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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。



－43－

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　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。
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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。
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プレアボイド・未然回避報告

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤、薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　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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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　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。
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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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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　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　―



－62－

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。
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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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