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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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DI 実例

注射薬の副作用

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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DI 実例

注射薬の適正使用

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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注射薬の適正使用

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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注射薬の適正使用／注射薬の配合変化

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」
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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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DI 実例

腎障害時の薬物療法

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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腎障害時の薬物療法

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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腎障害時の薬物療法

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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妊婦・授乳婦の薬物治療

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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DI 実例

薬物相互作用

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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DI 実例

その他

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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その他

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）


