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大原薬品工業株式会社 

ファイザー株式会社 
謹啓 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
また平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 
 
さて、大原薬品工業株式会社のロイコン錠（一般名︓アデニン）とファイザー株式会社のロイコボ
リン錠（一般名︓ホリナートカルシウム）におきましては、処方オーダリングシステム使用時の薬剤名

検索において 3 文字入力（ロイコ
．．．

ン、ロイコ
．．．

ボリン）した場合に、相互に誤って選択してしまう事例
が報告されています。 
公益財団法人日本医療機能評価機構による収集事業においては、2020 年 7 月末時点でロイ
コンとロイコボリンの取り違えによる医療事故事例が 1例、また、ヒヤリ・ハット事例が 6例報告されて
おります。 
 
事例１ 
出典 1) 

メソトレキセートの副作用防止のためロイコボリン錠を処方したつもりで、オーダリングシステ
ムの処方画面に「ロイコ」と入力し、誤ってロイコン錠を処方し、１回内服させた。 

事例２ 
出典 2) 

ロイコン錠を処方目的としていたが、処方入力ミスによりロイコボリン錠で入力してしまった。
薬局側では、患者より薬を変更すると聞いておりメソトレキセートも服用中で添付文書上
問題なかったのでロイコボリン錠を調剤・投薬した。 

出典 1)︓日本医療機能評価機構（医療事故情報収集等事業）医療事故情報事例 ID:A448E89A18B457FBB より改変 

出典 2)︓日本医療機能評価機構（薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業）薬局ヒヤリ・ハット事例 ID:000000275008 より改変 

 
つきましては、大原薬品工業株式会社及びファイザー株式会社では、ロイコンとロイコボリンは適応
症が異なる薬剤であることをご周知いただくと共に、これら薬剤を処方する際には、処方誤りを
防ぐために販売名、薬効、用法・用量等をご確認、及び処方時に薬剤オーダリングシス
テム等をご使用の場合は先頭 4 文字入力による検索を行っていただきますようお願い申
し上げます。 
また、処方時だけでなく、調剤・監査・交付時等においても、患者様の病状や処方内容
に関する聞き取りを適切に行う、処方内容に疑問点がある時は確認するなどの予防策の
実施について、ご検討いただくようお願い申し上げます。 
 

謹白 

「ロイコン」と「ロイコボリン」 
販売名類似による取り違え注意のお願い 



錠剤 
販売名 

（一般名） 
ロイコン錠 10mg 
（アデニン） 

ロイコボリン錠 5 mg 
（ホリナートカルシウム） 

ロイコボリン錠 25mg 
（ホリナートカルシウム） 

薬効分類名 白血球減少症治療剤 抗葉酸代謝拮抗剤 還元型葉酸製剤 

効能・効果 

放射線曝射ないし薬物による
白血球減少症 

葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 ホリナート・テガフール・ウラシル
療法︓ 
結腸・直腸癌に対するテガ
フール・ウラシルの抗腫瘍効果
の増強 

剤型写真 

  

 

 

 
注射剤 

販売名 
（一般名） 

ロイコン注射液 20mg 
（アデニン） 

ロイコボリン注 3mg 
（ホリナートカルシウム） 

薬効分類 白血球減少症治療剤 抗葉酸代謝拮抗剤 
効能・効果 放射線曝射ないし薬物による白血球減少症 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 

剤型写真 

 

 

製造販売元 
大原薬品工業株式会社 
滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野 121-15 

ファイザー株式会社 
東京都渋谷区代々木 3-22-7 

   

お問合せ先 

大原薬品工業株式会社 
・ お客様相談室 

TEL︓0120-419-363（フリーダイヤル） 
受付時間︓9:00～18:00 月～金曜日 
（祝祭日を除く） 

・ 販売情報提供活動に関するご意見 
https://www.ohara-ch.co.jp/ 
contact/opinion/ 

 弊社ホームページ「ご意見フォーム」よりお寄せ
ください。 

ファイザー株式会社 
・ 製品情報センター 

TEL︓0120-664-467（フリーダイヤル） 
受付時間︓9:00～17:30 月～金曜日 
（土日祝祭日および弊社休業日を除く） 

・ 販売情報提供活動に関するご意見 
TEL:0120-407-947（フリーダイヤル） 
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/ 
contact/index.html 
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