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1. 内服薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：スチバーガを1週間服用した後に有害事象のために1週間休薬した。再
開後は、コース内の残り2週間分を服用させるべきか、それとも、新た
なコースとして3週間服用させるべきか。  
 （院内医師）

A：休薬後の服薬期間については、どちらが良いかを明確に推奨されていない。1週間以上休
薬しているのであれば、再開時は新たなコースとして3週間服用してもらうことも可能で
ある。
 （バイエル薬品より回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ホリナート・テガフール・ウラシル療法（UFT/UZEL）実施時は食事
前後1時間を避けて服用することと添付文書上なっているが、ユーエフ
ティ単剤の場合は食後の投与でも良いか。  
 （院内医師）

A：空腹時及び食後（高脂肪食摂取後）にホリナートカルシウム及びユーエフティを投与した
場合、空腹時に比べて食後投与時のウラシルとテガフールから変換されたフルオロウラシ
ルの AUC はそれぞれ66%、37% 減少し、ホリナートの AUC は61% 上昇した。UFT/
UZEL 療法は食事の影響を避けるようプロトコールを設定し臨床試験が実施されたことか
ら、食事前後1時間を避けて服用するよう添付文書に明記している。ユーエフティ単剤で
あっても食事の影響を受ける可能性はあるが、食後の投与で治療効果が確認されている薬
剤であり、実臨床では食後に投与されている場合が多いようである。

参考文献：ユーエフティ　インタビューフォーム
 （大鵬薬品工業より回答）
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鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ウルソを胆道（胆管・胆のう）系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾患や慢
性肝疾患に対して1日150mg を超えて使用した場合、用量依存的に効果
の増強は見込まれるか。  
 （院内医師）

A：利胆作用については、150mg/day と比較して600mg/day の方が胆汁流量を増加させたと
のデータがある。慢性肝疾患に対しては用量比較試験がないため不明である。150mg/day
を超えて使用した場合に保険上の査定を受けるかについては、地域差があるため明確な回
答は困難である。

参考文献：ウルソ　インタビューフォーム
 （田辺三菱製薬より回答）

2. 内服薬の副作用

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：リスパダール服用による悪性症候群の発現時期について  
 （院内医師）

A：リスパダール服用による重大な副作用として悪性症候群があり、その発生頻度は0.15% で
ある（添付文書に記載）。発現時期については、ほとんどが開始時または増量時から数日
以内の発現であるが、中には数ヶ月後に発現した報告もある。

参考文献： 1. リスパダール使用上の注意改訂のお知らせ（1997年4月）  
2.Reeves R.R., Neuroleptic malignant syndrome during a change from 
haloperidol to risperidone, The Annals of Pharmacotherapy, 35(6), 698–701 
(2001)

 （ヤンセンファーマより回答）
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鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：モルヒネの副作用に尿閉はありますか？ MS コンチンを服用してしてい
る患者の尿閉の原因はモルヒネが関係しているのでしょうか。  
 （医師、看護師）

A：モルヒネの尿路系に対する薬理学的作用には、膀胱の知覚の低下、括約筋の緊張の増強、
排尿筋の緊張の増強、尿管の緊張度と収縮の強さの増大などがある。よって、モルヒネに
よる排尿障害の症状としては排尿障害、尿閉、尿意切迫がある。モルヒネの経口投与によ
る排尿障害は1～3％との報告もあり出現する割合は低いが、前立腺肥大、糖尿病、がんに
よる膀胱直腸障害のある患者では尿閉に至る場合もある。

参考文献：臨床緩和医療薬学（日本緩和医療薬学会　編集）、真興交易（株）医書出版部

天陽会　中央クリニック　三浦　岳彦

Q：ワルファリン服用中の患者の出血に対して、ビタミンＫの静注よりも早
く出血を止める方法はありますか？  
 （院内医師）

A：保険適応外であるが、プロトロンビン複合体（第Ⅸ因子複合体）を使用する方法がある。
脳卒中ガイドラインでも、抗凝固療法（ワルファリン）中に合併した脳出血に対してプロ
トロンビン複合体の使用が推奨されている。（グレードＢ）

参考文献：脳卒中ガイドライン
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3. 内服薬の適正使用

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：バンコマイシン散投与下における乳酸菌製剤等の使用の可否について  
 （院内医師）

A：【エンテロノン－Ｒ散】
添付文書に記載されている効能・効果：下記抗生物質、化学療法剤投与時の腸内菌叢の異
常による諸症状の改善
ペニシリン系、セファロスポリン系、アミノグリコシド系、マクロライド系、テトラサイ
クリン系、ナリジクス酸
バンコマイシン散投与下においてエンテロノン―Ｒ散を使用することで保険診療上査定さ
れる可能性があること、効果の面で耐性を獲得していないことから、使用は勧められない。
耐性乳酸菌でない通常の乳酸菌製剤を使用した場合と同様な治療効果となる。

【ミヤＢＭ細粒】
添 付 文 書 に 記 載 さ れ て い る 効 能・ 効 果： 腸 内 菌 叢 の 異 常 に よ る 諸 症 状 の 改 善 
酪酸菌は芽胞を形成することから、バンコマイシン散投与下においても効果を発現すると
考えられる。

参考文献： 藤井裕史ら、Clostrlildlilum dificlille 関連下痢症に対する塩酸バンコマイシンと
生菌整腸剤の併用効果に関する検討、医療薬学、32(10), 1009–1013(2006)

 （味の素製薬、ミヤリサン製薬より回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ケイキサレート散の注腸に関して、薬効を得るためにはどの程度溶解液
を腸管内に滞留させておく必要があるか。また、添付文書に、「腸管へ
の残留を避けるため必ず本剤を排泄させること。特に自然排泄が困難な
患者においては、腸洗浄等の適切な方法を用いて本剤を腸管から取り除
くこと。」とあるが、どの程度排泄がなければ処置を行えば良いか。  
 （院内看護師）

A：腸管内で30～60分薬液を滞留させる必要がある。60分を超えて排泄されないようであれば、
浣腸等を用いて排泄させる。
 （鳥居薬品工業より回答）
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鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：三環系抗うつ剤終了後14日間はエフピーの開始が禁忌であることが添
付文書に記載されているが、エフピー終了後に三環系抗うつ剤を投与す
る場合も、同様に14日あければ良いか。  
 （院内医師）

A：エフピーが先行する場合であっても、三環系抗うつ剤を投与するまで14日あける必要があ
る。
詳細は不明であるが、エフピーと三環系抗うつ剤の間には相加・相乗作用によると考えら
れる相互作用があり、高血圧、失神、不全収縮、発汗、てんかん、動作・精神障害の変化
及び筋強剛といった副作用があらわれ、更に死亡例も報告されている。

参考文献：エフピー　添付文書
 （エフピー製薬より回答）

天陽会　中央クリニック　田嶋　友子

Q：タイケルブを噛み砕いて服用しても良いですか。  
 （外来患者）

A：有効性・安全性・薬物動態のデータもなく勧められない。粉砕のデータもないが今のとこ
ろ有害事象の報告はない。薬剤にコーティングが施されているのは見かけを良くする為で
特殊な製剤加工は施していない。  
 （グラクソ・スミスクラインより回答）

なお、当該患者は、錠剤が大きく飲み込み辛いため、噛み砕いて服用しているが、有害事
象は発生していない。また、症状も改善し効果が得られている。
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4. 内服薬の安定性

天陽会　桜島病院　松本　舞

Q：一包化の患者で、ジプレキサザイディスの半錠処方がでました。このお
薬は割ることができますか。  
 （院内看護師）

A：ザイディス錠は、口腔内崩壊錠の一種であり、特に水（唾液）に触れるとすぐに溶け、水
が無くても飲めることが特徴である。口腔内速溶錠とも言われ服用の際は、服用の直前に
乾いた手でブリスターから取り出し、直ちに口中にいれることとされている。基本的には、
半錠粉砕不可であり、メーカーでも実験はされていない。これをふまえ、半錠の指示に対
して服用直前で半錠とし、1日もしくは2日分ずつ調剤し病棟へ渡すこととした。

参考文献： 1. ジプレキサザイディス　インタビューホーム（124ページ）  
2. 錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック（152ページ）

天陽会　中央病院　野田　麻未

Q：ドネペジル OD 錠「サワイ」を低用量で服用しています。粉砕は可能で
すか？  
 （院内看護師）

A：粉砕後①透明瓶で開栓、②透明瓶で密栓、③褐色瓶で密栓の３パターンを室温で30日間試
験したところ、外観変化なし、力価低下なしとの結果がある。また粉砕による効果発現の
低下はない。以上より、粉砕は可能と判断した。
 （沢井製薬　医薬品情報室より回答）
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5. 内服薬の体内動態

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：レスタミンコーワ錠の最高血中濃度到達時間と半減期を教えてくださ
い。  
 （院内医師）

A：製剤でのデータはないが、日本薬局方にはジフェンヒドラミンの Tmax は2.5hr、半減期
は8.5hr と記載されている。
 （興和より回答）

6. 注射薬の用法・用量

鹿児島県立薩南病院　今奈良　明人

Q：84歳女性、発熱持続、5秒程度の痙攣、頸部硬直及び上肢固縮持続など
の症状により入院、前医で1ヶ月半前からリスペリドン1mg から1.5mg
へ増量の薬歴等踏まえ、悪性症候群疑いの診断あり、ダントリウム注の
処方に当たり、投与間隔について照会があった。  
 （院内医師）

A：添付文書上の用法用量は「通常、成人にはダントロレンナトリウム水和物として、初回量
40mg を静脈内投与し、症状の改善が認められない場合には、20mg ずつ追加投与する。
年齢、症状により適宜増減するが、1日総投与量は200mg までとする。通常7日以内の投与
とする。」となっている。1回の投与方法としては、20mg1バイアルにつき注射用水60mL
で溶解し10～15分／バイアルで投与するのが一般的。配合変化が多い薬剤であるため単独
投与が望ましい。投与間隔のマニュアルはないため、臨床症状を見ながら医師の判断で1
日200mg を超えない範囲で投与を行う。
 （アステラス製薬より回答）
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鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：アセリオの添付文書には15分かけて投与することとなっているが、そ
れ以外の投与時間でのデータはないか。ゆっくり投与すると安全という
ことはないか。

（院内看護師）

A：中枢に作用する薬剤であるため血中濃度を上げる必要がある。米国の学会で、15分より長
い時間をかけて投与した場合脳脊髄腔内に移行しなかったという報告がある。15分より早
く投与した場合には血管痛や循環動態に影響を及ぼす可能性がある。したがって15分かけ
て投与する。
 （テルモより回答）

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：サンドスタチン注を皮下ではなく静脈から投与しても良いですか。
（看護師）

A：サンドスタチン注の添付文書の用法は皮下投与、持続皮下投与の記載があるが、日本緩和
医療学会の緩和ケア継続教育プログラムの Q & A 集には「Q：オクトレオチドの静注は皮
下注と同様の効果がありますか」の質問に対して「A：単回皮下投与と単回静脈投与では
AUC が同等であることが健常者を対象とした試験で示されています。また前後比較試験
の副次的評価項目の中で持続皮下投与群と持続静脈内投与群で嘔気の効果に有意差はな
かったという報告があります。」との回答がある。例えば、静脈ポートが存在する、または、
皮下組織が薄く液漏れしてしまうなどの場合は、サンドスタチン注を静脈投与することは
可能と考える。また、静脈注射するので皮下投与に比べ血中濃度の立ち上がりと最高血中
濃度は高くなる可能性があるため、患者の状態を観察するなど注意が必要である。

参考文献： 1. サンドスタチン添付文書  
2. PEACE PROJECT のホームページ Q & A 集（http://www.jspm-peace.jp/
faq/index.html#q3-7）  
3. Kutz K et al, Pharmacokinetics of SMS 201-995 in healthy subjects, Scand J 
Gastroenterol, 119, 65–72 (1986)  
4. Hisanaga T et al, Multicenter prospective study on efficacy and safety of 
octreotide for inoperable malignant bowel obstruction, Jpn J Clin Oncol, 40(8), 
739–745 (2010)
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鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：プリンペランを持続皮下注射で投与しても良いですか。
（病棟看護師）

A：プリンペランを持続皮下注射することは可能と考える。プリンペラン（メトクロプラミド）
は、添付文書には通常成人1回7.67mg（塩酸メトクロプラミドとして10mg、注射液1管）
を1日1～2回筋肉内又は静脈内に注射するとの記載があるが、皮下投与に関しては終末期
がん患者の輸液療法に関するガイドラインに皮下投与が可能な薬剤として記載がある。ま
た、トワイクロス先生のがん緩和ケア処方薬（医学書院）には常用量を超えているが、持
続投与について①胃炎に対して40～60ｍｇ /24時間を皮下持続注入、②胃内容の排出遅延
に対して皮下持続注入量を100ｍｇ /24時間に増量することも考慮するとの記載がある。
プリンペラン注（メトクロプラミド）はサンドスタチン持続皮下注とは異なり、器質的閉
塞のある患者には禁忌になるので投与する場合は腸閉塞がないかの確認が必要である。

参考文献： 1. 終末期がん患者の輸液療法に関するガイドライン2013年版（金原出版）  
2. トワイクロス先生のがん緩和ケア処方薬（医学書院）  
3. プリンペラン注　添付文書

天陽会　中央病院　金澤　正智

Q：ペニシリン G カリウム注を感染性心内膜炎の患者に使用したいが投与
方法はどうしたらよいか。

（院内医師）

A：投与量は2400万単位 / 日。投与方法は１回400万単位を1日6回投与または2400万単位を持
続投与。静脈炎などの副作用を考慮すると2万単位 /ml/hr がよい。
25℃で溶解24時間放置した場合、残存率が50％以下になるため、1日量の持続投与は勧め
られない。そこで、400万単位を100mL に溶解し4時間持続の1日6回投与を医師に提案し、
処方となった。

参考文献：ペニシリン G カリウム　インタビューフォーム（6–7ページ）
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天陽会　中央病院　石神　さと子

Q：5% アルブミナー250mL の投与速度は決まっていますか。
（病棟看護師）

A：アルブミナーの用法では、『通常成人1回100～250mL（人血清アルブミンとして5～12.5g）
を緩徐に静脈内注射または点滴静脈内注射する。』とある。また、アルブミン投与速度の
目安として『出血などに対し、等張アルブミン製剤を急いで投与する場合を除き、成人で
は5mL/ 分以下とする。』とある。よって250mL であれば50分以上かけて投与する。

参考文献：5％アルブミナー250mL　インタビューフォーム（7ページ）

7. 注射薬の適正使用

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：ヨード造影剤の1日使用量と腎機能に及ぼす影響について
（院内放射線技師）

A：《オムニパーク350シリンジを冠動脈検査に使用する場合》1回の検査及び治療に使用する
総量として、100mL ～200mL が一般的だが、300mL を超えて使用するケースもある。投
与量と危険度の関係については調べていない。

「腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン」には
・300mL 以上かつ75歳以上
・前壁梗塞
・再疎通時間が6時間以上
が腎障害を起こすリスクファクターである旨の記載がある。
海外文献で、投与量とクレアチニンクリアランス（CLCr）の関係を調査したものがある。
総投与量を CLCr で除した値が3.7を超えると腎障害が有意に増加したとの報告である。ま
た、総投与量を CLCr で除した値が2を超えるとハザード比で1.16[adjusted OR for CIN 
1.16, 95%CI 0.98～1.37, adjusted OR for NRD 1.72, 95%CI 0.9～3.27] に、3を 超 え る と
1.46[95%CI:1.27～1.66] になるという報告もある。他に、糸球体濾過量が60未満の場合、24
～48時間以内の反復投与は推奨しないという報告もある。臨床の現場では、血清クレアチ
ニン値が2を上回る場合には投与を行わないとする施設がある。

参考文献：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2012
 （第一三共より回答）
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注射薬の適正使用

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：アバスチン点滴静注用を使用している患者の場合、手術までにどのくら
いの休薬期間を設ければよいか？

（呼吸器外科医師）

A：手術予定者で開腹や開胸手術、全身麻酔下での手術、臓器切除を伴う手術および胸腔鏡手
術といった大きな手術が予定された場合、アバスチンは、術前少なくとも6～8週間前に休
止。手術施行後、少なくとも4週間、あるいは、術創が完全に回復するまでは、アバスチ
ンの投与を避ける。

参考文献：中外製薬　アバスチン治療期間中の注意すべき副作用と対処

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：サイラムザ単剤治療時も抗ヒスタミン剤の前投薬を推奨しているが、臨
床試験ではどの程度前に投与していたか。また、血管外に漏出した場合
のリスクはどのカテゴリーになるか。

（院内看護師）

A：抗ヒスタミン剤を前投薬するタイミングは臨床試験実施時には規定されておらず、各施設
の判断に任せている。
この回答から、当院ではサイラムザ投与直前に抗ヒスタミン剤を投薬している。
なお、血管外漏出時のリスクは非炎症性に分類される。
 （日本イーライリリーより回答）

天陽会　中央病院　春成　志保

Q：フロセミド注20mg「テバ」はフィルターを使用してもいいですか。
（院内看護師）

A：フロセミド注 20mg「テバ」1管を生理食塩液（1000mL）に配合した後、ポール輸液フィ
ルターを装着滴下し、フィルター通過後採取した結果、いずれの採取箇所、採取時間にお
いてもフロセミドの含量は99％以上であった。よって本製剤の輸液フィルターへの吸着は
ないと考えられ、フィルターの使用は可能と判断される。

参考文献：テバ製薬資料（フロセミド注20mg「テバ」の輸液用器材への吸着）
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注射薬の安定性

8. 注射薬の安定性

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：ビカーボン輸液の外袋開封後の安定性について
（院内看護師）

A：添付文書上の記載「本剤は品質保持のためガス不透過性の外袋に封入されているので、外
袋は使用直前まで開封しないこと。」
室温保存下・・・7日間安定、冷所（5℃設定）下・・・44日間安定
ただし、室温保存下では温度の変動があるため早期の使用が望ましい。

参考文献：ビカーボン輸液　インタビューフォーム
 （陽進堂より回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：リュープリンの添付文書上に懸濁後直ちに使用することと記載されてい
るが、懸濁後にしばらくおいておくことはできないか。

（院内看護師）

A：25度の保存条件下で24時間は90% 以上の力価が保たれるが、無菌性が保たれない。また、
懸濁液であるため、懸濁後に時間をおくことで針がつまる懸念がある。添付文書に記載さ
れているとおり懸濁直後に投与することを推奨する。

参考文献：リュープリン　インタビューフォーム
 （武田薬品工業より回答）
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注射薬の安定性

済生会川内病院　德田　憲治

Q：コージネイト FS バイオセット注1000（遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因
子製剤）の貯法は凍結を避け、2～8℃（冷蔵庫）で保存となっていま
すが、災害により室温で保管していました。室温保管した際の安定性に
ついて教えてください。

（患者）

A：患者が家庭で保管する場合においても冷蔵庫内で保存することが望ましいが、室温で保存
することもできる。この場合には、使用期限を超えない範囲で6ヵ月以内に使用可能。再
び冷蔵庫に戻さないように指導すること。

参考文献：コージネイト FS バイオセット注　添付文書、インタビューフォーム

天陽会　中央クリニック　新門　小百合

Q：明日使用予定のアルブミナーに針を刺してしまったが、これを明日使用
してもよいか。

（病棟看護師）

A：アルブミナーは、タンパク質製剤であり、保存剤が添付されていないため汚染リスクが高
い。FDA（米国食品医薬品局）では、アルブミン製剤はゴム栓に穿刺後4時間以内に使用
開始するように定められている。また、アルブミナーは、約1～2時間で投与することなど
を考え合わせると、5～6時間以内に使い切るのがよいと考えられる。したがって、穿刺後
4時間以上経過した場合は廃棄する。

参考文献：アルブミナー　インタビューフォーム（安全性に関する項目：16ページ）

天陽会　中央病院　小川　紗央里

Q：ビーフリードの投与時に遮光袋は必要か。
（院内看護師）

A：隔壁開通後、アセチルシステイン含量、塩酸チアミン含量にわずかな低下が認められたが、
7日間保存後の含量はいずれも表示量の95％以上であった。その他の試験項目については
変化を認めなかったという結果を踏まえ、ビーフリード単剤での投与では遮光は不要と判
断した。

参考文献：ビーフリード　インタビューフォーム（12ページ）
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注射薬の安定性

天陽会　中央病院　小川　紗央里

Q：シプロフロキサシンは施行時も遮光袋が必要か。
（院内看護師）

A：シプロフロキサシン点滴静注 200mg/100mL ｢明治」の包装製品（遮光性フィルムで外包
装した形態）に光照射（総照射量120万 lux・hr）した結果、変化は認められなかった。遮
光性外包装から取り出した形態（ポリエチレン製バッグ）で蛍光灯照射した結果、室内蛍
光灯下で48時間は安定であることが確認されている。以上の結果を踏まえ、太陽光の直射
などがないことに注意した上で施行時の遮光は不要とした。

参考文献：シプロフロキサシン　インタビューフォーム（7ページ）

天陽会　中央病院　下堂薗　麻里

Q：ドロレプタン注射液の開封後の安定性を教えてください。
（手術室看護師）

A：ドロレプタンの多回使用時、安定性試験の結果、冷所保存で30日後までは、含量・pH・外
観・細菌数においてほぼ変化はなかった。しかし、汚染のリスクを考慮し、1～2週間での
使用を推奨した。

【多回使用時、冷所保存時の条件】
1）穿刺時点：開始時、1、2、3、4日後
2）経時時点：開始時、3、7、14、30日後
保存条件は、冷蔵庫4℃保存。

参考文献：第一三共　社内資料

天陽会　中央病院　前田　知佳

Q：ペルジピン注は投与時遮光必要ですか？
（院内看護師）

A：室温、室内散乱光で密閉であれば2箇月で外観に変化はみられたが、その他の測定項目は
変化なし。直射日光下、密閉では12日で外観に変化はみられたが、その他の測定項目は変
化なし。以上より遮光は不要であると判断した。

参考文献：ペルジピン　インタビューフォーム（4ページ）
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注射薬の安定性／注射薬の配合変化

天陽会　中央病院　春成　志保

Q：フェンタニル注0.25mg を早めに開封し、シリンジに準備してしまいま
した。どれぐらい安定でしょうか。

（院内看護師）

A：単剤での開封後の安定性のデータはなく、生理食塩液との混和した場合のデータを参考に
した。生理食塩液との混和後、48時間安定であることから、48時間以内であれば安定であ
ると判断した。今後は開封後は速やかに使用することも一緒にアドバイスした。
 （ヤンセンファーマより回答）

9. 注射薬の配合変化

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：エルプラットの添付文書に本剤は塩化物含有溶液により分解するため、
生理食塩液等の塩化物を含む輸液との配合を避けることとの記載がある
が、生食に希釈した制吐剤との接触や、補助輸液として使用する生食と
の接触も避けるべきか。

（院内看護師）

A：社内の配合試験では、生食と混合した場合の1時間後のオキサリプラチンの残存率は
89.52% であった。また、文献報告の中には、混合10分後の残存率は100% であったとのデー
タがある。制吐剤を希釈した生食や補助輸液で用いる生食とのルート内での接触は短時間
であるため、許容できる範囲内と考えられる。  
以上から当院では、生理食塩液に希釈した5-HT3拮抗薬等の制吐剤投与後に5% ブドウ糖液
に希釈したエルプラットを投与する際でも、ルートのフラッシュは行っていない。

参考文献：医療薬学 , 32, 1027-1032(2006)
 （ヤクルト本社より回答）
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注射薬の配合変化

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：サイラムザの添付文書に他の薬剤と同じラインを使用しないことと記載
されているが、サイラムザ使用後に他の抗がん剤（パクリタキセル）を
投与する際はルートを交換する必要があるか。

（院内看護師）

A：サイラムザ投与終了後にルートをフラッシュすれば交換する必要はない。
 （日本イーライリリーより回答）

天陽会　中央病院　向井　千晶

Q：ドルミカムとビーフリードの配合変化はあるか。また、ヴィーン D で
はどうか。

（院内看護師）

A：ドルミカムとビーフリードは混合すると直後に白濁するため、配合不可である。ヴィーン
D は特に配合変化は生じないと考えられる。

参考文献：注射薬調剤監査マニュアル第4版（428ページ）

天陽会　中央病院　石神　さと子

Q：アスパラカリウム注とビタミン C 注は一緒に輸液に混注しても大丈夫
ですか。

（院内看護師）

A：アスパラカリウム注とビタミン C 注を直接混ぜると外観変化が起こるため配合不可だが、
輸液を介しての混注であれば外観変化も起こらないため、混注は可能である。
 （田辺三菱製薬より回答）
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注射薬の溶解・希釈／外用薬の用法・用量

10. 注射薬の溶解・希釈

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：ハンプ注射用1000を1瓶につき注射用水10mL で溶解してはいけないの
か。

（院内医師）

A：添付文書の記載：「本剤を日本薬局方注射用水5mL に溶解」
従来の冷所保存製剤は1瓶につき注射用水10mL で溶解していたが、現在の室温保存製剤は
添付文書の記載のとおりとなっており、メーカーとしては遵守をお願いしている。
添付文書の記載以外の溶解を勧めない理由としては、注射用水5mL で溶解したときの浸透
圧比が1になるよう製剤化しているためであり、例えば注射用水10mL で溶解すると浸透圧
比が低下する。
浸透圧比が低下したまま投与を行うと溶血や血管痛などを生じる可能性がある。
ちなみに、1瓶につき注射用水5mL で溶解した後生理食塩液や5％ブドウ糖液で希釈した場
合の浸透圧比だが、生理食塩液や5％ブドウ糖液ももともと浸透圧比が1であるため、希釈
後の浸透圧比も1のままとなる。

参考文献：ハンプ注射用　インタビューフォーム
 （第一三共より回答）

11. 外用薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ニトロールスプレーは添付文書上の用法が口腔内噴霧となっているが、
舌下に噴霧しなくても良いのか。

（院内医師）

A：舌下に噴霧することで有効性が増すということはないため、口腔内噴霧で良い。なお、狭
心症患者における臨床試験にて、本剤の口腔内噴霧は硝酸イソソルビド錠舌下投与と比較
して早期に効果を発現した。

参考文献：ニトロールスプレー　インタビューフォーム
 （エーザイより回答）
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外用薬の用法・用量／外用薬の適正使用

吉田温泉病院　西川　弘剛

Q：クラビット点眼液0.5％で1日6回点眼という処方を見かけます。添付文
書上、通常1日3回適宜増減ですが、どのような疾患で点眼回数を増や
すのでしょうか？

（薬剤師）

A：角膜障害（潰瘍）では1日5～6回指示されるケースがある。結膜炎では1日2～3回が多い。

参考文献：眼科プラクティス 23.眼科薬物治療A to Z（16–19、54–56ページ）、文光堂（2008）
 （参天製薬　DI 担当者より回答）

12. 外用薬の適正使用

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：ビソノテープは切って貼付しても大丈夫ですか？
（病棟看護師）

A：ビソノテープの医療関係者向け情報によると、「Answer　ハサミ等で切断しても有効成分
が漏れ出すことはありませんが、切断面より粘着層の側面が露出し取り扱いにくくなるこ
とから、ビソノテープを切ることはおすすめしておりません。減量する場合等、やむを得
ず切って貼付する場合は、切断面から露出した粘着層が衣服に付くとはがれる原因となり
ますので、貼った上から切断面を絆創膏等で覆ってください。」との記載がある。切断し
ての使用は可能であるが、切断面の粘着層が衣服に付着することで剥がれやすくなるとき
は絆創膏等で覆うように患者に対して指導する。

参考文献：トーアエイヨー　医療関係者向け情報　ビソノテープＱ＆Ａ
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外用薬の安定性／切替・換算比

13. 外用薬の安定性

天陽会　中央クリニック　田嶋　友子

Q：メプチンエアーの開封後の使用期限はどのくらいですか。
（外来患者）

A：室温保存であれば、記載されている使用期限まで使用可能である。
ただし、あまりにも長期間空いての使用の際は、処方された時点の病状と変わっているこ
とがあるので注意する。

使用期限：製造後3年
貯法・保存条件：室温保存
各種条件下における安定性：
試験の種類 保存条件 保存期間 保存形態 結果
長期保存試験 25℃60％ RH 36箇月 アルミ缶 含量低下（規格内）、他に変化なし
加速試験 40℃75％ RH 6箇月 アルミ缶 特記すべき変化なし

参考文献：メプチンエアー　インタビューフォーム（10、45ページ）

14. 切替・換算比

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：トリヘキシフェニジル塩酸塩製剤を服用中の患者がおり、残がなくなる
が、院内採用のビペリデン塩酸塩製剤で代替する場合の換算について

（院内医師）

A：トリヘキシフェニジル塩酸塩製剤（経口剤）：ビペリデン塩酸塩製剤（経口）＝2mg：1mg
で等量換算となる。
 （大日本住友製薬より回答）
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切替・換算比

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：アシクロビル注射剤からバルトレックス錠へ変更する場合の方法につい
て

（院内医師）

A：（背景）下血を主訴に入院した患者で、帯状疱疹を有するため治療を行いたいが、下血原
因究明目的の大腸内視鏡検査を行うため下剤をかけたい。
経口剤を服用しても下剤をかけるため効果を発揮できないことから、検査終了時まで一時
的に注射剤を使用したい（腎機能は正常範囲内の患者）。

【用量換算について】ゾビラックス点滴静注用からバルトレックス錠への用量換算に関す
るエビデンスはないため、用量については各商品の用量に従い投与する。

【変更のタイミングについて】今回のケースの場合、ゾビラックス点滴静注用の最終投与8
時間後からバルトレックス錠の経口を開始することが望ましい。

【投与期間について】注射剤・経口剤を合計して7日間の投与を行う。
 （グラクソ・スミスクラインより回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：アローゼンとプルゼニドとの換算比があるか。
（院内医師）

A：センノシドの量としてプルゼニド錠12mg 1錠はアローゼン0.5g に相当する。

参考文献：アローゼン、プルゼニド　インタビューフォーム
 （ポーラファルマより回答）
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切替・換算比

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：カリウム上昇を認めるためアルダクトンからフロセミドへの変更を検討
する場合、利尿効果において換算比はあるか。

（院内医師）

A：肝硬変による腹水に対してフロセミドとアルダクトン A を投与した場合の尿量を比較した
報告があり、その中ではフロセミド80mg とアルダクトン A150mg が同等であったとして
いる。

参考文献： Pérez-Ayuso RM et al, Randomized comparative study of efficacy of furose-
mide versus spironolactone in nonazotemic cirrhosis with ascites. Relationship 
between the diuretic response and the activity of the renin-aldosterone sys-
tem, Gastroenterology, 84, 961–968 (1983)

 （ファイザーより回答）

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　柴田　由香里

Q：ヘパリン Na15000単位使用中の患者でヘパリンが原因と思われる肝障
害が発現した。低分子ヘパリン（フラグミン ?）へ切り替えたいが、換
算はどのようにすればよいか。また、術前の休薬はどうしたらよいか。

（呼吸器内科医師）

A：低分子ヘパリンは通常ヘパリンと比較して蛋白との親和性が弱く、抗原性が低いとする報
告があるため、肝障害を回避できる可能性があると考えられる。
一般的に、フラグミンを含む低分子ヘパリンの効果は、ヘパリンの量に対し、半量で同等
と言われている。ヘパリン Na15000単位使用していたのであれば、フラグミン7500単位か
ら使用開始するとよい。
なお、フラグミンの術前休薬推奨期間は24時間。

参考文献： 1. ヘパリン依存性血小板減少を来した血液透析症例における低分子ヘパリンの
有用性について、透析会誌、22 (7), 697–702 (1989)  
2. 周術期の薬学管理（日本病院薬剤師会監修）、南山堂、2012

 （キッセイ薬品工業より回答）
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切替・換算比

天陽会　桜島病院　工藤　笑未

Q：イグザレルトからエリキュースに切り替えの際に、切り替えのタイミン
グ等注意することはありますか。

（院内医師）

A：イグザレルト最終服用後、次回服用予定時よりエリキュースを開始してよい。ワーファリ
ンからの切り替えの時のように、検査値等の指標は特にない。投与量に関しては換算等は
なく、腎機能をはじめとする患者の状態を考慮し、エリキュース自体の投与量として検討
すればよい。
 （ファイザーより回答）

天陽会　中央病院　迫田　耕輔

Q：ノルスパンテープ5mg からフェントステープにオピオイドローテーショ
ンする際に、ノルスパンテープ5mg を剥離してからどのくらい時間を
あけてフェントステープを貼付したらいいですか。

（院内医師）

A：ノルスパンテープ添付文書より、ノルスパンテープを剥離してから24時間以上間隔をあけ
るとなっている。その理由としてはオピオイド受容体をブプレノルフィンが占有してフェ
ンタニルの効果が弱くなる可能性があるためである。ノルスパンテープとフェントステー
プの換算は10：1なのでノルスパンテープ5㎎はフェントステープ0.5mg となるが、痛みが
とれていないのであればフェントステープ1mg 開始で様子を診るよう提案した。

参考文献： 1. ノルスパンテープ　添付文書  
2. Japan Medicine MONTHLY〈別刷〉、No.33, 22面（2012年9月25日発行）
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DI 実例

切替・換算比

天陽会　中央病院　松山　彰子

Q：他院でネスプ60µg を投与している患者がいるが、当院採用では何に該
当しますか。また、投与量も教えてください。

（院内医師）

A：ネスプはダルベポエチンアルファという成分名で、当院採用のエポジン、ミルセラとは成
分が異なる。海外データによると、ヘモグロビン値が安定であるという条件でネスプ60µg
を週に1回投与すると、ミルセラ200µg では4週または5週に1回投与が同等となる。ネスプ
60µg を2週に1回投与の場合、ネスプを週に40µg 未満となりミルセラ120µg を4週に1回投
与となるデータがあるが、国内の規格には、120µg はなく近いものが100µg、150µg にな
るため、100µg を4週に1回投与を推奨された。ミルセラからエポジンへの切り替えた国内
のデータはないが、インタビューフォーム記載にある週あたりのエリスロポエチンの投与
量が4500IU 未満の場合はミルセラ100µg、4500IU 以上の場合はミルセラ150µg を4週に1
回投与となっているので、ネスプ60µg を週に1回投与の場合はエポジン3000単位 週3回を
推奨するとのことであった。当院ではミルセラは250µg のみ採用であるためミルセラ
250µg を4週に1回投与もしくはエポジン3000単位を週に3回投与を情報提供した。

参考文献： 1. 中外製薬　社内資料  
2. ミルセラ注シリンジ　インタビューフォーム（9ページ）

天陽会　中央病院　野間口　愛

Q：感染性心内膜炎の患者にバンコマイシン（VCM）投与中であるが、薬
疹の疑いがある。代替薬はテイコプラニン（TEIC）でよいか ? 第二選
択薬を教えて下さい。

（院内医師）

A：MRSA 感染症治療ガイドラインによると、感染性心内膜炎の第一選択薬は VCM, 第二選択
薬は TEIC やアルベカシン（ABK）であるが、今回薬疹の疑いがあるため、VCM と同じ
くグリコペプチド系抗菌薬である TEIC は避けるべきであると考えられる。 アミノグリコ
シド系の ABK を提案し、VCM より変更となった。

参考文献： 1. MRSA 感染症の治療ガイドライン   
2. 疾患別抗 MRSA 薬の選択と使用：感染性心内膜炎　MRSA 感染症の治療ガ
イドライン（29ページ）
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腎障害時の薬物療法

15. 腎障害時の薬物療法

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：透析患者におけるベルケイド注の投与方法について
（院内医師）

A：①　投与量について　投与量の調整は不要である。
②　投与のタイミングについて　除去率の data はないが、除去される可能性はある。腎
不全患者において、腎機能正常者と比較して薬物動態に有意な差はなかった。以上から、
臨床の現場では透析終了後に投与を行っている報告がある。

参考文献： 1. 腎機能障害患者におけるボルテゾミブの薬物動態試験  
2. 茂木睦仁、腎機能低下を有する骨髄腫に対するボルテゾミブ療法の実際、新
薬と臨床、58(11), 1979–1984 (2009)"

 （ヤンセンファーマより回答）

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：透析患者におけるラピアクタ点滴静注液の投与方法について
（院内医師）

A：添付文書上の記載
「10≦ Ccr ＜30（mL/min）患者において、通常の場合50mg、重症化するおそれのある患
者の場合100mg」となっている。ただし、「クレアチニンクリアランス10mL/min 未満及
び透析患者の場合、慎重に投与量を調節の上投与すること。ペラミビルは血液透析により
速やかに血漿中から除去される。」
明確な投与方法は確立していない。日本腎臓学会によると「体重によって1回50mg から
100mg を投与」とされている。体重別の投与量の基準などはない。本剤は透析によって血
漿中濃度が約1/4に低下することから、透析で抜けると考えられ、一般的には透析後に投
与することが望ましいと思われるが、インフルエンザウイルスの増殖をいち早く抑えるた
めに、場合によっては透析前に投与することも考えられる。最終的には医師の判断による
ところで投与を検討していただきたい。ウイルス増殖抑制効果は、第一に AUC、第二に
Cmax に相関する薬剤であると考えられている。
 （塩野義製薬より回答）
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腎障害時の薬物療法

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：腎機能障害のある癌患者（80歳代、女性、血清 Cr 値：2.2mg/dL）の高
Ca 血症に対するゾレドロン酸の投与量は減量しなくてよいか

（院内医師）

A：《ゾメタ点滴静注4mg　添付文書の抜粋》
【効能・効果】
1．悪性腫瘍による高カルシウム血症
2．多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉
3．腎機能障害患者では、血漿中濃度が増加するので、高カルシウム血症の治療に用いる
場合を除き、腎機能の低下に応じて減量すること。
腎機能障害患者に対し悪性腫瘍による高カルシウム血症の目的で使用する場合、減量しな
くてよい理由としては、①　緊急性が高いと予想されること、②　治療期間が短期間であ
ることが予想されることから、メーカーとしては減量の必要は無いと考えている。腎機能
障害のある患者とそうでない人を対象に、悪性腫瘍による高カルシウム血症に対するゾメ
タの効果や安全性を比較したデータはない。
 （ノバルティスファーマより回答）

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：透析患者に対してマグコロール P やモビレップは使用可能か？
（消化器内科医師）

A：【マグコロール P】
透析中を腎障害のある患者とみなすと【投与禁忌】となる。低残渣食の摂取とその他の下
剤、浣腸などの使用を考慮する。

【モビプレップ】
腎機能障害のある患者へは慎重投与である。投与されている事例があり、健常者と同様の
方法がとられている。服用中に際しては、水分摂取が必要であるが、透析患者では、摂水
制限をしていることが多く、脱水症状が出やすくなる。そのため、水分摂取を行うよう指
導する。また、電解質バランスの乱れなども考慮する。
 （堀井薬品工業　安全性情報部、味の素製薬　くすり相談より回答）
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腎障害時の薬物療法

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：腎機能低下時のシスプラチンの減量基準について
（院内医師）

A：Ccr ≦60mL/min では通常量の75%、≦45mL/min では50%、≦30mL/min では投与しない
ことを推奨されている。また、米国の添付文書では、CRE ≦1.5mg/dL、BUN ≦25mg/dL
になるまで投与を避けることと記載されている。
 （ブリストル・マイヤーズより回答）

天陽会　中央病院　中野　公

Q：大腸がんの術後補助化学療法を検討中。腎機能が低下しているため、使
用できるレジメンを検討してほしい。

（院内医師）

A：当院で術後補助化学療法として使用できるレジメンは、5-FU/LV、UFT/LV、Capecita-
vin 単独、mFOLFOX6、Xelox の5つであった。患者の腎機能は CCr：20mL/min 程度で
あり、使用できないレジメンは、Capecitavin 単独、Xelox であった。また、mFOLFOX6
のオキサリプラチンが慎重投与であり減量基準もないため使用できず、5-FU/LV、UFT/
LV を提案した。結果 UFT/LV で実施することとなった。

参考文献： 1. 各薬剤の添付文書  
2. エルプラット　インタビューフォーム（慎重投与：重篤な腎機能障害のある
患者：79ページ）
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腎障害時の薬物療法

天陽会　中央病院　小牧　誉典

Q：透析患者にピロリ菌の除菌療法を行いたい。処方はどのようにすればよ
いですか。

（院内医師）

A：アモキシシリンのみ1回250～500mg を1日1回（透析日は透析後）へ減量が必要。エソメプ
ラゾール、クラリスロマイシンは減量せず通常量の投与が可能である。ピロリ菌除菌につ
いては、アモキシシリンも減量せず投与した報告もある。

参考文献： 1. 日本腎臓病薬物療法学会 腎機能低下時の主な薬剤投与量一覧（改訂38版）  
2. Mak Sk et al, A retrospective study on efficacy of proton-pump inhibitor-
based triple therapy for eradication of Helicobacter pylori in patients with 
chronic renal failure, Singapore Med J, 44(2), 74–78 (2003)

天陽会　中央病院　金澤　正智

Q：透析中の患者にトラマールを処方したいが用量調整は必要か。
（院内医師）

A：腎障害者では t1/2及び AUC は健康成人に比較して、それぞれ最大で1.5倍及び2倍になる
ため、最大量を腎機能正常者の50％に減量する。以上より1回25mg を1日2回朝夕食後での
服用で提案し処方となった。

参考文献：トラマール　添付文書
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小児の薬物療法

16. 小児の薬物療法

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　柴田　由香里

Q：イメンドを小児に投与する際の投与量の目安はあるか。
（小児科医師）

A：小児への投与として、文献報告、学会抄録あり。
文献内容：32か月～18歳、32例（男：女 =1：1）への投与についての報告。20kg 以上は
125mg、80mg、80mg、15～20kg は80mg、80mg、80mg、15kg 未 満 は80mg、40mg、
40mg で投与し、効果あり、忍容性に問題なし。
学会報告内容：8～17歳の4例に成人用量で投与し、効果あり、副作用なし。
なお、プロイメンドは小児への適応拡大に向けて臨床試験実施中である。3.0mg/㎏で投与
するプロトコールとなっている。
日本の12～18歳の小児と成人の薬物血中濃度の比較では、小児で血中濃度がやや低くなる
傾向あり。体重あたりの肝臓の容積が成人と比較して体重の低い小児で大きいことが理由
と考えられれる。

参考文献： Choi MR, Aprepitant use in children, adolescents, and young adults for the 
control of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV), J Pediatr 
Hematol Oncol, 32(7), 268–271 (2010)

 （小野薬品工業より回答）

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　柴田　由香里

Q：5歳、体重15kg の子供でクロストリジウムが出たため、バンコマイシン
散を使用したいが、小児に対する投与量はどのようにしたらよいか。

（小児外科医師）

A：日本ではバンコマイシン散は小児の適応は無いが、米国では小児に対しても適応がある。
米国での承認用量は40mg/kg/ 日を分3～4とし、1日量として2g を超えないこととなって
いる。
15kg の場合、米国の承認用量で計算すると1日量600mg となるが、成人では初回例（重症）
では1回125mg 1日4回（0.5gV を4分割投与）が推奨されており、この時の1日量を超える。
バンコマイシン散はほとんど吸収されない薬剤であり、成人の推奨用量と同量で使用して
よいと考えられる。

参考文献：鹿児島大学病院感染対策マニュアル
 （塩野義製薬より回答）
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妊婦・授乳婦の薬物治療／薬物相互作用

17. 妊婦・授乳婦の薬物治療

天陽会　中央病院　中元　茉里奈

Q：内視鏡検査の際に授乳婦にドルミカムを投与した場合、どれくらい時間
を空ければ授乳可能ですか？

（院内看護師）

A：授乳婦5例にミダゾラム2.0mg を単回静脈内投与したとき、投与後24時間までの乳汁中ミ
ダ ゾ ラ ム 量 は0.00008mg（0.00003～0.00026mg）、 乳 児 の 体 重 あ た り に 換 算 す る と
0.000016mg/kg（0.000006～0.000053mg/kg）であった（外国人データ）。また、授乳婦に
ミダゾラム6mg を単回静脈内投与したとき、投与後0.5時間から2時間にかけて乳汁中への
移行が認められたが、投与4時間後には検出限界未満となった。以上より4時間以降であれ
ば授乳可能と判断した。

参考文献：ドルミカム　インタビューフォーム（61ページ） 

18. 薬物相互作用

天陽会　中央病院　小牧　誉典

Q：患者から寝つきが悪いとの訴えがあった。ピロリ菌の除菌療法を行って
おり、影響のない睡眠剤を選択したいのですが、何がよいでしょうか。

（院内医師）

A：トリアゾラムは除菌療法のクラリスロマイシンによる CYP3A4阻害作用により、血中濃度
上昇の可能性があるため、ゾルピデム酒石酸塩を提案した。添付文書上、クラリスロマイ
シンとトリアゾラムは併用注意であるが、ゾルピデムは併用注意ではないこと、また、短
期間のクラリスロマイシンとゾルピデムの併用はクリアランスや作用の増強に影響しない
との報告がある。

参考文献： 1. トリアゾラム、ゾルピデム　添付文書  
2. Farkas D et al, Short-term clarithromycin administration impairs clearrance 
and enhances pharmacodynamic effects of trazodone but not of zolpidem, Clin 
Pharmacol Ther, 85(6), 644–650 (2009)
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院内製剤

19. 院内製剤

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：亜鉛華デンプンはどのような目的で使用しますか。
（病棟看護師）

A：亜鉛華デンプンは湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼けの収れん・消炎・保護・緩和な防
腐に使用する。亜鉛華デンプンは皮膚疾患に使用しているモーズ軟膏の原料として使用さ
れている。また、悪性腫瘍の皮膚病変に対してモーズ軟膏の代替として亜鉛華デンプンを
使用の報告がある。

参考文献： 有馬 豪、手術困難な悪性腫瘍の皮膚浸潤病変に対する Mohs の変法と亜鉛華デ
ンプン外用療法、Skin Cancer, 29(1), 68–74 (2014) 

天陽会　中央病院　小牧　誉典

Q：足に壊死のある患者の悪臭がひどいのですが、何かよい方法はないです
か。

（院内看護師）

A：壊死部の悪臭は嫌気性菌が原因となることが多いと言われている。メトロニダゾールを粉
末化して、軟膏との混合を提案し院内製剤のゲーベンフラジール軟膏を塗布することに
なった。

処方例）
ゲーベンクリーム　100g
フラジール膣錠250㎎　5錠
調製方法）
①フラジール膣錠を細かくつぶす。
②ゲーベンクリームに①を少しずつ加えながら均一に練合する。

参考文献：院内製剤調製マニュアル
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その他

20. その他

鹿児島厚生連病院　赤星　真広

Q：イグザレルト服用は、PT 活性に影響を与えるのか？
（内科医師）

A：イグザレルトの血中濃度により、PT 時間、PT-INR、PT 活性は変化する。服用後、30分
から4時間が血中濃度のピークで、その間は、PT 時間延長、PT-INR 上昇、PT 活性低下
が起こる可能性がある。

参考文献： 1. イグザレルト錠　インタビューフォーム  
2. 山下武志ら , リバーロキサバン使用下におけるプロトロンビン時間の経時的
変化の推定、医薬ジャーナル、49(7), 1763–1770 (2013)

 （バイエル薬品　くすり相談より回答）

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：セニラン坐薬（成分：ブロマゼパム）は薬物耐性を形成しやすいですか。
（医師）

A：質問があった医師は、セニラン坐薬は薬剤耐性を形成しやすいことを経験的に感じている
とのことであった。
セニラン坐薬が他のベンゾジアゼピン系薬剤よりも薬剤耐性を形成しやすいかはわからな
い。しかし、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬やメラトニン受容体作動薬に比べると薬剤耐性
が形成されやすい。
睡眠薬の適正な使用及び減量・中止のための診療ガイドラインでは、「Q33：徐々に睡眠薬
の効果が弱くなり、量が増えるのが心配です。」に対して「（勧告）ベンゾジアゼピン系薬
物（抗不安薬、睡眠薬）の耐性形成には GABAA 受容体の機能変化が関与していると推測
される。ベンゾジアゼピン系睡眠薬に対する耐性（不眠改善効果の減弱）は作用時間の短
い薬物ほど早期に出現しやすい。ベンゾジアゼピン系睡眠薬に比較して、非ベンゾジアゼ
ピン系睡眠薬に対する耐性はより形成されにくい。また、メラトニン受容体作動薬は耐性
が形成されにくい。」ことの記載があり、セニラン坐薬は他のベンゾジアゼピン系薬剤と
比べると作用時間は短い訳ではないので、薬物耐性を形成しやすいとは言えないと考えた。

参考文献：睡眠薬の適正な使用及び減量・中止のための診療ガイドライン
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鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：フリバスは女性の排尿障害にも効くことがあるのか。
（院内医師）

A：α1受容体は尿道や膀胱にも分布している。神経因性膀胱に伴う女性の下部尿路機能障害
に効いたという報告がある。適応外使用であるため保険上の査定を受ける可能性はある。

参考文献： 1. 第66回日本泌尿器科学会東部総会抄録、236ページ（2001）  
2. 日本排尿機能学会誌、18, 174ページ（2007）

 （旭化成ファーマより回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：レンチナンと UFT を併用していたが副作用のため UFT の継続が困難と
なった。添付文書上レンチナンはテガフールと併用するよう記載されて
いるが、単剤で使用する場合は保険上の査定を受けるか。

（院内医師）

A：レジメンの中では UFT を休薬する期間があるものもある。その際レンチナンのみを投与
しても保険上査定をうけることはない。これに準じ、副作用で UFT を休薬する場合、
UFT の再開を前提としてレンチナンを単剤で投与するのであれば問題なく保険請求でき
ると考えられる。しかし、UFT を完全に中止しレンチナンのみを投与した場合には保険
上の査定を受ける可能性がある。動物実験でのレンチナン単剤の効果が認められているが、
ヒトに対しては単剤の報告はない。

参考文献：レンチナン　添付文書
 （味の素製薬より回答）
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鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　中目　順子

Q：CV ポートを入れている患者や医学的にシートベルトをしない方が良い
といわれている患者が運転をする場合、シートベルトをしなくても道路
交通法違反にならないと証明できる根拠となるものはあるのか。また、
病院から何か証明書などを出す必要があるのか。

（外来看護師）

A：鹿児島県警へ、CV ポート増設の証明書等が必要となるか問い合わせたところ、CV ポー
トを入れていること、医師から了承を得ている旨を口頭で伝えることができれば、証明書
は不要であり、道路交通法違反　第71条3　第1項の除外区分にあたるため、違反とはなら
ないとのことであった。
 （鹿児島県警より回答）

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　柴田　由香里

Q：アスピリン喘息の患者が当院歯科を受診することになった。文献上、ア
スピリン喘息のある患者は4% キシロカインでも喘息が誘発されること
があるようだが、歯科で使用可能な局所麻酔薬はあるか。

（消化器内科医師）

A：当院歯科では、通常、抜歯時等の局所麻酔薬として『歯科用キシロカインカートリッジ』
を使用している。
文献において、急速投与によりアスピリン喘息を誘発する可能性のある添加物として挙げ
られているのは、パラベンや安息香酸、亜硫酸塩等。歯科用キシロカインカートリッジに
は、添加物としてピロ亜硫酸ナトリウムが含まれている。メーカーに問い合わせたところ、
これまでに本剤を使用してアスピリン喘息が誘発された症例の報告はないとのこと。急速
投与しなければ、喘息を誘発せず使用可能と考えられる。なお、当該患者は最終的にキシ
ロカインカートリッジを使用せず処置可能であった。

参考文献：アスピリン喘息（NSAIDs 過敏喘息）、呼吸、32巻9号、848–855 (2013)
 （デンツプライ三金より回答）
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天陽会　中央クリニック　新門　小百合

Q：サンメールで血糖値は上がりますか。
（病棟看護師）

A：サンメールの甘味は人工甘味料のサッカリン由来である。サッカリンはヒトの消化管に於
いて消化・吸収されないため血糖値に影響はない。

参考文献： 1. サンメール添付文書  
2. 公益社団法人 日本栄養士会ホームページ

天陽会　桜島病院　福田　朋美

Q：麻疹風疹混合ワクチン2期接種のところ誤って DT ビック（沈降ジフテ
リア破傷風混合トキソイド）を投与してしまった。今後の麻疹風疹混合
ワクチン、DT ビックの接種はどのようにすればよいか。

（院内医師）

A：麻疹風疹混合ワクチン2期の接種については、DT ビック接種から1週間以上の間隔で可能
である。相談あった小児はすでに3種混合で4回接種済みなので、十分な免疫ができている
と思われるため、DT2期の法定の時期の接種はしなくてもよい。保護者が希望すれば接種
可能である。但し、DT の接種回数を重ねることにより強い副反応が出る可能性があるた
め、注意が必要である。

参考文献：予防接種に関する Q & A 集
 （予防接種リサーチセンター、鹿児島市保健所より回答）

天陽会　中央病院　小牧　誉典

Q：慢性頭痛のある患者に、精神科より頭痛予防目的で抗うつ薬を処方する
よう指示があった。抗うつ薬は何を使用すればよいですか？

（院内肝臓内科医師）

A：他院で片頭痛と診断を受け、頓服薬でマクサルト RPD 錠10mg が処方されていた。アミト
リプチリンが片頭痛の予防に有用であるとの報告があり、10～20mg/ 日、就寝前から開始
し、効果を確認しながら漸増し、維持量として10～60mg/ 日の投与が推奨される。

参考文献：慢性頭痛の診療ガイドライン2013（169–171ページ）
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天陽会　中央病院　前田　知佳

Q：血清ピロリ菌抗体検査で陰性、その後尿素呼気試験で陽性であった患者
は、除菌対象になるのか。

（院内医師）

A：患者は健康診断で血清ピロリ菌抗体検査を行い、その後当院を受診し尿素呼気試験を受け
た。血清ピロリ菌抗体検査では偽陰性（陰性であっても抗体価が高い）の場合、現在もし
くは過去に感染したことを示すことがある。今回、尿素呼気試験で陽性となったことから、
現在感染していると判断できるため、除菌対象となる。

参考文献： 1. H.pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009（日本ヘリコバクター学会）  
2. 「血清抗 H.pylori IgG 抗体検査」の陽性・陰性判定に関する日本ヘリコバク
ター学会からの注意喚起

天陽会　中央病院　西川　夕貴

Q：持参薬でリファンピシンを服用している患者がいるが、既往歴に結核は
ありません。何に使用しているのですか。

（院内看護師）

A：リファンピシン（150）3Cp を1日1回昼食後で服用中。神経線維腫症Ⅰ型による後側彎症
に対して、前院にて前方解離術、後方矯正固定の手術歴あり。バイオフィルムを通過でき
るリファンピシンは整形外科領域のバイオフィルム対策に使用していると考えられる。

参考文献：感染症 TODAY　2014年1月

天陽会　中央病院　向井　千晶

Q：ムコスタ服用中の患者に除菌判定すると偽陰性となると聞いたが、本当
でしょうか。また、アルロイド G 液やプロマックではどうか。

（院内看護師）

A：ムコスタ、セルベックス、アルロイド G 液は偽陰性を生じない胃粘膜保護剤として報告が
ある。プロマックは UBT 偽陰性化の可能性は極めて低いと報告がある。また、PPI、アモ
キシシリン、クラリスロマシン、テトラサイクリン系抗生剤、エカベトナトリウムは偽陰
性化となる可能性がある。
 （大塚製薬、ゼリア新薬より回答）
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吉田温泉病院　西川　弘剛

Q：テレミンソフト坐剤10mg を毎日使っていても効かなくなってきたりし
ないか？

（看護師）

A：耐性により効かなくなったという報告はない。しかし、長期連用による下剤性結腸症候群
が生じる可能性はある。下剤性結腸症候群とは、下剤の長期間服用に伴い、便秘が悪化・
慢性化・服用量が増加し、やめることができなくなる副作用のことである。

参考文献： 平塚秀雄編、便秘　そのメカニズム・診断・治療（92–93ページ）、ライフサイ
エンス出版（2000）

 （味の素　DI 担当者より回答）
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