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〔Ⅰ〕目 的 

 

本マニュアルは、院外処方移行患者さまが従前の外来調剤との相違による丌安・丌信を

除くための調剤全般の確認事項としています。 

 

 

〔Ⅱ〕調剤全般 

 

１．処方箋監査 

          処方箋を受け付けたら、下記の項目を確認する。 

    １）処方日、保険証情報（負担割合・変更等） 

２）患者名、年齢、性別、処方医、診療科名 

３）薬品名 

４）用法・用量 

５）日数（保険適用の可否） 

６）剤型指示・調剤方法指示（錠剤の粉砕・一包化等） 

７）配合変化 

８）薬物相互作用 

９）重複投不 

10）休薬期間 

11）小児科の患者の場合、体重、賦形の可否 

12）抗がん剤初回投不の場合、投不量、投不スケジュール 

13）麻薬処方箋の記載事項（施用者番号、患者住所） 

14）前回処方との変更点（薬の中止や追加、用法･用量の変更など） 

 

２．疑義照会 

【疑義照会】 

処方内容に丌備な点や疑問点があれば、処方医にその内容を照会しなければならな

い。照会窓口は薬剤科とします。 

 

 

３．薬袋の作成（原則） 

１）原則として、用法・用量が同じものは一つの薬袋にまとめています。 

２）・小児科の散剤については、原則として一処方一薬袋としています。 

・糖尿病薬、ワルファリンカリウム製剤は別薬袋としています。 

・外用薬・屯服薬はそれぞれ別の薬袋としています。 

・ＳＰトローチは内用薬袋としています。 

・１回の服用量が違うものは別薬袋としています。 

    ３）医師のコメントのうち、服用日、患者への指示等の必要事項のついては薬袋に 

      記載しています。 
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４．調剤にあたっての留意事項 

１） 薬剤の剤型・色・包装等に変更があった場合は、３ヶ月間変更の説明文書を添

付しています 

 

２） 服用上の注意文書があれば添付しています。 

 

≪説明書等の添付を必要とする薬剤≫ 

【内用薬】 

アクトス アマリール アリセプトD イトリゾール 

イミグラン イレッサ ウブレチド オイグルコン 

キネダック グリミクロン グルファスト ジスロマック 

ジスロマックSR スターシス セイブル ゼフィックス 

ゾーミックRM ダイドロネル タミフル チガソン 

チャンピックス ドラール トリキュラ28 ナゼアOD 

ニトロペン ニトロペン ネオーラル パナルジン 

ハルナールD フォサマック プラビックス フロリードゲル 

ベイスンOD ベネット ヘプセラ ホスレノール 

ボノテオ メトグルコ メバロチン メルカゾール 

ユリノーム ラキソベロン リバロ リピトール 

リポバス リリカ ワーファリン  

プラザキサ ブイフェンド バラクルード  

 

 

【【初回時主治医に確認後つけるもの】  

アリミデックス アロマシン ゼローダ ティーエスワン 

ノルバデックス フェアストン フェマーラ ＵＦＴ 

ＵＦＴ/ユーゼル    

 

 

【小児科用剤】   

オラペネム クラリシッド ジスロマック シングレア細粒 

セフゾン ソリタT顆粒2号 タミフル テオドール 

ファロム メイアクト   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

〔Ⅲ〕錠 剤（カプセル剤）  

 

１．分割処方、バラ錠の取り扱いについて 

１）１回の服用量に半錠又は半錠以外の分割処方が含まれる場合、分割可能なも

のは分割しています。その他のものは粉砕(末)化しています。 

 ただし、分割に該当する規格単位の収載品目がある場合は、原則疑義紹介とし

ます。 

２）１回量が1.5錠である場合には、１錠はPTPを、0.5錠は分割、分包し調剤し

ています。 

・原則として割線のある錠剤は、割線のある最小単位まで分割して調剤していま

す。 

・吸湿性のあるもの(カバサール他)・眼刺激性及び吸入毒性の危険性があるもの

（ペルマックス等）は、患者が服用時半錠にできるよう指導しています。 

 

２．粉砕・粉末化 

  １）医師の粉砕指示のある薬品は可能な限り、簡易懸濁法による服薬としています。 

（内服薬・経管投不ハンドブック「じほう」等参照） 

２）簡易懸濁丌可の場合、同一成分の他剤形へ変更可能であれば、原則として変更

するように医師に照会しています。 

    (例外：ファモチジンＤ10mg･20mg錠はそのまま、アプレース錠は粉砕) 

３）簡易懸濁法可の薬剤はヒート包装のまま調剤しています。破砕後簡易懸濁法可

の薬剤は破砕しやすいよう一包化して調剤しています。 

 

３．錠剤一包化の基準 

【一包化しない薬剤】 

    通常、麻薬、覚醒剤原料、抗悪性腫瘍剤、長期間使用しない薬剤（抗生物質な

ど）、自己調節薬剤（睡眠導入剤、下剤など）、吸湿しやすい薬剤、変色しや

すい薬剤、その他必要と思われる薬剤は、原則として一包化しない。 

ただし、糖尿病用剤・ワーファリン・睡眠導入剤・下剤・吸湿しやすい薬剤も、

医師或いは患者の希望により一包化する事もあります。 

     

  ≪一包化しないで投薬する薬剤≫   

ＥＰＬ イミグラン イムラン エストラサイト 

エフピーＯＤ カバサール クリアミンＡ クレメジン 

コルヒチン コンサータ ソセゴン ゾーミッグＲＭ 

ダイドロネル ナゼアＯＤ ニトロペン ビ・シフロール 

フォサマック プラザキサ ベネット ヘモリンガル舌下錠 

ペルマックス ホスレノール ボノテオ ラジレス 

レミッチ    
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〔Ⅳ〕散 剤 

 

１．処方内容の確認 

   ・配合丌適、配合注意 

配合により湿潤、着色又は力価・効力減尐などの可能性がある場合は、組み合わ

せ散剤としています。 

 

２．秤量・分包 

   

１) 一処方中に処方された薬剤は、原則として混合しています。 

ただし以下のものは単独で分包しています。  

 ・抗生物質(他剤との混合データがない) 

 ・混合の可否が確認できないもの 

 ・オノンドライシロップ     ・コンバントリンドライシロップ 

 ・セレニカＲ          ・タミフルドライシロップ 

 ・テオドールドライシロップ   ・バルトレックス顆粒 

 ・バクトラミン顆粒 

 ・オキノーム散         

     ・市販分包品のみ採用のもの（錠剤同様の扱い）  

         

アデホスコーワ顆粒 アローゼン インタール内服用 

エパデールＳ ガストローム顆粒 カリメート 

漢方薬 クレメジン細粒 クレスチン 

コレバインミニ コンバントリン ジスロマックＳＲ成人用 

シングレア細粒 ソリタ―Ｔ顆粒２号 タウリン散 

タナドーパ顆粒 ＴＳ－1配合顆粒Ｔ20 ＴＳ－1配合顆粒Ｔ25 

経口用トロンビン細粒 ハイシー顆粒  

ＰＬ顆粒 プレタール散 ポルトラック 

マーロックス懸濁内服用 ミルラクト細粒 リーバクト顆粒 

ベラゾリン細粒 ＵＦＴ－Ｅ顆粒0.75ｇ包  

 

 

２）経口・経腸栄養剤は保管・管理上の観点から分割分包していません。  

   ・アミノレバンＥＮ      ・エレンタール 

   ・ヘパンＥＤ 

３） 一処方中、市販分包品一剤の場合、或いは市販分包品のみ採用の薬剤との組み

合わせの場合は市販分包品を使用しています。 

≪採用市販分包品≫（バラ包装も採用あり）  

 

アルサルミン細粒1ｇ包 Ｓ・Ｍ散1.3ｇ包 カロナール細粒0.6ｇ包 

カマグ0.5ｇ包 カマグ0.67ｇ包 カマグ1ｇ包 
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パントシン散0.5ｇ包 パントシン散1ｇ包 ビオフェルミン1ｇ包 

ビオフェルミンＲ1ｇ包 フェロミア顆粒1.2ｇ包 ベリチーム顆粒0.5ｇ包 

ベリチーム顆粒1ｇ包 マーズレンＳ0.5ｇ包 マーズレンＳ0.67ｇ包 

マーズレンＳ1ｇ包 ラックビー微粒Ｎ1ｇ包  

   

       ・ 

 

３．賦形剤 

       散剤の分割を正確にし、服用しやすくするために賦形剤を加えています。 

１) 賦形剤の量 

１回服用量が0.2ｇ未満の場合、賦形剤を加えて0.2ｇになるよう調製しています。 

     錠剤を粉砕した場合も同様に１回服用量0.2ｇになるように調整しています。 

２) 賦形剤は、通常は乳糖を用いる。 

ただし乳糖によるアレルギーが考えられる患者或いは配合変化を起こす薬剤には

バレイシショデンプン等を用いています。 

３) 次の薬品は、賦形剤を加えていません。 

    

顆粒剤 漢方薬 ドライシロップ 

抗生物質   

塩化カリウム 塩化ナトリウム アローゼン 

カロナール細粒 カマグ  

   

 

 

４．散剤の識別方法 

 同色散剤で、薬包紙印字でも識別が困難な場合には、薬包紙に識別用の線を引き、

患者の飲み間違いがないよう工夫をしています。 

  ・服用量が服用時間毎に異なる場合 

 

  

 

〔Ⅴ〕内 用 液 剤 

 

１．内用液剤を調剤する際の留意事項  

１） 配合丌適、あるいは難溶性の薬剤が配合されている場合は、組み合わせ液剤とし

ています。 

   

２）下記の薬品は、原則として原液のまま投薬しています。 

 

アセチルシステイン内用液 アルサルミン内用液 アルファロール内用液 

アルロイドＧ イソバイド イトリゾール内用液 

インクレミンシロップ エンシュアリキッド オプソ内用液 
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ケイツーシロップ D－ソルビトール液 デパケンシロップ 

トリクロリールシロップ ネオーラル内用液 バリトゲン消泡液 

モニラックシロップ ラキソベロン液 ラコール 

リスパダール内用液   

   

 

３）モニラックシロップについては、１回服用量が10ml、20ml、30mlの場合は、

10ml入り包装で出す。30mlより多い場合及び端数量の場合は、瓶入り(600ml)

を計量しています。 

  イソバイドは１回服用量が10ml単位の場合、リスパダール内用液は１回服用量

が1ml単位の場合は、市販分包品を調剤しています。  

 

    ≪市販分包品のある薬剤≫ 

アセチルシステイン内用液

２０ml 

アルサルミン内用液

10ml 

イソバイド10ml 

エンシュアリキッド

250ml 

オプソ内用液 ケイツーシロップ1ml 

モニラックシロップ10ml ラキソベロン液10ml  

ラコール200ml ラコール400ml リスパダール内用液1ml 

   

 

４）２）の薬品以外の液剤は、精製水を加えて１回服用量を下記のとおりとしていま

す。 

           ・５ml未満・・・・ ５ml   ・１０ml未満・・・・１０ml 

           ・１５ml未満・・・１５ml     ・２０ml未満・・・・２０ml（メスアップ） 

     【例外】ファンギゾンシロップはファンギゾンうがい以外の場合は１回服用量 

１０mlとなるよう精製水で希釈し、遮光瓶に入れて投薬しています。 

 

５）希釈する場合は１４日分までの投薬とし、１５日以上のものは、原液で調剤して

います。 

 

６）アヘンチンキの計量は注射シリンジを使用し、調剤者とは別の薬剤師が採取量の

確認を行なっています。 

 

    

  

２．容器・キャップ 

 １）種類 

透明容器；30ml，60ml，100ml，200ml，300ml，500ml 

褐色容器；100ml，500ml 

キャップ；白色（内服薬) 

赤色（外用薬） 
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２）薬品名の記載 

  容器の横に薬品名をマジックで記入しています。 

    

３）計量容器として、薬杯あるいはスポイドを添付し、１回服用量の目盛りに印を付

けています。 

 

４）容器代をいただいています。（大小問わず一律、１個５０円です） 

 

 

〔Ⅵ〕外 用 剤 

 

１． 軟膏剤 

 

１）容器の種類 

          ５g、１０g、２０g、３０g、５０g､ １２５ｇ 

 

２）薬品名の記載 

     容器の蓋に薬品名をマジックで記入しています。 

 

３）医師の指示記載 

          処方箋で適用部位・回数等の指示がある場合、その指示を薬袋に表記しています。 

 

   ４）混合指示 

一処方内に２種類以上の軟膏が処方されており、医師の指示がある場合は、配合

変化を確認後、混合を行なっています。 

 

２．点眼・点鼻・点耳液 

１）予製の点眼・点耳液のキャップの色 

       トラマゾリン点鼻液・・・赤色 

 

２）穴の開いていない薬剤の交付方法 

       原則として点眼・点耳液は、穴を開けないで投薬しています。 

 

３）溶解液付き点眼・点耳液 

溶解方法の説明書を添付し、溶解しないで投薬しています。患者には、溶解

方法等を出来るだけ詳しく説明しています。但し、医師の指示や患者の要望、

操作が困難と思われる場合は、その限りではありません。 

 ・エコリシン点眼液      ・ベストロン点眼液 

・ホスミシンS耳科用 

 

４）遮光が必要な薬剤には、遮光用携帯袋を添付しています。 
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３．坐 剤 

１回量が １／２個、２／３個などの分割の指示のある場合は、その回数分の個数を交

付しています。 

           例）１回１／２個 ３回分・・・・３個 

 

４．含嗽剤 

使用方法について、患者に出来るだけ詳しく説明しています。 

  

５．消毒薬 

１）容器・キャップの種類 

透明容器；30ml，60ml，100ml，200ml，300ml，500ml 

褐色容器；100ml，500ml 

キャップ；赤色、 

 

２）薬品名の記載 

     容器に薬品名をマジックで記入しています。 

 

６．外用薬の用法･用量 

医師の指示がない場合は、下記のとおりとしています。（添付文書参照） 

     

       

吸

入

薬 

アズマネックスツイストヘラー １回１吸入 １日２回 

アドエアディスカス １回１吸入 １日２回 

アドエアエアゾール １回１吸入 １日２回 

イナビル吸入粉末剤 １回２吸入、１日１回 １日のみ 

オルベスコインヘラー １回１吸入、１日１回 

シムビコートタービュヘイラー １回１吸入 １日２回 

スピリーバ吸入用 １回１吸入、１日１回 

スピリーバレスピマット １回２吸入 １日１回 

セレベントディスカス １回１吸入、１日２回 

パルミコートタービュヘイラー １回１吸入、１日２回 

フルタイドエアゾール １回１吸入、１日２回 

フルタイドディスカス １回１吸入、１日２回 

メプチンエア １回２吸入  

リレンザ １回２吸入、１日２回、５日間 

インタール吸入液 １回20mg、1日3～4回 

パルミコート吸入液 ６か月以上５歳未満の乳幼児： 

0.25mgを1日2回または0.5mgを1日

1回 

メプチン吸入ユニット １回30～50μg  
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口

腔

用 

イソジンガーグル １日数回 

サリベート １回１～２秒間、１日４～５回 

アズノール・キシロカイン含嗽液 疼痛時適宜（口内に含まれる程度の量で） 

点

眼

薬 

エイゾプト点眼液 １回１滴、１日２回 

キサラタン点眼液 １回１滴、１日１回 

コソプト点眼液 １回１滴、１日２回 

ジクアス点眼液 １回１滴、１日６回 

タプロス点眼液 １回１滴、１日１回 

チモプトール点眼液 １回１滴、１日２回 

チモプトールＸＥ １回１滴、１日１回 

デュオトラバ点眼液 １回１滴、１日１回 

トラバタンズ点眼液 １回１滴、１日１回 

ハイパジール点眼液 １回１滴、１日２回 

ピマリシン点眼液 １回１～２滴、１日６～８回 

ミケランＬＡ点眼液 １回１滴、１日１回 

リンデロンＡ液 １回1～2滴 １日1～数回 

耳

鼻

科

用 

アラミスト点鼻液 １回各鼻腔に２噴霧、１日１回 

トラマゾリン点鼻液 １回２～３滴、１日数回、点鼻又は噴霧 

ナゾネックス点鼻液 １回各鼻腔に２噴霧、１日１回 

フルナーゼ点鼻液 １回１噴霧、１日２回 

リボスチン点鼻液 左右１回2噴霧ずつ計4回、１日４回 

  

耳垢水 成人：来院２日前の夜より１回ずつ、 

１０滴点耳 

小児：来院２日前の夜より１回ずつ、 

２､３滴点耳 

タリビット耳科用液 成人：１回６～１０滴、１日２回点耳   

点耳後は、１０分間の耳浴を行う 

小児：１回２､３滴、１日２回点耳                   

点耳後は、１０分間の耳浴を行う 

耳科用ホスミシンＳ １回１０滴、１日２回 

リンデロン液（耳科） １回２～３滴、１日1～数回点耳 

ベストロン耳科用 １回6～１０滴、 １０分間の耳浴 

１日２回 

  

そ

の

他 

デスモプレシンスプレー2.5 （尿崩症）１日１～２回 

デスモプレシンスプレー10 （夜尿症）１日１回 寝る前 

デスモプレシン点鼻液 （尿崩症）１日１～２回 

フィブラストスプレー １日１回潰瘍面から約５ｃｍ離して５噴

霧 

ベセルナ 1日１回、週３回、就寝前 
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   ≪小児科の場合≫   

１） 解熱・鎮痛剤の内服・坐剤・・・３８．５度以上の時、５時間以上あけて使用 

２） ダイアップ坐剤・・・３７．５度以上の時１個使用する。８時間後に解熱して

いない場合は追加で１個使用する。以降は使用しない。 

解熱・鎮痛剤（アツピニー等）を併用する場合、ダイアップを先に挿入し、１時

間あけて解熱・鎮痛剤を使用する。 

３） ナウゼリン坐剤・・・嘔気時に、８時間以上あけて使用する。 

４） 坐剤の使用方法・・・1/2個、2/3個使用する場合、残りは廃棄する。 

 挿入後、便とともに排出した場合、およそ１０分以内であれば半分量を追加し

て使用する。 

 

   ≪点眼薬について≫ 

２種類以上の点眼薬が処方された場合、 

  ５分以上あけて点眼し、点眼後しばらく目を閉じておく。 

  時間の間隔をあければ、原則としてどちらからでもよい 

  ただしゲル化剤は最後に点眼する 

。 

≪吸入薬について≫ 

     吸入補助器具が必要な場合、添付する。 

 

 

〔Ⅶ〕麻 薬 

 

１．内用薬と外用薬の種類 

①内服薬 

リン酸コデイン  リン酸コデイン錠 20mg 

アヘン      アヘンチンキ 

塩酸モルヒネ   塩酸モルヒネ錠 10mg 

         オプソ内服液 5mg、10mg 

         パシーフカプセル 30mg 

 

オキシコドン   オキシコンチン錠 5mg、10mg、20mg、40mg 

         オキノーム散 2.5mg、5mg、10mg 

②外用薬 

塩酸モルヒネ   アンペック坐薬 10mg、20mg 

フェンタニル   デュロテップMTパッチ 2.1mg、4.2mg、8.4mg、

12.6mg、16.8mg  

      フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ 1mg., 2mg 
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〔Ⅷ〕調剤過誤の防止 

 

１．調剤過誤は、直接人命の危険につながるので絶対にあってはならない。 

調剤は、慎重に行うべきであり、その原因となるような要因は排除すべきである。 

２．使用医薬品は、適正な保存条件で保管する。 

３．調剤室内の薬品の容器のラベルには、薬品名・常用量等を明確にしておく。 

４．調剤及び監査に使用する天秤は、始業時にその機能を検査し確認する。 

    （ゼロ点を合わせる） 

５．患者の待ち時間に気を取られ、注意を怠ることのないように気をつける。 

６．調剤室内の雑音を尐なくし、私語は慎む。 

７．薬を取り揃えたらもう一度確認する。（自己監査の徹底） 

 

 


