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Dekon Imo 通信・第21号発刊に際して
皆様からの多数の投稿に支えられ、今年度も、｢Dekon Imo 通信｣ を発刊すること

が出来ました。深く感謝申し上げます。
また、昨年度（平成27年5月～10月）、Dekon Imo 通信に関するアンケート調査を鹿

児島県病院薬剤師会のホームページにおきまして実施しましたところ、多数のご意見
をお寄せ頂きありがとうございました。

アンケートの結果をふまえ、現状のままの運用（製本化とホームページ掲載）を今
後も継続していきたいと考えております。

今後もこれまで以上に、会員の皆様に活用して頂ける ｢Dekon Imo 通信｣ をめざし
ていきたいと考えていますので、今まで投稿されたことの無い先生方も、是非投稿を
お願い申し上げます。

平成29年3月
鹿児島県病院薬剤師会

 医薬品情報・プレアボイド委員会



Dekon Imo 通信（医薬品情報・プレアボイド実践報告）第21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21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：鹿児島県病院薬剤師会ホームページの会員限定サイトより「DI実例投稿フォー

ム（Excel ファイル）」をダウンロードし、作成した Excel ファイルを下記のアドレス
へ送信してください。

②　 プレアボイド報告（未然回避報告、重篤化回避報告）：バックナンバーのプレアボイド
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
たファイル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、回答に際して引用したインタビューフォームや原著

論文などの出典についても明記してください。
③その他、投稿原稿を作成する際は、「投稿原稿作成における注意事項」の内容に従っ

てください。

 ■ 原稿締め切り
第1回締め切り 平成29年6月30日

　第2回締め切り（最終） 平成29年9月30日（最終）

 ■ 発行・配布予定：平成30年3月頃

 ■ 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。



投稿原稿作成における注意事項

投稿原稿を作成する際は、以下の注意事項について十分に配慮してください。

【共通事項】

１．文章の語尾は、敬体（です・ます調）ではなく、常体（だ・である調）としてください。また、
DI 実例については、「～と回答（返答）した。」などの記載は不要です。
例：×「～の必要があると回答（返答）した。」　→　○「～の必要がある。」

２．患者についての表現は「患者さん」、「患者様」などではなく「患者」としてください。

３．薬剤名（または商品名）については、原則として名称を省略せず、剤形、規格まで記載し
てください。
例：レスタミン　→　レスタミンコーワ錠10mg

４．薬剤名（または商品名）や特殊な検査値の略語を使用する場合は、最初に出てくる箇所に
正式な用語を記載し、括弧内に略語を記載してください。
例：× CTRX　→　○セフトリアキソン（CTRX）

５．投稿原稿を提出する前に、再度、誤字脱字等がないか確認してください。

【DI 実例】

１．文字数は、原則として、目次タイトル40文字、質問文150文字、回答文500文字（図・表を
省く）以下となるよう簡潔に記載してください。

２．製薬メーカーへの問い合わせで得られた情報などの場合、製薬メーカーの立ち位置で記載
するのではなく、DI 情報としての表現としてください。
例：×「～での投与をお願いしたい。」　→　○「～での投与とする。」

３．論文や学会報告などの情報源（製薬メーカー提示も含む）については、参考文献として具
体的に記載してください（原則として、主要なものを最大3件まで）。

４．必要に応じて問い合わせの背景、DI 提供後の結果（対応）、具体的な処方内容（院内製剤
など）についても、分かりやすく簡潔に記載してください。



【プレアボイド報告（重篤化等回避）】

１．経過には、被疑薬を疑った理由や経緯を、分かりやすく簡潔に記載してください。

２．薬剤師の介入により回避することができた患者の不利益が何か、分かりやすく簡潔に記載
してください。

３．経過において、処方提案や問い合わせを行った対象（医師・看護師など）を明確に記載し
てください。
例：○○について薬剤部より問い合わせた。→○○について薬剤部より担当医師に問い合わ
せた。

４．経過は、必要に応じて日付ごとに改行し、検査値は時系列で整理するなど、分かりやすく
簡潔に記載してください。

【プレアボイド報告（未然回避）】

１．処方箋情報のみで判断される疑義照会はプレアボイド報告の対象となりません。必要に応
じて、報告者コメントには患者情報をどのように把握したかなどの経緯が分かるように簡潔
に記載してください。

２．報告者コメントは、患者の経過や背景、薬剤師が介入した内容および結果、未然に回避す
ることができた患者の不利益について、簡潔に記載してください。

３．報告者コメントにおいて、本誌の公共性および対処法の紹介が目的であることを勘案し、
「誤処方（または処方ミス）が発覚し」などの表現は避けてください。

４．薬学的ケア前後の「投与量」については、「1回○ mg（または○錠）　1日○回○食後」な
どのように用法までご記載ください。

【プレアボイド報告（薬物療法の向上）】

特にありません。



Dekon Imo 通信・第20号　目次

DI 実例（問い合わせ概要）

1. 内服薬の用法・用量
ミニリンメルト OD 錠の経管投与について   3
チラーヂン S 錠の吸収に対する胃酸の影響について   3
気分安定剤としてのバルプロ酸 Na の投与について   4
リファジンの服用時間について   4

2. 内服薬の副作用
カルシウム拮抗薬による下部食道括約筋 （LES）圧の低下について   5
ジプレキサ錠とザイディス錠の副作用の違いについて   6

3. 内服薬の適正使用
細菌性腸炎の治療方法   6
ベタニス錠とベシケア錠の薬理作用の違いについて   7
口腔咽頭カンジダ症治療におけるファンギゾンシロップ薬の含嗽について   7

4. 内服薬の安定性
ジプレキサ錠2.5mg の安定性について   8

5. 注射薬の用法・用量
透析患者に対するタゾバクタム・ピペラシリン配合注の投与方法について   8
透析患者に対するアシクロビル注射剤の投与方法について   9
ノイアートの投与速度について   9

6. 注射薬の副作用
アスピリン喘息患者のソル・メドロール静注用使用時の注意点についてて   10
キシロカインアレルギー患者に対する局所麻酔薬の使用について   11

7. 注射薬の適正使用
プロタミン硫酸塩注射液の魚アレルギー患者への使用の可否   12
デノシン注の調製時、取扱いについて   12
ノイアート静注用の使用方法について（保険請求上の観点から）  13

8. 注射薬の安定性
KCL 注を輸液ボトルへ希釈した際、遮光の必要があるか   13

9. 注射薬の配合変化
アシクロビル注の配合変化について   14

10. 外用薬の適正使用
ブロムヘキシン吸入液の調製方法について   14
ザルティア錠服用患者への、硝酸イソソルビドテープの使用方法について   15
イクセロンパッチを貼付患者への手術施行について   15

11. 代替薬の当量換算
デノタスチュアブル中のビタミン D について   16

12. 切替・換算比
ラジレス錠からアンギオテンシン受容体遮断薬への切り替えについて   16

13. 腎障害時の薬物療法
腎機能を評価した抗菌薬の使用について   17



14. その他
ベクティビックス注の副作用（爪囲炎）対策について   17
ケタラール静注用の投与経路の変更の可否   18

プレアボイド報告
プレアボイド報告施設   19
プレアボイド・未然回避報告（重要事例）  20
プレアボイド・未然回避報告   24
プレアボイド・重篤化等回避報告（重要事例）  34
プレアボイド・薬物療法の向上報告   39
プレアボイド報告をやってみよう   42
プレアボイド Q&A   43

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がけております。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・引用している個所の詳細に
関しましては、原文の確認もお願いします。



D I 実 例
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DI 実例

内服薬の用法・用量

1. 内服薬の用法・用量

鹿児島大学病院　金澤　直子

Q：経管栄養を施行している患者さんにミニリンメルト OD 錠（デスモプレ
シン酢酸塩水和物）を開始予定であるが、経管投与は可能か？  
 （脳神経外科医師）

A：ミニリンメルト OD 錠（デスモプレシン酢酸塩水和物）の吸収は、主に上部消化管（胃、
十二指腸、空腸）であり、一部口腔粘膜から吸収されるとされているが、その割合は分かっ
ていない。海外のデータで、デスモプレシン（経口内服錠）とミニリンメルト（舌下後嚥下）
を比較したデータがあり、それによるとミニリンメルト240μ g とデスモプレシン（経口
内服錠）356μ g が同等の効果であったとされるため、口腔粘膜からの吸収は比較的大き
いと推測される。
ミニリンメルト OD 錠は水無しで服用でき、舌下で溶解後唾液を飲みこみさえすれば服用
可能であるため経管投与ではなく舌下投与を推奨する。もし、唾液の飲み込みも困難な場
合は、デスモプレシン点鼻の使用が無難である。
メーカーが把握している経管投与した症例報告データによると、吸収低下による投与量増
量が必要となっており、医療経済的にも好ましくない。

参考文献：ミニリンメルト OD 錠インタビューフォーム（Ⅶ．薬物動態に関する項目）
 （協和発酵キリンより回答）

鹿児島大学病院　中目　順子

Q：甲状腺機能低下症の患者にチラーヂン S 錠を内服させていたが、ホル
モンの反応がなく、チロナミン錠へ変更した。チロナミン錠増量後はホ
ルモンの反応があったことから、チラーヂン S 錠の吸収障害を疑った。
もともと萎縮性胃炎で胃酸が分泌されていないことが分かったが、チ
ラーヂン S の吸収には胃酸が関係するのか？  
 （糖尿病・内分泌内科医師）

A：チラーヂン S 錠のインタビューフォームには、腸管から吸収され、有効成分は水にはほと
んど溶けずに水酸化ナトリウムで溶解すると記載されている。胃酸分泌が正常な人とそう
でない人での吸収量を比較したデータはないが、胃酸分泌低下により吸収障害がみられた
との報告がある。また、萎縮性胃炎により吸収低下がみられた患者で、チラーヂンの増量
をおこなったところ、約30％増量したところで効果得られたとの報告がある。個人差があ
るため、吸収低下が考えられる人ではチラーヂンを増量しながらホルモン値を確認、投与
量を調節する必要がある。

参考文献：チラーヂン S 錠インタビューフォーム
 （あすか製薬くすり相談室より回答）
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DI 実例

内服薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：86歳の男性に気分安定剤としてデパケンを処方がしたい。用法・用量
はどのようにすればよいか。  
 （医師）

A：デパケン（バルプロ酸 Na）の気分安定剤としての用量は、明確な記載はないが、そう症
状に対しては高用量70～120µg/mL（有効血中濃度：50～100µg/mL）使用するとの文献
がある。なお、添付文書には健常成人に対してデパケン R200mg 1日2回、1回600mg（3錠）
の反復投与で6～7日に血漿中濃度が定常状態に達し、最終回投与後の Cmax 及び Cmin は
それぞれ103.9±10.9、85.4±7.6µg/mL であるとの記載があるが、年齢を考慮してデパケン
R200mg 1日2回、1回200mg（1錠）から投与することを推奨する。

参考文献： 日本うつ病学会治療ガイドライン：双極性障害2012  
デパケン R 添付文書

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：リファジンカプセルは、朝食前の服用になっているが、夕食前の服用で
も良いか？  
 （病棟看護師）

A：リファジンカプセルは、食後投与で血中濃度の低下がみられていることから、添付文書の
用法用量は、原則として朝食前空腹時投与となっている。リファジンカプセルの食前投与、
食後投与における血中濃度の比較については、食後投与で血中濃度が低いとした報告、あ
るいは食後投与ではピークが若干遅れるだけで、ピークの高さに著明な差は認めなかった
とする報告など、様々な見解がある。

〈参考〉服薬のタイミングについて以下のように報告されている。イソニアジド等と一緒
に、食後に飲んだほうが胃の負担は少なく、効果に大きな差はない。そのうえ、1回に全
部服用した方が服薬が確実になる。このため、最近はリファンピシンも朝食後にイソニア
ジド等と一緒に服用することが勧められている。実際には、自分の生活習慣に合わせて最
も忘れにくい時に服用するのが良い。

参考文献： 第一三共　Medical Library　医療関係者のための医薬品情報 / リファジン：
よくある質問（Q&A）
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DI 実例

内服薬の副作用

2. 内服薬の副作用

鹿児島大学病院　柴田　由香里

Q：コニール錠の後発品であるベニジピン塩酸塩錠を冠攣縮性狭心症に対し
て使用しているが、胃食道逆流症（GERD）や食道裂孔ヘルニアを合併
しており、GERD の症状が悪化している。ベニジピンの副作用に胸や
け等の症状が記載されているが、発現頻度が書かれていない。下部食道
括約筋 (LES) 圧の低下により起こっている可能性があるか。また、LES
圧への影響が少ない Ca 拮抗薬はあるか。  
 （心身医療科医師）

A：コニール錠（協和発酵キリン）
Ca 拮抗薬を使用している患者で GERD 発症率が高いという文献報告がある。Ca 拮抗薬
は平滑筋弛緩作用があるため、LES 圧が低下すると考えられる。Ca 拮抗薬の種類によ
る GERD 発現率の比較は行われていない。

アダラートカプセル（バイエル）
アダラートカプセルは適応外でアカラシアに使用されることがあるが、カプセルの内容
物が液体であるため、吸収される前に作用発現することが理由のようであり、他の Ca
拮抗薬と比較して消化管の平滑筋に対する作用が強いというようなデータはない。硝酸
イソソルビド、ニトログリセリンとの比較は行われている。

ノルバスク錠（ファイザー）
健康成人の食道平滑筋に対する Ca 拮抗薬（ニフェジピン、ニトレンジピン、nimodip-
ine、ニソルジピン）の作用を比較した論文あり。LES 圧の低下はニフェジピン24%、
nimodipine17% で有意差あり、ニトレンジピン15%、ニソルジピン9% で有意差無し。
GERD のある患者で Ca 拮抗薬を追加した時の症状の悪化について報告した論文では、
ニフェジピン53.6%、アムロジピン61.3%、フェロジピン53.6%、ベラパミル29.6% につい
ては有意差あり。ジルチアゼム12.5% で有意差なし。

参考文献： 1. J.Hughes et al. , Br J Clin Pharmacol, 64:1, 83–89 (2007) 
2. I.Konrad-Dalhoff et al, , Eur J Clin Pharmacol, 41, 22–316　(1991) 
3. K. Morichika et al., 順天堂医学46(1), 78–83 (2000)

 （協和発酵キリン株式会社、バイエル薬品株式会社、ファイザー株式会社より回答）
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DI 実例

内服薬の副作用／内服薬の適正使用

鹿児島大学病院　畑　こず恵

Q：ジプレキサ錠をザイディス錠にしてからアカシジアがひどくなった気が
するが、普通の錠剤とザイディス錠では副作用の発現頻度に違いがある
か。  
 （精神科医師）

A：生物学的同等性は同じであるため副作用の発現頻度には差はないと考えられる。ジプレキ
サ錠、ザイディス錠の剤形の違いによる作用の発現頻度の差については特にデータや報告
はない。アカシジア以外の副作用についても同様、剤形による副作用の発現頻度の差につ
いて報告はない。
 （イーライリリーより回答）

3. 内服薬の適正使用

米盛病院　石原　義久

Q：細菌性腸炎の患者へ使う抗菌薬はキノロンで大丈夫か？  
 （医師）

A：多くは対症療法のみで軽快する。抗菌薬を必要とする例は限られるが、重篤な市中感染の
下痢症における empiric therapy は、以下の薬剤が推奨されている。

第一選択： レボフロキサシン錠1回500㎎・1日1回  
シプロフロキサシン錠600㎎ / 日・1～2回分割

注）カンピロバクター腸炎を強く疑う場合あるいはキノロン耐性が増加している地域から
の渡航者下痢症には、マクロライド系が第一選択とすることがある。

第二選択： アジスロマイシン経口1回500㎎・1日1回  
セフトリアキソン点滴静注1回1～2g・1日1回

分離菌が同定されたら、薬剤感受性結果を参考に標的治療に切り替える。

参考文献： JAID/JSH 感染症治療ガイドライン2015―腸管感染症―，日本化学療法学会誌，
一般社団法人日本感染症学会・公益社団法人日本化学療法学会，東京，2016.1, 
pp34.
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内服薬の適正使用

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：ベタニス錠とベシケア錠の違いについて教えてください。  
 （医師）

A：薬理作用に違いがある。ベシケア錠が作用するムスカリン受容体は、唾液腺、腸管にも存
在するので、口渇、便秘が問題になる高齢者では、ベタニス錠が使用しやすい。

ベタニス錠はβ3受容体アゴニスト：膀胱の弛緩により過活動膀胱における尿意切迫感の
改善。
ベシケア錠はムスカリン（M3）受容体拮抗作用：膀胱知覚神経の抑制により過活動膀胱
における尿意切迫感の改善。

参考文献： ベタニス錠添付文書  
ベシケア錠添付文書

米盛病院　石原　義久

Q：口腔咽頭カンジダ症治療薬にファンギゾンシロップによる含嗽の推奨度
はどうなっているか？  
 （医師）

A：深在性真菌症の診断・治療ガイドラインの口腔咽頭カンジダ症に対する標的治療では、第
二選択薬（推奨度 B III）となっている。ファンギゾンシロップは、腸管からほとんど吸
収されず、薬物相互作用も添付文書上示されていないなどのメリットがある。しかしなが
ら局所による治療より、内服の方が治療効果が高く、第一選択薬はフルコナゾール 100～
400㎎ / 回、1日1回経口（推奨度 A I）、イトラコナゾール内用液またはカプセル 200mg/ 回、
1日1回経口（推奨度 A I）となっている。

参考文献： 1．深在性真菌症の診断治療のガイドライン，協和企画，東京，2014. pp16–17.  
2．ファンギゾンシロップ添付文書
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DI 実例

内服薬の安定性／注射薬の用法・用量

4. 内服薬の安定性

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：ジプレキサ錠2.5mg を8分の1の用量にすることはできますか。  
 （医師）

A：錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック第6版にはジプレキサ錠2.5mg の粉砕の可否は、不可
あるいは問題ありとされている。理由は、粉砕時の有効性・安全性が確認されていないた
めである。一方、原薬は湿度・光・温度に安定。6ヵ月25℃・90RH で水分増加、また、錠
剤の場合、1ヵ月で水分増加するが、化学変化なし。以上の情報を踏まえて、入院中のジ
プレキサ錠2.5mg　1/8錠　分1　7日分処方は問題ないと判断した。

参考文献：錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック第6版

5. 注射薬の用法・用量

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：透析患者に対するタゾバクタム・ピペラシリン配合注の投与方法につい
て、簡便な方法はないか。  
 （医師）

A：重症感染例：1回4.5g を1日2回投与する（血液透析日は血液透析後に投与）。
軽症感染例：1回2.25ｇを1日2回投与する（血液透析日は血液透析後に投与）。

参考文献：平田 純生ほか：腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師テキスト，じほう，2013，p.508
 （MeijiSeika ファルマ株式会社　くすり相談室より回答）
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DI 実例

注射薬の用法・用量

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：透析患者に対するアシクロビル注射剤の投与方法について、適切な方法
はないか。  
 （医師）

A：①　週3回、血液透析後に3.5mg/kg を投与。
②　2.5mg/kg/ 日（血液透析日は血液透析後同量追加）。
上記回答の結果、投与の簡便性の点から①法で施行することとなった。

参考文献： ①平田純生ほか：改訂2版 透析患者への投薬ガイドブック，じほう，東京，
2009，pp.566  
②乾賢一ほか：改訂3版 腎機能別薬剤使用マニュアル，じほう，東京，2010，
pp.188–189

 （沢井製薬株式会社　医薬品情報センターより回答）

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：ノイアート1500は、どの程度の投与速度で投与すればよいか。  
 （医師）

A：成人の場合50～100単位 / 分、DIC では1500単位投与する場合、15～30分かけて投与する。
米国で使用されている AT Ⅲ製剤の主な推奨投与速度は、50～100単位 / 分（100単位を超
えないこと）/ 分であり、投与時間は15分以上かける必要がある。

参考文献：USP　DI　2004年版
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注射薬の副作用

6. 注射薬の副作用

鹿児島大学病院　金澤　直子

Q：アスピリン喘息疑いの患者に対しソル・メドロール静注用を使用する予
定であるが注意点はあるか？  
 （麻酔科医師）

A：アスピリン喘息（NSAIDS 不耐症・過敏症）患者は、コハク酸エステルステロイド（ソル
コーテフ、水溶性プレドニン、ソル・メドロールなど）に対して過敏反応を示すとの報告
がある。添付文書には『本剤投与により、気管支喘息患者の喘息発作を悪化させることが
あるので、薬物、食物、添加物等に過敏な喘息患者（アスピリン喘息の既往を有する患者
等）には特に注意が必要である。』との記載がある。具体的にどのように注意すればいい
かについて決まってはいないが、急速静注を避けて1～2時間以上かけて投与することが推
奨される。リン酸エステルステロイド（水溶性ハイドロコートン、デカドロン、リンデロ
ンなど）はコハク酸エステル型でない点ではよいが、添加物の亜硫酸塩やパラベンの影響
で喘息症状の悪化が起こることが報告されている。リン酸エステル型ステロイドのデキサ
メタゾンは先発品のデカドロンと違ってパラベンフリーとなっているため添加物による影
響が回避できると予想される。ソル・メドロールとデキサートは成分が異なっているため
力価換算表で投与量を換算する必要がある。

参考文献： 喘息予防・管理ガイドライン2015  
市立堺病院におけるジェネリック採用のプロセス．調剤と情報　2006.9（Vol.12 
No.10）

 （富士製薬より回答）
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DI 実例

注射薬の副作用

鹿児島大学病院　柴田　由香里

Q：キシロカインアレルギーのある患者に対して髄液検査を行う際に使用で
きる局所麻酔薬は何があるか。胃カメラの際に使用したキシロカインで
気分が悪くなったことがあり、アレルギーによる症状だったのか、また、
原因は何かについては明確でない。  
 （神経科・精神科医師）

A：キシロカイン（リドカイン）アレルギーの原因には大きく分けて2種類あり、それぞれ対
応が異なる。

添加物が原因である場合：
原因となる添加物を避ける必要がある。パラベンが原因である場合が多い。キシロカイ
ン製剤の中でパラベンを含有していないのは、キシロカインポリアンプとキシロカイン
注シリンジ。なお、エステル型の局所麻酔薬はパラベンアレルギーに対して交差感作の
可能性がある。

リドカイン自体が原因である場合：
アミド型の局所麻酔薬は全て禁忌となるため、エステル型の局所麻酔薬が代替薬となる。
ただし、エステル型の薬剤はそれ自体アレルギーを起こしやすいため、慎重に使用する
必要がある。
アレルギーの原因がどちらであるかについては通常のアレルギーテストで確認できる
が、精度は高くないため、判断は慎重に行う必要がある。

参考文献： 1. T Yamaguchi et al.,：局所麻酔薬アレルギー疑い例におけるチャレンジ・テ
ストの臨床的検討，アレルギー，58(6), 657–664 (2009)

 （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）



－12－

DI 実例

注射薬の適正使用

7. 注射薬の適正使用

米盛病院　富岡　陽子

Q：プロタミン硫酸塩静注100㎎「モチダ」を魚アレルギーの患者に使用す
ることは可能か？  
 （医師）

A：プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」の添付文書の有効成分に関する理化学知見の項に
次の通り記載されている。

「本質：プロタミンはサケ科などの魚類の成熟した精巣から得た塩基性ポリペプチドであ
る。」
そのため、当該注射剤又はプロタミン含有インスリン製剤の投与歴のある患者、ならびに、
アレルギー素因のある患者に対しては、慎重投与となっている。
投与を行う場合は、1mg のプロタミンを100mL に希釈して、10分以上かけて投与し反応
を観察する。もし副作用が無ければ中和に必要な量を投与する。

参考文献： 麻酔薬および麻酔関連薬使用ガイドライン，社団法人日本麻酔科学会，東京，
2004年，pp302.

 （持田製薬（株）　製品情報センター）

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：デノシン注の溶解時、溶液が眼に入った場合は、どのように対応すれば
よいか。また、今後、取り扱い時は、どのような工夫が望まれるか。  
 （看護師）

A：デノシン点滴静注液が眼に入った場合は、15分間水で洗眼する。デノシン点滴静注用
500mg は注射用水で溶解すると pH 約11と強アルカリ性を呈するため、取り扱い時にはゴ
ム手袋、防護メガネ等の着用が望ましい。

参考文献：デノシン点滴静注用500mg インタビューフォーム
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DI 実例

注射薬の適正使用／注射薬の安定性

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：内科的 DIC に対するノイアート静注用の使用方法について、保険請求
上の制限があるのか  
 （院内医師）

A：（産科的 , 外科的 DIC 以外の DIC に対するノイアート静注用の使用について、鹿児島県下
における保険請求上の見解）
●　1日1,500単位を3日間使用するのが一般的である。中には、5日間の使用が認められた
例もあるが、その場合、投与3日目の検査値や病状などから判断して継続投与が必要であ
る旨の記載が必要となる。
●　ヘパリンを併用せず、ノイアート単独で治療するケースがあるが、その場合「出血傾
向を助長する恐れがあるため」などの注記をしなければ査定対象となる可能性がある。

参考文献：添付文書
 （一般社団法人 日本血液製剤機構　くすり相談室）

8. 注射薬の安定性

鹿児島県立薩南病院　大久保　晃樹

Q：KCL 注20mEq キット「テルモ」1キットをビーフリード輸液500mL へ
希釈し24時間持続点滴静注する場合、遮光の必要があるか  
 （院内看護師）

A：KCL 注20mEq キット「テルモ」1キット中には着色を目的に添加物として、リン酸リボフ
ラビンナトリウムが0.006g 添加されている。このリン酸リボフラビンナトリウムが光に
よって分解し退色するが、塩化カリウムへの影響はないため、投与時、遮光の必要はない。
包装開封白色蛍光下3000Lux 条件下で24時間後のリン酸リボフラビンナトリウム含有率は
54.61％、外観は黄色澄明である。

参考文献：KCL 注20mEq キット「テルモ」　インタビューフォーム
 （テルモ株式会社　コールセンター）
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DI 実例

注射薬の配合変化／外用薬の適正使用

9. 注射薬の配合変化

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：アシクロビル注とネオラミン・スリービー注の配合は問題があるか。  
 （看護師）

A：混合により，結晶が析出する可能性がある。同じルートから投与する場合は、アシクロビ
ル注を投与する時間は、ヴィーン D500mL/ ネオラミン・スリービー注10mL の投与を一
時的に中止し、前後フラッシュすれば、結晶析出の問題は回避できると考える。

状況：ヴィーン D500mL/ ネオラミン・スリービー注10mL の側管からソルデム
3A200mL/ アシクロビル注250mg/ 注射用水10mL を投与時間：1時間の間欠投与。

ゾビラックス注1V/DW10mL+ 生食100mL- ネオラミン・スリービー注10mL（×）わずか
に結晶析出（約1.5hr）

参考文献：注射薬調剤監査マニュアル（第4版）

10. 外用薬の適正使用

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：ブロムヘキシン吸入液を1回2mL に対して生理食塩水4mL の希釈は2.5
倍以上になるが問題ないか。  
 （看護師）

A：ブロムヘキシン吸入液の添付文書には、「通常，成人には1回2mL（ブロムヘキシン塩酸塩
として4mg）を生理食塩液等で約2.5倍に希釈し，1日3回ネブライザーを用いて吸入させる」
記載があるが、1回2mL（ブロムヘキシン塩酸塩として4mg）を生理食塩液等で約2.5倍以
上に希釈しても問題ない。生食の最低量は1回2mL（ブロムヘキシン塩酸塩として4mg）
に対して生食3mL とする。
 （日本ベーリンガーインゲルハイム学術より回答）
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外用薬の適正使用

米盛病院　富岡　陽子

Q：ザルティア錠と硝酸イソソルビドテープは併用禁忌だが、ザルティア錠
を定期服用している患者が術前に硝酸イソソルビドテープを貼付する必
要がある場合、ザルティア錠の休薬はどのようにしたら良いか？  
 （医師）

A：ザルティア錠の最終服用から、48時間以上空けて硝酸イソソルビドテープを貼付する。ザ
ルティア錠再開時は、硝酸イソソルビドテープを剥がしてから1５時間以上（半減期3.0時
間の5倍）空ける。
 （日本新薬（株）　製品情報センター）

米盛病院　木村　理子

Q：イクセロンパッチを貼付したままの患者へ、手術を施行しても大丈夫
か？  
 （医師）

A：通電性が高い基材を使用しているわけではないので、問題はないものと考える。ただし、
除細動をかけると貼付部位がやけどになるリスクが否定できないので、剥がすべきである。
手術する際に除細動を行う可能性があるため、術直前に剥がして、再開は普段の貼付時間
と変更せず、術後直近のタイミングで行うこととした。
 （ノバルティスファーマ（株）　製品情報センター）
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代替薬の当量換算／切替・換算比

11. 代替薬の当量換算

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：デノタスチュアブル配合錠を持参した患者がいるが当院には採用がな
い。デノタスチュアブル配合錠中のビタミン D であるコレカルシフェ
ロールをアルファカルシドールに切り替える場合、等量はいくらになる
か。  
 （院内医師）

A：天然型（コレカルシフェロール）と活性型（アルファカルシドール）の等量換算は存在し
ないが、デノスマブによる低カルシウム予防にアルファカルシドールを1日0.5～1µg で用
いた報告がある。ただし、アルファロールカプセルには低カルシウム血症の治療及び予防
の適応はないため注意が必要である。

参考文献：医学のあゆみ，246，812–817，2013
 （中外製薬より回答）

12. 切替・換算比

鹿児島大学病院　高橋　毅行

Q：持参薬のラジレス錠の残がなくなるにあたり、代替薬を提案したい。ラ
ジレス錠から他剤へ変更する場合の用量換算があれば教えてほしい。  
 （病棟担当薬剤師）

A：換算表は存在しないが、標準量であるラジレス錠150mg からの切り替えとしてアンギオテ
ンシン受容体遮断薬の推奨用量があり、バルサルタン80mg、ロサルタン50mg、カンデサ
ルタン8mg、テルミサルタン40mg、オルメサルタン20mg、イルベサルタン100mg である。
アジルサルタンに関してはデータ不足で推奨用量は設定していない。
 （ノバルティスファーマより回答）
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腎障害時の薬物療法／その他

13. 腎障害時の薬物療法

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：入院日、血清クレアチニンが3.3mg/dL と腎機能が悪かったので、セフ
メタゾール注を1回1g、24時間おきに投与した。現在は血清クレアチニ
ンが1.0mg/dL まで改善した。セフメタゾール注の用法・用量はどのよ
うにすればよいか。  
 （医師）

A：セフメタゾール注を1回1g、12時間おきに投与して問題ないと考える。

背景：絞扼性イレウスで入院。入院初日は血清クレアチニン3.3mg/dL であったが、翌日
には1.0mg/dL に軽減した。輸液を投与したことによる脱水の改善で血清クレアチニン値
が正常値になったと考えた。Ccr60mL/min 程度と推定されるためセフメタゾールは1g/
日から2g/ 日へ増量して良いと考える。

14. その他

鹿児島市医師会病院　高橋　武士

Q：分子標的治療薬（ベクティビックス注）投与中の爪囲炎に対するテーピ
ング（スパイラルテープ法のこと）で、爪は覆われていないのはどうし
てか。テーピングはどのような役割か。  
 （看護師）

A：テーピングは、爪からの周囲皮膚や肉芽に加わる刺激や加圧を緩和する目的で行われる。
爪囲炎の部位にテーピングをすると、爪と肉芽を寄せてしまうため、爪を覆わないように
してある。

参考文献：ベクティビックス副作用アーカイブ　皮膚障害（第4版）、ｐ16
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DI 実例

その他

米盛病院　久徳　直子

Q：ケタラール静注用は投与経路を筋注として使用可能か？  
 （医師）

A：ケタラールには静注用50mg、200mg と筋注用500mg が存在する。
静注用と筋注用の違いは、まず等張化剤の有無である。
筋注用は元々等張であるが、静注用は等張で無いために等張化剤を添加してある。
また静注と筋注とでは、バイオアバイラビリティが異なるため、それを考慮して成分濃度
が設定してあり、静注用を筋注する場合、液量が多くなりすぎるなどの問題が生じうる。
そのため、適応外の投与経路はメーカーとしては推奨できない。
 （第一三共（株）　製品情報センター）



プレアボイド報告実例
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プレアボイド報告施設（重篤化等回避および未然回避）

施設名（50 音順） 投稿数 重要事例

鹿児島市医師会病院 20 4

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 16 10

霧島市立医師会医療センター 7 1

済生会川内病院 3 0

米盛病院 10 4

計 56 19

今回掲載したプレアボイド報告は、DI 通信に投稿された施設分のみ
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、鹿児
島県病院薬剤師会医薬品・プレアボイド委員会へも投稿手順に従って
ご連絡ください。
E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

※ 同一施設からの類似または重複したプレアボイド報告については、
投稿数としてはカウントしますが、代表的な1事例のみ掲載してい
ます。

※ 委員会にて特に重要と判断したプレアボイド報告は「重要事例」と
して掲載しています。
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プレアボイド・未然回避報告（重要事例）

30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　禁忌
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1回1錠　1日1回夕食後　内服
薬学的ケア後　 内服中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

クラビット錠500mg 1錠 夕食後の処方あり。服薬指導の際に、授乳中患者であることがわかった。さらに、
搾乳も難しいとのことであったため、処方医へ確認。再度診察の後、処方中止となった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　薬歴・その他 （処方オーダー）
原因　その他（不適切な増量）
薬学的ケア前　 フェントステープ　1日10mg　貼付
薬学的ケア後　 フェントステープ　1日8mg　貼付
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

疼痛コントロール不良にてフェントステープを10mg に増量する指示が出ていたが、前日に8mg に増量されて
いた。連日の増量を行うことによって呼吸抑制が発現することがある。増量後少なくとも2日間は増量を行わな
いことが添付文書に明記されていることを主治医に情報提供し、痛みが続くようであれば翌日に増量を検討する
こととなった。

薬剤師の関与により、不適切な増量を回避することができた。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　薬歴・その他 （処方オーダー）
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 ホクナリンテープ1mg　1日1枚　貼付 

アドエア500ディスカス　1回1吸入、1日2回　その他　　
薬学的ケア後　 ホクナリンテープ1mg　1日1枚　貼付 

フルタイド200ディスカス　1回2吸入、1日2回　その他　　
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

ホクナリンテープを貼付中の患者に対し、咳嗽をコントロールする目的でアドエアが処方されていることに、
病棟薬剤業務で気付いた。β刺激薬の重複を主治医に情報提供した。吸入が確実に行えないのであればフルタイ
ドが吸入できない可能性があるが、アドエアからフルタイドに変更になった。

薬剤師の関与によりβ刺激薬の重複を回避することができた

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　検査結果・その他 （化学療法オーダー）
原因　過量投与
薬学的ケア前　 シスプラチン　33mg/body　点滴
薬学的ケア後　 シスプラチン　25mg/body　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

上部胆管がんに対しシスプラチン / ゲムシタビン療法を開始することとなった。体表面積を基に投与量が設定
されていたが、Ccr が50mL/min であった。文献報告（Cancer Treatment Reviews, 1999, 21, 33–64）によると、
Ccr が45～60mL/min の場合はシスプラチンを25％減量することが推奨されることを主治医に情報提供し、減量
となった。

薬剤師の関与により、シスプラチンの過量投与による重篤な有害事象の発現を回避できた可能性が考えられ
た。
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プレアボイド・未然回避報告（重要事例）

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報
原因　その他（不適指示）
薬学的ケア前　 オキファスト注　0.05mL/hr　皮下注
薬学的ケア後　 オキファスト注　0.2mL/hr　皮下注 

フェントステープ6mg　1日1回　貼付
薬学的ケアの種類　薬剤追加・薬剤増量
報告者のコメント

フェントステープ10mg 貼付中の患者が疼痛コントロール不良のため入院した。オキファスト注にスイッチす
ることとなり、フェントステープをすべて剥がした後、オキファスト注が少量から開始された。

フェントステープのオキファスト注への換算量は125mg/day であったが、オキファスト注の開始量は12mg/
day であり大きく乖離していた。フェンタニル注が血中から消失することに伴い強度の疼痛やオピオイドの離脱
症状が発現することが懸念された。主治医に段階的にスイッチすることを提案した。まず、フェントステープ
4mg をオキファスト注に変更し、患者の状態を見ながらフェントステープの漸減とオキファスト注の漸増を行
うこととなった。

薬剤師の関与により、強度の疼痛やオピオイドの離脱症状を回避できた可能性が考えられた。

80歳代　　男性　　　　関与した薬剤師の担当　医薬品情報・薬剤管理指導業務
発端　薬歴・持参薬チェック
原因　禁忌
薬学的ケア前　 テオドール錠100mg　1回1錠　1日1回朝食後
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

整形外科に入院中の患者について、主治医が循環器の医師に対して心筋シンチグラフィの実施を依頼した。
当該患者は、入院中も持参薬のテオドール錠を継続して服用していた。
心筋シンチグラフィは、アデノスキャン注を使用する予定となっていた。
検査前患者指導の準備をしていた薬剤師が、アデノスキャン注に対して併用禁忌のテオドール錠の中止指示が

出ていないことに気づき、主治医と循環器医師に報告した。
その結果、テオドール錠は検査12時間前から服用中止となった。
主治医は、アデノスキャン注に対してテオフィリンが併用禁忌であることを失念しており、循環器の医師に当

該患者がテオフィリン服用中であることを伝えていなかった。
薬剤師の介入により、併用禁忌薬の使用を回避できた。

70歳代　　女性　　　　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　重大な副作用
薬学的ケア前　 チザニジン錠1mg　1回1錠　1日3回毎食後　　　　
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

患者には、頸肩症候群に対してチザジニン錠が処方されていた。
服薬指導時に脱力症状の有無について確認を行ったところ、チザニジン錠を服用し始めて、2度ほどトイレで

つかまり立ち用の手すりから手が外れ、転倒しそうになったことが判明した。
主治医に報告し、頸肩症候群の自覚症状も改善していたことから、チザニジン錠が中止となった。
チザニジン錠中止後、頸肩症候群の自覚症状の著明な悪化は無く、脱力で手すりから手が外れる事も無かった。
薬剤師の介入で、副作用が起因した事故を未然に防ぐことができた。

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　患者（家族）の訴え・相談検査結果
原因　その他の副作用
薬学的ケア前　 エブランチルカプセル30mg　1日2カプセル　1日2回朝夕食後　内服 

アムロジピン OD 錠5mg「明治」　1日1錠　1日1回朝食後　内服 
アジルバ錠40mg　1日1錠　1日1回朝食後　内服

薬学的ケア後　 エブランチルカプセル30mg　1日2カプセル　1日2回朝夕食後　内服 
アジルバ錠40mg　1日1錠　1日1回朝食後　内服

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

弛緩性神経因性膀胱に対してエブランチルカプセル30mg/ 日で開始し、8日目に60mg/ 日へ増量した。エブラ
ンチルカプセル開始後9日目に薬剤師が面談すると頭痛および倦怠感の訴えがあった。

エブランチルカプセル開始前収縮期血圧100～120程度、拡張期血圧60台であったが、エブランチルカプセル開
始後、収縮期血圧100未満、拡張期血圧50台へ低下していた。本人に頭痛及び倦怠感の症状があることから、降
圧薬の減量を提案し、アムロジピン錠が中止となった。収縮期血圧100台、拡張期血圧60台となり、低血圧は改
善し、頭痛および倦怠感は消失した。
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プレアボイド・未然回避報告（重要事例）

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　注射せん・薬歴
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 なし　　　　　　
薬学的ケア後　 ソルラクト輸液 500mL　1V あたり6時間かけて、24時間持続点滴（1日4V）　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

末梢血幹細胞移植の前処置として大量メルファラン療法が開始予定であった。添付文書には、メルファランの
投与前日から投与終了後24時間は水分補給および尿量の確保が必要である旨の記載があるが、前々日までに補液
の処方が行われていなかった。主治医に処方を依頼し、補液が追加処方された。

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　薬歴
原因　禁忌
薬学的ケア前　 ジプレキサザイディス錠5mg　1日1錠　1日1回就寝前　内服 

クエチアピン錠25mg　1回1錠　不穏時　内服
薬学的ケア後　 グラマリール錠25mg　1日2錠 1日2回昼夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

糖尿病患者に対して、禁忌であるジプレキサザイディス錠とクエチアピン錠の処方がなされていた。クエチア
ピン錠は中止、ジプレキサザイディス錠はグラマリール錠へ変更となり、血糖上昇、浮腫などの副作用を回避す
ることができた。

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　患者（家族）の訴え・相談
原因　その他の副作用
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠60ｍｇ　1回1錠　疼痛時　内服
薬学的ケア後　 ジクロフェナク Na 錠25ｍｇ　１回1錠　１日３回　７日分　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

入院日に初回面談を行ったところ、ロキソプロフェン錠60mg に対してアレルギー歴（発疹）があることがわ
かった。

術後の鎮痛目的でロキソプロフェン錠60mg が処方されていたため、他の鎮痛薬（ジクロフェナク錠25mg）
を提案し、アレルギー発現を未然に回避した。

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　カルテ等情報
原因　その他（希釈濃度）
薬学的ケア前　 ソルデム3A　500mL　点滴 

KCL　20mEq　点滴
薬学的ケア後　 ソルデム3A　500mL 　点滴
薬学的ケアの種類　 その他（ソルデム3A　500mL（カリウム10mEq 含有）への KCL 注 20mL（カリウム

20mEq 含有）混注が中止となった。）
報告者のコメント

ソルデム3A　500mL（カリウム10mEq含有）にKCL注　20mL（カリウム20mEq含有）を混注し、末梢静脈ルー
トより投与指示あり。

混液のカリウム濃圧が60mEq/L となるため、高濃度カリウム静注による血管炎や不整脈が惹起する可能性が
考えられた。混液中止により、その危険性を回避できた。
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プレアボイド・未然回避報告（重要事例）

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　カルテ等情報
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　 メバロチン錠5mg　5mg　内服
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

横紋筋融解症で入院した患者。低 K 血症による横紋筋融解症の診断となった。入院時のかかりつけ医からの
紹介状に前回当院入院時はなかったメバロチン錠5mg の処方の記載があった。かかりつけ医に電話確認したと
ころ、メバロチン錠5mg は2ヶ月前から開始したことがわかった。メバロチン錠5mg による横紋筋融解症の可能
性も否定できないため、メバロチン錠5mg は中止となった。メバロチンの投与は回避した方がよいことをかか
りつけ医へ伝達した。

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　併用注意
薬学的ケア前　 メソトレキセート点滴静注液　5400mg　点滴 

ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」　1回1錠疼痛時　内服
薬学的ケア後　 メソトレキセート点滴静注液　5400mg　点滴 

カロナール錠200mg　1回2錠疼痛時　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

中枢神経原発リンパ腫（PCNSL）に対しメソトレキセート大量療法（HD-MTX）施行予定であったため、併
用薬確認した。ロキソプロフェン錠が頓用で処方されていることが分かった。メソトレキセートと NSAIDs は
添付文書上併用注意ではあるが、適正使用ガイド（メーカー作成）にはメソトレキセート大量療法の場合は併用
を避けたほうがよいとの記載がある。また、メソトレキセート大量療法の投与指示簿にも NSAIDs は併用禁忌
と記載されている。主治医に疑義照会したところ、カロナール錠に変更となった。
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プレアボイド・未然回避報告

60歳代　　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　その他（血管炎予防）
薬学的ケア前　 オメプラゾール注10mg　1V　静注 

20% ブドウ糖注20mL　1V　静注
薬学的ケア後　 オメプラゾール注10ｍｇ　1V　静注 

5% ブドウ糖注20mL　1V　静注
薬学的ケアの種類　剤形変更
報告者のコメント

オメプラゾール注10mg を20% ブドウ糖注20mL で希釈し末梢からの投与指示。20% ブドウ糖注20mL は浸透
圧が高く、投与時疼痛や血管障害のリスクがあるため、等張の5% ブドウ糖注20mL を提案した。

その結果、処方変更となり血管痛等のトラブルなく投与できた。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　過量投与
薬学的ケア前　 プロノン錠150mg　1回1錠　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 プロノン錠100mg　1回1錠　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

プロノン錠150mg　1回1錠朝夕食後服用の指示あり。カルテを確認したところ持参薬はプロノン錠100mg で
あった。病状等をふまえての用量変更（増量）かを主治医に確認したところ、100mg 錠へ処方変更となった。

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　その他（副作用予防）
薬学的ケア前　 　　　　
薬学的ケア後　 ヒルドイド軟膏　3本　その他 

ピドキサール錠30mg　1回1錠　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

ゼローダ錠含有レジメン（XELOX 療法）で治療中の患者。休薬が一週間延長となるが、副作用対策の保湿
剤・ビタミン B6製剤の処方がなかった。主治医へ処方継続を提案。その結果、ヒルドイド軟膏、ピドキサール
錠30mg が追加となった。

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　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アトルバスタチン錠5mg　1回1錠　1日1回夕食後　内服
薬学的ケア後　 アトルバスタチン錠5mg　1回2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

アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 1回1錠夕食後の処方あり。前回は、先発医薬品「リピトール錠10mg　1回
1錠」であったため、主治医へ当院在庫規格について説明すると共に用量変更を提案。その結果、1回2錠へ変更
となる。
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60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 オキノーム散10mg　1回1包　1日2回12時間おき　内服
薬学的ケア後　 オキシコンチン錠10mg　1回1錠　1日2回12時間おき　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

オキノーム散10mg　1回1包　1日2回12時間おきの処方あり。オキノーム散は持続性が無いため、持続性製剤
であるオキシコンチン錠10mg への変更を提案。その結果、オキシコンチン錠へ変更となり、疼痛コントロール
も問題なく経過。

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　その他（経管投与の問題）
薬学的ケア前　 アルロイド G　1回30mL　1日4回毎食後および寝る前　内服
薬学的ケア後　 アルサルミン液　1回10mL　1日3回毎食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

アルロイド G　1回30mL　1日4回毎食後および寝る前の処方あり。経鼻胃管より投与のため「希釈して注入」
とカルテに指示あり。アルロイド G は粘度が高くチューブ通過困難であることに加え、希釈により粘膜表面で
の薬効も減衰するため、他の薬剤への変更を提案。その結果、アルサルミン液へ処方変更となる。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん・患者の症状その他
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ガベキサートメシル酸塩注　500mg ×6V　点滴
薬学的ケア後　 ガベキサートメシル酸塩注　100mg ×6V　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

病棟業務により膵炎であることを確認している患者に対し、ガベキサートメシル酸塩注が1日500mg ×6V オー
ダーされていた。DIC であれば問題ない投与量であるが、膵炎への使用であるため、主治医に確認したところ
100mg 製剤へ変更になった。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報・その他 （処方オーダー）
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 デカドロン錠0.5mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 

フェキソフェナジン錠60mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 デカドロン錠0.5mg　1回0.5錠、1日1回朝食後　内服 

アレジオン錠20mg　1回1錠、1日1回夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量・薬剤変更
報告者のコメント

カルテにデカドロン錠は減量していく方針であることが記載されていたが、今回の定期処方のオーダーが前回
と同量であったため主治医に確認し、減量となった。さらに、フェキソフェナジン錠からアレジオン錠に変更と
なっていたが、定期処方にて再度フェキソフェナジン錠がオーダーされていたため主治医に確認したところ、ア
レジオン錠に変更となった。
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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　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　 ワイスタール配合点滴静注用バッグ　1回1g　点滴
薬学的ケア後　 メロペネム点滴静注用　1回0.5g、1日2回　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

熱発があり、胆管炎の可能性があったためワイスタール配合点滴静注用バッグが開始になった。ワイスタール
配合点滴静注用バッグの使用開始に際して、効能や副作用を患者に説明した。ワイスタール配合点滴静注用バッ
グの点滴後から顔が痒いのは副作用ではないかとの訴えが患者から看護師に対してあった。看護師から主治医に
報告され、ワイスタール配合点滴静注用バッグによるアレルギーの可能性が考えられたため、投与中止となっ
た。ワイスタール配合点滴静注用バッグ中止後、炎症所見の悪化を認め empiric にメロペネム点滴静注用が開始
となった。メロペネム点滴静注用では同様の症状は認められなかった。

薬剤師の情報提供により患者が副作用に早期に気付き、重篤化の回避につながった。

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・その他（病棟薬剤業務）
発端　検査結果・薬歴・カルテ等情報
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　 ゾシン配合注バック　1回4.5g、1日3回　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

検査値の推移から、ゾシン開始後 Ccr が経時的に低下していることに気付き、薬剤性の腎障害である可能性
を考えた。特に抗生剤の継続が必要な状況とは考えられなかったため、医師にゾシンの中止を提案し、了承され
た。ゾシン中止2日後の検査値は、Ccr は30.1mL/min から35.8mL/min となり、改善傾向が認められた。

薬剤師の関与により腎機能の低下に気づき、対応することができた。

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・その他 （処方オーダー）
原因　併用注意
薬学的ケア前　 レボフロキサシン錠500mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 

クエン酸第一鉄 Na 錠50mg　1回2錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 レボフロキサシン錠500mg　1回1錠、1日1回朝食間　内服 

クエン酸第一鉄 Na 錠50mg　1回2錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

クエン酸第一鉄 Na 錠を服用中の患者にレボフロキサシン錠が処方された。両剤とも朝食後服用指示であった。
相互作用によりレボフロキサシンの吸収が低下することが考えられた。その旨を主治医に情報提供し、クエン酸
第一鉄 Na 錠服用2時間後にレボフロキサシン錠を服用するよう変更となった。薬剤師の関与により、相互作用
による薬効減弱を回避することができた。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　検査結果・薬歴・カルテ等情報・その他 （処方オーダー）
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 エリキュース錠2.5mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 エリキュース錠5mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

S 状結腸癌切除術後に術前から休薬していたエリキュースが再開されることとなった。外科医が2.5mg 錠を処
方した。しかし、循環器内科からの以前の処方では、5mg 錠であった。年齢、体重、血清クレアチニン値の3項
目に基づく減量基準には該当しないことから主治医に処方意図を確認した。体重が60kg 以下であったため2.5mg
錠を処方したとのことであったたが、3項目中2項目以上が該当した場合に2.5mg 錠の選択となることを情報提供
し、5mg 錠に変更された。

薬剤師の関与により、エリキュースの過少投与を回避することができた。
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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・患者の症状その他
原因　その他（薬効不十分）
薬学的ケア前　 アダラート L 錠10mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 アダラート L 錠10mg　1回2錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

化学療法実施のために繰り返し入院している患者。入院中の収縮期血圧が160～170mmHg 台、拡張期血圧が
100～110mmHg 台になることがあった。アダラート L 錠10mg を1回1錠服用していたが薬効不十分と考え、退
院処方から1回2錠への増量を提案し、承認された。その後の再入院時、収縮期血圧は160mmHg 台になることは
あったが拡張期血圧は100mmHg を超えることはなく、増量の効果が認められた。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報・その他 （処方オーダー）
原因　その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 ベネット錠17.5mg　1回1錠、1週に1回起床時　内服
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

ベネット錠が新規で処方されたが、骨粗鬆症の既往がカルテ上認められなかった。主治医に処方意図を確認し
たところ、胃がんの骨転移に対して処方したとのことであった。内服のビスホスホネート製剤には、骨転移の適
応がない。骨転移に対して使用するのであれば、ゾレドロン酸をオーダーするよう情報提供した。

その後ゾレドロン酸のオーダーはなかったが、薬剤師の関与により、不適切な薬剤の投与を回避することがで
きた。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　薬歴患者の症状その他・その他 （処方オーダー）
原因　その他（不要薬剤）
薬学的ケア前　 コンプラビン配合錠　1回1錠、1日1回朝食後　内服 

アドナ錠30mg　1回1錠、1日3回毎食後　内服
薬学的ケア後　 コンプラビン配合錠　1回1錠、1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

コンプラビン配合錠とアドナ錠が処方されていた。出血している患者に対してはコンプラビン配合錠は禁忌で
あるためカルテを確認したところ、舌からの出血に対してアドナ錠が処方されたがその後出血はおさまった様子
であった。主治医にも状態を確認したところ出血はおさまっているとのことであったためアドナ錠の中止を提案
し、了承された。

薬剤師の関与により、不要な薬剤の投与を中止することができた。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟オーダー）
発端　カルテ等情報
原因　その他（投与速度）
薬学的ケア前　 アセリオ注　1回50mL、30分で投与　点滴
薬学的ケア後　 アセリオ注　1回50mL、15分で投与　点滴
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

発熱時にアセリオ注50mL を30分で投与するよう指示が出ていた。添付文書には15分で投与するよう記載され
ている。主治医に15分かけて投与するよう情報提供し、指示変更となった。
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70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 スピリーバレスピマット　1日1回、1回1吸入　その他
薬学的ケア後　 スピリーバレスピマット　1日1回、1回2吸入　その他
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

スピリーバレスピマットを持参して入院。主治医が継続を指示。用法は、1日1回、1回1吸入となっていた。ス
ピリーバレスピマットの添付文書上1日1回、1回2吸入であることを主治医に情報提供し、1日1回、1回2吸入に指
示変更となった。

薬剤師の関与により、過小投与を回避することができた。

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（副作用予防）
薬学的ケア前　 リンデロン錠0.5mg　1回4錠、1日1回朝食後　内服
薬学的ケア後　 リンデロン錠0.5mg　1回4錠、1日1回朝食後　内服 

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

肝がんのため黄疸や掻痒感があり、リンデロンが処方されていた。しばらく処方が続く可能性があったため、
ステロイドの副作用による胃潰瘍の発現を懸念し、主治医に予防薬剤を投与することを提案した。その結果、ラ
ンソプラゾールが追加処方された。薬剤師の関与により、副作用が予防できた可能性が考えられた。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報・その他 （処方オーダー）
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 カロナール錠200mg　1回2錠、1日3回毎食後　内服
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

前回の定期処方開始後に、鎮痛薬が注射薬に変更となり、カロナール錠は中止となった。しかし、今回の定期
処方オーダー時に、前回の定期処方が Do でオーダーされたたため、カロナール錠が再度処方された。主治医に
確認し、カロナール錠を削除した。

薬剤師の関与により、意図せぬ鎮痛薬の併用を回避することができた。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　その他 （処方オーダー）
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 フェキソフェナジン錠60mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服 

ポララミン錠2mg　1回1錠、1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 フェキソフェナジン錠60mg　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

患者は、従来からフェキソフェナジン錠を服用していたが、掻痒感が続くためポララミン錠が追加になってい
た。 H1ブロッカーの併用であることを主治医に連絡し、ポララミン錠は中止となった。さらに、掻痒に対して、
他に有効な手段はないか医師から相談を受け、院内製剤である0.2% ハッカ水の試用を提案し、多少の鎮痒効果
を認めた。

薬剤師の関与により、同種同効薬の併用に早期に気付くことができた。
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80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　検査結果・薬歴
原因　
薬学的ケア前　 フロセミド錠10mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服 

アルダクトン A 錠25mg　1回1錠、1日2回朝昼食後　内服
薬学的ケア後　 フロセミド錠20mg　1回1錠、1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤増量
報告者のコメント

フロセミド錠とアルダクトン A 錠により腹水の減量を図っていた。 最高で6.1mEq/L の血清カリウム値の上
昇が認められ、アーガメイトゼリーが処方されていた。高カリウム血症に対して、カリウム保持性利尿薬である
アルダクトン A 錠は禁忌である。アルダクトン A 錠を中止し、フロセミド錠を増量するよう主治医に提案し、
了承された。処方変更後の血清カリウム値は5.2～5.4mEq/L で推移した。正常化することはなかったが、著しく
上昇することがなかった。薬剤師の関与により、禁忌薬剤の使用を中止できた。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他（病棟薬剤業務）
発端　カルテ等情報
原因　その他（不適用法）
薬学的ケア前　 ノボラピッド注　1日3回食間　皮下注
薬学的ケア後　 ノボラピッド注　1日3回食直前　皮下注
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

ノボラピッド注フレックスペンを食間に投与する指示が出ていた。主治医に処方意図を確認したところ、食事
が摂れなかった場合、食直前に投与すると低血糖が起こる可能性があるためとのことであった。超速効型の薬剤
であるため、食間に投与するとその後に低血糖を生じる懸念があることと、添付文書上の用法は食直前に投与す
ることとなっていることを説明し、食直前の投与に変更となった。

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　医薬品情報・薬剤管理指導業務
発端　注射せん・検査結果
原因　その他（抗菌薬選択）
薬学的ケア前　 ゲンタマイシン注射液　60mg/ 回×3　点滴
薬学的ケア後　 バンコマイシン注射液　1000㎎ / 回×2　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

現病歴；皮膚軟部組織感染症
下肢にポケットを形成し、滲出液は膿汁様で大量であった。前医での細菌培養では、メチシリン耐性黄色ブド

ウ球菌（以下、MRSA）が検出されていた。主治医は、感受性試験の最小発育阻止濃度（以下、ＭＩＣ）の値の
みを見て、ゲンタマイシン注射液60mg を処方した。しかし、その抗菌薬選択では十分な治療効果を得られない
可能性があったので、MRSA 感染症の治療ガイドライン（2012）の情報を提供し、バンコマイシン注射液に薬
剤変更となった。シミュレーションソフト（SHIONOGI-VCM-TDM S-edition Ver.2014）を用いて投与量設計を
行い、バンコマイシン注射液1000mg/ 回×2を提案した。その結果、処方が修正された。また、創部の洗浄とヨー
ドシュガー軟膏も併せて提案した。14病日目に、膿汁様の滲出液無く、良性の肉芽が形成され、身体所見は改善
した。体温は36℃台となり、白血球や CRP は正常可していたため、バンコマイシン注射の点滴治療は終了となっ
た。薬剤師の介入により、患者の治癒に貢献できた。

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
発端　注射せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 メコバラミン注射液　500µg 連日　筋注
薬学的ケア後　 メコバラミン注射液　500µg 週3回　筋注
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

巨赤芽球性貧血患者に対して、メコバラミン注射液が連日処方された。主治医に対して、次の情報提供を行い、
メコバラミン注射液の投与が週3回となった。1. ビタミン B12は、血中の特異的 B12 結合タンパクであるトラン
スコバラミン II と結合し、各組織に運搬され、細胞内へはビタミン B12とトランスコバラミン II 複合体の型で
取り込まれる。2. 血中のトランスコバラミン II 量を超える過剰のメコバラミンが投与されると、その結合能を
超えたメコバラミンは速やかに尿中に排泄される。3. メコバラミン500µg を筋注した際の結合飽和率は投与後48
時間で60.0～71.4％である。以上のことから添付文書に記載された用法用量になっている。薬剤師の介入で、薬
剤の適正量投与となった。
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50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　医師からの相談
原因　その他（不適切な抗菌薬選択）
薬学的ケア前　 レボフロキサシン注射液　500mg/ 回×1　点滴
薬学的ケア後　 セファゾリン注射液　1g/ 回×3　点滴 

クリンダマイシン注射液　600mg/ 回×3　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

現病歴；化膿性筋膜炎、糖尿病
検出菌；メチシリン感性黄色ブドウ球菌（以下、MSSA）、E.faecalis
主治医より、感受性試験の結果に基づいて、レボフロキサシン注射液の使用について相談された。MSSA な

らばセファゾリン、E.faecalis ならばペニシリンが効果的である旨を説明した。画像より深部に膿瘍形成が疑わ
れ、創部のポケット奥からは、膿汁排出があった。膿のグラム染色を行った結果、ブドウ状の陽性球菌が優位で、
一部グラム陰性桿菌も認められ、連鎖状の染色像は、ほとんど認められなかった。主治医と相談の上で、MSSA
と嫌気性菌をターゲットとしてセファゾリン注射液とクリンダマイシン注射液で治療することとなった。抗菌
薬の投与回数は、1日4回を提案をしたが、患者の日常生活動作（以下、ADL）等を理由に主治医は3回投与から
行うことを決定した。その際に、創部洗浄の徹底も依頼した。炎症は改善傾向で、感染部は縮小してきたところ
で、デブリドマンの施行となった。術後セファゾリンを使用し、CRP も改善したところで、注射は中止となった。
薬剤師が介入することで、適切な抗菌薬選択につながったものと考える。

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん・調剤・薬剤管理指導業務
発端　注射せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アミノレバン点滴静注　500mL　点滴
薬学的ケア後　 ビーフリード輸液　500mL　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

慢性の肝疾患や、肝性脳症など無い患者に、アミノレバン点滴静注500mL が処方された。
主治医に使用意図を確認したところ、アミノフリード輸液500mL のつもりで処方されたことが確認できたた

め、ビーフリード輸液へと処方変更となった。（当院にアミノフリード輸液の採用なし）
薬剤師の介入で、適切な医薬品の選択となった。

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　検査結果
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ラピアクタ点滴静注液バッグ　300mg/ 回×1　点滴
薬学的ケア後　 ラピアクタ点滴静注液バッグ　100mg/ 回×1　点滴
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

Ccr が40mL/min の患者にラピアクタ点滴静注液バッグが300mg/ 回で処方された。
主治医に相談し、重篤度と腎機能を考慮し、100mg/ 回へと減量になった。
薬剤師の介入により、腎機能低下者に対して適正な用量とすることができた。

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　カルテ等情報
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　 ジスチグミン錠5mg　1回1錠　1日1回朝食後
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

患者は、前医からの処方継続で、ジスチグミン錠を長期にわたり服用していたため、ChE の測定を主治医に
依頼した。その結果、ChE が109U/L に低下していることが判明した。食事は摂食できており、低栄養ではなかっ
た。コリン作動性クリーゼの症状は無かったが、主治医に副作用の可能性を報告し、投与中止となった。ジスチ
グミン錠中止後に排尿困難感の悪化は無く退院に至った。
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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・カルテ等情報
原因　その他（不足投与）
薬学的ケア前　 ゼローダ錠300　1回3錠　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 ゼローダ錠300　1回5錠　1日2回朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　その他（薬剤増量）
報告者のコメント

治癒切除不能な進行直腸癌に対しオキサリプラチンとカペシタビンの併用療法である XELOX 療法を施行予
定であった。患者の体表面積は Dubois 式で1.598平方メートルであった。患者に対しゼローダ錠の用量として
3000mg/day と添付文書上なっているため主治医に確認を行い、ゼローダ錠300 10T 2×に変更となった。

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　処方せん・カルテ等情報
原因　誤転記・誤処方
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　 ジャヌビア錠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・用法変更
報告者のコメント

持参薬のエクア錠50mg　1回1錠　1日2回朝夕食後を服用中であったが院内採用薬に変更となる際に、エクア
錠の用法用量を引用しジャヌビア錠50mg　1回1錠　1日2回朝夕食後で処方された。主治医に用法用量について
問い合わせを行いジャヌビア錠50mg　1回1錠　1日1回朝食後に変更となった。

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・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　
薬学的ケア前　 レボフロキサシン錠500mg　1回1錠　1日1回朝食後　内服
薬学的ケア後　 バナン錠100mg　1回1錠　1日3回朝昼夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

服薬指導のため患者を訪問した際に、アレルギー歴として LVFX で蕁麻疹が出たことを聴取した。その後、
ESWL 後の感染予防のためレボフロキサシン錠500mg　1回1錠　1日1回朝食後の処方がでたため、主治医に問
い合わせを行い、問題なく服用できた履歴のあるバナン錠100mg　1回1錠　1日3回朝昼夕食後に変更となった。

90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　併用注意
薬学的ケア前　 ヴォトリエント錠200mg　200mg/day　内服 

ネキシウムカプセル20mg　20mg/day　内服
薬学的ケア後　 ヴォトリエント錠200mg　200mg/day　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

ヴォトリエント錠200mg　1日1錠　朝食後2時間後とネキシウムカプセル20mg　1日1C　朝食後の処方あり。
ヴォトリエント錠とネキシウムカプセルの併用により、ヴォトリエント錠の Cmax 及び AUC が約42％及び40％
低下するとの報告がある（ヴォトリエント錠 添付文書）。患者面談時、胃部不快感ない旨を聴取したため、担当
医に問い合わせ、ネキシウム内服中止となった。
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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　併用禁忌
薬学的ケア前　 トランサミンカプセル250mg　750mg/day　内服 

トロンビン液モチダソフトボトル1万　1万単位　その他
薬学的ケア後　 トロンビン液モチダソフトボトル1万　1万単位　その他
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

同日にトランサミンカプセル250mg　1日3T　毎食後及びトロンビン液モチダソフトボトル1万の処方あり。
トランサミンカプセル250mg とトロンビン液モチダソフトボトル1万を併用すると血栓形成の傾向が現れるとト
ランサミンカプセル250mg の添付文書に記載がある。メーカー（第一三共）に問い合わせたところ、同日併用
は避ける方がよいとのことであったため、トロンビン液を用いる日のトランサミンカプセルは中止することと
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・持参薬チェック
原因　過量投与
薬学的ケア前　 バラクルード錠0.5mg　1日1錠　1日1回朝食後2時間　内服
薬学的ケア後　 バラクルード錠0.5mg　1日1錠　1日1回朝食後2時間　隔日　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

HBs 抗原陽性であり、バラクルード錠0.5mg を1日1回朝食後2時間に連日服用していた。入院時の検査では
eGFR=51.8ml/min/1.73、CCr ≒42.8ml/min であったため、添付文書記載の腎機能障害患者における用法用量の
目安を基に、主治医に隔日投与への減量を提案し、連日投与から隔日投与へ減量となった。

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　その他（オピオイド切り替え時の重複）
薬学的ケア前　 MS コンチン錠10mg　1回1錠　朝・夕食後　内服 

デュロテップ MT パッチ2.1mg　1日1枚 /2日おき　貼付
薬学的ケア後　 デュロテップ MT パッチ2.1mg　1日1枚 /2日おき　貼付
薬学的ケアの種類　薬剤中止・薬剤変更
報告者のコメント

朝食後に MS コンチン錠10mg からデュロテップ MT パッチ2.1mg へ切り替えたが、当日の夕に MS コンチン
錠10mg の処方が残っていた。主治医に報告し MS コンチン錠10mg が中止となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん・調剤・薬剤管理指導業務
発端　注射せん・検査結果
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 イーケプラドライシロップ　1g　1日2回　朝・夕食後　内服
薬学的ケア後　 イーケプラドライシロップ　1g　1日1回　透析後　内服
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

CHDF（持続的血液透析濾過法）から HD（血液透析）に変更となった際に、イーケプラドライシロップの用
法を「1日2回朝・夕食後」から「1日1回透析後に投与」に変更することを提案。「1日1回透析後の投与」に変更
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　薬剤管理指導業務
発端　注射せん
原因　その他（投与濃度）
薬学的ケア前　 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg　10mL　5mg/hr 

生理食塩液500mL
薬学的ケア後　 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg　10mL　2.5mg/hr 

生理食塩液500mL 
アムロジピン OD 錠2.5mg「明治」

薬学的ケアの種類　その他（投与濃度）
報告者のコメント

ニカルジピン注1mg/mL　5mL/hr を生理食塩液10mL/hr の側管から投与（ニカルジピンは5mg/15mL ＝
0.033%）。添付文書では生理食塩液等で希釈して0.01～0.02% で点滴静注となっている。高濃度で投与すると血管
炎のリスクが非常に高くなる。適正濃度となる処方への変更を主治医に相談した。相談時、患者の血圧は収縮期
血圧110台、拡張期血圧60台で安定していたことから、ニカルジピン注を減量して内服への切替を図っていく方
針となり、ニカルジピン1mg/mL　2.5mL/hr へ減量、アムロジピン2.5mg 内服開始となった。ニカルジピンは
適切な0.02% の濃度での投与となった。
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70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務

発見の端緒　初期症状指導による患者の訴え

薬学的管理の種類　その他（用法・用量）

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
前医からの内服継続で、ウラリット配合錠（クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム配合製剤）を1日12錠1日
3回で服用していた患者。入院後に腎機能の悪化などを認めていないにも関わらず、血清 K 値が、6.3mEq/L
に上昇し、徐脈を呈していた。発見が早く、徐脈はあったが、それに伴う二次的な障害等の発現は無かった。
原因について検討するため、患者へコンプライアンスの聞き取りを再度行い、自宅では、ウラリット配合錠を
時々しか服用していなかったことが判明した。
自宅での服用状況と入院を契機にコンプライアンスが向上したこと、ウラリット配合錠12錠中にはカリウムが
27mEq 含有されていることを主治医に報告した。
その結果、ウラリット配合錠が一旦中止となり、血清 K 値は4.6mEq/L となり、徐脈が改善した。その後、ウ
ラリット配合錠6錠 / 日に減量され再開となったが、高 K 血症を起こすことなく退院となった。
薬剤師の早期発見により、重篤化を回避することができた。

転帰　回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
ウラリット配合錠 内服 12錠3×毎食後 長期（具体的には不明） 酸性尿の改善

併用薬　 

原疾病　高尿酸血症

合併症　

既往症　肝機能障害　無　　腎機能障害　無　　その他　

副作用歴　無

アレルギー歴　無　　薬剤名　

薬剤師のコメント
患者は、服用コンプライアンスについて、正直に答えないことがあるため、留意する。

薬学的関与による具体的効果
患者の重篤な副作用を未然に回避することができた。

因果関係　多分関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　無　　副作用被害救済機構申請　無



プレアボイド・重篤化等回避報告
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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

発見の端緒　その他（持参薬識別）

薬学的管理の種類　副作用（低 K 血症）

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
現病歴；誤嚥性の窒息、低酸素血症、低 K 血症（K=2.1mEq/L）、頻脈にて当院救急外来を受診。
既往歴：アルツハイマー型認知症、逆流性食道炎、骨折
持参薬識別により、フロセミド錠20mg を1錠1×で服用していることが分かった。
フロセミド錠が低 K 血症の被疑薬と考え、服用理由についてご家族や紹介元医師に確認した。しかし、病院
への入退院や、施設への入所を繰り返す中で、処方理由不明のまま、持参薬の継続として処方され続けていた
ことが判明した。
心不全などの循環器疾患や、脳血管障害、高血圧症などの症状が無かったため、フロセミド錠は服用中止と
なった。ソルデム3A 輸液と KCL 注を併用して、カリウムを40mEq/ 日投与し、7病日目に血清 K 値は正常値
3.7mEq/L となった。
薬剤師が服薬歴を確認し、利尿薬の継続の可否を再評価してもらうことで、副作用の被疑薬を中止することが
できた。

転帰　回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
フロセミド錠20mg 内服 1錠1×朝食後 不明 不明

併用薬　 

原疾病　低 K 血症

合併症　

既往症　肝機能障害　無　　腎機能障害　無　　その他　

副作用歴　無

アレルギー歴　無　　薬剤名　

薬剤師のコメント
安易な持参薬の継続処方は危険である。

薬学的関与による具体的効果
持参薬識別と聞き取りにより、低 K 血症被疑薬の投与中止が可能になった。

因果関係　多分関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　　　副作用被害救済機構申請　



プレアボイド・重篤化等回避報告
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70歳代　　男性　　　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務

発見の端緒　その他（入院時持参薬確認）

薬学的管理の種類　禁忌

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
平成28年6月15日入院患者。持参薬確認時、併用禁忌薬であるニコランジル錠とザルティア錠（タダラフィル）
を併用していることを確認できたため、患者に副作用の発現の有無と併用された経緯について確認。入院時に
提出されたお薬手帳より古いお薬手帳も持参されていたため経緯が確認できた。
・平成27年4月よりザルティア錠5mg/day 内服開始（他院処方）
・平成28年4月よりニコランジル錠15mg/day 開始（当院外来処方）
→調剤薬局にてニコランジル錠とザルティア錠の併用について（他院医師へ？）疑義照会した記載がお薬手帳
にあり、過度の血圧低下やふらつきに注意して併用すると回答あったことを確認。
・平成28年5月7日よりザルティア錠2.5mg/day へ減量（他院処方）
・平成28年5月12日当院へ入院した際は、ザルティア錠のみ持参。持参されていなかったニコランジル錠が入
院中に追加処方されていたが、システム更新のタイミング上、持参薬と当院処方薬の禁忌設定がされておらず、
持参薬のザルティア錠と処方薬のニコランジル錠の併用禁忌のエラーが出なかった。また、5月の入院時にも
薬剤師の介入はあったものの、併用禁忌の薬剤が処方されていることを見逃していた。
・入院時の血圧は115/63
・ザルティア錠5mg→2.5mgへ減量後はふらつきは減ったが、減量後も時々ふらつきありとのこと（患者聴取）。
ふらついた時の血圧は測定していない。
・お薬手帳より、ザルティア錠内服以前はアボルブカプセル（デュタステリド）、フリバス錠（ナフトピジル）
の服用歴あり。
→アボルブカプセルは内服していたが PSA 上昇→生検にて前立腺がんと判明→ビカルタミド錠へ変更。
→フリバス錠の変更理由については患者は知らないよう。副作用やアレルギーはなかったとのこと。
持参薬確認時に患者訪問し以上の情報を得ることができたため、主治医に当院採用の前立腺肥大による排尿困
難の治療薬としてα遮断薬を紹介し、泌尿器科へのコンサルトを提案した。その結果、ザルティア錠は中止と
なりタムスロシン錠へ変更。ニコランジル錠は継続となった。
タムスロシンへ錠変更後、患者のふらつきは改善された。
薬剤師介入により併用禁忌の薬剤が変更となり、薬剤変更によりふらつきが軽減された。

転帰　

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
ザルティア錠 内服 2.5mg 2年間 前立腺肥大症による排尿困難
ニコランジル錠 内服 15mg 1年間 狭心症

併用薬　 

原疾病　狭心症、前立腺肥大による排尿障害

合併症　

既往症　肝機能障害　　　腎機能障害　　　その他　

副作用歴　

アレルギー歴　　　薬剤名　

薬剤師のコメント
・当院では入院時に入院支援室で提出された持参薬を薬剤師が病棟にて確認し、持参薬として電子カルテに入

力したものを医師が確認し、承認することで持参薬を院内で使用できるようになる。
・持参薬と処方薬に併用禁忌の薬剤がある場合にはシステムによりエラーが表示され、処方できないように

なっているが、持参薬同士の併用禁忌の場合はエラー表示を出すことができないため , システムではなく薬剤師
による併用禁忌薬・併用注意薬の確認が必要となっている。

・今回のケースは過去に当院へ入院した際に持参薬のザルティア錠内服時に、併用禁忌薬であるニコランジル
錠が処方されたが、併用禁忌の設定がされていなかったため、併用禁忌の薬剤が処方されていることを当院心臓
血管外科の医師が認識しないまま併用が継続されていた。

・ザルティア錠とニコランジル錠併用禁忌の設定がされていないことが病棟薬剤師より医薬品情報室へ連絡さ
れ、併用禁忌の設定が速やかに行われた。

薬学的関与による具体的効果
併用禁忌薬であるザルティア錠とニコランジル錠を併用していることを当院心臓血管外科の医師へ報告し、血

圧の過度の低下はないものの、ふらつきが時々認められた患者のふらつきの症状を改善することができたと考え
る。また、システムの更新のタイミング上、禁忌設定がされていなかった薬剤に気付き、併用禁忌エラーが設定
されたことで他の患者でも併用できなくなり、医療安全の向上につながった。

因果関係　　　厚生労働省安全性情報報告　無　　副作用被害救済機構申請　無



プレアボイド・重篤化等回避報告
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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

発見の端緒　検査値

薬学的管理の種類　副作用（ヘパリン起因性血小板減少症（HIT））

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
2016年5月天疱瘡治療目的での当院入院時、腎機能低下があり透析導入した際、HIT 疑いにて透析時の抗凝固
薬をナファモスタット注に変更した経緯あり（HIT 抗体は陰性）。その後、かかりつけ医である A 病院へ転院
し、透析からも離脱していたが、再度腎機能低下あり、A 病院にて7月6～8日連日でヘパリン注を使用して透
析を行い、透析再導入となった。
2016年7月9日急性心筋梗塞疑いで、A 病院より B 病院に紹介され冠動脈造影（CAG）施行したが、出血コン
トロールができず当院に紹介入院となった。入院時の血小板は2.5万 /µL。A 病院から CAG 施行の B 病院へ
の紹介状には、帯状疱疹後の血小板減少と記載あり。CAG の結果はたこつぼ心筋症であり、当院入院後たこ
つぼ心筋症に対しヘパリン注開始。
2016年7月10日　血小板輸血
2016年7月11日　血小板11.7万 /µL
2016年7月12日　透析施行（抗凝固薬はヘパリン）
2016年7月13日　血小板5.8万 /µL
2016年5月の当院入院時に HIT の疑いがあったこと、入院直近に A 病院にてヘパリン注で透析行われていた
こと、当院での経過などから、薬剤師は HIT を強く疑い、主治医および透析担当医師に相談した。HIT 疑い
にてヘパリン注中止。同日の透析はフサンを使用。
2016年7月14日　B 病院へ転院　B 病院への紹介状には、HIT 疑いおよび、たこつぼ心筋症に対してはヘパリ
ン注を使用せずにワーファリン錠開始を依頼したい旨、医師にて記載された。

転帰　未回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
ヘパリン注 持続静注 5千単位 5日 たこつぼ心筋症

併用薬　 

原疾病　たこつぼ心筋症

合併症　天疱瘡

既往症　肝機能障害　　　腎機能障害　有　　その他　

副作用歴　

アレルギー歴　　　薬剤名　

薬剤師のコメント
前回入院時かかりつけに転院する際、HIT 疑いについては紹介状に記載はされていたが、透析離脱していた

時期もあったため情報が途切れていたと思われる。薬剤師がカルテにて副作用歴を確認したことにより重篤化を
防ぐことができた事例と考える。

薬学的関与による具体的効果
短い入院期間ではあったが、その中で HIT が診断され、その後のヘパリン注の使用を中止することができた。

因果関係　明らかに関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　無　　副作用被害救済機構申請　無



プレアボイド・重篤化等回避報告
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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

発見の端緒　検査値

薬学的管理の種類　副作用（横紋筋融解症）

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
7/15　薬剤管理指導前に検査結果を確認。7/13採血結果より血中 CK188U/L、LDH264U/L、クレアチニン
0.97mg/dL、eGFR 41.3mL/min/1.73m2 → CCr35.3（体表面積補正）患者本人に横紋筋融解症の自覚症状（疲
労感、筋力低下、筋痛、赤褐色尿）や入院前の運動の有無について確認を行った。疲労感や筋力低下あり。筋
痛や赤褐色尿の症状なし。入院前の運動は特になし。腰の骨折を経験してから、運動（ゲートボール）はして
いないとのこと。また、杖なしで歩くことは困難で、長時間立つことは膝や足の負担になるため難しいとのこ
と。年齢による筋力低下も考えられるが、臨床検査所見や検査値を考慮すると横紋筋融解症の可能性があるた
め、医師にリバロ休薬とミオグロビン尿の検査と再度血液検査実施を提案。医師：7/16よりリバロ中止の指示。
7/16に再度血液検査実施。ミオグロビン尿検査については赤褐色尿ないため、実施なし。
7/16　採血結果　CK182U/L、LDH234U/L、クレアチニン1.02mg/dL、eGFR 39.1mL/min/1.73m2 → CCr（体
表面積補正）33.4
8/3　退院。薬剤管理指導を実施。休薬前にあった疲労感とくになし。患者本人に担当医師より内科のかかり
つけ医師にリバロ中止の内容を記載した手紙（診療提供情報書）があることを伝え、次の受診の際にかかりつ
け医師に手紙を渡すようお伝えした。
8/9　診療提供情報書を受け取った内科医師より担当医師へ返書あり。CK 高値のため、リバロ中止を継続し
経過をみるとのこと。

転帰　未回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
リバロ錠1mg 内服 1錠 ～7/15 

併用薬　 タケプロン OD 錠15mg 内服 1錠 ～7/27 
ノルバスク OD 錠5mg 内服 1錠 ～7/27 
ブロプレス錠4mg 内服 1錠 ～7/27 
酸化マグネシウム錠330mg 内服 2錠 ～7/27 
レンドルミン D 錠0.25mg 内服 0.5錠 ～7/27 
メチコバール錠500µg 内服 3錠 ～7/27 
ムコスタ錠100mg 内服 3錠 ～7/27 
ベネット錠17.5mg 内服 1錠（週1回） ～7/26

原疾病　白内障

合併症　

既往症　肝機能障害　　　腎機能障害　有　　その他　

副作用歴　無

アレルギー歴　無　　薬剤名　

薬剤師のコメント
検査結果と患者面談により薬剤の副作用（横紋筋融解症）を疑い、被疑薬（リバロ）の中止と再度血液検査の

実施とミオグロビン尿検査を提案し、翌日からリバロ中止、再度血液検査を実施した。

薬学的関与による具体的効果
副作用の重篤化の回避

因果関係　明らかに関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　　　副作用被害救済機構申請　
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：女　　年齢：30歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
①病棟業務　薬剤管理指導業務　②薬剤師外来（外来患者における問診・視診）
①医療チーム　④中央業務

【薬学的介入の内容】
項目　疼痛管理 
契機　患者・家族の訴え、相談　検査値、バイタルサイン
情報源　添付文書
評価の指標　検査値 患者・家族からの訴え
結果　改善

【内容の詳細】
契機　※報告のきっかけ（患者症状等）

末梢神経障害に対しリリカカプセル25mg/ 回を1日2回で開始され、10日後に患者に面談を行ったところ、
手指のしびれに変化がないとの訴えあり。

介入・提案内容
効果不十分と考え、主治医にリリカカプセルの増量を提案し、翌日朝から75mg/ 回を1日2回へ増量となっ
た。

介入の根拠　※介入に至るまでの評価・考え方（活用した情報源も記載）
・リリカカプセル開始後、眠気、ふらつき、浮腫などの副作用はみとめられなかった。
・使用前、使用開始後の採血にて腎機能障害はみとめられなかった。
・ 添付文書上、腎機能正常であれば75mg/ 回を1日2回から開始、1日最大300mg/ 回を1日2回まで使用可能

である。
転記、結果　※提案に対するリスク（不利益）も併せて記載

増量3日後に NRS で5–6/10から3–4/10程度に軽減がみられたことを確認した。
増量後の眠気、ふらつき、浮腫等の副作用はみとめられなかった。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
神経障害性疼痛に対する鎮痛薬の有効性向上
疼痛コントロール不良による日常生活への支障を軽減
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：男　　年齢：70歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
①病棟業務　薬剤管理指導業務　②薬剤師外来（外来患者における問診・視診）
②医療チーム　④中央業務

【薬学的介入の内容】
項目　その他（検査値異常）
契機　患者・家族の訴え、相談　医師からの相談、情報提供　検査値、バイタルサイン
情報源　添付文書
評価の指標　検査値
結果　改善

【内容の詳細】
契機　※報告のきっかけ（患者症状等）

右腎癌に対してスーテント（5/13～開始）による加療目的で入院の患者。
5/6　カリウム値＝5.7のため、5/7～　アーガメイトゼリー3個 / 日開始
5/8　便秘の訴えあり、マグミット錠330mg3T3×開始
5/12　カリウム値＝5.7のため、5/13～　アーガメイトゼリー6個 / 日へ増量
5/21～　便秘症状強く、マグミット錠500mg3T3×へ増量
5/26　カリウム値＝5.5と高値

介入・提案内容
アーガメイトゼリーとマグミット錠併用によりアーガメイトゼリーの効果が減弱するおそれあり、主治医に
マグミット錠の中止を提案。

介入の根拠　※介入に至るまでの評価・考え方（活用した情報源も記載）
アーガメイトゼリーを増量後もカリウム値高値が継続しており、改善がみられなかった。
他剤との相互作用を疑い、マグミット錠中止を提案した。（アーガメイトゼリーの添付文書を参照）

転記、結果　※提案に対するリスク（不利益）も併せて記載
5/26～　マグミット錠中止
5/27　退院
6/3　外来にてカリウム値＝4.6 アーガメイトゼリー3個 / へ減量
6/10　カリウム値＝4.1と改善を認めた。
マグミット錠中止後、患者より服用再開の希望はなく緩下薬は使用していない。
アーガメイトゼリー増量後に便秘症状が強くなったこともあり、減量に伴い便秘改善した可能性も考えられ
る。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
薬剤師関与により、薬物相互作用に気づき検査値異常を改善することができた。
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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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Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要 
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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？）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？）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？）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？） 

 

（１）報告対象となる（１）報告対象となる（１）報告対象となる（１）報告対象となる場合場合場合場合    【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避    様式１】様式１】様式１】様式１】 
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（２）（２）（２）（２）報告対象となる報告対象となる報告対象となる報告対象となる場合場合場合場合    【副作用未然回避【副作用未然回避【副作用未然回避【副作用未然回避    様式２】様式２】様式２】様式２】 
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（（（（3）報告対象となる場合）報告対象となる場合）報告対象となる場合）報告対象となる場合    【【【【薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上    様式様式様式様式 3】】】】 
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（３）（３）（３）（３）報告対象とならない場合報告対象とならない場合報告対象とならない場合報告対象とならない場合 
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Ⅲ．副作用重篤化回避報告の書き方についてⅢ．副作用重篤化回避報告の書き方についてⅢ．副作用重篤化回避報告の書き方についてⅢ．副作用重篤化回避報告の書き方について 
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Ⅳ．その他Ⅳ．その他Ⅳ．その他Ⅳ．その他 
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〈参考〉プレアボイド報告書記載事例
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【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

ファモチジン注　40mg　点滴（分2） ⇒ ファモチジン注　20mg　点滴（分1）

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

胃潰瘍治療のためファモチジン注が新規処方された。病棟担当薬剤師は、この患

者は入院時に中等度腎障害のあることを知っていたため、最新の検査結果からク

レアチニンクリアランスを概算すると40 mL/minであることが判明した。ファモチジ

ンの過量投与によるせん妄などのリスクを考えて医師に減量を提案した。

40 mg

グリベンクラミド錠　1.25mg　2T2x ⇒ グリベンクラミド錠　2.5mg　2T2x

他院から転院してきた患者。入院時の持参薬チェックを病棟薬剤師が行った際

に、グリベンクラミド錠2.5mgを持参していることを確認した。院内採用品に切り替

える際に、医師が誤って1.25mg錠を入力した。処方せん鑑査時に病棟薬剤師が

誤りに気付き、2.5mg錠に変更となった。

1.25mg
1 2

〈参考〉プレアボイド報告書記載事例



－59－

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

ナテグリニド錠30mg　3T3x ⇒ ミチグリニド錠10mg　3T3x

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

透析を行っている入院患者に、ナテグリニド錠が新たに処方された。本剤は透析

患者には禁忌であるため、禁忌ではない（慎重投与）のミチグリニド錠への変更を

医師に依頼し、変更となった。

メトホルミン錠250mg　2T2x ⇒ 中止

脳梗塞を起こし脱水傾向で，尿中ケトン体（＋）の患者の持参薬を鑑別したところ

メトホルミン錠を持参していた。

乳酸アシドーシスのリスクがあるので，中止を主治医に依頼した。

〈参考〉プレアボイド報告書記載事例
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【プレアボイド報告書（薬物治療効果の向上）様式３】

〈参考〉プレアボイド報告書記載事例
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