋  友子

Q：外来に定数として置いていたブドウ糖注射液が膨らんでいます。使用可
能ですか。  
 （外来看護師）

A：膨張の度合いによるが使用は避ける。
テルパックを長期に保存した際、バッグが膨らんでしまう現象【バッグ膨張】が発生する
場合がある。これを防止するため、以下の点に注意する。

〈バッグ膨張の原因〉
テルパックの容器はプラスチック性樹脂からなり、ガラス容器と異なりガス透過性がある。

（ゴム風船の放置により自然と縮む減少も、ガス透過性によるものである。）そのため、テ
ルパックを長期にわたり、ガゼット袋（バッグの最小包装のマチつきの袋）から取り出し
たままの状態で保管したり、ガゼット袋がしっかりと閉じられていない状態、またはガ
ゼット袋内で広い空間がある状態で保管された場合に、バッグ内に外気が入り込み、エ
アー量が増加し、いわゆる「バッグ膨張」の現象が発生する。
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バッグ内は薬剤により湿度が100% であり、外気と各分子（酸素、窒素、水蒸気等）の分
圧が異なるため、バッグを通じて外気圧と平衡になるまで各分子が移動する。その結果
バッグから水蒸気が外に透過し、外気から空気がバッグ内に透過しエアー量の増加が起こ
る。
なお、外気の透過は分子レベルのことであり、異物・細菌等は透過しない。

テルパック
〈取り扱いにおける注意〉
1．ガゼット開封後は早めに使用する。
2．  ガゼット開封後保管する場合には必ずガゼット袋に戻して、空間部分を少なくし、開

封部を丸めて封をする。
3．高温、乾燥下での保管を避ける。
4．万一、バッグ膨張が発生した場合は、使用を避ける。
 （テルモ株式会社品質保証部より回答）

天陽会中央クリニック　松本　舞

Q：オレンシアという薬を使用しているが、4週間後に来院できないがどう
したらいいか。  
 （患者家族）

A：オレンシアは抗リウマチ薬で、月に1回投与の点滴用250mg と1週間に1回投与する125mg
皮下注がある。点滴用250mg は本来、月1回の決められた日に投与することが望ましいが、

「±1週間は投与をずらしても効果に差はなかった」という結果がある。したがって、使用
時期が数日前後しても効果には差はないため、主治医とよく相談し次回受診日を決定する。
 （小野薬品工業より回答）
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曽於医師会立病院　中川　香菜

Q：腎疾患でプレドニゾロンを長期服用している患者さんに対して、アキレ
ス腱両側断裂術後に継続してクラビット錠の投与は可能か？  
 （院内医師）

A：フルオロキノロン系薬の使用患者では、アキレス腱や肩、手などの腱の疼痛、腫脹、炎症
および断裂が起こることがある。以下の患者に腱障害の可能性が高い。
・60歳以上の患者
・ステロイド剤（副腎皮質ステロイド剤）の使用患者
・腎臓，心臓または肺の移植患者
他に腱断裂の原因として以下が挙げられる。
・身体活動または運動
・腎不全
・関節リウマチなどに伴う腱障害の既往

当該患者は、他院腎臓内科でクラビット服用数日後に、アキレス腱部分断裂を2日間隔で
生じていたため、薬剤性の腱断裂の疑いが高いと考え、他薬への変更を提案した。
 （医薬品安全性情報 Vol.6 No.16（2008／08/07）より抜粋）

Q：ニゾラールクリームの誤飲時の対応はどうしたらよいか？  
 （病棟看護師）

A：添加剤の影響で、腹痛・悪心嘔吐・下痢が起こる可能性があるが、一般的には、経過観察
を行う。大量誤飲時は胃洗浄、活性炭投与等の処置を行う。また、口腔内に残っている場
合は水溶性のため、うがいや水を含ませた綿花等によるふき取りでも効果がある。ケトコ
ナゾールは海外では経口剤もあるが、その主な副作用は一過性の肝機能障害である。
 （ヤンセンファーマ DI より回答）

曽於医師会立病院　津曲　康輔

Q：ピロリ菌の3次除菌はどのような薬を使用すればよいか？  
 （院内医師）

A：3次除菌は保険適応外である。3次除菌には、PPI と様々な抗菌薬の組み合わせが試されて
いるが、日本消化器病学会のホームページやいくつかの論文によると、PPI+ アモキシシ
リン + シタフロキサシンの1週間投与が高い有効性を示している。それらを参考に、以下
の処方を提案した。
ランソプラゾール60mg+ アモキシシリン1500mg+ シタフロキサシン200mg　分2／7日分
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天陽会　桜島病院　福永　梨奈

Q：コリオパンカプセルを心房細動の患者さんに使ってもいいですか。  
 （院内医師）

A：コリオパンは抗コリン薬で心臓のポンプ機能を低下させるため心房細動を悪化させると考
えられる。コリオパンは重篤な心疾患患者には禁忌である。
 （参考：コリオパン添付文書）

天陽会　桜島病院　福田　朋美

Q：水痘ワクチンの定期接種導入前に、1回目のワクチン接種を受けたが2
回目は定期接種として受けられるのですか。  
 （患者家族）

A：通常の定期接種対象者は生後12～36か月未満の者である。３か月以上の間隔で２回接種と
なっている。特例として平成26年度に限り、生後36～60か月未満の者も定期接種の対象と
なる。ただし1回接種である。
定期接種対象者の1, 2歳児において定期接種導入（H26年10月1日）以前に水痘ワクチンの
接種歴がある場合、定期接種として受けられる回数が異なる。
①1歳以降で1回接種済みの場合

定期として1回接種できる。
②1歳以降で3か月未満の期間内に2回以上接種している場合

1歳以降初めての接種から3か月以上の間隔をおいて定期として1回接種できる。
③1歳以降で3か月以上の間隔をおいて2回接種している場合

定期接種機会なし
水痘については「過去の任意接種について定期接種の実施規則で規定する接種方法で実
施された場合に限り、接種した回数分の接種を受けたものとみなす」とされているため、
3か月未満で接種したものについてはカウントされない。

特例定期接種対象者の3歳児・4歳児において、1歳以降で1回以上接種している場合、定期
接種の機会はない。
 （参考：ビケンワクチンニュース　September 2014）
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