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【5】インシデント事例からの注意喚起 

平成 31年 2月の院内インシデント報告事例の中から，医薬品を安全に使用するために注意すべ

き事例などを挙げています。 

 

 

 
名称が類似している医薬品が処方、調剤、投薬のあらゆる場面で取り違えが起こりえます。医

薬品を取り違え患者に投薬された結果、あらゆる有害事象が発現することも十分に考えられます。

当院採用の名称類似薬を挙げましたので、ご確認下さい。 
＜特に過去取り違えが生じた薬剤＞ 

テオドール テグレトール 
キサンチン系気管支拡張剤 
有効成分 テオフィリン 

てんかん治療剤・躁状態治療剤 
有効成分 カルバマゼピン 

 

デキサート デトキソール 
副腎皮質ホルモン製剤 

有効成分 デキサメタゾン 
解毒剤 

有効成分 チオ硫酸ナトリウム水和物 
 

リクシアナ リフキシマ 
抗凝固剤 

有効成分 エドキサバン 
肝性脳症による高アンモニア血症治療剤 

有効成分 リファキシミン 
 

メトレート メソトレキセート 
抗リウマチ剤（適応症が異なる） 
有効成分 メトトレキサート 

葉酸代謝拮抗剤（適応症が異なる） 
有効成分 メトトレキサート 

 

デポ・メドロール ソル・メドロール 
持続性合成副腎皮質ホルモン剤 
有効成分 メチルプレドニゾロン 

酢酸エステル 

副腎皮質ホルモン剤 
有効成分 メチルプレドニゾロン 
コハク酸エステルナトリウム 

 

ナルサス ナルラピド 
持続性癌疼痛治療剤（BASE） 

有効成分 ヒドロモルフォン塩酸塩 
癌疼痛治療剤（RESCUE） 

有効成分 ヒドロモルフォン塩酸塩 

 

アルプロスタジルアルファデクス 
注射用、同点滴静注「タカタ」 

アルプロスタジル注「F」 

プロスタグランジン E1製剤 
有効成分 アルプロスタジルアルファデクス 

プロスタグランジン E1製剤 
有効成分 アルプロスタジル 

！製剤・規格によって効能・効果、用法・用量が異なります！ 

名称が類似している薬剤の取り違えについて 
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検索入力文字が 3文字以上同一の医薬品（オーダ上間違いやすいもの）（多規格を除く） 
＜処方オーダ＞ 

アエン 

亜鉛華単軟膏「ニッコー」 

亜鉛華軟膏 

ノベルジン錠 

（一般名：酢酸亜鉛水和物） 

アクト 

アクトシン軟膏 

アクトネル錠 

ピオグリタンゾン OD 錠 

（アクトスで検索可能） 

アプレ 

アプレース錠 

アプレゾリン錠 

イメンドカプセル 

（一般名：アプレピタント） 

オテズラ錠 

（一般名：アプレミラスト） 

アリセ 

アリセプト D 錠 

アリセプトドライシロップ 

イソソ 

イソコロナール R カプセル 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

硝酸イソソルビドテープ 

ニトロール錠 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

ニトロールスプレー 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

一硝酸イソソルビド錠 

イソソルビド内用液 

インチ 

インチュニブ錠 

茵ちん蒿湯 

茵ちん五苓散 

エスト 

エストラーナテープ 

エストラサイトカプセル 

エストリール錠 

ジュリナ錠 

（一般名：エストラジオール） 

プレマリン錠 

（一般名：結合型エストロゲン） 

ル・エストロジェル 

（一般名：エストラジオール） 

ホーリン V 腟用錠 

（一般名：エストリオール） 

エンサ 

商品名、一般名に 

｢塩酸｣のつく薬剤 

オイラ 

オイラックス H クリーム 

オイラックスクリーム 

ガスト 

ガストローム顆粒 

ガストログラフイン経口・注腸用 

ガストロゼピン錠 

カツコ 

葛根湯エキス細粒 

葛根湯加川きゅう辛夷湯 

エキス顆粒 

葛根加朮附湯エキス細粒 

キシロ 

キシロカインゼリー 

キシロカインポンプスプレー 

キシロカイン液 

クラリ 

クラリスロマイシン錠、DS 

クラリチン錠，ドライシロップ 

ボノサップパック 

（クラリスロマイシン含有） 

ケイシ 

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 

桂枝加芍薬湯エキス顆粒 

桂枝茯苓丸エキス顆粒 

桂枝加朮附湯エキス顆粒 

桂枝人参湯 

桂枝茯苓丸料加よく苡仁 

桂枝加芍薬大黄湯 

サイコ 

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 

柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 

柴胡桂枝湯エキス細粒 

サムス 

サムスカ錠 

サムスカ顆粒 

ジエノ 

ジエノゲスト錠 

ディナゲスト錠 

（一般名：ジエノゲスト） 

ジェノトロピンゴークイック注 

ジユウ 

十全大補湯エキス顆粒 

十味敗毒湯エキス顆粒 

ジスロ 

ジスロマック錠 

ジスロマック SR 成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 

ジスロマック小児用細粒 

シヨウ 

小児用フルナーゼ点鼻液 

小児用ミケラン細粒 

小柴胡湯エキス細粒 

小青竜湯エキス顆粒 

小半夏加茯苓湯エキス細粒 

小柴胡湯加桔梗石膏 

消風散エキス顆粒 

イソコロナール R カプセル 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

ニトロール 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

ニトロールスプレー 

（一般名：硝酸イソソルビド） 

硝酸イソソルビドテープ 

ベリチーム配合顆粒 

（一般名：膵臓性消化酵素） 

ステリ 

ステリクロン B エタノール液 
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ステリクロン W 液 

ステリ・ネブ クロモリン吸入液 

ストロ 

ストロカイン錠 

ストロメクトール錠 

スピロ 

スピロノラクトン錠「日医工」 

アルダクトン A 細粒 

(一般名：スピロノラクトン) 

スピロピタン錠 

スピロペント錠 

セフア 

セファクロルカプセル 

セファクロル小児用細粒 

セファランチン錠 

セファランチン末 

セフジ 

セフジニル細粒 

セフジニルカプセル 

セフジトレンピボキシル錠 

ダイア 

ダイアート錠 

ダイアコート軟膏 

ダイアップ坐剤 

ダイアモックス錠 

タナト 

タナドーパ顆粒 

タナトリル錠 

デスモ 

デスモプレシン・スプレー 

デスモプレシン点鼻液協和 

トウキ 

当帰飲子 

当帰四逆加呉茱萸生姜湯 

エキス顆粒 

当帰芍薬散エキス顆粒 

当帰建中湯エキス顆粒 

当帰湯エキス顆粒 

ニコチ 

ニコチネル TTS 

ニコチン酸アミド散「ゾンネ」 

ニトロ 

ニトロール錠 

ニトロールスプレー 

ニトロダーム TTS 

ニトロペン舌下錠 

ミオコールスプレー 

（一般名：ニトログリセリン） 

ミリステープ 

（一般名：ニトログリセリン） 

ニユー 

ニューレプチル錠 

ニュープロパッチ 

ロサルタン K 錠「DSEP」 

（ニューロタンで検索可能） 

ネオー 

ネオーラルカプセル 

ネオーラル内用液 

ノボラ 

ノボラピッド注 

ノボラピッド注 30 ミックス 

ノボリ 

ノボリン 30Ｒ 

ノボリン R 注 

パルミ 

パルミコートタービュヘイラー 

パルミコート吸入液 

ハンゲ 

半夏瀉心湯エキス顆粒 

半夏厚朴湯エキス細粒 

半夏白朮天麻湯エキス顆粒 

ヒユー 

ヒューマトロープ注射用 

ヒューマリン R 注 

ヒューマログ注 

ヒューマログミックス 50 注 

フルコ 

ジフルカンドライシロップ 

（一般名：フルコナゾール） 

フルコート軟膏 

フルコナゾールカプセル「タカタ」 

フルメ 

フルメジン糖衣錠 

フルメトロン点眼液 

フルオロメトロン点眼液「わかもと」 

プレド 

プレドニゾロン散「タケダ」 

プレドニゾロン錠（旭化成） 

プレドニゾロン錠「NP」 

プレドニン錠 

プレドネマ注腸 

クロマイ P 軟膏 

（成分にプレドニゾロンを含む） 

プロク 

プロクトセディル軟膏 

プログラフカプセル、顆粒 

ノバミン錠 5mg 

（一般名：プロクロルペラジン） 

プロス 

プロスタール錠 

プロスタグランジン E2 錠「科研｣ 

プロスタンディン軟膏 

プロペ 

プロペシア錠 

プロペト 

ニューレプチル錠 

（一般名：プロペリシアジン） 

フロリ 

フロリードゲル経口用 

フロリネフ散 

ベスト 

ベストロン耳鼻科用 

ベストロン点眼用 

ペンタ 

メサラジン錠 

（ペンタサで検索可能） 

ペンタサ注腸 
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ペンタサ坐剤 

ペンタサ顆粒 

ソセゴン錠 25mg 

（一般名：ペンタゾシン） 

ホーリ 

ホーリット散 

ホーリン V 膣用錠 

マイス 

マイスタン錠 

マイスタン細粒 

ゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 

（マイスリーで検索可能） 

ミドリ 

ミドリン M 点眼液 

ミドリン P 点眼液 

メジコ 

メジコンシロップ 

メジコン錠 

メプチ 

メプチンエアー  

メプチンスイングヘラー 

メプチン吸入液 

メプチン錠  

メプチンドライシロップ 

モーラ 

モーラステープ、テープ L 

モーラスパップ、パップ XR 

ユベラ 

トコフェロールニコチン酸エステル 

カプセル 100mg「ﾄｰﾜ」 

（ユベラＮで検索可能） 

ユベラ錠  

ユベラ顆粒 

ユベラ軟膏 

リザベ 

リザベンカプセル 

リザベンドライシロップ 

リーバ 

リーバクト配合経口ゼリー 

リーバクト配合顆粒 

リボス 

リボスチン点眼液 

リボスチン点鼻液 

リンデ 

リンデロン-V 軟膏 

リンデロン-V クリーム 

リンデロン-V ローション 

リンデロン坐剤 

点眼・点鼻用リンデロン A 液 

眼・耳科用リンデロン A 軟膏 

デキサン VG 軟膏 

（リンデロンVGで検索可能） 

ベタメタゾン錠「サワイ」 

（リンデロンで検索可能） 

ベタメタゾン酸エステル Na・PF 

眼耳鼻科用液 

（リンデロン・リンベタで検索可能） 

ロイコ 

ロイコボリン錠 

ロイコン錠 

ロキソ 

ロキソニン錠 

ロキソプロフェン錠「EMEC」 

ロキソニンゲル 

ロキソニンパップ 

ロキソプロフェンテープ 

ロキソプロフェン Na テープ「科研」 

ロキソプロフェンナトリウムテープ

「タイホウ」 

＜注射オーダ＞ 
アルギ 

アルギメート点滴静注 

アルギ U 点滴静注 

アルプ 

アルプロスタジル 

アルファデクス注射用 

アルプロスタジル 

アルファデクス点滴静注用 

アルプロスタジル注 

エルネ 

エルネオパ NF1 号 

エルネオパ NF2 号 

エンサ 

商品名、一般名に 

｢塩酸｣のつく薬剤 

オオツ 

大塚塩カル注 

大塚蒸留水 

大塚食塩注 10％ 

大塚生食注 

大塚糖液 5％ 

大塚糖液 10％ 

大塚糖液 20％ 

大塚糖液 50％ 

オーツカ MV 注 

オプチ 

オプチレイ 320 

オプチレイ 320 シリンジ 

オプチレイ 350 

オプチレイ 350 シリンジ 

オペガ 

オペガードネオキット眼潅流液 

オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤 1% 

ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%

「コーワ」 

（オペガンハイで検索可能） 

オムニ 

オムニスキャンシリンジ 

オムニパーク 

カルボ 

カルボカイン注 

カルボプラチン点滴静注液 

（レジメンオーダーのみ） 

カンソ 

乾燥 BCG ワクチン 

乾燥 HB グロブリン-ニチヤク 

乾燥ガスえそ抗毒素「化血研」 
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乾燥ジフテリア抗毒素「化血研」 

乾燥まむしウマ抗毒素 

乾燥弱毒生水痘ワクチン 

乾燥弱毒生風しんワクチン「北研」

（高橋株） 

乾燥弱毒生麻しんワクチン 

乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチ

ン 

キシロ（リドカ） 

キシロカイン注 1％ 

キシロカイン静注 2％ 

キシロカイン E 注 

キシロカイン注ポリアンプ 

ケンケ 

献血ヴェノグロブリン-ＩＨ 

献血グロベニン-Ｉ 

献血ベニロン－Ｉ 

献血ノンスロン 1500 注射用 

コート 

コートロシン Z 筋注 

コートロシン注 

サンド 

サンドスタチン LAR 筋注用キット 

オクトレオチド酢酸塩皮下注 

「サンド」 

（サンドスタチンで検索可能） 

スイヨ 

水溶性ハイドロコートン注射液 

水溶性プレドニン 

ステラ 

ステラーラ皮下注シリンジ 

ステラーラ点滴静注 

ソルデ 

ソルデム 1 輸液 

ソルデム 3AG 輸液 

ソルデム 3A 輸液 

ソルデム 6 輸液 

チユウ 

商品名が注射用で始まるもの 

チンコ 

クアトロバック皮下注 

（一般名：沈降精製百日せき 

ジフテリア破傷風不活化ポリオ 

混合ワクチン） 

沈降破傷風トキソイド「キット」 

DT ビック 

（一般名：沈降ジフテリア 

破傷風混合トキソイド）ﾞ 

ニトロ 

ニトログリセリン点滴静注 

ニトログリセリン注シリンジ 

ニトロール注シリンジ 

ニトロール点滴静注バッグ 

ニトプロ持続静注液 

（一般名：ニトロプルシド） 

ノボラ 

ノボラピッド注 

ノボラピッド注 30 ミックス 

ハイカ 

ハイカムチン注射用 

（レジメンオーダーのみ） 

ハイカリック RF 輸液 

ハイカリック液-1 号 

ヒーロ 

ヒーロン 

ヒーロン V 

ヒユー 

ヒューマトロープ注射用 

ヒューマリン R 注 

ヒューマログ注 

ヒューマログミックス 50 注 

フアン 

ファンガード点滴用 

ファンギゾン注射用 

フイジ 

フィジオ 140 

フィジオ 70 

フィジオ 35 

フイフ 

タコシール組織接着用シート 

（一般名：ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第 XIII 因子） 

ベリプラスト P コンビセット 

（一般名：ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第 XIII 因子） 

ボルヒール組織接着用 

(一般名：ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第 XIII 因子) 

フィブロガミン P 

フィブリノゲン-HT 静注用「JB」 

フルオ 

フルオロウラシル注「トーワ」 

（レジメンオーダーのみ） 

フルオレサイト 

ヘパリ 

ヘパリンＮａロックシリンジ 

ヘパリン Na 注「モチダ」 

ヘパリンナトリウム注「味の素」 

ヘパリンカルシウム皮下注 

マーカ 

マーカイン注 

マーカイン注脊麻用等比重 

マーカイン注脊麻用高比重 

リユー 

リュープリン SR 注射用キット 

リュープリン注射用，注射用キット 

リュープリン PRO 注射用キット 

※上記内容は「薬剤部 INFORMATION」→「学内専用」→「各種一覧」にて掲載してお

ります。 
※後発医薬品の新規採用に伴い、先発医薬品と後発医薬品間もしくは後発医薬品間で

の名称類似薬が考えられます。併せてご注意いただくようお願い致します。 


