
プレアボイド報告実例
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プレアボイド報告施設

施　設　名 件数

霧島市医師会医療センター 20

鹿児島市医師会立病院 9

吉田温泉病院 2

出水郡医師会広域医療センター 33

南風病院 1

鹿児島県立北薩病院 1

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

日本病院薬剤師会のプレアボイド報告に登録

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

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

まず登録し報告する流れ

プレアボイド報告

日本病院薬剤師会へ報告

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

ある日、副作用に気づき
Dr.に上申し薬が中止と
なった。

ある日、主治医より
薬疹の連絡。処方薬の
代謝・排泄を調べて
報告した。

ある日、持参薬と院内
処方が重複しており、
中止してもらった。

数日後、Faxにて
『プレアボイド報告者リスト』が

送られてきます。

施設証が
送られてきます。

日本医療機能評価機構の
審査時にアピールしても・・・。

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

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

副作用報告の場合、
プレアボイド報告と同時期にすること。

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

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

最終的には添付文書の改訂などにつながり
ます。

〈重篤化回避報告〉〈未然回避報告〉
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プレアボイド・未然回避報告

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　注射せん・薬歴・処方せん
原因　併用注意
薬学的ケア前　 オキシコンチン錠20mg　2錠　分2　12時間おき 

ワーファリン錠1mg　3錠　分1　朝食後 
ペンタジン注　1A　疼痛時

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

薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ハイカリック RF　1袋 

オーツカ MV　1組 
エレメンミック注　1筒

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

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

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

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 タケプロン OD 錠15mg　1錠　分1　夕食後 

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

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

50歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 アバスチン点滴注射用　260mg　点滴静注
薬学的ケア後　 アバスチン点滴注射用　250mg　点滴静注
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

FOLFIRI+Bev 療法（2コース目）でアバスチン点滴注射用260mg 処方あり。1コース目は250mg で実施記録
があり、主治医へ投与量について確認したところ、250mg へ変更となった。
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プレアボイド・未然回避報告

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 アローゼン（0.5g）　2g　分1　ねる前
薬学的ケア後　 アローゼン（0.5g）　2包　分1　ねる前
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

50歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 アストミン錠10mg　9錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アストミン錠10mg　6錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 ロヒプノール錠1mg　3錠　分1　不眠時
薬学的ケア後　 ロヒプノール錠1mg　1錠　分1　不眠時
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 セルベックスカプセル　2C　分2　朝夕食後 

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

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



－39－

プレアボイド・未然回避報告

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 サンコバ点眼液　1瓶
薬学的ケア後　 インタール点眼液　1瓶
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ティーエスワンカプセル25mg 　1日4C　分2　4／23～29まで処方（7日分） 

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

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

50歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 レナデックス錠4mg　5錠　分1　昼食後 

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

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

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 クレメジン細粒　2包　分2　朝夕食後
薬学的ケア後　 クレメジン細粒　2包　分2　朝夕食間
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

クレメジン細粒 2包朝夕食後指示あり。今回処方より他剤との併用開始となり、同時服用で併用薬を吸着する
ため主治医へ情報提供実施。結果、クレメジン細粒は「食間」へ用法変更となる。

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　配合変化
薬学的ケア前　 生食100mL　1V 

水溶性プレドニン注20mg　1A 
ポララミン注5mg　1A

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

薬学的ケアの種類　調剤法変更
報告者のコメント

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

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　過量投与
薬学的ケア前　 アサコール錠400mg　12錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 アサコール錠400mg　9錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

アサコール錠400mg 1回4錠　毎食後（1日12錠）指示あり。Max3600mg/day の縛りあり、患者の症状確認す
ると共に主治医へ情報提供実施。他の内服薬を調製すると共に、アサコールは1回3錠　毎食後（1日9錠）へ変更
となる。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 アルダクトン A 細粒1％　1g　分1　朝食後
薬学的ケア後　 アルダクトン A 細粒1％　0.25g　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

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

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 フェントステープ1mg　 1回0.5枚　貼付
薬学的ケア後　 フェントステープ1mg　 1回1枚　貼付
薬学的ケアの種類　処方変更
報告者のコメント

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

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

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

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 セロクラール錠20mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セロクエル錠25mg　3錠　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

60歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴・処方せん
原因　処方
薬学的ケア前　 フォリアミン錠5mg　1錠　分1　夕食後
薬学的ケア後　 フォリアミン錠5mg　1錠　分1　夕食後（日曜日のみ）
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

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

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

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

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

70歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時
薬学的ケア後　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時（週1回）
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

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

90歳代　　女　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 クレキサン　2筒/日　皮下注
薬学的ケア後　 　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

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

85歳の患者に対してプラザキサ75mg 4C 2×の処方あり。添付文書の用法・用量に関連する使用上の注意には、
70歳以上の患者には110mg 2C 2×に減量を考慮し、慎重に投与することを医師に報告。その結果、プラザキサ
75mg 4C 2×から110mg2C 2×に減量となった。
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1歳　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 セフゾンカプセル100mg　3C　分3　毎食後
薬学的ケア後　 セフゾン細粒10%　1g　分3　毎食後
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

1才7か月の小児に対してセフゾンカプセル100mg 3C3×の処方あり。体重は8kg とのことで、セフゾン細粒
10% では、0.72g/日から1.44g/日が適量となり、この旨を医師に報告。その結果、セフゾン細粒10%　1g 3×に
変更となった。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　検査結果・医師記録
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ベシケア5mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 中止　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

5歳　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 カロナール原末　1g　分1　屯月　発熱時
薬学的ケア後　 カロナール細粒20%　1g　分1　屯月　発熱時
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

5% ブドウ糖20mL　2A 
ネオラミンスリービー　1A

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

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴・カルテ等情報
原因　処方
薬学的ケア前　 ランマーク皮下注　1V　皮下注
薬学的ケア後　 ランマーク皮下注　1V　皮下注 

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

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

80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 ワーファリン1mg　3錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

60歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　無菌製剤
発端　検査結果
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 ジェムザール　800mg　点滴
薬学的ケア後　 　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

GEM 単剤療法中、血小板数が6万で実施指示があった。服薬指導の際、上腕部に皮下出血斑確認。その患者
は以前、血小板数8万で1週間後の採血で3万まで減少した経験があったため、主治医に血小板数が減少する可能
性と、現在の皮下出血斑の増悪のリスクを報告。投与中止となり、次週採血結果次第での投与となった。
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80歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　患者（家族）の訴え・相談
原因　慎重投与
薬学的ケア前　 アバスチン　300mg　点滴
薬学的ケア後　 　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

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

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

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

70歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん・薬歴・持参薬チェック・カルテ等情報
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 カルデナリン4mg　1錠　分1　朝食後 

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

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

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

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

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

生理食塩液50mL　1V
薬学的ケア後　 フェジン静注40mg　1A 

5％ブドウ糖液50mL　1V
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

50歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　注射せん・持参薬チェック
原因　処方
薬学的ケア前　 ベネット17.5mg　1錠　分1　起床時（週1回） 

ボナロン点滴静注バッグ900µg　1袋　4週に1回点滴
薬学的ケア後　 　　　　　　　　　　　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

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

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　投与量
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後　7日分
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後　1日分 

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

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

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

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

患児の体重は14kg であり、1日3g の投与は成人用量であったため、医師へ疑義照会した結果、1日1.5g の投与
へ変更となった。

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 カルブロック16mg　1錠　分1　朝食後 

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

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

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

40歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤・入院調剤
発端　注射せん・検査結果・持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 デパケン R200mg　2錠　分2　朝夕食後 

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

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

持参薬として、デパケン R200mg を継続中でありてんかん症状はコントロールされていた。肺炎症状に対し、
チエナム点滴静注用0.5g の新規処方が服薬指導時に確認できたため、併用によりデパケン R200mg の血中濃度
が有意に低下することを説明し、薬剤変更となった。



－48－

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　持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 タンボコール50mg　2錠　分2　朝夕食後 

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

ベシケア5mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　持参薬チェック・処方せん
原因　併用禁忌
薬学的ケア前　 ルボックス錠25mg　3錠　分3　毎食後 

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

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

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

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

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

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

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

70歳代　　男性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　
発端　処方せん
原因　投与日数
薬学的ケア前　 ネキシウム20mg　1C　分1　ねる前
薬学的ケア後　 　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

胃潰瘍に対してネキシウム20mg が10週間投与されている患者に継続処方あり。胃潰瘍の適応は8週までであ
ることを問い合わせた結果、ネキシウム20mg は処方中止となった。
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60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　注射せん調剤
発端　注射せん
原因　処方
薬学的ケア前　 ハイカリック RF　1袋　TPN
薬学的ケア後　 ハイカリック RF　1袋　TPN 

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

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

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

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

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

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

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

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

生食　100mL
薬学的ケア後　 フサン10　1V 

5% ブドウ糖　100mL
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

エレジェクト注　1筒　TPN 
ビタジェクト注　1キット　TPN

薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

高カロリー輸液製剤であるピーエヌツイン1号に混合ビタミン剤の処方が無かったため確認したところ、ビタ
ジェクト注が処方追加になった。
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60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤
発端　薬歴処方せん
原因　添付文書用法
薬学的ケア前　 ベイスン OD 錠0.3mg　3錠　分3　毎食直前
薬学的ケア後　 ベイスン OD 錠0.2mg　3錠　分3　毎食直前
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

生食100mL　1V　 1日2回
薬学的ケア後　 エリスロシン注射　1V 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　持参薬チェック・処方箋・薬歴確認
原因　処方
薬学的ケア前　 グラクティブ錠25mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 グラクティブ錠25mg　2錠　分1　朝食後
薬学的ケアの種類　用量変更
報告者のコメント

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

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

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

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

60歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤・薬剤管理指導
発端　処方箋・薬歴確認
原因　併用注意
薬学的ケア前　 クラビット錠500mg　1錠　分1　朝食後
薬学的ケア後　 クラビット錠500mg　1錠　分1　昼食後
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

感染症でクラビット錠が臨時処方された。定期内服薬としてマグミット錠500mg　4錠　分2　朝夕食後が処方
されていた。マグミット錠とクラビット錠を同時に服用すると錯体形成により吸収が悪くなることから、クラ
ビット錠の用法変更を提案した。結果、クラビット錠の用法が変更になった。
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平成21年9月1日

日本病院薬剤師会

プレアボイド評価小委員会

プレアボイド Q & A

―　改訂第3版　―
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Ⅰ．プレアボイドの概要

Q1 プレアボイドは何の略称ですか？

A1

「PREvent and AVOID the adverse drug reactions」の略称です。
病院薬剤師にとって、薬物療法の安全管理職能がわかる言葉として創られた造語
です。

「プレアボイド＝副作用回避」との印象が強いと思われますが、より広く捉えて
薬剤師が職能を発揮して発見した相互作用、投与禁忌などの未然回避も、プレア
ボイドです。

Q2 プレアボイドはどのような組織で管理・運営されていますか？

A2

日本病院薬剤師会（以下日薬病薬）独自の事業として行われており、医薬情報委
員会がその活動主体です。その集計実務と内容評価を担う委員会としてプレアボ
イド評価小委員会が設置され、報告の評価・分類・公表・会員へのフィードバッ
クなどの実務に当たる形で運営されています。

Q3 プレアボイドに参加する方法は？

A3

日病薬会員の薬剤師であれば誰でも参加出来ます。
日病薬ホームページより、会員のページに入り、オンライン報告システムでオン
ラインにて報告してください。報告は副作用の重篤化や遷延化を回避した様式1 
と副作用の発現を未然に回避した様式2に分かれています。
なお、FAX 報告は2009年4月より廃止されました。
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Q4 日病薬事務局に送られたプレアボイドはどのように処理されますか？

A4
日病薬では報告者に受理通知の電子メールをお送りします。その後、プレアボイ
ド評価小委員会が報告内容の評価・分類を行い、日病薬事務局でデータ処理する
ことで報告事例データの蓄積が行われています。

Q5 今までに何件位の報告がありましたか？

A5

1999年（平成11年）から始まったプレアボイド報告制度の年度別の報告件数は以
下の通りです。
 オンライン FAX 合計
 平成12年度以前  4,363 4,363
 平成13年度 1,549 4,434 5,983
 平成14年度 1,198 3,358 4,556
 平成15年度 1,109 2,809 3,918
 平成16年度 3,217 4,326 7,543
 平成17年度 5,797 4,957 10,754
 平成18年度 6,927 4,889 11,816
 平成19年度 9,059 4,195 13,254
 平成20年度 13,281 4,641 17,922
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Q6 プレアボイド評価基準・方法を教えて下さい。

A6

評価小委員会ではワークシートを使って標準化した分類作業を行っています。副
作用重篤化回避報告（様式1）に関しては、「関連性の角度」と「薬剤師の関与の
度合い（貢献度）」を評価して点数化しています。
各 「々1+ から3+」までの3段階で評価し、優良報告の評価はこの両者ともが「3+」
のものです。
未然回避報告は分類のみ行い、様式1のような個別評価は行っていません。

「関連性の確度」
⑴薬物使用と事象の時間経過が一致している、⑵疾患要因やほかの薬剤との関係
が否定的である、⑶既知の副作用情報と一致している（添付文書に記載がある）、
⑷転帰が回復または軽快である、などを基本にして総合的に評価しています。
以下の要因がある場合には優秀事例と評価されない場合があります。⑴報告用紙
の記載不足（経過や検査値の推移などが記載されていない）、⑵転記が不明、⑶
原疾患や併用薬が不明、⑷腎・肝機能障害が疑われるが記載なし、⑸メディケー
ションエラー。

「薬剤師の関与の度合い（貢献度）」
薬剤師が発見あるいは積極的に介入、または、他職種で発見されたが問題を解決
したのが薬剤師、などが「3+」となります。薬剤師の関与が明確でない、ある
いは関与がほとんどないものが「1+」、その間を「2+」とし、総合的に評価して
おります。

Q7 プレアボイドで得られた事例や評価結果は会員に対してどのような形でフィード
バックされているのでしょうか？

A7

現在、以下の方法で情報をフィードバックしています。
1. 日病薬誌“プレアボイド広場”で事例などを紹介。
2. 日病薬ホームページのトップページに“プレアボイド広場”を公開、また、

会員のページに優良事例を掲載。
3. 書籍“プレアボイド　薬学的患者ケアの実践とその成果”を出版。
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Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？）

⑴　報告対象となる場合【副作用重篤化回避　様式1】

Q8 ACE 阻害薬の空咳や HMG-CoA 還元酵素阻害剤の CK 上昇など薬剤師ならだれ
でも知っているような副作用は報告しても意味がないように思うのですが？

A8

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

Ｑ9
添付文書には記載されていないが、状況から見て明らかにその薬剤の副作用と考
えられるケースや、自発報告・海外では報告のある副作用はプレアボイド報告の
対象でしょうか？

Ａ9 対象です。ただし、投薬と事象の時間経過の的確性や病態による変化でないこと
の確実性が報告書に明記されていることが必要です。

⑵　報告対象となる場合【副作用未然回避　様式2】

Ｑ10
がん化学療法の注射薬混合調製時、診療科から予め提出されていたプロトコール
と実際の投与日の違いに気付き疑義照会した結果、担当医の記入間違いが判明し
訂正された事例は報告の対象ですか？

Ａ10
報告の対象です。
処方箋のみの情報に基づく処方監査の疑義照会でなく、特定疾患者情報を把握し
た上での重篤なリスク回避になるからです。
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Ｑ11 薬剤管理指導業務中に注射薬の配合変化、安定性、投与方法などに問題がある処
方に気付き、処方変更により回避した事例はどうですか？

Ａ11
報告の対象です。調剤時に発見できないものもフェイルセーフという観点では重
要な職能です。病棟における薬剤部業務で早期発見、回避している場合は対象で
す。

Ｑ12 治療効果が不十分で、薬剤師のアドバイスで新たに使用した薬が著効した事例は
どうでしょうか？

Ａ12 報告の対象です。薬物療法に関する不利益の回避と言う意味で報告してくださ
い。

Ｑ13
薬の変更はないが、ノンコンプライアンスの患者に服薬の意義、重要性を説明し、
コンプライアンスが向上した結果、投薬量が大幅に減量した事例はどうでしょう
か？

Ａ13 報告の対象です。結果として過量投与による副作用を事前に防ぐと共に、薬剤費
も低減化するため、報告に該当します。

Ｑ14 投与薬剤を適量まで増量したり、併用を勧めて治療効果の改善や副作用の軽減、
防止につながった事例は？

Ａ14
報告の対象です。患者の QOL 向上、治療完遂のための処方設計は、チーム医療
における薬剤師職能の一つです。薬学的な観点からの処方設計・処方提案による
成果も是非ご報告下さい。
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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。



－62－

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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