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日付 投薬 効能 状態 備考
’07．01．07 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 脇下痒み（+）

ネオマレルミン 抗ヒスタミン剤 《重大な副作用》；再生不良性貧血、血圧低下
ホマダモン 　　　　〃 　　　　　　　　　　　からのショック

’07．01．21 タベジール 抗ヒスタミン剤 ステロイドでも効果が無くなってきた アレルギー皮膚疾患薬
ペリアクチン 　　　　〃 全身痒撹（+++）、夜も寝られない 皮膚疾患の痒み用の薬

10.95㎏ ハタケシメジ 補助食品 食事管理をしていきたい→ アレルギー検査実施

’07．01．28 タベジール 抗ヒスタミン剤 痒みの頻度は同じ 《重大な副作用》；肝機能障害
ペリアクチン 　　　　〃 右大腿内側Ｈｏｔｓｐｏｔ 《重大な副作用》；重い血液障害、けいれん
ハタケシメジ 補助食品 z/dを食べて皮膚の色が良い

’07．02．02 プロラノン点眼 非ｽﾃﾛｲﾄ゙性抗炎症薬 アレルギー検査結果出る
（鶏肉・卵・コーン・小麦・七面鳥・ビール酵母
　綿・ｼ゙ｭーﾄ/麻・ヨモギ・オオバコ・あかざ・他）

’07．02．04 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 左脇炎症・痒み（+++） 《その他副作用》；アレルギー症状
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 左肘Ｈｏｔｓｐｏｔ、左脇あたり炎症 《その他副作用》；動悸、めまい、下痢

11.16㎏ 目ヤニ(+)だんだん減少 タベジール・ペリアクチン・ハタケシメジ無し

’07．02．11 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 皮膚状態悪し
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 寝ている事多し

11.24㎏ ベナ錠によるもの↑

’07．02．18 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 以前に比べて寝ていることは多く無い？
11.38㎏ ベナ錠 抗ヒスタミン剤（ｱﾚﾙｷ゙ をー押さえる）

’07．02．25 エースワーカー 心不全治療薬 上下服着用→その間掻かない
ペルサンチン 血栓抑制剤 《重大な副作用》；肝機能障害・血小板減少、

11.25㎏ ベナ錠 抗ヒスタミン剤 　　　　　　　　　　　消化管出血、下痢・嘔吐

’07．03．04 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 起きている間ずっと肢を擦り合わせる
11.30㎏ Ｔａｒｉｖｉｔ (100) ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤 被毛・皮膚ボロボロ　　　《副作用》；嘔吐、下痢、偽膜性大腸炎、腎不全、溶血性貧血

’07．03．11 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み変わらず、肢を擦り合わせる
Ｔａｒｉｖｉｔ (100) ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤 尾の先端角質化・黒く色素沈着

11.34㎏ →広がるならばカビの検査

07．03．18 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 傷の治り悪い。腰背部糸の様な Ｔａｒｉｖｉｔ (100)無し
11.45㎏ Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 フケ(+)

’07．04．01 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 変化無し、フケが油っぽい
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 背側湿疹、膿皮症様、痒覚（+)

11.15㎏ ノルバサンＳＰ 殺菌消毒剤

’07．04．08 Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 変化無し
11.15㎏ ベナ錠 抗ヒスタミン剤 プツプツ治まって来た

’07．04．15 サイトテック 消化性潰瘍薬 　　　　　　　　　　　　　　《副作用》；アレルギー症状、吐き気、下痢、肝腎機能悪化
バナミン 炎症緩和・鎮痛薬 　　　　　　　
Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質

11.25㎏ ベナ錠 抗ヒスタミン剤

’07．04．22 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 皮膚状態良好、赤み湿疹(-)
ノルバサンＳＰ 洗浄・殺菌消毒剤
塗り薬（オイラックス） 　

11.20㎏ Ｐ６８ フィラリア予防薬 ｍｆ(-)、BUN 10、GLU116、PCV36、TP７．０・・・体重に注意

’07．04．29 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 耳・皮膚だいぶ改善
エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 心疾患・血栓抑制剤 肛門嚢絞り

10.85㎏

’07．05．13 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み(+)、AP,Vig (+)
11.15㎏ Rv（継） Ｔ；39.6℃

’07．05．20 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み変わらず、お腹にポツポツ
11.10㎏ エリコリ点眼 抗菌性点眼薬 結膜炎(+)白～ｸﾘーﾑ色眼脂

’07．05．26 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 やっぱり痒み(+)
Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 腹部湿疹

11.10㎏ Immuloose 補助食品

’07．06．03 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 かなり痒み(+)・湿疹(+)
アデルミル 低刺激シャンプー 両耳脂膿性、左肥厚

11.05㎏ プレドミン 抗ヒスタミン外用薬

今まで食べた好物は、ほとんど
ダメ！《重大な副作用》；腎疾患、頻回の下痢、

出血性大腸炎、溶血性貧血、肝機能障害

飼い主の自発的防衛策（包帯替わ
り）

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
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日付 投薬 効能 状態 備考
’07．06．10 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 日によって痒みがちがう、すごく痒がる

日もあれば、そうでないときも

’07．06．17 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 一昨日からひどく痒がる
タベジール 抗ヒスタミン剤
Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 《重大な副作用》；消化管出血・穿孔、血栓症、
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 　　　　　　　　　　　心筋梗塞

11.25㎏ アルギントップ 補助食品

’07．06．20 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み変わらず、毛が増えた
タベジール 抗ヒスタミン剤
Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤
バナミン 炎症緩和・鎮痛薬
サイトテック 消化性潰瘍薬
エースワーカー 心不全治療薬

11.00㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤

’07．07．01 ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 痒み変わらず
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 耳は安定、状態上向き
タベジール 抗ヒスタミン剤

10.98㎏ Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤

’07．07．14

’07．07．22 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 変わり無し
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 皮膚再診
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤

11.26㎏ Immuloose 補助食品

’07．07．29 エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 血栓抑制剤
Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤
Ｐ６８ フィラリア予防薬

’07．08．05 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 ２～３日だいぶ痒がる
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 特に脇の下をきにしている
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 Vig・2p (+)、Diar・Vom(-)
タベジール 抗ヒスタミン剤

11.18㎏ ｷｬﾅｲﾝ－９ 生ワクチン Ｔ；39.3℃

’07．08．11 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 指間・腹部、悪くなって来た
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 背中、フケっぽい
ベナ錠 抗ヒスタミン剤

11.30㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤

’07．08．19 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 前回同様あまり良くない
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 下腹部の痒みが主、指間は改善
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤
エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 血栓抑制剤

11.40㎏ オーツクリーナ 耳洗浄液

’07．08．26 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 前回と変わらず
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 脇腹を掻く
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤

11.28㎏ ゼナキル(50) ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤 《副作用》；嘔吐、下痢

’07．09．02 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 変わらず
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 お腹の皮膚はきれいになった
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤 肛門嚢絞り
ゼナキル(50) ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤
Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤

11.26㎏ ペリアクチン 抗ヒスタミン剤

　コピー不手際に付き、判読不可

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
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日付 投薬 効能 状態 備考
’07．09．09 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 腹部痒み (+)、湿疹

ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 状態としては変化無し
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 左腹側擦過傷、膿皮症様湿疹
タベジール 抗ヒスタミン剤 ＊次回様子次第でPO変更します。

11.50㎏ ゼナキル(50) ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤

’07．09．16

’07．09．23 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 痒み変わらず
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 左耳を痒がる
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤 左耳肥厚、右耳膿性
エースワーカー 心不全治療薬

11.40㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤

’07．09．30 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 痒み変わらず
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 耳も調子良い
ベナ錠 抗ヒスタミン剤
タベジール 抗ヒスタミン剤

11.42㎏ Ｐ６８ フィラリア予防薬

’07．10．08 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 昨日カラーを外した際、シッポを
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 囓った
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 他の部分も変わらず痒がる

11.43㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤

’07．10．14 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 先週とほぼ変わらず
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 臀部周辺皮膚発赤
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 皮膚の色normal、腹部もハリが出て

11.50㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤 きた

’07．10．21 エースワーカー 心不全治療薬 皮膚調子悪くない
ペルサンチン 血栓抑制剤 Ｐ．Ｏ 心臓のみ

11.4８㎏ ２日ＳＰサボるとフケが出る

’07．10．28 ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 状態良し
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 皮膚きれい、痒み少ない？

11.50㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤

’07．11．04 Ｐ６８ フィラリア予防薬 痒み (+)、赤みは無い 前回ベナ錠をSIDで投与したところ３日前より
11.65㎏ 肛門嚢絞り 痒み↑↑。BIDが調子良い

’07．11．11 Ｐｒ （e.o.d） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤
ベナ錠 抗ヒスタミン剤

11.6㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤

’07．11．24 エースワーカー 心不全治療薬 かなり悪い、一日中掻来っぱなし
ペルサンチン 血栓抑制剤 後肢、擦ってしまう
ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 カラーも擦れてしまう
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 赤みあり

11.50㎏ タベジール 抗ヒスタミン剤

’07．12．02 ペリアクチン 抗ヒスタミン剤 良くない、保湿剤効果無し
ベナ錠 抗ヒスタミン剤 出血痂皮
タベジール 抗ヒスタミン剤 ↑*予備のステロイドを飲んでみる

11.30㎏ ベストロン耳鼻科用 抗菌点耳薬

’07．12．12 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 お腹周り掻きこわしてしまった。
サイトテック 消化性潰瘍薬 右前肢もだいぶ痒がる

11.00㎏ オトマックス 抗真菌外耳炎薬

’07．12．19 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 寝られるようになってきた
サイトテック 消化性潰瘍薬 痂皮が痒そうだが状態は良さそう
ノルバサンＳＰ 殺菌消毒剤

’07．12．25 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 わりと落ち着いている
サイトテック 消化性潰瘍薬
エースワーカー 心不全治療薬

11.05㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤

’08．01．06 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み(+)
サイトテック 消化性潰瘍薬 腕周囲に丘疹があり***掻き壊して 　←コピー不手際に付き、一部判読不可

10.80㎏ いる　　　　　　　　　　　　　肛門嚢絞り

　コピー不手際に付き、判読不可

　コピー不手際に付き、判読不可

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
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日付 投薬 効能 状態 備考
’08．01．13 ベナ錠 抗ヒスタミン剤 痒み(↑)

サイトテック 消化性潰瘍薬 皮膚の状態は先週と変化無し
10.75㎏

’08．01．20 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬変わらない ←《重大な副作用》；心筋抑制、重い血液障害
エースワーカー 心不全治療薬 痒み(+)、かく 　腎不全、心筋梗塞、食欲不振、腸閉塞、

10.82㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤 Ｔ；39.7℃ 　けいれん、眠気、肝障害、腹部膨満

’08．01．27 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬変わらない、　痒み(+)
10.80㎏ 内股に湿疹←ステロイド外用薬で対応

’08．02．03 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬寝ている事が多いが痒み減少した
10.80㎏ カラーを外しても気にしなかった

’08．02．09 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬変わらない、右前肢を頻繁に痒がる
10.80㎏ プレドミン 抗ヒスタミン外用薬 尿がやや薬のせいか臭う

’08．02．17 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬変わりなし、昨日の夜くしゃみ３～
Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 ４回　　　　　　　　　咳無し

10.58㎏ 陰茎脇膿皮

’08．02．24 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態良い
Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 脚を擦る
エースワーカー 心不全治療薬

10.54㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤

’08．03．01 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態変化無し
10.55㎏ Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質

’08．03．09 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態変化無し、痂皮(-)
10.55㎏ Ｃｅｐ（２５０） 抗菌抗生物質 時々パッド間を痒がっている

’08．03．15 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態変化無し
10.56㎏

’08．03．26 エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 血栓抑制剤

’08．04．04 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態変化無し
10.44㎏ 肛門嚢絞り

’08．04．19 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬皮膚状態安定 血液検査実施；フィラリア用確認
Ｐ６８ フィラリア予防薬 Ｂ．Ｔ PCV３９、TP８．０、WBC２１．７、RBC５．２６

10.40㎏ ｍｆ(-)

’08．04．25 エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 血栓抑制剤

’08．05．03 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬

’08．05．17 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬RV（継）
10.50㎏ AP,Vig (+)、Dior,Vom (-) Ｔ；39.5℃

’08．05．19 プレビコックス(75) 解熱鎮痛消炎剤 右前肢の親指が曲がっている 《副作用》；嘔吐、下痢、嗜眠
触ると痛がる。特記無し、　様子見

’08．05．26 エースワーカー 心不全治療薬 指の向き、元に戻った
ペルサンチン 血栓抑制剤
Ｐ６８ フィラリア予防薬

’08．06．02 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬痒み止め　ＰＯ
サンテマイシン 抗生剤の点眼薬 皮膚状態変わらず

目薬→以前貰った物、効果出て無い

’08．06．15 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬左眼結膜炎
リンデロン軟膏 副腎皮質ステロイド

10.30㎏ オーツクリーナ 耳洗浄液 肛門嚢絞り

’08．06．22 ベストロン耳鼻科用 抗菌点耳薬 目も皮膚もだいぶ落ち着いて
エースワーカー 心不全治療薬 きている

10.40㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤

’08．06．29 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態変わらず
10.42㎏ Ｐ６８ フィラリア予防薬 痒み止め　８日分ｍｆ

’08．07．12 トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬状態良さそう、毛が生えてきた
痒みはまだある

この頃から、通院のたびに“下痢”の
報告を受付の看護士にするも、カルテ
には一切記入されていない。

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
http://shonan.itigo.jp/



　　ロン動物クリニック_カルテ_５０７_抜粋                                                 注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
http://shonan.itigo.jp/

Page 5

日付 投薬 効能 状態 備考
’08．07．20 ａｐ（↓↓）、おやつは食べる 様子見

10.10㎏

’08．07．26 エースワーカー 心不全治療薬 食欲あいかわらず 聴診安定、心雑音（＋）
9.62㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤 魚類・果物・野菜食す。　痒み（±） 尾、胸の毛はえてきた。右目乾燥している。

’08．08．01 Ｐ６８ フィラリア予防薬 目やにを取る。目薬欲しい
生食(30)

’08．08．03 ＰＰ(30) 注入用ポンプ 脇をよく痒がる。赤い
バナミン 炎症緩和・鎮痛薬
サイトテック 消化性潰瘍薬

9.74㎏ トリプタノール(10) 抗うつ剤・摂食障害薬

’08．08．13 ＬＲ(30) 抗生物質（感染症薬）ａｐ（↓↓）、３日間何も食べない 《半日入院》　am11:30～（血管内点滴）
バイトリル ﾆｭーｷﾉﾛﾝ抗菌剤 Ｄｉａｒ（±）、水様の時と軟便と 血液検査実施；
ＡＢＰＣ ｱｶ゙ﾘｸｽ菌糸体製剤 痒み治まっている PCV３７、TP４．２、WBC９９．９、RBC４．５９

《説明》白血球Ｍａｘなるも炎症性蛋白が検出
　　せず、腫瘍・炎症などが原因では無い。

ｚ／ｄにおいかぐが食べない 　　原因は不明だが血球容積は標準故，特に
9.32㎏ 　　心配は要らない。

’08．08．14 ＬＲ(250) 抗生物質（感染症薬）来院したときより家に戻り足取り軽い《副作用》；下痢、まれに出血性大腸炎
水は飲むがfoodは食べず、チーズを食す

9.32㎏ Ｕ．Ｆ(+)

’08．08．17 ＬＲ(250) 抗生物質（感染症薬）Ａｐ(-)、Ｖｏｍ(+)、Ｄｉａｒ(+)、
デルクリア－ 抗下痢・食欲促進薬 ｚ／ｄ合わない？ 《副作用》；便秘

9.18㎏ ＢＭ 整腸剤

’08．08．20 ＬＲ(250) 抗生物質（感染症薬）Ｄｉａｒ(+)、Ｖｏｍ(-)、
サラゾピリン 潰瘍性大腸炎薬 ←《重大な副作用》；再生不良性貧血、腎・肝障害、けいれん、意識障害

昨日、大根の絞り汁・チーズなどを食FT)　・ウエルシュ　・桿菌(+)（長桿菌）
9.00㎏ POまるで効いていないよう 　　　・動き等　∧

’08．08．23 ＥＰＯ（１００ＩＵ） 造血促進剤 ←《重大な副作用》；心筋梗塞、肺梗塞　《その他副作用》；不整脈、白血球増多
メコバラミン Ｂ１２製剤 血液検査実施；

調子良い、やっと食べてくれる PCV２５、TP３．８、WBC９９．９、RBC３．５９
9.20㎏ ２日ほど便秘、夜中ゆるめの排便 　　網状赤血球(+)

’08．08．25 エースワーカー 心不全治療薬 少し食べるようになる クームス試験
9.75㎏ Ｐｒ （２０） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 Ｆ(+)、ｍｆ、心PO

’08．08．26 スラマ 潰瘍性大腸炎薬 水様便；やや形あり→下痢止薬欲しいクームス試験
脱水っぽい 　３７℃；陰性(-)、自然凝集(-)

9.76㎏ 　４℃；陰性(+)、自然凝集(-)

’08．08．30 スラマ 潰瘍性大腸炎薬 状態は３日前が一番悪かった ←《重大な副作用》；重い血液障害、腎・肝障害、
Ｌａｓｉｘ 利尿剤 Ap(+)、Diar(-) 　　　　　　　　　　　　消化器障害

10.64㎏ 腹水

’08．09．03 ガンマガード(25)x4 免疫グロブリン ガンマガード開始１０：５０～
　　〃　　　２本目１３：００～ 血液検査実施；血管内点滴前
　　〃　　　３本目１５：３０～ PCV３０、TP６．０、WBC９１．２、RBC３．５６

ＳＴＰ(注) ACE阻害・血圧降下剤　　〃　　　４本目１７：４０～ ←《副作用》；発疹、食欲不振
ヘパリン 血栓予防薬
ペルサンチン 血栓抑制剤 昨夜は良くなかった。
ルプラック 利尿・むくみ取り剤 夜中、３回便（ややゆるめ） ←《重大な副作用》；再生不良性貧血、血球減少
Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 Ap(-)、
ＬＲ(250) 抗血栓薬 帰りにPOも（お腹）
デルクリア－ 抗下痢・食欲促進薬 自己凝集(-)
スラマ 潰瘍性大腸炎薬 15:30；ドロドロの便、Diar＿

’08．09．05 ＬＲ(250) 抗血栓薬 昨日は調子良かったが、今日は水しか
口にしなく、動きもほとんど無い
ａｐ（＋）、便少し出たがゆるめ

8.84㎏ 可視粘膜蒼白

’08．09．06 エースワーカー 心不全治療薬 朝食べてくれた。ゆるめの便、水は
ペルサンチン 血栓抑制剤 飲む。 酸素テント設置
ルプラック むくみ取り剤 夜、鮭、大根の絞り汁を食べる 血液検査実施；輸血前
Ｄｅｘ(10)／点パ 鎮痛・鎮静剤 可視粘膜昨日よりも蒼白 PCV２０、WBC３９．９、RBC１．０６
ＳＴＰ(2) ACE阻害・血圧降下剤院内Ｄｉａｒ(++) １４：３０～輸血１２０cc

（次ページへ続く）ＡＢＰＣ（１） ｱｶ゙ﾘｸｽ菌糸体製剤 自己凝集（＋) ＬＲ（３）同時に流す

院長の説明

投薬他に３種あるが文字
判読出来ず

《副作用》；嘔吐、食欲不振

《入院輸血》

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
http://shonan.itigo.jp/
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日付 投薬 効能 状態 備考
Ｌａｓｉｘ 利尿剤

’08．09．06 ヘパリン 血栓予防薬
9.18㎏ Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤

’08．09．07 Ｐｒ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 朝、ドアを開けたらシッポを振って***酸素テント設置
ＡＢＰＣ（１） ｱｶ゙ﾘｸｽ菌糸体製剤 動きを見せた
ルプラック むくみ取り剤 9/7pm8:30～酸素テント脱
デルクリア－ 抗下痢・食欲促進薬
エースワーカー 心不全治療薬
ペルサンチン 血栓抑制剤
Ｌａｓｉｘ 強利尿剤 ←《副作用》；めまい、ふらつき
ヘパリン 血栓予防薬

’08．09．08 ＡＢＰＣ（１） ｱｶ゙ﾘｸｽ菌糸体製剤 血液検査実施；輸血後
ヘパリン 血栓予防薬 PCV３０、TP７．２、WBC８６．５、RBC３．５１
Ｌａｓｉｘ 強利尿剤 病院前５０ｍしっかり歩く
イムラン 免疫抑制・潰瘍性 排尿o.k. ←《副作用》；造血器・肝障害、食欲不振

8.62㎏ 　大腸炎薬

’08．09．10 Ｐｒ （２０） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 昨日、すごく体調良し、今日も良いが
デルクリア－ 抗下痢・食欲促進薬 呼吸昨日より荒い

9.02㎏ ペルサンチン 血栓抑制剤 AP,Vig (+)、Ｕ．Ｆ(+)、異常なほど食べる

’08．09．13 シクロスポリン 免疫抑制剤 木曜→良好
金曜→腹水貯留Ｄｉａｒ(+) 血液検査実施；

PCV２２、TP５．８、WBC９９．９、RBC２．３２

’08．09．15 シクロスポリン 免疫抑制剤 一進一退。貧血進んでいる ←《副作用》；造血器・腎・肝・膵臓障害、
Ｌａｓｉｘ 強利尿剤 Ｄｉａｒ(-)、やや柔らかい 　　　　　　　　ときに溶血性貧血
Ｐｒ （２０） 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 血液検査実施；

8.86㎏ イムラン 潰瘍性大腸炎薬 PCV２３、TP６．２、WBC９９．９、RBC２．５３

’08．09．16 ヴィンＦ　→　？ 　　　　　？ （夜中）調子悪い
ヘパリン 血栓予防薬 左後肢、力が入らない

’08．09．17 ヘパリン 血栓予防薬
8.64㎏ シクロスポリン 免疫抑制剤

’08．09．19
ｄｉｅ

注）表中、吹出しおよび赤文字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
http://shonan.itigo.jp/


