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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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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　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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プレアボイド・未然回避報告

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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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。




