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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亢進されています。活用にあ
たっては最新のガイドライン、添付文書等をご確認ください。また、転載・引用している箇所の詳細に
関しましては、原文の確認もお願いします。



プレアボイド報告実例
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プレアボイド報告施設

施　設　名 件数

霧島市医師会医療センター 37

鹿児島市医師会立病院 13

鹿児島大学病院 12

川内市医師会立市民病院 7

吉田温泉病院 5

鹿児島赤十字病院 3

阿久根市民病院 2

国立療養所奄美和光園 1

鹿児島県立薩南病院 1

今回掲載したプレアボイド報告は、委員会が把握した施設分のみで
す。日本病院薬剤師会へプレアボイド報告をされる場合には、医薬
品・プレアボイド委員会へもメールでご連絡ください。
E-mail:preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
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プレアボイド報告をやってみよう!?

日本病院薬剤師会のプレアボイド報告に登録

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

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

まず登録し報告する流れ

プレアボイド報告

日本病院薬剤師会へ報告

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

ある日、副作用に気づき
Dr.に上申し薬が中止と
なった。

ある日、主治医より
薬疹の連絡。処方薬の
代謝・排泄を調べて
報告した。

ある日、持参薬と院内
処方が重複しており、
中止してもらった。

数日後、Faxにて
『プレアボイド報告者リスト』が

送られてきます。

施設証が
送られてきます。

日本医療機能評価機構の
審査時にアピールしても・・・。

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

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

副作用報告の場合、
プレアボイド報告と同時期にすること。

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

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

最終的には添付文書の改訂などにつながり
ます。

〈重篤化回避報告〉〈未然回避報告〉
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プレアボイド・未然回避報告

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

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

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

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

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ガスター D（20）2錠　内服
薬学的ケア後　 ガスター D（10）2錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

ガスター D（20）2錠　分2で処方されたが、eGFR52.9と低値のため処方医に問い合わせ、ガスター D（10）2
錠　分2へ変更となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ハルシオン（0.25）1錠　内服

ミコシスト（100）1C　内服
薬学的ケア後　 リスミー（1）1錠　内服

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

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

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

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

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

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

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

ラステット135mg　点滴 
パラプラチン337mg　点滴

薬学的ケア後　 中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

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

生食100mL　点滴
薬学的ケア後　 ラステット140mg　点滴

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

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

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　薬歴・処方せん
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 ワソラン錠40mg　3錠　内服

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

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

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　処方せん
原因　その他（過少投与）
薬学的ケア前　 ビソルボンシロップ　5mL　内服
薬学的ケア後　 ビソルボンシロップ　15mL　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

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

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

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

内服中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　その他（用量・日数間違い）
薬学的ケア前　 イメンド（80）1C　内服/day 1

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

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

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

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　その他過少投与
薬学的ケア前　 カナマイシン DS　2g　内服
薬学的ケア後　 カナマイシン DS　10g　内服
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

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

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

オーツカ MV　1キット
薬学的ケア後　 ネオパレン1号1500mL　1V

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

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

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

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

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

生食100mL　1V
薬学的ケア後　 水溶性プレドニン注　3A

生食100mL　1V
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

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

タンナルビン1日0.2g 毎食後　処方指示あり。明らかに低用量のため、患者状態等チェック後、主治医へ用量
について確認実施。結果、1日2g 毎食後へ変更となる。
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プレアボイド・未然回避報告

40歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠（60mg）３錠　頭痛時
薬学的ケア後　 ロキソプロフェン錠（60mg）２錠　頭痛時
薬学的ケアの種類　薬剤減量・日数変更
報告者のコメント

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

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

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

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　注射せん
原因　重大な副作用・過量投与
薬学的ケア前　 アンカロン注150mg　5A

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

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

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

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　
原因　重大な副作用・重複投与
薬学的ケア前　 アンカロン錠100mg

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

アンカロン錠100mg とアンカロン注が重複指示あり。主治医へ確認したところ、内服開始日が変更となる。
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プレアボイド・未然回避報告

30歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 クラビット錠（500）

ビオフェルミン R
薬学的ケア後　 クラビット錠（500）

ミヤ BM 散
薬学的ケアの種類　薬剤変更・日数変更
報告者のコメント

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

と注射の PPI が重複するため主治医へ報告。結果、内服中止となる。
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　その他
薬学的ケア前　 クレメジン細粒　1日3包　毎食後
薬学的ケア後　 クレメジン細粒　1日3包　毎食間
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　その他（適応外処方）
薬学的ケア前　 ハルナールＤ錠0.2mg　1錠　朝食後
薬学的ケア後　 エブランチル15mg　2カプセル　朝夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

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

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん・薬歴・カルテ等情報
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アルブミナー5% 静注　12.5/250mL
薬学的ケア後　 アルブミナー25%/50mL
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　薬歴・処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠5mg　1日2錠　朝夕食後

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

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

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

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

3歳　　男　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談・処方せん
原因　その他
薬学的ケア前　 アンヒバ坐剤50mg　1個　発熱時
薬学的ケア後　 アンヒバ坐剤100mg　1個　発熱時
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

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

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

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

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　その他
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 アミノトリパ2号　1V
薬学的ケア後　 ネオパレン2号　1V
薬学的ケアの種類　剤形変更
報告者のコメント

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

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

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

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

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

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

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 スーテントカプセル　1日50mg　11日分
薬学的ケア後　 スーテントカプセル　1日50mg　6日分
薬学的ケアの種類　その他（日数変更）
報告者のコメント

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 アスベリン散3.0g　毎食後
薬学的ケア後　 アスベリン散1.2g　毎食後
薬学的ケアの種類　
報告者のコメント

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ジャヌビア50mg/day 新規導入患者で服用後2ヶ月目に血糖コントロールは良好であったが、肝機能値の上昇
を認めた。ジャヌビアによる肝機能障害を疑い、主治医へ報告。ジャヌビア休薬となる。その後、DPP4阻害薬
での治療継続の方針となったため、肝障害患者に対して禁忌でないネシーナを提案、結果ネシーナ25mg/day 開
始となる。肝機能値の上昇無く、血糖コントロールも維持で経過。



－61－

プレアボイド・未然回避報告

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 ティーエスワン（20）6C　朝・夕食後1日分と6日分
薬学的ケア後　 初日：ティーエスワン（20）朝3C・夕2C　朝・夕食後1日分

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

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

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　
薬学的ケア前　 クラビット250mg　2Ｔ　朝食後5日分

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

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

薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

10歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 トミロン細粒10％　100mg（力価）分３　毎食後
薬学的ケア後　 トミロン細粒10％　300mg（力価）分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴・カルテ等情報
原因　その他（投与速度）
薬学的ケア前　 アロデート600mg　24hr 持続
薬学的ケア後　 アロデート600mg　分2　3hr かけて
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

重症急性膵炎の患者にて、初め DIC の量2000mg/day、24hr 持続でコントロールしていたが、DIC が落ち着
き、膵炎量600mg/day へ投与量変更となる。しかし、投与速度は、24hr 持続のままとなっていた。アロデート
は、半減期が短く、投与量が DIC 量のときは、24hr 持続でも血中濃度を維持できるが、膵炎量のときは、量自
体も DIC 時の1/4量であること、半減期が短いことから、薬効が期待できる濃度まで上がらない。医師へ報告し、
投与法の見直しとなる。
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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　その他
薬学的ケア前　 プロスタンディン　60µg　1hr
薬学的ケア後　 プロスタンディン　60µg　2～3hr
薬学的ケアの種類　投与法変更
報告者のコメント

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック　16mg　分1　朝食後
薬学的ケア後　 ノルバスク　5mg　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　持参薬チェック・カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　 アマリール（1）6T　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アマリール　中止
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

インスリン開始後、持参薬のアマリール（1）6T 3× の指示が無いのに継続して服用していた事例。インスリ
ン開始にあたり、フレックスペンの使用方法について指導依頼あり。この時、内服薬を全て患者個人の1週間セッ
トケースにセットして自己管理し内服ていたが、その中にアマリールがセットされているのに気付く。指示簿を
確認するとアマリールの中止指示は無く、看護師も指示を受けていないとのことであった。主治医へその旨確認
したところ、アマリール（1）6T 3× の中止となった。
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　検査結果・処方せん
原因　同種同効薬重複・誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 ジフルカンカプセル100mg　分1　夕食後
薬学的ケア後　 ジフルカンカプセル50mg　分1　夕食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　検査結果確認
原因　処方ミス
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　3日分
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　1日分

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

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

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

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

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

胃ろうの患者に対し、簡易懸濁法にてパリエット投与の処方。パリエットは腸溶性コーティングされている薬
剤であり、医師に確認したところ、協議の上で、PPI をランソプラゾール OD 錠に変更となった。
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　投与量確認
原因　過量投与
薬学的ケア前　 カロナール錠200mg　16錠　分4 + トラムセット3錠　分3
薬学的ケア後　 カロナール錠200mg　12錠　分4 + トラムセット3錠　分3
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

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

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

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

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　副作用状態確認時
原因　その他
薬学的ケア前　 無し
薬学的ケア後　 ワーファリン錠1mg　2錠
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

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

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

クレメジン　3包　分3　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

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

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

50歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　持参薬チェック・処方せん
原因　禁忌
薬学的ケア前　 グラケーカプセル15mg　3cap　内服

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

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

心筋梗塞にて入院後、ワーファリン1mg が処方されたが、継続中の持参薬にグラケーカプセル15mg があった。
併用するとワーファリン1mg の期待薬効が減弱するため、医師に照会後、ワーファリン療法の優先性を勘案し、
相互作用のないベネット錠17.5mg に変更された。



－66－

プレアボイド・未然回避報告

40歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導業務
発端　検査結果・薬歴・持参薬チェック・カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック錠16mg　1錠　内服

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

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

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

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

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

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

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　その他
薬学的ケア前　 ダントリウムカプセル25mg　3C　朝昼夕食後
薬学的ケア後　 ダントリウムカプセル25mg　1C　夕食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

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

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

ノボラピッド注フレックスペン処方有。前回、ノボラピッド30ミックス注フレックスペンの処方があったため
医師に確認。変更になった。
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プレアボイド・未然回避報告

40歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　薬歴・処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 オゼックス錠150mg　2錠　分2　朝・夕食後　内服

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

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

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

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

ペンニードル　28本
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　持参薬チェック・処方せん
原因　処方もれ
薬学的ケア前　 なし
薬学的ケア後　 ラシックス錠40mg　1錠　分1　朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

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

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務・外来調剤・注射せん調剤・医薬品
情報・入院調剤・TDM
発端　処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 クーペラシン錠100mg　2T　分2　内服

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

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

今回、感染症でクーペラシン錠処方有。定期内服薬としてマグミット錠を飲んでいた。クーペラシン錠とマグ
ミット錠をいっしょに飲むと錯体形成によりクーペラシン錠の吸収が悪くなることを医師に説明、クーペラシン
錠の用法が変更された。
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プレアボイド・未然回避報告

50歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　重複投与
薬学的ケア前　 デカドロン錠　16錠　day 2～3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ミヤ BM 錠　6錠　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

1/9 デパケン錠中止
1/16 幻覚症状は消去

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

腎機能障害　無
副作用歴　無
アレルギー歴　無
薬剤師のコメント

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100% で F は1.0、投与間隔12hr、体重39kg で計算した。

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

バルプロ酸 Na の血中濃度測定はしなかった。
因果関係　おそらく関連有り
厚生労働省安全性情報報告　無
副作用被害救済機構申請　無
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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。



－74－

Q8
日病薬はプレアボイド報告を活用して、どのように薬剤師職能をアピールしてい
ますか。
具体的に教えてください。

A8

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

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

用、配合禁忌など臨床薬理学的情報が適切に提供されて
いる

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

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

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

⑤特定薬剤などの薬物濃度の測定や情報提供を行っている

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

⑴　報告対象となる場合【副作用重篤化回避　様式1】

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

A9

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

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

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

⑵　報告対象となる場合【副作用未然回避　様式2】

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ｑ16 疑義照会はプレアボイドの対象ですか？

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

Ｑ17 TDM、ICT、NST 活動などもプレアボイドの対象ですか？

Ａ17

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

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

Ａ18 対象ではありません。

Ｑ19 他にプレアボイドの対象とならないのはどのような場合でしょうか？

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

Ｑ20 薬剤師が介入した後、患者症状の転帰がすぐにわからないのですが。

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

Ｑ21 検査値を記入しないと副作用回避報告書として成立しませんか？

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

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

Ａ22

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

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

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

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

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

Ａ25

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

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

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

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

年齢： 60 歳代
ヶ月（１歳未
満の場合）

関与した薬剤師の担当
□外来調剤
⊠入院調剤
□注射せん調剤

□薬剤管理指導業務
□医薬品情報
□製剤

□無菌製剤
□ TDM
□その他

発端

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

原因

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

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

ユーエフティ Cap ５Ｃ 毎食後 ユーエフティ Cap ５Ｃ 毎食間

ロイコボリン錠（25） ３Ｔ 毎食後
⇒

ロイコボリン錠（25） ３Ｔ 毎食間

薬学的ケアの種類
（医師・看護師への
フィードバック等）

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

報告者のコメント

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

▲

▼

報告に関する
患者追加情報

※報告内容に関連する場
合に、可能な範囲でご
記入下さい。

身長：　　 　㎝ 治療中の疾患 腎機能障害
○有　○無

副作用歴
○有　○無

体重：　　 　㎏ 肝機能障害
○有　○無

アレルギー歴
○有　○無

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

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

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

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

性別
○男　◉女

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

妊娠
○有
●無

職業
　飲酒（種類／１日量）０
　喫煙（１日本数）　０　　（本／日）

患者
○外来
●入院

副作用等の
発見者

（確認者）

発見の
端緒

関与した薬剤
師の担当

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

病棟薬剤師□ □薬歴

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

薬 学 的
管理の種類

PT-INR 短縮 相互作用 ○禁忌　◉その他
○慎重
○食物

患者との関連 ○投与禁忌
○慎重投与
○その他

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

経過

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

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

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

原疾患治療開始日 合併症 既往歴 副作用歴○有　●無

肝障害○有　●無
腎障害○有　●無

薬剤名
副作用名

アレルギー歴○有　●無

薬剤師のコメント

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

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

薬剤師関与による
具体的成果・アウ
トカム

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

▲

▼

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




