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Dekon Imo 通信・第19号発刊に際して
このたびは「Dekon Imo 通信」第19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27年1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20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19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、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）：

本号のプレアボイド報告実例に掲載の「プレアボイド報告をやってみよう！？」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27年2月28日

第2回締め切り 平成27年5月31日

　　　第3回締め切り（最終） 平成27年9月30日

 ■ 発行・配布予定：平成28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。
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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。
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DI 実例

川内市医師会立市民病院　渡部　由紀

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

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

川内市医師会立市民病院　石原　義久

Q：レプトスピラ症と治療について教えてほしい。  
 （院内医師）

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

【参考資料】
・国立感染症研究所ホームページ　　・サンフォード治療ガイド

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

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

【参考資料】
・国立感染症研究所ホームページ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q：フェロミアの内服は、便潜血に影響するのか？  
 （院内看護師）

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

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

【欠点】食事制限や薬剤内服の注意が必要。
②免疫法

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

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

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

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

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

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

川内市医師会立市民病院　安藤　卓

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

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

川内市医師会立市民病院　向井　俊貴

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

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

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

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

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

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

メーカー提供資料：甲状腺疾患―研修医と専門医との質疑応答集　p1123
　　　　　　　　　ベッドの Endocrinology　86巻5号（2000-11）
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川内市医師会立市民病院　福岡　龍一

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

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

Q：ビソノテープは、はさみ分割して使用できるか？  
 （院内看護師）

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

県立薩南病院　神野　真幸

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

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

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

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

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

 （トーアエイヨー　DI センターより回答）

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

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

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

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

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

Q：ラクツロースの注腸について教えてください。  
 （院内医師）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

販売会社名 商品名 ラテックス

沢井製薬 アシクロビル250mg フリー
ミノサイクリン100mg フリー

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

日本ケミファ チエペネム0.5g フリー

日医工

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

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

大正富山 ゾシン4.5g フリー

塩野義 フィニバックス0.25g フリー
フルマリン1g フリー

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

明治製菓ファルマ

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

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

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

鹿児島市医師会病院　中島　誠

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

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

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

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

A：ガスターではそのような制限はない。
 （大塚製薬 DI より回答）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

出水郡医師会広域医療センター　薗田　晃弘

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

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

(B)

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

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

 （中外製薬 DI センターより回答）

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

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

Q：透析中にプロポフォールを投与したいが問題ないか？  
 （院内医師）

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

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

《成人の腎機能障害患者に対する投与法の目安》

クレアチニンクリアランス（mL/min） 投与法
治療 予防

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

 （タミフル添付文書、中外製薬 DI センターより回答）

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

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

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

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

図1

図2
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Q：タミフルの妊婦への投与は可能か。  
 （院内医師）

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

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

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

Q：腎機能が悪い患者さんへのゼローダ投与目安はあるか。  
 （院内医師）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q：イナビルの予防効果期間は。  
 （病棟看護師）

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

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

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

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

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

鹿児島厚生連病院　上原　友美

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

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

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

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

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

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

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

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

天陽会　中央病院　中野　公

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

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

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

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

天陽会　中央病院　小牧　誉典

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

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

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

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

（参照：東京薬科大学薬学部　医薬品情報解析学研究室ホームページ） 

天陽会　中央病院　金澤　正智

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

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

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

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

天陽会　中央病院　岩川　絵理子

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

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

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

天陽会　中央病院　下堂薗　麻里

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

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

天陽会　中央病院　野田　麻未

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

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

Q：アルロイド G 顆粒はお湯で溶かしてはだめですか。  
 （患者）

A：60℃以下のぬるま湯であれば溶解可能である。なお、アルロイド G は高分子物質の為、熱
湯で溶解させるとアルギン酸 Na の組成が変化するおそれがある。
 （カイゲンファーマ株式会社より回答） 
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天陽会　中央病院　新門　小百合

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

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

天陽会　中央病院　寺地　憲子

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

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

天陽会　中央病院　新澤　香穂里

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

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

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

A：2剤ともクレアチニンクリアランスによって、用量を調節する薬剤となる。

ヘプセラ
クレアチニンクリアランス（mL/min）

推奨用量注1）
≧50 30～49 10～29 血液透析患者注2）

10mg を
1日に1回

10mg を
2日に1回

10mg を
3日に1回

透析後に10mg を
週に1回

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

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

ゼフィックス
クレアチニンクリアランス（mL/min）

推奨用量

≧50 30～49 15～29 5～14 >5

100mg を
1日に1回

初回100mg、
その後50mg
を1日に1回

初回100mg、
その後25mg
を1日に1回

初回35mg、
その後15mg
を1日に1回

初回35mg、
その後10mg
を1日に1回

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

Q：セフロニックを肝不全の人に使用しても良いか。  
 （循環器医師）

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

天陽会　中央病院　野間口　愛

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

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

天陽会　中央病院　西川　夕貴

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

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

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

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

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

害に注意が必要である。

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

たその日の服用に限り可）。
 （各メーカー DI より回答）

天陽会中央クリニック　田嶋  友子

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

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

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

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

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

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

天陽会中央クリニック　松本　舞

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

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

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

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

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

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

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

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

曽於医師会立病院　津曲　康輔

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

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

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

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

天陽会　桜島病院　福田　朋美

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

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

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

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

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

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



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

昭南病院 15

鹿児島市医師会病院 31

霧島市立医師会医療センター 27

米沢病院 1

出水郡医師会広域医療センター 3

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

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　イグザレルト錠15mg　1T　1×朝食後
薬学的ケア後　イグザレルト錠10mg　1T　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ヘパリンやワーファリン使用歴のない患者。抗凝固療法で新規に処方となる。直近の採血データ（Scr1.03 
→ Ccr46.9（計算値））、添付文書上の用法・用量に関連する使用上の注意によると、クレアチニンクリアランス
30～49mL/min の患者には，10mg を1日1回投与することとなっている。医師と相談の上、15mg →10mg 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　処方せん
原因　処方漏れ
薬学的ケア前　なし
薬学的ケア後　プラザキサカプセル110mg　2C　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

術前プラザキサが中止となった。術後創部が落ち着いてきたが、プラザキサの再開がなかったため、医師に確
認した。その結果、上記追加となった。

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　処方せん
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　フロモックス錠100mg　3T　毎食後
薬学的ケア後　ミノサイクリンカプセル100mg　2C　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更、中止
報告者のコメント

元々はワイスタール注終了後、フロモックス錠内服予定であったが、ワイスタール注投与中に創部よりMRSA 
が検出された。医師は、ワイスタール注・フロモックス錠を中止し、ミノサイクリンカプセルに変更する予定で
あったが、ワイスタール注は削除し、フロモックス錠は削除しなかった。医師に確認し、フロモックス錠も中止
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　カルテ等情報
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ワーファリン錠 1mg　1T　1×朝食後 

ワーファリン錠 0.5mg　1T　1×朝食後 
エリキュース錠 5mg　2T　2×朝夕食後

薬学的ケア後　エリキュース錠 5mg　2T　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

前回より同量のワーファリン錠の処方があり、血液検査実施日、結果が届き次第内服のコメントが記載されて
いた。調剤後、エリキュース錠が追加処方された。抗凝固薬の重複になるため、カルテを参照したところどちら
の薬剤もオーダーされたままであった。医師へ照会をしたところ、ワーファリン錠の処方が削除となった。
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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　処方せん
原因　禁忌
薬学的ケア前　 ロゼレム錠8mg　1T　1×夕食後 

デプロメール錠25mg　1T　1×夕食後
薬学的ケア後　 ロゼレム錠8mg　1T　1×夕食後 

パキシル錠10mg　1T　1×夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

昼夜逆転などがあり、ケア前の処方が新規で処方されたが、併用禁忌（フルボキサミンマレイン酸塩（ルボッ
クス、デプロメール）が、ラメルテオン（ロゼレム）の主な肝薬物代謝酵素である CYP1A2を強く阻害する。
また、CYP2C9、CYP2C19及び CYP3A4に対する阻害作用の影響も考えられる）であるため、医師へ疑義照会後、
抗うつ薬がパキシル錠へ変更となった。

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　処方せん・持参薬チェック
原因　その他
薬学的ケア前　 ボグリボース錠0.2mg　3T　毎食直前 

スターシス錠30mg　3T　毎食直前
薬学的ケア後　 ボグリボース0.2mg　3T　毎食直前 

スターシス錠90mg　3T　毎食直前
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

持参薬はグリベス配合錠〔ミチグリニド10mg 及びボグリボース0.2mg〕であったが、当院はミチグリニド（グ
ルファスト錠）の採用がなかったため、同類薬のナテグリニド（スターシス錠）へ変更となった。ナテグリニド
は90mg/回が常用量であるため、医師に確認し用量変更となった。

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　薬歴・処方箋
原因　持参薬切換
薬学的ケア前　テオドール錠200mg　1錠　夕食後
薬学的ケア後　テオドール錠200mg　1回1錠　朝・寝る前
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

ユニフィル LA400　1錠を寝る前に服用していた。院内処方へ切換の際、テオドール錠200mg　1錠　夕食後
として処方された。用量が少ないため確認し、当院採用が200mg 製剤までであることと、体内動態を考慮して、
テオドール錠200mg　1回1錠　朝・寝る前を提案した。その結果、処方変更された。

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・処方せん
原因　規格変更
薬学的ケア前　シロスタゾール OD 錠50mg「サワイ」　1回1錠　朝夕食後
薬学的ケア後　シロスタゾール OD 錠50mg「サワイ」　1回2錠　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

シロスタゾール OD 錠50mg「サワイ」1回1錠　朝夕食後の処方。処方の発行と同時期に、シロスタゾール錠
100mg から50mg へ院内採用薬の規格変更を行った。カルテを確認したところ、同患者は前回まで100mg1回1錠
朝夕食後内服中であったことが判明した。処方医へ院内採用規格の変更がされたこと、ならびに当該患者のこれ
までの処方用量について説明し、50mg1回2錠朝夕食後へ変更となった。
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60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　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　 トラゼンタ錠5mg　1回1錠　朝食後 

エクア錠50mg　1回1錠　朝夕食後
薬学的ケア後　エクア錠50mg　1回1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

トラゼンタ錠5mg　1回1錠　朝食後、エクア錠50mg　1回1錠　朝夕食後の DPP4阻害薬が重複処方されてい
た。カルテを確認したところ、トラゼンタ錠5mg からエクア錠50mg の変更指示があり。トラゼンタ錠5mg 処
方削除となった。

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　 マグラックス錠330mg　1日6錠4日間 

マグラックス錠330mg　1日3錠毎食後14日分
薬学的ケア後　 マグラックス錠330mg　1日6錠4日間 

マグラックス錠330mg　1日3錠毎食後10日分
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

FOLFIRI 療法患者に対して、マグラックス錠330mg　1日6錠4日間の処方有り。当該患者は、既に定期内服で
マグラックス錠330mg　1日3錠毎食後14日分が処方されていたため、処方医に確認し、定期分が10日へ変更と
なった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方もれ
薬学的ケア前　アミノトリパ1号　TPN
薬学的ケア後　 アミノトリパ1号　TPN 

オーツカ MV　TPN 
エレメンミック　TPN

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

アミノトリパ1号のみの処方指示あり。食事の経口摂取はなく TPN のみであることを確認した。そのため、
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ビタミン類が一体化されたネ
オパレン2号へ変更を提案。結果、オーツカ MV・エレメンミックが追加となった。

13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回3g 掻痒時
薬学的ケア後　ペリアクチン散1%　1回0.4g 掻痒時
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

13歳5ヵ月の患者に対して、ペリアクチン散1%　1回3g掻痒時指示あり。主治医に確認し、1回4mg（秤量値0.4g）
へ変更となった。



－44－

プレアボイド・未然回避報告

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　メインテート錠0.625mg　2Ｔ　1×朝食後
薬学的ケア後　メインテート錠0.625mg　1Ｔ　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

慢性心不全でありβ拮抗剤が開始された患者。メインテート1.25mg/日で投与開始となったため、処方医に対
して添付文書上では0.625mg/日投与が推奨されており、高齢者であるため注意する必要がある旨を伝え、
0.625mg/日へ減量となった。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　投与方法
薬学的ケア前　アダラート CR 錠40mg　2T　1×朝食後
薬学的ケア後　アダラート CR 錠40mg　2T　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

アダラート CR 錠40mg　2錠　分1の処方あり。1日40mg で効果不十分な場合には、1回40mg　1日2回まで増
量できると添付文書に記載されていることから、主治医に照会した結果、2錠　分2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、薬剤管理指導業務
発端　注射せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　アミノレバン500mL　3本
薬学的ケア後　アミノレバン500mL　2本
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アミノレバンの1500mL/日の指示あり。添付文書上の上限が1000mL であることを指示医師に伝え、1000mL
へ変更となった。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　ボグリボース OD 錠0.3mg　3T　3×毎食直前
薬学的ケア後　ボグリボース OD 錠0.2mg　3T　3×毎食直前
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

α-GI の処方が初めての患者でかつ高齢者であった。添付文書の初期投与に関する記載に従い確認したところ、
0.2mg　1日3回の減量処方に変更となった。



－45－

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　過量投与
薬学的ケア前　ラミクタール錠25mg　2T　1×朝食後
薬学的ケア後　ラミクタール錠25mg　1T　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ラミクタールの初回投与の双極性障害の気分エピソードの再燃患者であった。バルプロ酸 Na と併用していな
いことから初回は25mg からが推奨されることを医師へ伝え、上記変更となった。

90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　併用禁忌
薬学的ケア前　 セララ錠50mg　1T　1×朝食後 

グルコンサン K 細粒　6g
薬学的ケア後　グルコンサン K 細粒　6g
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

低カリウム血症のためグルコンサン K が処方される。セララを併用しており、急激に血漿カリウム濃度が上
昇する危険性があり併用禁忌となっている旨を指示医師に伝え、セララが中止となった。

50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　処方せん
原因　用法違い
薬学的ケア前　セレコックス錠100mg　3T　3×毎食後
薬学的ケア後　セレコックス錠100mg　4T　2×朝夕食後（初回のみ4T 投与）
薬学的ケアの種類　薬剤増量、用法変更
報告者のコメント

外科手術後の鎮痛剤としてセレコックス錠100mg が3錠　分3で処方される。指示医師に確認したところ、通
常の初回100mg　4錠、以降100mg　4錠　分2へ変更となった。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　用法
薬学的ケア前　ジフルカンカプセル100mg　2C　2×朝夕食後
薬学的ケア後　ジフルカンカプセル100mg　1C　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

ジフルカンカプセル100mg　2C　分2の処方あり。指示医師にジフルカンは添付文書上、分1投与となってい
ることを伝える。カンジダに対しての処方であるため、100mg　1C　分1へ変更となった。
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　特殊状況（慢性心不全）
薬学的ケア前　 エックスフォージ配合錠　1T　１×朝食後（中止） 

アーチスト錠2.5mg　2T　2×朝夕食後（中止）
薬学的ケア後　アーチスト錠2.5mg　2T　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤中止のキャンセル
報告者のコメント

患者は、腎機能、肝機能ともに正常で、慢性心不全の病名があった。血圧低下のため、定期薬よりエックス
フォージ配合錠とアーチスト錠2.5mg の中止指示が出ていた。アーチストは降圧ではなく心不全の予後改善のた
めに処方されている旨を伝え、アーチストは継続で様子を見ることとなった。

50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　カルテ等情報
原因　用量
薬学的ケア前　アービタックス340mg　点滴
薬学的ケア後　アービタックス500mg　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

初回投与時のアービタックスの用量は、体表面積に対して、400mg/m2で計算する必要があるが、250mg/m2

で計算されていたため、主治医に確認した。その結果、400mg/m2で計算された投与量にオーダー修正された。
なお、当院では体表面積は藤本式〔体重（kg）0.444×身長（cm）0.663×0.008883〕で算出しており、本患者の
体表面積は1.35m2であった。

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　医師からの相談
原因　副作用
薬学的ケア前　メロペン　 1g ×2　1日２V　点滴 

0.5g ×2　 1日２V　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

穿孔性腹膜炎の患者が AST；109IU/L、ALT；114IU/L に上昇した。主治医は、被疑薬はメロペンと考えて
おり、今後の対応について相談あり。炎症症状は軽快しているため、一度メロペンを中止し、肝機能値の推移、
炎症症状の経過を提案し、承諾された。メロペン中止後3日目の採血にて AST；20IU/L、ALT；45IU/L に軽快
した。中止2日後に38.5℃の発熱を認めたが、自然軽快した。

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　医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談、薬歴
原因　処方整理、半錠分割不適
薬学的ケア前　 ペンタサ錠250mg　6T　3×毎食後 

リスモダン R 錠150mg　1T　2×朝夕食後
薬学的ケア後　 ペンタサ錠500mg　3T　3×毎食後 

リスモダンカプセル100mg　1cap　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤追加、薬剤変更、規格変更
報告者のコメント

持参薬分に上記処方があった。当院ではペンタサ錠500mg が採用されているため、変更を提案した。また、
リスモダン R 錠は徐放性製剤（ワックスマトリックス型）であるが、半錠分割するよう処方されていた。製剤
の特性を考慮し、当院採用のリスモダンカプセル100mg への変更を提案した。その結果、ペンタサ錠の服用剤
数を減らすとともに、リスモダンの製剤特性を活かすことにつながった。
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴、カルテ等情報
原因　継続処方
薬学的ケア前　セレコックス錠100mg　2T　2×朝夕食後
薬学的ケア後　ロキソニン錠60mg　 3T　3×毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

指示簿にて、セレコックスからロキソニンに変更とあったが次回定期処方にセレコックスが継続処方されてい
た。また、次回定期処方開始日からのロキソニンが切れていた。2つの事象が重なり、配薬カートには中止になっ
たはずのセレコックスがセットされていた。病棟担当薬剤師が確認後、処方変更された。

60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、持参薬チェック
原因　継続処方
薬学的ケア前　パリエット錠20mg　1T　1×朝食後
薬学的ケア後　パリエット錠10mg　1T　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

持参薬にてパリエット錠10mg を服用していたが、当院処方に切り替えになった際、20mg 錠が処方されてい
た。主治医に確認し、パリエット10mg に処方変更となった。

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　患者の症状その他
原因　副作用
薬学的ケア前　ノボラピッド　毎食直前8単位　皮下注
薬学的ケア後　ノボラピッド　スライディングスケール　皮下注
薬学的ケアの種類　用量変更
報告者のコメント

患者に面談した日からベイスン、メトグルコ再開、アクトス、エクア追加。ランタス、ノボラピッドはスライ
ディングスケールから単位固定に変更されていた。自宅にいる時と比べて入院中は摂取カロリーが少なくなるた
め、低血糖症状の発現を患者が不安視していた。そのような状況下で、昼食後に低血糖症状を発現した。ノボラ
ピッドの投与単位数を固定からスライディングスケールに戻すことを主治医に提案した。 投与単位数をスケー
ルに戻したことで低血糖症状は認められなくなり、食前の血糖値は概ね100～150mg/dL でコントロールされた。

80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、薬歴
原因　禁忌
薬学的ケア前　アクトス錠15mg　1T　1×
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

入院時の検査結果で、BNP262.9pg/mL であった。心機能の評価はされていなかったが、BNP が200pg/mL を
超えていることから治療対象となる心不全の可能性が高いと考えられた。アクトスを服用していたが、心不全が
ある場合は禁忌になるため主治医に情報提供した結果、アクトスは中止となった。
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60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 タケプロン OD 錠15mg　1T　1×夕食後 

タケプロン注30mg　1日1回　静注
薬学的ケア後　 タケプロン注30mg　1日1回　静注
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

以前からタケプロン OD 錠15mg を服用していた患者にタケプロン注が開始になった。同成分薬の重複である
ことを主治医に確認し、タケプロン OD 錠は中止となった。

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　カルテ等情報
原因　配合禁忌
薬学的ケア前　 ヴィーン3G　500mL　点滴 

ヴィーン D　500mL　点滴 
アミグランド　500mL　点滴 
ペルジピン　0.5mL/h　持続静注

薬学的ケア後　 ヴィーン3G　 500mL　点滴 
ペルジピン　0.5mL/h　持続静注

薬学的ケアの種類　投与ルート変更
報告者のコメント

ヴィーン3G、ヴィーン D、アミグランドを順次点滴しているルートの側管からペルジピンの持続点滴を開始
する指示に対し、ヴィーン D、アミグランドとペルジピンは配合変化を起こす可能性が高いため、ペルジピンを
投与するラインのメインはヴィーン3G のみとし、ヴィーン D とアミグランドは単独ラインにするよう依頼した。

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　医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談
原因　その他の副作用
薬学的ケア前　モーラステープ20mg　1日1回　貼付
薬学的ケア後　ロキソニンテープ100mg　1日1回　貼付
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

患者はよく手がつるとのことで、モーラステープ（ケトプロフェン）を手背に貼付していた。頻回に外出され
る方なので、貼付部位に日光があたることによる光線過敏症のリスクを懸念し、光感作が起こりにくい（ベンゾ
イル基を有していない）とされるロキソニンテープへの変更を主治医へ依頼し、ロキソニンテープへの変更と
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　注射せん
原因　身体データ
薬学的ケア前　CPT-11　140mg　点滴
薬学的ケア後　CPT-11　120mg　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

胃がんに対する CPT-11レジメン（CPT-11　150mg/m2）の CPT-11　140mg（約70%Dose）指示（CPT-11　
140mg）であったが、レジメン適応時より体重減少（適応時：46.75kg 体表面積1.41m2、投与時：40.0kg 体表面
積1.30m2）していた。最新の体表面積値を基にした120mg（約60%Dose）への再設定を主治医へ提案し、投与量
変更となった。
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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　特殊服用方法
薬学的ケア前　リウマトレックス錠2mg　1T　1×12時間おき　4日分
薬学的ケア後　リウマトレックス錠2mg　1T　1×12時間おき　1日分
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

リウマトレックス錠1回1錠12時間おき4日分処方指示あり。持参薬からの変更薬剤であり、内容再確認し主治
医へ情報提供実施。結果、週1日内服のため1日分へ変更となった。

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴、処方せん
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 （整形外科）　レバミピド錠　2T　2×朝夕食後 

　　　　　　セレコックス錠200m ｇ　2 T　2×朝夕食後 
（血液内科）　レバミピド錠　2T　2×朝夕食後 
　　　　　　セレコックス錠200mg　2T　2×朝夕食後

薬学的ケア後　 レバミピド錠　2T　2×朝夕食後 
セレコックス錠200mg　2T　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

血液内科と整形外科の両科からレバミピド錠とセレコックス錠200mg の処方指示を薬歴より確認。整形外科
処方が削除となった。

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　持参薬チェック
原因　継続処方
薬学的ケア前　ラクツロース・シロップ　1日4mL 朝夕食後
薬学的ケア後　ラクツロース・シロップ　1日40mL 朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

ラクツロース・シロップ1日4mL 朝夕食後指示あり。持参薬からの継続使用であり、持参薬の用量を再認識し
たところ1日40mL であったため、主治医へ用量変更を依頼し、1日40mL となった。

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　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ピドキサール錠30mg　2T　2×朝夕食後（定期処方） 

ピドキサール錠30mg　2T　2×朝夕食後（XELOX 療法セット処方）
薬学的ケア後　ピドキサール錠30mg　2T　2×朝夕食後…定期処方分のみへ
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

XELOX 療法中の患者で、抗がん剤処方扱いのピドキサール錠と定期処方のピドキサール錠が重複。主治医へ
連絡し XELOX 療法セット処方分が中止となった。
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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
発端　注射せん
原因　薬剤成分
薬学的ケア前　 ネオパレン2号1500mL　TPN 

オーツカ MV　TPN
薬学的ケア後　ネオパレン2号1500mL　TPN
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

ネオパレン2号1500mL にオーツカ MV 混注処方指示あり。ビタミン一体型製剤であるため主治医へ情報提供
実施。結果、オーツカ MV は中止となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　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　継続処方
薬学的ケア前　アクトス錠15mg　1T　1×起床時
薬学的ケア後　アクトネル錠17.5mg　1T　1×起床時
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

アクトス錠15mg　1回1錠起床時指示あり。持参薬はアクトネル錠17.5mg であるため、主治医へ確認し、アク
トス錠がアクトネル錠へ変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　レスキュー用量
薬学的ケア前　オキノーム散2.5mg　1包
薬学的ケア後　オキノーム散10mg　1包
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
スキュー用量を主治医に確認し、オキノーム散10mg/回へ変更となった。

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　併用注意
薬学的ケア前　 フェロステック錠50mg　1T　1×朝食後 

セフジニルカプセル100mg　 3C　3×毎食後
薬学的ケア後　 フェロステック錠50mg　1T　1×朝食後 

フロモックス錠100mg　3T　3×毎食後
薬学的ケアの種類　 薬剤変更
報告者のコメント

セフェム系抗生物質の注射薬から、経口のセフジニルカプセルに処方変更となった。鉄剤のフェロステック錠
を服用中であり、同時服用によりセフジニルカプセルの吸収が約10の1まで阻害される報告があった。抗生剤の
変更かフェロステック錠を3時間以上間隔をあけて服用する（添付文書参照）必要のあることを処方医に確認し
たところ、フロモックス錠に処方変更となった。
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴、持参薬チェック
原因　その他
薬学的ケア前　オーグメンチン配合錠　3T　3×毎食後
薬学的ケア後　削除
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

入院前にオーグメンチン配合錠を臨時で服用していた。入院時の持参薬確認ではオーグメンチン配合錠の持参
はなし。入院7日目に持参薬定期分が切れるため、当院から処方となるが、その際、オーグメンチン配合錠が処
方されていた。医師に確認した結果、オーグメンチン配合錠は削除となった。

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　禁忌
薬学的ケア前　 モーラステープ L40mg　1日1回1枚貼付　腰 

シプロフロキサシン DU 点滴静注300mg/250mL　1日2回
薬学的ケア後　 ロキソプロフェン Na テープ100mg　1日1回1枚貼付　腰 

シプロフロキサシン DU 点滴静注300mg/250mL　1日2回
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

モーラステープ L40mg（ケトプロフェン）使用中の患者にシプロフロキサシン注が開始となる。ケトプロフェ
ンとシプロフロキサシンとの併用により、シプロフロキサシンの GABAA 受容体への阻害作用が増強され、痙
攣が誘発される可能性があるため、医師にその旨を報告した結果、シプロフロキサシン注とは併用注意であるロ
キソプロフェン Na テープ100mg に変更となった。

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　過量投与
薬学的ケア前　セファゾリン1g バック　12hr 毎　点滴
薬学的ケア後　セファゾリン1g バック　24hr 毎　点滴（透析日は透析後）
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

透析患者に対してセファゾリン1g を12hr 毎の投与指示あり。透析患者にセファゾリン1g を12hr 毎に投与し
た場合、血中濃度が過剰に上昇する可能性がある。CKD ガイドライン2012、腎機能別薬剤使用マニュアル【改
訂3版】を参考に医師に問い合わせた結果、1g を24hr 毎、透析日は透析後の投与へ変更となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん、カルテ等情報
原因　継続処方
薬学的ケア前　プラビックス錠25mg　1T　1×朝食後
薬学的ケア後　プラビックス錠75mg　1T　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

プラビックス錠25mg　1日1錠朝食後指示あり。減量する理由が不明であったためカルテを確認したところ、
持参薬75mg であったため、主治医へ処方内容について確認実施。結果、75mg へ規格変更となった。
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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　重複投与
薬学的ケア前　 マグラックス錠330mg　6T　3×毎食後（定期処方） 

マグラックス錠330mg　6T　3×毎食後（レジメンセット処方）
薬学的ケア後　 マグラックス錠330mg　6T　3×毎食後（定期処方分のみへ） 

削除
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

mFOLFOX6療法から FOLFIRI 療法へ治療変更となった患者のマグラックス錠330mg がレジメン分と定期内
服分が重複。主治医へ内容確認。定期分継続としてレジメン分を削除となった。

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、カルテ等情報
原因　過量投与
薬学的ケア前　ランサップ800
薬学的ケア後　 クラリス錠400mg/day 

サワシリン750mg/day 
ランソプラゾール60mg/day

薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ランサップ800処方あり。患者の eGFR15mL/min/1.73m2、Ccr 推定値12mL/min よりサワシリン、クラリス
減量を提案。3剤の別処方（クラリス400mg/day、サワシリン750mg/day、ランソプラゾール60mg/day）へ変
更となる。特に副作用発現なく、除菌が確認された。

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　初期投与量
薬学的ケア前　フェブリク錠20mg　1T　1×朝食後
薬学的ケア後　フェブリク錠10mg　1T　1×朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

フェブリク錠20mg　1日1回朝食後指示あり。初回投与であり副作用等のチェックを行うため初回は10mg を
規定されているため、主治医へ20mg から10mg へ減量を提案し、減量指示となる。副作用発現なく、1ヶ月後増
量となった。

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、薬歴、カルテ等情報
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　リリカカプセル75mg　2cap　2×朝・夕食後
薬学的ケア後　リリカカプセル75mg　1cap　1×夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

がん性疼痛のコントロール不良であり、上記のようにリリカが処方された。直近の検査値にて Scr：1.30mg/
dL であり、Cockcroft-Gault 式にて推算した Ccr は43.6mL/min であった。添付文書に腎機能に応じた用量調節
が記載されており、当患者の腎機能であれば1日1回75mg が添付文書に則した導入量であることを主治医に伝え、
処方減量となった。
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80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴、カルテ等情報
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン Na 錠60mg　 3T　3× 

テプレノンカプセル50mg　3cap　3× 
セループカプセル50mg　3cap　3×

薬学的ケア後　 ロキソプロフェン Na 錠60mg　 3T　3× 
セループカプセル50mg　3cap　3×

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

手術後の創部痛に対してロキソプロフェン錠とテプレノンカプセルが処方されると同時に、休薬になっていた
入院時持参薬の再開指示が出た。持参薬の中にはセループカプセルがありテプレノンカプセルと同成分薬である
ことを主治医に情報提供し、テプレノンカプセルは中止となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　検査結果、薬歴
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 シスプラチン110mg　点滴 

ゼローダ錠300mg　1回5錠、1日2回朝夕食後
薬学的ケア後　 シスプラチン55mg　点滴 

ゼローダ錠300mg　1回4錠、1日2回朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

XP（ゼローダ＋シスプラチン）療法導入に際し、シスプラチンとゼローダが通常量でオーダーされた。Ccr：
48.6mL/min であり、ゼローダの適正使用ガイドには Ccr が50mL/min 未満である場合はゼローダは1段階減量、
シスプラチンは50% 減量することが記載されているため、主治医に減量を提案した結果、減量となった。

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
発端　薬歴
原因　継続処方
薬学的ケア前　 ノルバスク OD 錠5mg　1T　1×昼食後 

カルボシステイン錠500mg　2T　2×朝夕食後
薬学的ケア後　 ノルバスク OD 錠5mg　1T　1×昼食後 

カルボシステイン錠500mg　2T　2×朝夕食後 
ユリノーム錠50mg　1T　1×朝食後

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

前回の定期処方を服用し始めたのち、尿酸値上昇（10.3mg/dL）が認められユリノームが追加になったが、今
回の定期処方時に前回の定期処方の Do 処方を行ったためユリノームが処方されていなかった。主治医に伝え、
ユリノームが処方された。

50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　注射せん、その他（同意書）
原因　レジメン確認
薬学的ケア前　 ティーエスワン OD 錠　100mg 

アバスチン　400mg　点滴
薬学的ケア後　 ティーエスワン OD 錠　100mg 

アバスチン　400mg　点滴 
エルプラット　190mg　点滴

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

S-1/B-mab レジメンが入力されていた。初回投与の服薬指導を行うために同意書などを確認した。同意書やカ
ルテには SOX/B-mab レジメンの記載があり、同意書の内容と違うことに気づき主治医に確認した。確認後
SOX/B-mab レジメンに変更となった。
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60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　検査結果
原因　特殊（腎機能低下等）な状況、その他の副作用
薬学的ケア前　 アルファロールカプセル1µg　 1cap　1×朝食後 

アスパラ Ca 錠200mg　6T　3×毎食後
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

血清クレアチニン値が0.87→1.26mg/dL に上昇。Ca 値も11.5mg/dL と高値であったため、疑義照会を行ない
アルファロールとアスパラ Ca 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　患者（家族）の訴え・相談
原因　その他（薬効不十分）
薬学的ケア前　ロキソニン錠60mg　疼痛時1T、1日2回程度
薬学的ケア後　 ロキソニン錠60mg　3T　3×毎食後 

カロナール錠200mg　疼痛時2錠 
リリカカプセル25mg　1cap、1×夕食後

薬学的ケアの種類　薬剤追加、用法変更
報告者のコメント

ロキソニンにて疼痛コントロールを行っていたが、コントロール不良にて患者から相談あり。医師からはオピ
オイドの使用について提案があったが、イレウスを繰り返しており、腸管の動きを鈍らせる薬剤の使用について
本人は前向きではなかった。そこで、頓服として使用していたロキソニンを1日3回服用し、疼痛時にはカロナー
ルを使用してもらうこととした。また、左足はしびれた様な痛みがあるとのことであったため、リリカカプセル
25mg の使用を主治医に提案し、処方変更となった。

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　薬歴
原因　禁忌
薬学的ケア前　 ラジレス錠150mg　1T　1×朝食後 

ディオバン錠80mg　1T　1×朝食後 
トラゼンタ錠5mg　1T　1×朝食後 
メトグルコ錠250mg　3T　3×毎食後

薬学的ケア後　 ディオバン錠80mg　1T　1×朝食後 
トラゼンタ錠5mg　 1T　1×朝食後 
メトグルコ錠250mg　3T　3×毎食後

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

持参薬（薬学的ケア前の処方）を服用しており、当院でも継続して処方された。糖尿病があり ARB を服用し
ている患者は、コントロール不良の高血圧を除きラジレスの投与は禁忌である。その旨を主治医に報告し、ラジ
レスを中止して血圧を観察することとなった。 ラジレス中止後も顕著な血圧上昇は認められず、血圧は良好に
コントロールされた。

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
発端　患者の症状その他
原因　その他（症状コントロール不良）
薬学的ケア前　 カロナール錠200mg　1回2錠、1日1回8時 

ロキソニン錠60mg　3T　3×（14時、20時、2時）
薬学的ケア後　ナイキサン錠100mg　6T　3×毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

カロナール、ロキソニンにて発熱のコントロールを行っていたが、毎日14時過ぎに決まって38～39度を超える
発熱を認めていた。また、夜中の2時にロキソニンを服用する指示が出ていたため、睡眠が不十分であるとの患
者から訴えがあった。大腸癌が肝臓に転移しており、熱型から肝を発端とした腫瘍熱が考えられるとのことで
あった。ナイキサンはカロナール、ロキソニンより半減期が長いことから腫瘍熱に頻用される薬剤である。毎食
後服用のため、夜中の服用を回避できると考えられた。ナイキサンへの変更を主治医に提案し、変更となった。
ナイキサンへ変更後、発熱は認められなくなった。
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴、持参薬チェック
原因　継続処方
薬学的ケア前　ユベラ錠50mg　2T　2×朝夕食後
薬学的ケア後　ユベラ錠50mg　4T　2×朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

持参薬にてユベ-E 錠100mg を1回1錠、1日2回朝夕食後で服用していた。持参薬がなくなり当院処方に切り替
えになった際、同成分薬であるユベラ錠50mg が1回1錠、1日2回朝夕食後で処方された。含量規格が異なること
から主治医に確認し、1回2錠に変更となった。

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
原因　その他
薬学的ケア前　 ラベプラゾール錠10mg　2T　1×夕食後 

ムコダイン錠250mg　6T　3×毎食後 
ホクナリンテープ2mg　1回0.5枚、1日1回貼り換え　貼付

薬学的ケア後　 ラベプラゾール錠20mg　1T　1×夕食後 
ムコダイン錠250mg　6T　3×毎食後 
ホクナリンテープ1mg　1回1枚、1日1回貼り換え　貼付

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

他院から紹介入院となり、当院の採用薬による処方に切り替えとなった。適切な製剤規格を選択することによ
り服用錠数の削減および看護師の業務（ホクナリンテープの切断）軽減が得られると考えられたため、主治医に
規格変更を提案した。ムコダインに関しては錠剤が大きいと服用できないおそれがあるとのことで、500mg 錠
への切り替えは行わなかった。

50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　患者（家族）の訴え・相談、患者の症状その他
原因　その他（症状コントロール不良）
薬学的ケア前　 フェントステープ4mg　1回1枚、1日1回貼り換え　貼付 

オプソ内用液10mg　疼痛時1包
薬学的ケア後　 フェントステープ4mg　1回1枚、1日1回貼り換え　貼付 

オプソ内用液10mg　疼痛時1包 
オプソ内用液5mg　疼痛時1包

薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

ベースはオキシコンチン錠20mg1回1錠、1日2回、レスキューはオプソ10mg にて疼痛コントロールを行って
いたが、除痛不良のためフェントステープ4mg にローテーションした。痛みの状況を患者に確認したところ、
オプソの効きが乏しいとのことであった。フェントステープは経口モルヒネ120mg/日に相当することから、計
算上のオプソの至適量は1回20mg となる。レスキュー量が不足していると考え患者に増量を提案したところ、
まずは1回15mg で様子を見てみたいとのことであった。その旨を緩和ケア担当医に伝え、オプソが増量となっ
た。1回15mg に増量後、明らかな除痛効果が認められ、QOL が改善した。

60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　医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ノイロトロピン錠4単位　8T　2×朝夕食後（定期処方とレジメンセット処方） 

ビタメジンカプセル25mg　3cap　3×毎食後（レジメンセット処方） 
ロキソニン錠60mg　3T　3×毎食後（レジメンセット処方） 
牛車腎気丸エキス顆粒　3包　3×毎食前（レジメンセット処方）

薬学的ケア後　 ノイロトロピン錠4単位　4T　2×朝夕食後（定期処方のみ） 
ビタメジンカプセル25mg　3cap　3×毎食後（レジメンセット処方） 
ロキソニン錠60mg　3T　3×毎食後（レジメンセット処方） 
牛車腎気丸エキス顆粒　3包　3×毎食前（レジメンセット処方）

薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アブラキサン／ハーセプチン療法が開始になり、アブラキサンによる筋肉痛、関節痛、末梢神経障害の予防と
して、当院にてセット登録している上記薬剤が処方された。しかし、ノイロトロピンは従来から服用しているた
め重複するため主治医に伝え、新たに処方されたノイロトロピンは中止となった。
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　投与方法
薬学的ケア前　 アバスチン注　1回340mg、30分で点滴静注　点滴 

ティーエスワン配合錠25mg　1回2錠、1日2回朝夕食後
薬学的ケア後　 アバスチン注　340mg、90分で点滴静注　点滴 

ティーエスワン配合錠25mg　1回2錠、1日2回朝夕食後
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

アバスチン／ティーエスワン療法を導入することとなった。アバスチンの投与時間が30分で指示されていた
が、初回投与であるため添付文書に則して90分で投与する必要があることを主治医に連絡し、投与速度が変更と
なった。

70歳代　　男　　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・カルテ等情報
原因　持参薬切換
薬学的ケア前　ジャヌビア錠50mg　1回2錠　朝食後内服
薬学的ケア後　ジャヌビア錠50mg　1回1錠　朝食後内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

持参薬からの切り替え処方で「ジャヌビア錠50mg　1回2錠　朝食後」指示あり。持参薬を確認したところ、「グ
ラクティブ錠25mg　1回2錠　朝食後」であった。血糖コントロールは安定していたため、処方医へ確認。結果、
ジャヌビア錠50mg　1回1錠　朝食後へ変更となる。

70歳代　　男　　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・カルテ等情報
原因　投与量
薬学的ケア前　クラビット錠500mg　1回1錠　5日分　内服
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1回1錠　1日分（1日目）　内服 

クラビット錠500mg　1回0.5錠　4日分（2日目以降）　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

入院処方で「クラビット錠500mg　1回1錠　5日分」処方あり。Ccr計算したところ30であり、添付文書より「腎
機能 Ccr（mL/min）20≦ Ccr<50の際の用法及び用量：初日500mg を1回、2日目以降250mg を1日に1回投与する。」
に準じて確認したところ、「クラビット錠500mg　1回1錠　1日分（1日目）、クラビット錠500mg　1回0.5錠　4
日分（2日目以降）」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　処方せん・カルテ等情報
原因　投与量
薬学的ケア前　ベクティビックス注300mg　点滴
薬学的ケア後　ベクティビックス注220mg　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ベクティビックス単独療法にて、8月実施分で300mg 指示あり。5月は260mg であったが、皮膚症状への対応
のため7月は220mg へ減量されていた。症状に著変が見られなかったため、用量について主治医へ確認する。結
果、220mg へ変更となる。
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70歳代　　女性　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　注射せん・処方せん・カルテ等情報
原因　投与量
薬学的ケア前　パクリタキセル120mg　点滴
薬学的ケア後　パクリタキセル100mg　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

胃癌 wPAC 療法 #2day8でパクリタキセル120mg 投与指示あり。#2day1においては #1後の骨髄抑制に対して
100mg へ減量されていた。用量について処方医へ副作用の状況含めて確認する。結果、100mg へ変更となった。

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん・カルテ等情報
原因　投与量
薬学的ケア前　タムスロシン OD 錠0.2mg　1回2錠　朝食後　内服
薬学的ケア後　タムスロシン OD 錠0.2mg　1回1錠　朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

80歳の患者に対して「タムスロシン OD 錠0.2mg　1回2錠　朝食後」処方あり。高齢者に対しての適応量や血
中濃度上昇による低血圧、起立性低血圧による転倒のおそれなどを問い合わせる。その結果、1日0.2mg　1錠へ
処方変更となる。

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　誤転記
薬学的ケア前　ティーエスワン配合 OD 錠 T20　1日80mg　内服
薬学的ケア後　ティーエスワン配合 OD 錠 T25　1日100mg　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

胃癌術後補助化学療法としてティーエスワン配合 OD 錠 T20　1日80mg 処方あり。前回は100mg 処方であり、
カルテ上特に減量としての記載がなかったため、主治医へ投与量の確認を行ったところ、規格を修正し、1日
100mg の継続となった。

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　重複投与
薬学的ケア前　 デカドロン錠4mg　1回1錠　朝昼食後（2日分）　内服 

デカドロン錠0.5mg　1回2錠　朝食後で21日分　内服
薬学的ケア後　 デカドロン錠4mg　1回1錠　朝昼食後（2日分）　内服 

デカドロン錠0.5mg　1回2錠　朝食後で19日分　内服
薬学的ケアの種類　その他
報告者のコメント

FOLFIRINOX のポストメディケーション目的にてデカドロン錠4mg　1回1錠　朝昼食後（2日分）処方あり。
定期内服としてデカドロン錠0.5mg　1回2錠　朝食後で21日分処方があり重複していた。2日間の用量について
主治医へ確認を行ったところ、定期内服分が19日分へ減量となった。



－58－

プレアボイド・未然回避報告

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　 ザイロリック錠100mg　1回1錠　朝食後（内科）　内服 

ザイロリック錠100mg　1回1錠　朝食後（血液内科）　内服
薬学的ケア後　ザイロリック錠100mg　1回1錠　朝食後（血液内科）　内服
薬学的ケアの種類　その他

内科でのザイロリック錠100mg　1回1錠　朝食後処方あり。血液内科での R-THP-COP 療法のセット処方とし
てザイロリック錠100mg を内服中であった。尿酸値等の変動も無いため内科処方医へ血液内科セット処方分を
説明した。結果、血液内科分で継続となった。

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　検査結果・薬歴
原因　その他の副作用
薬学的ケア前　ゼローダ錠300mg　1回4錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　ゼローダ錠300mg　1回3錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

XP 療法後 day6に血清クレアチニン値が1.97mg/dL に上昇し、Cockcroft-Gault 式にて推算した Ccr は30.5mL/
min となった。ゼローダは肝代謝の薬剤であるが、腎機能低下患者に投与すると副作用の発現率が上昇したとの
報告があるため、day6の夕食後服用分から1段階減量を主治医に提案し、承諾された。

70歳代　　男　　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・薬歴
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　エクア錠50mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　エクア錠50mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

生化学検査をもとに Cockcroft-Gault 式にて Ccr を推算したところ39.9mL/min であった。中等度以上の腎機
能低下がある場合のエクアの最大量は1日50mg であることを主治医に情報提供し、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　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　その他の副作用
薬学的ケア前　プレドニン注　1日40mg　点滴
薬学的ケア後　 プレドニン注　1日40mg　点滴 

ランソプラゾール OD 錠15mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

悪性疾患終末期の倦怠感の緩和等を目的としてプレドニンが投与されていた。胃潰瘍の発現が懸念されたた
め、予防薬として PPI の投与を提案し、承諾された。
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80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴・持参薬チェック
原因　誤転記
薬学的ケア前　 ウルソ錠100mg　1回1錠、1日3回毎食後　内服 

ワーファリン錠1mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服 
ワーファリン錠0.5mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服

薬学的ケア後　 ウルソ錠100mg　1回2錠、1日3回毎食後　内服 
ワーファリン錠1mg　1回3錠、1日1回夕食後　内服 
ワーファリン錠0.5mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服

薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

入院時に持参した他院処方から当院処方に切り替えになった際、1回2錠で服用していたウルソが1回1錠で処方
された。また、1回3.5mg を服用していたワーファリンが1回1.5mg で処方されたため主治医に確認した。その結
果、他院処方の継続となった。

60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　処方
薬学的ケア前　 セレコックス錠200mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服 

アダラート L 錠10mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 
リリカカプセル75mg　1回1Cap、1日2回朝夕食後　内服

薬学的ケア後　 セレコックス錠200mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服 
アダラート L 錠10mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 
リリカカプセル75mg　1回1Cap、1日2回朝夕食後　内服 
ランソプラゾール OD 錠15mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

入院時に持参した他院処方薬を当院定期処方に変更する際、ランソプラゾール錠が処方されていなかった。問
い合わせし追加された。

50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　処方
薬学的ケア前　 プロテカジン OD 錠10mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 

リリカカプセル75mg　1回2Cap、1日1回寝る前　内服
薬学的ケア後　 プロテカジン OD 錠10mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服 

リリカカプセル75mg　1日2回朝食後1Cap、寝る前2Cap　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

定期処方オーダー後にプロテカジンとリリカが増量されたが、次回定期処方時に増量分が反映されていなかっ
た。主治医に確認し、増量分を含めた処方に変更された。

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　カルテ等情報
原因　同種同効薬
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠60mg　1回1錠、1日3回毎食後　内服 

セレコックス錠100mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　セレコックス錠100mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

ロキソプロフェンを定期服用していた患者にセレコックスが追加となった。NSAIDs の併用であることを医師
に伝え、ロキソプロフェンが中止となった。
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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　―
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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。



－67－

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
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