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Dekon Imo 通信・第25号発刊に際して
皆様からの多数の投稿に支えられ、「第25号 Dekon Imo 通信｣ を発刊することが出

来ました。深く感謝申し上げます。会員の皆様に、より活用していただける ｢Dekon 
Imo 通信｣ の発行をめざして行きたいと考えております。つきましては、これまでに
投稿されたことの無い先生方も、是非、今後投稿していただければと思います。

なお、平成29年5月から、日本病院薬剤師会へのプレアボイド報告の方法が変更にな
りました。それに伴い、鹿児島県病院薬剤師会への報告方法が次ページからお示しし
たように少し煩雑になりましたが、引き続きプレアボイド事例を積極的に報告してい
ただきますようお願い致します。

また、RMP の活用事例やご施設の DI 活動の紹介も今後掲載していけるよう取り組
みたいと思います。

今後も掲載内容及び投稿や発行方法の検討も行いながら薬剤情報提供を考えていき
たいと思います。

令和4年3月
鹿児島県病院薬剤師会

 医薬品情報・プレアボイド委員会



Dekon Imo 通信（医薬品情報・プレアボイド実践報告）第26号への 
投稿のお願い

「医薬品情報・プレアボイド委員会」では、Dekon Imo 通信第26号の発行に向け、以下の要
領で原稿を募集したします。多くの先生方からの投稿をお持ちしております。宜しくお願いい
たします。

 ■ 募集原稿
①　DI 実例
②　プレアボイド報告（未然回避報告、重篤化回避報告、薬物治療効果の向上）

 ■ 投稿方法
①　 DI 実例：鹿児島県病院薬剤師会ホームページの会員限定サイトより「DI 実例投稿フォー

ム（Excel ファイル）」をダウンロードし、DI 実例を記入して頂いた Excel ファイルを下
記送信先 E-mail アドレスへお送りください。なお、ファイル名は、「DI 実例 _ 投稿日 _
施設名 _ 投稿者名」としてください。（例：DI 実例 _20180601_ 鹿大 _ 武田泰生）

②　 プレアボイド報告（未然回避報告、重篤化回避報告、薬物治療効果の向上）：次ページを
参照のうえ、下書き用 Excel ファイルにあらかじめ報告内容を入力しておき、コピー＆
ペーストで webForm に入力して日病薬への登録を行ってください。

当委員会へは、「下書き・保存用雛形 Excel ファイル」を下記送信先 E-mail アドレスへお
送りください。なお、ファイル名は、「プレアボイド報告の種類 _ 投稿日 _ 施設名 _ 投稿
者名」としてください。（例：未然回避 _20180601_ 鹿大 _ 武田泰生）

《お願い》
① DI 実例については、会員の参考になるよう回答に際して引用した資料（原著論文な

ど）の出典について明記してください。
②プレアボイド報告について、プレアボイドへの対処法の紹介が目的であることを踏

まえた内容に心掛けてください。
③その他、投稿原稿を作成する際は、「投稿原稿作成における注意事項」の内容に従っ

てください。

 ■ 原稿締め切り
2022年11月30日

 ■ 発行・配布予定
2023年3月頃

 ■ 送信先　＊2020年よりアドレスが変更になっています
E-mail: preavoid@kagoshima-shp.jp
※先生方からお送りいただいた原稿を確認した後、受領メールを原稿締め切り日前までにお送

りします。受領メールが届かなかった場合は、別途ご連絡下さい。

 ■ 委員会で内容を確認し、加筆・訂正等をお願いする場合があります。ご理解願います。

 ■ DI 通信に関する問い合わせご相談は、医薬品情報・プレアボイド委員会へご連絡くださ
い。委員の連絡先は、お手数ですが会員名簿にてご確認ください。



プレアボイド報告（重篤化回避・未然回避報告、薬物治療効果の向上）

薬学的介入の内容により、下記から様式を選択し、報告してください。（様式１・２・３の違
いと具体例）

様式 1：
副作用の重篤化回避

患者面談によって薬剤の副作用（錐体外路障害）を発見し、被疑薬の中止・減
量を提案した。
→副作用は軽微な段階で回避でき、重篤化の回避に寄与しているため、「様式１」 

様式 2：
副作用の未然回避 

薬剤の投与量は通常量であったが、この患者は入院時の問診で腎障害のあるこ
とを知っていたので、医師に減量するように依頼した。
→副作用は未然に防がれたので、「様式２」 

様式 3：
薬物治療効果の向上 

患者面談により、がん性疼痛のコントロールが不十分であることが判明したの
で、オピオイドの増量を提案し、翌日より改善した。
→疼痛緩和に寄与しているため、「様式３」 

日本病院薬剤師会ホームページの会員のページからプレアボイドを選択し「オンライン報告を
する」をクリックし、下記画面より入力フォームを選択する。DI 通信への投稿ファイルは、「下
書き・保存用雛形ファイル」から、様式１～３のひな形 → CSV 変換がダウンロードできます。

様式⼊⼒フォームが展開し、⽇病薬

への送信（報告）を⾏えます。しかし、

保存や Excel への出⼒はできません。

（⼀時保存も不可） 

様式⼊⼒フォームの⽀援として、あ

らかじめ報告内容を⼊⼒して利⽤す

る Excel ⼊⼒雛形①②があります。 

①⼊⼒⽀援フォーム 

様式⼊⼒フォームにリンクしてデー

タ を 挿 ⼊ で き ま す 。（ Internet 

Explorer（IE）のみ対応） 

 

②下書き・保存⽤雛形ファイル 

コピーペーストでの web ⼊⼒を⾏

います。ただし、これらのデータ形式

で⽇病薬に送っても、「報告」として

受けつれられません。 

 

⽇病薬への報告と併せて、DI 通信へ

の投稿もお願いします。 

① 

② 

 



投稿原稿作成における注意事項

投稿原稿を作成する際は、以下の注意事項について十分に配慮してください。また、投稿の掲
載にあたっても以下の事項に準じて校正・校閲を行ない編集させて頂きます。

【共通事項】

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

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

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

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

５．投稿原稿を提出する前に、再度、誤字脱字等がないか確認してください。

【DI 実例】

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

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

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

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



【プレアボイド報告（全般）】

報告を行う場合は、報告事例に適したカテゴリー投稿フォームで投稿してください。

【プレアボイド報告（重篤化等回避）】

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

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

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

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

【プレアボイド報告（未然回避）】

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

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

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

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

【プレアボイド報告（薬物療法の向上）】

特にありません。



Dekon Imo 通信・第25号　目次

DI 実例（問い合わせ概要）

1．内服薬の用法・用量
メクトビ錠の服用間隔について  3
マグコロール散の等張液での投与方法について  3

2．内服薬の適正使用
小児ステロイド性骨粗鬆症のボナロン経口ゼリーの半量投与について  4
心不全の患者のエンレスト錠の開始方法について  4
ベタナミン錠（ペモリン）の流通管理について  5

3．内服薬の安定性
ニフレック配合内用剤のとろみ剤使用について  5
イノラス配合経腸用液のとろみ剤使用について  6

4．内服薬の体内動態
ゴーストピル（糞便中の白色錠剤）について  6

5．注射薬の用法・用量
アミオダロン塩酸塩静注の初期急速投与について  7
エピペン注射液の投与・購入・院内使用時の注意点について  8

6．注射薬の副作用
造影剤によるアナフィラキシー予防について  8
テセントリク点滴静注の血管外漏出のリスク分類について  9

7．注射薬の適正使用
リコモジュリン点滴静注用12800の投与期間について  9
破傷風トキソイドの接種の同意書および接種間隔について  10
アービタックス注射液の適応について  10

8．注射薬の安定性
エネフリード輸液の遮光の必要性について  11
エネフリード輸液の開封後の安定性について  11
トルリシティ皮下注の室温保管後の安定性について  12
イベニティ皮下注・プラリア皮下注・破傷風トキソイドの温度上昇後の安定性について  12
テリパラチド BS 皮下注キットの運搬の保冷について  13

9．注射薬の溶解・希釈
クリンダマイシン注の50mL 希釈について  13
トラスツズマブ BS 点滴静注用の溶解について  14

10．腎障害時の薬物療法
カペシタビンの用量設定について  14
バンコマイシン散の調整について  15

11．小児の薬物療法
肝移植予定の小児のワクチン（ムンプス・MR・水痘）接種について  15

12．切替・換算比
ビソプロロール錠からカルベジロール錠への換算比について  16



13．その他
リクシアナ OD 錠30mg の PT-INR への影響について  16
リクシアナ錠のプロトロンビン時間の延長について  17
フェノバルビタール散10% の黄疸への使用の可能性について  17
ロケルマ懸濁用散の胸部 X 線検査への影響について  18
ニューモバックス NP の定期接種制度、再接種について  18
用法変更の場合の麻薬処方箋の訂正方法について  18

プレアボイド報告
プレアボイド報告施設  23
プレアボイド・未然回避報告  24
プレアボイド・重篤化等回避報告  29
プレアボイド・薬物治療効果の向上報告  33

【参考】
プレアボイド報告について  42
3分でわかる RMP 講座  52

◎掲載編集に関して
本 DI 通信の内容は、発行時点での正確かつ最新の情報を掲載することを心がけております。なお、

医療の知見は日進月歩であり、各種ガイドライン、医薬品情報等は随時更新されています。活用にあ
たっては最新のガイドライン、添付文書等をご確認ください。また、転載・引用している個所の詳細に
関しましては、原文の確認もお願いします。
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DI 実例

内服薬の用法・用量

1. 内服薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：メクトビ錠の服用間隔について、パンフレット「ビラフトビ＋メクトビ
＋セツキシマブを使用されている方へ」内に、メクトビ錠を飲み忘れた
時の対応として、「気がついたときに、1回分飲んでください。ただし、
次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでくだ
さい」と記載されている。次の飲む時間が近い場合について、明確な規
定があるか。また、同パンフレット内に、メクトビ錠の用法として12
時間ほど空けると記載されているが、臨床試験では朝夕食後ではなく
12時間あけて服用していたのか。

（自己の疑問）

A：飲み忘れ時の対応としての「次の飲む時間が近い場合」について、明確な規定はない。臨
床試験では朝夕食後の服用ではなく、12±2時間間隔で服用するよう定められていた。

参考文献：ビラフトビ＋メクトビ＋セツキシマブを使用されている方へ
 （小野薬品工業より回答）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：マグコロール散の添付文書には等張液での投与方法について、「クエン
酸マグネシウムとして、68g（本剤100g）を水に溶解し、全量約1,800mL
とする。通常成人1回1,800mL を検査予定時間の4時間以上前に200mL
ずつ約1時間かけて経口投与する。」と記載されている。1時間かけて投
与するのは、全量1,800mL か、それとも200mL か。

（看護師）

A：全量1,800mL を約1時間かけて投与する。200mL ずつ投与するのは、副作用を確認しなが
ら投与するためである。徐々に飲むスピードが遅くなってくる患者が多いため、1時間半
くらいかけて投与しても問題ない。

参考文献：マグコロール散添付文書
 （堀井薬品工業より回答）
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DI 実例

内服薬の適正使用

2. 内服薬の適正使用

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：小児ステロイド性骨粗鬆症に対して、ボナロン経口ゼリーを半量投与し
てよいか？

（小児科医師）

A：①小児に適用なし、半分にした検討なし。
→水分蒸散も考えられ、成分変化も考えられる。咀嚼や口腔内で溶かすことで、口腔潰瘍
のリスクがある。
②小児には、アルファロール内用液が使用可能ではあるが、エビデンスは不十分である。

参考文献：メーカー DI・小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン
 （帝人ファーマより回答）

鹿児島厚生連病院　池増鮎美

Q：心不全の患者に対するエンレスト錠の開始方法を教えて下さい。
（医師）

A：エンレスト錠の慢性心不全での開始には、アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE 阻害薬）
又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）からの切り替え投与となる。ACE阻害薬は、
少なくともエンレスト投与開始36時間前に中止する。
開始用量：1回50mg を1日2回投与
用法用量での注意として、腎機能障害のある患者や中等度の肝機能障害、血圧が低い患者
が上げられている。また、増量時は、血圧、血清カリウム値、腎機能に関する基準も目安
に検討が必要である。

参考文献：
添付文書
慢性心不全治療薬　エンレスト錠のご紹介
エンレスト錠を適正にご使用いただくために　（ノバルティスファーマホームページより）
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DI 実例

内服薬の適正使用／内服薬の安定性

鹿児島大学病院　松元　真哉

Q：精神刺激薬であるモダフィニルやドパミン刺激薬であるメチルフェニ
デートに対しては流通管理がおこなわれているが、精神刺激薬であるベ
タナミン錠（ペモリン）に対して流通管理は行われているか、今後行わ
れる可能性はあるか。

（神経科精神科　医師）

A：現在のところ、ベタナミン錠（ペモリン）に対して流通管理は行われていない。モディオ
ダール錠（モダフィニル）やリタリン錠（メチルフェニデート）は第1種向精神薬に指定
されており、精神依存及び肉体依存のリスクから納入実績に応じた処方状況の確認・納入
量の監視が行われている。ベタナミン錠は第3種向精神薬に指定されており、その覚醒効
果はリタリン錠に劣るとされる。現在のところ、ベタナミン錠の使用状況は適正との判断
がなされており、流通管理体制構築の指示は出ていない状況である。

 （三和化学コンタクトセンターより回答）

3. 内服薬の安定性

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：ニフレック配合内用剤にとろみ剤を使用可能か。
（看護師）

A：添付文書に「溶解液に他成分や香料等を添加した際、浸透圧や電解質が変化したり、腸内
細菌により可燃性ガスが発生する可能性があり、添加しないこと」と記載がある。メーカー
DI へ確認したところ「とろみ添加で、腸内通過時間が遅延し、残渣が残りやすく、洗浄
力が低下する可能性があるため推奨できない」との回答だった。

参考文献：メーカー DI、添付文書
 （EA ファーマより回答）
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DI 実例

内服薬の安定性／内服薬の体内動態

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：イノラス配合経腸用液にとろみ剤は使用可能か？
（看護師）

A：メーカー DI より、「医薬品 + 食品となるため、メーカーとしては推奨はしていないが、臨
床上、とろみ付加の使用報告があり、特に製剤として問題にはなっていない。」と回答だっ
た。

参考文献：メーカー DI
 （大塚製薬工場より回答）

4. 内服薬の体内動態

川内市医師会立市民病院　平川　尚宏

Q：糞便中に白色の錠剤が出てきたが問題ないか？
（病棟看護師）

A：バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg「トーワ」が推測される。
「本剤はマトリックスと呼ばれる格子構造とエチルセルロース等の被膜でコーティングし
た徐放化製剤である。そのため、有効成分が不溶性のマトリックス基剤から被膜を通って
放出された後、これらの基剤が吸収されずに糞便中に排泄される。錠剤の形のまま排泄さ
れることもあるが、強い下痢症状を伴った場合を除けば、服用から10時間以上経っていれ
ば有効成分の吸収に問題はないと考えられる。」とインタビューフォームに記載があり、
下痢症状ないため、吸収に問題ないと考えられる。

参考文献：インタビューフォーム
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DI 実例

注射薬の用法・用量

5. 注射薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：アミオダロン塩酸塩速崩錠を服用している患者にアミオダロン塩酸塩静
注を使用する場合、初期急速投与や負荷投与は不要か。

（自己の疑問）

A：経口アミオダロンの維持投与中の患者が何らかの理由で服薬ができなくなった場合、2～3
日であれば影響は少ないが、5～7日となると不整脈の出現の危険があり、モニターが必要
になる。それ以上になる場合、アミオダロンの静脈内投与の開始を考慮することが米国の
Heart Rhythm Society ガイドラインでは勧められている。その場合は初期急速投与なし
で維持量で開始する。維持量については、経口アミオダロンの生物学的利用能が30～70%
であるため、経口維持投与量の30～70% を24時間持続投与する。
経口アミオダロンの維持投与中の患者が不整脈を再発した場合、とくに QT の延長がみら
れなければ心臓の組織濃度が不十分とみなし、不整脈がコントロールできるまで静脈内投
与（初期急速投与・不可投与＋持続投与）を行うことがある。

参考文献：
1.Goldschlager N, et al, Practical guidelines for clinicians who treat patients with 
amiodarone, Arch Intern Med, 2000, 160, 1741–8.
2. 平岡栄治、抗不整脈の薬理　アミオダロン静脈内投与について、INTENSIVIST, Vol.1 
No.4, 2009, 715–723.
 （トーアエイヨーより回答）
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注射薬の用法・用量／注射薬の副作用

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：エピペン注射液について、添付文書の用法・用量の項にアドレナリンと
して0.01mL/kg が推奨用量と記載されているが、製剤としては0.3mg
までしかない。体重が30kg を超える場合でも0.3mg の投与で良いか。
購入に際し、何か条件があるか。院内でアナフィラキシーが生じた際に
使用するために常備する場合、何か注意点があるか。

（自己の疑問）

A：体重30kg を超える場合でも0.3mg の投与で良い。
購入するためには、e-learning を受講した登録医が在籍する必要がある。
本剤は、安全性及び有効性を十分に理解し、使用に関して適切かつ十分な指導ができる医
師のみによって本剤が処方・使用されることが承認条件となっているため、院内で使用す
る場合は登録医のみ使用可である。登録医の指示により看護師が投与することについては
各施設の判断になる。

参考文献：エピペン注射液添付文書
 （マイラン EPD 合同会社より回答）

6. 注射薬の副作用

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：造影剤によるアナフィラキシーの予防のため具体的なステロイド製剤の
処方はどのようにすればよいか。

（循環器医師）

A：下記のいずれかを実施する。
①プレドニゾロン50mg を造影剤使用13時間前、7時間前、1時間前に経口投与
②メチルプレドニゾロン32mg を造影剤使用12時間前、２時間前に経口投与
＊①②にジフェンヒドラミン50mg を造影剤使用1時間前に皮下・経口のいずれかで投与す
ることも可能
③経口摂取不可の場合、デキサメタゾン7.5mg、ベタメタゾン6.5mg などのリン酸エステ
ルステロイドを1～2時間かけて静注で対応
注：コハク酸エステル型ステロイドは喘息発作を起こす可能性あり。

参考文献：
ヨード造影剤ならびにガドリニウム造影剤の急性副作用発症の危険性低減を目的としたス
テロイド前投薬に関する提言（2018年11月改訂版）



－9－

DI 実例

注射薬の副作用／注射薬の適正使用

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：テセントリク点滴静注が血管外に漏出した際のリスク分類、催吐性リス
ク分類について教えて欲しい。

（自己の疑問）

A：血管外漏出時のリスク分類について：カナダの BC キャンサーエージェンシーでは、リス
クが vesicant と non-vesicant に分類され、さらに non-vesicant が irritant と non に分類さ
れている。本剤は non に分類される。
催吐性リスク分類について：制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月【第2版】では軽度
リスク、ASCO ガイドラインと NCCN ガイドラインでは最小度リスクに分類されている。

参考文献：
1. 制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月【第2版】
2. ASCO ガイドライン
3. NCCN ガイドライン
 （中外製薬より回答）

7. 注射薬の適正使用

鹿児島大学病院　有馬　直伸

Q：リコモジュリン点滴静注用12800において、投与期間の上限はあるか。
（血液膠原病内科　医師）

A：リコモジュリン点滴静注用12800添付文書「7. 用法・用量に関連する注意」には、「本剤の
臨床試験及び使用成績調査において、7日間以上の投与経験は少なく、本剤を7日間以上投
与した場合の有効性及び安全性は確立していない。」との記載がある。これは臨床試験を
元にしたデータ（6日間投与）であり、メーカーとしては投与期間制限を設定していない。
使用成績調査では27% が7日間以上使用されており、14日間投与の例もある。最長では100
日以上投与された報告もされている。基礎疾患の病態、凝血学的検査値及び臨床症状等か
ら血管内血液凝固亢進状態にあるか否かを総合的に判断した上で投与期間を決定し、漫然
と投与を継続することがないよう注意しなければならない。

参考文献：
1. リコモジュリン点滴静注用12800添付文書
 （旭化成ファーマ株式会社 医薬情報部くすり相談窓口より回答）
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注射薬の適正使用

川内市医師会立市民病院　松山　留巳

Q：破傷風トキソイドを接種する場合、同意書が必要か？添付文書では、初
回免疫時3～8週間とあるが、推奨されている接種間隔はあるのか？

（脳神経内科医師）

A：同意書は不要である。
ガイドラインでは、推奨している接種間隔はない。状態に応じて、期間内であればいつで
も接種可能であると考えられる。

参考文献：
添付文書
医療関係者のためのワクチンガイドライン
第2版　追補版　髄膜炎菌ワクチン・破傷風トキソイド　（日本環境感染学会）

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な
進行・再発の結腸・直腸癌の適応をビラフトビカプセルとメクトビ錠が
取得し、アービタックス注射液と併用することがビラフトビカプセルと
メクトビ錠の添付文書に記載された。  
アービタックス注射液の添付文書には同様の効能効果が記載されていな
いが、適応外使用とならないか。

（自己の疑問）

A：アービタックス注射液の適応は RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・
直腸癌であり、BRAF 遺伝子に関する記載はない。RAS 遺伝子が野生型であれば、BRAF
遺伝子の変異がある場合にビラフトビカプセル、メクトビ錠と併用できる。その際のアー
ビタックス注射液の用法、用量は添付文書に記載されたとおりである。

参考文献：アービタックス注射液添付文書
 （メルクバイオファーマより回答）
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注射薬の安定性

8. 注射薬の安定性

天陽会中央病院　迫田　耕輔

Q：エネフリード輸液は遮光が必要ですか？
（病棟看護師）

A：普通の室内蛍光灯の元では、隔壁開通後24時間以内であれば遮光カバーは必要なく、隔壁
開通後24時間以上経過する場合は遮光カバーが必要となる。
試験の種類：隔壁開通後の安定性試験
保存条件：遮室温散乱光下（500lx）
試験結果：
①遮光カバーあり：混合後3日までは、アセチルシステイン、リボフラビンリン酸エステ
ルナトリウムおよびアスコルビン酸の含量は表示量の90％以上となり、脂肪粒子の粗大化
による不溶性微粒子の増大は認められなかった。
②遮光カバーなし：混合後24時間までは、アセチルシステイン、リボフラビンリン酸エス
テルナトリウムおよびアスコルビン酸の含量は表示量の90％以上となり、脂肪粒子の粗大
化による不溶性微粒子の増大は認められなかった。
※製剤の特性上、酸素、光および温度などの影響により含量低下が認められるアセチルシ
ステイン、リボフラビンリン酸エステルナトリウムおよびアスコルビン酸について、隔壁
開通後の含量測定を実施。

参考文献：エネフリード輸液インタビューフォーム

天陽会中央病院　野田　麻未

Q：エネフリード輸液550mL を投与予定で開封したが、投与中止となった。
開封後の安定性は？

（看護師）

A：隔壁開通の有無を確認し、開通後であることを聴取した。
遮光カバーがある場合、室温散乱光下（500lx）では、混合後3日までは表示量の90％以上
となり、脂肪粒子の粗大化による不溶性微粒子の増大がないことが認められている為、開
通時間を記載の上、遮光カバーを使用して病棟で保管し、72時間過ぎた場合は廃棄するこ
とを指導した。

参考文献：大塚製薬添付文書
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注射薬の安定性

天陽会中央病院　鹿島　舞

Q：トルリシティ皮下注0.75mg「アテオス」を室温で１日保管していた場合、
再び冷蔵庫にもどしても安定性に問題はないか。

（薬剤師）

A：インタビューホームで確認したところ、室温（30℃以下）で遮光保存するとき、14日まで
使用可能と記載あり。冷蔵庫で再度保管してよいかは不明であったため、製薬メーカーに
確認したところ、積算で14日間室温・遮光保存が可能であり、冷蔵庫にもどした場合はも
ともとの使用期限内で構わないと回答がある。今回の場合なら、室温で保管するなら残り
13日は可能である。

参考文献：インタビューフォーム
 （日本イーライリリーより回答）

桜島病院　福田　朋美

Q：イベニティ、プラリア、破傷風トキソイドを冷蔵庫に保管していたが、
朝冷蔵庫が開いており、庫内の温度が16度になっていた。おそらく前
日の夕方5時くらいから翌日8時くらいまでの15時間ほど開いていたと
思われる。これらの薬剤を使用することが出来るか？

（看護師）

A：イベニティ皮下注は、30度で30日安定とのデータがある。メーカーとしては30度以下、
120時間以内であれば1回に限り2～8度に戻して使用してよいと回答している。
プラリア皮下注は、29度で3カ月間のデータがあり、有効成分は低下しなかったとのデー
タはあるが、人体への投与データはないため、使用不可と回答がある。
破傷風トキソイドについては温度管理を逸脱したワクチンには有効性を損なうリスクなら
びに安全性に欠けるリスクが生じるため、適正なワクチンとして接種することは難しいた
め、廃棄せざるをえないと回答があった。

参考文献：各メーカーのインタビューフォーム
（イベニティ皮下注：アステラス　　　　　　
プラリア皮下注：第一三共　　　　　　

 破傷風トキソイド：田辺三菱製薬　より回答）
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注射薬の安定性／注射薬の溶解・希釈

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：テリパラチド BS 皮下注キットを病院や薬局での調剤後、家に持ち帰る
までの間も保冷バッグに入れる必要があるか。

（院内薬剤師）

A： 2～8℃が保存条件となっているので、可能であれば保冷バッグに入れた方が良いが、1キッ
トの使用期間である28日間に、累積36時間までは25℃以下の保存で安定性が保たれること
を確認している。

 （持田製薬より回答）

9. 注射薬の溶解・希釈

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：クリンダマイシン注600mg を希釈する際、添付文書では100mL ～
250mL に希釈して30分かけて投与とあるが、50mL に希釈し投与は可
能か。

（医師）

A：クリンダマイシン注を高濃度で急速に投与すると血管壊死を引き起こすことがあるため、
本邦の添付文書には、「点滴静注に際しては、本剤300～600mg（力価）あたり100～250mL
の日局5％ブドウ糖注射液、日局生理食塩液又はアミノ酸製剤等の補液に溶解し、30分～1
時間かけて投与する。」と記載されている。
米国では、「点滴静注する際に希釈する場合、18 mg/mL の濃度を超えないこと、また、
投与速度は 30 mg/ 分を超えないこと」と記載されているとの情報提供だった。よって、
本剤600mg あたり50mL に希釈して投与することは可能と考えるが、急速静注により心停
止を来すおそれがあるため30分～1時間かけて点滴静注することが推奨される。
以上の情報と患者状況を踏まえて溶解液量を決定することが望ましい。

参考文献：
メーカー DI
クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」　添付文書
 （武田テバファーマ株式会社より回答）
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注射薬の溶解・希釈／腎障害時の薬物療法

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：トラスツズマブ BS 点滴静注用について、添付文書の用法用量の項には、
注射用水により溶解し、必要量を生理食塩液に希釈すると記載されてい
る。一方で適用上の注意の項には、調製時には注射用水、生理食塩液以
外は使用しないことと記載されている。溶解を注射用水ではなく、生理
食塩液で行っても良いか。

（自己の疑問）

A：生理食塩液で溶解を行うと変色が認められるため、用法用量の項の記載どおり注射用水で
溶解することが推奨される。

参考文献：トラスツズマブ BS 点滴静注用添付文書
 （日本化薬より回答）

10. 腎障害時の薬物療法

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：腎機能障害患者に対してのカペシタビンの用量設定について eGFR で
の設定はあるか。

（外科医師）

A：適正使用ガイドには、
参考：腎障害の目安と対処法（B 法の場合）
EU の SmPC（Summary of Product Characteristics：製品情報概要）では、腎障害の目安、
ならびにゼローダ錠の投与量について、以下のように記載されている。

【重篤な腎障害患者】
投与開始前の Ccr が30mL/min 未満の患者→投与禁忌

【腎障害患者】
中等度：投与開始前 Ccr が30～50mL/min の患者→75% 用量で開始
軽度：投与開始前の Ccr が51～80mL/min の患者→初回減量は不要

参考文献：ゼローダ適正使用ガイド
 （中外製薬株式会社より回答）
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腎障害時の薬物療法／小児の薬物療法

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：Clostridioides (Clostridium) difficile（以下 CD）陽性の腎機能障害患者
にバンコマイシン散の内服を行うが、腎機能による用量調整は必要か。

（内科医師）

A：バンコマイシン散は腸管より吸収されないため基本的に用量調整は不要である。
ガイドラインより、125㎎ / 回1日4回を提案
重症腸炎の場合は、吸収されることもあるため副作用が疑われる際には、VCM の血中濃
度測定を行う場合もある。

参考文献：Clostridioides (Clostridium) difficile 感染症診療ガイドライン

11. 小児の薬物療法

霧島市立医師会医療センター　屋敷　大輔

Q：1歳を超えてから肝移植予定の小児に、通常接種するワクチン（ムンプ
ス・MR・水痘）の投与量をどうしたらよいか。

（小児科医師）

A：ワクチンガイドラインより
・MR ワクチン：投与量そのまま
・ムンプスワクチン：投与量そのまま
・水痘ワクチン：投与量そのまま
以上より、通常1歳で予定されるワクチン（ムンプス・MR・水痘）の投与量を変えること
なく投与は可能である。

参考文献：医療関係者のためのワクチンガイドライン（日本環境感染学会）
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DI 実例

切替・換算比／その他

12. 切替・換算比

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ビソプロロール錠からカルベジロール錠へ変更する際に換算比がある
か。

（循環器内科医師）

A：書籍「β遮断薬のすべて」に効力比についての記載があり、プロプラノロールを1とした
場合にビソプロロールは4～5、カルベジロールは4以上となっている。

参考文献：β遮断薬のすべて
 （沢井製薬より回答）

13. その他

天陽会中央病院　中野　公

Q：リクシアナ OD 錠30㎎を服用している患者の PT-INR が1.02から1.68に
上昇した。これは、リクシアナの影響と判断しても良いのか？

（肝臓内科医）

A：プロトロンビン時間（PT-INR）や活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）の通常
の凝固能検査は、リクシアナの薬効をモニタリングする指標ではないため、この PT-INR
上昇はリクシアナの影響ではないと判断した。出血や貧血等の特徴が認められた場合は、
リクシアナの影響と判断し、直ちに適切な処置を行うことと、PT が異常を示す病態とし
て、肝臓のタンパク合成能低下、ビタミン K の欠乏、中和抗体の産生、大量出血や播種性
血管内凝固症候群（DIC）など多くの病態があるので注意を促した。

参考文献：
1. リクシアナ OD 錠　添付文書
2. 第一三共株式会社ホームページより
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DI 実例

その他

鹿児島大学病院　松元　真哉

Q：リクシアナ錠（エドキサバントシル酸塩水和物）によるプロトロンビン
時間延長の報告はあるか。

（乳腺・甲状腺外科　医師）

A：リクシアナ錠（エドキサバントシル酸塩水和物）やイグザレルト錠（リバロキサバン）は
プロトロンビン時間を延長させることが報告されている1）。その反応性は PT 試薬によっ
て大きく異なるため、添付文書には「プロトロンビン時間国際標準比（PT-INR）は本剤
の抗凝固作用について標準化された指標でなく、活性化部分トロンボプラスチン時間

（aPTT）等の凝固能検査は、本剤の抗凝固作用をモニタリングする指標として推奨されな
い。」との記載がある2）。また、同じ選択的直接作用型第 Xa 因子阻害剤であるエリキュー
ス錠（アピキサバン）については、プロトロンビン時間や活性化部分トロンボプラスチン
時間に影響を与えないことが報告されている。

参考文献：
1）川杉和夫：第23回　肺塞栓症研究会，NOAC 使用時の凝固線溶系マーカーの変化
2）リクシアナ錠、リクシアナ OD 錠　添付文書

鹿児島大学病院　有馬　直伸

Q：フェノバルビタール散10% を黄疸に使用する場合があるか。
（糖尿病内分泌内科　医師）

A：厚生労働省　重篤副作用疾患別対応マニュアル「薬物性肝障害」において、「胆汁うっ滞
型で、黄疸が遷延する場合には、ビタミン K などの脂溶性ビタミンを補充する必要がある。
また、胆汁うっ滞に対しては、ウルソデオキシコール酸（300～600 mg/day）、茵蔯蒿湯、
フェノバルビタール、コレスチミド、副腎皮質ステロイドなどが選択肢となるが、これら
の効果が不十分な場合は、肝移植が必要となる場合もある」との記載があり、選択肢の一
つとなる可能性がある。肝でのビリルビングルクロン酸抱合を促進し、ビリルビンの排出
を高める作用によるものと考えられる。一方で、本剤には薬物代謝酵素 CYP3A 等の誘導
作用を有しており、相互作用による肝障害増悪の報告もあるため、併用薬には注意を要す
る。

参考文献：
1. 重篤副作用疾患別対応マニュアル，平成20年4月（令和元年9月改定），厚生労働省
 （藤永製薬株式会社くすり相談室より回答）
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DI 実例

その他

川内市医師会立市民病院　諏訪田　純

Q：胸部 X 線検査時に、胃内に塊があるが、ロケルマの可能性は？
（循環器科医師）

A：「本剤服用患者の腹部 X 線撮影時には、本剤が存在する胃腸管に陰影を認める可能性があ
る」と添付文書に記載されている。
血中カリウム値の低下が認められていないことからも、ロケルマが胃内で滞留しているお
それがある。

参考文献：添付文書

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：ニューモバックス NP の定期接種制度、再接種について教えて欲しい。
（自己の疑問）

A：65歳の誕生日を迎える年が定期接種の対象となり、自治体から補助が受けられる。金額は
自治体により異なる。65歳時に接種できなかった場合は、70歳、75歳、80歳、・・・（5歳
刻み）になる年が対象になる。定期接種に該当しない年齢で接種する場合は任意接種であ
り自己負担となるが、自治体によっては補助が受けられる。メーカーは再接種を推奨して
はいないが、添付文書の重要な基本的注意の項に再接種時の注意事項について記載してい
るように、必要性を慎重に考慮したうえで、再接種する場合には前回の接種から十分な間
隔を確保して行う。

参考文献：ニューモバックス NP 添付文書
 （MSD より回答）

医療法人碩済会吉田記念病院　西川　弘剛

Q：麻薬処方後に服用途中で用法が変わった場合の麻薬処方箋の訂正方法に
ついて教えてほしい。

（薬剤師）

A：麻薬処方箋を訂正するのではなく、いったん麻薬を薬局に返品してもらって、変更後の用
法で処方をしていただくようにしてください。

参考資料：奈良県福祉医療部医療政策局薬務課　麻薬・向精神薬マニュアル（病院・診療
所用）
 （鹿児島県くらし保健福祉部薬務課麻薬係より回答）
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DI 実例

その他

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：治療用量で服用していたメマリー錠を休薬した場合、再開時の用量は
5mg から始めるべきか。  
 （医師）

A：原則として、初期用量（5mg/日）からの再開を推奨する。但し、治療用量（20mg/日）
から休薬した場合、1日、2日であれば、血中濃度が維持されている可能性があり（メマン
チン塩酸塩錠20mg 単回経口投与時の半減期は71.3±12.6時間）、同量で再開して良いと思
われる。

参考文献：添付文書
 （第一三共より回答） 





プレアボイド報告実例
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プレアボイド報告施設（未然回避報告、重篤化回避報告、薬物

治療効果の向上）

今回掲載したプレアボイド報告は、DI 通信に投稿された施設分のみ
です。
日本病院薬剤師会へプレアボイド報告をされる場合には、医薬品・プ
レアボイド委員会へも投稿手順に従ってご連絡ください。
同一施設からの内容が類似または重複したプレアボイド報告について
も、投稿数としてカウントして、今年度もすべて掲載しました。

施設名（50 音順） 投稿数
鹿児島市立病院 1
鹿児島医療センター 3
鹿児島大学病院 15
霧島市立医師会医療センター 5
天陽会中央クリニック 1
天陽会中央病院 1
医療法人碩済会　吉田記念病院 1
社会医療法人緑泉会　米盛病院 2

計 29

カテゴリー内訳 投稿数
未然回避報告 18
重篤化回避報告 4
薬物治療効果の向上 7

計 29

委員会にて特に今年度も「重要事例」の選定は行っておりません。た
だし、カテゴリーについては、変更を検討させて頂いています。
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プレアボイド・未然回避報告

10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　理学療法士からの相談
原因　重大な副作用
薬学的ケア前　ダウノマイシン点滴静注
薬学的ケア後　心電図検査及び心臓超音波検査施行
薬学的ケアの種類　その他（心機能評価）
報告者のコメント

理学療法士より、患児に異常な易疲労があるとの報告があった。患児は急性リンパ性白血病の治療中であり、
直近で寛解導入療法時のダウノマイシン点滴静注の使用があった。アントラサイクリン系薬剤による心障害の初
期症状である可能性がある旨を医師に報告し、心機能評価を提案した。その後、心電図検査及び心臓超音波検査
施行され、異常所見なく経過観察となった。

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　薬歴／カルテ等情報
原因　処方漏れ
薬学的ケア前　オイパロミン注　　点滴
薬学的ケア後　 オイパロミン注　　点滴  

プレドニゾロン錠　30mg　造影剤使用前　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

11/5に入院された際、前回入院時（同年8月）に別の薬剤師が患者より造影剤によるアレルギー疑い（掻痒感
出現）があることを聴取し、カルテに記載していることに気づいた。8月に造影剤を使用した際は、アレルギー
防止のためにプレドニゾロン錠30mg を造影剤使用の前夜と使用前に服用していたことも薬歴より確認した。
11/7に同じく造影剤を使用予定であったが、11/6の時点で前投薬のプレドニゾロンが処方されていなかったた
め、医師に連絡し、プレドニゾロン錠の必要性について疑義照会したところ、処方が行われ、その結果アレルギー
発現を回避できた。
備考・追記　腎機能障害　あり

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
原因　禁忌
薬学的ケア前　サムスカ錠15mg　　1回1錠1日1回　　内服
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

推算糸球体濾過量（eGFR）が11.8mL/min/1.73m2まで低下し、サムスカ錠の禁忌基準 eGFR ＜15mL/
min/1.73m2を下回ったため、医師に相談し中止になった。これにより、効果が期待できない薬剤の投与を防ぎ、
副作用の危険も回避できたと思われる。
備考・追記
腎機能障害　あり

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　カルテ等情報／リハビリ療法士からの相談
原因　禁忌
薬学的ケア前　エビスタ錠60mg　　1回1錠1日1回　朝食後　内服
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

手術のためエビスタ錠が休薬となっていたが、血栓症の既往があったため術後再開しないことが望ましいと考
え主治医に相談したところ、エビスタ錠は中止となった。
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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　薬剤管理指導業務
発端　カルテ等情報／リハビリ療法士からの相談
原因　禁忌
薬学的ケア前　クエチアピン錠25mg　1回1錠1日1回夕食後　内服
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

糖尿病患者にクエチアピン錠が処方されていたため、処方医に禁忌であることを連絡したところ中止となっ
た。

50歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　コルヒチン錠　1mg　内服
薬学的ケア後　コルヒチン錠　0.5mg　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

大動脈狭窄症の術後患者に心膜炎の疑いがあり、コルヒチン錠を初回2mg、翌日より1mg の処方があり、初
回の2mg は服用された。当該患者は透析を施行中で、コルヒチンは透析性がないため常用量を投与すると血中
濃度が上昇し、副作用のリスクが上昇する危険性が考えられた。添付文書や複数の成書より、以下の情報を医師
に提示した。

・腎機能低下患者にはごく少量から開始すること。
・0.25mg 週2回　慎重投与が推奨される。
・慢性腎臓病（CKD）患者に0.5mg/ 日投与が心嚢水減少に有用だった。
翌日からコルヒチン錠は中止され、Day4に0.5mg を投与した時点で終了となった。初日は過量が投与された

が、その後、適切に減量、終了されたため、漫然と投与されることがなく、副作用発現も未然に防ぐことができ
たと思われる。
備考・追記　腎機能障害　あり

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／医薬品情報／入院調剤
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　 オニバイド点滴静注　100㎎　点滴  

レボホリナート点滴静注　330㎎　点滴  
5-FU 注　4000㎎　4000㎎

薬学的ケア後　 アブラキサン点滴静注　180㎎　点滴  
ゲムシタビン点滴静注　1400㎎　点滴

薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

膵臓癌の化学療法（一次治療）目的で入院となっていた患者に対して、オニバイド +5FU+ レボホリナート
（nal-IRI+5FU/LV）療法が処方されていた。

上記レジメンの適応は、化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌となっているため、主治医に対してレジメ
ンの変更・提案を行い、ゲムシタビン + アブラキサン（GEM+nabPTX）療法へ変更となった。

60歳代　　女性　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務／医薬品情報／化学療法担当
発端　看護師からの相談／薬歴／カルテ等情報
原因　採血オーダーが月1回となっていた
薬学的ケア前　 ゲムシタビン点滴静注用 + アブラキサン点滴静注用（GEM+nabPTX）療法  

6コース目採血 day1時に月1回
薬学的ケア後　治療前に毎回血液検査　
薬学的ケアの種類　主治医への採血依頼
報告者のコメント

膵頭部癌患者にゲムシタビン点滴静注用 + アブラキサン点滴静注用（GEM+nabPTX）療法実施中で、5コー
ス終了し、6コース目開始となった。

5コース目終了までに、骨髄抑制などの血液検査による有害事象の発現、自覚的有害事象の発現や腫瘍マーカー
の減少もなく経過しており、6コース目以降は day1時に月1回の採血を行い day1.8.15の点滴を行っていく方針を
主治医が提案し、患者も了承した。

外来化学療法室担当看護師からの情報提供を受け、主治医に対して骨髄抑制や間質性肺炎などの発現状況をの
確認や投与量の調整のため治療前に毎回血液検査を行うことを主治医に提案した。その結果、提案通り検査が実
施された。
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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　薬剤管理指導業務
発端　検査結果／薬歴／処方せん／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　マグミット錠500mg　　　1回1錠1日3回毎食後　　内服
薬学的ケア後　ピアーレシロップ　　1日30mL　　　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

肝細胞癌患者でに対する排便管理のため、マグミット錠500㎎3錠／3×が処方されていた。
腎機能低下患者（Scr：2.29　eGFR:17）のため、高マグネシウム血症発症の可能性が高いと考え、主治医に対

して原疾患、排便管理共に考慮し、ラクツロース製剤の提案を行った。
備考・追記
腎機能障害　あり

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　薬歴／持参薬チェック／カルテ等情報／患者の症状その他
原因　重大な副作用／併用注意
薬学的ケア前　 イリボー錠5µg　　　1回2錠 1日1回朝食後　　内服  

フェンタニル注射液　0.7mg　持続静注  
スインプロイク錠0.2mg　1日1回1錠　　内服

薬学的ケア後　 グーフィス錠5mg　1回1錠 1日1回朝食前　内服  
フェンタニル注射液　0.7mg　持続静注  
スインプロイク錠0.2mg　1日1回1錠　　内服

薬学的ケアの種類　　薬剤中止
報告者のコメント

当院に転院にて入院となる。前医にて腰部痛、背部痛に対してフェンタニル持続静注を開始され、スインプロ
イク錠0.2mg の服用と排便亢進や下痢を抑制する作用を有するイリボー錠5μ g の服用もしていた。経過記録よ
り排便状況を確認、当院に入院2日目の時点で排便なしだった。入院6日目の時点で排便なく、面談にて腹満感の
訴えはなかったが、入院時より排便なく経過しているためイリボー錠の中止を主治医へ提案した。

入院7日目に緩和ケアチーム医師の診察にて、腹満感持続に対して緩下剤の追加処方（グーフィス錠5mg　1回
1錠 1日1回朝食前）を主治医へ提案される。入院7日目の就寝前にセンノシド錠12mg「サワイ」2錠を処方され
内服する。

入院8日目にグーフィス錠5mg　1回1錠 1日1回朝食前を処方となり、イリボー錠2.5μ g 1回2錠 1日1回朝食後
は中止となる。イリボー錠の重大な副作用である重篤な便秘の発現を、便秘を認めた患者状態において、イリ
ボー錠中止処置により未然に回避した。
備考・追記
腎機能障害　あり

40歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　その他
発端　薬歴／カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　リクシアナ OD 錠60mg　1日1錠　内服
薬学的ケア後　リクシアナ OD 錠60mg　中止　
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

前医よりリクシアナ OD 錠60mg ／日が内服開始となり、当院へ転院してきた。ICU 入室し、ベクルリー点滴
静注、デキサート注射液に加えオルミエント錠の治療が開始された。その際、救急科医師により、オルミエント
錠を終了し、ADL 上がればリクシアナ OD 錠中止のカルテ記載がある。その後、病状安定したため、ICU から
感染病棟へ転棟、呼吸機内科へ転科となる。

9/2にオルミエント錠服用終了となる。
9/6隔離解除し、翌日退院予定であったため、リクシアナ OD 錠の服用中止のタイミングについて、呼吸器内

科医師に確認したところ、入院期間中はリクシアナ OD 錠を服用し退院後は中止の指示となった。
リクシアナの服用終了タイミングを確認することで、不要な薬剤の内服を避けることができ、薬剤の副作用を

未然に回避することができた。
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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　医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談／薬歴／持参薬チェック
原因　処方漏れ
薬学的ケア前　　　　
薬学的ケア後　アルファカルシドール錠1.0μ g　1日1回朝食後、1回1錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤追加
報告者のコメント

初回面談時に、患者より、「半年に1回の骨の注射を打っている」と聴取した。
入院時の薬剤情報に記載が無かったため、医療ソーシャルワーカーを通して情報を入手し、プラリア皮下注

60mg シリンジを定期注射していることを確認できた。
プラリア皮下注60mg シリンジを定期注射している患者は、低 Ca 血症のリスクが高く、通常 Ca 補正の内服

処方を受けていることが大半であるが、患者には処方がなかった。また、入院時採血にて Ca 値8.1と低値を示し
ていたため、主治医へ報告した。アルファカルシドール錠1.0µg が開始となった。

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　検査結果／処方せん／カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　プラザキサカプセル75mg　1回2カプセル　1日2回　内服
薬学的ケア後　エリキュース錠　　1日10mg　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

検査結果より、クレアチニン（0.94mg/dL →1.14mg/dL）悪化あり、プラザキサカプセル75mg1回2カプセル
1日2回からプラザキサカプセル110mg1回1カプセル1日2回へ変更の処方となる。CCr50mL/min 以上であり、プ
ラザキサカプセル75mg1回2カプセル1日2回のままでよいと思われたため処方医へ確認を行ったところ、減量基
準の明確なエリキュースへ変更となった。
備考・追記
腎機能障害　あり

90歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤／注射せん調剤／医薬品情報／入院調剤／薬
剤管理指導業務
発端　薬歴／処方せん
原因　同種同効薬重複
薬学的ケア前　 プレドニゾロン錠5mg　　　　1回4錠　1日1回朝食後　　内服  

ランソプラゾール OD 錠15mg　1回1錠　1日1回朝食後　　内服
薬学的ケア後　プレドニゾロン錠5mg　　　　1回4錠　1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

臨時処方でプレドニゾロン錠5mg とランソプラゾール OD 錠15mg が処方された。薬歴にて定期処方を確認す
るとランソプラゾール OD 錠が処方されていたため、主治医に確認する。重複がわかり、臨時処方はキャンセル
になった。
備考・追記
腎機能障害　あり

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　初期症状指導による患者の訴え
原因　その他（健康食品の摂取）
薬学的ケア前　EPA、DHA を含む健康食品
薬学的ケア後　入院中中止
薬学的ケアの種類　摂取中止
報告者のコメント

2019年12月、胆管生検を含む ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）目的にて入院。入院当日の初回面談時に、
EPA・DHA を含む健康食品を摂取していることが判明した。EPA・DHA の摂取は周術期出血のリスクを高め
る可能性があると考え、主治医に報告した結果、入院中は摂取しない方針となった。入院6日目に ERCP は無事
施行され、出血性偶発症を未然に回避することができた。
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事例表題　メトホルミン禁忌症例への他剤提案
80歳代　　女性　　入院　　関与した薬剤師の担当　病棟業務
発端　カルテ等情報検査結果
原因　禁忌
薬学的ケア前　メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」　2錠　内服
薬学的ケア後　 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」　中止  

ボグリボース OD 錠0.2mg「トーワ」　2錠　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止薬剤追加
報告者のコメント

6/18　左被殻出血にて入院となる。既往に2型糖尿病と糖尿病性腎症があった。
6/30　血糖コントロールが不良のため、メトホルミン錠250mgMT が開始となる。
7/1　病棟薬剤業務にてカルテ確認を行っていた際に腎機能高度低下（eGFR:12.0mL/min/1.73㎡）の患者にメ

トホルミン錠が開始となっていることを確認する。
主治医と協議の上、メトホルミン錠が禁忌であるため、薬剤の中止を提案し、代替としてボグリボース OD 錠

を開始する様に提案をした。
メトホルミン錠は中止となり、昼食直前よりボグリボース OD 錠が開始となった。

備考・追記
禁忌症例へのメトホルミンの使用による副作用発現を未然に回避できたと考える。また、薬剤の中止のみでは

血糖コントロールが不十分となることから、他剤の提案を行うことで糖尿病の治療効果の向上にも貢献できたと
考えられる。 

事例表題　アルコール過敏症患者に処方されたメプチンエアーを疑義照会
40歳代　　女性　　入院　　関与した薬剤師の担当　病棟業務　　
発端　カルテ等情報
原因　禁忌
薬学的ケア前　メプチンエアー10µg 吸入100回　0.0143％5mL　　
薬学的ケア後　サルタノールインヘラー100µg　0.16％13.5mL　　
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

退院処方としてメプチンエアーが新規開始となり、退院時指導前にカルテ情報の確認を行ったところアルコー
ル過敏症の既往があった。アルコール綿でかぶれ、酒類を一滴も飲めないとのことで、メプチンエアーの添加物
である無水エタノールで過敏症が起こる可能性があると判断した。メプチンスイングヘラーの院内採用が無いた
め、同効薬の無水エタノールを含まないサルタノールインヘラーへの変更を主治医に提案した。提案の結果、サ
ルタノールインヘラーへ変更され、アルコール過敏症の発現を未然に回避した。

事例表題　腎機能に対するバンコマイシンの投与量
80歳代　　女性　　入院　　関与した薬剤師の担当　入院調剤　TDM　
発端　医師からの相談
原因　過量投与
薬学的ケア前　バンコマイシン塩酸塩注　1回0.5g　1日2回　静注
薬学的ケア後　バンコマイシン塩酸塩注　1回0.25g　1日1回　静注
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

他院でバンコマイシン開始後（500mg / 回　1日2回投与）に入院した患者が、入院時腎不全をおこしており
（Ccr:13.2）過量投与となっていた。

医師からの相談で再シュミレーションを行い、250mg / 回　1日1回投与で提案した。
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60歳代　　　男性　　　外来患者　　関与した薬剤師の担当　外来調剤

発見者・発見の端緒　薬剤師　薬歴／検査値／カルテ確認にて発見

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
2018年10月、直腸癌と診断され、術前化学療法としてカペシタビン・オキサリプラチン併用療法（CapeOX 療

法）を3コース実施し、2019年2月腹腔鏡下定位前方切除術を実施した。
同年3月より、術後補助療法として CapeOX 療法4コース実施した。
2020年1月、直腸吻合部再発と診断され、同年2月より、CapeOX 療法 + ベバシズマブ療法（Bev 療法）を開

始した。6コース目となる外来化学療法日に主治医による実施指示が行われた後、薬剤師が検査値の確認を行っ
たところ、蛋白尿（2+）となっていることに気づいた。アバスチン点滴静注用の適正使用ガイドより Grade2～
3の蛋白尿が確認された場合は、Grade1に回復するまで休薬することが推奨されているため、主治医へ使用につ
いて確認を行った結果、ベバシズマブを休薬し、CapeOX 療法での治療を行うことになった。次の受診時の血液
検査では尿蛋白（1+）へ回復がみられた。

転帰　回復

被疑薬・投与経路・1日量・使用期間・使用目的
アバスチン点滴静注用　　点滴　　375mg　　2020/2/6～　　直腸癌治療

併用薬
カペシタビン錠300mg　内服　2400mg　2020/2/6～　直腸癌治療
オキサリプラチン　点滴静注　120mg　2020/2/6～　直腸癌治療
フェブリク錠10mg　内服　1錠
グリメピリド OD 錠1mg　内服　1錠
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg　内服　2カプセル

原疾患　直腸癌　　合併症　糖尿病　痛風

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
主治医による化学療法の実施指示後に、薬剤師が当日の採血データを確認したことにより、副作用の生じた薬

剤の使用継続を回避することができた。

薬学的関与による具体的効果
アバスチンを中止し、CapeOX での治療を行うことで蛋白尿に対する副作用マネジメントと原疾患に対する治

療を両立することができた。

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

発見者・発見の端緒　薬剤師　検査値

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
7/22化学療法による吃逆に対し頓服で芍薬甘草湯が処方された。7/27病棟薬剤師が検査値を確認した際、7/19

よりカリウム低下（Ｋ 3.3）が継続していることに気付いた。カリウム低下増悪のリスク（禁忌）とコントミン・
リボトリールなどの代替薬について主治医に情報提供し、芍薬甘草湯中止でリボトリール開始となった。

転帰　不明・該当せず

被疑薬・投与経路・1日量・使用期間・使用目的
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）　　内服　　2.5g　しゃっくり時　吃逆に対して

併用薬
Rp01 【後】フルニトラゼパム錠1mg「アメル」　1Ｔ （1回1Ｔ）　粉砕  

【後】 ミルタザピン OD 錠15mg「トーワ」　1Ｔ （1回1Ｔ）  
ロゼレム錠8mg　1Ｔ （1回1Ｔ）　粉砕  
デエビゴ錠＊＊＊5mg　2Ｔ （1回2Ｔ）　粉砕　　　／1日1回　就寝前

Rp02　　　 ラニラピッド錠＊＊＊0.05mg　1Ｔ （1回1Ｔ）　粉砕  
グラクティブ錠50mg【小野】　1Ｔ （1回1Ｔ）　粉砕  
チラーヂン S 散0.01％ 【100µg/g】　1g （1回1g）　　　／1日1回　朝食後

Rp03　　　アルファロール内用液0.5µg ／ mL　5mL（1回5mL）　　 　／1日1回　朝食後
Rp04　　　グルコン酸Ｋ細粒　4mEq ／ g【g】　2g（1回1g）　　／1日2回　朝・夕食後　
Rp05　　　エンシュア【Ｈ】250mL/ 缶【1.5kcal/mL】 3缶（1回1缶）　　／1日3回　朝・昼・夕食事中
Rp06　　　 乳酸カルシウム【g】4.5g（1回1.5g）  

ミヤＢＭ細粒【g】　3g（1回1g）　　　　　　　　　　　　／1日3回　朝・昼・夕食後
Rp07【後】モサプリドクエン酸塩散1% 【5mg/0.5g/ 包】　3包 （1回1包）　　　／1日3回　朝・昼・夕食前
Rp08　　　エレンタール配合内用剤　80g ／包【包】　2包 （1回1包）　／1日2回　朝・昼食事中
Rp09【後】シロドシン OD 錠4mg「オーハラ」　2Ｔ （1回1Ｔ）　　　　／1日2回　朝・夕食後

原疾患　左梨状陥凹癌　　合併症

既往症　　肝機能障害　　　　腎機能障害　　　　

副作用歴　　　　アレルギー歴　　　　　薬剤名　

薬剤師のコメント
病棟活動で薬歴のみならず、適宜検査値を確認することは大切であると思われる。

薬学的関与による具体的効果
カリウム低下増悪のリスク回避ができたと思われる。

因果関係　多分関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　　　　副作用被害救済機構申請
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80歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務

発見者・発見の端緒　薬剤師　検査値

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
四肢脱力感と倦怠感を訴える患者が入院した。
入院時に持参薬鑑別と検査値の確認をしたところ、7月14日の CK 値が6996IU/L と高値を示していた。
入院時の主治医の指示は、持参薬は全て継続になっていた。
持参薬鑑別で、アトルバスタチン錠5mg を1回2錠朝食後、エビリファイ錠12mg を1日1回昼食後に内服中であ

ることを診療情報提供書をもとに薬剤師が確認している。また薬剤師の服薬指導時に患者より「尿の色が赤っぽ
い色になっている」ことも聴取した。

CK 値高値と患者の主訴により、アトルバスタチン錠による横紋筋融解症と、エビリファイによる副作用を疑
い主治医へ情報提供を行い、2剤の持参薬継続の要否について確認を行った。

結果、アトルバスタチン錠5mg、エビリファイ錠12mg の2剤が中止となり、その後の採血にて CK 値は正常
値に改善した。

転帰　軽快

被疑薬・投与経路・1日量・使用期間・使用目的
アトルバスタチン錠　　内服　10mg　不明　高コレステロール血症の治療
エビリファイ錠　　　　内服　12mg　不明　統合失調症の治療

併用薬

原疾患　高コレステロール血症、統合失調症　　合併症　　

既往症　　肝機能障害　有　　腎機能障害　有　　その他　高血圧、甲状腺疾患、大腸癌、イレウス

副作用歴　無　

アレルギー歴　無　　薬剤名　

薬剤師のコメント
アトルバスタチン錠による横紋筋融解症は非常に有名で、重大な副作用である。
薬剤師による持参薬鑑別と患者主訴と検査値の関連性から薬剤性の副作用を疑い、速やかな処置を講じること

ができた。

薬学的関与による具体的効果
薬剤師の持参薬鑑別と薬剤管理指導業務、検査値確認にて、患者の主訴となりうる副作用の被疑薬の発見と、

継続服用による重篤化を回避することができた。主治医に被疑薬中止について相談したことにより、CK 値も正
常値に改善した。

因果関係　明らかに関連有り　　厚生労働省安全性情報報告　無　　副作用被害救済機構申請　無
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プレアボイド・重篤化等回避報告

事例表題　エドキサバン錠とベラパミル錠の相互作用による作用増強

80歳代　　男性　　入院　　関与した薬剤師の担当　病棟業務

副作用等発見者・発見の端緒　薬剤師　その他　その他

経過（日付・副作用の初期症状・臨床所見・検査値・薬剤師の関与等）
尿管癌に対する化学療法目的に入院した。主訴は腰部痛と血尿。
病棟業務にてカルテ確認を行っている際に、持参薬であるリクシアナ錠60mg とベラパミル錠40mg が減量せ

ずに併用されているのを発見する。
両剤の処方医および入院中主治医へ報告と協議の上、リクシアナ錠60mg を半錠へ減量する様に提案し、減量

となる。
かかりつけ薬局と連携を図り、自宅の残薬対応と今後の処方確認の依頼を行った。
減量後、患者主訴より血尿の色調が薄くなり、血尿の頻度が減少したとのコメントがあった。

転帰　軽快

被疑薬・投与経路・1日量・使用期間・使用目的
リクシアナ錠60mg　　内服　　1錠　　1年4か月　　一過性心房細動
ベラパミル錠40mg　　内服　　3錠　　　　　　　　一過性心房細動

併用薬・投与経路・1日量・使用期間・使用目的
ベンズブロマロン錠50mg、カモスタット錠100mg、酸化マグネシウム原末、クエン酸第一鉄錠50mg、
ポラプレジンク錠75mg
テプレノンカプセル50mg、ベプリコール錠100mg、ネキシウムカプセル10mg

原疾患・治療開始日　一過性心房細動、尿管癌

合併症　　

既往症　　肝機能障害　無　　腎機能障害　無　　その他　

副作用歴（原因薬剤名・副作用名）　無　　アレルギー歴　　　　　原因薬剤名　

薬剤師のコメント
血尿は尿管癌の主症状であり減量による効果判定は困難であるが、主訴で血尿の色調と頻度に改善を認め、患

者より安心したとの発言があった。また、P 糖タンパクの阻害作用のため、リクシアナはベラパミルとの併用に
より最高血中濃度および AUC は1.5倍となり、出血リスクが2倍以上となることが知られており、脳出血等のイ
ベントが発生する危険を軽減できたと考えられる。

薬学的関与による具体的効果
軽症出血イベントの改善
重症出血イベント発生リスクの低減

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

【患者背景】
性別：女　　年齢：60歳代　　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】　
薬剤管理指導業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　疾患の治療　脳悪性リンパ腫
契機　その他（レジメンチェック）
内容　薬剤追加
情報源　院内規定（レジメン、マニュアル）
評価の指標　該当しない
結果　評価不能

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対して R-MPV 療法が開始となった。レジメン上、奇数コースは塩酸プロカ
ルバジンを7日間内服することとなっていたるが、1日分しか処方されてなかった。主治医に塩酸プロカルバ
ジンの処方日数が不足している旨を伝え、不足の6日分が処方となった。

介入・提案内容
プロカルバジン塩酸塩を6日分処方依頼

介入の根拠
R-MPV 療法のレジメンは、奇数コースにプロカルバジン塩酸塩を7日間内服するため。

転帰・結果
不足の6日分が処方された。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
有害事象もなく無事に1コース目を終了した。
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：男　　年齢：40歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】　　　
病棟薬剤業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　疼痛管理
契機　医師からの相談、情報提供／検査値、バイタルサイン
内容　薬剤変更
情報源　添付文書
評価の指標　検査値／評価スケール（NCI-CTCAE、NRS、FRS、VAS 等）／患者、家族からの訴え
結果　不変

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

両足関節に運動時痛があり、ロキソニン細粒を服用していたが検査値上で貧血のが進行が認められた。下血
症状もあったため、下部消化管内視鏡検査を行ったところ、痔核出血と宿便潰瘍による出血源が確認された。

介入・提案内容
ロキソニン細粒からカロナール細粒への変更を提案

介入の根拠
本症例は下部消化管の出血を伴っており、NSAIDs による消化管粘膜障害や出血リスクを考慮し、添付文書
を参考にシクロオキシゲナーゼへの作用がほとんどないカロナール細粒への変更を提案した。

転帰・結果
添付文書においてカロナール細粒も出血傾向のある患者には慎重投与となっていることを主治医に伝え、ロ
キソニン細粒からカロナール細粒へ変更となった。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
・出血症状の悪化なし
・疼痛管理良好
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：男　　年齢：70歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
薬剤管理指導業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　疾患の治療　三叉神経痛
契機　患者・家族の訴え、相談／処方箋、注射箋、薬歴
内容　薬剤減量
情報源　添付文書
評価の指標　患者、家族からの訴え
結果　改善

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

入院の6日前より三叉神経痛に対してカルバマゼピン錠200mg 2T/2×で開始されていた。
入院後の面談時に患者より嘔気が続いているとの訴えあり。また、眠気や見当識障害も発現していた。

介入・提案内容
カルバマゼピン錠200mg 2T/2×からカルバマゼピン錠100mg 2T/2×へ減量

介入の根拠
・ カルバマゼピン錠の添付文書の重要な基本的注意の項に、「眠気、悪心・嘔吐、めまい、複視、運動失調

等の症状は過量投与の徴候であることが多い」との記載あり。
・イトラコナゾールと併用注意であったこと。
以上のことから、カルバマゼピン錠の減量が適切と判断した。

転帰・結果
カルバマゼピン錠減量となり、嘔気は軽快した。また、見当識障害も徐々に改善した。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
カルバマゼピンとイトラコナゾールの併用によりカルバマゼピンの血中濃度が上昇している可能性に気付
き、副作用の症状が改善された。
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：女　　年齢：70歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
薬剤管理指導業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　疾患の治療　高カリウム血症
契機　検査値、バイタルサイン／処方箋、注射箋、薬歴
内容　薬剤中止
情報源　添付文書／文献
評価の指標　検査値
結果　改善

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

高カリウム血症に対して、カリメートゼリーを処方されていたが、血清カリウム値の改善が認められなかっ
た。他にロサルタン K 錠を服用中であった。

介入・提案内容
高カリウム血症改善しないため、主治医へロサルタン K 錠の中止を提案。

介入の根拠
ARB の作用機序（アンギオテンシンⅡを阻害し、腎からのカリウム排泄を抑制するため）

転帰・結果
ロサルタン K 錠服用中止から1週間でカリウム値が正常化した。
ロサルタン K 錠の中止に伴う血圧上昇はなく経過した。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
高カリウム血症の改善、薬剤による副作用の改善
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：男　　年齢：30歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
病棟薬剤業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　感染管理　Klebsiella oxytoca 菌血症
契機　検査値、バイタルサイン
内容　薬剤増量
情報源　添付文書／文献
評価の指標　検査値／バイタルサイン
結果　改善

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

血液培養からグラム陰性菌が検出され、［セフェピム塩酸塩　1回1g　1日3回］が開始された。その後、
Klebsiella oxytoca と同定され、抗菌薬適正使用チームより、腎機能結果（血清クレアチニン1.23 mg/dL、
eGFR 54.5 mL/min/1.73㎡、BUN 51.7 mg/dL、クレアチニンクリアランス 61.1 mL/min)から［セフメタゾー
ルナトリウム　1回1g　1日3回］へ de-escalation を提案された。

介入・提案内容
セフメタゾールナトリウム開始日翌日の腎機能は改善傾向（血清クレアチニン0.77 mg/dL、eGFR 90.9 mL/
min/1.73㎡、BUN 27.0 mg/dL、クレアチニンクリアランス 101.9 mL/min) であったため、主治医に [ セフ
メタゾールナトリウム　1回1g　1日4回 ] へ増量を提案し、当日から増量となった。

介入の根拠
・セフメタゾールナトリウムに感受性のあるグラム陰性菌（Klebsiella oxytoca）菌血症である。
・ 添付文書上は「成人には1回1日1～2g を2回に分けて静脈内注射又は点滴静注する。難治性又は重症感染

症には症状に応じて、1日量を成人では4g まで増量し、2～4回に分割投与する」と記載あり。本患者は抗
菌薬治療開始前は40.2度の発熱や頻呼吸がみられた。また、体表面積 1.94 ㎡と体格が大きく、尿量も保た
れており十分量の抗菌薬が必要と考えられた。

・ クレアチニンクリアランス 60 mL/min 以上では常用量が推奨される（腎機能別薬剤投与量 POCKET 
BOOK　第3版 日本腎臓病薬物療法学会）。

転帰・結果
・セフメタゾールナトリウムの治療により解熱し炎症反応低下傾向、バイタル安定して経過していた。
・ セフメタゾールナトリウム投与開始11日目で転院となったが、転院先への診療情報提供書にグラム陰性菌

菌血症の治療として計14日間の投与継続が依頼されていることを確認した。
薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）

・グラム陰性菌菌血症に対する抗菌薬適正使用に寄与した。
・急性期患者の腎機能に応じた投与量提案を行い、より効果的な薬物治療が行うことができた。
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【患者背景】
性別：男　　年齢：60歳代　　入院・外来：入院患者

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
病棟薬剤業務

【薬学的介入の内容】
項目・疾患名　疾患の治療　C 型非代償性肝硬変
契機　医師からの相談、情報提供
内容　薬剤変更
情報源　添付文書
評価の指標　検査値
結果　改善

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

エプクルーサ配合錠開始にあたり、もともとの服用薬剤の相互作用について医師より確認依頼があり介入し
た。

介入・提案内容
・現在服用薬剤で相互作用のある薬剤の列挙
・相互作用のある薬剤の用法用量、薬剤変更の必要性の有無の確認
・ランソプラゾールの服用時間変更提案
・情報元をカルテ上にスキャンし掲載

介入の根拠
薬物相互作用について、添付文書を参考に行った。
・ アレビアチンについてはすでにレベチラセタムへ変更となっていたため相互作用に大きな影響はないと判

断した。
・ ランソプラゾールはエプクルーサ配合錠と用法の指示が重複していたため、添付文書上「4時間あける」

ことを引用し、用法を変更いただくことで HCV 核酸量の低下がより期待できると考えた。
転帰・結果

提案後、ランソプラゾールは夕食後、エプクルーサ配合錠は朝食後と変更になった。またその後、外来にて
HCV 核酸検査は未検出となり、C 型非代償性肝硬変のウイルス血症の改善がみとめられた。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
・ 服薬開始前から医師と連携することで、薬物相互作用のダブルチェックを行うことができた。情報源を開

示し、カルテ上にて共有することで、外来での継続時にも新規薬剤開始の際のチェックを容易にした。
・ 退院時説明の際、服用間隔をあける、夕食後に服用忘れに気づいた際にはランソプラゾールを服薬中止す

るなど医師と協議し、患者家族への説明を担い理解を促すことができた。
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プレアボイド・薬物療法の向上報告

【事例表題】　FOLFIRI 療法開始となるワルファリン服用患者への介入

【患者背景】
性別：男　　年齢：60歳代　　入院・外来：入院

【関与した薬剤師の担当（介入時）】
①病棟業務：病棟薬剤業務

【薬学的介入の内容】
項目　疾患の治療
契機　処方箋、注射箋、薬歴
内容　その他
情報源　添付文書
評価の指標　検査値
結果　改善

【内容の詳細】
契機　　※報告のきっかけ（患者症状等）

翌日施行予定の化学療法（FOLFIRI 療法）に対するレジメン監査実施時にカルテ情報でワルファリンの服
用を確認。動脈系の血栓にてワルファリン適応であり、化学療法も原疾患の状況からフルオロウラシルの投
与を避けることが不可能と判断した。

介入・提案内容
フルオロウラシルとの相互作用にてワルファリンの作用増強することからワルファリンの処方元診療科主治
医および FOLFIRI 療法施行診療科主治医に連絡をとり、PT-INR の頻回の確認とワルファリン投与量調整
の必要性について情報提供。
検査結果を踏まえて化学療法終了後のワルファリンの増量のタイミングについて提案を行った。

介入の根拠　　※介入に至るまでの評価・考えを明確に（活用した情報源も記載）
ガイドラインより心房内血栓症は DOAC ではなくワルファリンが適応となる。
ガイドラインより直腸癌に対する一次治療のためフルオロウラシルの投与も必要となる。
フルオロウラシルの類薬である S-1や UFT とワルファリンの相互作用により併用後数日内に PT-INR がワ
ルファリン単独使用時をベースラインとして1.6-2.6倍程度となるとの報告もある。

（S-1とワルファリンの薬物相互作用についての検討 , 日本病院薬剤師会雑誌 , 2009,45, 1321-1324．）。
転帰・結果　　※提案に対するリスク（不利益）も併せて記載

ワルファリンの投与量は自宅と入院中の食事の変化等も併せて処方元診療科医師が決定した投与量と PT-
INR 目標値（3程度）を目安として採血結果を参考に増減を行った。
化学療法施行に際し、ワルファリンを減量したところ、PT-INR は2.25となったが、化学療法終了後3日で1.97
へと低下した。ワルファリンの増量を提案し、増量後の INR は2.65となった。その後、INR は2～4の間を
推移しつつ、患者は治療を継続している。

薬剤師関与による具体的効果（アウトカム）
患者にとって心房内血栓症、直腸癌ともに生命にかかわる重篤な疾患である。
ワルファリンとフルオロウラシルの相互作用に関する情報提供と採血結果の確認および投与量調節の提案を
行い、2診療科の連携を介助することで双方の疾患に対する治療を安全に施行する一助となったと考える。
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プレアボイド報告について
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ププレレアアボボイイドド報報告告ににつついいてて 

■ 報告の目的 

近年、医政局通知やがん患者指導管理料 3 の新設から伺えるように、薬剤師が患者さんの治療に寄

り添い、副作用の回避や、薬物治療の効果を向上させるための処方支援を行うことは、薬剤師の職

能として社会的にも求められています。実際、現在の薬剤師業務は 10年前とは大きく変わり、調剤・

服薬指導だけでなく、副作用評価に基づく処方提案、医師が処方する前に設計に関わる処方支援と、

薬物治療全体に関与しています（下図）。 

本報告書は、薬剤師が患者さんに貢献したことを証明する重要なデータとして活用いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■報告手順 

日本病院薬剤師会のホームページのプレアボイド報告より、入力方法や各様式を選択して

行う。 

 

 

 ①「会員のページ」クリックする。 

②『IDパスワード入力』 

③左側の『プレアボイド』を選択。 

④『オンライン報告をする』を選択。 

⑤オンライン報告画面より、入力を 

選択する。 
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平成 年 月 日

会員各位

一般社団法人 日本病院薬剤師会

医薬情報委員会 委員長 望月 眞弓

プレアボイド報告評価小委員会 委員長 笠原 英城

「プレアボイド報告システムの一部変更」のお知らせ

（「報告者のユーザー登録」及び「報告内容の書きかけ保存・ＣＳＶダウンロード」機能の終了）

日頃より、プレアボイド報告にご協力いただきありがとうございます。

プレアボイド報告数は年々増加しており、平成 年度は約 万件、平成 年度は新た

に追加となった様式 を含め約 万件のご報告をいただいております。報告数の増加に伴

い、従来の報告登録システムではサーバ負担が過度となったため、急遽、システムの仕様

を変更することとなりました。これに伴い、平成 年 月 日をもって「報告者のユー

ザー登録」及び「報告内容の書きかけ保存・ＣＳＶダウンロード」機能を終了することに

なりました。

お手数ではございますが、現在、書きかけ保存中の報告につきましては、平成 年 月

日までに報告を完了いただくようお願いいたします。また、 月 日以降はログイン時

に個人 やパスワード入力は不要となりますが、 件ごとに入力・完了登録していただく

必要があります。それに伴い、あらかじめ報告内容を入力しておきコピーペーストで

入力するための「下書き・保存用雛形ファイル」を準備いたしますので、ご入用の方は

月 日以降ホームページ報告画面よりダウンロードしてください。

なお、上記の機能以外は、 月 日以降も利用方法に変更はございません。会員の皆様

にはご不便をおかけいたしますが、引き続きプレアボイド報告にご協力よろしくお願いい

たします。 

 
 ・・書書ききかかけけののデデーータタ保保存存ととＣＣＳＳＶＶダダウウンンロローードドををすするるここととががででききななくくななりりまますす。。

プレアボイド報告システムの変更ポイント 

・ユーザー登録を廃止するため、
メールアドレスやID、パスワードを
入力する画面がなくなります。

・・書書ききかかけけののデデーータタをを保保存存ししてておおくくここととががででききななくくななりりまますす。
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【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

患者背景 年齢　８０　歳代 性別 ○男　　●女 患者h`　　●入院　　○外来

関与した薬剤師の ○外来調剤　　　○注射せん調剤　　　　　　○医薬品情報　　　○無菌製剤

担当（介入時） ○入院調剤　　　●薬剤管理指導業務　　　○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　　　●検査結果　　　○持参薬チェック

○患者（家族）の訴え・相談　　　　　　　　　　　　　　　　　○TDM　　　　　　○患者のª¦その他

●薬�　　　　　　　　　　○?LF�情報　　　　　　　　　　○_�せん　　　○注射せん

○医師-8の相談　　　○®�師-8の相談　　　　○その他（　　　　　）

原因 ○�v2d[用　　　●��投与　　　○\用¯�　　　●¥�（���ZT�）2¦�

○その他のd[用　　○��投与　　　○\用注�　　　○HンコンIK=アンC

○V�　　　　　　○m°mf薬��　　○�l¯�　　　○��・�_�

○¯�　　　　　　○�量投与　　　　　　○�l注�　　　○_�6:　　　○その他（　　　　　　　　　　　　）

【薬学的ケア前】 【薬学的ケア�】

薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法 薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法

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

薬学的ケアの°� ○薬剤V�　　　●薬剤¢量　　　○薬剤�e　　　○調剤法t�　　　○投与法t�

○薬剤t�　　　○薬剤s量　　　○�薬指導　　　○用法t�　　　　○剤�t�

報告者のコメント

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

患者背景 年齢　60　歳代 性別 ●男　　○女 患者h`　　●入院　　○外来

胃潰瘍治療のためファモチジン注が新規処方された。病棟担当薬剤師は、この患

者は入院時に中等度腎障害のあることを知っていたため、最新の検査結果からク

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

ンの過量投与によるせん妄などのリスクを考えて医師に減量を提案した。

ここがポイント！

腎障害の有無を薬剤管

理指導業務の中で知って

いたため、腎障害のない

患者では通常量である

「ファモチジン40 mg」が、
この患者では過量である

と気づいた。

患者背景 年齢　60　歳代 性別 ●男　　○女 患者h`　　●入院　　○外来

関与した薬剤師の ○外来調剤　　　○注射せん調剤　　　　　　○医薬品情報　　　○無菌製剤

担当（介入時） ○入院調剤　　　●薬剤管理指導業務　　　○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　　　○検査結果　　　●持参薬チェック

○患者（家族）の訴え・相談　　　　　　　　　　　　　　　　　○TDM　　　　　　○患者のª¦その他

○薬�　　　　　　　　　　○?LF�情報　　　　　　　　　　○_�せん　　　○注射せん

○医師-8の相談　　　○®�師-8の相談　　　　○その他（　　　　　）

原因 ○�v2d[用　　　○��投与　　　○\用¯�　　　○¥�（���ZT�）2¦�

○その他のd[用　　○��投与　　　○\用注�　　　○HンコンIK=アンC

○V�　　　　　　○m°mf薬��　　○�l¯�　　　●��・�_�

○¯�　　　　　　○�量投与　　　　　　○�l注�　　　○_�6:　　　○その他（　　　　　　　　　　　　）

【薬学的ケア前】 【薬学的ケア�】

薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法 薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法

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

薬学的ケアの°� ○薬剤V�　　　○薬剤¢量　　　○薬剤�e　　　○調剤法t�　　　○投与法t�

●薬剤t�　　　○薬剤s量　　　○�薬指導　　　○用法t�　　　　○剤�t�

報告者のコメント

他院から転院してきた患者。入院時の持参薬チェックを病棟薬剤師が行った際

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

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

誤りに気付き、2.5mg錠に変更となった。

ここがポイント！

「=MFン<LID�1.25mg、
1日2回」という処方はごく
一般的なものであるが、こ

の患者のk]薬チ;B<の

内容を病棟薬剤師が覚え

ており、その後の処方薬の

鑑査で気がついた。
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【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

患者背景 年齢　50　歳代 性別 ●男　　 患者h`　　●入院

　　　ヶ月 (1歳未満は月齢) ○女 ○外来

関与した薬剤師の ○外来調剤　　　○注射せん調剤　　　　　　○医薬品情報　　　○無菌製剤

担当（介入時） ○入院調剤　　　●薬剤管理指導業務　　　○製剤　　　　○TDM　　　○その他（　　　　　　　）

発端 ○医薬品情報�]379患者（y�）の�,O�　　　○����　　　○�k薬D>E@

○患者（y�）の�,O�　　　　　　　　　　　　　　　　　○TDM　　　　　　○患者のª¦その他

●薬�　　　　　　　　　　●?LF�情報　　　　　　　　　　○_�せん　　　○注射せん

○医師-8の�　　　○®�師-8の�　　　　○その他（　　　　　）

原因 ○�v2d[用　　　○��投与　　　○\用¯�　　　○¥�（���ZT�）2¦�

○その他のd[用　　○��投与　　　○\用注�　　　○HンコンIK=アンC

○V�　　　　　　○m°mf薬��　　○�l¯�　　　○��O�_�

●¯�　　　　　　○�量投与　　　　　　○�l注�　　　○_�6:　　　○その他（　　　　　　　　　　　　）

【薬学的ケア前】 【薬学的ケア�】

薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法 薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法

ナテグリニド錠30mg　3T3x ⇒ ミチグリニド錠10mg　3T3x

薬学的ケアの°� ○薬剤V�　　　○薬剤¢量　　　○薬剤�e　　　○調剤法t�　　　○投与法t�

●薬剤t�　　　○薬剤s量　　　○�薬指導　　　○用法t�　　　　○剤�t�

報告者のコメント

【プレアボイド報告書（未然回避報告）様式２】

患者背景 年齢　50　歳代 性別 ●男　　 患者h`　　●入院

　　　ヶ月 (1歳未満は月齢) ○女 ○外来

透析を行っている入院患者に、ナテグリニド錠が新たに処方された。本剤は透析

患者には禁忌であるため、禁忌ではない（慎重投与）のミチグリニド錠への変更を

医師に依頼し、変更となった。

ここがポイント！

入院患者が透析を行って

いることを薬剤師が気にと

めていたことで、透析患者

に対して禁忌の薬剤の処

方に気が付き、代替薬を

提案できた。

関与した薬剤師の ○外来調剤　　　○注射せん調剤　　　　　　○医薬品情報　　　○無菌製剤

担当（介入時） ○入院調剤　　　●薬剤管理指導業務　　　○製剤　　　　○TDM　　　○その他（　　　　　　　）

発端 ○医薬品情報�]379患者（y�）の�,O�　　　○����　　　●�k薬D>E@

○患者（y�）の�,O�　　　　　　　　　　　　　　　　　○TDM　　　　　　○患者のª¦その他

○薬�　　　　　　　　　　●?LF�情報　　　　　　　　　　○_�せん　　　○注射せん

○医師-8の�　　　○®�師-8の�　　　　○その他（　　　　　）

原因 ○�v2d[用　　　○��投与　　　○\用¯�　　　●¥�（���ZT�）2¦�

○その他のd[用　　○��投与　　　○\用注�　　　○HンコンIK=アンC

○V�　　　　　　○m°mf薬��　　○�l¯�　　　○��O�_�

●¯�　　　　　　○�量投与　　　　　　○�l注�　　　○_�6:　　　○その他（　　　　　　　　　　　　）

【薬学的ケア前】 【薬学的ケア�】

薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法 薬剤名　　　　　　　　投与量　　　　　用法

メトホルミン錠250mg　2T2x ⇒ 中止

薬学的ケアの°� ●薬剤V�　　　○薬剤¢量　　　○薬剤�e　　　○調剤法t�　　　○投与法t�

○薬剤t�　　　○薬剤s量　　　○�薬指導　　　○用法t�　　　　○剤�t�

報告者のコメント

脳梗塞を起こし脱水傾向で，尿中ケトン体（＋）の患者の持参薬を鑑別したところ

メトホルミン錠を持参していた。

乳酸アシドーシスのリスクがあるので，中止を主治医に依頼した。

ここがポイント！

患者情報から脱水状態等の乳酸ア

シドーシスのリスクのあることを

知った。この患者の持参薬であるメ

トホルミンを中止することで、乳酸

アシドーシスの危険を回避できた。
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【プレアボイド報告書（薬物治療効果の向上）様式３】

患者背景 年齢　３０　歳代 性別 ○男　　 患者��　　●入院

　　　ヶ月 (1歳未満は月齢) ●¨ ○外来

関与した薬剤師の担当（介入時）

病棟業務 ○薬剤管理指導業務 薬剤師外来 ○医師の�前

●病棟薬剤業務（³&） （外来患者におKる��・��） ○医師の�¹

医療チーム ○PCT（緩和ケア）　　○ICT（感染対策）　　○NST（栄養サポート）

○�õ対策　　○Nの他（　　　　　　　　　　　　）

中央業務 ○内服調剤　　○注射調剤　　○無菌製剤　　○DI（医薬品情報管理）

○Nの他（　　　　　　　　　　　　）

薬学的介入の内容

項目 ○ò患の治療（ò患��　　　　           　　　　）

●ñ痛管理　　○栄養管理　　○感染管理　　○��期管理　　○Nの他（　　　　　　　　　　　）

契機　 ☒患者・家族の訴え、相談　　□医師からの相談、情報提供　　□看護師からの相談、情報提供

※複数選択可
□他の薬剤師からの相談、情報提供　　□フィジカルアセスメント　　□検査値、バイタルサイン

□薬ì�中êµ�Õ（TD7）　　□�È�、注射�、薬á　　　□Nの他（　　　　　　　　　　）

内容　 ☒薬剤増量　　□薬剤減量　　□薬剤 �　　□薬剤中ß　　□薬剤¤Î

※複数選択可
☒用法¤Î　　□À与法¤Î　□剤¸¤Î　　□Nの他（　　　　　　　　　　　　）

情報源　 ☒æ�ÇÏ　　□インタmsーフ^ーム　　☒`イドライン　　□Çí　　

※複数選択可
□院内�定（レジメン、マksアル）　　□Nの他（　　　　　　　　　　　）

評価の指標 □検査値　　□バイタルサイン　　☒評価スケール（NCI-CTCAE、NRS、FRS、VAS等）

※複数選択可
□患者・家族からの訴え　　□Nの他（　　　　　　　　　　　　）

結果 ●Å 　　○½�　　○不¤　　○評価不�

内容の��

転機、結果

※評価の指標を明確に記載

増量翌日の評価において、NRS:1～2/10で推移していることを確認｡レスキユー回数

は1～2回/日へ減少した。

増量¹の�ý､½º､ûâの増¶なJ、�学療法は予定通り実施され、退院となった。

薬剤師関与による具体的効果

（アウトカム）

・ がん性ñ痛に対する鎮痛薬の有効性向上

・ ñ痛コントロール不良による�学療法延期の回避

契機 ドセタキセル、ペルツズマブ､トラスツズマブ8用療法導入目的で入院。同日、病棟薬

剤師が<回面談･持参薬の確認に訪室した際､患者からñ痛コントロール不良の旨､

訴えあり。

介入ポイント 主治医にオキシコンチン増量(30mg/日8時間毎)を提案。

翌日朝6時より増量となった。

介入の根拠 ・ がん性ñ痛である。

・ 2週間前から胸部(乳房)痛に対してオキシコンチン20mg/日12時間毎で服用していた

が､次回内服の1～2時間前になると安静時にも痛みが増¶しており、Nの際のNRS評

価は8/10であった。オキノーム2.5mg/回の使用回数は1日3～4回であり、服用¹の

NRS: 2/10と効果は得られていた。

・ レスキsードーズ合計量よりオキシコンチン推奨量を算出すると30mg/日、�中êµ

低下時間のñ痛増½を回避するためには用法を�3とすることがH�であると考え

た。
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プレアボイド入力支援フォームについてお願い

日頃より、プレアボイド報告にご協力いただきありがとうございます。

現在、公開しているプレアボイド入力支援フォーム（2020/2/13 版）につきましては、Web 

ブラウザとして Internet Explorer（IE）にしか対応できておりませんので、IE がインストー

ルされていない PC では動作エラーとなります。

恐れ入りますが、IE がインストールされている PC より報告をお願いできればと存じます。

もし利用可能なすべての PC に IE が存在しないという場合は、申し訳ありませんが、現バー

ジョンの入力支援フォームの利用は困難ですので、日病薬のホームページより直接、プレアボ

イドをご報告ください。

この問題は医薬情報委員会では、すでに把握しており、現在、検討を始めておりますが、解

決には時間がかかることが予想されますため、当面の間は上記の方法にてご対応ください。

一般社団法人 日本病院薬剤師会

医薬情報委員会
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プレアボイド報告 入力支援フォーム ver1.0の利用方法 
2020年 2月 10日 

日本病院薬剤師会 医薬情報委員会 

 
① 入力支援フォームを御施設の PCに保存し，ファイルをダブルクリックして開きます。 
下記画面が表示された場合は，「コンテンツの有効化」をクリックします。 

 
 
② 入力支援フォームに報告内容を入力します。ここでは，様式 1の入力例を示します。 

 
※黄色い項目は入力必須です。 
 「併用薬」の大きな枠も必須項目としていますので、併用薬がない場合には「（なし）」等と入力してください。 
※「被疑薬」の項目は、薬価収載医薬品マスタからの検索にて入力が可能です。手入力も可能ですが、 
 報告内容の標準化のため、可能な限りマスタ選択での入力へのご協力をお願いします。 
 被疑薬を一度選択後に変更したい場合は、DELキーにて一旦削除の上、再検索してください。 
 検索できない新薬などがある場合は、日病薬ホームページから最新版の入力支援フォームを 
 再入手してください。 
※「事例表題」の項目は必須ではありませんが、保存ファイル名に使用されますので、入力をお勧めします。 
 

※送信日ではなくプレアボイド報告のあった日を入力

※種類／1日量

※1日本数

2329024F1025

5200123D1079

※必ず施設の正式名称でご入力ください。

薬学的管理の
種類（①～④
のうち、いずれ
か1つを入力）

経過
（日付（例：
8/1）・副作用
の初期症状・臨
床所見・検査
値・薬剤師の関

与等）
「Alt」＋「Enter」
で改行可能

関与した
薬剤師の担当

発見年月日 2016/7/21

（なし）

発現年月日

投与経路 1日量 使用期間 使用目的併用薬

転帰

心拍増加、気分不良、脱力、嘔気、下痢にて当院救急外来を受診
した。採血を行ったところ、低K血症（K=1.9mEq/L）であり、薬剤鑑
別を行い、原因となりうる薬剤の探索を行った。
患者は、過去ステント留置歴があり、コンプラビン配合錠とパリエッ
ト錠を服用していたが、さらにサイトテック200μ gを４錠４x服用して
いた。
NSAIDsの服用は無く、NSAIDs潰瘍の既往は無く、患者自身いつか
ら何のために服用しているのか分かっていなかった。
入院後も潰瘍の初見やHbの低下など無し。嘔気と下痢は長期継続
しており、症状緩和のためにドンペリドン錠10mg、ミヤBM、半夏瀉

薬剤師関与に
よる具体的効

果

副作用発見により、患者の症状改善と４剤不要な薬剤の中止を可
能にし、患者治癒に貢献した。

回復

因果関係 多分関連有り

厚生労働省安全性情報報告 副作用被害救済機構申請

報告状況

taro.nichibyo@xxx.xxx

電話番号 03-3406-0485

薬剤師の
コメント

典型的なポリファーマシーであった。

転帰の詳細：

FAX番号

都道府県

報告施設名 日本病院薬剤師会　医薬情報委員会

e-mail

不明

原因薬剤名：

使用期間

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）

使用目的

内服 ８００μ ｇ 長期間だが不明

被疑薬

嘔吐、下痢内服 ７．５ｇ 1か月

日病　太郎

東京都渋谷区渋谷2-12-15施設住所東京都

病棟業務

報告者氏名

その他の詳細：

②相互作用

③患者との関連

④その他

下痢、低カリウム血症

備考・追加等

その他の詳細：

2016/7/21

体重（kg）

①副作用：副作用名を入力

月齢（0歳のみ）

発見の端緒

有

1日量

飲酒

副作用等の
発見（確認）者

身長（cm）

性別 男

職業

薬剤師 投与経路

腎障害の既往その他の既往妊娠

上記以外の患者の訴え

その他の詳細：

その他の詳細：

副作用歴

アレルギー歴

サイトテック錠２００　２００μ ｇ

喫煙

原因薬剤名：

副作用名：

様様式式11（（重重篤篤化化回回避避報報告告））

治療開始日 2016/7/15

肝障害の既往合併症

事例表題

報告日 2019/10/1

年齢（歳） 80 入院/外来 有

原疾患

入院

低K血症、下痢症

無

日病薬HPへ転記
入力内容をクリア

動作環境情報

【注意事項】 
・Internet Explorer以外のブラウザ（Google Chromeや Firefox等）では利用できません。 
・Windows 10/Excel 2016/IE11，Windows 7/Excel 2010/IE11で動作確認済みです。 
・PC環境によっては，正常に動作しないことがあります。 
 不具合等がありましたら、現象とともに入力支援フォーム右下の「動作環境情報」ボタンで表示される 

   情報を日本病院薬剤師会 医薬情報委員会までご連絡ください。 
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※「被疑薬」検索において、目的の医薬品が候補として表示されず、最下行に「…検索文字を増やしてください…」と
表示された場合は、複合語検索（下記参照）をしてください。 
 

 
※医薬品名は、コピー＆貼り付けができません。同一医薬品でも再度マスタ検索または入力をお願いします。 

 集計等の二次利用のためにマスタ検索した場合、薬品名の後ろに「@標準医薬品コード」が付加されます。 

※「経過」や「薬剤師のコメント」などのセル内にて改行させたい時は、改行したい場所にカーソルを移動させ、 

その場所にて Alt キーを押しながら Enter キーを押します。 

 

③ 報告内容の入力が完成後，フォーム右下の「日病薬 HPへ転記」ボタンを押します。 
→ Internet Explorerが開き，日病薬プレアボイド報告のホームページへ情報転記されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※日病薬 HPを起動する際、ユーザー名、パスワードを 

求められた場合は、日病薬誌巻末を参照し入力してください。 

（上記画面は、Windows のバージョン等によって異なります） 

 
 

④ 日病薬ホームページ上に転記された内容を確認し，下部にある「送信」をクリックします。 

 
⑤ 日病薬への情報送信後、入力支援フォームは「様式＋事例表題＋年月日」のファイル名で 
入力支援フォームと同一フォルダにファイル保存されます。 
  ※この保存時に薬品マスタが切り離されますので、日病薬送信後に別名保存されたフォームでの被疑薬の

  マスタ検索はできません。 
  ※「保存しない」を選択した場合でも、誤削除防止のため管理用ファイルとして支援フォームと同一フォルダ内
  に自動保存されます。 経時的に管理用ファイル数の増加が予想されますので、不要な場合は一定
  期間ごとに削除してください。 

 
以上。 
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RRMMPPととはは

医薬品の安全性の確保を図るためには、開発の段階から市販後に至るまで常にリスク

を適正に管理する方策を検討することが重要です。医薬品リスク管理計画（以下、

RMP）は、医薬品の開発から市販後まで一貫したリスク管理をひとつの文書に分かり易

くまとめ、調査・試験やリスクを低減するための取り組みの進捗に合わせて、または、定

期的に確実に評価が行われるようにするものです。また、RMPを公表して、医療関係者

の皆様と市販後のリスク管理の内容を広く共有することで、市販後の安全対策の一層の

充実強化が図られることが期待されます。

（Pmdaホームページより）

RMP通信では、今後の利活用が推進されるよう情報提供していきたいと思います。
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添付文書とRMPは何が違うの？？

RMPってなぁに？？

RMPにはどんなことが書いてあるの？？

3分でわかる！RMP講座

制作：（独）医薬品医療機器総合機構 安全第一部 リスクコミュニケーション推進課
協力：（公社）日本薬剤師会
監修：若林進（杏林大学医学部付属病院薬剤部）

医薬品のリスク（副作用）を最小化するためには、開発から

審査の段階でわかったリスクを市販後に情報提供したり、まだ

不足している情報を市販後に確認することが必要です。このリ

スク管理を適切に実施するには、各段階で関わる人たちが『な

ぜその活動をしているのか』を理解しておく必要があります。

医薬品リスク管理計画書（RMP）は、「開発」「審査」「市

販後」の一連のリスク管理をひとつにまとめた文書です。「開

発～審査」から「市販後」へのリスク管理の架け橋を担う文書

とも言えます。

一歩進んだ薬剤師になるために！
医薬品リスク管理計画書（RMP）の内容を

理解し、活用しましょう！

非非臨臨床床～～臨臨床床試試験験

開開発発

有有効効性性・・安安全全性性をを書書面面でで確確認認

審審査査

実実際際にに患患者者ささんんへへ使使用用

市市販販後後

一一連連ののリリススクク管管理理ををRMPでで！！

関連は疑わしいけど･･･
確認が十分でない副作用

高齢者や小児など
情報が

不足している条件

重要な特定された
リスク

重要な
潜在的リスク 重要な不足情報重大な副作用、

その他の副作用

治験時や市販後に
確認されている副作用

RRMMPP添添付付文文書書

治験時の症例数は限られているため、医薬品との因果関係

が確認できたリスクもあれば、関連は疑わしいが十分に確認

しきれないリスクもあります。また、高齢者や小児など、症

例数が少ないために情報不足の条件もあります。

30sec

60sec

添付文書もRMPもリスクが記載された文書ですが、図のよ

うに記載されているリスクの種類が違います。既に確認され

たリスクだけでなく、潜在的リスクや不足情報が記載されて

いるのがRMPの特徴の1つです。

RMPに記載されている3つのリスク（重要な特

定されたリスク、重要な潜在的リスク、重要な

不足情報）は、まとめて「安全性検討事項」と

呼んでいます。この安全性検討事項に対し、ど

のように「情報収集」をするのか、またどのよ

うに「情報提供」をするのかがRMPに記載され

ています。RMPでは、「情報収集」のための活

動を「医薬品安全性監視活動」、「情報提供」

などのリスク軽減・回避のための活動を「リス

ク最小化活動」と呼んでいます。

各活動は全ての医薬品に対して行われる活動

（通常の活動）と医薬品の特性に合わせて行わ

れる活動（追加の活動）の2種類があります。

医薬品安全性監視活動
（情報収集）

 通常の活動
副作用症例の収集

 追加の活動
例）市販直後調査による情報収集、使
用成績調査、市販後臨床試験など

リスク最小化活動
（情報提供）

 通常の活動
添付文書・患者向医薬品ガイドの作成
及び提供

 追加の活動
例）市販直後調査による情報提供、適
正使用のための資材配布、使用条件の
設定

安全性検討事項
 重要な特定されたリスク
 重要な潜在的リスク
 重要な不足情報

90sec
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作成されたRMPは全てPMDAのホームペー

ジに掲載されています。アクセス方法は、

【方法1】の「RMP提出品目一覧」にアクセ

スし、一覧から見たいRMPを探す方法と

【方法2】の添付文書検索から個別に医薬

品を検索して該当医薬品のRMPを閲覧する

方法の2種類あります。また、新たなRMPが

掲載された際にはPMDAメディナビにてお知

らせしています。

①①

②②

閲覧方法は2種類！【方法1】

①医薬品関連情報のRMPをclick

②RMP提出品目一覧から
閲覧したいRMPを探す

①閲覧したい医薬品名を検索

②検索結果の一般名をclick

③ 個別の医薬品のページからRMPを閲覧する

【方法2】

click!

click!

RMPはどこで閲覧することができるの？？

RMPマークの運用が開始されました！ Break time

RMPの追加のリスク最小化活動(情報提供)の一環として作

成された資材には上のようなマークを付けることになりまし

た。これらの資材は、承認審査時等にPMDAが必要性や内容

を確認をしたものです。服薬指導時などに活用する資材を選

ぶ際の参考としていただければと思います。

参考）平成29年6月8日付け事務連絡「医薬品リスク管理計画（ RMP ）における追加の

リスク最小化活動のために作成・配布する資材への表示について」

マークの記載例

カードなど小さい資材には「RMP」と表示したり、説明書きがされている

RMPを活用しよう！

RMPの概要にはRMPの記載内容が目
次のように1枚にまとまっています。各活
動名をクリックすれば、詳細ページに飛
ぶことができます！

みなさん、積極的にRMPを活用してみましょう！

 ままずずははざざっっととRRMMPPのの概概要要にに目目をを通通そそうう！！

どんなリスクが想定され、どんな調査が行われているのか、どんな資材が配布

されているのか把握しましょう。

 新新薬薬のの採採用用時時ななどどににRRMMPPをを確確認認ししよようう！！

新薬など初めて扱う薬のリスク把握にRMPを活用しましょう。

 「「重重要要なな特特定定さされれたたリリススクク」」をを患患者者ささんんののモモニニタタリリンンググにに活活用用ししよようう！！

特定されたリスクをモニタリング項目にするなど、効率よく副作用モニタリン

グができるよう活用しましょう。

 副副作作用用のの原原因因薬薬剤剤調調査査にに潜潜在在的的リリススククもも検検討討ししよようう！！

RMPには、まだ添付文書に載らないような潜在的リスクも掲載されています。原

因薬剤の調査において、添付文書の中の副作用ではないと思ったらRMPを見てみる

のもひとつの手かも知れません。

 追追加加ののリリススクク最最小小化化活活動動のの資資材材ででああるる「「医医療療関関係係者者向向けけ資資材材」」「「患患者者向向けけ資資材材」」をを活活

用用ししよようう！！

RMPに設定されているリスク最小化資材を活用しましょう。上記のRMPマークも

参考にして下さい。

※「平成26年12月15日付け病院薬剤師業務への医薬品リスク管理計画の利活用について」（一般社団法人 日本病院薬剤師

会）にRMPの利活用についての提言が記載されていますので参照ください。 3min!!

150sec

120sec
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