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Dekon Imo 通信・第24号発刊に際して
皆様からの多数の投稿に支えられ、今年度も、｢Dekon Imo 通信｣ を発刊すること

が出来ました。深く感謝申し上げます。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、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 にも取り組みはじめています。研修会も3回目となり少しずつ RMP の
利活用に繋がる薬剤師活動の講演を開催していますので、参加できないご施設の先生
方にも知っていただく機会として、通信誌に掲載を行っていますので、是非ご覧頂け
ればと思います。

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2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25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25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
DI 実例、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、報告の際に作成した「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
令和2年9月30日

 ■ 発行・配布予定
令和3年3月頃

 ■ 送信先

E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp
※先生方からの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。ご協力をお願いしま
す。



日本病院薬剤師会ホームページの会員のページから左上のプレアボイドをクリックし、下書
き・保存用雛形ファイルを選択すると、様式１～３のひな形 → CSV 変換　ファイルがダウン
ロードできます。

【下書き・保存用雛形ファイル】



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、次の事項について十分に配慮してください。

【共通事項】

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

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

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

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

５．投稿原稿を提出する前に、再度、誤字脱字等がないかを確認してください。

【DI 実例】

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

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

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

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



【プレアボイド報告（重篤化等回避）】

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

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

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

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

【プレアボイド報告（未然回避）】

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

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

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

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

【プレアボイド報告（薬物療法の向上）】

特にありません。
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7. 注射薬の配合変化
ダントリウム静注用の投与後のルートフラッシングについて   10

8. 外用薬の適正使用
自動体外式除細動器の使用時のニトロダーム TTS について   11
テリルジー100エリプタ30吸入の処方量について   11

9. 腎障害時の薬物療法
重篤な腎障害患者のリコモジュリン点滴静注用の減量基準について   12
透析患者の急性膵炎治療における多価酵素阻害薬の使用について  13
腎機能低下患者のメトホルミン投与量について   14
透析患者の非小細胞肺癌に対するゲムシタビン＋カルボプラチン療法の用量について   14

10. 妊婦・授乳婦の薬物治療
授乳婦にヨード造影剤を使用後の授乳までの間隔について   15

11. 薬物相互作用
メトトレキサート服用中の葉酸欠乏時の葉酸の内服量について   16

12. その他
乳癌治療を優先する重複癌の患者の一次ホルモン療法について   17
救急搬送時の脳梗塞急性期疑いの抗血栓薬の処方意図と根拠について   18
ジャドニュ顆粒（製品の2種）の1包当たりの重量について   19
輸血歴のない男性で不規則抗体を持つ人の割合について   19



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   28
プレアボイド Q&A   29

DI 活動紹介
「免疫チェックポイント阻害薬投与患者のお薬手帳記載」の活動について   45

RMP 通信
鹿児島 RMP 推進フォーラム   50
講演報告   52
3分で分かる！ RMP 講座   58

本 DI 通信の内容は、発行時点での正確かつ最新の情報を掲載することを心がけております。なお、
医療の知見は日進月歩であり、各種ガイドライン、医薬品情報等は随時更新されています。活用にあ
たっては最新のガイドライン、添付文書等をご確認ください。また、転載・引用している個所の詳細に
関しましては、原文の確認もお願いします。



D I 実 例
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DI 実例

内服薬の用法・用量／内服薬の適正使用

1. 内服薬の用法・用量

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） 

2. 内服薬の適正使用

鹿児島大学病院　畑　こず恵

Q：拡張型心筋症の患者に大腸カメラを行いたい。心負荷を避けるため水分
吸収がより少ない薬剤を選択したいが、モビプレップ配合内用剤、ニフ
レック配合内用剤のどちらの方が水分が吸収されやすいか。  
 （消化器内科医師）

A： 
・ニフレック配合内用剤は等張のため水分は吸収されずにそのまま排泄される。
・モビプレップ配合内用剤は高張のため一度腸管内に水分が移動し、一時的に脱水状態となる

可能性がある。そのため水分摂取（モビプレップ1L に対し水0.5L）が必須だが、この水分
はモビプレップ配合内用剤により脱水された水分を補う目的であり、水分や電解質の総合的
なバランスはモビプレップ配合内用剤の内服前後で変わらないと考えられる。

・モビプレップ配合内用剤の添付文書の慎重投与に心機能障害のある患者［本剤投与時に電解
質変動が起きた場合、不整脈を起こすおそれがある。］との記載があるが、添付文書通りに
使用することで脱水、電解質変動を防ぐことができる。

・両剤とも使用前後の電解質に有意な変動がないことが確認されている。水分の排泄量そのも
のを確認したデータはないが、ニフレック配合内用剤、モビプレップ配合内用剤のいずれを
使用しても水分は吸収されないと考えられる。

 （EA ファーマより回答）
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DI 実例

内服薬の適正使用

鹿児島大学病院　松元　真哉

Q：造影 CT 前にβブロッカーの休薬期間は必要か。  
 （血液膠原病内科医師）

A： 欧州泌尿生殖器放射線学会（ESUR）ガイドライン「造影剤と他の薬剤との相互作用を回
避するための簡易ガイドライン」には注意を要する薬剤としてβブロッカーが挙げられて
いるものの、アナフィラキシー様反応の発現頻度が増加するという報告も無いとする報告
もあり、現時点ではβブロッカーが造影検査の副作用のリスクファクターであるかについ
てはコンセンサスが得られていない状況である。

参考文献：
1．欧州泌尿生殖器放射線学会（ESUR）ガイドライン
2．「造影剤と他の薬剤との相互作用を回避するための簡易ガイドライン」

鹿児島厚生連病院　堀ノ内　志織

Q：リフキシマ錠の添付文書に、12週間以上の投与はその必要性を慎重に
判断をするように記載があるが、投与期間に上限があるのか？また薬効
等に影響があるのか。  
 （内科医師）

A：全例調査にて24週間までのデータが有る。平均的に78日間内服していた。
12週間以上の内服は40％強を占めており、途中で内服を終了したのはアンモニア値の低下
による改善が見られたことが理由としてあげられている。

参考文献：『承認条件（全例調査）解除及び使用成績調査　中間集計結果のご報告』

 （あすか製薬株式会社　くすり相談室より回答）
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DI 実例

内服薬の適正使用

鹿児島厚生連病院　大窪　悠介

Q：2019年9月、セキコデ配合シロップの12歳未満の患者への処方ができな
くなると聞いたが、現在、どうなっているか知りたい。  
 （呼吸器内科医師）

A：以前は、12歳以下は年齢毎に投与量が設定されていたが、2017年4月に米国食品医薬品局
（FDA）がコデイン類による小児の呼吸抑制の報告が集積されていることを受け、国内で
も副作用報告の確認が行われた結果、厚労省は、12歳未満の小児等への使用を禁忌等とす
る運びとなった。それらを受け、厚生労働省薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会
安全対策調査会は、2017年7月にコデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩

（以下コデイン類）含有製剤について、12歳未満の小児への使用を禁忌とする方針を決定
した。
2018年末までの経過措置が設けられ、それまでは、12歳未満に投与しないようにとの注意
喚起であったが、2019年より12歳未満の小児へは、禁忌となった。添付文書も2019年7月
に改訂され、現在、12歳未満の小児への投与は、禁忌となっている。

参考文献：日医工株式会社
：使用上の注意改訂のお知らせ　平成29年7月
：用法・用量の変更のお知らせ　平成29年8月
：使用上の注意改訂のお知らせ　2019年7月

鹿児島厚生連病院　堀内　智裕

Q：ロンサーフ配合錠は胃癌の1次治療でも使用できるか？  
 （外科医師）

A：ロンサーフ配合錠の適応は「がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌」
となっている。ロンサーフ配合錠は1次、2次治療及び術前・術後補助療法における臨床試
験が実施されておらず、その有効性・安全性は確立していない。そのため、1次治療では
使用できない。3次治療以降での使用となる。

参考文献：
1. 大鵬薬品　ロンサーフ ® 配合錠　適正使用情報
2. 日本胃癌学会編　胃癌治療ガイドライン　第5版
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DI 実例

内服薬の安定性／注射薬の用法・用量

3. 内服薬の安定性

川内市医師会立市民病院　永濵　良章

Q：前立腺がんの治療でイクスタンジカプセル40mg を服用していた患者が
脳梗塞で入院した。経口困難となったが、経管からの投与は可能か？  
 （医師）

A：55 ℃の温湯20 mL に浸し10分で崩壊、懸濁する。
温湯懸濁後120分まで含量の変化を認めない。懸濁液は10 Fr の経管チューブを通過する。

参考文献：アステラス　通過試験に関する社内資料

 （アステラス　医薬情報センターより回答）

4. 注射薬の用法・用量

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：破傷風を予防で用いる場合、受傷後何時間以内に投与しなければならな
いか。  
 （医師）

A：受傷後6時間以上経過すると、局所では破傷風毒素の生産が始まり、これが流血中に入り、
筋肉を支配する神経の末端から吸収され、1時間に約1cm の割合で脳や脊髄の中枢に運ば
れていく。神経の中に入った毒素は抗毒素により中和できない。したがって、添付文書に
記載はないが、受傷後6時間以内がゴールデンタイムとされている。

参考文献：海老沢功：破傷風、日本医事新報社、東京、1988、pp.91

 （日本血液製剤機構より回答）
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5. 注射薬の副作用

鹿児島大学病院　畑　こず恵

Q：オムニパーク注によるアレルギー歴がある患者に末梢カテーテルを入れ
るためヨード造影剤を使用したい。アレルギーを起こしにくいヨード造
影剤はあるか。  
 （泌尿器科医師）

A：欧州泌尿生殖器放射線学会（ESUR）ガイドラインより
・ヨード造影剤を必要としない他の検査法を検討する。
・造影剤の副作用歴がある患者では別の種類のヨード造影剤を使用する。
・薬剤の前投与を検討する。薬剤前投与の有効性に関する臨床エビデンスは限られている。薬

剤前投与を行う場合は、造影剤投与の12および2 時間前にプレドニゾロン30mg（またはメ
チルプレドニゾロン32mg）の経口投与が適当である。
非イオン性造影剤による薬疹が疑われた症例16例中5例でパッチテスト陽性であり、オムニ
パークによる薬疹の症例では、イオメロン、イオパミロン、オプチレイがパッチテスト陽性、
イオパミロンによる薬疹の症例でオムニパークのパッチテスト陽性だったという学会報告が
あるが、症例数が少なく、学会報告というエビデンスレベルであり、明確に交差反応性がわ
かるものではない。

参考文献：
欧州泌尿生殖器放射線学会（ESUR）ガイドライン
Environmental Dermatology （JPN):10(S1),  62(2003)
 （第一三共より回答）
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6. 注射薬の適正使用

鹿児島大学病院　村山　由香里

Q：出産後の母親の風しんの抗体価が低い場合、乾燥弱毒生風しんワクチン
を接種後退院する方針になったが、当院はステロイドや免疫抑制剤を併
用している母親が多い。ステロイドや免疫抑制剤を使用している場合は
一律禁忌となるのか、あるいは何か指針があるのか。  
 （産科医師）

A：乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」添付文書：
併用禁忌
薬剤名：副腎皮質ステロイド剤（プレドニゾロン等）、免疫抑制剤シクロスポリン（サン
ディミュン）、タクロリムス（プログラフ）、アザチオプリン（イムラン）等
臨床症状・措置方法：本生ワクチン接種により、下記機序で風しん様症状があらわれるお
それがあるので接種しないこと。
機序・危険因子：免疫機能抑制下で本剤を接種すると、ワクチンウイルスの感染を増強あ
るいは持続させる可能性がある。免疫抑制的な作用をもつ薬剤の投与を受けている者、特
に長期あるいは大量投与を受けている者又は投与中止後6か月以内の者。
小児に関しては予防接種ガイドラインに以下の記載があるが、成人に関しては特に記載は
ない。風しん様症状が現れる可能性があるという理由で禁忌となっているため、危険性と
有益性を考慮して患者とも話し合いの上判断することになる。
イ　腎疾患を有する者
日本小児腎臓病学会の見解（平成27年11月 ) によれば、感染症に罹患しやすく重症化しや
すいことが多いために原則的には積極的に予防接種は行うべきである。ただし下記の状況
では接種を控える。

（1）プレドニゾロン2mg/kg/日以上内服中のワクチン接種（生ワクチン・不活化ワクチン
とも）

（2）プレドニゾロン又は免疫抑制薬内服中の生ワクチン接種（注1・2）
（3）急性期のワクチン接種。
（4）その他、医師が不適当と判断した時
注1：生ワクチンのうち水痘ワクチンについては「免疫抑制薬を使用せず」プレドニゾロ
ン連日投与1mg/kg/日（20mg/ 日）未満、または隔日投与2mg/kg/日（40mg/日）未満で
あれば接種可能。
注2：周囲の感染状況などに応じて医師の判断により接種可能
その他の注意点：移植予定者は抗体価獲得まで複数回の生ワクチン接種が必要である。

参考文献：予防接種ガイドライン（予防接種リサーチセンター刊；2018年度版）

 （北里薬品産業株式会社より回答）
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鹿児島厚生連病院　八汐　祥恵

Q：デノシン点滴静注用の溶解時における注意点を教えてほしい。  
 （病棟看護師）

A：デノシン点滴静注用は強アルカリ性（PH 約11）のため、溶解後取り扱い時はゴム手袋・
防護メガネなどの着用が望ましい。本剤は発がん性を有する可能性があるため、繰り返し
直接手で触れたり、吸入したり、眼に入ったりしないように十分注意する。
保存する場合、バイアルに入れたまま常温で保管する。結晶が析出する場合があるため冷
蔵庫保存は行わない。24時間以内に使用する。
注射用水で溶解後、デノシンの必要量を抜き取って、希釈用の補液として処方されていた
生理食塩液100mL に溶解し、1時間以上かけて投与する。

参考文献：デノシン点滴静注用500mg　添付文書

鹿児島厚生連病院　鶴永　大貴

Q：切除不能な肝細胞癌に対して、血清 AFP 値が400ng/mL 未満ではサイ
ラムザ点滴静注液はなぜ適応とならないのか？  
 （肝臓内科医師）

A：主要評価項目である全生存期間の延長が示されたのは、ベースラインの血清 AFP 値
400ng/mL 以上の患者を対象とした REACH2試験であり、REACH 試験でのサブグループ
解析において血清 AFP 値400ng/mL 未満の患者群では全生存期間の延長は認められなかっ
たため。

参考文献：
1. サイラムザ ® 適正使用ガイド
2. Zhu AX, et al. Ramcirmab versus placebo as second-line treatment in patient s with 
advanced hepatocellular carcinoma following first-line therapy with sorafenib (REACH): 
a randomized double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 20

 （日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口）
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鹿児島厚生連病院　佐多　照正

Q：ジーラスタ皮下注3.6mg を抗がん薬投与終了から24時間以上経過した
タイミングで投与する理由は？ また、骨痛への対応はどうしたらよい
か？  
 （外科医師）

A：投与タイミングについて検討する比較試験がいくつか行われている。抗がん薬投与当日
（Day 1）にジーラスタ皮下注を投与した試験で、Day 2投与と比較して、好中球減少期間
が長くなり、発熱性好中球減少症の発症率が高くなる傾向が示されているため、抗がん薬
投与と同日の投与は推奨されない。また、骨痛は G-CSF 製剤では一定の頻度で報告され
る有害事象であり、特異的な対処法がないため、NSAIDs の投与を考慮する必要がある。

参考文献：
G-CSF 適正使用ガイドライン 2018年版 Ver.5
Howard A. Burris III, et al. Pegfilgrastim on the same day versus next day of 
chemotherapy in patients with breast cancer, non-small-cell lung cancer, ovarian cancer, 
and non-hodgkin’s lymphoma: results of four multicenter, doub

7. 注射薬の配合変化

川内市医師会立市民病院　平川　尚之

Q：ダントリウム静注用20mg の溶解は注射用水となっているが、投与後の
ルートフラッシングは生理食塩水で可能か？  
 （看護師）

A：塩析、pH 変動等により、混濁・沈殿等を生じるおそれがあるため、生理食塩液、5% ブド
ウ糖液等の使用は避けるのが望ましい。投与前後にルートをフラッシングする必要がある
場合には、注射用水の静脈内投与による溶血リスクを避けるため、少量の注射用水を用い
る。

参考文献：
オーファンパシフィック　ホームページ　「ダントリウム静注用20mg の溶解方法と注意
点」



－11－

DI 実例

外用薬の適正使用

8. 外用薬の適正使用

鹿児島市医師会病院　中島　誠

Q：電気的除細動器（DC）同様に、自動体外式除細動器（AED）もニトロ
ダーム TTS 接触により破裂する可能性があるか。  
 （看護師）

A：AED がニトロダーム TTS に触れたことにより破裂したという事例はこれまでに報告され
ていない。しかし、安全のために、ニトロダーム TTS が胸部に貼付されていた場合、
AED 使用時には剥がすことを推奨している。

 （田辺三菱製薬より回答）

鹿児島厚生連病院　池増　鮎美

Q：テリルジー100エリプタ30吸入の採用申請を出したいが、発売1年を経
過しないと14回分を超えて処方できないのか？  
 （呼吸器内科医師）

A：新医薬品については、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等第10第2号（一）ハにおいて、薬価基準告示収載の翌月の初日から1年間は、
原則1回14日分を限度として投薬又は投与することとされている。ただし、一定の条件を
満たす新医薬品については、中医協の確認を得た上で、以下のとおり例外的に取り扱うこ
ととされている。

（1）新医療用配合剤等、既収載品によって1年以上の臨床使用経験があると認められる新
医薬品については、新医薬品に係る投薬期間に上限を設けない。

（2）1回の投薬量又は投与量が14日分を超えることに合理性があり、かつ、14日分を超え
る投薬における安全性が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から1
年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最小日数に応じた日数とする。
テリルジー100エリプタ14吸入用、30吸入用は、（2）の条件を満たすため、中医協において、
投薬期間に上限が設けられている新医薬品の例外として取り扱うことが確認され、テリル
ジー100エリプタ14吸入用に加え30吸入用が薬価基準収載された。
以上のことから、テリルジー100エリプタは、発売後1年経過していないが30吸入（30日分）
処方が可能である。

参考文献：官報　　号外第56号
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9. 腎障害時の薬物療法

鹿児島市立病院　尊田　有香子

Q：腎機能の悪い患者（sCr：4、eGFR：11程度）にリコモジュリン点滴静
注用を投与したいが、医薬品添付文書上は、重篤な腎機能障害のある患
者は減量することになっている。明確な基準はあるのか？  
 （院内医師）

A：重篤な腎障害患者、透析をしている患者への市販後調査より、腎機能が悪いというだけで
減量する必要はないとの結果が得られた。出血のリスクが高い患者は、130U/kg での投与
が推奨されるが、それ以外の場合は380U/ ｋｇの投与で適宜減量していけばよい。

参考文献：1．リコモジュリン点滴静注用12800　医薬品インタビューフォーム　p29

 （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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鹿児島市立病院　谷村　拓哉

Q：透析患者への急性膵炎治療に、多価酵素阻害薬を使用したい。当院採用
のウリナスタチン（商品名：ミラクリッド注射液）または、ガベキサー
トメシル酸塩のどちらかを使用したい。推量投与量について教えて欲し
い。  
 （院内医師）

A：日本腎臓病薬物療法学会　腎機能別薬剤投与量 POCKETBOOK では、両剤ともに、腎機
能による用量調整の必要はないと記載されている。
ガベキサートメシル酸塩注のインタビューフォームには、「本剤は高濃度で血管内壁を傷
害し、注射部位及び刺入した血管に沿って静脈炎や硬結、潰瘍・壊死を起こす事があるの
で、末梢血管から投与する場合、本剤100mg あたり50mL 以上の輸液 (0.2% 以下）で点滴
静注する事が望ましい。」と記載されている。
一方、ミラクリッド注は、急性循環不全の適応で投与する場合に、ワンショット静注など
で投与することがあり、少ない液量で投与する事もある。
以上を担当医へ情報提供し、今回は、生食250mL でミラクリッド注を希釈し投与する事に
なった。

参考文献：
1．秋澤ほか、日本腎臓病薬物療法学会　腎機能別薬剤投与量 POCKETBOOK　
 第2版、じほう、2018、ｐ150–151
2．ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」　医薬品インタビューフォーム　p24
3．ミラクリッド注射液添付文書
 （持田製薬くすり相談窓口より回答）
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鹿児島厚生連病院　中村　有莉恵

Q：腎機能低下患者（eGFR43mL/min/1.73m2）のメトホルミン投与量につ
いて教えてほしい。  
 （糖尿病内科医師）

A：2019年6月に厚労省医薬・生活衛生局よりメトホルミンの添付文書改訂指示があり、eGFR
の数値に基づく投与量と最高用量が明記された。
中等度の腎機能障害のある患者における1日最高投与量の目安
推定糸球体濾過量（eGFR）
mL/min/1.73m2　　　1日最高投与量の目安
45≦ eGFR ＜60　　　　1500mg
30≦ eGFR ＜45　　　　750mg
43mL/min/1.73m2の患者の1日最高投与量は、750mg が推奨される。
当該患者は1回500mg を1日2回　1日1000mg 投与中であった。、過去の腎機能は eGFR 
35mL/min/1.73m2と低いこともあり、メトホルミン1日750mg へ減量された。

参考文献：メトホルミン　添付文書　　使用上の注意改訂のお知らせ

鹿児島厚生連病院　上原　友美

Q：透析患者の非小細胞肺癌（StageIV）に対してゲムシタビン＋カルボプ
ラチン療法を導入したい用量はどのように設定したらよいか？  
 （呼吸器外科医師）

A：ゲムシタビンは、腎機能低下により代謝物の排泄遅延が報告されているが、透析による除
去率は50％と高いため減量の必要はない。しかし、慎重に投与するべきである。
カルボプラチンについては、Calvert 式の GFR をゼロに設定し、用量を算出する。
投与は非透析日に投与し、12～24時間後に透析を行う。腎臓内科医や透析室とも相談し、
治療スケジュール等について検討が必要である。
腎臓内科医と協議が行なわれ、ゲムシタビンは念のため8割量で開始し、カルボプラチン
は提案通りの投与量での投与となった。透析は毎週火曜・木曜の午前中に施行しているた
め、化学療法は水曜の午前中から夕方にかけての施行となった。

参考文献：
1. Masumori N, et al: Jpn J Clin Oncol 38: 182–185, 2008
2. Janus N, et al: Ann Oncol 21: 1395–1403, 2010
3. 改訂第3版　透析患者への投薬ガイドブック
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10. 妊婦・授乳婦の薬物治療

川内市医師会立市民病院　永濵　良章

Q：授乳婦にヨード造影剤のオムニパーク240注を使用して CT 検査を行っ
た後は、授乳までの間隔をどの程度あければいいか？  
 （看護師）

A：添付文書上は「投与後48時間は授乳を避けること｣ と記載されている。
日本医学放射線学会のホームページにある「授乳中の女性に対する造影剤投与後の授乳の
可否に関する提言（2019年06月27日）」には、海外のガイドラインでの取り扱い、ならびに、
母乳への造影剤の移行に関する基礎データを勘案すると、造影剤使用後の授乳による児へ
の影響は非常に小さいと考えられ、特段の理由のない限り、造影剤使用後の授乳制限は必
要ないものと判断する旨記載されている。

参考文献：添付文書
日本医学放射線学会ホームページ　授乳中の女性に対する造影剤投与後の授乳の可否に関
する提言（2019年06月27日）
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11. 薬物相互作用

鹿児島厚生連病院　赤星　真広

Q：他院で関節リウマチ治療のため、メトトレキサート（MTX）2mg/週を
服用中の患者が、心不全と貧血で入院してきた。MTX は少量であり、
葉酸は内服していなかったが、葉酸欠乏（1.6 ng/mL、基準値4 ng/mL
以上）が観られた。葉酸の内服を開始したい。葉酸の内服量はどの程度
にしたら良いか？  
 （循環器科医師）

A：リウマチ学会のガイドラインには、葉酸 /MTX の比が1以上であれば MTX の効果減弱の
可能性があると記載があるため、2mg/週未満の投与が推奨されるが、リウマチ症状もな
いため、葉酸欠乏時は、葉酸欠乏への対応を優先させればよい。
骨髄抑制等重篤ではないため、主治医と協議し、MTX は、継続しながら、フォリアミン
錠5mg/日で対応した。葉酸欠乏が改善し次第、フォリアミン錠の投与量を推奨投与量ま
で減量することになった。

参考文献：
リウマチ学会
　関節リウマチ治療におけるメトトレキサート（MTX）診療ガイドライン　2016改訂版

 （ファイザー株式会社　製品情報センター）
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12. その他

がん薬物療法　特殊疾患

鹿児島市立病院　竹迫　秀和

Q：重複癌（閉経前局所進行乳癌［Luminal B type］の子宮体癌併発）の患
者さんに、乳癌治療を優先して行うこととなった。タモキシフェン使用
は子宮体癌病変が増大する可能性がある。一次ホルモン療法としてはど
のような治療が好ましいか？  
 （院内乳腺科医師：院内カンファレンス）

A：●ホルモン療法による子宮体癌への影響について
　・TAM（タモキシフェン）　医薬品添付文書　重要な基本的注意事項
　「本剤の投与により子宮体癌、子宮肉腫、子宮内膜ポリープ、子宮内膜増殖症、子宮内
膜症がみられることがあるので、本剤投与中及び投与終了後の患者は定期的に検査を行う
ことが望ましい。」
　・ANA（アナストロゾール）　医薬品添付文書　特に記載なし
　・FUL（フルベストラント）　医薬品添付文書　特に記載なし
　・LH-Rha（ゴセレリン酢酸塩）　医薬品添付文書　特に記載なし
　・LH-Rha（リュープロレリン酢酸塩）　医薬品添付文書　特に記載なし
　また、ATAC 試験において、他の新たながんの発症率に関し、全体としては、アナスト
ロゾール（425例）とタモキシフェン（431例）は同様だったが、皮膚癌（8例対19例）、子
宮体癌（6例対24例）、卵巣癌（17例対28例）においてはアナストロゾールが低率だったと
報告されている。
　以上のことから、ANA、FUL、LH-RHa は治療選択肢として考慮できる。
●ホルモン療法（閉経前ホルモン受容体陽性転移・再発乳癌に対する一次内分泌療法）の
選択肢について
　日本乳癌学会編集　乳癌診療ガイドライン2018において、卵巣機能抑制（LH-RHa，両
側卵巣摘出術）とタモキシフェンの併用療法を行うことを強く推奨する。となっているが、
本症例は重複癌であり、タモキシフェンは選択し辛い。
　SOFT 試験、TEXT 試験で LH-RHa+TAM よりも LH-RHa+AI（アロマターゼ阻害剤）
が効果がある事は立証されているので、LH-RHa+AI を推奨したい。
　なお、以前は、AI の閉経前使用について県内でも医療保険上の返戻査定が行われてい
たが、今はレセプトへの注記と文献添付で査定されないようだ。

参考文献：
1. P.A. Francis, O. Pagani, et al. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for 
Premenopausal Breast Cancer. 
N Engl J Med 2018; 379: 122–137.
2. 日本乳癌学会ガイドライン1 治療編　第4版，金原出版，2018，CQ13
3. Cuzick J, Sestak I, Buzdar A et al. 10 year analysis of the ATAC trial. 1

 （アストラゼネカ株式会社　メディカルインフォメーションセンターより回答）
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内服薬の用法・用量（保険適応外）

鹿児島市立病院　竹迫　秀和

Q： 脳梗塞急性期疑いで救急搬送されてきた患者に下記が処方された。  
　クロピドグレル錠75mg　4錠  
　バイアスピリン錠100mg　2錠  
　1日1回　夕食後　1日分（至急）  
処方意図とその根拠を御教示いただきたい。  
 （当直勤務薬剤師）

A： ●脳卒中ガイドライン2015［追補2017］
　アスピリンナトリウム160～300mg/日の経口投与は、発症早期（48時間以内）の脳梗塞
患者の治療として推奨される（グレード A）
　発症24時間以内の軽症脳梗塞もしくは TIA 患者で、クロピドグレル（初回300mg で以
降75mg/日）とアスピリン（初回75～300mg、以降75mg/日）の21日間の併用（22日目以
降はクロピドグレルのみ服用）は、アスピリン単剤（初回75～300mg、以降75mg/日）に
比べて3か月後の脳卒中再発を有意に抑制し、中等度もしくは重篤な出血事故を増加させ
なかった。（Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Nondisabling Cerebrovascular 
Events：CHANCE 試験）（レベル2）
　この試験に加えて発症3日以内の非心原性脳梗塞もしくは TIA 患者で抗血小板薬2剤併
用と単剤の有効性と安全性を評価した14試験のシステマティックレビュー及びメタアナリ
シスでも、抗血小板薬2剤併用は単剤に比べ脳卒中再発を有意に抑制し、重篤な出血事故
が増加する事はなかった。（レベル1）
●一般社団法人　日本脳卒中学会　会員の皆様へ（平成30年3月5日）
　平成30年2月26日に、審査情報提供事例として、「非心原性脳梗塞急性期」、「一過性脳虚
血発作急性期」の再発抑制に対してクロピドグレルの投与開始日300mg のローディングが
認められました。

『原則として、「クロピドグレル硫酸塩【内服薬】」を「非心原性脳梗塞急性期」、「一過性
脳虚血発作急性期」の再発抑制に対して「通常、成人には、投与開始日にクロピドグレル
として300mg を1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mg を経口投与」した
場合、当該使用事例を審査上認める。』
　※留意事項
クロピドグレル硫酸塩非服用例の場合に限り、当該使用事例を認める。他の抗血小板薬や
抗凝固薬を併用する場合は、出血合併症を来す可能性が高くなると考えられることから注
意が必要である。

参考文献：
一般社団法人日本脳卒中学会　脳卒中治療ガイドライン2015［追補2017］
社会保険診療報酬支払基金 HP《平成30年2月26日新規》
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鹿児島市立病院　竹迫　秀和

Q：小児（1歳5か月、体重：7.73㎏）の患者さんに、ジャドニュ顆粒を17
㎎/kg（120㎎/日）で投与したい。既製品は90mgと360mgの2種類だが、
1包当たりの重量は？  
 （院内薬剤師）

A：医薬品添付文書、インタビューフォームには記載なし。
ノバルティス DIRECT に問い合わせ
　ジャドニュ顆粒分包 90mg　　約160mg/包
　ジャドニュ顆粒分包360mg　　約650mg/包
本剤は、既製品の分割使用は想定していないので、開封後の安定性試験を行っていないた
め既製品での組み合わせで対応したほうがよい。

 （ノバルティス DIRECT より回答）

医療法人碩済会吉田記念病院　西川　弘剛

Q：不規則抗体を検査していない患者に赤血球の輸血指示が出た。輸血歴な
しの男性で不規則抗体を持っている人はどのくらいの割合でいるか？ 
 （薬剤師）

A：臨床上問題になる不規則抗体（自然抗体以外の不規則抗体）は輸血、妊娠、移植によって
産出される。したがって、輸血歴なしの男性は臨床上問題になる不規則抗体を持っていな
い。

参考文献：
日本赤十字社ホームページ　医薬品情報　
http://www.jrc.or.jp/mr/transfusion/test/irregular_antibody/

 （日本赤十字社より回答）
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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）

施設名（50 音順） 投稿数

医療法人碩済会　吉田記念病院 2

社会医療法人緑泉会　米盛病院 4

川内市医師会立市民病院 5

鹿児島市立病院 1

計 12

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。
E-mail: preavoid@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

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。

委員会にて特に今年度は「重要事例」の選定は行っておりません。
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プレアボイド・未然回避報告

90歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　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　併用注意
薬学的ケア前　 マグミット錠500mg　1日1回2錠　朝食後　内服 

シタフロキサシン錠50mg　1日1回2錠　朝食後　内服
薬学的ケア後　 マグミット錠500mg　1日1回2錠　朝食後　内服 

シタフロキサシン錠50mg　1日1回2錠　昼食後　内服
薬学的ケアの種類　用法変更
報告者のコメント

11/29の臨時処方でシタフロキサシン錠50mg が2T　1ｘ朝食後で処方された。薬歴により11/23からの定期処
方にマグミット錠500mg が2T　1ｘ朝食後で処方されていることを確認した。

両剤を同時に服用するとキレートを形成し、シタフロキサシンの吸収が悪くなり、効果が低下することが推定
されるため、処方医に疑義照会を行い、用法変更された。

80歳代　　男性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　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　誤転記・誤処方
薬学的ケア前　 アスパラカリウム散50％　1.2ｇ　1日2回朝夕食後　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

以前当院に入院しており、他院に転院していた患者が、再度当院に転院してきた。
患者の血清カリウム値が5.5mEq/L（12/20）だったため、12/20　14時にケイキサレートドライシロップ76％

（3.27g）2包　2ｘ朝夕食後が臨時処方された。12/20　16時に12/23からの定期処方の中にアスパラカリウム散
50％が処方された。薬歴にてケイキサレートドライシロップ76％が臨時処方されていることが確認できた為、医
師に確認したところ、以前当院に入院していた際の処方を継続処方としたとのことであり、アスパラカリウム散
50％が中止となった。

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　持参薬チェック
原因　
薬学的ケア前　 ジャヌビア錠50mg　1日1回朝食後　内服 

ジャヌビア錠25mg　1日1回朝食後　内服
薬学的ケア後　 ジャヌビア50mg　中止 

ジャヌビア錠25mg　1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量　薬剤変更
報告者のコメント

CLcr=8 mL/min、eGFR=9 mL/min/1.73㎡と腎機能低下があったため、以下の点について主治医に確認した。
・持参薬を確認したところジャヌビア錠75mg/day を内服されていた。添付文書では、重度、末期腎不全

（CrCl<30）の場合、通常12.5mg/day、最大25mg/day にて用量調節することと記載があるため、ジャヌビア錠
の減量もしくは胆汁排泄型のトラゼンタ錠5mg/day への変更を提案した。その結果、ジャヌビア錠25mg/day
に減量となった。
・術後、ロキソプロフェン Na 錠60mg3錠 3×毎食後が処方された。腎機能低下があり、アセトアミノフェンへ
の変更を提案した。その結果、カロナール錠500mg 3錠 3×毎食後に変更になった。
・術後 DVT 予防の目的でリクシアナ錠30mg 1錠 1×夕食後が処方された。添付文書では Ccr ＜30の場合、禁忌
である旨を医師に情報提供し、内服の要否について確認した。代替薬としてワーファリン錠も提案したが、出血
リスクが、有益性より上回るため、数日後下肢エコーにて DVT(+) の際は内服検討すると医師の返答あり、リク
シアナ錠の DVT 予防に対する処方は中止指示となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　142.1cm　体重44.9kg
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70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　薬剤管理指導業務
発端　薬歴
原因　併用注意
薬学的ケア前　 ロスバスタチン錠 OD2.5mg　1日1回　夕食後　内服 

マグミット錠330mg　1日3回　毎食後　内服
薬学的ケア後　 ロスバスタチン錠 OD2.5mg　1日1回　就寝前　内服 

マグミット錠330mg　1日3回　毎食後　内服
薬学的ケアの種類　 用法変更
報告者のコメント

脳梗塞後の薬剤加療としてロスバスタチン投与開始（1日1回夕食後）となった。その際、酸化マグネシウム（1
日3回　朝・昼・夕食後）を以前から服用しており、両剤の相互作用回避のため、処方医に服用方法について確認・
提案を行った。

両剤を同時に服用すると血中濃度が低下する可能性があるため両剤の服用を2時間以上空けることを処方医に
提案した。その結果、ロスバスタチンは就寝前へ変更となった。

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　処方せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 リカバリンカプセル250mg　1日3回 毎食後　未投薬
薬学的ケア後　  リカバリンカプセル250mg　週3回血液透析後1日1回朝食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤減量
報告者のコメント

リカバリンカプセル250mg が3カプセル3×で処方された。血液透析患者であり、透析患者への投薬ガイドブッ
ク、CKD ガイドラインによるリカバリンカプセルの2回目以降は1回250mg ～500mg　週3回　透析後投与が推
奨されている旨主治医に情報提供したところ、初回投与の翌日以降は週3回　血液透析後　1日1回250mg 内服へ
処方変更となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　148cm　体重44.5kg

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
発端　注射せん
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ソルデム3A　500mL　3本　点滴 

セファゾリン Na 点滴静注用1g　1g　術前1g + 6：00　1g（投与間隔3時間）
薬学的ケア後　 ソルデム1　500mL　2本　点滴 

セファゾリン Na 点滴静注用1g　1g　術前1g + 16時間後　1g（投与間隔16時間）
薬学的ケアの種類　薬剤変更
報告者のコメント

透析患者の周術期の抗菌薬の投与間隔について術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドラインを参考
に主治医へ提案した。セファゾリン Na 点滴静注用バック1g 投与し、以後追加投与は16時間後が望ましいこと
を主治医に情報提供した。

その結果、1g 術開始前＋1g 6:00の処方から1g 術開始前＋1g16時間後（透析日のため、透析後が望ましい）透
析後に0.5g 追加するに変更となった。

また、周術期補液ソルデム3A（K ＝10mEq/500mL）500mL が3本処方されていたが、透析患者であったため、
処方医に確認したところ、ソルデム1（カリウムフリー）500mL に変更となった。

腎不全患者におけるセファゾリンＮａの過剰投与、高カリウム血症の可能性を回避することができた。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　146cm　体重60kg
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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
発端　医薬品情報提供による　患者（家族）の訴え・相談
原因　特殊（腎機能低下等）な状況
薬学的ケア前　 ロキソプロフェン錠60mg　1回1錠　毎食後　内服 

レバミピド錠100mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケア後　 カロナール錠500　1回1錠　毎食後　内服 

レバミピド錠100mg　薬剤中止　内服
薬学的ケアの種類　薬剤変更　用法変更
報告者のコメント

右指腫脹、発赤に対して、ロキソプロフェン錠60mg とレバミピド錠100mg、オーグメンチン配合錠250RS が
処方された。お薬手帳からホスレノール OD 錠を服用していることが分かったため、面談を行い、透析中である
ことが判明した。医師へ情報提供したところ、ロキソプロフェン錠とレバミピド錠は中止となり、鎮痛剤がカロ
ナール錠へ変更となった。オーグメンチン配合錠の用量は腎機能別薬剤投与量第2班を参考に減量となった。
備考・追記

腎機能障害あり　身長　163cm　体重61kg

70歳代　　女性　　入院患者　　関与した薬剤師の担当　入院調剤　薬剤管理指導業務
発端　薬歴　患者の症状　その他
原因　その他
薬学的ケア前　 トラマール OD 錠25mg　1回3錠　毎食後　内服 

セレコックス錠200mg　1回2錠　朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 トラマール OD 錠25mg　1回3錠　毎食後　内服 

セレコックス錠200mg　1回2錠　朝夕食後　内服
薬学的ケアの種類　薬剤中止
報告者のコメント

人工膝関節置換術後の患者。トラマール OD 錠開始時の副作用軽減目的にノバミン錠が処方されていた。2週
間継続して服用したが、嘔気等の症状はないため医師へ報告し、ノバミン錠は終了となった。ノバミン錠の長期
服用による副作用発現の可能性を回避できた。

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　薬歴
原因　併用注意
薬学的ケア前　 リクシアナ OD 錠60mg　1回1錠　朝食後　内服 

ワソラン錠40mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケア後　 リクシアナ OD 錠30mg　1回1錠　朝食後　内服 

ワソラン錠40mg　1回1錠　毎食後　内服
薬学的ケアの種類　 薬剤減量
報告者のコメント

心房細動があり、塞栓性脳梗塞のため脳神経内科へ入院し、二次予防としてリクシアナ錠60mg を服用してい
た。

入院中、重度洞不全症候群があったため、循環器科に相談し、ワソラン錠が開始された。リクシアナ錠とワソ
ラン錠は相互作用があるため、リクシアナ錠の用量調整が必要なことを主治医に情報提供し、リクシアナ錠は減
量となった。相互作用による副作用発現の可能性を回避できた。
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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　その他
発端　持参薬チェック　カルテ等情報
原因　併用注意
薬学的ケア前　 メトホルミン塩酸塩錠500mg　1回1錠　昼食直前　内服 

エクメット配合錠 HD　1回1錠　朝夕食後　内服
薬学的ケア後　 メトホルミン塩酸塩錠500mg　中止　内服 

エクメット配合錠 HD　中止　内服
薬学的ケアの種類　 薬剤中止
報告者のコメント

検査入院前に薬剤師による外来面談を行い、持参薬について医師に報告した。医師から造影 CT を予定してい
るため、患者が服用中のメトホルミン錠のみを休薬するとの指示があった。患者が服用中の薬の中には、メトホ
ルミン錠の他にエクメット配合錠（選択的 DPP-4阻害薬・ビグアナイド系薬配合剤）があり、それもビグアナイ
ド系薬が配合されていることを医師に情報提供した結果、一時休薬となった。

50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　カルテ等情報
原因　その他
薬学的ケア前　 メチコバール注射液500ug　1管　筋注
薬学的ケア後　 メチコバール注射液500ug　2管　筋注
薬学的ケアの種類　薬剤増量
報告者のコメント

肺腺癌の治療目的で CDDP+PEM+Pemb（シスプラチン・ペメトレキセド・ペムブロリズマブ）が開始予定
の患者に対して、副作用の軽減目的としてメチコバール注射液500µg が1管処方された。用量が少ないため、国
内外の臨床試験の用量に基づいて1回1mg（2管）筋注が推奨されていることを伝え、変更となった。 
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プレアボイド・重篤化等回避報告

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

発見の端緒　薬歴　検査値

経過（処置、薬剤師の関与等を含む）
2017年5月、神経内科にて橋本脳症と診断され、プレドニゾロンとアザチオプリンが開始された。2019年3月、
汎血球減少と大球性貧血を認め血液内科紹介となった。骨髄検査の結果、骨髄異形成症候群が疑われ入院と
なった。薬剤師が持参薬を鑑別したところ、アザチオプリンとフェブキソスタット（併用禁忌薬）が2018年8
月から併用されていることを判明した。6-メルカプトプリン（6-MP、アザチオプリンの代謝物）の代謝酵素
であるキサンチンオキシダーゼが、フェブキソスタットにより阻害され、6-MP の血中濃度が上昇し、アザチ
オプリンの重大な副作用である骨髄異形成症候群が発症した可能性があることを主治医に報告した。アザチオ
プリンとフェブキソスタット中止後、汎血球減少は改善し、2019年6月、血液内科終診となった。

転帰　回復

被疑薬 投与経路 1日量 使用期間 使用目的
アザニン錠 内服 50mg 1年11ヶ月 橋本脳症の治療
フェブリク錠 内服 10mg 8ヶ月 高尿酸血症の治療

併用薬　 2017年5月　～ プレドニン錠5mg  
2017年5月　～　2019年4月 アザニン錠50mg  
2018年8月　～　2019年4月 フェブリク錠10mg

原疾病　橋本脳症

合併症　ステロイド糖尿病

既往症　肝機能障害　無　　腎機能障害　無　　その他　

副作用歴　

アレルギー歴　　　薬剤名　

薬剤師のコメント
薬剤師による持参薬の鑑別により、副作用への速やかな処置を講じることができた。汎血球減少は様々な原因

で起こるため、当初、血液内科医師は薬剤性（アザチオプリン）の可能性を考慮しつつも、可能性は低い（約2
年間内服継続されていたため）と判断していた。免疫抑制薬については、特に薬物相互作用に留意する必要があ
ることを再認識した。

薬学的関与による具体的効果
血液内科医師に被偽薬中止を提案したことにより、汎血球減少は改善しました。

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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Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要Ⅰ．プレアボイドの概要 
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Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？）Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？）Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？）Ⅱ．プレアボイドの対象症例の考え方（これってプレアボイド？） 

 

（１）報告対象となる（１）報告対象となる（１）報告対象となる（１）報告対象となる場合場合場合場合    【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避【副作用重篤化回避    様式１】様式１】様式１】様式１】 
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（２）（２）（２）（２）報告対象となる報告対象となる報告対象となる報告対象となる場合場合場合場合    【副作用未然回避【副作用未然回避【副作用未然回避【副作用未然回避    様式２】様式２】様式２】様式２】 
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（（（（3）報告対象となる場合）報告対象となる場合）報告対象となる場合）報告対象となる場合    【【【【薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上薬物治療効果の向上    様式様式様式様式 3】】】】 
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（３）（３）（３）（３）報告対象とならない場合報告対象とならない場合報告対象とならない場合報告対象とならない場合 
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「免疫チェックポイント阻害薬投与患者のお薬手帳記載」の活動について 
鹿児島厚生連病院 診療支援部 薬剤科 上原 友美 

 
 免疫チェックポイント阻害薬（immune checkpoint inhibitor：ICI）は、様々な免疫細胞において免疫を抑制

する方向に働く免疫チェックポイントをブロックすることで腫瘍免疫を活性化・持続させる薬剤であるが、自己

免疫疾患様の特有の免疫関連有害事象（immune-related adverse events：irAE）が出現することがあり、注意

が必要である。irAE に対する管理は、これまでのがん薬物療法の有害事象とは全く異なる管理が必要であるこ

と、また、多彩な症状が出現し、その発現時期を予測することも難しく、ときに適切な対応や対処の遅れが致命

的となることがある¹）。 
 鹿児島厚生連病院（以下：当院）では、irAE に適切に対応していくために、院内で様々な取り組みを行ってき

た。年々症例が増えるとともに、遠方からの来院患者も増えてきている。院内での irAE 対策は図れていても、

遠方患者はすぐに当院に来院することが難しい場合もあり、各患者の近医・かかりつけ薬局等との連携が重要で

あると考えた。多施設と情報を共有する中で、特に ICI を取り扱っていない施設では irAE に対してあまり認識

していない・認識はしていてもフォロー体制が整っていない等の問題点が挙げられた。そこで、当院では、まず

は他医療機関にも ICI による緊急を有する有害事象について注意喚起していく必要性と ICI の投与歴のある患

者が分かるような体制構築の必要性について考えた。当院では、元々、がん化学療法を施行している患者のお薬

手帳には、注射剤を含めた治療の内容を記載していた（図 1）。さらに、ICI 投与歴のある患者に関しては、ICI
投与歴と緊急を有する症状は一目で分かるよう

に、お薬手帳の表紙に貼付することとした（図

2）。また、お薬手帳を常時持ち歩かないような

患者にはお薬手帳を持ち歩くことの重要性の説

明とお薬手帳携帯を遵守するよう指導するとと

もに、貼付用カードを携帯用カードとして保険

証等とともに持ち歩くように指導している。実

際に、ICI の注意書きを開始してから、患者の緊

急を要する症状への認識が高まってきている印

象にある。近隣の調剤薬局からも、本取組み開始

より、「以前より意識するようになった、実際に

注意すべきことが記載されていて分かりやす

い」との意見を頂戴している。今後、更に本取組

みの効果の検証をしていくとともに、irAE
のマネジメントは ICI 投与施設のみなら

ず、近医やかかりつけ薬剤師等と連携し、

地域でより安全にフォローできる体制を

構築していきたいと考える。 
 
引用文献 
1）公益社団法人 日本臨床腫瘍学会（編）：

がん免疫療法ガイドライン 第 2 版．金原

出版，東京，2019． 





RMP通信
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RMPとは

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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第３回RMP研究会の開催報告

病院薬剤師業務と医薬品リスク管理計画
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医薬品リスク管理計画を活用して行くために「RMP推進フォーラム」として研究会を開催し、活動実
績のあるご施設の取組みを講演頂きました。ディスカッションでは、現状の課題や要望など活発な意
見が交換されました。なお、今回の講演の活用例の内容をDI通信に参加報告として投稿頂きました
杉尾先生に深く感謝申し上げます。
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RMP推進フォーラム参加報告 

 

国立病院機構 都城医療センター 薬剤部 杉尾 由希子 

 

1. はじめに 

去る 2019年 11月 21日に行われた RMP推進フォーラムにおいて、「RMP利活用の一例」

と題して報告を行った。フォーラムは共催の中外製薬株式医療安全部門、田端先生より RMP

の概要解説の後、当院と中国中央病院薬剤の八田先生による RMP利用の実例報告、最後に

鹿児島大学薬剤部教授・薬剤部長の武田先生、鹿児島市立病院薬剤部長の福岡先生、中国中

央病院薬剤部長の原先生、中外製薬の田端先生とのディスカッションという構成であった。 

RMP 推進フォーラム全体を振り返り、理路整然とした田端先生のお話や薬剤部全体で

RMP の活用と育薬に取り組んでおられる八田先生のご講演と比較して、当院の報告は試用

の段階からなかなか進展しておらず、お恥ずかしい限りであった。 

今回、RMP 推進フォーラム参加報告の機会を頂けたので、発表内容の概要報告及び質疑

に対する返答をこの場を借りて行う。 

 

2. 報告内容①：RMPを利用して有害事象の原因薬剤特定の一助となった症例の報告 

 

症例の概要を図 1.に示す。

入院後にアビラテロンが中止

となり、 2 日間で計 40 単位

の血小板輸血を施行するも入

院 2日目の血小板数は 0.4×104 

/µL と改善を認めなかったた

め、医師は検査エラーや造血

器疾患を疑った。一方で薬剤

師へは医薬品に起因する可能

性等の検討依頼があり、薬剤

師は臨床推論を行い血小板減

少の原因を検討した。原因の可能性としては特発性血小板減少症（以下、ITP）が残された

が、ITPの診断は除外診断であり薬剤性血小板減少症も否定すべき疾患の一つであった。 

医薬品の副作用の可能性を検討する場合、再投与で症状が再発する、因果関係が確立され

ており明らかである（被疑薬や同種薬の副作用であることが分かっている）、副作用の発現

と被疑薬に時間的因果関係がある、投与中止で症状が消失する、交絡するリスク因子がない、

暴露量や暴露期間との整合性がある、正確な患者の既往歴の裏付けによりほぼ間違いなく

図 1. RMP利用症例概要（自験例） 
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説明可能である、併用薬が原因である可能性が低い、他に説明できる原因がない等が挙げら

れている。これらの情報を収集する際に添付文書を参照するだけで十分な情報が得られな

いことも多い。今回も薬剤師がアビラテロンの添付文書を参照したところ、血小板減少の記

載はあったものの、その発生頻度等の詳細は不明であった。そこで、薬剤師は RMPを確認

したところ、アビラテロンのRMP概要欄に重要な特定されたリスクとして記載されていた。 

さらにその詳細を記載した項（図 2参照）を確認したところ、根拠として報告症例数や医薬

品安全性監視活動として特定使用成績調査の対象となっていることが分かった。この情報

を基にアビラテロンの製造販売企業ホームページを閲覧、市販直後調査の結果を確認した

ところ、服用開始から発症までの期間やリスク因子、重篤度等、本症例の経過や特徴の多く

と一致するデータを得た。これを受けて、薬剤師はアビラテロンによる薬剤性血小板減少症

であると考えた。さらに厚労省発出の重篤副作用疾患別対応マニュアルを基に作用機序を

薬剤依存性抗体の産生によるものと考え、アビラテロンの排出に要する時間を添付文書情
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 その後、当該患者は当院血液内科へのコンサルト等を経て薬剤性血小板減少性紫斑病と

診断され、血小板値は入院 5日目（アビラテロン休薬 4日目）より回復傾向となり退院した
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図 2. アビラテロンの RMPより血小板減少の記載内容抜粋 

RMP推進フォーラム参加報告 

 

国立病院機構 都城医療センター 薬剤部 杉尾 由希子 

 

1. はじめに 

去る 2019年 11月 21日に行われた RMP推進フォーラムにおいて、「RMP利活用の一例」

と題して報告を行った。フォーラムは共催の中外製薬株式医療安全部門、田端先生より RMP

の概要解説の後、当院と中国中央病院薬剤の八田先生による RMP利用の実例報告、最後に

鹿児島大学薬剤部教授・薬剤部長の武田先生、鹿児島市立病院薬剤部長の福岡先生、中国中

央病院薬剤部長の原先生、中外製薬の田端先生とのディスカッションという構成であった。 

RMP 推進フォーラム全体を振り返り、理路整然とした田端先生のお話や薬剤部全体で

RMP の活用と育薬に取り組んでおられる八田先生のご講演と比較して、当院の報告は試用

の段階からなかなか進展しておらず、お恥ずかしい限りであった。 

今回、RMP 推進フォーラム参加報告の機会を頂けたので、発表内容の概要報告及び質疑

に対する返答をこの場を借りて行う。 

 

2. 報告内容①：RMPを利用して有害事象の原因薬剤特定の一助となった症例の報告 

 

症例の概要を図 1.に示す。

入院後にアビラテロンが中止

となり、 2 日間で計 40 単位

の血小板輸血を施行するも入

院 2日目の血小板数は 0.4×104 

/µL と改善を認めなかったた

め、医師は検査エラーや造血

器疾患を疑った。一方で薬剤

師へは医薬品に起因する可能

性等の検討依頼があり、薬剤

師は臨床推論を行い血小板減

少の原因を検討した。原因の可能性としては特発性血小板減少症（以下、ITP）が残された

が、ITPの診断は除外診断であり薬剤性血小板減少症も否定すべき疾患の一つであった。 

医薬品の副作用の可能性を検討する場合、再投与で症状が再発する、因果関係が確立され

ており明らかである（被疑薬や同種薬の副作用であることが分かっている）、副作用の発現

と被疑薬に時間的因果関係がある、投与中止で症状が消失する、交絡するリスク因子がない、

暴露量や暴露期間との整合性がある、正確な患者の既往歴の裏付けによりほぼ間違いなく

図 1. RMP利用症例概要（自験例） 



－54－

（図 3参照）。 

 
図 3. 服薬歴と血小板推移 （自験例） 

 

このように、RMP にはリスクとして設定した根拠（時には推定される作用機序）の記載や

リスクに対する対策が明示されている。本症例のアビラテロンには作用機序の記載はなか

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 HPより転載・一部改変 

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0002.html 

集積したデータの 

評価を RMPへ反映= 

リビングドキュメント 

図 4. RMP全体のイメージ 
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ったが、薬剤師にとって作用機序の記載は根拠をもって他の医療スタッフに対して提案等

を行うための大きな足掛かりと成り得るであろう。また、リスクに対する対策の明示は本症

例のように詳細なデータを必要とする場合、有用な道標となる。 

また、RMPは集積情報を基に更新され続けるリビングドキュメントである（図 4参照）。

アビラテロンによる血小板減少は市販後に報告された副作用であり、本症例で副作用を発

見できたのも収集した情報から、RMP や添付文書の改訂と市販後調査が行われ更なる情報

集積がなされたためと考える。 RMPの活用は自身の情報取集に利用するだけでなく、経験

した有害事象を報告し情報の集積と更新に貢献することにあり、このリビングドキュメン

トとしてのサイクルを回転させることが RMPの有用性の維持に重要であると考える。 

 

3. 報告内容②：RMPを利用した副作用チェックシートの作成と使用・効果 

当院は 20 の診療科(休診中の 2 診療科を含む)を標榜する 307 床と中規模病院である。薬

剤師数は定員 15 名であるが欠員 1名、育休 1 名、育児時短勤務 1 名となっている。また、

国立病院機構に属し、転勤による人員の入れ替えが例年行われる。このため、新人薬剤師は

もちろんのこと、ある程度の経験年数を有する薬剤師でも、初めての診療科を担当する事態

が往々にして発生する。また、医療安全や抗菌薬適正使用、患者の服薬に関する継続的な参

画など、薬剤師に期待される役割は増している。さらに、昨今話題となっている医師の負担

に関しても、当院は 1診療科に所属する常勤医師が平均 2.6名と医師の負担の大きい病院で

あり、医師の負担軽減をはじめとして働き方改革への取り組みも求められている。このよう

な状況の中で、薬剤師は不慣れな診療科であっても効率的に業務行うことが必要となって

いる。そこで、RMP を業務の効率化および薬剤部員の教育ツールとして利用できないかと

考え、作成したのが当院における RMP副作用チェックシートの始まりである。 

RMP は多くの医薬品において作成されているが、それら全てに対してシートを作成する

よりも、より未知もしくは低頻

度の重篤な副作用の起きる可

能性がある医薬品を重点的に

フォローする必要があると考

え、表 1のような基準を設けて

取り組みを開始した。 

チェックシートの概要を図 5に示す。シートは治療のスケジュールを上段に示し、リスク

に関連する症状をチェック項目として患者の自覚所見と検査値等の他覚所見へ分類して記

載している。副作用の重篤度の評価基準として有害事象共通用語基準 version4 日本語訳

JCOG版（以下、CTCAE v.4.0-JCOG）を参考として医師への報告基準を設けた。 

RMP副作用チェックシート作成対象薬条件
① ハイリスク薬もしくは抗悪性腫瘍薬
② 国内販売開始3年以内
③ ドラッグラグが5年以内

表 1. RMP副作用チェックシート作成対象薬の選定基準 

（図 3参照）。 
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リスクに対する対策が明示されている。本症例のアビラテロンには作用機序の記載はなか
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運用方法としては、まずは病棟薬剤業務として対象薬を使用している患者のカルテから

RMP チェックリストに記載されている他覚所見の確認を行う。確認した情報を基に、患者

に起こる可能性のより高いリスクを評価し、実際に患者面談を行い、発生する可能性が高い

と判断したリスクの自覚症状の有無をより重点的に確認しつつ、薬剤管理指導業務を行う。

一連の業務の中で副作用の可能性を発見した際には、速やかに医師へ報告を行う。 

その教育効果と効率性、使用感を検討するために、一部の薬学部実務実習生にも試用を依

頼した。データ収集できるほどの症例数は当院では得られなかったが、実務実習生より使用

感として、初めて経験する症例であっても治療の流れ、重点的に確認すべきポイントを押さ

えて患者と関わることができたとの感想を得た。また、RMP チェックシートを利用するこ

とで実務実習生が自分でカルフィルゾミブによる臨床検査値異常（白血球数の異常高値）と

いう有害事象を発見し、製薬企業および PMDAへの報告を行った。 

一方で、チェックシートを試用した実務実習生から、どの程度の間隔で項目を確認すれば

よいか、記録はどうすればよいかわからず使いにくいとの意見を聞くこともあった。また、

現在の仕様では患者自身がセルフチェックを行いにくく、退院後のフォローが問題となる

ことが推測された。これらに対応できる仕様の変更を行う必要があると考える。また、有害

事象の重篤度の判定基準として CTCAE v.4-JCOGを使用しているが、version5.0への改訂が

行われたため、その見直しも必要となっている。このように、作成や改訂は手探りの状態で

図 5. RMP副作用チェックシート概要 

医師への報告基準 
（参考：CTCAE v.4.0-JCOG） 
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ありこれらにかかる労力も大きい。今後は、これらの業務量の軽減も考慮していきたい。 

 

4. ディスカッションで頂いた質疑への返答 

ディスカッションにて、「今回の症例報告ではスタッフからの依頼によって有害事象の原

因を推定しているが、実際に薬剤師自身が有害事象を発見し、症例にかかわる取り組みを行

っているか。また、病棟業務等において、有害事象を発見し、その原因を考察するために、

臨床推論などの手法を十分に行えるようになることが重要である。都城医療センターにお

いて他の部員への教育としてどのような取り組みを行っているか」というご質問を頂いた。 

会場では十分な返答ができなかったが、病棟業務において薬剤師は RMPチェックシート

の試用だけでなく、抗悪性腫瘍薬やレジメン導入目的に入院した患者の副作用評価を積極

的に行っている。実例として、病棟業務での患者面談において継続する下痢症状から免疫チ

ェックポイント阻害薬による大腸炎を確認し、標準対策であるステロイドの投与の提案を

行った事例等が挙げられる。 

また、教育の一環として PMDA への医薬品安全性報告を利用している。処方監査や病棟

薬剤業務等の中で、医薬品による有害事象を発見した際に、経験年数の浅い薬剤師に報告す

るように依頼し必要に応じて報告書の記載内容の確認や指導を行っている。この報告は薬

剤師としての義務である。しかし、「しなければならないから行う」だけではなく、報告書

類の作成を通じて当該医薬品における有害事象の発生頻度や発生時期、発生した有害事象

の診断基準等の情報収集や医薬品と有害事象の因果関係等に関する考察を行い、当該症例

の経過を追うことで有害事象に対する対応・治療方法を学び、今後類似の症例を経験した際

にいち早く有害事象を発見・対応できるような知識や考察力を培う契機として利用してい

る。昨年度で大半の部員が医薬品安全性報告を経験したため、今年度からは実務実習生によ

る医薬品安全性報告の指導を実習生と薬剤師が 1 対 1 で行い、その指導内容の確認を主任

薬剤師が行う体制の試運用を開始した。 

上記の内容でも十分ではないと考えるが、わずかでも会場での拙い回答の補足となれば

幸いである。 

 

5. 終わりに 

RMP推進フォーラムに参加して、田端先生のお話から RMPの基礎を再確認でき、八田先

生の未知の副作用（重要な潜在的リスク、重要な不足情報）の発見による「育薬」に対する

薬剤師としての使命感等を感じ私にとって大きな刺激となった。このような機会を下さっ

た武田先生、福岡先生をはじめ八田先生、原先生、共催の中外製薬の皆様に心より感謝いた

します。 
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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！

は何が違うの？？

非臨床～臨床試験

開発

有効性・安全性を書面で確認

審査

実際に患者さんへ使用

市販後

一連のリスク管理をRMP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

重要な特定された重要な特定された
リスク

重要重要な重要重要なな
潜在的リスク 重要な不足情報重大な副作用、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

RMP添付文書

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。

①

②

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！

 まずはざっとRMPの概要に目を通そう！

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。

 新薬の採用時などにRMPを確認しよう！

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。

 「重要な特定されたリスク」を患者さんのモニタリングに活用しよう！

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。

 副作用の原因薬剤調査に潜在的リスクも検討しよう！

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。

 追加のリスク最小化活動の資材である「医療関係者向け資材」「患者向け資材」を活

用しよう！

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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紙面の都合により、一部原稿を割愛させていただき
ました。御了承下さい。


