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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）



－4－

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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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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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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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）
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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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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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DI 実例

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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DI 実例

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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DI 実例

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） 




