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Dekon Imo 通信・第18号発刊に際して

このたびは「Dekon Imo 通信」第18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・専門分化する中、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12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



Dekon Imo 通信（医薬品情報・プレアボイド実践報告）第19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、第18号まで順調
に発行することができました。　今後、貴重な報告をより迅速に共有すべく、平成26年からは、
以下の締め切り日を目安に取り纏め鹿児島県病院薬剤師会のホームページを活用した活動など
を計画しています。

つきましては、今年度も以下の要領で原稿を募集します。

 ■ 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）

 ■ 投稿方法
①　DI 実例：バックナンバーをご参照ください。
②　プレアボイド報告（未然回避報告、重篤化回避報告）：

本号の36ページを参考に日本病院薬剤師会にオンライン報告してください。その後、当
委員会には、手順に従い、「CSV」保存したデータを下記のアドレスへ送信してくださ
い。

《お願い》
①プレアボイド報告について、対処法の紹介が目的であることを勘案した内容に心掛

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等を記

載してください。

 ■ 原稿締め切り
第1回締め切り 平成26年2月28日

第2回締め切り 平成26年5月31日

第3回締め切り（最終） 平成26年9月30日

 ■ 発行・配布予定：平成27年1月頃

 ■ 送信先
 � 送信先

E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
※ご報告を確認後、受信した旨のメールを締め切り日前までに返信致します。返信なき場合は

別途、ご連絡下さい。

 ■ 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。ご協力をお願いします。



Dekon Imo 通信・第18号　目次

DI 実例（問い合わせ概要）
県立薩南病院

大久保晃樹 アルブミン製剤のカロリーは。 3
アンスロビン P の添付文書上の「緩徐に」とは。 3
リツキサンの最大投与回数について。 3
リマチル錠100mg の半錠は可能か。 3
バリウム製剤の服用方法について。 4

鹿児島市医師会病院
中島　　誠  ガスター注の効果的な投与方法について。 4

ランタス注ソロスターのキャップをなくしたが使用可能か。 4
サンディミュン注の投与方法について。 5
ナウゼリン坐剤とアンペック坐剤の併用について。 5
ウルソから強力ネオミノファーゲンへの切り替えについて。 5
オキファストはアミグランドの側管から投与可能か。 5
突出痛に対するイーフェンの使用方法について。 6

天陽会中央病院
野田　麻未 ドルミカムを生食に混注した後の安定性について。 6
福永　梨奈  プロポフォールの投与速度と閉塞について。 6

グリセオール注の外袋を開封後の安定性について。 7
ブラダロンの粉砕について。 7
エルネオパを開封し開通した後の安定性について。 7

松本　　舞 カタクロット注を一過性脳虚血発作に使用する方法について。 7
新門小百合 サブラッドの外袋開封後の安定性について。 8
寺地　憲子 再固化したボルタレンサポの有効性について。 8

カタクロット注の投与計画について。 8
松山　彰子 ビカーボン輸液の加温時の安定性について。 9
原田香穂里 メプチンクイックヘラーの効果不十分な場合の対応について。 9
河崎　彩加 ジゴキシンの血中濃度に影響を与えるものについて。 9
中野　　公 PIT カテーテルを用いた深部静脈血栓症の薬剤選択について。 10
小牧　誉典 テレミンソフトと新レシカルボン坐剤の使い分け。 11

HIT の患者に透析を施行する場合の抗凝固薬について。 11
金澤　正智 手術予定の場合のエビスタ錠の継続について。 11

0.5％と1％のキシロカイン注シリンジの違いについて。 12
小川紗央里 血糖コントロール中の患者に使いやすいβ遮断薬。 12
下堂薗麻里 シンビット静注用50mg からアンカロン注150への切り替えについて。 12

CHDF 施行中患者へのゲンタシン注の投与方法について。 13

天陽会桜島病院
工藤　笑未 リウマトレックスの術前休薬の必要性について。 13

ラジカット注の投与間隔について。 13
迫田　耕輔 インフルエンザワクチンと風疹ワクチンの接種間隔等。 14

天陽会中央クリニック
三浦　岳彦 ブスコパン注の投与方法について。 14
田嶋　友子 ジクロード点眼液の保管状況に対する使用可否について。 15



岩川絵理子 エンドキサン錠の術前休薬について。 16
肺腺癌に効果的な NSAIDs の吸入液について。 16

鹿児島厚生連病院
山路　智凡 ペンタサ錠500mg の粉砕・懸濁の可否。 16
末廣　淑子 イントラリピッド輸液10％の投与時間について。 17
佐多　照正 メトホルミン製剤のヨード造影剤使用前の休薬の必要性について。 17
中村有莉恵 タケプロンとパリエットの適応及び用法・用量について。 18
赤星　真広 ジェイゾロフト錠25mg の半錠の可否について。 18
上原　友美 向精神薬等を服用中の術前中止薬剤について。 19
池増　鮎美 グリベック錠100mg 服用中のアルコール摂取について。 19

鹿児島大学病院
柴田由香里 ザイロリック錠からフェブリク錠への切り替えについて。 20

腎機能障害時のテイコプラニン投与について。 20
ビビアント錠とアロマターゼ阻害薬との併用について。 20
γ-グロブリン製剤投与時のβ-D グルカンの影響について。 21
ティーエスワンの効果的服用方法について（検査等による遅食時の対応）。 21

茂見　茜里 アレディアを投与時の希釈液量について。 22
イムラン錠の用法について。 22
薬剤性のアカシジアに対するタスモリンの有用性について（効果判定、追加投与な
ど）。 23
乾燥甲状腺末の T3・T4の構成割合について。 23
PET 検査に対するホリゾン錠の添加物の影響。 23
ダントリウム静注用の具体的投与方法について。 24
チエナムの最低溶解液量について。 24
超音波メッシュ式ネブライザーでのボスミン液吸入可否について。 24
口腔内カンジダがある新生児への治療薬について。 25

山下八重乃 マンニットール投与時のフィルターの使用可否について。 25

出水郡医師会広域医療センター
石田　和久 ミカムロ配合錠 AP の半錠について。 26
薗田　晃弘 ヘパリンナトリウムの持続点滴からイグザレルト錠への変更方法について。 26

ボルタレン坐剤25mg を誤飲した場合の対処方法について。 27
経腸栄養剤の K4A をエレンタールに変更する方法について。 27
手術前にニューモバックス NP を投与する場合の効果的投与計画について。 27

川畑　　綾 ベタニス錠25mg の服用時期遅延時の対応について。 28
桑鶴　麻代 タカベンス錠25mg 粉砕後の安定性について。 28
永田　春香 アザルフィジン EN 錠500mg の一包化について。 28
橋本　直美 慢性心不全の終末期の呼吸苦に対するモルヒネの使用方法。 29

血液疾患にてレブラミドを服用している場合の、帯状疱疹ウイルス再活性化の予防
方法について。 29

岩崎　公美 吃逆の患者に対するリドカインの効果的投与方法について。 29
リウマチへのリウマトレックス服用方法について（服用時の観点から）。 30

岩下　佳敬 脂肪乳剤の局所麻酔中毒への有効性について。 30

吉田温泉病院
西川　弘剛 アサコール錠の排便残渣について。 31

川内市医師会市民病院
安藤　　卓 リフレックス錠の半錠可否について。 31



リバスタッチパッチからアリセプトへの切替え方法について。 31
永濱　良章 キドミン輸液（単独投与時）の投与速度について。 32
向井　俊貴 サンリズムの服用間隔と接続効果について。 32

DIC 時のナオタミン注50mg の中心静脈からの投与可否について。 33

プレアボイド報告
プレアボイド報告施設  35
プレアボイド・未然回避報告  37
プレアボイド Q&A  55

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更新されています。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





－3－

DI 実例

県立薩南病院　大久保　晃　樹

Q：アルブミン製剤のカロリーを教えてください。  
 （院内看護師）

A：アルブミンはタンパク質として換算して差し支えないため、アルブミン1g = 4kcal で計算
する。アルブミン25％　50mL の場合、アルブミン量は、12.5g なので、カロリーは12.5（g）
×4（kcal/g）＝50kcal となるが、その熱量は病態によってほぼ消費されると考えられる。
 （CSL ベーリング　DI センターより回答）

Q：アンスロビン P は添付文書上、「緩徐に静注もしくは点滴静注」と記載
されているが、どれくらいの速度か教えてください。  
 （院内看護師）

A：『緩徐に静注』：注射用水20mL で投与する場合、3～5分
『緩徐に点滴静注』：注射用水で溶解した水溶液を生理食塩液で希釈し100mL として投与す
る場合、30分～1時間を推奨している。
 （CSL ベーリング　DI センターより回答）

Q：リツキサンは添付文書上、「最大投与回数は8回とする」と記載されてい
るが、生涯で8回なのか。  
 （院内医師）

A：メーカーとしては、一連の治療期間中でのリツキサン投与回数を最大8回としています。
例えば、リツキサンを最大8回用いて治療を行った結果、寛解し、その後再燃した場合、
再度リツキサンを最大8回使用しても差し支えないと考えています。

「8回」の理由としては、薬剤蓄積などによる有害事象の発生頻度の増加ではなく、臨床試
験の有効性データが8回までしかないためです。
 （中外製薬　DI センターより回答）

Q：リマチル錠100mg の半錠は可能か。  
 （院内医師）

A：【『錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック　―第６版―』じほう社】によると「SH 基特有の
メルカプタン臭あり。吸湿により分解する。」と記載されている。メーカーに確認したと
ころ、以下の回答を得た。
気温30℃、相対湿度75％の環境で、
①　ガラス容器に入れてふたをしなかった場合：1週間で残存率88.9％
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②　ガラス容器に入れてふたをした場合：4週間で残存率98.8％
のデータがある。
空気の流入を防ぐことのできる容器に保管すれば上記を参考に有効性は確保できると考え
られる。
ただし、リマチル錠は SH 基を有することから粉砕または半錠を行うとメルカプタン臭が
発生するため、経口投与する場合はコンプライアンスに影響を及ぼす可能性がある。
また、リマチル錠は糖衣錠でありかつ硬度が高いため、半錠の手技は困難である可能性が
ある。
 （参天製薬　DI センターより回答）

Q：嚥下評価にバリウム製剤を1回10g 服用させたいが、どのように服薬さ
せればよいか。  
 （院内医師・理学療法士）

A：日本摂食・嚥下リハビリテーション学会作成の「嚥下造影の標準的手順」によると、硫酸
バリウムを重量 % で30～40% 以上の濃度で使用すれば造影効果は十分である。
ごはん、パン、うどんなどに混ぜて摂食させるなどの方法もある。
 （堀井薬品工業 DI センターより回答）

鹿児島市医師会病院　中　島　　　　誠

Q：ガスター注を1日2回に分割して静注するのと、2回分を24時間かけて持
続点滴投与するのでは効果に差がありますか。  
 （院内医師）

A：24時間かけて投与した方が胃内 pH を高く維持したとの報告があります。一方、高齢者や
胃潰瘍患者では効果に差がなかったとの報告もあります。
 （アステラス株式会社より回答）

Q：ランタス注ソロスターのキャップをなくしてしまったのですが使用可能
ですか。  
 （院内看護師）

A：使用可能です。使用時には、ゴム栓部分の清潔操作にとくに注意してください。
 （サノフィ・アベンティス株式会社より回答）
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Q：サンディミュン注の末梢静脈投与と中心静脈投与では薬効に違いがあり
ますか。  
 （院内医師）

A：違いはありません。ただし、シクロスポリンの血中濃度を測定するために採血を行う際は、
中心静脈から採血すると血中濃度に誤差を生じるおそれがあるため、末梢から採血を行う
ことを推奨します。
 （ノバルティスファーマ株式会社より回答）

Q：ナウゼリン坐剤をアンペック坐剤使用直後に投与しても薬効は得られま
すか。  
 （院内看護師）

A：ナウゼリン坐剤は水溶性基剤、アンペック坐剤は油脂性基剤で製造されています。ナウゼ
リン坐剤使用後は腸管内の水分が不足し、アンペック坐剤が溶解しないことがあります。
一方、アンペック坐剤使用直後は、ナウゼリン坐剤が十分に吸収されないことがあります。
互いに、使用後は2時間空けて使用することを推奨します。嘔気と疼痛の両方がある場合
は、どちらへの対応を優先するかを考慮して使用順を決定ことが望まれます。
 （大日本住友製薬株式会社より回答）

Q：ウルソが内服困難になり強力ネオミノファーゲンの静脈内投与にて代用
する場合、切り替え時の換算比はありますか。  
 （院内医師）

A：換算比はありません。患者の状態を評価し、強力ネオミノファーゲンの適応の範囲内で初
期投与量を決定してもらえば良いと思います。
 （株式会社ミノファーゲン製薬より回答）

Q：オキファストはアミグランドの投与ルートの側管から投与できますか。  
 （院内医師）

A：オキファストとアミグランドの配合変化試験は実施していないため、明確な回答はできま
せん。オキファストの変化点 pH は1.27と7.37で、1.27以下では外観上の変化はありません
が、7.37以上では白濁を認めます。1.27から7.37の間の pH の薬剤との配合であっても、直
接の試験を行っていないため一概に問題ないとは言えません。
 （塩野義製薬株式会社より回答）
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Q：イーフェンは用量調節期での突出痛に対して、投与30分後以降に1度だ
け同用量で追加投与が可能と添付文書に記載してありますが、用量を変
えればさらに30分後以降に追加投与してもかまわないということで
しょうか。また、至適用量とは、どのような状態でしょうか。  
 （院内看護師）

A：追加投与は1度の突出痛に対して1度しか行えません。なお、1度追加投与を行った後は、
始めの投与から4時間以上経過すれば再度投与できます。また、用量調節期であっても1度
の突出痛に対して1日に使用できる回数は4回までなので、追加投与も含めれば1日に使用
できる回数は8回までとなります。治験時には、2回連続して追加投与を必要としなかった
場合の用量を至適用量としました。
 （大鵬製薬株式会社より回答）

天陽会中央病院　野　田　麻　未

Q：ドルミカムを生食に混注した後の安定性を教えてください。  
 （院内看護師）

A：室温・散光下・72時間という条件で試験をした結果、
①生食50mL とドルミカム1A、②生食8mL とドルミカム1A で成分の残存率に変化は見ら
れませんでした。しかし、細菌の発生率等に関しては試験データをとっていないので、お
伝えできません。なお、衛生的観点から細菌の発生を防止するためにも、冷所保存をおす
すめします。
 （アステラス製薬会社　医薬センターより回答）

天陽会中央病院　福　永　梨　奈

Q：CV ルートから実施しているプロポフォール「マルイシ」は1mL/h でも
閉塞しませんか。  
 （院内看護師）

A：速度が遅いと閉塞アラームが作動することがあります。なお、当院のルールでは、4mL/h
を最少速度としています。
また、脂肪乳剤なので0.22µm のフィルターの使用は避けることが必要です。
 （丸石製薬株式会社より回答）
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Q：グリセオール注の外袋を開封してからの安定性を教えてください。  
 （院内看護師）

A：針を刺していない状態では、25℃、60％の湿度で30か月安定です。針刺し後は、速やかに
ご使用ください。
 （中外製薬株式会社医療情報センターより回答）

Q：ブラダロンを粉砕しても大丈夫ですか。  
 （院内看護師）

A：フィルムコーティング錠なので粉砕したら苦味、刺激があります。
簡易懸濁法で10分経過すると投与可能となります。
 （参考：錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック第5版）

Q：エルネオパの袋に使用直前まで開封しないでくださいと書いてあります
が、開封し開通してしまいました。いつまで使えますか。  
 （院内看護師）

A：開通した場合は、冷所保存で1週間使用できます。
 （株式会社大塚製薬工場輸液 DI センターより回答）

天陽会中央病院　松　本　　　舞

Q：カタクロット注を一過性脳虚血発作（TIA）の患者さんに使いたいので
すが、投与方法を教えてください。  
 （院内医師）

A：添付文書上カタクロットは TIA に適応がありません。しかし、TIA に1日2回1回量80mg
を2時間かけて持続静注する使用経験が文献として報告されています。
1回目の投与を2時間かけて行い、9時間は効果が持続するため、2回目投与は12時間後に
行ってください。
 （小野薬品より回答）
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天陽会中央病院　新　門　小百合

Q：サブラッドの外袋を開封してしまったのですが、いつまで使用できます
か（隔壁未開通）。  
 （院内看護師）

A：外袋開封後12時間までなら使用可能です。12時間以降は炭酸 Ca 析出の恐れがあります。
 （扶桑薬品工業より回答）

天陽会中央病院　寺　地　憲　子

Q：一度溶解したボルタレンサポを再度冷蔵庫で固めて再利用しても良い
か。 
 （外来患者）

A：再利用は可能。
ボルタレンサポは、溶融した油脂と主薬を混和し十分攪拌した上で、コンテナに直接充填
することにより製造される。従って、熱により一度溶融したボルタレンサポはコンテナに
充填する前の状態とほぼ同じであり、再固化させたボルタレンサポ1個を丸ごと使用する
限り臨床上差し支えないと考えられる。
ただし一度溶融したボルタレンサポは主薬の沈降により偏りが生じているため、分割は避
ける。
 （ノバルティスファーマ株式会社ホームページより回答）

Q：12時間更新予定のカタクロット注を、19時～7時で実施したい。そのた
め、正午に投与開始後、7時間後の19時に実施して12時間更新としたい
が可能か。  
 （院内看護師）

A：7時間後の19時に投与し、以降12時間更新で7時に投与しても良い。
カタクロットの投与中止後半減期が0.66hr なので、投与中止して3hr 後くらいであれば血
中濃度はほぼ少ないと考えられる。また、2時間持続静注した後、投与中止から9hr は効果
が持続する。よって投与中止から3hr 間隔をあけることが望ましく、7時間後であれば投与
可能とのこと。
 （小野薬品工業株式会社より回答）
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天陽会中央病院　松　山　彰　子

Q：ビカーボン輸液を湯煎したいが品質は落ちたりしませんか。  
 （院内看護師）

A：1～30℃の室内保存が基本で、湯煎をした時のデータはないが、外装開封前だと40℃で6ヶ
月間成分変化はないとのことであった。
 （株式会社　陽進堂　お客様相談室より回答）

天陽会中央病院　原　田　香穂里

Q：メプチンクイックヘラーを吸入して効果不十分な場合は、どのくらい時
間をあけたら吸入可能ですか。  
 （外来患者）

A：大人の場合、1回吸入し不十分な場合、最初の1時間は20分ごとに吸入可能で1時間経過後
は1時間ごとに1回吸入が推奨される。
小児の場合、吸入15分後に判定を行う。効果不十分な場合、1～2時間後に吸入を行う。ひ
どい時は20分後に吸入可能との回答を得た。
 （大塚製薬株式会社　医薬センターより回答）

天陽会中央病院　河　崎　彩　加

Q：ジゴキシンの採血結果が異常に高い値が出ました。血中濃度に影響を与
えるものについて教えてください。  
 （院内医師）

A：①コンプライアンス②服薬時間と採血時間の関係③併用薬や嗜好品④採血部位⑤腎機能の
急速な悪化⑥内因性ジゴキシン様免疫反応陽性物質（DLIS）
・ジゴキシンの血中濃度の測定方法である蛍光偏光免疫測定法（FPIA）では腎不全や肝
不全または新生児において DLIS が原因となり、実際のジゴシン濃度より高値を示すこと
がある。DLIS が増加する病態として、総ビリルビン値上昇、腎不全、移植状態、新生児、
高脂血症、外科手術後、低蛋白血症がある。DLIS を増加させる薬剤としてはスピロノラ
クトン、ステロイドがある。
 （中外製薬株式会社より回答）
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天陽会中央病院　中　野　　　公

Q：PIT（Pulse Infusion Thrombolysis）カテーテルを用いて深部静脈血栓
症を治療するに当たり、t-PA 製剤を使用したほうがいいのか、UK を使
用したほうがいいのか教えて欲しい。  
 （院内循環器医師）

A：当院採用薬である t-PA 製剤は、クリアクターであり、UK はウロナーゼである。
2剤の添付文書を比較し、医師と協議した。

適応（略） 用法用量（略） 薬価
クリアクター ①急性心筋梗塞における

冠動脈血栓の溶解（発症
後6時間以内）
②不安定な血行動態を伴
う急性肺塞栓症における
肺動脈血栓症

①27,500IU/kg を静注
②13,750～27,500IU/kg を 静
注。8万 IU/mL となるよう
に生食で溶解し、約10mL（80
万 IU）/ 分の注入速度

40万：52,484
80万：100,692

ウロナーゼ ①脳血栓症
（発症後5日以内で CT に
おいて出血が認められな
いもの）
②末梢動・静脈塞栓症

（発症後10日以内）

①1日1回6万単位約7日間静
注、点滴静注
② 初 期1日6万 ～24万 単 位、
以後漸減し約7日間静注、点
滴静注

6万単位：3,142

適応症を考えてウロナーゼを勧めたが、医師としては深部静脈血栓症を溶解させると急性
肺塞栓症を引き起こすリスクが高くなるため、クリアクターを使用したいという意見で
あった。
薬価の面では、クリアクターは80万単位（体重50kg）を1V 使用すると10万円であり、ウ
ロナーゼ6万単位は、7日間で約20本使用すると6万円を超えるぐらいであった。
投与期間の面では、クリアクターは1日であり、ウロナーゼは約7日間必要となる。入院期
間に差が出てくることも話し合った。
結果、患者さんの状態や深部静脈血栓症で肺塞栓症を引き起こすリスクが高いということ
から、クリアクター80万単位使用することとなった。
 （参考：クリアクター添付文書、ウロナーゼ添付文書）
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天陽会中央病院　小　牧　誉　典

Q：テレミンソフトと新レシカルボン坐剤の使い分けを教えて下さい。  
 （院内看護師）

Ａ：テレミンソフトは大腸刺激性の下剤に分類され、大腸粘膜を刺激して大腸の蠕動運動を高
めます。慢性の便秘に効果があるとも言われています。作用発現は15～60分との報告があ
ります。新レシカルボン坐剤は腸内で炭酸ガスを発生して腸運動を亢進させて下剤効果を
発揮します。便が肛門の出口まできているが出せない時など排便力が低下した直腸性便秘
に効果があると言われています。作用発現は20分前後との報告があります。
 （参考：新レシカルボン坐剤添付文書、テレミンソフトインタビューフォーム）

Q：HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）の患者に透析を実施したい。ヘパ
リンの代替でフサンを使用したが、透析回路が凝結してしまった。他に
対応方法はありますか。  
 （院内看護師）

Ａ：抗トロンビン薬のアルガトロバンが使用可能です。通常、成人に、体外循環開始時に1管
（アルガトロバン水和物として10mg）を回路内に投与し、体外循環開始後は毎時2.5管（ア
ルガトロバン水和物として25mg）より投与を開始する。凝固時間の延長、回路内凝血（残
血）、透析効率および透析終了時の止血状況等を指標に投与量を増減し、患者毎の投与量
を決定するが、毎時0.5～4管（アルガトロバン水和物として5～40mg）を目安とすること
を報告した。この症例ではプライミング10mg、維持20mg/hr で透析が施行できた。
 （参考：ノバスタン HI 注添付文書、HIT 情報センターホームページ）

天陽会中央病院　金　澤　正　智

Q：手術予定でエビスタ錠を服用している患者は休薬が必要か。  
 （院内医師）

A：術後4日間くらい不動状態であれば、手術3日前には休薬したほうが良い。
術後、不動状態により静脈血栓症を引き起こす可能性があることと、エビスタは静脈血栓
塞栓症（深部静脈血栓症、肺塞栓症、網膜静脈血栓症を含む）の患者に対し禁忌であり血
栓のリスクが上昇すると考えられることを報告し、3日前から休薬指示となった。
 （日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口より回答）
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Q：0.5％と1％のキシロカイン注シリンジの違いは何ですか？ 効果発現や
持続時間に差がありますか。  
 （院内看護師）

A：適応については下記の通りであり、
　　0.5%：硬膜外麻酔、伝達麻酔、浸潤麻酔
　　1%：硬膜外麻酔、伝達麻酔、浸潤麻酔、表面麻酔
効果発現や持続時間に関しては古い薬であることから明確でなく、医師の経験で使用され
ている場合が多い。
 （添付文書、アストラゼネカ株式会社メディカルインフォメーションセンターより回答）

天陽会中央病院　小　川　紗央里

Q：β遮断薬を使用したいが、慎重投与に低血糖症、コントロール不十分な
糖尿病、長期絶食状態の患者（低血糖の前駆症状である頻脈等の交感神
経反応をマスクしやすいので血糖値に注意すること）と記載があるが理
由を確認したい。また、当院採用薬で血糖コントロール中の患者に使い
やすいβ遮断薬は何があるか教えてほしい。  
 （院内医師）

A：たいていのβブロッカーはβ2受容体を遮断してしまうため膵におけるインスリン分泌促進
とグルカゴン分泌促進、および肝でのグリコーゲン分解促進と糖新生促進につながってし
まう。
そのためβ1受容体に選択的に作用するビソプロロールは他のβ遮断薬に比べて糖尿病危惧
患者には使用しやすいと言われている。
 （田辺三菱製薬株式会社からの回答）

天陽会中央病院　下堂薗　麻　里

Q：シンビット静注用50mg（ニフェカラント塩酸塩）からアンカロン注
150（アミオダロン塩酸塩）へ切り替える際の投与方法を教えてほしい。
 （院内医師）

A：シンビットは半減期が短い（維持静注時、T1/2：1.15時間）ので、シンビット投与中止後、
アンカロンは通常の投与方法で問題ない。
 （サノフィ株式会社　コールセンター　くすり相談室より回答）
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Q：CHDF 施行中患者にゲンタシン注を投与したいが、投与方法を教えて
ほしい。  
 （院内医師） 

A：初回3mg/kg、以降2mg/kg を24～48時間毎に投与。
⇒体重60kg の患者であったので、初回180mg、2回目以降は120mg を48時間毎に投与する
こととなった。
 （参考：日本化学療法学会、抗菌薬 TDM ガイドラインより）

天陽会桜島病院　工　藤　笑　未

Q：リウマトレックスは術前休薬した方がいいですか。  
 （院内医師）

A：術前投与の安全性は確立していないが、エビデンスもなく、何日間の休薬が必要という明
確な指標はない。感染症やその後の治癒に影響を与える場合もあり、術前の投与にあたっ
ては注意が必要。休薬したほうがいいとの文献もある。
 （ファイザー株式会社　製品情報センターより回答）
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。

（参考：関節リウマチ治療におけるメトトレキサート（MTX）診療ガイドライン2011年版）

Q：午後にラジカット開始の指示がでました。1日2本の指示ですが、最低
何時間あければいいですか。  
 （院内看護師）

A：初日の2回目投与は、1回目投与後6～7時間後であれば可能である。2日目以降の投与は基
本的に12時間間隔。2日目以降に関して、投与間隔を最低何時間空ければいいといった指
標はない。
 （田辺三菱製薬株式会社　くすり相談センターより回答）
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天陽会桜島病院　迫　田　耕　輔

Q：インフルエンザワクチン接種後、風疹ワクチンを接種したいのですが、
接種間隔はどれくらいおけばよいか？ また、接種順番を逆にした場合
はどうなりますか。  
 （院内看護師）

A：インフルエンザワクチンなど（不活化ワクチン）を接種した日の翌日から起算して、別の
種類のワクチン接種を行うまでの間隔は、6日以上おく。

不活化ワクチン

6日以上おく

別の種類の
不活化ワクチン

生ワクチン

T、DT、3混、4混、日脳、イン
フルエンザ、IPV
Hib、A 型肝炎、B 型肝炎、狂犬
病、肺炎球菌（7価・23価）、子宮
頸癌

（ただし、任意接種ワクチン）
逆に生ワクチンを接種した後に別の種類のワクチン接種を行う場合、生ワクチンを接種し
た日の翌日から起算して、別の種類の接種を行う日までの間隔は、27日以上おく。

生ワクチン

27日以上おく

別の種類の
不活化ワクチン

生ワクチン

MR、麻疹、風疹、BCG

水痘、おたふくかぜ、黄熱、ロタ
（ただし、任意接種ワクチン）

 （参考：予防接種リサーチセンター　予防接種ガイドライン、2012年版）

天陽会中央クリニック　三　浦　岳　彦

Q：ブスコパン注は筋注でよく指示を出しているが、静注でも問題はないで
すか。  
 （院内医師）

A：筋注でも静注でも皮下注でも問題ありません。メーカーとしては、投与法は指定していま
せん。

【補足】
ブスコパン注（ブチルスコポラミン水和物）は消化管の X 線及び内視鏡検査の前処置薬と
して静注・皮下注・筋注で使用される。
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ブスコパンは抗コリン剤の一種で、副交感神経の働きを抑制し、その投与によって、胃腸
等の消化管運動や胆のう収縮が抑制され、また胃液等の分泌も抑制される。これを検査前
投与することにより、消化管の検査に適した状態になる。

• プスコパン注の薬物動態  
効果発現時間：20分～30分（経口）、3～5分（静注）、8～10分（皮下、筋注）  
作用時間　　：2～6時間（静注）、検査では40分  
Tmax ：1～2時間（経口）  
半減期　　　：5～6時間  
代謝　　　　：肝代謝

※静注のほうが皮下注、筋注よりも効果発現時間が早い。しかし、これによって副作用が
異なるデータは報告なし。

• ショック・アナフィラキシー症状について  
消化管検査時にブスコパン注を投与された患者さんにおいて死亡例を含むショックの
報告がされている。そのため、使用に関してはショック・アナフィラキシー症状に特
に注意するよう、適正使用のお願いで注意喚起の文書が配布されている。

※このため、効果発現がマイルドである筋注を選択する施設が多いと考えられるが、投与
経路によってショックの発現頻度が変化したというデータはない。
 （日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社より回答）

天陽会中央クリニック　田　嶋　友　子

Q：ジクロード点眼液を開封前のものは室内においていて、使い始めたら冷
蔵庫に入れていました。使っても大丈夫でしょうか。  
 （外来患者）

A：保管されていた期間によります。
ジクロードの保管は冷所となっています。未使用の場合保存剤のクロロブタノールが光で
分解するので内袋に入れて室温暗所で18ヶ月、夏場でも5ヶ月は有効です。開封後は1ヶ月
で使い切ってください。
 （わかもと製薬株式会社学術部より回答）
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天陽会中央クリニック　岩　川　絵理子

Q：エンドキサン錠を服用している患者がいるが、外科手術前に休薬する必
要があるか。  
 （院内医師）

A：手術前の休薬は必ずしも必要ではない。しかし、免疫抑制効果があるので、医師の判断で
休薬する場合もある。休薬期間、再開時期等に関しては、明確な情報はない。
 （塩野義製薬より回答）

Q：肺腺癌の患者さんに、NSAIDs の吸入液を使いたいが、製剤はあるか。  
 （院内医師）

A：NSAIDs の吸入液で既存の製剤はないので、院内製剤のインドメタシン吸入液を提案した。
インドメタシンの吸入で、気道上皮の PGE2産生抑制を介した Cl－チャネルの機能低下によ
り、気道粘液成分を減少させる報告がされている。しかし、調剤段階での pH 調整が難し
いため採用されず、他の方法を検討することとなった。
 （参考：病院薬局製剤事例集）

鹿児島厚生連病院　山　路　智　凡

Q：ペンタサ錠500mg の粉砕・懸濁の可否について教えて下さい。  
 （院内看護師）

A：ペンタサ錠500mg は、エチルセルロース膜にてコーティングし、大腸において成分を含む
顆粒が放出される設計となっている。
そのため、潰瘍性大腸炎のように大腸に限局して効果を発揮させたい場合には、錠剤のま
まの服用が好ましい。
クローン病のように、胃や十二指腸などの上部消化管にまで効果を発揮させたい際は、あ
えて粉砕して使用することもあるため、粉砕・懸濁は、可。
また、口腔内に効果を期待する際は、飲水可能な患者であれば水又は55℃の温湯に溶かし
服用して問題ない。
 （メーカーより回答）
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鹿児島厚生連病院　末　廣　淑　子

Q：イントラリピッド輸液10％の投与時間を教えて下さい。  
 （院内看護師）

A：イントラリピッド輸液10％の添付文書では、『通常1日500mL を3時間以上かけて点滴静注
する。なお、体重、症状にあわせて適宜増減するが、体重1kg あたり1日脂肪として2g 以
内とする。』と記載されている。
人工脂肪粒子は、リポ蛋白化されて加水分解等の代謝をうけるため、脂肪乳剤の投与速度
が速いと、血漿は白濁した状態になり、加水分解されない脂肪粒子が血中に蓄積されてし
まうため、十分に脂肪の吸収ができなくなってしまう。そのため円滑な代謝を考慮すると、

『0.10g/kg/hr の速度』で投与すべきであるとの報告がある。
メーカーに問い合わせ確認すると、添付文書の速度は、『あくまで有害事象の報告はあり
ません。』という速度であり、『0.10g/kg/hr の速度』での投与を推奨するとのことだった。

（参考：やさしく学ぶための輸液・栄養の第一歩（第二版）・フレゼニウス　カービ　ジャ
パン株式会社）

鹿児島厚生連病院　佐　多　照　正

Q：メトホルミン製剤はヨード造影剤の使用前に休薬が必要か。  
 （院内医師）

A：ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳酸アシドーシスを
起こすことがあるため、検査前は本剤を一時的に中止することと添付文書に記載がありま
す。また、日本糖尿病学会からは、「糖尿病治療ガイド2012–2013」において、造影剤使用
前後48時間は中止することを記載してあります。ESUR ガイドライン（Ver.8.1）では、
eGFR が44mL/分/1.73m2以下で造影剤使用前後48時間の休薬を推奨しています。なお、緊
急の検査の場合は、造影剤使用によるアシドーシスについて患者への十分な説明と、造影
剤使用後の患者管理が必要となります。
本内容について回答し、医薬品適正管理委員会にて、院内は造影剤使用前後48時間の休薬
を原則とすることを取り決め、造影剤使用の可能性があるクリニカルパスに、休薬確認を
取り入れた。
参考：  メトグルコ添付文書　糖尿病治療ガイド2012–2013　ESUR ガイドライン（Ver.8.1）
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鹿児島厚生連病院　中　村　有莉恵

Q：内服薬のタケプロンとパリエットの違いを教えてください。  
 （院内看護師）

A：タケプロン（ランソプラゾール）とパリエット（ラベプラゾールナトリウム）共に PPI で
作用機序は同じですが、まず規格によって適応に違いのあるものがあります。

適応 タケプロン
（15、30mg）

パリエット
（10、20mg）

非びらん性胃食道逆流症 15mg のみ 10mg のみ
低容量アスピリン・NSAIDs
投与時の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 15mg のみ ×

下記における H.Pylori の除菌の補助
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、
突発性血小板減少性紫斑病、早期胃がんに対す
る内視鏡的治療後

○ 10mg のみ

また、代謝 / 相互作用も異なります。CYP2C19には遺伝子多型が存在し、日本人での PM
（代謝が遅い）頻度は約20％といわれているので、副作用の発現に注意が必要です。

タケプロン パリエット
代謝（相互作用） CYP2C19、3A4

（テオフィリン↓、タクロリムス↑）
主に非酵素的還元

 （添付文書、インタビューフォームより回答）

鹿児島厚生連病院　赤　星　真　広

Q：ジェイゾロフト錠25mg を半錠にして安定性など問題ないか。  
 （院内医師）

A：半錠にして安定性を検討したデータはないが、粉砕後の安定性を検討したデータはありま
す。

【安定性試験】
試料の調整方法：乳鉢を用いて粉砕する
保存条件：30℃75%RH、室内散光（遮光開栓ガラス瓶）

室内散光（透明開栓ガラス瓶）
室内散光（遮光密栓ガラス瓶）
室内散光（透明密栓ガラス瓶）

測定時期：開始時、7日、14日、30日
試験項目：外観は肉眼にて観察、含量は定量法にて測定、水分は乾燥減量法にて測定
試験回数：外観1回、含量・水分定量3回（結果は3回の平均値を示した）
いずれの条件でも30日まで含量は98% を下回らず、水分量も約2% から最大でも約5.5% ま
でしか増えませんでした。ジェイゾロフト錠を粉砕しての投与は、承認された剤形での投
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与ではなく、体内動態や安全性および有効性の検討を行っていないため推奨していません。
 （ファイザー株式会社より回答）

鹿児島厚生連病院　上　原　友　美

Q：手術が決まった患者がいるのですが、内服中のベゲタミン、ジプレキサ、
レボトミン、サイレース、ハルナール、ベタニス、マグラックスの中で、
術前に中止すべき薬剤はありますか。  
 （院内看護師）

A：出血リスクのある薬剤はありませんが、ベゲタミン、ジプレキサ、レボトミンは麻酔や緊
急薬との相互作用、不動状態での服用で、血栓リスクが生じるとの報告があります。
まず、処方医師（他院の精神科医師）に直接、休薬の可否についてお尋ねしました。その
結果、統合失調症治療中であり、3剤の休薬により、症状の悪化及び、術中の疼痛増強が
生じる可能性があるため、休薬はしないで手術を行ってほしいとのことでした。
製薬会社に問い合わせたところ、術前に中止は特に必要ないとのことでした。ボスミン、
アドレナリンは併用禁忌薬として、添付文書上に記載がありますが、緊急時にはどのよう
に対応していただいているのですか？と質問したところ、同時投与しなければ問題ないた
め、術当日に服用しなければ、術中には使用可能であるとのことでした。血栓リスクにつ
いても、服用中で手術を行った結果、血栓が生じ、重症となった症例は報告されていない
とのことであり、特に問題ないとのことでした。
当院の麻酔科医師、担当医師と話し合った結果、統合失調症の薬剤は休薬しないで手術を
行うことになりました。ただ、ボスミン、アドレナリンは、製薬会社からの回答では、術
中使用可能とのことであっても、各薬剤の半減期は、ベゲタミン；95～131時間、ジプレ
キサ；30時間、レボトミン；14.2時間と長いため、やはり、ボスミン、アドレナリンの使
用は避けるべきではないかとなりました。
緊急の昇圧処置の時には、ボスミン、アドレナリンの代わりに、バソプレシンの注射を使
用できないかと麻酔科医師に相談されたため、緊急でピトレシン注射液で対応することと
なりました。
 （添付文書、塩野義製薬より回答）

鹿児島厚生連病院　池　増　鮎　美

Q：グリベック錠100mg を内服しているが、お酒を飲んでも大丈夫か。 
 （外来患者）

A：消化管間質腫瘍にてグリベックを内服中で、手術後3ヶ月くらいはお酒は控えるように主
治医から言われているとのことであった。
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アルコールとの相互作用については、特に問題ないが、肝臓で代謝される薬剤であること、
副作用に肝機能障害があることから、肝臓に負担をかけないように、飲みすぎないように
したほうが良く、詳細は医師と相談されるよう指導した。
 （ノバルティス　ダイレクトより回答）

鹿児島大学病院　柴　田　由香里

Q：ザイロリック錠からフェブリク錠に切り替えたいが、添付文書通り
10mg/日から開始しなければならないか。  
 （院内医師）

Ａ：一般的に、尿酸降下薬による治療初期には、血中尿酸値の急激な低下により痛風関節炎が
誘発されることがあるため、尿酸降下薬は徐々に用量を増加することとされている。他の
尿酸降下薬から切り替える場合は、尿酸降下治療が既に開始されているため、常用量の
20mg/日からの投与を考慮することとなっている。
 （参考：帝人ファーマ株式会社　「フェブリク錠適正使用のために」）

Q：腎機能障害のある患者にテイコプラニンを投与したいが、溶解液量、希
釈液量はどこまで減量できるか。  
 （院内医師）

Ａ：添付文書上は「400mg 製剤1バイアル〔400mg（力価）〕には注射用水又は生理食塩液約
10mL を加えてなるべく泡立たないように穏やかに溶解し溶液とする。この溶解液を
100mL 以上の生理食塩液等に加えて希釈する。」と記載されている。溶解液量は添付文書
に記載のある量からの減量は不可である。希釈液量は、メーカには実際のデータはないが、
文献としてバンコマイシンの投与方法に従ってよいとの記載があるものがあり、希釈液量
は50～100mL とされているため50mL での投与は可能と考える。ただし、希釈液量を減量
すると静脈炎の発生確率が上昇するため注意が必要である。
 （富士フイルムファーマ株式会社学術より回答）

Q：ビビアント錠について、特徴と、アロマターゼ阻害薬との併用について
教えてください。  
 （院内医師）

A：ビビアント錠の成分はバゼドキシフェンであり、選択的エストロゲン受容体モジュレー
ター（SERM）である。添付文書上、併用禁忌、併用注意といった記載はないが、他の
SERM とタモキシフェン、アナストロゾールの併用により、有害事象の増加と効果の減弱
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が示唆される報告があるため、併用は推奨していないとのこと。なお、乳癌診療ガイドラ
イン2011では乳がん患者の骨粗鬆症に対してはビスホスホネートと定期的な骨密度測定が
推奨されている。
 （ビビアント錠添付文書、インタビューフォーム、ファイザー学術より回答）

Q：γ-グロブリンの投与で血中β-D グルカン値が上昇するという話を聞い
たことがあるが、献血ベニロンの投与ではどれくらい上昇するか。また、
どのぐらいで体内から消失するのか教えてほしい。  
 （院内医師）

Ａ：2001年以降、β-D グルカンが混入しないよう製造方法を変更しており、出荷分のβ-D グ
ルカンは検出限界以下（5pg/mL 以下）になっている。100mg/kg で投与した場合、0.2pg/
mL、400mg/kg で投与した場合は0.8pg/mL 程度になると思われ、通常20pg/mL 以上で陽
性と判定されるため、影響はほとんどないと思われる。なお、β-D グルカンは24時間で
1/4程度まで体内から消失する。
 （化血研より回答）

Q：ティーエスワンは食後服用となっているが、検査等で遅食となる場合、
ティーエスワンの服用はどのようにしたらよいか。なお、他の薬は朝6
時に服用しており、食事は昼になることもある。  
 （院内看護師）

Ａ：空腹時に投与した場合、フルオロウラシルのリン酸化抑制作用を持つオテラシルカリウム
の吸収が増加し、ティーエスワン（TS-1）の抗腫瘍効果が減弱することが懸念されること
から食後投与となっている。吉田肉腫皮下移植ラットで、摂食後投与での腫瘍増殖抑制率 
98% に対して、空腹時投与では TS-1非投与に比べると有意な抗腫瘍効果はあるものの
65% と効果の減弱がみられた。一方、飲み忘れがあった場合は、服用間隔が通常より短い
場合、薬剤の血中濃度が上昇し、副作用発現の可能性が高まることが考えられることから、
飲み忘れた分をとばして次の分から服用することとなっている。
以上より、検査時には TS-1は他の薬剤と共に朝空腹時に服用した方がよいと思われる。
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鹿児島大学病院　茂　見　茜　里

Q：アレディアを6mg で投与する場合、希釈する液量は100mL に減らして
も良いか。  
 （院内医師）

A：アレディア点滴静注用については5mLに溶解後は、15mg/125mLを超えない濃度で希釈し、
15mg/hr 以上かけて投与することが推奨される。従って、100mL に希釈量を減らしての
投与は可能。
＊小児においては、骨形成不全に対して使用される例が多く、骨形成不全診療ガイドライ
ンの中に、アレディア投与に関する記載があり、投与法としては、
　　　2歳未満　0.5mg/kg/ 日を3日間　2カ月を1クール
　　　2～3歳未満　0.75mg/kg/ 日を3日間　3カ月を1クール
　　　3歳以上　 　1.0mg/kg/ 日を3日間　4カ月を１クール
その中には、0.1mg/mL 以下の濃度に調整するように記載されているものもある。

ただし、点滴速度が十分でないと、Ca 錯体形成による腎尿細管への沈着による腎障害の
発生のリスクがあり、投与時間を十分かけて投与する必要がある。

Q：イムラン錠は添付文書に1日用量の記載はあるが、用法については分1
と分2などとなっている。推奨用法について教えてほしい。  
 （院内医師）

Ａ：アザチオプリン（イムラン錠）は生体内で6-MP に分解され、核酸合成を阻害することに
より免疫抑制作用をあらわす。
薬物動態としては、6-MP の Tmax 1.8±1.1h、半減期は1.9±0.6h。
その代謝物6- チオ尿酸（6-TU）の Tmax 3.5±0.6h、半減期は3.4±1.0h。
また、35S 標識アザチオプリン（100mg）を3名の白血病患者に経口投与したとき、24時間
尿中に投与量の約50% が排泄されている。

一方、薬効細胞内に入った6-MP はヒポキサンチン - グアニンホスホリボシルトランスフェ
ラーゼ（HGPRT）によってチオイノシン酸に代謝された後、6-TGN あるいは meTIMP に
変換され、その治療効果と血中濃度は相関しないことが報告されている。

従って、分1と分2の用法については、どちらでも可。服薬アドヒアランスを考慮すると1
日1回が推奨されるが、患者さんの生活スタイルや併用薬の服用タイミング等も考慮した
上で、用法を選択することが望まれる。
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Q：薬剤性のアカシジアにタスモリンを使う場合、効果判定、追加投与につ
いて情報があれば教えて下さい。  
 （院内医師）

Ａ：効果発現には個人差はあるが、報告としては10～30分で発現し、Cmax のデータはないが、
最大効果発現時間は60分前後との報告あり。薬物体内動態は2相性を示し、その半減期は

（α相）1.5±0.2h、（β相）24.3±3.9h と、単回投与後24時間は効果が持続すると考えられる。

従って、1A/日の投与で良いと思われるが、症状等から追加投与が必要と判断された場合
でも1日2A までが推奨される。
 （参考：アキネトンのインタビューフォーム、大日本住友製薬学術へ照会）

Ｑ：乾燥甲状腺末には T3と T4がどれくらいの割合で含まれているのか。  
 （院内医師）

A：チラーヂン末については、ロット間で多少含有量が異なる可能性はあるが、5つの異なる
ロット間での定量を行った平均としては、T4/T3＝3～5の割合となっており、平均含有量
としては、チラーヂン末50mg 中に T3  14.7µg、T4　55.6µg　である。

チラーヂン末からチラーヂン S への切り換え量の目安は以下のとおりである。
チラーヂン末：チラーヂンＳ：チロナミン　＝　50～60mg：100µg：25µg

尚、レボチロキシン（T4）から乾燥甲状腺末（T4、T3）またはリオチロニン（T3）への
処方変更に際しては、生体内における T4から T3への変換率、消化管での吸収率など患者
毎に、ばらつきがあるため、換算表を使用してもコントロール不良になる可能性が大いに
あり、換算表はあくまで目安であり、切り換え後はホルモン値などのモニタリングを要す
る。

（参考：解薬理学［医学書院］、治療薬マニュアル［医学書院］、各製品インタビューフォー
ム、あすか製薬より回答）

Q：PET 検査前にホリゾン錠を服用しても問題ないか。添加物の影響を知
りたい。  
 （院内看護師）

A：PET は放射同位体で標識されたグルコースを画像検出するものであるため、上記の問合せ
あり。
検査前には糖分の摂取および糖尿病治療薬の服用は避けて頂く必要がある。その理由とし
ては、糖分摂取によりインスリン分泌が促進され、筋肉や組織等への糖の取り込みを促進
するために、腫瘍部位以外にも薬剤が取り込まれる率が高くなる可能性があること、また
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経口糖尿病治療薬の服用により、低血糖症状を来す可能性があるためとのこと。
 （日本メジフィジックスより回答）

Q：ダントリウム静注用を60mg/日で投与したいと考えている。添付文書に
は1V を注射用水60mL に溶解するように書かれているが、どのように
投与したら良いか。  
 （院内医師）

A：ダントリウム静注用は配合変化の多い薬剤であり、生食でも配合変化を起こす可能性があ
る。従って、溶解液としては注射用水のみが推奨され、単独ルートまたは前後注射用水で
のフラッシュが望ましい。溶解量としては、60mL のみが承認用量であり、それ以外の溶
解でのデータはなく、添付文書通り、1V あたり注射用水60mL で溶解する。

点滴速度としては、
悪性高熱症に対しては、1mg/kg を15～20分かけて、
悪性症候群に対しては、1V につき　10～15分、従って、60mg（3V）であれば30～45分か
けて投与することが推奨される。
 （参考：ダントリウム静注用添付文書、アステラス学術へ照会）

Q：チエナムは最低どれくらいに溶解すればよいか。  
 （院内医師）

Ａ：添付文書上の記載として、チエナムの含有成分の溶解量は以下のように記載されている。
　イミペネム 1g；水 89.3～ 97.1mL、シラスタチン 1g；水 ＜0.75mL
MSD 社内データより、チエナム点滴静注用0.5g　1V を溶解量としては、最低60mL 以上
の生食等での溶解量が必要である。
ただし、イミペネムはやや溶けにくく、速やかに溶解できる量よりは少ないため、100mL
よりも溶解量を減らす場合は、十分な混和と完全に溶解できたことを確認する必要がある。
 （参考：チエナム点滴静注用インタビューフォーム、MSD 製薬会社より回答）

Q：超音波メッシュ式ネブライザーの自宅用での購入を希望されている患者
さんがいるが、ボスミン液は同ネブライザーで吸入しても問題ないか。  
 （院内医師）

A：ネブライザーの種類によっては、粘性の高い薬剤は気化しにくいものがある。
なお、ボスミン液については、メッシュ型およびコンプレッサー式の超音波ネブライザー
での使用可能である。
 （参考：オムロン HP、オムロン　ホームメディカルセンターより回答）
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Q：口腔内カンジダがある新生児に治療薬としては何が投与可能か。ピオク
タニン液は使用できるのか。  
 （院内医師）

Ａ：口腔内カンジダの治療薬としては、ファンギゾンシロップ、フロリードゲルがあげられる。

ファンギゾンシロップであれば、添付文書の用法・用量通り
1回0.5～1mL〔アムホテリシン B として50～100mg（力価）〕を1日2～4回食後経口投与で
の投与が可能。新生児の場合には、授乳時に母親の乳首等に塗布して服用させているケー
スもあり。
また、フロリードゲル経口用2％については、日本での小児への投与は承認されていない。
海外での報告では、1回50mg（製剤量として2.5g）を1日3回、日本では、1回20～40mg（製
剤量として1～2g）を1日3回で使用経験がされている。
ピオクタニン水溶液については、除菌目的で使用されている報告があり、その場合は、原
液を綿棒等で口腔内に塗布して使用されている。ただし、エビデンスとしては確立されて
いない。
 （参考：持田製薬、ブリストル・マイヤーズ、本草製薬より回答）

鹿児島大学病院　山　下　八重乃

Q：マンニットール投与時はフィルターを通してよいか。  
 （院内看護師）

Ａ：添付文書には、フィルター使用が必要との記載はなく、フィルター使用不可の注意事項に
関する記載はない。製造ラインでは0.22µm のフィルターに通しているので場合によって
はフィルターを使用して問題ないと考えられる。しかし、マンニットールは結晶化が問題
となる薬剤で27.5℃以下となると結晶化しやくすなる。これに揺れや衝撃等が加わると固
まり始める。フィルターが衝撃となってフィルター部分で目詰まりを起こす可能性も否定
できない。フィルターを使用する場合は製剤が結晶化していないか、フィルター部分で目
詰まりしていないか注意しながら使用する必要がある。
 （参考：マンニットール添付文書、インタビューフォーム、陽進堂学術より回答）
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出水郡医師会広域医療センター　石　田　和　久

Q：ミカムロ配合錠 AP を1錠にて継続中であるが、半錠を検討している。
可能か。  
 （院内医師）

A：アステラス DI センター（0120-189-371）に確認したところ、以下の回答を得た。「ミカム
ロ配合錠 AP はフィルムコート錠であり、さらに、ARB（テルミサルタン40mg）を含む
層と Ca 拮抗剤（アムロジピン5mg）を含む層の2層構造である。粉砕や分割により2つの
層が接触し、テルミサルタンの溶解性を向上させるための賦形剤であるメグルミンによっ
て、アムロジピンの分解が促進され効果や安全性が保証できません。」
医師に連絡し、テルミサルタン40mg とアムロジピン2.5mg の2剤に変更し、経過観察する
こととした。

【参考】
降圧剤の配合剤は多様な組み合わせが商品化されている。製剤的には、2剤を均一に分散させ
た錠剤や上記の2層錠などがある。また、利尿剤を配合した製剤は、至適含有量について検討
が重ねられており、分割により量的バランスに影響する恐れがある。なお、共通するのは、用
法・用量が1錠単位で承認されており、平成25年8月現在で、割線のある製剤はない。一方、1
錠単位での粉砕については可能な場合もある。いずれにせよ、降圧剤の配合錠の分割・粉砕に
ついては、MR より日頃から情報を得るとともに、各メーカーの DI センターへの確認も大切
である。　
 （武田薬品、ノバルティス、アステラス、MSD、第一三共、大日本住友 DI より回答）

出水郡医師会広域医療センター　薗　田　晃　弘

Ｑ：ヘパリンナトリウムの持続点滴からイグザレルト錠への変更方法を教
えてください。  
 （院内医師）

A：ヘパリンナトリウムの持続点滴を終了し次第、イグザレルト錠の服用を開始する。
 （バイエル薬品株式会社・くすり相談より回答）
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Q：ボルタレン坐剤25mg を1個誤飲したということで、当院救急外来に救
急搬送された。この場合、どのような対応をすればいいのか教えてほし
い。  
 （院内医師）

A：ボルタレン坐剤25mg を1個服用した場合に問題となるのは、添加物のグリセリン脂肪酸エ
ステルであり、服用すると、胃部不快感・嘔吐が出現することがある。但し、毒性はない。
対処としては、胃部不快感・嘔吐などの有無を経過観察する程度でよく、胃洗浄の必要は
ない。ボルタレン坐剤25mg を1個服用した場合の血中濃度の推移は、データはないが、ボ
ルタレン錠25mg を1T 服用した場合と変わらないとのこと。この旨を医師に報告。誤飲し
た患者はバイタルに問題なく、気分不良、吐き気・嘔吐の出現はなかったため、帰宅となっ
た。
 （ノバルティスファーマ株式会社より回答）

Q：経腸栄養剤の K4A を1200kcal/日で投与中の患者に対して、経腸栄養剤
をエレンタールに変更したい。初期投与量は1200kcal/日としていいで
すか。  
 （院内医師）

A：エレンタールは浸透圧の高い成分栄養剤である。エレンタールの初期投与量を1200kcal/
日で開始すると、下痢のリスクが高い。よって患者の状態に応じて、徐々に増量する必要
がある。
 （味の素製薬株式会社・くすり相談より回答）

Q：脾臓摘出予定の患者に対して、手術前に肺炎球菌ワクチンであるニュー
モバックス NP を投与したい。手術の何日前まで投与可能か？  
 （院内医師）

A：適用外ではあるが、手術の2週間前までに投与することが可能である。
 （MSD 株式会社・くすり相談より回答）
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出水郡医師会広域医療センター　川　畑　　　綾

Q：ベタニス錠25mg を1日1回朝食後に服用していた患者が、診察日にベタ
ニス錠が切れたため当日の朝食後に服用することが出来なかった。処方
された時点（午後）で本日分を服用させても構わないか。  
 （院内看護師）

A：メーカーに確認したところ、ベタニス錠は1日1回食後の服用であり、その時期は朝、昼、
夕いずれでも構わないが、毎日同じタイミングで服用することが望まれる。理由として、
尿意切迫感や頻尿および切迫性尿失禁を緩和する神経伝達物質の体内リズムを一定にする
ことで効果が高まるため、服用時期が異なるとそのリズムに乱れが生じ、患者さんの実感
として調整ができていない印象が強くなり余計に不安をあおってしまう可能性があるとの
こと。そこで、当日は服用せず、次の日から同じ時期に服用するよう、医師・看護師に報
告し継続してもらうこととした。
 （参考 : アステラス製薬株式会社　DI センター0120-189-371　より回答）

出水郡医師会広域医療センター　桑　鶴　麻　代

Q：タカベンス錠25mg（先発品：エスベリベン錠）を1週間粉砕指示したい
が、問題ないか。  
 （院内医師）

A：メーカーに問い合わせたところ、タカベンス粉砕後4日目以降は含量が低下する。なお、3
日間は粉砕しても有意な含量低下は問題がないが遮光が必要との回答あり。
医師と病棟に相談し、服用前に病棟で粉砕し、直前まで遮光して保管できるよう専用の遮
光袋を利用することを提案した。
 （参考 : 高田製薬株式会社　学術部より回答）

出水郡医師会広域医療センター　永　田　春　香

Q：アザルフィジン EN 錠500mg は一包化しても良いですか。  
 （院内看護師）

A：メーカーに問い合わせたところ、アザルフィジン EN 錠250ｍｇは PTP シートから取り出
して6ヶ月経過しても色調変化はないが、500mg は3ヶ月目で色調変化の可能性があるとの
こと。その旨を看護師に報告。その結果、入院患者の処方日数は1ヶ月以内であったため、
アザルフィジン EN 錠500mg は一包化することとなった。
 （ファイザー株式会社より回答）
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出水郡医師会広域医療センター　橋　本　直　美

Q：慢性心不全の終末期の呼吸苦に対するモルヒネの使用方法は。  
 （院内医師）

A：多くの医療用麻薬は「がん」の適応が必要となるが、モルヒネ塩酸塩注射液には「激しい
咳嗽発作における鎮咳」の適応があり、心不全からの呼吸困難にも適応外ではあるが使用
を検討することが出来る。使用回数が増えても、レスキューでの対応とし、ベースアップ
は勧めない。過量投与については呼吸回数、せん妄で評価する。
注射　オピオイドが開始されていない患者5–10mg/day で開始。
呼吸困難時に2–3mg を単回皮下注
 （参考：がん患者の呼吸器症状に関するガイドライン P37）

Q：血液疾患にてレブラミドを服用しているため、帯状疱疹ウイルス（VZV）
再活性化を予防する方法はないか。  
 （院内医師）

A：同種造血幹細胞移植を受けた患者における帯状疱疹ウイルス（VZV）再活性化に対する超
低用量アシクロビルによる論文がある。200mg/day での長期経口投与にて、投与期間中に
破綻的再活性化が発生したのは1例のみであった。
しかし、適応は「通常、成人には1回アシクロビルとして800mg を1日5回経口投与する」
となっているため、適応外使用となる。
 （メーカーより回答）

出水郡医師会広域医療センター　岩　崎　公　美

Q：持続性吃逆の患者に対してリドカインの静注の指示（適応外）が出てい
るが投与方法を教えてほしい。  
 （院内看護師）

A：メーカーに確認したところ、1mg/kg のリドカインを負荷投与した後、2mg/分を持続的に
静注し、24時間コントロールが出来たら中止してよいとのこと。その旨、看護師に報告し
た。また、処方がリドカインの静注シリンジになっていたため、持続静注出来るように主
治医にオリベス点滴用1％200mL への処方変更を依頼した。
 （テルモ株式会社　コールセンターより回答）
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Q：毎週木曜日にリウマトレックスカプセル2mg を2Ｃ2×で服用する予定
であったが2Ｃ1×となった。毎週金曜日に服用させるリウマトレック
スカプセル2mg 1C1×はどのように服用させたらいいか教えてほしい。
  
 （院内看護師）

A：メーカーに確認したところ、毎週金曜日に服用させるリウマトレックスカプセル2mg をい
つ服用させるかは主治医の判断にもよるが、24時間間隔で服用させた例もあるため今まで
の服用通りに翌日の金曜日に1C1×で服用してもよいとのこと。その旨、看護師に報告し
今まで通り翌日に服用してもらった。
 （ファイザー株式会社　製品情報センターより回答）

出水郡医師会広域医療センター　岩　下　佳　敬

Q：脂肪乳剤を局所麻酔中毒に使用することがあるのか？ また、使用方法
が分れば教えてほしい。  
 （院内看護師）

A：脂肪乳剤の投与でブビバカイン誘発の心停止からの蘇生率を改善させることが動物実験で
示されている。またブビバカイン以外にも、レボブビバカイン、ロピバカイン等の局所麻
酔薬によって生じた興奮、痙攣等の中枢神経症状や、不整脈、心停止等の症状改善に有効
であったとする症例報告がある。

使用法：局所麻酔薬の投与後に意識消失や徐脈・低血圧等を伴い、生命に危険がある場合
はまず Advanced cardiac life support（ACLS）に示された手順に従って緊急蘇生を行い、
呼吸・循環系の十分な観察のもとでなるべく早期に次の手順で投与する。
20% 製剤1.5mL/kg を短時間で静注し、続いて0.25mL/kg/min で持続投与を開始。
5分おきに2回まで（合計3回まで）上記で示した短期間での静注を繰り返す。
持続投与開始20分後にも症状が持続している場合は、持続投与速度を2倍の0.5mL/kg/min
に増やす。
 （参考：麻酔薬および麻酔関連薬使用ガイドライン第3版ｐ171）
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吉田温泉病院　西　川　弘　剛

Q：アサコール錠がそのまま便から出てきている。大丈夫か。  
 （院内看護師）

A：錠が傷ついて出てきている場合は、中身が放出されているので問題ありません。そのまま
出てきた場合でも、治験では効果に問題はありませんでした。
しかし、効果がみられない時は、ペンタサやサラゾピリンへ変更する選択肢もあります。
また、どうしてもアサコール錠を使用したい場合は、腸内環境を錠剤が崩壊する pH7以上
にしないといけません。そのために一例報告ではありますが、酸化マグネシウムを1/10量
同時に服用する方法や、乳酸菌製剤等を服用しているならばやめてみる方法があります。
 （ゼリア新薬工業株式会社より回答）

川内市医師会市民病院　安　藤　　　卓

Q：リフレックス錠は、半錠に分割して投与できないのか。  
 （院内医師）

A：リフレックス錠の割線に見えるものは錠剤のデザインであるため分割はできない。また、
均一性試験を実施していないことにもよる。なお、同様の問い合わせが多いが、今後、均
一性試験を実施する予定はないとのことであった。なお、粉砕については、遮光下で30日
間は安定とのことであった。
 （MeijiSeika ファルマ株式会社より回答）

Q：リバスタッチパッチからアリセプトへの切替え方法について。  
 （院内看護師）

A：リバスタッチからアリセプトへの切替えの方法としては、メーカー（エーザイ）の回答は、
推奨する方法はないが、リバスタッチ18mg（維持用量）での半減期が3.3時間であり、半
減期の5倍（16.5時間）で体内から除去されることから考えて、剥がした翌日よりアリセプ
トを開始する。（およそ半日くらい間隔をあける。）なお、アリセプトの用量は、3mg から
開始して、消化器症状などの副作用をみながら、添付文書どおり5mg への増量を考慮する。
また、アリセプトからリバスタッチへの切替えについては、休薬期間は不要で、用量はリ
バスタッチ4.5mg（初期用量）からの開始とのこと。
 （小野薬品より回答）
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川内市医師会市民病院　永　濱　良　章

Q：キドミン輸液（単独投与時）の投与速度はどのくらいにすればよいです
か。  
 （院内看護師）

A：添付文書には、「末梢静脈より投与する場合、通常成人には1日1回200mL を緩徐に点滴静
注する。投与速度は100mL あたり60分を基準とし、小児、高齢者、重篤な患者には更に緩
徐に注入する。」と記載あり。患者は高齢であったため、症状を確認しながら2時間以上か
けて点滴するよう伝えた。
アミノ酸輸液製剤を速く投与すると、悪心や嘔吐が出現することがあり、3％アミノ酸液
500mL（ビーフリード輸液）では2時間程度かけての点滴を添付文書でも推奨している。
なお、キドミン輸液はアミノ酸を7％含有している。
 （参考：鈴木芳樹　Medical Practice 23（増刊）：103–108, 2006）

川内市医師会市民病院　向　井　俊　貴

Q：朝方に脈が速くなります。サンリズムを飲んでいるのですが、朝食後
8:30、昼食後12:00、夕食後6:30に3回服用しています。朝のサンリズム
の持続効果について教えてください。  
 （院内看護師）

A：サンリズムカプセルは、単回投与時の血中濃度は、服用12時間後には、0.1µg/mL まで低
下する。有効血中濃度は0.2～0.9µg/mL とされている。そこで、服用時点を朝、昼、眠前
への変更を主治医へ提案したところ、用法が変更となった。
 （参考：添付文書）



－33－

DI 実例

Q：DIC 患者さんへナオタミン（一般名：ナファモスタット）注50mg 3V
を5% ブドウ糖50mL に溶解し、中心静脈からのシリンジポンプでの投
与は可能か。  
 （院内看護師）

A：ナオタミン注そのものには、細胞障害性はなく、ガベキサート製剤と比較して血管炎は起
こしにくい。添付文書上は1000mL で溶解となっているが、個別用量、個別希釈液量の場
合は1000mL 当たりの浸透圧に換算し浸透圧比を考慮する。
 （旭化成ファーマ株式会社より回答）

添付文書より浸透圧比は、 
10mg/500mL 5％ブドウ糖液 約1
50mg/4mL 5％ブドウ糖液 約2

150mg/50mL 5％ブドウ糖液での浸透圧比は2未満と考えられる。





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 20

鹿児島市医師会立病院 9

吉田温泉病院 2

出水郡医師会広域医療センター 33

南風病院 1

鹿児島県立北薩病院 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

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　注射せん・薬歴・処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠20mg　2錠　分2　12時間おき 

ワーファリン錠1mg　3錠　分1　朝食後 
ペンタジン注　1A　疼痛時

薬学的ケア後　 オキシコンチン錠20mg　2錠　分2　12時間おき 
ヘパリン注（用法指示）

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

ワーファリン、オキシコンチン内服中の ESD 目的入院患者に対して、ワーファリゼーションからヘパリゼー
ションへの変更指示があった。その際、疼痛時指示がペンタジン注であることを確認したので、ペンタジンはオ
ピオイドと拮抗することが報告されている旨主治医に伝えたところ、疼痛時のレスキュー使用を提案。疼痛時指
示がレスキュー使用に変更となる。

80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
原因　処方
薬学的ケア前　 ハイカリック RF　1袋 

オーツカ MV　1組 
エレメンミック注　1筒

薬学的ケア後　 ハイカリック RF　1袋 
オーツカ MV　1組 
エレメンミック注　1筒 
ネオアミユー　1袋

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

ハイカリック RF ＋オーツカ MV ＋エレメンミック注　処方指示あり。アミノ酸製剤の必要について、主治
医へ輸液内容について確認したところ、ネオアミユーが処方追加となる。

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　薬歴・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 タケプロン OD 錠15mg　1錠　分1　夕食後 

ネキシウムカプセル20mg　1C　分1　夕食後
薬学的ケア後　 タケプロン OD 錠15mg　1錠　分1　夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

入院時の持参薬が無く、院内処方となった患者の処方薬の中にタケプロン OD 錠15mg があった。自己管理で
あったが、次回処方時に残薬があったため一包化へ変更となる。その際に外来で処方されていたネキシウムカプ
セル20mg も服用していた。持参薬を後日持ってきて内服していたとのことであったが、PPI が重複しているた
め主治医へ報告。ネキシウム中止となる。

50歳代　　女性　　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
原因　処方
薬学的ケア前　 アバスチン点滴注射用　260mg　点滴静注
薬学的ケア後　 アバスチン点滴注射用　250mg　点滴静注
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

FOLFIRI+Bev 療法（2コース目）でアバスチン点滴注射用260mg 処方あり。1コース目は250mg で実施記録
があり、主治医へ投与量について確認したところ、250mg へ変更となった。
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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
発端　薬歴・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 アローゼン（0.5g）　2g　分1　ねる前
薬学的ケア後　 アローゼン（0.5g）　2包　分1　ねる前
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アローゼン（0.5g）1回2g 処方指示あり、用量について確認する前に持参薬鑑別報告の内容を確認したところ
入力は2包であった。処方医に確認したところ2包に変更となる。

50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　慎重投与
薬学的ケア前　 アストミン錠10mg　9錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アストミン錠10mg　6錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

糖代謝異常のある患者に対してアストミン錠10mg を1回3錠毎食後処方指示あり。アストミンの適応用量は1
回10～20mg を1日3回で適宜増減ではあるが、アストミンは耐糖能に変化をきたすことがあるため、情報提供す
ると共に用量について確認したところ、1回2錠に減量となる。

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　投与量
薬学的ケア前　 ロヒプノール錠1mg　3錠　分1　不眠時
薬学的ケア後　 ロヒプノール錠1mg　1錠　分1　不眠時
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ロヒプノール錠1mg 1回3錠　不眠時　指示あり。ロヒプノールは高齢者に対しては副作用発現リスクより1回
1錠が記載されており、患者状態確認し、主治医へ確認したところ1回1錠へ減量となる。

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　処方せん・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 セルベックスカプセル　2C　分2　朝夕食後 

レバミピド錠　2錠　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 レバミピド錠　2錠　分2　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

消化器内科よりセルベックスカプセルの追加処方あり、カルテを確認したところ、他科よりレバミピド錠の処
方があり同系統薬剤であるため、各処方医へ確認したところセルベックス処方削除となる。
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プレアボイド・未然回避報告

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　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 サンコバ点眼液　1瓶
薬学的ケア後　 インタール点眼液　1瓶
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

サンコバ点眼液 処方あり、用法が「かゆい時」であったことより、処方医に確認実施。結果、インタール点
眼液へ薬剤変更となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 ベシケア OD 錠5mg 　2錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 ベシケア OD 錠5mg 　1錠　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ベシケア OD 錠5mg 1回2錠朝食後指示処方あり。カルテより Child-Pugh 分類 B であり、1日5mg が上限とな
るため、主治医へ情報提供実施。結果、1回1錠へ減量となる。

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
原因　処方
薬学的ケア前　 ティーエスワンカプセル25mg 　1日4C　分2　4／23～29まで処方（7日分） 

ティーエスワンカプセル25mg 　1日4C　分2　4／14～29
薬学的ケア後　 ティーエスワンカプセル25mg 　1日4C　分2　4／14～29
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ティーエスワンカプセル25mg 退院処方1日4C で4／23～29まで処方（7日分）、薬歴をチェックしたところ他
の処方で4／14～29であったため主治医へ確認。結果、処方変更となる。

50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　処方
薬学的ケア前　 レナデックス錠4mg　5錠　分1　昼食後 

レナデックス錠4mg　5錠　分1　昼食後
薬学的ケア後　 レナデックス錠4mg　5錠　分1　昼食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

VD 療法でレナデックス錠4mg1回5錠昼食後レジメンシステム分の処方あり。別入力でレナデックス処方があ
り、主治医へ確認したところ、処方内容が変更となる。
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プレアボイド・未然回避報告

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 クレメジン細粒　2包　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 クレメジン細粒　2包　分2　朝夕食間
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 2包朝夕食後指示あり。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。

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
発端　注射せん
原因　配合変化
薬学的ケア前　 生食100mL　1V 

水溶性プレドニン注20mg　1A 
ポララミン注5mg　1A

薬学的ケア後　 生食50mL　1V 
水溶性プレドニン注20mg　1A 
生食50mL　1V 
ポララミン注5mg　1A

薬学的ケアの種類　調剤法変更
報告者のコメント

生食100mL ＋水溶性プレドニン注20mg ＋ポララミン注5mg 処方あり。水溶性プレドニンとポララミン注は
配合変化により直後に白濁するおそれあり。処方医へ配合変化情報および回避方法について提案。結果、それぞ
れ別に生食50mL に希釈して投与することとなる。

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　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 アサコール錠400mg　12錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アサコール錠400mg　9錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アサコール錠400mg 1回4錠　毎食後（1日12錠）指示あり。Max3600mg/day の縛りあり、患者の症状確認す
ると共に主治医へ情報提供実施。他の内服薬を調製すると共に、アサコールは1回3錠　毎食後（1日9錠）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　投与量
薬学的ケア前　 アルダクトン A 細粒1％　1g　分1　朝食後
薬学的ケア後　 アルダクトン A 細粒1％　0.25g　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アルダクトン A 細粒1％ 1回1g　朝食後（100mg 力価）処方あり。病棟薬剤師より持参薬は25mg 力価である
ことを確認したため、主治医へ換算について情報提供すると共に用量を確認した結果、製品として0.25g へ変更
となった。
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プレアボイド・未然回避報告

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　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 フェントステープ1mg　 1回0.5枚　貼付
薬学的ケア後　 フェントステープ1mg　 1回1枚　貼付
薬学的ケアの種類　処方変更
報告者のコメント

フェントステープ1mg 1回0.5枚処方あり。メーカーでは切っての使用は避ける旨の情報がなされており、オピ
オイドの用量も再検討、1回1枚に処方変更となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 1％ディプリバン注キット50mL　持続静注
薬学的ケア後　 1％プロポフォール注50mL　持続静注
薬学的ケアの種類　剤形変更
報告者のコメント

1％ディプリバン注キット50mL を病棟にて持続投与指示あり。ディプリバン注キットは専用のシリンジポン
プが必要であるため病棟にある通常のシリンジポンプでは使用できないため、主治医へシリンジポンプの使用に
ついて確認した。結果、1％プロポフォール注50mL へ変更となる。

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　処方
薬学的ケア前　 セロクラール錠20mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セロクエル錠25mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

セロクラール錠20mg　1回1錠　朝夕食後　処方あり。持参薬ではセロクエル錠25mg の継続処方ではないか
との確認があり、処方医へ確認。処方修正となる。

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　処方
薬学的ケア前　 フォリアミン錠5mg　1錠　分1　夕食後
薬学的ケア後　 フォリアミン錠5mg　1錠　分1　夕食後（日曜日のみ）
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

フォリアミン錠5mg 1回1錠　夕食後　8日分　処方あり、メソトレキサート内服中であり持参薬の用法を確認
したところ、「1回1錠　夕食後（日曜日のみ）」であったため、主治医へ処方変更を依頼。結果、変更となる。
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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　検査結果・持参薬チェック・処方せん・カルテ等情報
原因　併用注意・特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 パリエット錠（10）　2錠　分2　朝夕食後 

クラリスロマイシン（200）　2錠　分2　朝夕食後 
サワシリン錠（250）　6錠　分2　朝夕食後

薬学的ケア後　 パリエット錠（10）　1錠　分1　ねる前
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

H.pylori3剤併用除菌療法（通常用量）を施行予定だったが、腎不全（Cr6.10、eGFR7.9）と2型 DM（リナグリ
プチン5mg/day 内服）の患者であった。抗生剤の投与量とトラゼンタの薬物相互作用について医師へ疑義紹介。
腎不全患者に対する「クラリスロマイシン」「アモキシシリン」の使用は減量をして使用しなければならないこ
と、減量することによって H.pylori 除菌成功率へ影響がでる可能性があること、クラリスロマイシンとリナグリ
プチンは CYP3A4、P- 糖タンパク相互作用にてリナグリプチンの効果が増強し低血糖症状を誘発する可能性が
あることを報告。医師と患者と再度ICを行い（H.pylori除菌を行うことによって腎不全の悪化の恐れがあること、
抗生剤を減量して使用することでの除菌成功率への影響、糖尿病治療等）、H.pylori 除菌治療は中止となった。

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　投与量
薬学的ケア前　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時
薬学的ケア後　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時（週1回）
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

ベネット17.5mg　1T　1×　起床時連日投与の処方有り。ベネット17.5mg は週1回服用の薬であり、医師に確
認。その結果1T　1×　起床時　1週間に1回に用法が変更となる。

90歳代　　女　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 クレキサン　2筒/日　皮下注
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

Ccr30mL/min 以下の入院患者にクレキサン皮下注が処方されていたため、医師に確認した結果、中止となっ
た。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 プラザキサ75mg　4C　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 プラザキサ110mg　2C　分2　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

85歳の患者に対してプラザキサ75mg 4C 2×の処方あり。添付文書の用法・用量に関連する使用上の注意には、
70歳以上の患者には110mg 2C 2×に減量を考慮し、慎重に投与することを医師に報告。その結果、プラザキサ
75mg 4C 2×から110mg2C 2×に減量となった。
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1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　投与量
薬学的ケア前　 セフゾンカプセル100mg　3C　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セフゾン細粒10%　1g　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

1才7か月の小児に対してセフゾンカプセル100mg 3C3×の処方あり。体重は8kg とのことで、セフゾン細粒
10% では、0.72g/日から1.44g/日が適量となり、この旨を医師に報告。その結果、セフゾン細粒10%　1g 3×に
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　薬剤管理指導業務
発端　検査結果・医師記録
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ベシケア5mg　1錠　分1　朝食後
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

ベシケア5mg 1T1×で服用している B 型肝炎の患者で、入院中に肝機能が低下し、Child-Pugh 分類で C となっ
た。Child-Pugh 分類 C では、血中濃度が過度に上昇するおそれがあるため、禁忌である。この旨を主治医に報
告し、ベシケア5mg は中止となる。

5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　投与量
薬学的ケア前　 カロナール原末　1g　分1　屯月　発熱時
薬学的ケア後　 カロナール細粒20%　1g　分1　屯月　発熱時
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

5歳、20kg の小児に対してカロナール原末 1g/回、発熱時の処方あり。年齢と体重を考慮すると、アセトアミ
ノフェンの量で200mg/回が適量であり、その旨を医師の報告する。その結果、カロナール細粒20% 1g/回、発
熱時に処方変更となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ソルデム1　500mL　1V 

5% ブドウ糖20mL　2A 
ネオラミンスリービー　1A

薬学的ケア後　 ソルデム1　500mL　1V 
50% ブドウ糖20mL　2A 
ネオラミンスリービー　1A

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ソルデム1に5% ブドウ糖20mL 2A 処方あり。医師に確認したところ80kcal の追加予定だったため、50% ブド
ウ糖20mL に処方変更となる。
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・無菌製剤・薬剤管理指導業務
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 フルカリック2号　1キット　TPN
薬学的ケア後　 エルネオパ2号　1キット　TPN
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

高齢で体重も軽い患者さんに高カロリー輸液開始。フルカリック1号1806mL（1120kcal）を2日間使用し、そ
の後フルカリック2号2006mL（1640kcal）を使用する処方あり。体重も軽く適正カロリーも1200kcal 程度で良
さそうなこと、微量元素も入っていない処方であると連絡。エルネオパ1号1500mL（840kcal）での導入を行い、
その後エルネオパ2号1500mL（1230kcal）で維持することになった。

60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
発端　薬歴・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 ランマーク皮下注　1V　皮下注
薬学的ケア後　 ランマーク皮下注　1V　皮下注 

デノタスチュアナル配合錠　2錠　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

ランマーク皮下注が新規開始。投与開始前には血清カルシウムを測定する必要あり、低カルシウムであれば使
用できないこと、正常であれば低カルシウム血症予防のためデノタス処方も必要であることを情報提供した。血
清カルシウムを測定し、その後デノタス処方開始となった。

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 ワーファリン1mg　3錠　分1　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

ワーファリン処方があり、検査値を確認したところ PT-INR が3.7と高値であったため、主治医に連絡しワー
ファリンの中止となった。

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　無菌製剤
発端　検査結果
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 ジェムザール　800mg　点滴
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

GEM 単剤療法中、血小板数が6万で実施指示があった。服薬指導の際、上腕部に皮下出血斑確認。その患者
は以前、血小板数8万で1週間後の採血で3万まで減少した経験があったため、主治医に血小板数が減少する可能
性と、現在の皮下出血斑の増悪のリスクを報告。投与中止となり、次週採血結果次第での投与となった。
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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
発端　患者（家族）の訴え・相談
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 アバスチン　300mg　点滴
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

大腸癌化学療法にて Bev+FOLFOX の患者さんより、前日に歯科治療してあごが痛いとの訴え有り。口腔内
観察にて下顎部の臼歯の抜歯を確認。綿球を外すとじわじわ出血していた。主治医に昨日抜歯しており出血が続
いていること、アバスチンによる再出血のリスクを報告。アバスチンは中止となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・持参薬チェック・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 タガメット錠200　2錠　分2　朝夕食後 

シメチパール錠200　2錠　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 タケプロン OD 錠30mg　1錠　分1　ねる前
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

持参薬として、タガメット錠200が継続中であった。胸焼け症状に対し当院採用のシメチパール錠200が追加処
方された。新規処方への服薬指導に際し、薬歴上、同成分であることが確認されたため、問い合わせ後、タガメッ
ト・シメチパール錠200を中止してタケプロン OD 錠30mg に変更することとなった。

70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・持参薬チェック・カルテ等情報
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 カルデナリン4mg　1錠　分1　朝食後 

エピペン注射液0.3mg　1筒　大腿部の前外側から筋肉注射
薬学的ケア後　 アムロジピン OD5mg　1錠　分1　朝食後 

エピペン注射液0.3mg　1筒　大腿部の前外側から筋肉注射
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

今回、新規にエピペン注射液0.3mg を処方。エピペン注射液0.3mg に対し服薬継続中のα遮断薬は禁忌である
ことから、問い合わせる。エピペン注射液0.3mg の必要性が高いことから、降圧薬を Ca 拮抗薬に変更し、効果
を確認することになった。一方、必要時にはエピペン注射液0.3mg を使用して頂くことになった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方なし
原因　用法
薬学的ケア前　 イトリゾール内用液1%　20mL　分1　朝食後
薬学的ケア後　 イトリゾール内用液1%　20mL　分1　朝食後2時間後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

イトリゾール内用液1% の服用時期が食後と記載されていた。食後では、吸収が低下するため問い合わせる。
添付文書では「1日1回空腹時」であることを説明し、朝食後2時間後に変更となった。
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　配合禁忌
薬学的ケア前　 フェジン静注40mg　1A 

生理食塩液50mL　1V
薬学的ケア後　 フェジン静注40mg　1A 

5％ブドウ糖液50mL　1V
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

フェジン静注40mg はコロイド化製剤であり、pH や電解質等の影響によりコロイドが不安定になる。鉄イオ
ンが遊離すると発熱、悪心、嘔吐などの原因となる可能性があったため医師に相談し、5％ブドウ糖液50mL に
変更になった。

50歳代　　女性　　外来患者　　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・持参薬チェック
原因　処方
薬学的ケア前　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時（週1回） 

ボナロン点滴静注バッグ900µg　1袋　4週に1回点滴
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

ベネット17.5mg からボナロン点滴静注900µg へ処方変更が計画された患者であり、前回受診時に、ベネット
17.5mg 飲み終わってから来院するよう案内されていた。受診時にボナロン点滴静注900µg が処方されていたが、
お薬手帳からベネット17.5mg を前日に服用されており、同種同効薬のため、副作用防止や効果の確実性から1週
間空けてからの点滴が望まれる状況であった。医師に状況を連絡し、翌週からの開始に変更された。

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　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後　7日分
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後　1日分 

クラビット錠500mg　0.5錠　分1　朝食後　6日分
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

患者は Ccr ＝45.1であった。Ccr ＜50であり、クラビット錠500mg は Ccr ＜50では2日目以降の投与量を減量
する必要があったため疑義照会を行ったところ、変更となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 リクシアナ錠30mg　1錠　分1　朝食後　10日分
薬学的ケア後　 リクシアナ錠30mg　0.5錠　分1　朝食後　10日分
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

30＜ Ccr ＜50の範囲であり腎機能低下がみられ、リクシアナ錠30mg の減量が必要であるため疑義照会を行っ
たところ、変更となった。
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5歳　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 セフゾン細粒小児用10％　3g　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セフゾン細粒小児用10％　1.5g　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

患児の体重は14kg であり、1日3g の投与は成人用量であったため、医師へ疑義照会した結果、1日1.5g の投与
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
発端　処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック16mg　1錠　分1　朝食後 

ブロプレス4mg　1錠　分1　朝食後 
イトリゾール50mg　2cap　朝食後

薬学的ケア後　 アムロジピン OD 錠5mg　1錠　分1　朝食後 
ブロプレス4mg　1錠　分1　朝食後 
イトリゾール50mg　2cap　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

持参薬として、カルブロック16mg、ブロプレス4mg を継続中であり、入院後、真菌症に対しイトリゾール
50mg が追加処方された。併用によりカルブロック16mg の代謝が阻害され血中濃度が有意に高まる可能性があ
ることから主治医に確認した。その結果、Ca 拮抗剤がアムロジピン OD 錠5mg に変更された。

50歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　その他（外来処方せん監査）
発端　処方せん
原因　服用方法
薬学的ケア前　 セイブル錠50mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セイブル錠50mg　3錠　分3　毎食直前
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

セイブル錠50mg の服用指示が毎食後であったことから、服用時期について主治医へ問い合わせる。効果的な
服用方法として食直前を伝え、服用方法変更となる。

40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・検査結果・持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 デパケン R200mg　2錠　分2　朝夕食後 

チエナム点滴静注用0.5g　1キット　1日2回
薬学的ケア後　 デパケン R200mg　2錠　内服 

パセトクール静注用1g バッグ S　1キット　1日2回
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

持参薬として、デパケン R200mg を継続中でありてんかん症状はコントロールされていた。肺炎症状に対し、
チエナム点滴静注用0.5g の新規処方が服薬指導時に確認できたため、併用によりデパケン R200mg の血中濃度
が有意に低下することを説明し、薬剤変更となった。
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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　持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 タンボコール50mg　2錠　分2　朝夕食後 

ベタニス錠50mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 タンボコール50mg　2錠　分2　朝夕食後 

ベシケア5mg　1錠　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

タンボコール50mg 継続服用中の患者に頻尿改善目的でベタニス錠50mg が処方された。併用すると催不整脈
作用があり、相互の血中濃度を上昇させる可能性があるため併用禁忌であることを主治医に確認する。その結果、
作用機序は異なるが、同効のベシケア5mg に変更となった。

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　持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ルボックス錠25mg　3錠　分3　毎食後 

ロゼレム錠8mg　1錠　分1　ねる前
薬学的ケア後　 ルボックス錠25mg　3錠　分3　毎食後 

マイスリー錠5mg　1錠　分1　ねる前
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

持参薬の一つとして、ルボックス錠25mg を継続服用中であった。不眠症状に対し、新規にロゼレム錠8mg が
追加されたが、ルボックス錠との併用で代謝酵素阻害により作用が強くなる可能性があったため、主治医に確認
後、作用機序ならびに代謝酵素種の範囲が異なるマイスリー錠5mg に変更し経過をみることになった。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 セフゾンカプセル100mg　3C　分3　毎食後 

フェロミア50mg　2錠　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 セフゾンカプセル100mg　3C　分3　毎食後 

フェロミア50mg　2錠　分2　朝夕食後
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

セフゾンカプセル100mg 3C3×とフェロミア50mg 2T2×朝夕食後の処方あり。併用によりセフゾンカプセル
100mg の吸収が約1/10となるため、それぞれの投与間隔を3時間以上あける必要を医師に報告した結果、フェロ
ミア50mg の用法は 2T2×午後3時、寝る前に変更となった。

70歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　投与日数
薬学的ケア前　 ネキシウム20mg　1C　分1　ねる前
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

胃潰瘍に対してネキシウム20mg が10週間投与されている患者に継続処方あり。胃潰瘍の適応は8週までであ
ることを問い合わせた結果、ネキシウム20mg は処方中止となった。
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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
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ハイカリック RF　1袋　TPN
薬学的ケア後　 ハイカリック RF　1袋　TPN 

ネオアミユー輸液　2袋　TPN 
ビタジェクト　1キット　TPN 
エレジェクト　1筒　TPN

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

ハイカリック RF のみの処方あり。アミノ酸製剤、ビタミン製剤、微量元素製剤の必要性を医師に報告した結
果、ネオアミユー輸液 2袋、ビタジェクト 1筒、エレジェクト 1筒が追加となった。

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 セレコックス100mg　3錠　分3　毎食後 

ロキソニン60mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 フロモックス100mg　3錠　分3　毎食後 

ロキソニン60mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

セレコックス100mg 3錠3×、ロキソニン60mg 3錠3×の処方あり。処方医に確認した結果、セレコックス
100mg 3錠3×からフロモックス100mg 3錠3×に変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 フサン10　1V 

生食　100mL
薬学的ケア後　 フサン10　1V 

5% ブドウ糖　100mL
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

フサン（10）1V に生食100mL の点滴の指示あり。添付文書を確認したところ、生食での溶解は白濁あるいは
結晶が析出する場合があるため、処方医に問い合わせたところ、5% ブドウ糖100mL に変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ピーエヌツイン1号　1キット　TPN 

エレジェクト注　1筒　TPN
薬学的ケア後　 ピーエヌツイン1号　1キット　TPN 

エレジェクト注　1筒　TPN 
ビタジェクト注　1キット　TPN

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

高カロリー輸液製剤であるピーエヌツイン1号に混合ビタミン剤の処方が無かったため確認したところ、ビタ
ジェクト注が処方追加になった。
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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　添付文書用法
薬学的ケア前　 ベイスン OD 錠0.3mg　3錠　分3　毎食直前
薬学的ケア後　 ベイスン OD 錠0.2mg　3錠　分3　毎食直前
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ベイスン OD 錠0.3mg が食直前に処方されていたが、処方の目的は「2型糖尿病の発症抑制」であった。添付
文書上では、ベイスン OD 錠0.2mg のみが適応であり、医師に確認後ベイスン OD 錠0.2mg に変更になった。

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　類似名称
薬学的ケア前　 アロチノロール錠10mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アロプリノール錠100mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

アロチノロール錠10mg が3錠で処方されていた。常用量は2錠であり、効果不十分な場合に3錠が添付文書に
記載されていた。病名には高尿酸血症・痛風が記載されており、確認後、類似名称のアロプリノール錠に変更に
なった。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射処方せん調剤
発端　処方箋
原因　その他
薬学的ケア前　 ダラシン S 注射600mg　1A 

生食 TN100mL　1V　 1日2回
薬学的ケア後　 ダラシン S 注射600mg　1A 

生食100mL　1V　  1日2回
薬学的ケアの種類　剤形変更
報告者のコメント

ダラシン S 注射600mg は、アンプル製剤であり、生食 TN100mL では混合することができないことを説明して、
生食100mL プラボトルの処方となった。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　病棟薬剤業務
発端　薬歴・カルテ情報・検査結果
原因　その他
薬学的ケア前　 メロペン注射0.5g キット　1袋　1日3回（1時間投与：8時間おき）
薬学的ケア後　 セファゾリン Na 点滴静注用1g バッグ　1袋　1日3回（1時間投与：8時間おき）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

胆管炎疑いで入院してき患者がメロペン注射0.5g キット　3K　分3（8時間おき）で使用していた。数日後、
血液培養からクレブシエラが検出さらた。CEZ に対する薬剤感受性試験は、MIC 1で感性（S）であったので
CEZ に変更することを提案した（1g ×3（0.5時間点滴）で MIC1を最大殺菌作用　Time above MIC ≧70％達成）。
GFR3項目式  62.2mL/min, （70.7mL/min/1.73m2）、Cockcroft ＆ Gault 式  Ccr 57.2mL/min,【体表面積（DuBois
式）1.523m2，標準体重53.5kg，BMI 22.2】、年齢 79歳，身長 156cm，体重 54kg，血清クレアチニン 0.8mg/dl（参
考：抗菌薬の PK ／ PD データブック）
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70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　病棟薬剤業務
発端　患者の訴え・検査結果
原因　その他
薬学的ケア前　 六君子湯　3包　分3　毎食前
薬学的ケア後　 十全大補湯　3包　分3　毎食前
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

患者の食欲不振の訴えに対して六君子湯の指示があり、服用したが苦味が強くコンプライアンスの低下がみら
れた。検査結果から、Hb　6.9g/dl と低下していたので、気血両虚に適している十全大補湯へ変更となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　病棟薬剤業務
発端　患者の訴え
原因　副作用
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠5mg　2錠　分2　12時間おき
薬学的ケア後　 フェントステープ1mg　1枚（半分量）　1×貼付（24時間おき）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

初回オピオイド導入後、嘔気・嘔吐の訴えが強くオキシコンチン錠の服用も困難になった。主治医に嘔気・嘔
吐の軽減を目的に、フェントステープ1mg　1枚（半分量）　1×貼付（24時間おき）を提案し処方に至った。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射処方せん調剤
発端　処方箋
原因　配合変化
薬学的ケア前　 エリスロシン注射　1V 

生食100mL　1V　 1日2回
薬学的ケア後　 エリスロシン注射　1V 

生食100mL　1V　+　注射用水20mL　1V　1日2回
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

エリスロシン注射を生食でそのまま希釈、溶解すると塩析を起こし薬効が損なわれてしまうので、注射用水
10mL で溶解して生食100mL で希釈することの疑義照会・提案をし採用された。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　病棟薬剤業務
発端　持参薬チェック
原因　副作用
薬学的ケア前　 持参薬：マドパー錠100mg　2錠　分2　朝・夕食後（中止指示あり）
薬学的ケア後　 ニュープロパッチ4.5mg　1枚　分1　貼付（24時間おき）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

経口摂取が困難であることを理由に持参薬のマドパー錠が中止になっていた。レボドパ含有製剤は、服薬を急
に中止することで副作用である悪性症候群（Syndrome malin）の発現の可能性があるため、レボドパ製剤の注
射剤投与（ドパストン静注）、あるいは外用剤投与（ニュープロパッチ）を提案し変更になった。
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80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射処方せん調剤
発端　処方箋
原因　副作用
薬学的ケア前　 フルカリック1号1806mL　1キット　末梢投与
薬学的ケア後　 フルカリック1号1806mL　1キット　TPN 投与
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

フルカリック1号の投与指示が末梢投与になっていたので、静脈炎、血管痛の懸念、添付文書の用法をもとに
疑義照会した。結果、CV 投与になった。

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　病棟薬剤業務
発端　薬歴・カルテ情報・患者の訴え
原因　投与量
薬学的ケア前　 ゾシン注射4.5mg　3V 

生食100mL　3V　1日3回（1時間で投与：8時間おき）
薬学的ケア後　 ゾシン注射2.25mg　3V 

生食100mL　3V　1日3回（1時間で投与：8時間おき）
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

誤嚥性肺炎の治療目的でゾシンを使用していた。患者は、高齢で推定のクレアチニンクリアランスが低下して
いるので、PIPC の投与量は、6g/日（1時間投与：8時間おき）で投与することを提案した（参照：サンフォー
ドガイドライン）。GFR3項目式  30.6mL/min, （47.2mL/min/1.73m2）、Cockcroft ＆ Gault 式  Ccr 18.2mL/min, 

【体表面積（DuBois 式）1.122m2，標準体重45kg，BMI 14.9】、年齢 98歳，身長 143cm，体重 30.5kg，血清クレ
アチニン 0.83mg/dL。

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
発端　持参薬チェック・処方箋・薬歴確認
原因　処方
薬学的ケア前　 グラクティブ錠25mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 グラクティブ錠25mg　2錠　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　用量変更
報告者のコメント

持参薬としてジャヌビア錠50mg　1錠服用中であった。当院での継続分として、同成分のグラクティブ錠
25mg　1錠が処方されたが、規格を確認した結果、用量が変更になった。

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射処方せん調剤
発端　処方箋・カルテ情報
原因　投与量
薬学的ケア前　 持続静脈注射：1％モルヒネ注射50mg　5mL（原液調整）　0.1mL/hr
薬学的ケア後　 持続静脈注射：1％モルヒネ注射50mg　5mL　+ 生食50mL　1V　0.5mL/hr
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

初回オピオイド導入、1％モルヒネ注射を原液で投与速度0．1mL/hr（24mg/日）から開始の指示があり、患
者のオピオイドに対する忍容性について確認が取れていないこと、シリンジポンプの流量設定は、0.1mL/hr 刻
みで細かな流量設定ができないことを理由に疑義紹介をした。提案内容は、モルヒネ注射の1日量は、12mg/日
から開始して、増量する場合は、25～50％で増量することとした（調整方法：1％モルヒネ注射50mg　5mL　+
生食45mL にして、投与速度0.5mL/hr から開始。増量する場合は、0.1～0.2mL/hr で増量する）。約24時間を目
安に使い切る調整方法にしたかったが、主治医と話した結果、1％モルヒネ注射50mg　5mL を使用することと
なった。
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80歳代　　男性　　　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　カルテ情報（病名：うっ血性心不全）
原因　禁忌
薬学的ケア前　 リスモダン R　2錠　分2
薬学的ケア後　 
薬学的ケアの種類　処方中止
報告者のコメント

添付文書上、うっ血性心不全のある患者には禁忌である旨を確認した。結果、処方中止となり経過観察するこ
とになった。

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　処方箋・薬歴確認
原因　併用注意
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　昼食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

感染症でクラビット錠が臨時処方された。定期内服薬としてマグミット錠500mg　4錠　分2　朝夕食後が処方
されていた。マグミット錠とクラビット錠を同時に服用すると錯体形成により吸収が悪くなることから、クラ
ビット錠の用法変更を提案した。結果、クラビット錠の用法が変更になった。
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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　―
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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。
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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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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】

Q8 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？

A8

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。

Ｑ9
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？

Ａ9 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】

Ｑ10
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？

Ａ10
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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Ｑ11 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？

Ａ11
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。

Ｑ12 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？

Ａ12 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。

Ｑ13
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？

Ａ13 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。

Ｑ14 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？

Ａ14
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。



－61－

⑶　報告対象とならない場合

Ｑ15 疑義照会はプレアボイドの対象ですか？

Ａ15
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。

Ｑ16 TDM、ICT、NST 活動などもプレアボイドの対象ですか？

Ａ16

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。

Ｑ17 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？

Ａ17 対象ではありません。

Ｑ18 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？

Ａ18
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

Ｑ19 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。

Ａ19
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。

Ｑ20 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？

Ａ20
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。

Ｑ21 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？

Ａ21

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。

Ｑ22 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？

Ａ22 問題ありません。
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Ｑ23 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？

Ａ23 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。

Ⅳ．その他

Ｑ24 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？

Ａ24

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。

Ｑ25 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。

Ａ25
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

【薬学的ケア前】 【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



医薬品情報雑誌第18号

平成25年12月　発行
〔発　行　者〕　鹿児島県病院薬剤師会

会長　武　田　泰　生
〒890-8520　　鹿児島市桜ヶ丘八丁目35-1

鹿児島大学病院薬剤部内 
TEL 099-275-5543

〔編　　　集〕　医薬品情報・プレアボイド委員会
〔編集委員長〕　石 田　和 久
〔編 集 委 員〕　恵 谷　誠 司　　中 野　　 公

西 川　弘 剛　　薗 田　晃 弘
新 田　美 奈

〔印　刷　所〕　斯文堂株式会社
〒891-0122　　鹿児島市南栄2-12-6

TEL 099-268-8211

紙面の都合により、一部原稿を割愛させていただき
ました。御了承下さい。


