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Dekon Imo 通信・第17号発刊に際して

このたびは「Dekon Imo 通信」第17号へ多数の寄稿を頂きありがとうござい
ました。お陰さまで無事、発刊に至ることができました。重ねて感謝致します。
医薬品情報・プレアボイド委員会では、会員の皆様の日常業務に資するべく、身
近な事例と対応を効率よく簡潔に伝えることを編集方針として慎重に協議を行い
ました。その際、文脈の一貫性を図るため若干の加筆・修正を行いました。また、
紙面の都合上、より多数の事例を掲載する必要から昨年度までに掲載された内容
や施設間での同様な報告、さらには記載内容の合理性等を勘案し、委員会として
の責任のもと一部割愛させて頂きました。ご了解頂けますようお願い致します。
また、医療の進歩は日進月歩であり、参考にされる時点で更に確認が必要な場合
もあろうかと思います。引用先なども可能な限り掲載しておりますのでご参照下
さい。

今後、委員会として薬剤師業務の拡大する中、掲載方法や寄稿の募り方などに
工夫を図る所存です。ご意見・ご要望がありましたら、遠慮なく身近な委員にご
連絡頂ければ幸いです。歴史ある「Dekon Imo 通信」を業務の傍らで活用頂け
ますことを期待します。

平成25年3月

鹿児島県病院薬剤師会
医薬品情報・プレアボイド委員会



DI 通信「Dekon Imo 通信」第18号への投稿のお願い

「医薬品情報・プレアボイド委員会」では、会員の皆様方のご協力により、「Dekon Imo 通信」
を第17号まで順調に発行することができました。当委員会では、更なる充実を図りながら、会
員の業務に資するべく取り組んでいきます。つきましては、以下の要領で DI 通信の原稿を募
集します。ご投稿いただきますようお願い致します。

 ■ 募集原稿：DI 実例、プレアボイド報告（未然回避報告、重篤化回避報告）

※プレアボイド報告については、1あたり500円の原稿料をお支払い致します。
　なお、DI 実例につきましては、1ページ掲載相当につき1,000円を目安とします。

※ プレアボイド報告については、同時に日本病院薬剤師会ホームページの「会員のページ」
からログインし、送信しますと「プレアボイド報告施設証」が次年度に届きます。併せて
ご利用下さい。

　なお、詳細は DI 通信 第17号をご参照下さい。

《お願い》
①プレアボイド報告について、本誌の公共性よび対処法の紹介が目的であることを勘

案し、「…間違いが発覚」、「…投与量過量のため」、「誤処方が発覚…」等の表現は避
けてください。

②会員の更なる参考になるよう、回答に際して引用された部分については出典を記載
してください。

 ■ 原稿締め切り
平成25年10月31日

 ■ 発行・配布予定：平成26年3月頃

 ■ 送信、送付及び連絡先
 � 送信先

E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
※ DI 実例、プレアボイド報告用のメールアドレスです。メールでのご報告を確認後、受信し

た旨のメールを返信致します。返信なき場合は別途、ご連絡下さい。

 � 送付先
〒899-1611　 鹿児島県阿久根市赤瀬川4513 

阿久根市民病院　薬剤科　石田和久

 � 連絡先
委員長 石田　和久（阿久根市民病院） 0996-73-1331
委員 恵谷　誠司（薬事情報センター） 099-257-2515
委員 中野　　公（天陽会中央病院） 099-225-9323
委員 新田　美奈（鹿児島大学病院） 099-275-5543
委員 西川　弘剛（吉田温泉病院）    099-294-2161
委員 森山　里美（今村病院） 099-226-5733
委員 薗田　晃弘（阿久根市民病院） 0996-73-1331

※投稿された原稿は、返却致しませんのでご了承下さい。また、内容を委員会で確認し、追記等をお願
いする場合もありますので、ご協力をお願いします。



Dekon Imo 通信・第17号　目次

DI 実例（問い合わせ概要）
鹿児島大学病院

茂見　茜里 テモダールカプセルを経管投与したい。どのように投与したらよいか。 1
イトリゾール注を溶かしたら、液が白濁してきた。使っても大丈夫か。 1
クリアナール錠の代替薬品として同じ作用機序を有するものは何があるか。 2
プラザキサを経管投与してもよいか。 2
ロピオン静注を点滴静注で投与する場合はどのように投与したらよいか。また、持
続投与は可能か。最大投与量は。 3
セファゾリンとガスター投与中止後どれくらいの時間をおいたら授乳が可能か。 3
インスリン製剤の使用期限について。 3
セルセプトカプセルを1日750mg 投与したい。添付文書の用法は1日2回となってい
るが、1日3回に変更しても良いか。 4
Ｂ型肝炎の再燃のリスクのある薬剤について。 5
食べ物と飲み合わせのある薬剤には何があるか。 7
イスラム教徒の患者さんに経腸栄養剤としては何が投与可能か。 8

天陽会　中央病院
中野　　公 舌の痛みのある患者に、何かいい薬があるか。 9

ニューモシスチス肺炎を疑う患者がいる。サムチレールは使用できるか。 9
小牧　誉典 嚥下造影検査に使う造影剤は何を使用したらよいか。 10

褥瘡に使用する軟膏剤の基剤には何が使用されているか。使い分けでのポイント
は。 10

迫田　耕輔 低分子デキストラン注はどのくらいの速度で落としたらよいか。 11
コデインリン酸塩は癌性疼痛で使用する際に有効限界はあるか。 11

金澤　正智  ゾメタ点滴静注を使用したいが腎機能が悪い患者の投与量は。 11
サムスカ錠使用時の高ナトリウム血症はどのような点に注意すればいいか。また、
高ナトリウム血症発症時の対応はどうしたらよいか。 12
ビカーボン輸液の側管からペルジピン注を持続投与したいが大丈夫か。 12
冠動脈バイパス術予定の患者の術前のリウマトレックス（MTX）の休薬はどうす
ればよいか。 12
ネシーナ錠にインスリンの併用は可能か。 12

原田　彩加 ゲンタマイシンの血中濃度の目標値は。 13
ネオシネジン注とノルアドレナリン注との違いは。 13

小川紗央里 グリセオール200mL の1日3回1回1袋の処方が出た。投与量は大丈夫か。 13
プレゾニゾロンの漸減について。 13
フェノバール錠の内服困難者への対応について。 14

下堂薗麻里 子宮留膿腫の患者に対して、第一選択となる抗菌薬は何があるか。 14
マスキュラックスを5% ブドウ糖注で溶解してもよいか。 14

工藤　笑未  トラマールカプセルをレスキューとして使用する場合、続けて使うには何時間あけ
て使用すればよいか。 15
オキファスト注をシリンジに吸ってしまった。どれくらいまで使用できるか。 15

新門小百合 サムスカ錠の1日量が同じ場合、1日1回服用と1日2回分服では、薬効は。 15
野田　麻未 透析患者では、シナール配合顆粒の1日量はどのくらいになるか。 16
福永　梨奈 オキノーム散を水に溶かしていつまで使えるか。 16
松本　　舞 モルヒネ注射液をどのタイミングで変更したらよいか。 16



天陽会中央クリニック
三浦　岳彦 誤嚥性肺炎の予防に有効な薬はあるか。 17
田嶋　友子 ミリステープ1/4枚の指示がでましたが、切っても大丈夫か。 17

ビームゲンを2日間室温に放置していたが、使用可能か。 18
痙攣時生理食塩液100mL ＋アレビアチン注250mg1A　点滴静注指示。このような
使い方はあるか。 18
ユーパッチの効果持続はどのくらいか。 18
ブドウ糖10g は何単位か。 18
アリナミン F 注はそのまま静注してよいか。 19

岩川絵理子  カルナクリンの服用開始後、血圧が大きく低下した。併用薬との相互作用か。 19

天陽会桜島病院
福田　朋美  肝性脳症の患者がヘパン ED 1P 1×眠前に投与されている。食事は3食残さず食べ

ているが、継続の必要があるか。 20
ポリオの生ワクチンの2回目の接種券しかない。どうすればよいか。 21

梅野　遥  低アルブミン血症の患者にアルブミナー25% を投与後、ラシックスを投与するのは
なぜか。 21

霧島市立医師会医療センター　薬剤部
フラジール錠は簡易懸濁可能か。 22
ラシックス経口投与の場合、1日1回と1日2回ではどちらがよいか。 22
ピレスパ錠は皮膚障害のリスクはあるか。 22
ラボナ錠による過鎮静に対してのアネキセートの有効性は。 23
シプロキサン注はどのようにして使用するのか。 23
ラジカットの腎への影響は濃度依存的か。1袋を1日2回投与可能か。 23
フェマーラ錠を嚥下困難な患者さんに投与できないか。 23
メロペン点滴静注用バイアルの生食への溶解後の安定性は。21時間後に使用可能か。 24
サンドスタチン LAR を10分置いておいたら硬くなって投与できなくなった。 24
ネオーラル服用中にレモン水を摂取して大丈夫か。 24
ノボリン30R を部屋に放置していた、使用可能か。 25
アレジオン錠で女性化乳房になった患者に対してザイザル錠は可能か。 25
アダラート L とアダラートカプセルの作用時間は同じか。 25
ペンタジン注を使用してからオキノームはどのくらい空けるとよいか。 25
ケイキサレートは牛乳で溶いても問題ないか。 26
げっぷに効く薬は。 26
メリスロン錠とアデホス顆粒で唾液分泌が起こるか。 26
ドルミカム注射液とプロポフォール注射液の併用は可能か。 26
ネキシウムは脱カプセルできるか。 27
Ccr40の患者にキュビシンは使用可能か。 27
ペンタジン注で吐いている、解毒法はないか。 27
まむし咬傷にセファランチンを使用するのにどのように使用するのか。 27
メプチンエアーは飛行機への持ち込みは大丈夫か。 28
セレコックス400mg/day の患者に疼痛時の追加処方は何がよいか。 28
プロポフォールが血管外にもれた、対応は。 28
ノルフロキサシン、ボルタレン、ロキソプロフェンは授乳婦に投与は可能か。 29
ランサップで頭痛は起こるか。 29
アルコールとデパケンの相互作用は。 29

阿久根市民病院
石田　和久 ワーファリン継続服用中の患者に経腸栄養剤を1日2,000kcal は影響はないか。 30



岩崎　公美 フィブロガミン P 静注用を投与したいが、分割投与してもよいか。 30
レミニール OD 錠8mg を1回1錠1日2回服用しているが代替薬は。 31

鳴海由希子  インドシアニングリーン試験予定患者が朝食を摂取してしまった。本日施行可能
か。 31

中山　佳苗 患者さんの舌が真っ黒になっているが、薬の影響か。 32
薗田　晃弘 NSAIDs 過敏喘息患者に使用できる鎮痛剤は。 32

褥瘡の患者に対してプロマックを投与したい。投与に関する基準はあるか。 33
炭酸水素ナトリウム水を黄疸の痒みに使用したいが、濃度は。 33
カルシウム拮抗薬で蛋白尿を減少させるような薬剤はないか。 34

宝来　麻衣 透析患者へのトラムセット服用時は何時間くらい空ければ次を服用できるのか。 35

薬事情報センター
恵谷　誠司 処方せん料が減額された。どうして薬局は処方せん通りに請求しないのか。 35

ドーピングに関する相談が寄せられた。どのように対応すればよいか。 37

川内市民病院
福岡　龍一 結核性の皮膚炎にリファンピシン軟膏を使用したいが、使用できるか。 39
石原　義久 メトロニダゾールの脳への移行性について。 39

慢性腎障害患者が高尿酸血症を起こした時に使用する薬剤は。 40
渡部　由起 グラクティブ錠の簡易懸濁法の可否について。 40

ケンエー G 浣腸液50% の5歳患者への用量について。 41
安藤　　卓 ムコフィリン吸入液20% を使用する場合に使用可能なネブライザーについて。 41

県立大島病院
師玉　美幸  新生児にガストログラフィン連日使用の指示があったが、そのように使用すること

があるか。 42
ネスプ注射液は箱から出した状態でも保管可能か。 42
ファンシダールを使用したいが、探しても薬剤が見つからない。 42

鹿児島厚生連病院
末廣　淑子 スープレン吸入麻酔液を破損した。どのように処理したらよいか。 43
上原　友美  テラビック錠は、服用時間にあわせて軽食を出すように指導されたが、どのような

軽食を提供すれば（及び摂取すれば）よいか。 43

鹿児島市医師会病院
高橋　武士  アミカシン注射を投与したいが、15mg/kg（24時間おき）と1日200～400mg（2回

に分割）の投与方法ではピーク値、トラフ値はどのようになるか。 44

北薩病院　薬局
B 型肝炎ワクチン「ビームゲン」の接種については通常4週間隔で接種することと
されているが、何らかの事情で接種できない場合はどのようにしたらよいか。 45

吉田温泉病院
西川　弘剛 キシロカインゼリー2% は無菌製剤か。 45

強力ポステリザン軟膏は長期連用は避けることになっているが、目安は。 45
高カロリー輸液に基準はあるのか。 46



プレアボイド報告
プレアボイド報告施設  47
プレアボイド・未然回避報告  49
プレアボイド・重篤化等回避報告  69
プレアボイド Q&A  70

本 DI 通信の内容は、発行時点での正確かつ最新の情報を掲載することを心掛けております。なお、
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亢進されています。活用にあ
たっては最新のガイドライン、添付文書等をご確認ください。また、転載・引用している箇所の詳細に
関しましては、原文の確認もお願いします。



D I 実 例
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DI 実例

鹿児島大学病院　茂　見　茜　里

Q：テモダール®カプセルを経管投与したい。どのように投与したらよいか。 
 （院内医師より）

A：テモゾロミドは酸性溶液中で安定であり、pH7以上になると加水分解されてしまいます。
また、テモダールに用いられているカプセルは、30℃以上の水で速やかに溶解し、温度依
存的にその速度は速くなり、酸性溶液中ではさらに溶解時間が速くなるという性質を持ち
ます。
したがって、以下のように経管投与を提案した。
1. 手袋を装着し、30mL シリンジを用いて、30mL の酸性飲料水（アップルジュースなど）

で溶解してください。溶解時は、シリンジをお湯（約45℃）の中に漬けて溶かしてく
ださい。このとき、ときどきシリンジを振りながら溶かすと5分くらいで溶けます。5
分以内に溶解しなかった場合はお湯の温度を確認し、40℃以下であったらお湯を足し
てください。＊カプセルも完全に溶解します。

2. 溶解したテモダールを注入後、酸性飲料水でフラッシュしてください。最後に空気を
注入し、胃管を空にしてください。

 （参考：脳神経外科速報 vol.17 No.4 2007.4. 487）

Q：1歳6カ月、体重 8.75kg の患者に対して、イトリゾール注1%　5mL
（50mg）を投与するためイトリゾール注を通常通り、添付の専用溶解液
40mL に溶かしたら、液が白濁してきました。使っても大丈夫でしょう
か。  
 （院内看護師より）

A：イトリゾール注1% には専用の溶解液として、生理食塩液が40mL 添付されており、溶解に
際しては、イトリゾール注　20mL に対して、生食40mL の混合比（1:2）で溶解するよう
に製剤設計されており、その混合比が崩れると析出等を生じる恐れがあり、その場合は振
とうしても溶けません。  
従って、白濁が生じたものは破棄して、イトリゾール注5mL であれば、生理食塩液10mL
で再調製をして下さい。
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DI 実例

Q：持参薬で、クリアナール錠とムコソルバン錠を使用されているが、クリ
アナール錠の代替品として同じ作用機序を有するものは何があります
か。  
 （院内医師より）

A：去痰剤の作用機序は以下の大きく5つに分類される。
①気道分泌促進薬：ビソルボン　
②気道潤滑薬：ムコソルバン、ムコサール
　⇒　 サーファクタント産生増加作用を有し気道粘膜を潤滑にすることで線毛運動を円滑

にすることから、ほとんどの病態に有用。
③粘液溶解薬：ムコフィリン、ノイチーム　⇒　粘稠性の強い痰、硬く固まった痰に有用。
④粘液修復薬：ムコダイン　⇒　 粘液の性状を生理的な気道液に近い状態に再構築するこ

とから、ほとんどの痰に対して有効。
⑤気道分泌細胞正常化薬：クリアナール、スペリア
　⇒　杯細胞の過形成を抑制し過剰な気道粘液分泌物の産生を減少させる。

去痰剤は、患者の排痰障害の要因を十分に考慮し、去痰剤それぞれの作用機序や特徴を十
分理解した上で、選択することが大切となる。去痰剤の中では、粘液修復薬および気道潤
滑薬が、最も広い適応を示すことから第一選択薬として使用されています。また排痰効果
を高めるために去痰剤の併用投与はしばしば行われます。ただし、気道分泌促進薬と気道
潤滑薬はともに粘液分泌を刺激する作用をもつため併用は好ましくありません。併用する
場合は【粘液修復薬あるいは気道分泌正常化薬＋気道分泌促進薬あるいは気道潤滑薬】の
組み合わせが推奨されることから、クリアナールの代替薬としては、当院採用薬ムコダイ
ン錠への切替えが可能と思われます。

（参考：  杏林製薬 K.K. くすり情報センターより資料提供  
今月の治療　2005：13(9)：79–82、小児内科　2008：40（2）：399–400、呼吸器科
2007：11(6)：632–638）

Q：プラザキサを経管投与してもいいですか。

A：プラザキサは脱カプセルにより、AUC が上昇し出血リスクの増大の可能性があるため、
経管投与は望ましくない。

〈類似薬〉
・  イグザレルト：粉砕不可。体内動態が変化するため、AUC の変化・出血リスク増大の

恐れ。
・ワルファリン：散剤の製剤あり。

（参考：  バイエル、ベーリンガーに確認。適正使用ガイド、インタビューフォーム、内服
薬経管投与ハンドブック第2版）



－3－

DI 実例

Q：ロピオン静注を点滴静注で投与する場合はどのように投与したらよい
か。また、持続投与は可能か。最大投与量についても教えて下さい。  
 （院内医師より）

A：①点滴静注の場合、1A を生理食塩液50～100mL に溶解し、10～20分かけて投与する方法
が一番多く使われている。
②持続投与の場合は、半減期が5.8時間と短いため、まず1A をワンショットまたは上記用
法で点滴静注し血中濃度を上げた状態にし、すぐに2～4A を24時間かけて（12時間の場合
は1～2A を）投与する。
持続投与の用法は麻酔科学会ガイドライン記載内容であり、術後疼痛と癌性疼痛で使用さ
れている用法となっている。
③最大用量は、メーカーとしては3～4A/day としているが、使用成績調査の結果から、癌
性疼痛には最大6A、術後疼痛には最大5A 使用されているとの報告がある。
 （科研製薬により回答）

Q：セファゾリンとガスター投与中止後どれくらいの時間をおいたら授乳が
可能か。  
 （院内医師より）

A：「妊娠・授乳と薬」対応基本手引き（p20）には、「母親の血中濃度半減期の数倍の時間が
過ぎるまで待って授乳すると、乳児に移行する薬剤を少なくすることができる。一般的な
目安としては半減期の約5倍の時間を過ぎればその薬剤は実際には体からなくなったと考
えられる。」と記載されている。
セファゾリンインタビューフォームより、半減期は2.46±0.73時間（×5=12.3時間）
ガスター D 錠インタビューフォームより、半減期は3.05±0.25時間（×5=17.5時間）

（参考：  「妊娠・授乳と薬」対応基本手引き（改訂版）（平成21年3月　妊婦・授乳婦の医薬
品適正使用ネットワーク構築に関する研究班）、セファメジンαインタビュー
フォーム、ガスター D 錠インタビューフォーム）

Q：インスリン製剤の使用期限について教えて下さい。  
 （院内看護師より）

A：インスリン製剤の温度管理には十分な配慮が必要です。特に製剤が凍結した場合には、イ
ンスリンが性状変性を起こすことがあり、懸濁製剤では作用時間に影響を与える可能性が
あります。また、注入器の作動不良、注入精度低下などの恐れがあるので、保存・取り扱
いには十分注意する必要があります。
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《インスリン製剤の保存方法（鹿児島大学病院採用薬）》

商品名
保存条件 開封後の

使用期限開封前 開封後

ヒューマリンＲ注100単位 /mL（バイアル）

2～8℃

2～8℃
遮光

4週間

アピドラ注ソロスター

25℃前後の室温
遮光

ランタス注ソロスター
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
ノボラピッド注フレックスペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペン
イノレット R 注

6週間
レベミル注フレックスペン
ノボリン30R 注フレックスペン
ノボリン N 注フレックスペン
ノボリン R 注フレックスペン

開封前の保存について
・  開封前のインスリン製剤は、2～8℃で遮光して保存してください。（凍結を避けるため、冷

蔵庫の冷気吹き出し口の近くに置かないようにしてください。）
・凍結したインスリン製剤は使用しないようにしてください。

開封後の保存について
・  開封後のペン型インスリン製剤は室温で保存してください。（結露が注入器の故障の原因と

なります。）
・高温にならない涼しい場所で直射日光を避け、上記の使用期限を守って保存してください。
・  破損を防止するため、ペン型インスリン製剤は専用のケースに入れて保存し、使用時には落

下に注意してください。
・インスリン注射を行ったあとは、必ず針を取り外して保存してください。

Q：セルセプトカプセルを1日750mg 投与したい。添付文書の用法は1日2回
となっているが、1日3回に変更しても良いか。  
 （院内医師より）

A：1日3回の投与は可能。ただし、血中濃度を一定にするためには、等間隔での服用が必要と
なります。  
 （中外製薬より回答）
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Q：Ｂ型肝炎の再燃のリスクのある薬剤について。  
 （院内医師より）

A：厚労省から2006年（平成18年）12月リツキサンによる報告として、公に B 型肝炎再燃の注
意喚起がされた。以前より、HBV キャリアで、ステロイドや免疫抑制薬を使用した場合に、
HBV が再活性化し、 重症な肝炎が発現することが知られている。一方、HBs 抗原陰性で、
HBc 抗体陽性ないし HBs 抗体陽性の患者は、従来、臨床的には治癒の状態と考えられて
きたが、近年では、低レベルながら HBV-DNA が残存しており、強力な免疫抑制作用を有
する薬剤の使用により、HBV が再活性化し、重症な肝炎が発現することと共に国内で死
亡例が報告されている。

【添付文書上、B 型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のある薬剤】
薬効分類 一般名 商品名

免疫抑制剤 アザチオプリン アザニン錠50mg、イムラン錠50mg

エベロリムス サーティカン錠0.25mg、0.5mg、0.75mg

シクロスポリン

サンディミュン点滴静注用250mg

ネオーラル内用液10%

ネオーラルカプセル10mg、25mg

タクロリムス水和物

グラセプターカプセル0.5mg、1mg、5mg

プログラフカプセル0.5mg、1mg、5mg

プログラフ顆粒0.2mg、 1mg

プログラフ注射液2mg、5mg

ミコフェノール酸　モフェチル セルセプトカプセル250

ミゾリビン ブレディニン錠25、50

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン サイモグロブリン点滴静注用25mg

グスペリムス塩酸塩 スパニジン点滴静注用100mg

バシリキシマブ（遺伝子組換え）
シムレクト静注用20mg

シムレクト小児用静注用10mg
副腎皮質ホル
モン剤

コルチゾン酢酸エステル コートン錠25mg

デキサメタゾン
デカドロン錠0.5mg
レナデックス錠4mg
デカドロンエリキシル0.01%

デキサメタゾンパルミチン酸エステル リメタゾン静注2.5mg
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デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム メサドロン注2mg、3mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
デカドロン注射液1.65mg、6.6mg
デキサート注射液1.65mg

トリアムシノロン レダコート錠4mg

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

フルドロコルチゾン酢酸エステル錠 フロリネフ錠0.1mg

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1mg、5mg
プレドニゾロン散

プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム プレドネマ注腸20mg
プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 水溶性プレドニン10mg、20mg

ベタメタゾン リンデロン錠0.5mg、リンデロン散0.1%、リンデロンシロッ
プ0.01%

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン注2mg、4mg（0.4%）
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン
酸塩

セレスタミン配合錠
セレスタミン配合シロップ

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン
酸エステルナトリウム配合 リンデロン懸濁注

ヒドロコルチゾン コートリル錠10mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム ソル・コーテフ注射用100mg

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム
水溶性ハイドロコートン注射液100mg
ステロネマ注腸1.5mg、3mg

メチルプレドニゾロン メドロール錠2mg、4mg

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリ
ウム

ソル・メドロール静注用125mg、500mg
注射用プリドール40、125、1000
デポ・メドロール水懸注20mg、40mg

抗悪性腫瘍剤 エベロリムス アフィニトール錠5mg
テムシロリムス トーリセル点滴静注液25mg

フルダラビンリン酸エステル
フルダラ錠10mg
フルダラ静注用50mg

ベンダムスチン塩酸塩 トレアキシン点滴静注用100mg

メトトレキサート
メソトレキセート錠2.5mg
メソトレキセート点滴静注液200mg
注射用メソトレキセート5mg、50mg

モガムリズマブ（遺伝子組換え） ポテリジオ点滴静注20mg
リツキシマブ （遺伝子組換え） リツキサン注10mg/mL

抗リウマチ剤 アダリムマブ ( 遺伝子組換え ) ヒュミラ皮下注40mg シリンジ0.8mL、20mg シリンジ0.4mL
アバタセプト（遺伝子組換え）製剤 オレンシア点滴静注用250mg
レフルノミド製剤 アラバ錠10mg、20mg、100mg
インフリキシマブ（遺伝子組換え） レミケード点滴静注用100
エタネルセプト（遺伝子組換え）製剤 エンブレル皮下注シリンジ、バイアル
ゴリムマブ（遺伝子組換え）製剤 シンポニー皮下注50mg シリンジ
トリシズマブ アクテムラ点滴静注用80mg、200mg、400mg
メトトレキサート リウマトレックスカプセル2mg

これらの薬剤については、平成21年に、厚生労働科学研究「難治性の肝・胆道疾患に関する調
査研究」班劇症肝炎分科会および同「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関す
る研究」班により、「免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン」が作成
されています。
その中で、HBV キャリアおよび既感染者では、免疫抑制・化学療法時に HBV の再活性化が
起こることがある。したがって、まず HBs 抗原を測定して、HBV キャリアかどうか確認する。
HBs 抗原陰性の場合には、HBc 抗体および HBs 抗体を測定して、既感染者かどうか確認する。
HBs 抗原や HBc 抗体および HBs 抗体の測定は、高感度の測定法を用いて検査することが望ま
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しいとされています。
従って、これらの薬剤を使用する際は、B 型肝炎に関する最新のガイドライン等の情報を参考
にして、HBV の再活性化に注意し、本剤投与開始前及び投与開始後の検査結果や患者の状態
に応じて、適切に肝臓専門医への相談を行うことを含め、慎重な対応をお願いします。

Q：食べ物と飲み合わせのある薬剤には何がありますか。  
 （院内看護師より）

A：多種類の薬剤が処方される場合には、薬物と薬物の相互作用だけでなく、薬物と飲食物・
嗜好品についても注意が必要です。飲食物・嗜好品中に含有される物質あるいは添加剤な
どとの相互作用に対するチェックも重要な意味を持ってきます。また、相互作用だけでな
く、服用時間による影響等も重要な情報として報告されています。  
＊薬物代謝酵素（CYP）の活性に影響を及ぼす飲食物・健康食品（グレープフルーツ、ア
ルコール、セント・ジョーンズ・ワート等）との相互作用については今回除外しています。
以下に鹿児島大学病院の採用薬について列記します。

【添付文書上、医薬品と食物との相互作用のある薬剤】

特定の食物との併用・組み合わせに注意が必要な薬剤
薬効分類名 一般名 商品名 食物との相互作用の詳細

結核化学療法剤 イソニアジド イスコチン原末
イスコチン錠100mg

ヒスチジンを多く含有する魚（マグロ等）との併用で、
本剤のヒスタミン代謝酵素阻害作用により、体内にヒス
タミンが蓄積し、頭痛、紅斑、嘔吐、そう痒等のヒスタ
ミン中毒を起こすことがある．
チラミンを多く含有する食物（チーズ等）との併用で、
本剤の MAO 阻害作用により、チラミンは不活性化され
ず、アドレナリン作動性神経終末部において蓄積されて
いるカテコールアミンの遊離が促進され、血圧上昇、動
悸があらわれることがある

パーキンソン病治療剤 セレギリン塩酸塩 エフピー OD 錠2.5
モノアミン含有量の多い食物（チーズ、レバー、にしん、
酵母、そら豆、バナナ、ビール、ワイン等）との併用で
作用増強

尋常性白斑治療剤 メトキサレン オクソラレンローショ
ン0.3%

セロリ、ライム、ニンジン、パセリ、イチジク、アメリ
カボウフウ、カラシ等のフロクマリンを含有する食物で
光感受性が増強され光線過敏症が発現するおそれ

オキサゾリジノン系
合成抗菌剤 リネゾリド

ザイボックス錠600mg
ザイボックス注射液
600mg

チラミンを多く含有する飲食物 ( チーズ、ビール、赤ワ
イン等 ) との併用で、血圧上昇、動悸があらわれること
があるので、本剤投与中には、チラミン含有量の高い飲
食物の過量摂取（1食あたりチラミン100mg 以上）を避
ける

角化症治療剤 エトレチナート チガソンカプセル10 牛乳又は高脂肪食により、本剤の吸収が増加

抗悪性腫瘍剤
/ キナーゼ阻害剤 ソラフェニブ ネクサバール錠200mg

高脂肪食の食後に本剤を投与した場合、血漿中濃度が低
下するとの報告がある．高脂肪食摂取時には食事の1時
間前から食後2時間までの間を避けて服用する

抗造血器悪性腫瘍剤 レナリドミド レブラミドカプセル
5mg

高脂肪食摂取後の投与によって AUC 及び Cmax の低下
が認められることから、高脂肪食摂取前後を避けて投与
する

経口抗凝血剤 ワルファリンカリウ
ム

ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワルファリンＫ細粒
0.2%

納豆、クロレラ、青汁などのビタミン K 含有食物で作
用減弱
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牛乳や乳製品（高カルシウム食）との併用に注意が必要な薬剤
薬効分類名 一般名 商品名 食物との相互作用の詳細

広範囲経口抗菌剤
（ニューキノロン系） シプロフロキサシン シプロキサン錠200mg 食物、特に牛乳や乳製品のような高カルシウム食との

併用で、カルシウム等と錯体を作ることにより吸収が
著しく低下するため同時（服薬前後2時間以内）に併用

（摂取）しない骨代謝改善剤 エチドロン酸二ナトリ
ウム ダイドロネル錠200

健胃・消化剤 つくし A・M 散
ピーマーゲン配合散

大量の牛乳・カルシウム製剤の摂取によって代謝性ア
ルカローシスが持続することにより、尿細管でのカル
シウム再吸収が増加し、ミルク・アルカリ症候群（高
カルシウム血症、高窒素血症、アルカローシス等）が
あらわれることがある．

高リン血症治療剤 沈降炭酸カルシウム カルタン錠500mg

胃炎・消化性潰瘍用
剤

ジサイクロミン / 乾燥
水酸化アルミニウムゲ
ル / 酸化マグネシウム

コランチル配合顆粒

制酸・緩下剤 酸化マグネシウム

酸化マグネシウム
マグミット錠330mg
マグミット錠500mg
ミルマグ錠350mg

制酸剤 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム

服用する時間帯に注意が必要な薬剤
薬効分類名 一般名 商品名 食物との相互作用の詳細

骨粗鬆症治療剤
骨ページェット病治
療剤

リセドロン酸ナトリウ
ム アクトネル錠17.5mg

水以外の飲料（Ca、Mg 等の含量の特に高いミネラル
ウォーターを含む）や食物あるいは他の薬剤と同時に服
用すると、吸収を妨げることがあるので、起床後、最初
の飲食前に服用し、かつ服用後少なくとも30分は水以外
の飲食を避ける骨粗鬆症治療剤 ミノドロン酸水和物 リカルボン錠50mg

駆虫剤 イベルメクチン ストロメクトール錠
3mg

本剤は水のみで服用すること．本剤は脂溶性物質であ
り、高脂肪食により血中薬物濃度が上昇するおそれがあ
るため、空腹時に投与することが望ましい

抗ウイルス剤 テラプレビル テラビック錠250mg 本剤を空腹時に服用した場合は、十分な血中濃度が得ら
れないため、必ず食後に服用する

睡眠障害改善剤 クアゼパム ドラール錠20

〈禁忌〉食物
食事により吸収性向上、血中濃度2～3倍に上昇
⇒過度の鎮静や呼吸抑制を起こすおそれがあるため
空腹時投与が望ましい

Q：イスラム教徒の患者さんに経腸栄養剤としては何が投与可能ですか。  
 （院内医師より）

A：【エレンタール、エレンタール P 乳幼児配合内用剤】
ビタミン原料として、ブタ由来（原産国不明）のゼラチンを使用。

【ラコール NF 配合経腸栄養剤】
たん白原料として、ウシ乳由来（ニュージーランド産）のカゼインを使用。

【ツインライン NF 配合経腸用液】
たん白原料として、ウシ乳由来（ニュージーランド産）の乳蛋白分解酵素を使用。

【エンシュア・リキッド】特に使用なし

イスラム教徒であれば、ブタ由来のものが含有されているものは避けた方が望ましい。ウ
シの乳由来のものが問題なければ、ラコール、ツインライン、エンシュア・リキッドの使
用は可能です。患者および家族への摂取不可の食品について確認するよう主治医へ依頼し
ました。
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天陽会　中央病院　中　野　　　公

Q：舌の痛みのある患者に、何かいい薬がありますか。軟膏より水溶液を希
望。  
 （歯科医師）

A：アズレン含有でリドカイン水溶液の院内製剤の製剤経験があったため、提案。歯科医師が
持参した資料にも同じ院内製剤が記載されていた。疼痛の程度で4% 塩酸リドカインを
5mL・10mL・15mL と変更できたため、歯科医師、担当看護師と相談し、下記の処方とな
る。
処方：ハチアズレ5包 + グリセリン60mL+4% 塩酸リドカイン15mL
製剤方法：① ハチアズレ5包をグリセリン60mL で混和。
　　　　　② ①に4% 塩酸リドカイン15mL を加える。
　　　　　③ ②を水500mL に溶解する。
使用方法：  口腔粘膜炎の疼痛がある場合に使用する。食事の際の口内痛には、毎食前（直

前）に適量を含み、ゆっくり2分間ブクブクうがいをして吐き出す。
（参考：  浅井昌大、全田貞幹他　頭頸部がん化学放射線療法をサポートする口腔ケアと嚥

下リハビリテーション　2009）

Q：ニューモシスチス肺炎を疑う患者がいる。サムチレールを使用したいが
できますか。  
 （医師）

A：サムチレール内用懸濁液15%（成分名：アトバコン）は平成24年1月18日に製造販売承認を
得て平成24年4月に薬価収載された。
ニューモシスチス肺炎の治療では、ST 合剤や副腎皮質ステロイドホルモン剤の使用があ
る。また、ベナンバックス注用300mg（成分名：ペンタミジン）も選択肢の1つである。
ベナンバックス注用300mg は注射剤であるが、軽症例や予防では吸入投与が可能である。
静注・筋注で使用した場合、副作用が頻発するため注意が必要である。

（参考：  サムチレール：グラクソスミスクライン DI  
ベナンバックス：サノフィ・アベンティス DI、添付文書  
ニューモシスチス・カリニ肺炎―診断と治療―　安岡彰、島田馨　Pharma Medi-
ca Vol.12　95–100　1994）
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天陽会　中央病院　小　牧　誉　典

Q：嚥下造影検査に使う造影剤は何を使用したらいいですか。  
 （院内言語聴覚士）

A：嚥下造影検査用の造影剤という定められた物は市販されていません。嚥下器官は消化器に
属するとの観点から、消化管造影剤を使用するという考え方があるようです。消化管造影
剤には硫酸バリウムとガストログラフィンがありますが、ガストログラフィンは誤嚥した
場合の肺毒性が報告されており、嚥下障害での使用は不適切であると言われています。一
般には硫酸バリウム懸濁液を各種の濃度に調整し、模擬食品に添加して使用するようです。
硫酸バリウムは大量の誤嚥がなければ比較的安全と言われています。  
 （参考：日本摂食嚥下リハ会誌 8(1)：p71–86, 2004）

Q：褥瘡に使用する軟膏剤の基剤には何が使用されていますか。使い分けで
のポイントを教えてください。  
 （院内看護師）

Ａ：軟膏基剤は疎水性基剤と親水性基剤とに大別され、疎水性基剤は鉱物油や動植物油を原料
とした油脂性基剤、また、親水性基剤は、水分と油分を乳化した乳剤性基剤（クリーム基
剤）、水溶性のマクロゴール基剤、ゲル基剤などに分類されます。  
軟膏基剤は種類によってそれぞれ特性が異なるので、創の状態を把握したうえで、薬効か
らだけでなく、どのような特性をもった基剤が適当かを考慮し軟膏剤を選択することも大
切です。たとえば、油脂性基剤や水分含有率の低い乳剤性基剤の軟膏剤は、創を保護、保
湿する目的で使用することが多いです。  
一方、創の滲出液を吸収させたい場合は水溶性基剤の軟膏剤を、あるいは水分を供給した
い場合は水分含有率の高い乳剤性基剤やゲル基剤の軟膏剤を選択します。また、精製白糖
を配合した製剤や吸水性ポリマービーズを配合した製剤などは高い吸水力を有しており、
大量の滲出液を伴う場合などに用いることができます。  
当院採用薬では、油脂性基剤のものとしてアズノール軟膏、プロスタンディン軟膏、水溶
性基剤のものとしてアクトシン軟膏、カデックス軟膏、乳剤性基剤のものとしてゲーベン
クリーム、オルセノン軟膏などがあります。カデックス軟膏は吸水性のカデキソマーを含
有しています。  
 （参考：褥瘡予防・管理ガイドライン：2009.2 日本褥瘡学会）
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天陽会中央病院　迫　田　耕　輔

Q：低分子デキストラン注はどのくらいの速度で投与したらいいでしょう
か。  
 （院内看護師）

A：100mL/時が適当です。大量出血等の場合はこの限りではなく、これ以上の速度で滴下す
る場合もあります。  
 （大塚製薬工場株式会社　輸液 DI センターより回答）

Q：弱オピオイドのコデインリン酸塩は癌性疼痛で使用する際に有効限界は
ありますか。  
 （院内看護師）

A：あります。120mg/回がほぼ有効限界といわれております。 
 （参考：がん緩和ケアに関するマニュアル）

天陽会　中央病院　金　澤　正　智

Q：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でゾメタ点滴
静注を使用したいが腎機能が悪い患者の投与量はどうしたらよいか。  
 （医師）

Ａ：  クレアチニンクリアランス30mL/ 分以下での推奨用量は確立されていないが、30～
39mL/ 分の3.0mg より少ない方が良いとのこと。また、投与時間も通常は15分以上だが、
腎機能が悪い場合はできるだけゆっくりが良い。海外で5分間投与して急性腎不全の報告
がある。

クレアチニンクリアランス（mL/ 分）
>60 50–60 40–49 30–39

推奨用量 4mg 3.5mg 3.3mg 3.0mg

 （添付文書、ノバルディス　ダイレクトより回答）
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Q：サムスカ錠使用時の高ナトリウム血症はどのような点に注意すればいい
か。また、高ナトリウム血症発症時の対応はどうしたらよいか。  
 （院内医師）

Ａ：体液量が少ない高齢者や低体重の患者は注意が必要であり、低用量からの投与も考慮する。
また水分摂取困難な患者には禁忌であり、ナトリウム排泄型の利尿剤（ループ利尿薬・サ
イアザイド系利尿薬）を併用して使用する。投与開始時は投与前と投与後4～6時間後並び
に8～12時間後に血清ナトリウム濃度を測定する。開始翌日から1週間程度は毎日測定する
ことが望ましい。  
高ナトリウム血症時は、5% 糖液による補正が有効です（5% 糖液が体内で代謝されて、電
解質を含まない自由水になる為）。ただ、基準値を超える場合はサムスカの投与を中止し
て下さい。  
 （大塚製薬株式会社　医薬情報センター）

Q：ビカーボン輸液の側管からペルジピン注を持続投与したいが大丈夫か。 
 （看護師）

A：混合直後から微黄色乳濁してしまうので配合不可である。 
主治医に問い合わせて、ピカーボン輸液をポタコールRに変更して投与することになった。  
 （インタビューフォームより）

Q：冠動脈バイパス術予定の患者の術前のリウマトレックス（MTX）の休
薬はどうすればよいか。  
 （医師）

A：整形外科予定手術の周術期において、MTX は継続投与できる。整形外科予定手術以外の
手術や MTX12.5mg/週以上の高用量投与例における手術の際には、個々の症例のリスク・
ベネフィットを考慮して判断する。 
主治医と相談し、今回の手術が開胸術のため、2週間前から休薬することとなった。

 （関節リウマチ治療におけるメトトレキサート診療ガイドラインより）

Q：ネシーナ錠にインスリンの併用は可能か。  
 （院内医師）

A：平成24年11月現在、ネシーナ錠の併用可能な薬剤はα-グルコシダーゼ阻害剤、チアゾリジ
ン系薬剤、スルホニルウレア系薬剤、ビグアナイド系薬剤のいずれかであり、インスリン
と併用可能な DPP-4阻害剤はシタグリプチン（商品名ジャヌビア、グラクティブ）だけで
ある。  
 （添付文書より）
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天陽会中央病院　原　田　彩　加

Q：ゲンタマイシンの血中濃度の目標値を教えてください。  
 （院内医師）

A：ゲンタマイシン目標血中濃度
1日1回複数回投与の場合：ピーク値5～10µg/mL、トラフ値1～2µg/mL
1日1回投与の場合：ピーク値15～25µg/mL、トラフ値1µg/mL 未満
感染性心内膜炎に対し、ゲンタマイシンを他剤と併用する場合は、ピーク値3µg/mL、ト
ラフ値1µg/mL 未満を目標とする。
 （抗菌化学療法テキスト）

Q：透析患者の低血圧にネオシネジン注を使いますが、ノルアドレナリン注
との違いを教えてください。  
 （院内臨床工学技士）

A：ネオシネジン注（一般名フェニレフリン）は、血管平滑筋に作用し血管収縮によって血圧
上昇作用を示す。ノルアドレナリン注は血管平滑筋への作用と、心筋細胞と腎傍糸球体に
作用し心拍出量増大やレニン分泌促進によって血圧上昇作用を示す。

天陽会中央病院　小　川　紗央里

Q：頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療薬としてのグリセオール200mL の1日3
回1回1袋の処方が出ました。投与量は大丈夫ですか。  
 （院内看護師）

A：1日用量の範囲内を1回200mL で分けて投与した方が望ましいとの見解があるため、問題は
ないと考えます。但し、添付文書では1日2回のため、保険上査定される可能性は否定でき
ません。1時間以上かけて点滴するように指導しました。  
 （中外製薬株式会社より回答）

Q：プレドニゾロンの漸減はどのようにすればいいですか。  
 （院内医師）

A：目安としては、5mg 服用中の場合は1～2週間の間隔で0.5mg ずつ漸減するのが望ましい。 
それ以上の用量で服用している場合は1～4週間の間隔で10% ずつ漸減するのが望ましい。  
その場合、5mg まで漸減してからは1mg 単位で3～4日程度で漸減することも可能である。  
 （武田薬品株式会社より回答）
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Q：フェノバール錠の内服が困難となった患者に注射で対応したい。投与方
法を教えてほしい。  
 （院内医師）

A：用量は、内服していた用量を同量注射に換算して構いません。 
用法は、内服時の1日量を1日1～2回に分けて投与して下さい。  
投与経路は、静注が不可であるため、筋注ないし皮下注で対応して下さい。  
 （第一三共株式会社より回答）

天陽会中央病院　下堂薗　麻　里

Q：子宮留膿腫の患者に対して、第一選択となる抗菌薬は何がありますか。  
 （院内医師）

A：67歳・女性、1週間前から腹痛あり。来院時には発熱・悪寒もあり。腹部 CT にて子宮留
膿腫の疑い。  
子宮留膿腫の起因菌としては Streptococcus spp. や Escherichia coli などの通性嫌気性菌お
よび Bacteroides fragilis、Prevotella bivia などの嫌気性グラム陰性桿菌、Peptostreptcoc-
cus anaerobis などの嫌気性グラム陽性球菌が知られており、これらをカバーできる薬剤を
選択する必要がある。βラクタマーゼ産生菌が多いことも考慮して、ampicillin/sulbac-
tam、piperacillin/tazobactam、セファマイシン系の薬剤が初期治療薬として望まれる。当
院採用薬のユナシン S の投与を提案した。  

（参考：  感染症学雑誌　第81巻 302–304 2007、日本臨床外科学会会誌　第71巻 (2) 533–536　
2010）

Q：マスキュラックスを5%ブドウ糖注で溶解してもいいですか。  
 （院内医師） 

A：通常は注射用水で用時溶解である。5% ブドウ糖注を用いた場合は、混合後24時間までは
外観、pH、含量残存率に変化は認められないので、問題ありません。  
 （参考：マスキュラックスインタビューフォーム、MSD DI より回答）
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天陽会中央病院　工　藤　笑　未

Q：トラマールカプセルをレスキューとして使用する場合、続けて使うには
何時間あけて使用すればいいですか。  
 （院内医師）

A：2時間あけて使用するのが望ましい。ただし、投与後1時間で使用したという報告もある。 
ちなみに、投与量は1回量として1日量の1/8～1/4、1日100mg までが目安である。  
 （日本新薬株式会社学術部医薬情報課くすり相談担当より回答）

Q：すぐに使用する分ではないオキファスト注をシリンジに吸ってしまいま
した。今後も継続予定ではありますが、どれくらいまでなら使用できま
すか。  
 （院内看護師）

A：シリンジに吸った状態で5日間は外観の変化、pH の変動はなかった。 
ただし、5日間までしか試験は行っていない。
なお、衛生上および麻薬管理の観点から、すみやかにご使用下さい。  
 （塩野義製薬株式会社医薬情報センターより回答）

天陽会中央病院　新　門　小百合

Q：サムスカ錠の1日量が同じ場合、1日1回服用と1日2回分服では、薬効は
どうなりますか。  
 （院内医師）

A：2回分服時では若干薬効が低下します。外国人うっ血性心不全患者を対象とした投与回数
確認試験で、本薬30mg 1日1回、及び本薬15mg 1日2回を7日間経口投与したとき、30mg 1
回群及び15mg 2回群の試験1日目の本薬の Cmax は、306±96及び194±77ng/mL、AUC24h
は2,614±1,289及び2,205±873ng･h/mL であり、試験7日目の Cmax は283±138 及び240±
85ng/mL、AUCτは3,087±2,464及び3,001±1,375ng･h/mL であったとの記載があります。  
 （サムスカ錠15mg　医薬品医療機器情報提供ホームページより）
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天陽会中央病院　野　田　麻　未

Q：透析患者では、シナール配合顆粒の1日量はどのくらいになりますか。  
 （院内医師）

A：成分として、1日量100～150mg/日が望ましいので0.5g/日の投与が妥当だと思われます。
ビタミン C の欠乏には内服で100mg/日程度であれば高シュウ酸血症になりにくいです。  
 （透析患者に対する投薬ガイドライン）

天陽会中央病院　福　永　梨　奈

Q：オキノーム散を水に溶かしていつまで使えますか。  
 （院内看護師）

A：水に溶解後、遮光保存で14日間は問題ありませんが、実際は水の腐敗や細菌汚染の問題が
あるため、早めに使用して下さい。  
 （インタビューフォーム）

天陽会中央病院　松　本　　　舞

Q：モルヒネ注射液を持続投与している患者さんがいます。残量が少なくな
ると機械のアラームが鳴ります。麻薬ということでどのタイミングで変
更したらいいでしょうか。  
 （一般病棟看護師）

A：使用しているシリンジポンプは、テルモフュージョン小型シリンジポンプ TE-361で、ア
ラームは薬の残量がなくなる1時間前と残量0のときに鳴ります。
麻薬が多く処方される緩和病棟に確認したところ、麻薬持続注の場合、残量0のときに取
り替える方法を導入している事が分かった。同じ方法を提案した。
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天陽会中央クリニック　三　浦　岳　彦

Q：誤嚥性肺炎の予防に有効な薬はありませんか。  
 （院内医師）

A：ACE 阻害薬の投与で「不顕性誤嚥」の予防が出来ることが報告されています。

・  imidapril（タナトリル）等の ACE 阻害薬は嚥下反射を改善し、肺炎罹患率を約1/3に減
じたと報告されている。Lancet 1998; 352: 1069

・  imidapril の1/4～1/20量内服により74% の患者で不顕性誤嚥が消失し、血清サブスタン
ス P の上昇を認めた。Neurology 2005; 64: 573–4

【作用機序】
不顕性誤嚥は舌咽神経や迷走神経知覚枝におけるサブスタンス P の産生量や含有量の減少
により、それによって調節されている嚥下反射と咳反射が低下することによって発生する。
ACE 阻害薬や ARB は ACE によるサブスタンスＰの分解を阻害する作用を持ち、サブス
タンス P を増加させることにより不顕性誤嚥を改善する。

【不顕性誤嚥】
少量の口腔・咽頭内容物あるいは胃液を気道に吸引して起こる誤嚥。多くは睡眠中に気づ
かずに起こる。

【誤嚥】（通常の誤嚥）
意識レベルの低下や嚥下障害に伴って食事摂取と関連して起こる急速かつ大量の胃内容物
の誤嚥。

サブスタンス P･･･ サブスタンス P は11個のアミノ酸で構成されている神経ペプチド。刺
激に応じて一次知覚神経から遊離され、脊髄後角で二次神経に痛み情報を伝達する痛覚情
報伝達物質。

天陽会中央クリニック　田　嶋　友　子

Q：ミリステープ1/4枚の指示がでましたが、切っても大丈夫ですか。  
 （院内看護師）

A：成分が均等になっているので大丈夫です。 
開封後アルミ袋から出すと含量低下がみられますが、残りはアルミ袋に入れて折り曲げて
おけば5日間は90% 以上の含量があります。  
 （日本化薬株式会社より回答）
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Q：ビームゲンを2日間室温に放置していたが、使用可能ですか。  
 （院内看護師）

A：使用不可能です。 
添付文書には貯法として遮光して10℃以下に凍結を避けて保存とあります。不活化ワクチ
ンは10℃以下に保存というのは国の決まりで法律化されているので、2日間でどれだけ品
質が劣化しているのか想像ができません。  
 （化学及血清療法研究所より回答）

Q：痙攣時　生理食塩液100mL ＋アレビアチン注250mg1A　点滴静注指示。
このような使い方はありますか。  
 （院内看護師）

A：ありません。 
アレビアチン注の pH は約12。pH11以下になると析出します。点滴静注しているうちに混
濁してくると思われます。  
通常は4倍希釈まで可能なので生理食塩液15mL とアレビアチン注1A を混合し、合計20mL
とし、1分間に1mL を超えない速度での静脈内注射が推奨されます。  
 （大日本住友製薬株式会社より回答）

Q：ユーパッチの効果持続はどのくらいですか。  
 （院内看護師）

A：剝がした後、1時間くらいです。 
 （祐徳薬品工業株式会社より回答）

Q：ブドウ糖10g は何単位ですか。  
 （患者）

A：食品交替表の1単位が80kcal なので、10g は40kcal なので、0.5単位です。 
 （栄養士より回答）
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Q：アリナミン F 注はそのまま静注していいですか。  
 （院内看護師）

A：1日量をできるだけ緩徐（3分以上かけて）に静脈内に注射してください。 
静脈内注射により、血管痛をおこすことがあるので、注射速度をできるだけ遅くしてくだ
さい。  
ビタミン B1誘導体であるアリナミン F 注は酸性領域では安定であるが、強アルカリ性で
は不安定です。また、システインやグルタチオンのようなSH化合物によりB1誘導体によっ
てはその程度に相違はあるが還元されることも知られています。  
ビタミン B1誘導体は総合アミノ酸輸液と配合した場合、程度の違いはあるが、いずれの誘
導体も速やかにチアミンに変化するので配合には十分注意が必要です。  
 （参考：表解注射薬の配合変化　じほう）

天陽会中央クリニック　岩　川　絵理子

Q：カルナクリンの服用開始後、血圧が大きく低下した患者がいます。併用
薬との相互作用でしょうか。  
 （院内看護師）

A：併用薬にイミダプリル（ACE 阻害剤）があることが判明。イミダプリルのキニン分解抑
制作用と、カルナクリン（カリジノゲナーゼ製剤）のキニン産生作用により、血管平滑筋
の弛緩が増強したため血圧が低下したと考えられます。  
 （添付文書より）
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天陽会桜島病院　福　田　朋　美

Q：肝性脳症の患者さんでヘパン ED 1P 1×眠前に投与されている患者さ
んがいます。食事は3食残さず食べているが、継続の必要がありますか。  
 （院内看護師）

A：肝不全の患者さんは早朝に絶食様の代謝パターンに陥りやすく、この状態を回避するため
に必要である。  
肝不全ではエネルギー代謝の亢進がみられる。とくに急性肝不全などで多臓器機能不全を
伴う場合には、安静時エネルギー消費量の1.5倍くらいのエネルギー量が必要とされる。各
臓器における細胞内エネルギー代謝の効率は著しく低下し、利用されるエネルギー基質も
大きく偏倚して糖質よりも内因性脂質の利用率が増大するようになる。このような栄養代
謝パターンは絶食時のそれに類似する。慢性肝不全（肝硬変）ではこれら栄養代謝の異常
が長期間にわたって持続するため、早朝の絶食状態、耐糖能異常（顕性糖尿病を含む）、
低蛋白（アルブミン）血症、負の窒素出納、蛋白不耐症、多価不飽和脂肪酸の欠乏、脂溶
性ビタミン（A、D、E、K）や微量元素（亜鉛、セレン）の欠乏など多彩な変化が生じる
ことになる。  
空腹時のエネルギー供給系として重要なのは、肝臓に貯蔵されたグリコーゲンの利用であ
るが、肝硬変ではグリコーゲン合成系の異常によりその貯蔵量は著減する。グリコーゲン
分解による糖新生が円滑にできない条件下では、筋蛋白を分解して得たアミノ酸からの糖
新生が必要となり（血糖の維持のため）、その結果として骨格筋量が減少し窒素出納は負
に傾く。  
これを防止するには、肝硬変に対して、夕食から約10時間が経過した起床時の強い絶食状
態（健常人の2～3日間の絶食に相当）を防ぐ（軽減する）ために、早目の夕食を摂取した
数時間後に、消化のよい、非刺激的な就寝前（夜）食（4回目の食事：栄養学的にバラン
スのよいもの）を摂取することが考えられる。これによって朝起床時の絶食状態を回避で
きるのではないかという仮説から生れた試みである。  
頻回食の目的はエネルギー補充食ではなく、欠乏する分岐鎖アミノ酸など三大栄養素をバ
ランスよく給与することである。早朝にエネルギー欠乏に陥るのではなく、強い絶食様の
代謝パターンが生体にとって代謝ストレスとなることを回避するためである。  
また、忘れがちなのはよい朝食を早朝に摂取することであり、それによって直ちに呼吸商
は増加して絶食状態が回避される。また内視鏡検査のために1～2食の禁食を必要とするよ
うな場合にも窒素・エネルギー源を含む栄養補給を行うことが必要となるのは言うまでも
ない。

（参考：  肝不全の栄養治療　富山医科薬科大学 第3内科 渡辺　明治  
社団法人　日本肝臓学会　雑誌「肝臓」42巻12号、641–650（2001））
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Q：ポリオの不活化ワクチンについてですが、1回生ワクチンを接種しまし
た。生ワクチンの2回目の接種券しかありません。どうすればいいです
か。  
 （患者家族）

A：経口生ワクチンを1回接種した子は不活化ポリオワクチンを接種スケジュールにしたがっ
て、3回接種する。（生ワクチン接種後27日以上あけて、不活化ワクチンを初回接種として
2回、追加接種として1回、合計3回接種する。なお、当分の間、初回接種は8週以上間隔を
あけて接種することが可能である。）  
 （参考：イモバックスポリオ適正接種のための Q & A（サノフィパスツール）） 
接種券については保健所に問い合わせが必要である。鹿児島市は、不活化ポリオワクチン
の接種券希望の旨を伝えれば、接種券を郵送してもらえる。  
 （鹿児島市保健所より回答）

天陽会桜島病院　梅　野　　　遥

Q：低アルブミン血症の患者にアルブミナー25% を投与後、ラシックスを
投与するのはなぜですか。  
 （看護師）

A：アルブミンは正常人血漿蛋白の約60% を占める最も多い蛋白で、血漿膠質浸透圧の維持に
寄与している。アルブミナー25%（50mL）は、人血漿アルブミン濃度を4mg/mL とする
と約6倍に濃縮されており、投与することによって血中の膠質浸透圧を高めて組織中の体
液を血管中に移行させる。その結果、循環血漿量を正常化する。  
血中アルブミン値が低いと、浸透圧を保つために血管内の水分は血管外へ移行する。そこ
にアルブミナーを投与すると、血管外に移行していた水分は血管内に引き戻される。さら
に利尿作用のあるラシックスを投与することによって、腎尿細管での再吸収が抑えられ、
膠質浸透圧が上昇し、効率的に浮腫・胸水・腹水等の減少がみられる。  
 （参考：アルブミナー添付文書）
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霧島市立医師会医療センター　薬剤部

Q：フラジール錠は簡易懸濁可能ですか。  
 （院内看護師）

A：簡易懸濁条件下（55℃の温湯で10分間放置）では崩壊しないため簡易懸濁法不適となりま
す。したがって、粉砕法での対応となりますが、苦味の問題がありますので経口投与の場
合には単シロップ等の併用をおすすめします。
 （簡易懸濁法研究会 HP　簡易懸濁可否共有システムより回答）

Q：ラシックス経口投与の場合、1日1回と1日2回ではどちらがいいのか。 
 （院内医師）

A：メーカー DI より
経口：海外の報告で40mg　2× MT が Na、Cl、H2O の排泄が有意に大きかったとのこと。
注射：報告なし
ただし、内服薬の添付文書上の用法は1日1回です。
 （メーカー DI より回答）

Q：ピレスパ錠は皮膚障害のリスクはありますか。  
 （院内医師）

A：臨床試験で光線過敏症が51.7% と高い頻度で現れているため、2008年に厚生労働省医薬食
品局審査管理課から各都道府県や関連学会、日本医師会、日本薬剤師会などに外出時に光
曝露に対する防護策を講じるなどの使用上の注意を守り、適正使用を徹底するよう通知さ
れています。
服用患者さんには外出時は日傘や帽子、長袖の衣服などでしっかりガードし、肌の露出を
できるだけ避けることや日焼け止め効果の高いサンスクリーン（SPF50+、PA+++）の使
用をすすめるなどの指導が必要です。

〈警告抜粋〉
1. 本剤の使用にあたっては，光遺伝毒性試験において染色体構造異常を示し，光曝露に伴
う皮膚の発がんの可能性があることを患者に十分に説明し，理解したことを確認した上で
投与を開始すること。
 （メーカー DI より回答）
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Q：ラボナ錠による過鎮静に対してのアネキセートの有効性は。  
 （院内医師）

A：ラボナ錠（ペンドバルビタール）はバルビツール系のため、アネキセート（ベンゾジアゼ
ピン系拮抗薬）は無効です。解毒は胃洗浄・吸着剤投与・強制利尿等で、対処療法が主と
なります。
 （薬・毒物中毒救急マニュアルより回答）

Q：シプロキサン注はどのようにして使用するのですか。  
 （院内医師）

A：海外では原液での投与でしたが、日本国内で承認される際に血管痛を訴える患者が多かっ
たため、当初は原液を生食100mL で希釈して投与するように添付文書記載がありました。
しかしながら最近、海外と同様に原液での投与もできるように添付文書記載が変更になっ
ています。したがって、原液でも投与は可能ですが、患者によっては血管痛等のリスクが
ありますので生食100mL で希釈した後に30分以上かけて投与してください。なお、ブドウ
糖液や補液でも希釈できます。
 （添付文書より回答）

Q：ラジカットの腎への影響は濃度依存的か。また、1袋を1日2回分割可能
か。  
 （院内医師）

A：濃度依存のデータはありません。また、1袋を1日2回分割投与と1日1回30分投与との間で
の効果についても比較試験や報告はありません。分割投与による汚染等を勘案すると、1
日1回1袋の投与が推奨されます。
 （メーカー DI より回答）

Q：フェマーラ錠を嚥下困難な患者さんに投与できないか。  
 （院内医師）

A：簡易懸濁法条件下（55℃の温湯で10分間放置）で崩壊するため、簡易懸濁法での投与は可
能です。嚥下困難患者においても適応できます。ただし、暴露に注意が必要で、懸濁容器
等についてはディスポーザブルにする必要があります。
 （簡易懸濁法研究会 HP　簡易懸濁可否共有システムより回答）
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Q：メロペン点滴静注用バイアルの生食への溶解後の安定性は。21時間後
に使用可能か。  
 （院内看護師）

A：5℃保存では24時間安定、室温保存では6時間まで安定であるため、冷所（5℃）で保管す
るのであれば21時間後の使用は可能です。但し、衛生的な操作が前提であり、溶解後は速
やかに使用することが望まれます。
 （メーカー DI より回答）

Q：サンドスタチン LAR を懸濁したあとに10分置いておいたら硬くなって
投与できなくなった。  
 （院内看護師）

A：サンドスタチン LAR は徐放性懸濁液として投与するため、用時調製し、懸濁後は直ちに
使用することが望ましい。10分間放置していた間におそらく懸濁液の粒子が沈降してし
まったため、硬くなったと考えられる。この場合には泡立てない程度に揺り動かして粒子
をよく再懸濁させると投与できる。
 （メーカー DI より回答）

Q：ネオーラル服用中にレモン水を摂取しても大丈夫ですか（鮭のムニエル
にふりかけてあるとのこと）。  
 （院内看護師）

A：ネオーラル（シクロスポリン）は CYP3A4で代謝されるため、CYP3A4を阻害する食物（グ
レープフルーツなど）はシクロスポリンの血中濃度上昇が問題となる。レモンの場合、皮
の中に CYP3A4を阻害するフラノクマリン類を含んでいるため、皮が入っている恐れのあ
る飲料（レモンスカッシュなどの丸絞り飲料　等）は問題となるが、食事にふりかけてあ
る程度なら問題ないと考えられる。
 （参考：九州薬学会会報60　p9–18、2006）
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Q：ノボリン30R フレックスペンを部屋に放置していた、使用可能か。  
 （外来患者）

A：未開封品に限り、以下のように回答した。 
◎ヒトインスリン製剤（ノボリン R、レベミル）は30℃以下で6週間まで安定。  
◎インスリンアナログ製剤は30℃以下で4週間安定。  
◎ヒトインスリンバイアルタイプは25℃以下で6週間安定。  
 （メーカー DI より回答）

Q：アレジオン錠で女性化乳房になった患者に対して薬剤を変えたい。ザイ
ザル錠は可能か。  
 （院内医師）

A：アレジオンにはプロラクチンの関与が疑われる女性化乳房の副作用報告がありますが、ザ
イザル錠には現在のところ女性化乳房の副作用報告ないため、使用は可能と考える。
 （メーカー DI より回答）

Q：アダラート L とアダラートカプセルの作用時間は同じか。  
 （院内医師）

A：アダラート L は徐放性構造であるため、作用時間は徐放性のないアダラートカプセルとは
異なる。
◎アダラート L：Tmax が2～3時間で持続性がある（徐放化製剤）
◎アダラートカプセル：Tmax が1時間で作用は一過性（軟カプセル剤）
 （添付文書より回答）

Q：ペンタジン注を使用してからオキノーム散を頓用する場合、どのくらい
空けるといいですか。  
 （院内看護師）

A：ペンタジン注は3～4時間効果持続するため4時間以上空けることが望ましい。
なお、4時間以内に痛みが発現してもオキノーム散の服用は可能である。ただし、相互に
拮抗するため、オキノーム散の効果が弱い可能性もあるため、ベース用量設定の際には留
意するようお願いした。
 （メーカー DI より回答）
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Q：ケイキサレートは牛乳で溶いても問題ないですか。  
 （院内看護師）

A：ケイキサレート（ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）はイオン交換樹脂の一種で K を吸
着すると同時に Na を放出する薬剤であるが、牛乳中の Ca を K の代わりに吸着してしま
うことで、K を吸着することができなくなり、結果的に薬効が低下します。
 （メーカー DI より回答）

Q：「げっぷ」に効く薬は。  
 （院内医師）

A：げっぷは、「あい気」とも表現され、胃の中にたまった空気・ガスが口から排出される現
象で、原因は複数報告されています。胃の運動機能障害が要因と判断されれば、ナウゼリ
ン錠やセレキノン錠、半夏瀉心湯、六君子湯などが有効と考えます。
 （添付文書より回答）

Q：メリスロン錠6mg を6錠とアデホス顆粒3包を処方中ですが、唾液が出
すぎるとの訴えがありました。分泌を促進する可能性がありますか。  
 （院内医師）

A：継続服用中の外来患者さんからのお話で、他に服用薬はなし。毒性試験の動物実験でメリ
スロン錠に唾液分泌の報告あります。ヒトでのデータはありませんが、可能性は否定でき
ません。
 （添付文書より回答）

Q：ドルミカム注射液とプロポフォール注の併用は可能ですか。  
 （院内医師）

A：併用により呼吸抑制を助長するため併用注意ではありますが、使用は可能です。ただし、
呼吸状況には特に注意が必要です。また、ドルミカム注射液は pH が2.8～3.8であり、プロ
ポフォール注は pH が6.0～8.5であるため、別ルートからの投与をお願いします。
 （添付文書より回答）
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Q：ネキシウムは脱カプセルできますか。  
 （院内医師）

A：ネキシウムの脱カプセルは可能です。ただし、カプセル内の顆粒（マイクロカプセル）を
粉砕すると有効成分であるエソメプラゾールが胃酸の影響を受けて分解し、結果的に薬効
低下につながるため注意が必要です。
 （簡易懸濁法研究会 HP　簡易懸濁可否共有システムより回答）

Q：Ccr40の患者にバンコマイシンが使用しづらいため、キュビシンは使用
可能か。  
 （院内医師）

A：キュビシンは腎障害患者に禁忌ではないため使用可能。用量検討については透析患者に対
する用量設定を参考に0.75V/100mL　30分を2日に1回で提案する。
 （メーカー DI より回答）

Q：ペンタジン注で嘔吐出現。解毒法はないか。  
 （院内医師）

A：ペンタジン注に対しての即効性のある拮抗薬はありません。プリンペラン注の使用といっ
た制吐剤等による対処療法が必要です。
 （薬・毒物中毒救急マニュアルより回答）

Q：まむし咬傷に対し、セファランチンをどのように使用するのか。  
 （院内医師）

A：セファランチン注の pH は約2と大変低いため、原液のままでは血管障害等のリスクがあり
ます。したがって、ルート確保しソルラクトなどの比較的酸性側の補液に溶解し使用する
ことが望まれています。マムシ咬傷に対する用法・用量として、1回10mg（1A）を7日程
度点滴静注することが報告されています。
 （メーカー DI より回答）
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Q：メプチンエアーは飛行機への持ち込みは大丈夫か（気圧の変化で）。  
 （院内　医師）

A：物理的には問題なし。ちなみに、日本国内は機内持ち込み可能ですが、海外では国によっ
て対応が異なる場合がありますので、事前に航空会社へ問い合わせが必要です。
 （メーカー DI より回答）

Q：セレコックス400mg/day の患者に疼痛時の追加処方は何がいいか。  
 （院内医師）

A：NSAIDs の併用により副作用が顕著に現れ、腎機能の低下と血清 K 値の上昇が懸念される
ため避けることが望まれます。よって、同系統を避けてカロナールの頓用はいかがでしょ
うか。ただし、カロナールにも腎機能悪化の副作用報告がありますので注意が必要です。
 （添付文書より回答）

Q：プロポフォールが血管外にもれた、対応は。  
 （院内看護師）

A：プロポフォールが血管外に漏出すると細胞間質圧が上昇し、静脈・動脈閉塞が発生し、漏
出量によっては虚血等により皮膚及び皮下組織壊死を起こす。したがって、以下の手順に
沿った対応を提案します。

〈壊死性薬剤の血管外漏出に対する対応（院内マニュアルより抜粋）〉
下記の症状が見られた場合は、速やかに注入を止め、医師との確認の基に以下の処置を行
なう。
〈観察項目〉
自覚症状：  穿刺部位付近の不快感、掻痒感、灼熱感、圧迫感、疼痛  

（自覚症状を示さない場合もある→滴下速度の低下やストップを注意して
観察）

皮膚所見：穿刺部位付近の発赤、腫脹、水泡、びらん、硬結、壊死、潰瘍
①直ちに抗がん剤の注入を中止する。
②患肢を挙上する。
③活栓部分から抗がん剤のルートを除去する。（この際にフラッシュはしてはならない）
④ 活栓部分にシリンジを接続しルート内に残っている薬剤を除去する目的で5mL の血液・

体液を吸引する。さらに漏出部周囲の膨隆部位に26G 針を刺入して、薬剤を体液ごと直
接吸引する。

⑤ルートを抜去する。（この際にフラッシュはしてはならない）
⑥ サクシゾン100mg を添付溶解液で溶解し、そのまま漏出部位よりやや大きめの周囲に、

周囲に堤防をつくるように外側から内側に向けてまんべんなく皮下注射を行う。
 （血管外漏出に注意が必要な薬剤とその対策リスト（院内マニュアル）より回答）
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Q：ノルフロキサシン、ボルタレン、ロキソプロフェンは授乳婦に投与は可
能か。  
 （院内看護師）

A：授乳婦に対していずれも原則中止指示が必要と記載されているが、以下の引用物からは総
合評価で安全となっている。したがって、有益性が上回る場合は使用できる。
ちなみに、インタビューフォームよりノルフロキサシンの乳汁への移行性：授乳中の婦人
に200mg を経口投与した結果、投与後1～6時間の乳汁中濃度は測定限界以下である。ジク
ロフェナクではメーカーDIによるとボルタレン50mgを8時間ごとに経口投与（150mg/日）
した1例で、母乳中に100ng/mL が認められたとの報告があります。一方、6例に100mg/
日を1週間連続経口投与し、母乳中にジクロフェナクは検出されなかったとの報告もあり
ます。これらのことからジクロフェナックは通常用量では移行しにくく、高用量でわずか
に移行すると考えられる。ロキソプロフェンは添付文書では授乳中の婦人に投与すること
を避け、やむをえず投与する場合には授乳を中止させること。［動物実験（ラット）で乳
汁中への移行が報告されている。］となっています。
 （「妊婦と授乳」（南山堂）より回答）

Q：ランサップで頭痛は起こりますか。  
 （院内医師）

A：承認審査の段階で「頭痛」の報告はクラリス単独で0.1% 未満、タケプロン単独で0.1～5%
の報告有り。ランサップ全体としては1% 未満ではあるが、可能性は十分にあります。
 （メーカー DI より回答）

Q：アルコールとデパケンの相互作用は。  
 （院内医師）

A：アルコールで肝代謝酵素が誘導される。デパケンの代謝は主にβ酸化で代謝されますが、
グルクロン酸抱合、CYP の影響も若干受けるため、アルコールによる肝代謝酵素の誘導に
よりバルプロ酸 Na の肝代謝酵素による代謝が促進され効果が低下する。したがって、結
果的にてんかん発作のリスクが高まる。
 （メーカー DI より回答）
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阿久根市民病院　石　田　和　久

Q：ワーファリン継続服用中の患者に対し、経腸栄養剤（ラコール NF また
はエンシュア・リキッド）を処方したいが、いずれもビタミン K を含
有している。1日2,000kcal にしたいが影響はないか。  
 （院内医師）

A：緩徐に進行する脳血栓症がある83歳の患者にワーファリン1mg が3錠継続処方されていた
が、最近、経口的な食事摂取が困難になってきたため、在宅での経管栄養補給に移行され
たとのことであった。そこで経腸栄養剤の処方が予定されたが、ビタミン K を含有してお
り、ワーファリンの効果減弱が懸念された。2,000kcal 相当では、ラコール NF にはビタミ
ン K が125µg、エンシュア・リキッドには、140µg 含有している。参考）によると、ビタ
ミン K の含有量が100µg/day 以上250µg/day 未満であれば分類 b として、TT 値あるいは
PT-INR 値を確認しながら慎重使用とし、250µg/day 以上であれば分類 c として、ワーファ
リン服用患者には投与を避けるとしている。なお、他の食材による栄養補給もある場合、
約60g のほうれん草（2～３把）、あるいは、約150g のブロッコリー（小房にして8～9個）
に約250µg のビタミン K を含有するなど、報告により数値は異なるもののワーファリンの
作用に少なからず影響があると考えられた。2,000kcal であれば、定期的な血液検査のもと
処方されれば問題ないことを説明し、今後の症状の推移の中で、他の栄養源も追加するこ
とがあれば、上記の内容も参考にされるよう情報提供した。  
 （参考： 斉木　明子ほか：医薬ジャーナル　39巻7号　2072–2079頁（2003））

阿久根市民病院　岩　崎　公　美

Q：乾燥濃縮人血液凝固第 XIII 因子製剤であるフィブロガミン P 静注用を
投与したいが、分割投与してもよいか教えてほしい。  
 （院内医師）

A：メーカーに確認したところ、添付文書上では1日量を1回投与となっており、分割投与では
薬効が少なく、薬剤の半減期も6.9～13.2日（平均10.1日）で短いわけでもない。また、1回
で一気に第 XIII 因子の量を上げた方が良いとのこと。投与方法としては1日1回投与は変
わりないが、静脈注射の場合は1日量を3分以上かけてゆっくり静注する。点滴静注の場合
は生理食塩液のみ配合が可能なので生理食塩液100mL 等に溶解し、1時間かけて投与する。
その旨、医師に報告し1日量を3分以上かけてゆっくり静注してもらった。  
 （参考 : CSL ベーリング株式会社　くすり相談窓口より回答）
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Q：入院患者の他施設からの処方薬についての医薬品識別報告書を作成する
にあたって、アルツハイマー型治療薬であるレミニール OD 錠8mg を1
回1錠1日2回服用しているが当院での代替薬はどのようにしたらよい
か。  
 （薬剤師）

A：メーカーに確認したところ、レミニール OD 錠の半減期が8.9～9.4時間のため体内から消
失するのに2日程かかる。そのため、レミニール OD 錠服用終了後2日間あけてドネペジル
塩酸塩 OD 錠3mg から服用を開始し、添付文書通り1～2週間後に5mg に増量するようと
の回答であった。その旨を医薬品識別報告書に記載し、情報提供を行った。  
 （参考：大日本住友製薬株式会社 くすり情報センター）

阿久根市民病院　鳴　海　由希子

Q：肝血流量測定目的のインドシアニングリーン試験予定患者が朝食を摂取
してしまった。本日施行可能か。  
 （院内医師）

A：肝疾患の診断、予後治癒の判定のために行う ICG 検査は、食事の影響を受けるため早朝空
腹時に行うことが望ましい。食事により肝血流量が増加し、また食後血清は混濁している
ことがあるので食後に検査を行う時は、食後2時間以上経ってから実施するように勧めら
れる。  
朝食後2時間以上経ってから、実施されるように回答した。  

（参考：  1）第一三共株式会社　製剤情報センター（tel 0120-189-132）  
2）川崎寛中、綜合臨牀、34: 2023–2037, 1985）
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阿久根市民病院　中　山　佳　苗

Q：患者さんの舌が真っ黒になっているのですが、薬の影響でしょうか。（患
者さんの定期服用薬にメネシットと酸化マグネシウムがあり、簡易懸濁
で服用）  
 （院内看護師）

A：メネシットなどの L-ドパ、メチルドパ含有製剤と酸化マグネシウムを懸濁すると着色の原
因となる。  
これは酸化マグネシウムにより L-ドパ、メチルドパがアルカリ化されて分解されることに
よるものとされている。よって着色だけでなく、L-ドパ、メチルドパの含有量低下も懸念
されるため、配合・懸濁を避けて別途に投与することが望ましい。

（参考：  加勢泰子ほか：内容簡易懸時における L-ドパやメチルドパ含有製剤と酸化マグネ
シウムとの配合変化､ 日本薬学会第125回（東京）（Ｈ17.3.29～31））

 （ゼリア新薬お薬相談室より回答）

阿久根市民病院　薗　田　晃　弘

Q：NSAIDs 過敏喘息患者に使用できる鎮痛剤を教えて頂きたい。  
 （院内医師）

A：NSAIDs 過敏喘息は COX1阻害効果の強い NSAIDs ほど、過敏症がおきやすく、かつ重篤
である。コキシブ系 COX2選択的阻害薬を常用量の数倍投与しても、NSAIDs 過敏喘息の
肺機能はまったく悪化しない。これにより NSAIDs 過敏喘息は、現在 COX1阻害薬過敏喘
息と考えられている。NSAIDs 過敏喘息が確実に否定できないケースに、NSAIDs を投与
してはいけない。また坐薬、注射薬、内服薬だけでなく、NSAIDs を含んだ貼付薬や塗布
薬も、もちろん禁忌である。よって、以下に示す NSAIDs 過敏喘息における禁忌薬と使用
可能薬の表を参考にし、アセトアミノフェン1回300mg 以下の投与やペンタゾシン注の投
与を医師に提案した。
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表　NSAIDs 過敏喘息における禁忌薬と使用可能薬

1. 危険（絶対禁忌）
（ア）酸性 NSAIDs 全般（内服薬、坐剤、注射薬、その他 NSAIDs を含んだ塗布薬、点眼薬）
（イ）コハク酸エステル型ステロイドの急速静注（ただし点滴は比較的安全）

2. やや危険
（ア）アセトアミノフェン1回 500mg 以上

3. ほぼ安全
（ア）PL 顆粒
（イ）アセトアミノフェン1回 300mg 以下
（ウ）塩基性消炎薬

4. 安全
（ア）特異的 COX2 阻害剤（セレコキシブ）
（イ）モルヒネ、ペンタゾシン

（参考：  谷口正実ほか：アスピリン喘息：最新の臨床とトピック、日本胸部臨床66, 225–233
（2007））

Q：褥瘡の患者に対してプロマックを投与したい。投与に関する基準はあり
ますか。  
 （院内医師）

A：血清亜鉛の検査を行う。血清亜鉛が基準値よりも低い値なら、投与することが推奨される。
ただし、投与に関して注意する点がある。血清亜鉛値が上昇することで、鉄や銅などが欠
乏する可能性があるので、定期的に検査することが必要である。また、保険適応外である。 
患者の血清亜鉛を測定すると38µg/dL（正常値65～110µg/dL）と低値であったため、プロ
マックを投与することとなった。医師には鉄や銅の欠乏に注意するように伝えた。  
 （参考：ゼリア新薬お薬相談室（（03）3661-0277））

Q：炭酸水素ナトリウム水を黄疸の痒みに使用したいが、濃度はどのぐらい
にすればよいですか。  
 （院内医師）

A：黄疸があらわれるような状態になると血中の胆汁酸が皮膚の末梢神経を刺激し、痒みを生
じる。黄疸による痒みを改善するための1つの方法として、院内製剤である炭酸水素ナト
リウム水が用いられる。炭酸水素ナトリウム水の濃度は、病院薬局製剤第6版を参考にし、
医師と話し合った結果、2% にすることになった。炭酸水素ナトリウム水の使用により痒
みは改善した。  
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Q：カルシウム拮抗薬で蛋白尿を減少させるような薬剤はありませんか。  
 （院内医師）

A：交感神経抑制作用を併せ持つ Ca 拮抗薬であるシルニジピン（商品名 : アテレック錠）は、
腎に対し、他の Ca 拮抗薬と同様の輸入細動脈拡張作用に加え、交感神経系の抑制を介し
て輸出細動脈をも拡張し、効率的に糸球体内圧を低下させることで蛋白尿を減少させると
の報告がある1）。 
また、シルニジピンの蛋白尿減少に関するアムロピジンとの比較試験が報告されている2）。
この試験ではアムロジピン群とシルニジピン群で収縮期と拡張期の血圧を同じぐらいにな
るように設定されており（下図左）、その条件下でシルニジピン群がアムロジピン群と比
較して統計的に有意に蛋白尿を減少させることが示されている（下図右）。以上の内容を
医師に報告した。

（参考：  1）  日経メディカルオンライン  
（http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/gakkai/jsh2011/201110/522112.html）

　　　 2）医薬品インタビューフォーム（アテレック錠））
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阿久根市民病院　宝　来　麻　衣

Q：透析患者へのトラムセット服用時（頓服での服用）は何時間くらい空け
れば次を服用できるのか教えて頂きたい。  
 （当院臨床工学士）

A：トラムセットはトラマドールを含有するため、重症の腎機能障害者（CLcr10mL/min 未満）
への投与は推奨されない。中等度の腎機能障害者（CLcr10～30mL/min）には投与間隔を
12時間に延長すること。  
血液透析または血液ろ過によるトラマドールの除去は非常に遅いため、透析後鎮痛効果を
維持するための投与は通常必要ではない。  
また、本剤は頓服での服用方法は適応外となっているとの回答を受けた。  
上記を情報提供し、他の鎮痛薬への変更などを提案した。
 （参考：トラムセット配合錠　医薬品インタビューフォーム）

薬事情報センター　恵　谷　誠　司

Q：処方せん料が減額された。どうして薬局は処方せん通りに請求しないの
か。  
 （医療機関）

Ａ：医科点数表では、処方薬の数により処方せん料が変わってきます。また、院内処方の場合、
薬剤数が7種類以上の場合は、薬剤料の計算の仕方も変わってきます（処方せんに対する
診療報酬を参照）。  
そのため、処方時に205円ルールなどを踏まえ、処方薬の組合せを工夫され処方せんを書
かれているようなケースがあります。  
一方、薬局からの保険請求の際には、全ての薬剤を明記し、「剤」（服用方法ごと）にまと
めて請求書を作成します。  
突合審査などで、医療機関の205円ルールの適用方法が誤っていることが判明し、処方せ
ん料が減額される事例があります。  
以下に、想定事例を示して説明します。

〈処方せんに対する診療報酬〉
　処方せんに記載された薬剤数による処方せん料を表1に示します。処方せん料を算定する際
の薬剤数の数え方のルールは、次の通りです。
1. 内服薬のみが対象
2. 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類として計算 
3. 散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算 
4. 散剤、顆粒剤及び液剤を混合して調剤した場合は、1種類として計算 
5. 所定単位当たりの薬価が20点（205円）以下の場合には、1種類とする（205円ルール）。服

用時点と服用回数が同じ薬剤の薬価合計が20点以下（205円以下）の場合は1種類と数える
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が、a）配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合、b）固形剤と内用液剤の
場合、c）内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合は、服用時点と服用回
数が同じでもルール対象外となる。

6. 臨時の投薬で2週間以内のものは薬剤数に含めなくてよい

表1.　処方に対する診療報酬

  処方料又は処方せん料 薬剤料内服6種類以下 内服7種類以上

院内処方 42点 29点

1処方につき、7種類以上の内服薬の投与を
行った場合は所定点数の90/100を算定
※所定点数とは、1処方のうちの全ての内
服薬の薬剤料をいう

院外処方 68点 40点 ―

〈処方せん料が減じられた事例〉
＊医師の処方（医療機関からの請求）

医師の処方 点数　×　日数

I
A 錠　1錠 1日1回　朝食後 10点　×　28日B 錠　1錠
C 錠　2錠 1日2回　朝夕食後

II
D 錠　2錠

1日2回　朝夕食後 40点　×　28日E 錠　2錠
F 錠　2錠

III G 錠　1錠 1日1回　夕食後 30点　×　28日H 錠　1錠

医療機関は I ～ III の区分に分けて保険請求。I の区分については所定単位あたりの薬剤料の
点数が20点以下（205円ルール）となるため1種類とカウント。II ならびに III に関しては所定
単位あたりの薬剤料が20点を超えているため、それぞれ3種類とカウント。I ～ III の薬剤数の
合計を6種類として、内服6種類以下の院外処方せん料68点を計上。

＊薬局の請求
薬局では、「剤」（服用時点ごと）にまとめて請求するため、医療機関が I に含めていた C 錠
については、薬局からの請求は、D 錠、E 錠、F 錠とまとめ次のように請求書を作成します。

処方月日 調剤月日 処方 単位薬剤料（点） 調剤数量

X 月 X 日 X 月 X 日 A 錠　1錠
B 錠　1錠 1日1回　朝食後 3点 28日

X 月 X 日 X 月 X 日
C 錠　2錠
D 錠　2錠
E 錠　2錠
F 錠　2錠

1日2回　朝夕食後 48点 28日

X 月 X 日 X 月 X 日 G 錠　1錠
H 錠　1錠 1日1回　夕食後 30点 28日
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保険請求については、薬局の請求が正しく、1日2回朝夕服用の C 錠について、205円ルールの
適用を図り1日1回朝服用の A 錠と B 錠に合わせて請求を上げた医療機関側の算定の誤りとな
ります。
平成24年度から社会保険支払基金において医科と調剤のレセプトの突合審査が開始されまし
た。今回紹介したような事例に対する医療機関側からのお問い合わせがしばしば寄せられま
す。保険請求ルールの再確認をお忘れなく。

医療機関の薬剤部では、保険請求に係わる機会は少ないと思いますが、診療報酬の算定の内、
薬剤師業務に関わる部分の算定要件などについて一度確認されてみることをお勧めします。

Q：国体選手からドーピングに関する相談が寄せられた。どのように対応す
れば良いのか。  
 （薬局・病院）

A：国体においても、2003年、静岡県の「NEW わかふじ国民体育大会」からドーピング検査
が実施されるようになり、国体に参加される競技者からの相談が薬局や医療機関に寄せら
れるケースが増えています。  
鹿児島県では、鹿児島県体育協会と鹿児島県薬剤師会とが協力して、国体参加競技団体に
一括して選手が使用している医薬品ならびに健康食品について調査を行い、使用の可否を
回答するシステムを構築しています。しかし、協議会直前に医薬品を使用することになっ
た選手などから、薬局や医療機関に直接問い合わせがあることも時々あるようです。  
ドーピングに関する判断は、世界ドーピング防止機構（WADA）が策定した禁止表（禁
止薬物と禁止方法を記載した資料）に基づき判断します。毎年10月頃に次年度の禁止表が
WADA から発表され、翌年の1月1日からそれが適応されます。  
日本では、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が WADA 禁止表に基づき日本語版の
禁止表を作成し公表しています（JADA の禁止表と WADA の禁止表との内容が合致して
いない場合は WADA の禁止表が優先されます）。  
しかし、実際には禁止表に記載された物質名から即座に判断することは難しいため、日本
薬剤師会が毎年発行する「薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック」（ガイドブック）
を合わせて参考にすることになります。ガイドブックには、禁止表に照らし合わせ使用可
能な一般用医薬品ならびに医療用医薬品の事例が掲載されています。なお、ガイドブック
の発行は、禁止表の発効（1月1日）から半年ほど遅れます。また、全ての医薬品について
使用の可否が掲載されているわけでないので、そのような場合は、JADA および WADA
の最新の禁止表を参考に判断をしなくてはなりません。  
漢方薬などの生薬成分を含むものや、健康商品などの場合、含まれる全ての成分や商品の
品質が判断できないようなケースも多くあります。そのような場合は、使用の可否は判断
できませんので、「個人責任での使用」となる旨を回答（詳細はガイドブックを参照して
下さい）、あるいは JADA が認定した商品への切り替えを推奨することになります。  
図1にガイドブックを利用した基本的な相談対応のフローチャートを示しますので、実際
に質問を受けた場合の対応の参考にして下さい。  
JADA では、公認スポーツファーマシストの養成を行なっています。興味のある方は、参
考に記載したスポーツファーマシストのサイトを参照して下さい。
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選手・コーチ等からの使用可否の問い合わせ

ガイドブック「索引（使用可能薬リスト掲載医薬品の一覧表（50 音順））を
見る。（後発医薬品の場合は一般名もしくは先発品の販売名を確認する。

一覧表にある 一覧表にない

ガイドブックの当該ページを
確認して使用可能の旨を回答

ガイドブックに掲載されている「2012 年 WADA
禁止表掲載のドーピング禁止薬物の作用と禁止医
薬品例」の禁止物質を確認

禁止物質に該当する 禁止物質に該当しない

禁止物質に該当しない、
もしくは分からない

使用不可の旨を回答

最寄りの薬剤師会ホットラインへ FAX にて問い合わせる。（鹿児島県
薬剤師会薬事情報センター　FAX　099-257-2516）
①正確性を期すために必ず FAX または e-mail を利用して問い合わせる。
②相談内容によっては、JADA、WADA に確認が必要な場合があり、

回答までに時間がかかることもある。

図1　ガイドブックを利用した基本的な相談対応のフローチャート

〈資料入手のためのホームページなど〉
 ¾ WADA ホームページ：　http://www.wada-ama.org/
 ¾ JADA ホームページ：　http://www.playtruejapan.org/
 ¾ 禁止表など（ダウンロード可能）：  

　http://www.playtruejapan.org/downloads_code.php
 ¾ 薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック（日本薬剤師会＆国体開催都道府県薬剤師

会）（ダウンロード可能）：  
　http://www.nichiyaku.or.jp/?p=12323

 ¾ モバアイル用禁止表アプリケーション：http://list.wada-ama.org/jp/
 ¾ JADA 認定商品：http://www.playtruejapan.org/jada_qualified.php
 ¾ 日本体育協会（国体ドーピング検査）：  

　http://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid/539/Default.aspx
 ¾ スポーツファーマシスト：  

　http://www.playtruejapan.org/sportspharmacist/index.html
 ¾ スポーツファーマシスト検索：  

　http://www3.playtruejapan.org/sports-pharmacist/search.php
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川内市民病院　福　岡　龍　一

Q：結核性の皮膚炎にリファンピシン軟膏を使用したいが、使用できるか。  
 （院内医師）

A：1% リファンピシン軟膏を使用した文献。 
1）BCG 接種後のリンパ節炎の1症例　小児科臨床　2001; 54: 1585–1588  
2）  BCG 菌とヒト型結核菌の迅速鑑別に PCR 法が有用であった胸部皮下膿瘍・肋骨骨髄

炎の1小児例　感染症学雑誌　2008; 82: 30–33
いずれの文献でも1% リファンピシン軟膏し臨床使用上の問題なし。
文献2）では、
日本病院薬剤師会：リファンピシン軟膏．病院薬局製剤第5版．薬事日報社、東京、2003；
p.196.　参考文献とし、調製使用している。
日本病院薬剤師会：リファンピシン軟膏．病院薬局製剤第6版．薬事日報社、東京、2008；
p.187. での組成は、

リファジンカプセル　　　　0.45g
白色ワセリン　　　　　　　45g
流動パラフィン　　　　　　適量　

当院で使用できる院内製剤として登録されていないため、倫理委員会での検討が必要。
また、詳細は日本病院薬剤師会の HP をご覧下さい。
 （参考：メディカルオンライン・日本感染症学会）

川内市民病院　石　原　義　久

Q：メトロニダゾールの脳への移行性について。  
 （院内医師）

A：メトロニダゾール錠は、投与後ほぼ1時間で、食物の影響はさほど受けずに最高血中濃度
に到達する。
投与後のバイオアバイラビリティは、ほぼ100%。
メトロニダゾールは、全身に広く分布し、組織内の薬物レベルが多くの場合、血清レベル
とほぼ同じ。また、血液・脳関門を血清レベルのほぼ100% 濃度で浸透することができる。

（参考文献：  Ralph.E.D., メトロニダゾールの臨床薬物動態学、Clin.Pharmacokinetics 8, 
1983; 8: 43–62）
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Q：慢性腎障害患者が高尿酸血症を起こした時に使用する薬剤は。  
 （院内医師より）

A：ベンズブロマロンは、糸球体で濾過された尿酸の尿細管での再吸収を抑制し、尿酸の尿へ
の排泄を促進する薬剤であり、糸球体で濾過される尿酸の量が減少した腎機能低下例では、
効果が減弱する。  
そこで、腎機能に注意しながら、尿酸合成阻害薬であるアロプリノールを使用する。
中等度の腎機能障害であれば、アロプリノールとベンズブロマロンの少量併用療法も有効
かつ安全。
腎機能に応じたアロプリノール使用の目安は以下の通りである。

Ccr > 50mL/分 100～300mg/日
30 < Ccr ≦50mL/分 100mg/日
Ccr < 30mL/分 50mg/日
血液透析施行例　透析終了時に100mg
腹膜透析施行例　50mg/日

（参考文献：  佐藤邦義、腎臓、腎機能障害関連の薬の not to do. レジデントノート　2005; 6: 
1270–1276）

川内市民病院　渡　部　由　起

Q：グラクティブ錠の簡易懸濁法の可否について  
 （院内薬剤師より）

A：当院では、グラクティブ錠の簡易懸濁法は、簡易懸濁法に関する情報が不足していたため
「不可」としていた。同一成分のジャヌビア錠について調査した。
「シダグリプチンの錠剤粉砕後および簡易懸濁法による有効成分の安定性に関する検討」
（医学と薬学　2010年12月号、星薬科大学製剤学教室　大貫義則・高山幸三）では、ジャ
ヌビア錠を用いて試験を行っており、シダグリプチンの含量変化については、簡易懸濁法
に準じ、55℃の温湯に入れ24時間放置しても、シタグリプチンは平均105.5±2.5% であり、
有効成分に変化は認められなかった、としている。
ジャヌビア錠とグラクティブ錠は同じシダグリプチンリン酸水和物錠である。
それぞれの添付文書にて、主成分以外の添加物も同じであることを確認。
グラクティブ錠の販売メーカーである小野薬品に確認したところ、メーカー側もジャヌビ
ア錠とグラクティブ錠は同じ薬だと認識しているとの回答。
上記内容より、当院におけるグラクティブ錠の簡易懸濁法は「可」とすることになった。
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Q：ケンエー G 浣腸液50% の5歳患者への用量について。  
 （院内薬剤師より）

A：原則的には体重1kg あたり1～2mL との報告があり、年齢別の目安は以下のようになって
いる。

年齢別 注入量（1回量）
乳児 20～30mL
幼児 30～50mL
学童 50～80mL
成人 50～150mL

年齢、症状により、適宜増減すること。
患者の膨満感の程度、宿便の状態、一般状態など種々の状態を総合的に判断し、投与量を
決定する。
 （健栄製薬株式会社ホームページより）

川内市民病院　安　藤　　　卓

Q：ムコフィリン吸入液を使用する場合、ネブライザーは超音波式および
メッシュ式を使用してよいか。ちなみに、使用したいネブライザー機器
は、オムロン製の超音波式 NE-U07もしくは、メッシュ式 NE-U22との
こと。  
 （院内 MSW より）

Ａ：ネブライザー機器のメーカーであるオムロンに問い合わせたところ、超音波式およびメッ
シュ式とも推奨しないとの回答。推奨できるネブライザーとしては、コンプレッサー式の
ものとの回答であった。

（参考：  オムロンのネブライザーねっと  
https://store.healthcare.omron.co.jp/nebulizer-net/medical/medicine/）

 （エーザイ DI、オムロン DI より）
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県立大島病院　師　玉　美　幸

Q：新生児にガストログラフィン連日使用の指示があったが、そのように使
用することがあるか。  
 （院内看護師）

A：適応外ではありますが、新生児の胎便関連性イレウスの治療にガストログラフィンの注腸、
浣腸、胃内注入等が有効とする文献があります。ガストログラフィンは、造影剤として適
正に使用しても5% 以上に下痢の副作用が発現します。生食の約9倍の高張液のため、数倍
に希釈しても消化管内が高浸透圧になり、多量の水分が漏出することで胎便が侵軟されて
排泄されると考えられています。ただし、投与の際は、脱水や電解質異常に注意が必要で
す。

（参考：  日本産科婦人科学会誌60巻10号2008年10月  
日本未熟児新生児学会雑誌19巻第1・2号2007年  
ガストログラフィン経口・注腸用添付文書  
バイエル薬品学術関連ダイアル）

Q：ネスプ注射液は箱から出した状態でも保管可能か。  
 （院内看護師）

A：内装から出したプラスチックシリンジの状態では光の影響を受け、含量・生物活性が低下、
また重合体・酸化体の増加が起こるため、保管不可です。箱から出しても内装された状態
であれば安定のため保管可能ですが、温度の影響も受けるため、冷所に保管して下さい。  
 （参考：ネスプ注射液インタビューフォーム）

Q：トキソプラズマ症の患者にファンシダールを使用したいが、探しても薬
剤が見つからない。どうしたらよいか。  
 （院内医師）

A：中外製薬から販売されていたファンシダール錠（スルファドキシン／ピリメタミン）は、
2010年1月に販売中止となっています。同成分で国内で承認を受けている医薬品はありま
せんが、厚生労働科学研究費補助金創薬基盤推進研究事業「国内未承認薬の使用も含めた
熱帯病・寄生虫症の最適な診療体制の確立」に関する研究班の薬剤使用機関にピリメタミ
ンをはじめ、国内未承認のトキソプラズマ症治療薬が保管されており、原則その使用機関
でのみ治療が可能となっています。

（参考：  今日の治療薬2012「国内未承認薬の使用も含めた熱帯病・寄生虫症の最適な診療
体制の確立」に関する研究班 HP）
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鹿児島厚生連病院　末　廣　淑　子

Q：スープレン吸入麻酔液を破損しました。どのように処理したらよいです
か。  
 （院内看護師）

A：スープレン吸入麻酔液のガラス瓶の容器が破損しても、ガラス容器の外側を PVC フィル
ムコーティングしてあるので、液が外に漏れることはありません。  
内容物は、ダクトのなかで回収して、内容物と容器を別々に処理することが望ましいです。
ダクトのない施設では、スープレンの廃棄物データシート（バクスター株式会社提供の資
料）に基づき、その地域のゴミ処理の仕方に準じてください。また、焼却炉の中で破裂等
の恐れがあるため、廃棄物業者にスープレン吸入麻酔液が入っていることをわかるように
してください。
 （参考資料：スープレン廃棄物データシート：バクスター株式会社より提供）

鹿児島厚生連病院　上　原　友　美

Q：新規 C 型肝炎ウイルス治療3剤併用療法で用いられるテラビック錠は、
基本的に8時間の間隔での服用をしなければならないが、吸収過程にお
いて、食事の影響も受けるために、服用時間にあわせて軽食を出すよう
に指導されましたが、実際にはどのような軽食を提供すれば（及び摂取
すれば）よいのですか。  
 （栄養士（及び患者本人）より）

A：テラビックは脂溶性のため、高脂質のものと一緒に服用すると吸収がよくなります。企業
側の患者用の冊子にはカロリーメート等と記載されていますが、当院で提供する軽食には、
脂質を多く含むような、チョコレートやバター等を積極的に使用してみてはいかがでしょ
うか？　標準食（脂質：21g）では、空腹時と比較して AUC が約3.2倍ですが、低カロリー・
高脂肪食（脂質：9g）でも、空腹時と比較して AUC が約2.4倍となり、軽食に関しては、
脂質9g以上を目標に摂ることが推奨されているようです。また、低カロリー・低脂肪食（脂
質：3.6g）の場合は、空腹時と比較して AUC が約2.1倍であり、高脂肪食の摂取が困難な
時は、低脂肪のものでもいいので何か本人の食べられるものを摂取してから服用して頂く
ようにお願いします。ちなみにソイジョイはカロリーのわりに脂質が多く含まれるような
ので、退院後に手軽に手に入る軽食としてお勧めです。  
 （田辺三菱テラビック錠インタビューフォームより）
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DI 実例

鹿児島市医師会病院　高　橋　武　士

Q：性別　男性、年齢78歳、身長161cm、体重49.2kg、血清クレアチニン
0.86mg/dl の患者にアミカシン注射を投与したいが、15mg/kg（24時間
おき）の投与方法と1日200～400mg（2回に分割）の投与方法ではピー
ク値、トラフ値はどのようになるか。  
 （院内医師）

A：①アミカシン注射750mg/日（計算量　738mg = 15mg/kg ×49.2kg）を1日1回で投与した
場合、
推定　ピーク値54.4µg/mL､ トラフ値0.22µg/mL

②アミカシン注射400mg/日を1日に2回で投与した場合
推定　ピーク値30.6µg/mL､ トラフ値2.18µg/mL になることを情報提供した（医師に対し
て情報提供した内容はここまで）。

上記の内容は以下のようにプログラムしている（詳細はお尋ね下さい）。
身長161cm、体重49.2kg の情報から体表面積（DuBis 式）1.498m2、標準体重57.0kg、BMI 
19でやせ形であることが予想でき分布容積に用いる体重は、49.2kg とした。
C & G 式　Ccr（mL/min）= 49.3（mL/min）（計算式は省略）
アミカシンのクリアランス：Cltol（L/hr）
＝ Ccr（mL/min）・60（min）/1000 = 2.96（L/hr）
Kel（/hr）＝ Cltol/0.25（L/kg）/（体重 kg）= 0.240（/hr）
半減期（hr）= 0.693/Kel = 2.88hr
投与時間0.5hr

推定ピーク値、トラフ値の算出式

推定ピーク値：Cpmaxss（µg/mL）
 = （投与量（mg）/ 投与時間（hr））/Cltol（L/hr）・（1－ e（－kel・投与時間））/（1－ e（－kel・投与間隔））
推定トラフ値：Cpminss = Cpmaxss・e（－kel・（投与間隔－投与時間））
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DI 実例

北薩病院　薬局

Q：B 型肝炎ワクチン「ビームゲン」の接種については通常4週間隔で接種
することとされているが、何らかの事情で接種できない場合はどのよう
にしたらよいか。  
 （院内薬剤師）

A：接種する間隔も大切ではあるが接種する回数がより大切であるので、2回目を8週くらいま
でに接種し3回目を20から24週で接種すればよい。  
 （化血研 DI より回答）

吉田温泉病院　西　川　弘　剛

Q：キシロカインゼリー2% は無菌製剤か。  
 （院内内科医師）

A：滅菌工程があり、無菌製剤であることを自社で確認している。キャップを開けるまでは無
菌である。  
なお、厚生労働省に無菌製剤であるという届け出をしていないため、添付文書には載せて
いない。  
 （出典：アストラゼネカ社内資料）

Q：強力ポステリザン軟膏の添付文書で長期連用は避けることになっている
が、目安は。  
 （内科医師）

A：裂肛で3年間使用した例があるが、副作用はなかった。今のところ長期連用で問題になっ
たケースの報告はない。  
 （出典：マルホ社内資料）
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DI 実例

Q：高カロリー輸液に基準はあるのか。（糖が何 % 以上、アミノ酸製剤が含
まれているなど）　エレメンミックを10% ブドウ糖液に入れて投与して
も大丈夫か。  
 （内科医師）

A：高カロリー輸液は糖が何 % 以上含まれていないといけないなどの明確な基準はありませ
ん。  
しかし、10% ブドウ糖液やプラスアミノを組み合わせて中心静脈から入れても高カロリー
輸液に該当しません。  
適応外でありますが、末梢からエレメンミックを入れるのであれば、文献上400mL 以上の
輸液に混注してから投与してください。  
エレメンミックに含まれる金属による末梢血管痛のリスクがあるためです。  
 （味の素 DI 担当者）



プレアボイド報告実例
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プレアボイド報告施設

施　設　名 件数

霧島市医師会医療センター 37

鹿児島市医師会立病院 13

鹿児島大学病院 12

川内市医師会立市民病院 7

吉田温泉病院 5

鹿児島赤十字病院 3

阿久根市民病院 2

国立療養所奄美和光園 1

鹿児島県立薩南病院 1

今回掲載したプレアボイド報告は、委員会が把握した施設分のみで
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メールでご連絡ください。
E-mail:preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
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プレアボイド報告をやってみよう!?

日本病院薬剤師会のプレアボイド報告に登録

①「日本病院薬剤師会のホームページ」に入る。
②「会員のページ」に入る。
③左側の『プレアボイド』を選択。「プレアボイ
ド」に入る。
④「オンライン報告をする方はこちら」→「オン
ライン報告をする」→『IDパスワード入力』
を選択。
⑤『登録はこちらから』を選択。
⑥登録フォームに入力し、登録する。
⑦登録されたメールアドレスに【プレアボイド・
オンライン報告書】のメールが届く。
⑧メールの中のURLをクリックし、登録のアカ
ウントを有効にする。

アカウントが有効となれば、日本病院薬剤師
会ホームページから報告可能となる。

まず登録し報告する流れ

プレアボイド報告

日本病院薬剤師会へ報告

『オンラインで報告したいけどやり方が…。』
ある日、Dr.に上申し、用量
変更してもらった。（腎機能
低下患者様に対して減量
など）

ある日、副作用に気づき
Dr.に上申し薬が中止と
なった。

ある日、主治医より
薬疹の連絡。処方薬の
代謝・排泄を調べて
報告した。

ある日、持参薬と院内
処方が重複しており、
中止してもらった。

数日後、Faxにて
『プレアボイド報告者リスト』が

送られてきます。

施設証が
送られてきます。

日本医療機能評価機構の
審査時にアピールしても・・・。

・プレアボイド報告書の書式は日本病院薬剤師会のプレアボイドのページよりダウンロード可能です。
・安全性情報報告書の書式は医薬品医療機器情報提供ホームページよりダウンロード可能です。
・鹿児島県病院薬剤師会　医薬品情報・プレアボイド委員会へのメールアドレス

preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

副作用報告の場合、
プレアボイド報告と同時期にすること。

①厚生労働省への報告
『安全性情報報告』を Fax。もしくは郵送。
その後、『安全性情報受領確認書』が郵送され
ます。

②製薬メーカーへの報告
各メーカーの詳細調査票を記入。
（主治医に記入してもらう欄があります。）

最終的には添付文書の改訂などにつながり
ます。

〈重篤化回避報告〉〈未然回避報告〉
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プレアボイド・未然回避報告

7歳　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　その他過少投与
薬学的ケア前　 ペリアクチンシロップ　6mL　内服
薬学的ケア後　 ペリアクチンシロップ　15mL　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

7歳の患者にペリアクチンシロップが6mL 分3で処方されたため、主治医に確認し、15mL 分3へ増量となった。

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　検査結果・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 クラビット（500）1錠　内服
薬学的ケア後　 クラビット（250）1錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

eGFR42.8のため、クラビット（500）錠の用量について問い合わせたところ、クラビット（250）錠へ減量となっ
た。

70歳代　　男性　　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　 ガスター D（20）2錠　内服
薬学的ケア後　 ガスター D（10）2錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ガスター D（20）2錠　分2で処方されたが、eGFR52.9と低値のため処方医に問い合わせ、ガスター D（10）2
錠　分2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　薬歴・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ハルシオン（0.25）1錠　内服

ミコシスト（100）1C　内服
薬学的ケア後　 リスミー（1）1錠　内服

ミコシスト（100）1C　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ミコシストを服用中の患者にハルシオンが処方されたため、処方医に確認しハルシオンをリスミーへと変更し
た。
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プレアボイド・未然回避報告

50歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　検査結果・薬歴・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 テラビック（250）6錠　内服

レベトール（200）4C　内服
薬学的ケア後　 テラビック（250）6錠　内服

レベトール（200）2C　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

体重44kg、Hb12.6、WBC3940、Neu1891、Plt11.8万で女性。C 型肝炎の3剤併用療法の投与基準では、レベトー
ルの投与量が2C/day のため、処方医に問い合わせし、レベトールを2C/day へ減量した。

50歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　無菌製剤
発端　検査結果
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　 フィルデシン3mg　静注

ラステット135mg　点滴 
パラプラチン337mg　点滴

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

化学療法当日、主治医より化学療法実施のため混注開始指示の連絡があったが、白血球950、好中球318と低値
のため、処方医に再確認した結果、化学療法がキャンセルとなった。

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　無菌製剤
発端　注射せん
原因　その他（抗がん剤の希釈濃度）
薬学的ケア前　 ラステット140mg　点滴

生食100mL　点滴
薬学的ケア後　 ラステット140mg　点滴

5% ブドウ糖500mL　点滴
薬学的ケアの種類　その他（希釈液の変更・増量）
報告者のコメント

ラステット140mg の希釈液として生食100mL が処方されたが、希釈後の濃度が高く、ラステットの析出の可
能性があるため、主治医へ希釈液の増量を提案したところ、5% ブドウ糖500mL へ変更となった。

70歳代　　男性　　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・処方せん
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 ワソラン錠40mg　3錠　内服

プラザキサカプセル（75）4C　内服
薬学的ケア後　 ワソラン錠40mg　3錠　内服

プラザキサカプセル（110）2C　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

ワソラン錠を服用中の患者にプラザキサカプセル（75）が開始となった。主治医に減量方法を確認し、プラザ
キサカプセル（110）へと変更となった。
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プレアボイド・未然回避報告

80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　処方せん
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 ビソルボンシロップ　5mL　内服
薬学的ケア後　 ビソルボンシロップ　15mL　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

去痰目的でビソルボンシロップ5mL/日が開始となる。主治医に用量を確認し、ビソルボンシロップ15mL/日
へと増量となった。

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　重複投与
薬学的ケア前　 タケプロン OD 錠15　1錠　内服

ガスター D 錠20　1錠　内服
薬学的ケア後　 タケプロン OD 錠15　1錠

内服中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

タケプロン OD 錠15を服用中の患者にガスター D 錠20が開始となったため、主治医に確認し、ガスター D 錠
20が中止となった。

40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　その他（用量・日数間違い）
薬学的ケア前　 イメンド（80）1C　内服/day 1

イメンド（125）1C　内服/day 2, 3
薬学的ケア後　 イメンド（80）1C　内服/day 2, 3

イメンド（125）1C　内服/day 1
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

EMACO 療法の day1にイメンド（80）1C、day2–3にイメンド（125）1C2日分が処方されたため、主治医に
確認し、day1にイメンド（125）1C、day2–3にイメンド（80）1C2日分へと変更となった。

40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　その他過少投与
薬学的ケア前　 カナマイシン DS　2g　内服
薬学的ケア後　 カナマイシン DS　10g　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

カナマイシン DS20%（製剤量）2g が処方された。処方医に投与量を確認し、カナマイシン DS20%（製剤量）
10g へ変更となった。
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プレアボイド・未然回避報告

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん・調剤入院調剤
発端　注射せん・薬歴
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ネオパレン1号1500mL　1V

オーツカ MV　1キット
薬学的ケア後　 ネオパレン1号1500mL　1V

エレメンミック注　1A
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

ネオパレン1号1500mL ＋オーツカ MV 1キット処方あり。ネオパレンはビタミン一体型製剤であるため、主治
医に情報提供を行うと共に微量元素について説明実施。結果、オーツカ MV がエレメンミックに変更となる。

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ザイザル錠5mg　1回2錠　朝食後
薬学的ケア後　 ザイザル錠5mg　1回2錠　寝る前
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

ザイザル錠5mg 1回2錠朝食後処方あり。添付文書上の成人通常用法は1日1回寝る前であるため、主治医へ用
法の確認と用法の違いによるリスクについて説明、結果、寝る前へ用法変更となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　注射せん・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 水溶性プレドニン注　60A

生食100mL　1V
薬学的ケア後　 水溶性プレドニン注　3A

生食100mL　1V
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

間質性肺炎患者に対して水溶性プレドニン注（20mg）60A ＋生食100mL 処方あり。主治医へ用量について問
い合わせを行ったところ、3A（60mg）に処方変更となる。

30歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 タンナルビン0.2g　毎食後
薬学的ケア後　 タンナルビン2g　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量・日数変更
報告者のコメント

タンナルビン1日0.2g 毎食後　処方指示あり。明らかに低用量のため、患者状態等チェック後、主治医へ用量
について確認実施。結果、1日2g 毎食後へ変更となる。
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40歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠（60mg）３錠　頭痛時
薬学的ケア後　 ロキソプロフェン錠（60mg）２錠　頭痛時
薬学的ケアの種類　薬剤減量・日数変更
報告者のコメント

ロキソプロフェン錠（60mg）1回3錠　頭痛時　指示あり。頓服での1回用量は120mg までであり、頻回使用
による消化器障害のおそれもあるため主治医へ処方内容の確認と情報提供実施。結果1回2錠へ変更になる。

50歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 タナトリル錠5mg　5錠　朝食後
薬学的ケア後　 タナトリル錠5mg　1錠　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量・日数変更
報告者のコメント

タナトリル錠5mg　1回5錠　朝食後　処方指示あり。明らかに高用量（最高用量は10mg）のため、多剤との
誤認も含め主治医へ確認実施。結果、処方変更となる。

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・入院調剤
発端　注射せん
原因　重大な副作用・過量投与
薬学的ケア前　 アンカロン注150mg　5A

大塚糖注5%　100mL　1Ｖ
薬学的ケア後　 アンカロン注150mg　1A

大塚糖注5%　100mL　1Ｖ
薬学的ケアの種類　薬剤減量・日数変更
報告者のコメント

アンカロン注150mg　5A ＋大塚糖注5% 100mL　急速投与指示あり。急速投与時は用量は1A までであり、重
篤な心障害発生のおそれがあるため、主治医へ用法について情報提供実施。結果、1A へ減量となる。

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・入院調剤
発端　
原因　重大な副作用・重複投与
薬学的ケア前　 アンカロン錠100mg

アンカロン注
薬学的ケア後　 アンカロン錠100mg　注射終了後服用
薬学的ケアの種類　用法変更・日数変更
報告者のコメント

アンカロン錠100mg とアンカロン注が重複指示あり。主治医へ確認したところ、内服開始日が変更となる。
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30歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 クラビット錠（500）

ビオフェルミン R
薬学的ケア後　 クラビット錠（500）

ミヤ BM 散
薬学的ケアの種類　薬剤変更・日数変更
報告者のコメント

クラビット錠（500mg）とビオフェルミン R 散の処方あり。ニューキノロン系に対してビオフェルミン R は
適応ないため、主治医へ情報提供実施。結果、ミヤ BM 散へ変更となる。

70歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　重複投与
薬学的ケア前　 デカドロン錠16錠　朝昼食後　2日分

デカドロン錠1錠　朝食後　35日分
薬学的ケア後　 デカドロン錠16錠　朝昼食後　2日分

デカドロン錠1錠　朝食後　33日分
薬学的ケアの種類　日数変更
報告者のコメント

化療（3wDOC 療法：患者状態より5週間で1コースとして実施中）のセット薬剤でデカドロン1日16錠朝昼食
後2日分あり、外来定期内服デカドロン錠1回1錠朝食後35日分処方あり。2日間重複するため、処方医へ報告。日
数の変更を進言。結果、外来定期のデカドロンを33日分へ変更、合わせて35日分へ変更となる。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん・カルテ等情報
原因　過量投与
薬学的ケア前　 オプソ内服液5mg　1回5包　疼痛時
薬学的ケア後　 オプソ内服液5mg　1回1包　疼痛時
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

オプソ内服液5mg　1回5包　10回分処方　あり。ベース量設定前の処方であり、疼痛・呼吸苦の状況より過量
投与となる可能性があるため、処方医へ開始量について確認。結果、1回1包へ変更となる。

1歳　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　過量投与・その他
薬学的ケア前　 ブスコパン錠1錠　疼痛時
薬学的ケア後　 ブスコパン錠1錠　疼痛時
薬学的ケアの種類　その他（患者変更）
報告者のコメント

ブスコパン錠を1歳9ヶ月患者に1錠疼痛時指示あり。同時に受診していた母親の症状に対する処方に近かった
ため、処方医へ確認し、処方変更となった。
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60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　過量投与・その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 プラビックス錠75mg　2錠　朝食後
薬学的ケア後　 プラビックス錠75mg　1錠　朝食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

プラビックス錠持参薬は25mg1回2錠であった。持参薬切れのため院内処方に切り替えた際にプラビックス錠
75mg2錠で処方されていた。持参薬の規格の誤認の可能性あるため主治医へ確認すると共に、院内に25mg 規格
の採用がないため、1日50mg から75mg へ変更した際のリスクについて情報提供実施。結果、75mg 錠1日1錠へ
処方変更となった。

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん・薬歴
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ハーセプチン270mg
薬学的ケア後　 ハーセプチン200mg
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

3wDOC ＋ HER 療法患者で2コース目にハーセプチンが初回の8mg/Kg 量（270mg）で処方されていた。主治
医へ2コース目のため6mg/Kg 量（200mg）へ変更を依頼、結果減量となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん・カルテ等情報
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ワーファリン錠1mg　3錠　朝食後

ワーファリン錠1mg　1錠　朝食後
薬学的ケア後　 ワーファリン錠1mg　3錠　朝食後

ワーファリン錠0.5mg　1錠　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

同一処方内でワーファリン同一規格重複処方あり。確認したところ1日3.5mg へ増量目的の処方とのことより、
0.5mg 錠へ規格変更となる。

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ネキシウムカプセル20mg　1カプセル　夕食後

オメプラール注20mg　1V　1日2回
薬学的ケア後　 オメプラール注20mg　1V　1日2回
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント
「ネキシウムカプセル20mg　1C　夕食後」処方あり。服用予定日にはオメプラール注20mg 指示もあり、内服

と注射の PPI が重複するため主治医へ報告。結果、内服中止となる。
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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　その他
薬学的ケア前　 クレメジン細粒　1日3包　毎食後
薬学的ケア後　 クレメジン細粒　1日3包　毎食間
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

クレメジン細粒1日3包毎食後処方指示あり。今回処方より他剤との併用開始となり、同時服用で併用薬を吸着
するため主治医へ情報提供実施。結果、クレメジン細粒は「食間」へ用法変更となる。

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　その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 ハルナールＤ錠0.2mg　1錠　朝食後
薬学的ケア後　 エブランチル15mg　2カプセル　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

女性患者に対して「ハルナールＤ錠0.2mg 1錠　朝食後」処方あり。保険適応上はあくまでも「前立腺肥大に
伴う排尿障害」であるため、主治医へαブロッカーであればエブランチル15mg もあることなどを情報提供実施。
結果、「エブランチル15mg　1回1カプセル　1日2回」へ処方変更となる。

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　重複投与誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ティーエスワンカプセル25mg　1日4カプセル　朝夕食後「外来処方」

ティーエスワンカプセル25mg　1日4カプセル　朝夕食後「抗がん剤処方」
薬学的ケア後　 ティーエスワンカプセル25mg　1日4カプセル　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

外来院内処方でティーエスワンカプセル25mg 1日4カプセル14日分が「外来処方せん」と「抗がん剤処方せん」
で重複処方されていたため、処方医へ確認したところ、一方の処方が削除となる。

70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・薬歴・カルテ等情報
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アルブミナー5% 静注　12.5/250mL
薬学的ケア後　 アルブミナー25%/50mL
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

アルブミナー5% 静注12.5/250mL 処方指示有り、低アルブミン血症患者へのアルブミン補充目的のため、主治
医へ疑義照会および情報提供実施。結果、アルブミナー25%/50mL へ処方変更となる。
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90歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん・カルテ等情報・患者の症状・その他
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 イナビル吸入粉末剤20mg　1個1回2吸入
薬学的ケア後　 イナビル吸入粉末剤20mg　2個1回4吸入
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

外来院内処方でイナビル吸入粉末剤20mg を90歳女性に対して1個処方。高齢であるためメーカー提供のチェッ
カーで吸入状況を確認したところ問題なく、特に減量投与する項目に該当せず、10歳以上では1回2個（4吸入分）
であるため、処方医へ疑義照会及び情報提供したところ、1回2個へ処方変更となる。

60歳代　　男性　　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・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠5mg　1日2錠　朝夕食後

デュロテップ MT 2.1mg　1枚
薬学的ケア後　 デュロテップ MT 2.1mg　1枚
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

オキシコンチン錠5mg　1回1錠　1日2回朝夕食後、デュロテップ MT 2.1mg　1枚　指示処方あり、オキシコ
ンチンからデュロテップへローテー後の患者であったため処方医へ確認したところ、オキシコンチン処方削除と
なる。

20歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　禁忌
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　朝食後
薬学的ケア後　 
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

夜間診療にてクラビット錠500mg　1日1錠　朝食後　処方あり。患者の身体状況を確認したところ授乳婦で
あったため、乳汁中への移行性および、禁忌であることを主治医へ報告。結果、処方削除・経過観察となった。

3歳　　男　　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・処方せん
原因　その他
薬学的ケア前　 アンヒバ坐剤50mg　1個　発熱時
薬学的ケア後　 アンヒバ坐剤100mg　1個　発熱時
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

アンヒバ坐剤50mg 発熱時1個使用指示処方あり。体重13kg 患者であり、換算すると用量不足であることより、
主治医へ意図的減量かどうか用量の情報提供を兼ねて問い合わせたところ、1回100mg へ変更となった。
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60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠10mg　2錠　朝夕食後
薬学的ケア後　 オキシコンチン錠10mg　4錠　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

オキシコンチン錠10mg 1日2錠　12hr ごと指示あり。薬歴より他処方分と合わせて1日4錠（40mg/day）で現
在内服中であったが、他処方分がちょうど無くなるため、半分量の内服となってしまうため、主治医へ投与量に
ついて確認を行ったところ、オキシコンチン錠10mg が追加処方となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 オキノーム散2.5mg　1包　疼痛時
薬学的ケア後　 オキノーム散10mg　1包　疼痛時
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

オキノーム散2.5mg 1包疼痛時指示あり、薬歴よりベースがオキノーム40mg/day 内服患者であったため、レ
スキュー用量について情報提供実施。結果、オキノーム散10mg/回へ変更となる。

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　その他
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 アミノトリパ2号　1V
薬学的ケア後　 ネオパレン2号　1V
薬学的ケアの種類　剤形変更
報告者のコメント

病室訪問時、輸液を確認したところアミノトリパ2号のみでビタミン剤が処方されていないことに点滴ラベル
を確認した際に気がつく。食事もとれていないことより代謝性アシドーシス等へ陥るリスクが高いため、主治医
へ総合ビタミン剤の混注か一体型のネオパレン2号へ変更を提案。結果、ネオパレン2号へ変更となる。

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　その他
原因　その他
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠5mg　2錠　朝夕食後

ノバミン錠　3錠　毎食前
薬学的ケア後　 オキシコンチン錠5mg　2錠　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

ノバミン錠をオピオイド導入のため内服中の患者に対して、前回定期14日分の継続処方として再度定期で14日
分処方あり。本人は嘔気無く、ふらつきが軽度みとめられるため、主治医へ中止の提案を行ったところ、14日間
内服にて中止となる。中止後も嘔気は見られず、ふらつきは改善した。
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70歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　重複投与
薬学的ケア前　 ペリアクチン散1%　0.4g　毎食後

ジルテック DS
薬学的ケア後　 ジルテック DS
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

夜間診療で輪番医より　ペリアクチン散1% 0.4g 毎食後処方あり。服薬指導の際にお薬手帳持参があったため
内容を確認したところ、ジルテック DS 服用中であった。主治医へ薬効が重複していることを確認したところ、
処方削除となる。

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　薬歴・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 スーテントカプセル　1日50mg　11日分
薬学的ケア後　 スーテントカプセル　1日50mg　6日分
薬学的ケアの種類　その他（日数変更）
報告者のコメント

スーテントカプセル1日50mg 11日分処方あり。残薬があったため、主治医へ確認を行った。結果、6日分へ変
更となる。

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　薬歴・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 アスベリン散3.0g　毎食後
薬学的ケア後　 アスベリン散1.2g　毎食後
薬学的ケアの種類　
報告者のコメント

整形外科入院中の嚥下困難患者に対して、アスベリン散 1日3.0g 毎食後処方あり。1日上限1.2g までの薬剤で
あるため、疑義照会を実施したところ、用法用量について情報提供実施。結果、1日1.2g毎食後処方へ変更となる。

0歳　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ペリアクチン散1%　1.5ｇ　毎食後
薬学的ケア後　 ペリアクチン散1%　0.15ｇ　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ペリアクチン散1% 1日1.5g 毎食後処方あり。小児に対してであり過量投与であることと、適正用量について
処方医に情報提供実施。結果、1日0.15g 毎食後へ変更となる。
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80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤・薬剤管理指導業務
発端　検査結果・処方せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ベザトール SR 錠200mg　2錠分2　朝、夕食後
薬学的ケア後　 ベザトール SR 錠100mg　1錠分1（朝食後）
薬学的ケアの種類　薬剤減量・用法変更
報告者のコメント

患者は、年齢80歳、身長159cm、体重52.3kg、血清クレアチニン1.96mg/dl であり、Cockcroft & Gault 式から
推定する Ccr は22.6ml/min と低いことから、ベザトール SR 錠200mg の未変化体尿中排泄率が70% と高いこと
を考慮すると腎臓からの薬剤代謝が低下することで血中濃度が上昇することによる副作用発現リスクが高くなる
ことを理由に疑義照会した。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　検査結果・薬歴・処方せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 パセトクール静注用1g バッグ S　2g　分2（12時間おき）

アロシトール錠100　2錠　分2（朝、夕食後）
薬学的ケア後　 パセトクール静注用0.5g　1g　分2（12時間おき）

アロシトール錠100　一旦中止
薬学的ケアの種類　薬剤減量・用法変更
報告者のコメント
（検査値）血清クレアチニン3.57mg/dl、シスタチン C 4.59mg/dl、C & G 式の Ccr 16.5mL/min，3項目式の

GFR 13.5mL/min（14.4mL/min/1.73m2），シスタチン C を使用した推算 GFR 7.1mL/min（7.5mL/min/1.73m2）
であることを考慮すると CTM の未変化体やアロシトールの活性代謝物を排泄する能力が低下しているので、高
い血中濃度が持続することによる副作用発現のリスクがあることを理由に疑義照会した。

70歳代　　男　　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・検査結果
原因　その他添付文書と臨床効果の違い
薬学的ケア前　 メロペン点滴用キット0.5g　2キット　分2（12時間おき）
薬学的ケア後　 ビクシリン注射用2g　2Ｖ　分２（12時間おき）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

敗血症から DIC の合併がありメロペン点滴用キット0.5g　2包　分2　使用していた。カテーテル尿、血液の培
養からグラム染色によりグラム陽性球菌がでてきた｡ その後、腸球菌の E. feacalis であることがわかった。また、
薬剤感受性の結果は、PCG MIC 2.0で S、ABPC MIC 1.0で S、IPM ／ CS MIC 0.5で S、SBT/ABPC MIC 1.0で
S、GM はデータなしであることがわかった。起炎菌が特定されてからもメロペンのまま続行しており、意識レ
ベルは II-20のままで変化なく、体温が35.0度まで下がったことを踏まえて、主治医に対して情報提供をした。情
報提供した内容は、メロペン点滴用キット0.5g 添付文書には、腸球菌は、適応菌種として記載があるが、しかし、
鹿児島市医師会臨床検査センターの平成23年1月から平成24年8月までのメロペンの E. feacalis に対する感受性
率は、S が39.0%、I と R で61.0% であることを伝えた｡ また､ IPM/CS MIC 0.5で S であるがメロペンも同様に
S であるとは限らないことを付け加えた。E. feacalis に対する第一選択薬は ABPC であり MIC 1.0で S であるの
でビクシリン注射用2g　2V　分2で投与量は問題ないことと薬剤費が安価になることを伝えた。身長159cm、体
重52.4kg、血清クレアチニン1.04mg/dl（体表面積1.524m2、標準体重55.6kg、BMI 20.7）Cockcroft & Gault 式
の推定 Ccr 44.1ml/min，GFR3項目式　47.1ml/min（53.4ml/min/1.73m2）尿中アルブミンのデータなし

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　 ジャヌビア50mg/day
薬学的ケア後　 ネシーナ25mg/day
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

ジャヌビア50mg/day 新規導入患者で服用後2ヶ月目に血糖コントロールは良好であったが、肝機能値の上昇
を認めた。ジャヌビアによる肝機能障害を疑い、主治医へ報告。ジャヌビア休薬となる。その後、DPP4阻害薬
での治療継続の方針となったため、肝障害患者に対して禁忌でないネシーナを提案、結果ネシーナ25mg/day 開
始となる。肝機能値の上昇無く、血糖コントロールも維持で経過。
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70歳代　　男性　　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　過量投与
薬学的ケア前　 ティーエスワン（20）6C　朝・夕食後1日分と6日分
薬学的ケア後　 初日：ティーエスワン（20）朝3C・夕2C　朝・夕食後1日分

2日目以降：ティーエスワン（25）4C　朝・夕食後6日分
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

平成23年12月から平成24年10月9日までジェムザール療法（1コース4週）10コース施行後、TS1単剤の内服治
療へ変更のため10/26より TS1（20）6C ２×処方開始となった。身長と体重で体表面積を計算したところ、A = 
1.48m2であったため、TS1の1日用量120mg から100mg へ変更検討の疑義照会を行った。処方医は前回10/9のジェ
ムザールのレジメン内で自動計算される体表面積1.53m2をもとに処方したとのこと。レジメンを確認すると10/9
のレジメンでは体重55.4kg で10/27の体重は51.2kg と減っており、現在の体表面積は1.48m2であった。その旨主
治医へ報告し、TS1の1日用量120mg より100mg へ減量となった。因みに、この TS1については、1日分と6日分

（2～7日目）で処方されており、初日の調剤者は体表面積を Dubois 式で計算して1.53m2ということで鑑査し1日
120mg で問題ないということで調剤した。2日目以降の調剤者は、TS1体表面積換算表の藤本式で計算し、A = 
1.48m2となったため疑義照会を行った。この事例をふまえて薬剤部内で鑑査時に体表面積を算出する時は、院内
レジメンと同様に体表面積を算出する式は『藤本式』で統一することとした。

80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　
薬学的ケア前　 クラビット250mg　2Ｔ　朝食後5日分

フェロミア（50）2T　朝夕食後
薬学的ケア後　 クラビット250㎎（1日目）2Ｔ　朝食後

クラビット250mg（2～5日目）1T　朝食後 
フェロミア（50）2Ｔ　昼夕食後

薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

泌尿器科患者（Cr：2.84、CRP：7.9）で「クラビット（250）2T 朝食後　5日分」の処方あり、Ccr を計算す
ると13.9であったため処方医に疑義照会した。また、クラビットの処方前日に「フェロミア（50）2T 朝夕食後7
日分」の処方があり、クラビットと併用投与することについても問い合わせた。クラビットは、添付文書の Ccr
に則った用法用量を参考に、初日500mg、2～5日目250mg 朝食後へ減量変更となった。また、フェロミアと同
時服用するとクラビットの吸収が悪くなるため、フェロミアの用法を分２ 朝夕食後から昼夕食後へ変更となっ
た。

10歳代　　男性　　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　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 トミロン細粒10％　100mg（力価）分３　毎食後
薬学的ケア後　 トミロン細粒10％　300mg（力価）分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

トミロン細粒10％は、9～18mg/kg であり、患者は、体重20kg であった。投与量は、1日100mg（力価）で、
1日用量が少なかったために主治医に疑義照会したところ、1日300mg（力価）に変更になった。

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　薬歴・カルテ等情報
原因　その他（投与速度）
薬学的ケア前　 アロデート600mg　24hr 持続
薬学的ケア後　 アロデート600mg　分2　3hr かけて
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

重症急性膵炎の患者にて、初め DIC の量2000mg/day、24hr 持続でコントロールしていたが、DIC が落ち着
き、膵炎量600mg/day へ投与量変更となる。しかし、投与速度は、24hr 持続のままとなっていた。アロデート
は、半減期が短く、投与量が DIC 量のときは、24hr 持続でも血中濃度を維持できるが、膵炎量のときは、量自
体も DIC 時の1/4量であること、半減期が短いことから、薬効が期待できる濃度まで上がらない。医師へ報告し、
投与法の見直しとなる。



－62－

プレアボイド・未然回避報告

80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・カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　 プロスタンディン　60µg　1hr
薬学的ケア後　 プロスタンディン　60µg　2～3hr
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

体重38kg の患者にプロスタンディン60µg/100mL を1hr で投与していた。投与速度の MAX は、40kg で1hr 
24µg であることから、速度が2倍近くある。副作用として血圧の低下が予測されたため、医師へ確認。すぐに減
速の指示となった。

80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・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック　16mg　分1　朝食後
薬学的ケア後　 ノルバスク　5mg　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

抗真菌薬として、ファンガードを点滴中。内服で降圧薬として、カルブロックを服用中。ファンガードを内服
のジフルカンへ変更したいとのこと。カルブロックはアゾール系とは、併用禁忌となっている。ジフルカンの投
与に影響がないよう、カルブロックと同効薬のノルバスクを代替薬として提案する。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　患者（家族）の訴え・相談・持参薬チェック・処方せん・カルテ等情報
原因　過量投与・その他
薬学的ケア前　 アドエア250ディスカス　1回1吸入　1日3回
薬学的ケア後　 アドエア250ディスカス　1回1吸入　1日2回
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント
「アドエア250ディスカス1個1日1回吸入」の指示に対し、用法の詳細を確認するために処方医に疑義照会をし

た。医師は「持参薬の継続処方をしただけでこれまでずっと吸入しているので病棟に確認してください」とのこ
とで病棟看護師に用法確認の連絡をした。患者へ用法、用量を確認してもらったところ「1回1吸入を1日3回吸
入している」との回答であった。添付文書では「アドエアディスカスの1回サルメテロール（β刺激薬）含量は
50µg であり1日2回を超えて吸入してはならない（気管支拡張作用は12時間以上持続するため過度の使用により
不整脈，心停止等の重篤な副作用が発現する危険性がある）とあるため、その旨主治医へ報告し1日3回から1日2
回吸入へ変更となった。

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　持参薬チェック・カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　 アマリール（1）6T　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アマリール　中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

インスリン開始後、持参薬のアマリール（1）6T 3× の指示が無いのに継続して服用していた事例。インスリ
ン開始にあたり、フレックスペンの使用方法について指導依頼あり。この時、内服薬を全て患者個人の1週間セッ
トケースにセットして自己管理し内服ていたが、その中にアマリールがセットされているのに気付く。指示簿を
確認するとアマリールの中止指示は無く、看護師も指示を受けていないとのことであった。主治医へその旨確認
したところ、アマリール（1）6T 3× の中止となった。
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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　検査結果・処方せん
原因　同種同効薬重複・誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ジフルカンカプセル100mg　分1　夕食後
薬学的ケア後　 ジフルカンカプセル50mg　分1　夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

尿路カンジダ症でジフルカンカプセルが開始となった。Cr = 1.3で、Ccr = 25.64mg/mL で、添付文書に Ccr 
= 50以下の場合は、半量にするように記載があるために、主治医に疑義照会して半量となった。

80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
発端　検査結果確認
原因　処方ミス
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　3日分
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　1日分

クラビット錠250mg　1錠　分1　2日分
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

Ccr = 39.5mL/min の患者に上記処方された。医師に確認したところクラビットの腎機能に応じた投与量設定
を考慮していなかったとのことであった。医師と協議の上で、初日はローディングを行ったうえで2日目より減
量となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　患者面談
原因　処方ミス
薬学的ケア前　 エンテロノン R
薬学的ケア後　 ラックビー
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

牛乳アレルギーの患者にエンテロノン R が処方された。医師と協議の上で、ラックビーに整腸剤は変更となっ
た。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　薬歴確認
原因　その他
薬学的ケア前　 パリエット錠
薬学的ケア後　 ランソプラゾール OD 錠
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

胃ろうの患者に対し、簡易懸濁法にてパリエット投与の処方。パリエットは腸溶性コーティングされている薬
剤であり、医師に確認したところ、協議の上で、PPI をランソプラゾール OD 錠に変更となった。
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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
発端　投与量確認
原因　過量投与
薬学的ケア前　 カロナール錠200mg　16錠　分4 + トラムセット3錠　分3
薬学的ケア後　 カロナール錠200mg　12錠　分4 + トラムセット3錠　分3
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

カロナール錠とアセトアミノフェンの配合剤が併用で処方された（アセトアミノフェン量として4175mg）。医
師にトラムセットはアセトアミノフェン含有の薬剤であることを伝えると、鎮痛のためにカロナールは併用する
が、アセトアミノフェン総量として4000mg 以下にすることとなった。上記に薬剤は変更になり、アセトアミノ
フェン量は3375mg/日に減量となった。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　薬歴確認
原因　相互作用
薬学的ケア前　 フェロミア錠　2錠　分2　M.A、タンナルビン　3g　分3　毎食後
薬学的ケア後　 フェロミア錠　2錠　分2　M.A、タンナルビン　3g　分3　毎食間
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

フェロミアとタンナルビンが食後で処方された。フェロミアとタンナルビンは不溶性の塩を形成する。医師と
協議し、タンナルビンを食間に変更となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　薬歴確認
原因　過量投与
薬学的ケア前　 リカルボン錠50mg
薬学的ケア後　 無し
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

マンスリータイプのリカルボン錠50mg が2週続けて処方。医師に確認し、処方が削除になった。

80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
発端　副作用状態確認時
原因　その他
薬学的ケア前　 無し
薬学的ケア後　 ワーファリン錠1mg　2錠
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

股関節人工骨頭挿入術施行の患者にリクシアナ錠15mg 処方がなされるも、服用初日に薬疹が出現。医師はリ
クシアナ錠の中止のみ指示。医師に VTE 予防薬について確認し、ワーファリン錠が追加になった。
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50歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん・検査結果・カルテ等情報
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ベネット（17.5）　1錠　分1　内服

クレメジン　3包　分3　内服
薬学的ケア後　 エディロール（0.75）1錠　分1　内服

クレメジン　3包　分3　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

クレメジン服用中の患者にベネットが追加になった。クレメジンは腎不全治療薬であるため、腎機能をカルテ
より調べたところ Ccr は30未満であった。ベネットは Ccr が30未満の患者には禁忌であるため、主治医に連絡
したところ、ベネットがエディロールへ変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　　
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 フラジール（250）6錠　分3　内服
薬学的ケア後　 VCM 散（0.5g）　1瓶　分4　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

脳外科病棟の肺炎治療患者（ゾシンを使用）に偽膜性腸炎が発症したため、フラジールが処方された。フラジー
ルは脳梗塞などの脳，脊髄に器質的疾患のある患者には禁忌であるため、主治医に連絡したところ、フラジール
が VCM 散へ変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　　
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 プレタール OD（100）2錠　分2　内服
薬学的ケア後　 プラビックス（75）1錠　分1　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ラシックス及び心不全治療薬服用中の患者に、プレタールが追加になった。カルテで病名を確認したところ、
うっ血性心不全患者であった。プレタールはうっ血性心不全患者には禁忌であるため、主治医に連絡したところ、
プレタールからプラビックスへ変更となった。

50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　持参薬チェック・処方せん
原因　禁忌
薬学的ケア前　 グラケーカプセル15mg　3cap　内服

ワーファリン錠1mg　2錠　内服
薬学的ケア後　 ベネット錠17.5mg　1錠　内服

ワーファリン錠1mg　2錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

心筋梗塞にて入院後、ワーファリン1mg が処方されたが、継続中の持参薬にグラケーカプセル15mg があった。
併用するとワーファリン1mg の期待薬効が減弱するため、医師に照会後、ワーファリン療法の優先性を勘案し、
相互作用のないベネット錠17.5mg に変更された。
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40歳代　　男性　　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　検査結果・薬歴・持参薬チェック・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック錠16mg　1錠　内服

イトリゾールカプセル50mg　1cap　内服
薬学的ケア後　 アテレック錠10mg　1錠　内服

イトリゾールカプセル50mg　1cap　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

入院中の検査結果より、内臓真菌症が疑われイトリゾールカプセル50mg が処方されたが、入院前よりカルブ
ロック錠16mg を定期的に服用されていた。添付文書によると併用によりカルブロックの AUC が2.8倍に上昇し
降圧効果増強、副作用発現が懸念された。医師に照会したところ、併用禁忌に該当しないアテレック錠10mg に
処方変更となる。

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　定期薬チェック
原因　嘔吐
薬学的ケア前　 タケプロン OD15mg　1錠　夕食後

トラムセット　0.5錠　夕食後 
フォサマック35　1錠　起床時 
ガスター注　1A

薬学的ケア後　 タケプロン OD15mg　1錠　夕食後
フォサマック35　1錠　起床時

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

前日よりトラムセットが開始。翌日フォサマック服用後嘔吐出現。主治医よりフォサマックによる胃腸障害か
ら来る嘔吐と思われるとガスター注がオーダ。タケプロンも服用しておりトラムセットの副作用の吐き気の可能
性が高い旨説明し制吐剤を提案し、トラムセット、ガスター注が中止となった。

70歳代　　男性　　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　その他
薬学的ケア前　 ダントリウムカプセル25mg　3C　朝昼夕食後
薬学的ケア後　 ダントリウムカプセル25mg　1C　夕食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

破傷風感染による痙攣にダントリウムカプセル25mg が3C 朝昼夕食後で処方されていた。通常、1日1回の少
量から1週間毎に25mg ずつ漸増していくため、処方医に問い合わせたところ、1C 夕食後の処方へと変更となっ
た。

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　薬歴・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ノボラピッド注フレックスペン　皮下注
薬学的ケア後　 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン　皮下注
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ノボラピッド注フレックスペン処方有。前回、ノボラピッド30ミックス注フレックスペンの処方があったため
医師に確認。変更になった。
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40歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　薬歴・処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 オゼックス錠150mg　2錠　分2　朝・夕食後　内服

カルタン OD 錠500mg　3錠　分3　毎食直後　内服
薬学的ケア後　 オゼックス錠150mg　2錠　分2　朝・夕食後2時間　内服

カルタン OD 錠500mg　3錠　分3　毎食直後　内服
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

今回、感染症でオゼックス錠処方有。定期内服薬としてカルタン OD 錠を飲んでいた。オゼックス錠とカルタ
ン OD 錠をいっしょに飲むと錯体形成によりオゼックス錠の吸収が悪くなることを医師に説明し、オゼックス錠
の用法が食後2時間へ変更された。

70歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 なし
薬学的ケア後　 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン　2本　皮下注

ペンニードル　28本
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

内服薬は受診毎に処方されていたが、インスリンは残薬の関係で処方される時とされない時があった。今回、
インスリンが処方されていなかったため、医師へ確認。インスリンが追加になった。

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・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　持参薬チェック・処方せん
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 なし
薬学的ケア後　 ラシックス錠40mg　1錠　分1　朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

持参薬にはラシックス錠有。持参薬が切れ、医師が院内から継続処方をされる時、他の持参薬8種類は処方さ
れたが、ラシックス錠のみ処方されなかった。中止であるか確認し、追加で処方された。

90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・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 クーペラシン錠100mg　2T　分2　内服

マグミット錠500mg　2T　分2　内服
薬学的ケア後　 クーペラシン錠100mg　2T　分2　内服

マグミット錠500mg　2T　分2　内服
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

今回、感染症でクーペラシン錠処方有。定期内服薬としてマグミット錠を飲んでいた。クーペラシン錠とマグ
ミット錠をいっしょに飲むと錯体形成によりクーペラシン錠の吸収が悪くなることを医師に説明、クーペラシン
錠の用法が変更された。
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50歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　重複投与
薬学的ケア前　 デカドロン錠　16錠　day 2～3

デカドロン錠　1錠　毎日
薬学的ケア後　 デカドロン錠　16錠　day 2～3

デカドロン錠　1錠　day 4～
薬学的ケアの種類　薬剤減量・用法変更
報告者のコメント

mFOLFOX6療法患者、day 2～3にデカドロン錠1日16錠処方あり day 1は点滴で実施、定期内服でデカドロン
錠1錠朝食後14日分あり、デカドロンが重複するため、主治医へ day 1～4は増量なのか意図を確認。結果、定期
分を11日へ変更となる。

50歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　カルテ等情報・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 スピリーバレスピマット　1日2回　1回1吸入
薬学的ケア後　 スピリーバレスピマット　1日1回　1日2吸入
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

スピリーバレスピマット　1日2回　1回1吸入処方指示あり。吸入ステロイドも使用されており、吸入時期を合
わせてとのこと。薬剤についての情報提供を行ったところ「1日1回　1回2吸入」へ変更となった。

20歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アルロイド G　30mL　1日4回
薬学的ケア後　 アルロイド G　120mL　1日4回
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

アルロイド G　1日30mL　1日4回毎食後および寝る前　処方あり、処方医へ確認した結果、1日120mL へ変更
となる。

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　
原因　その他
薬学的ケア前　 クラビット錠500　1錠　夕食後

ビオフェルミン R 散　3g　毎食後
薬学的ケア後　 クラビット錠500　1錠　夕食後

ミヤ BM 錠　6錠　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

クラビット錠500とビオフェルミン R 散の処方あり。ビオフェルミンはニューキノロン系抗菌薬への併用に適
応ないため、主治医へ使用可能であるミヤ BM 錠の処方提案を行ったところ、変更となり、特に下痢症状なく
経過した。
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50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
副作用の発見（確認）者　薬剤師
発見の端緒　薬歴・検査値・上記以外の患者の訴え
薬学的管理の種類　副作用（幻覚（視覚障害））
経過（処置、薬剤師の関与等を含む）

1/7  突然、「小人が何人も見える」と自分がおかしくなったと感じ、パニック状態になり、訪問看護の援
助により救急車で当院に搬送。パニック状態であるためセレネース注射を投与して鎮静させ入院と
なった。
パニック状態になる2週間前から精神科医の処方でデパケン R 錠200mg　4錠　分2（朝、夕食後）が
追加になっていた。

1/9 デパケン錠中止
1/16 幻覚症状は消去

転帰　回復
被疑薬・併用薬（被疑薬に○）
○デパケン R 錠200mg　経口投与　4錠　H23.12～ H24.1　気分の安定化
ロキソニン錠60mg、コントミン錠12.5mg、コンスタン錠0.4mg、プルゼニド錠12mg、アローゼン細粒、トレド
ミン錠15mg、セレキノン錠100mg、レンドルミン錠0.25mg、プロヘパール錠、オキシコンチン錠40mg/日、オ
キノーム散5mg
原疾病　十二指腸乳頭癌
合併症　うつ病
既往症　 肝機能障害　無

腎機能障害　無
副作用歴　無
アレルギー歴　無
薬剤師のコメント

前回の入院時に担当していたので副作用モニタリング目的で介入した。
面談時、幻覚に対して聴取すると患者 HS からは、「今も見えるよ。小人が1、2、3、4。最初はビックリしたよ。

看護師さんにこの話をしてもあんまり聞いてくれない」と話してくれた。
薬学的ケアによる具体的提案・アウトカム

バルプロ酸 Na による幻覚の評価をした。意識レベルは清明で発語もしっかりしている。幻覚よりも視力異常
で小人が見える様子であると感じ、せん妄とは別であると鑑別した。

お薬手帳からデパケン R 錠800mg/日を服用してから2週間経過していることがわかった。
1日のバルプロ酸 Na のシュミレーションをすると推測の平均血中濃度106.8µg/mL であり、推測の最低血中濃

度は、56.4µg/mL であった。
有効治療域は、50～100µg/mL なので高い血中濃度になっていることが予想できることを主治医へ報告した。
また、精神科医がデパケン錠を処方しているが、処方の目的としては、気分の安定化を期待し処方しているこ

とを想定すること、患者 HS は、てんかんの疾患歴がないのでデパケン R 錠の特定薬剤治療管理料は、算定でき
ないことを情報提供した。

今後もバルプロ酸 Na の投与を継続するのであれば、投与量を半分に減量してデパケン R 錠200mg　2錠　分2
（朝、夕食後）にすることを提案した。

計算式
平均血中濃度（µg/mL）=   1日の投与量mg×バイオアベイラビリティ1.0/バルプロ酸Naのクリアランス（mL/

kg/hr）/ 体重（kg）
平均血中濃度106.8µg/mL = 800mg/日×1/（8mL/kg/hr ×39kg ×24hr）

最低血中濃度（µg/mL）=   （バイオアベイラビリティ　F：1.0×1回の投与量（mg）/ 分布容積（L/kg）×体重
（kg）×（e（－ Kel ×投与間隔）/1－ e（－ Kel ×投与間隔））

1回の投与量は、400mg、Kel = 0.693/半減期
バルプロ酸 Na のクリアランスは8mL/kg/hr、半減期10hr、分布容積0.14L/kg、バイオアベイラビリティ　

100% で F は1.0、投与間隔12hr、体重39kg で計算した。

デパケン R 錠200mg を中止してから1週間後、幻覚症状は消去し、本人は、幻覚の原因が薬剤の副作用であり、
頭がおかしくなったと不安であった気持ちを払拭することができたと、笑顔が戻った。

バルプロ酸 Na の血中濃度測定はしなかった。
因果関係　おそらく関連有り
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





－70－

平成21年9月1日

日本病院薬剤師会

プレアボイド評価小委員会

プレアボイド Q & A

―　改訂第3版　―



－71－

Ⅰ．プレアボイドの概要

Q1 プレアボイドは何の略称ですか？

A1

「PREvent and AVOID the adverse drug reactions」の略称です。
病院薬剤師にとって、薬物療法の安全管理職能がわかる言葉として創られた造語
です。

「プレアボイド＝副作用回避」との印象が強いと思われますが、より広く捉えて
薬剤師が職能を発揮して発見した相互作用、投与禁忌などの未然回避も、プレア
ボイドです。

Q2 プレアボイドはどのような組織で管理・運営されていますか？

A2

日本病院薬剤師会（以下日薬病薬）独自の事業として行われており、医薬情報委
員会がその活動主体です。その集計実務と内容評価を担う委員会としてプレアボ
イド評価小委員会が設置され、報告の評価・分類・公表・会員へのフィードバッ
クなどの実務に当たる形で運営されています。

Q3 プレアボイドに参加する方法は？

A3

日病薬会員の薬剤師であれば誰でも参加出来ます。
日病薬ホームページより、会員のページに入り、オンライン報告システムでオン
ラインにて報告してください。報告は副作用の重篤化や遷延化を回避した様式1 
と副作用の発現を未然に回避した様式2に分かれています。
なお、FAX 報告は2009年4月より廃止されました。



－72－

Q4 日病薬事務局に送られたプレアボイドはどのように処理されますか？

A4
日病薬では報告者に受理通知の電子メールをお送りします。その後、プレアボイ
ド評価小委員会が報告内容の評価・分類を行い、日病薬事務局でデータ処理する
ことで報告事例データの蓄積が行われています。

Q5 今までに何件位の報告がありましたか？

A5

1999年（平成11年）から始まったプレアボイド報告制度の年度別の報告件数は以
下の通りです。
 オンライン FAX 合計
 平成12年度以前  4,363 4,363
 平成13年度 1,549 4,434 5,983
 平成14年度 1,198 3,358 4,556
 平成15年度 1,109 2,809 3,918
 平成16年度 3,217 4,326 7,543
 平成17年度 5,797 4,957 10,754
 平成18年度 6,927 4,889 11,816
 平成19年度 9,059 4,195 13,254
 平成20年度 13,281 4,641 17,922
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Q6 プレアボイド評価基準・方法を教えて下さい。

A6

評価小委員会ではワークシートを使って標準化した分類作業を行っています。副
作用重篤化回避報告（様式1）に関しては、「関連性の角度」と「薬剤師の関与の
度合い（貢献度）」を評価して点数化しています。
各 「々1+ から3+」までの3段階で評価し、優良報告の評価はこの両者ともが「3+」
のものです。
未然回避報告は分類のみ行い、様式1のような個別評価は行っていません。

「関連性の確度」
⑴薬物使用と事象の時間経過が一致している、⑵疾患要因やほかの薬剤との関係
が否定的である、⑶既知の副作用情報と一致している（添付文書に記載がある）、
⑷転帰が回復または軽快である、などを基本にして総合的に評価しています。
以下の要因がある場合には優秀事例と評価されない場合があります。⑴報告用紙
の記載不足（経過や検査値の推移などが記載されていない）、⑵転記が不明、⑶
原疾患や併用薬が不明、⑷腎・肝機能障害が疑われるが記載なし、⑸メディケー
ションエラー。

「薬剤師の関与の度合い（貢献度）」
薬剤師が発見あるいは積極的に介入、または、他職種で発見されたが問題を解決
したのが薬剤師、などが「3+」となります。薬剤師の関与が明確でない、ある
いは関与がほとんどないものが「1+」、その間を「2+」とし、総合的に評価して
おります。

Q7 プレアボイドで得られた事例や評価結果は会員に対してどのような形でフィード
バックされているのでしょうか？

A7

現在、以下の方法で情報をフィードバックしています。
1. 日病薬誌“プレアボイド広場”で事例などを紹介。
2. 日病薬ホームページのトップページに“プレアボイド広場”を公開、また、

会員のページに優良事例を掲載。
3. 書籍“プレアボイド　薬学的患者ケアの実践とその成果”を出版。
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Q8
日病薬はプレアボイド報告を活用して、どのように薬剤師職能をアピールしてい
ますか。
具体的に教えてください。

A8

病院薬剤師の定員問題、薬学教育6年制、高齢者医療制度など各検討会では資料
として活用して来ています。また、厚生労働省に薬剤師職能の説明資料として提
出したこともあり、さらに、病院機能評価　統合版評価項目　V6.0　では「関連
部署へ薬剤に関する情報提供が行われている」の項目に明記されています。東京
都医療監視の評価材料にも使われています。

一般 精神 療養 4.3.4.4　関連部署へ薬剤に関する情報提供が行われている
①新規採用薬の情報は名称、成分、適応、副作用、相互作

用、配合禁忌など臨床薬理学的情報が適切に提供されて
いる

②院内外で発生した副作用情報を薬剤部門で一元的に収
集・分析し、院内の関係部署に情報提供している

③予測される副作用などの情報（プレアボイド）を把握し、
処方医へ注意喚起や関係者への情報提供を行っている

④薬剤情報担当者がおり、院内外からの薬剤情報を適切に
提供し、その内容が記録・整理されている

⑤特定薬剤などの薬物濃度の測定や情報提供を行っている

病院機能評価統合版評価項目 V6.0（下位項目付き）より
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Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？）

⑴　報告対象となる場合【副作用重篤化回避　様式1】

Q9 ACE 阻害薬の空咳や HMG-CoA 還元酵素阻害剤の CK 上昇など薬剤師ならだれ
でも知っているような副作用は報告しても意味がないように思うのですが？

A9

いえ、薬剤師にとっては既知でも国民から見える形での薬学的ケア実績はまだ不
足しています。国民への薬剤師業務のアピール面からも是非報告してください。
プレアボイドは薬剤師が既知の事実や経験を活かして、患者にいかに安全と利益
をもたらしているかの実践記録です。

Ｑ10
添付文書には記載されていないが、状況から見て明らかにその薬剤の副作用と考
えられるケースや、自発報告・海外では報告のある副作用はプレアボイド報告の
対象でしょうか？

Ａ10 対象です。ただし、投薬と事象の時間経過の的確性や病態による変化でないこと
の確実性が報告書に明記されていることが必要です。

⑵　報告対象となる場合【副作用未然回避　様式2】

Ｑ11
がん化学療法の注射薬混合調製時、診療科から予め提出されていたプロトコール
と実際の投与日の違いに気付き疑義照会した結果、担当医の記入間違いが判明し
訂正された事例は報告の対象ですか？

Ａ11
報告の対象です。
処方箋のみの情報に基づく処方監査の疑義照会でなく、特定疾患者情報を把握し
た上での重篤なリスク回避になるからです。
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Ｑ12 薬剤管理指導業務中に注射薬の配合変化、安定性、投与方法などに問題がある処
方に気付き、処方変更により回避した事例はどうですか？

Ａ12
報告の対象です。調剤時に発見できないものもフェイルセーフという観点では重
要な職能です。病棟における薬剤部業務で早期発見、回避している場合は対象で
す。

Ｑ13 治療効果が不十分で、薬剤師のアドバイスで新たに使用した薬が著効した事例は
どうでしょうか？

Ａ13 報告の対象です。薬物療法に関する不利益の回避と言う意味で報告してくださ
い。

Ｑ14
薬の変更はないが、ノンコンプライアンスの患者に服薬の意義、重要性を説明し、
コンプライアンスが向上した結果、投薬量が大幅に減量した事例はどうでしょう
か？

Ａ14 報告の対象です。結果として過量投与による副作用を事前に防ぐと共に、薬剤費
も低減化するため、報告に該当します。

Ｑ15 投与薬剤を適量まで増量したり、併用を勧めて治療効果の改善や副作用の軽減、
防止につながった事例は？

Ａ15
報告の対象です。患者の QOL 向上、治療完遂のための処方設計は、チーム医療
における薬剤師職能の一つです。薬学的な観点からの処方設計・処方提案による
成果も是非ご報告下さい。
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⑶　報告対象とならない場合

Ｑ16 疑義照会はプレアボイドの対象ですか？

Ａ16
一枚の処方箋情報のみで判断される疑義照会は法的義務であり対象としていませ
ん。但し、患者情報を把握した上で疑義照会し不利益を回避したり、未然防止し
た場合は対象となります。

Ｑ17 TDM、ICT、NST 活動などもプレアボイドの対象ですか？

Ａ17

薬剤師にとってそれぞれ大変重要な業務ですが、チーム医療全体での成果はプレ
アボイドの対象とは考えていません。ただし検査値や患者状態などを薬剤師が把
握し、結果的に血中濃度を測定して薬剤管理指導に生かしたケース、薬剤管理指
導業務の中で栄養管理を行ったケースや抗菌薬の選定を行なったケースなどは報
告の対象です。

Ｑ18 院外処方せんを応需した保険薬局が見つけた他科や他病院受診時の併用禁忌を処
方せん発行元の病院薬剤師が報告してもプレアボイドになるのでしょうか？

Ａ18 対象ではありません。

Ｑ19 他にプレアボイドの対象とならないのはどのような場合でしょうか？

Ａ19
⑴治験薬、⑵適応外処方、⑶ヒューマンエラー（ヒヤリハット）、⑷オーダリン
グ等の機械的に発見されるもの、⑸パスの作成などはプレアボイド報告の対象で
はありません。
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Ⅲ．副作用重篤化回避報告の書き方について

Ｑ20 薬剤師が介入した後、患者症状の転帰がすぐにわからないのですが。

Ａ20
原則として転帰を確認してからの報告をお願い致します。転帰不明のため評価の
困難なケースが増えています。ただし、障害が残っているケースでは回復が望め
ないこともあるので報告タイミングの判断が必要です。

Ｑ21 検査値を記入しないと副作用回避報告書として成立しませんか？

Ａ21
必須ではありませんが、検査値以上が発端や副作用そのものである場合には該当
薬剤を中止や減量後に、その値がどうなったかは転帰の判断として重要なため是
非記入してください。

Ｑ22 プレアボイド報告制度と厚生労働省の医薬品・医療機器等安全性情報報告制度と
はどう違うのでしようか？

Ａ22

厚生労働省の報告制度は副作用の収集が主眼です。また、報告事例への薬剤師の
関与の有無は問われません。それに対し、プレアボイド報告は副作用の報告では
なく、医薬品の安全面の管理、特に薬剤師自ら行っている薬学的患者ケアの成果
報告です。薬剤師がどのように関与したのかが記載されているのがプレアボイド
です。

Ｑ23 一つの事例をプレアボイド報告と厚生労働省への医薬品・医療機器等安全性情報
報告制度の両方へ出してもいいのでしょうか？

Ａ23 問題ありません。
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Ｑ24 プレアボイド報告は場合によって厚生労働省や当該メーカーへ事例が提供される
ことはありますか？

Ａ24 原則ありません。日病薬へ報告された後は事務局内で厳重に管理されています。
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Ⅳ．その他

Ｑ25 プレアボイドの報告者名やその内容が部外に知られて守秘義務違反などで困るこ
とはないでしょうか？ 場合によって、報告は匿名でも構いませんか？

Ａ25

プレアボイド報告では、記載フォーマット上、患者さんの個人情報を求めていま
せん。その点で、まず問題となることはありません。
それでも、ご施設によって匿名化した事例であっても外部報告に何らかの要件が
あるご施設もあるかもしれません。
日病薬では、報告者の個人情報にも配慮して、プレアボイド報告に関しての万全
の注意を払って取り扱っています。薬学的管理の実例部分はデータベース化など
して共有資料として活用しますが、施設名・報告者名や患者プライバシーに係わ
る内容は報告者に無断で公表することは絶対にありません。
報告者名は必須ではありませんが、プレアボイド評価小委員会から追加確認を行
なう場合もあり、施設名と連絡先は記載をお願いします。

Ｑ26 報告書で被疑薬以外の併用薬をどれ位の範囲、期間まで記入すべきですか？ 関
係無しと考えて省略し過ぎると、判定に誤りを招く可能性も考えられますが。

Ａ26
明確に不要と判断出来ない場合には、お手数でも有害事象が発生した時点の一ヶ
月程度前からの処方歴をそのままお教え下さい。合併症も同様にお考えくださ
い。
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〈参考〉プレアボイド報告書記載事例

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２　Ver1.2】
患者基本情報 性別：◉男　○女 ○外来　◉入院

年齢： 60 歳代
ヶ月（１歳未
満の場合）

関与した薬剤師の担当
□外来調剤
⊠入院調剤
□注射せん調剤

□薬剤管理指導業務
□医薬品情報
□製剤

□無菌製剤
□ TDM
□その他

発端

⊠医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談 □ TDM □その他
□患者（家族）の訴え・相談 ⊠カルテ等情報
⊠薬　歴 □医師からの相談
⊠処方せん □看護師からの相談
□注射せん □持参薬チェック
□検査結果 □患者の症状その他

原因

□重大な副作用 □重複投与 □配合禁忌 □処方もれ
□その他の副作用 □同種同効薬重複 □配合注意 □その他
□中　毒 □過量投与 □特殊（腎機能低下等）な状況
□禁　忌 □併用禁忌 □ノンコンプライアンス
□慎重投与 □併用注意 ⊠誤転記・誤処方

【薬学的ケア後】 【薬学的ケア後】
薬剤名 投与量 用法 薬剤名 投与量 用法

ユーエフティ Cap ５Ｃ 毎食後 ユーエフティ Cap ５Ｃ 毎食間

ロイコボリン錠（25） ３Ｔ 毎食後
⇒

ロイコボリン錠（25） ３Ｔ 毎食間

薬学的ケアの種類
（医師・看護師への
フィードバック等）

□薬剤中止　□薬剤増量　□調剤法変更　□剤形変更
□薬剤変更　□薬剤追加　⊠用法変更　　□その他　
□薬剤減量　□服薬指導　□投与法変更

報告者のコメント

ユーエフティは空腹時及び食後（高脂肪食摂取後）にホリナート及びテガフール・ウラシ
ル配合剤を投与した場合、空腹時に比べて食後投与時のウラシルのＡＵＣ、フルオロウラ
シルのＡＵＣがそれぞれ66％、37％減少し、ホリナートのＡＵＣは61％上昇すると報告が
ある。そのため主治医に相談し、食事の影響を受けない食間に用法変更となった。

▲

▼

報告に関する
患者追加情報

※報告内容に関連する場
合に、可能な範囲でご
記入下さい。

身長：　　 　㎝ 治療中の疾患 腎機能障害
○有　○無

副作用歴
○有　○無

体重：　　 　㎏ 肝機能障害
○有　○無

アレルギー歴
○有　○無

報告者氏名
　　E-mail
報告施設名　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
　　住　所　鹿児島市桜ヶ丘８丁目35番１号

報告日
　　ＴＥＬ　099-275-5551
　　ＦＡＸ　099-275-5551
都道府県　鹿児島県

（注）患者情報を基に処方支援等を行い、副作用等の発現を未然に回避した場合にこの報告用紙をご利用下さい。発
現し副作用等の重篤化・遷延化を回避した場合は、従来同様（様式１）を使用して報告して下さい。

　　　プレアボイド報告の一部は原生科学研究として活用されます。
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〈参考〉プレアボイド報告書記載事例

性別
○男　◉女

年齢60　歳代　　　　ヶ月
（月齢は一歳未満のみ）
身長　153㎝　　  体重　43㎏

妊娠
○有
●無

職業
　飲酒（種類／１日量）０
　喫煙（１日本数）　０　　（本／日）

患者
○外来
●入院

副作用等の
発見者

（確認者）

発見の
端緒

関与した薬剤
師の担当

□医師 □その他 □初期症状指導による患者の訴え　 □ＴＤＭ
⊠薬剤師 □上記以外の患者の訴え　　　　 　⊠検査値
□看護師 ⊠その他

病棟薬剤師□ □薬歴

プレアボイド報告用紙（重篤化等回避報告用） 様式１ 報告書番号 Ver1.2

薬 学 的
管理の種類

PT-INR 短縮 相互作用 ○禁忌　◉その他
○慎重
○食物

患者との関連 ○投与禁忌
○慎重投与
○その他

その他○用法用量　○誤転記・誤入力　○重複投与　○同種薬投与　○その他
発現年月日　2011/3/1　　発見年月日　2011/3/1

経過

2010/2/14　人工弁置換術後の肺塞栓予防目的でワーファリンの内服が開始となる。
2010/2/21　PT-INR 2.8
2010/2/24　ネオラミンマルチＶが処方されたため、医師に情報提供しビタミンＫを含まない MVI への変更を
提案したが、ネオラミンマルチＶを使用。
2010/2/27　PT-INR 2.1　抗凝固療法の適応範囲内であったため、ネオラミンマルチＶを継続。
2010/3/1　PT-INR 1.1　ネオラミンマルチＶとワーファリンの相互作用により、ワーファリンの効果不十分と
考えられたため、再度、MVI への変更を提案。
2010/3/4　PT-INR 2.2　抗凝固療法の適応範囲内まで回復。

転帰
◉回復　○軽快　○未回復　○後遺症　○死亡　○その他　○不明、該当せず

被疑薬／併用薬 投与経路 １日量 使用期間 使用目的
ワーファリン１㎎錠 経口 ５錠 ２／14－
ネオラミンマルチＶ 静注 １Ｖ ２／24－３／１

原疾患治療開始日 合併症 既往歴 副作用歴○有　●無

肝障害○有　●無
腎障害○有　●無

薬剤名
副作用名

アレルギー歴○有　●無

薬剤師のコメント

術後の凝固能のコントロールが重要な患者において、ワーファリンと
ネオラミンマルチＶとの相互作用を医師に情報提供した。また、凝固
能のモニタリングを行うことにより、早期に凝固能の低下に気付き、
重篤な副作用の発現を回避することができた。

因果関係
●明らかに関連有り
○多分関連有り
○関連ないとも言えない
○関連無し
○評価材料不足

薬剤師関与による
具体的成果・アウ
トカム

内服薬と注射薬の相互作用の確認により、副作用を事前に回
避することができた。

▲

▼

厚生省安全性情報報告　◉済　○予定　○無 副作用被害救済機構申請　○済　○予定　◉無
報告者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告日
連絡先：ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　 連絡先：ＦＡＸ
E-mail
報告施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都道府県名　　鹿児島県
住所
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