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 ネタをご存じの方も多いかもしれませんが…、ＤＨＭＯの話について、ご紹介しておきます。 

 DHMOとはDihydrogen Monoxide（ジハイドロジェン・モノオキサイド）、日本語に置き換えると、ジ（２つの）ハイ
ドロジェン（水素）モノ（１つの）オキサイド（酸化物）。化学式で書くと H2Oになります。つまり「水」。 
 上の記載内容は、「水」について、何も嘘を言ってません。熱湯でやけどするし、錆びるし。 
 外国の子供が考えたジョークらしいですが、米国の中学生の「人間はいかに騙されやすいか」という調査で
全世界に拡散、米国議会で「ＤＨＭO使用規制」の決議前まで行くなど、各方面で影響を及ぼしたようです。 
 
 こういうジョークを知っていると、例えば、何かの反対運動でのスローガン、あるいは健康食品の宣伝、もっと
言えば、薬品メーカーの「新薬の宣伝」やら「エビデンスの伝え方」は、こういうものだと思いませんか。 
 人間は、どういうわけか、本質より雰囲気で、間違った方へ行っちゃいますね。そうならないように。 

この世には「ＤＨＭＯ」という危険物質があります。使用制限に署名を！ 

さて、ネタばらしです。 

【ＤＨＭＯ（ジハイドロジェン・モノオキサイド）の危険性】 
    水酸と呼ばれ、酸性雨の主成分である。 
    温室効果を引き起こす。 
    重篤なやけどの原因となりうる。 
    地形の侵食を引き起こす。 
    多くの材料の腐食を進行させ、さび付かせる。 
    電気事故の原因となり、自動車のブレーキの効果を低下させる。 
    末期がん患者の悪性腫瘍から検出される。 
 
【その危険性に反して、DHMOは頻繁に用いられている！】 
    工業用の溶媒、冷却材として用いられる。 
    原子力発電所で用いられる。 
    発泡スチロールの製造に用いられる。 
    防火剤として用いられる。 
    各種の残酷な動物実験に用いられる。 
    防虫剤の散布に用いられる。洗浄した後も産物はDHMOによる汚染状
態のままである。 
    各種のジャンクフードや、その他の食品に添加されている。 
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当院使用品のみ抜粋 

セレコックス錠 

セレコキシブ  

１１４ 解熱鎮痛消炎剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 
 
 
 
一部改訂 

「間質性肺炎： 

間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の
異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT、血
清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投
与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。」 

「中毒性表皮壊死融解症（ToxicEpidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼 

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、 

剥脱性皮膚炎： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹
性膿疱症、剥脱性皮膚炎等の重篤で場合によっては致命的な皮膚症状の
発現が報告されているので、観察を十分に行い、発疹、粘膜障害もしくは
他の過敏症に関連する徴候が認められた場合は直ちに投与を中止し、適
切な処置を行うこと。」 

ジェイゾロフト錠 

塩酸セルトラリン  

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［慎重投与］追記 
 
「副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「QT延長又はその既往歴のある患者、QT延長を起こすことが知られてい
る薬 

「QT延長、心室頻拍（torsades de pointesを含む）：QT延長、心室頻拍
（torsades de pointesを含む）があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

プロパジール錠  

プロピルチオウラシル 

２４３ 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「薬剤性過敏症症候群： 

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白
血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏
症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状が
あらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘル
ペスウイルス６（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与
中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化するこ
とがあるので注意すること。」 

〈参〉厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル薬剤性過敏症症候群 
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当院使用品のみ抜粋 

ヘスパンダー輸液 

ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙデンプン他  

３３１ 血液代用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［効能・効果に関連する使用
上の注意］新設 
［副作用］の「重大な副作用
（類薬）」新設 
 
 
 
その他の注意］ 追記 

「重症敗血症等の重症患者管理における相対的な循環血液量低下には使
用しないこと。」 

「腎機能障害： 

類薬（分子量及び置換度等の異なるHES製剤）において、急性腎不全等の
腎機能障害があらわれるとの報告があるので、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には適切な処置を行うこと。」 

海外臨床試験において、重症敗血症患者にHES製剤注）を使用した場合、
酢酸リンゲル液を使用した場合と比較して投与後90日時点での死亡のリス
クが増加し腎代替療法を要した患者の割合が高かったとの報告がある。ま
た、敗血症患者を含むICUの入院患者にHES製剤を使用した場合、生理食
塩液を使用した場合と比較して投与後90日までの死亡のリスクは増加しな
かったが、腎代替療法を要した患者の割合が高かったとの報告がある。」
「海外臨床試験において、成人の人工心肺を使用した心臓手術時の輸液管
理にHES製剤注）を使用した場合、アルブミンを使用した場合と比較して輸
血が必要となる術後出血及び出血による再手術のリスクが高かったとの報
告がある。」「注）本剤とは分子量及び置換度等の異なるもの。」 

アリクストラ皮下 

フォンダパリヌクス  

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意］ 追記 
 
 
 
「副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「本剤の注射針カバーは天然ゴムラテックスを含み、アレルギー反応を起こ 

すことがあるので、投与に際し、問診を行うこと。また、観察を十分に行い、 

異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「低カルシウム血症： 

QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等を伴う低カルシウム血症が 

あらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は、カルシウム剤の点滴投与等の適切な処置を行うこと。」 

ゾメタ点滴静注  

ゾレドロン酸水和物 

２１４ 血圧降下剤 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意］ 追記 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

臨床症状（QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等）を伴う低カルシ 

ウム血症があらわれた場合にはカルシウム剤の点滴投与が有効である。」 

ニューロタン錠  

ロサルタンカリウム 

２１４ 血圧降下剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「低ナトリウム血症： 

倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血
症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場
合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。」 
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当院使用品のみ抜粋 

ベルケイド注射用 

ボルテゾミブ  

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意］ 追記 
 
 
 
 
 
 
 
［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

「Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの患者又はHBs抗原陰性でHBc抗体陽性ないし 

HBs抗体陽性の患者において、本剤の投与によりＢ型肝炎ウイルスの再活 

性化による肝炎があらわれることがあるので、本剤投与に先立って肝炎ウ
イルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。本剤の
投与開始後は継続して肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーのモニタリング
を行うなど、Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意する
こと。」 

「肝機能障害： 

AST（GOT）の増加、ALT（GPT）の増加、γ -GTPの増加、Al-Pの増加及び 

血中ビリルビンの増加等を伴う肝機能障害（Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化
によるものを含む）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常
が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

ミノペン（注・内服） 

ミノサイクリン  

６１５ 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用
するもの 

改訂箇所 改訂内容 

「副作用］の「重大な副作用」 
追記 
 
 
 
 
 
 
 
一部改訂 

「結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎： 

結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎があらわれることがあるので、観
察を十分に行い、発熱、倦怠感、体重減少、関節痛、網状皮斑、しびれ等の
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「自己免疫性肝炎： 

長期投与例で、抗核抗体が陽性となる自己免疫性肝炎があらわれることが
あるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた
場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。」 

「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼 

症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑、剥脱性皮膚炎： 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、剥脱性皮膚炎が
あらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、紅斑、そう痒感、眼
充血、口内炎等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を
行うこと。」 

タルセバ錠  

エルロチニブ塩酸塩 

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「重度の皮膚障害： 

重度の皮膚障害（ざ瘡様皮疹等の発疹、爪囲炎等の爪の障害、皮膚乾
燥･皮膚亀裂、皮膚潰瘍、瘙痒症等）があらわれることがあるので、本剤を
減量、休薬するなど、適切な処置を行うこと。また、重度の皮膚障害発現
後に、蜂巣炎、敗血症等の感染症を合併した症例も報告されているので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。な
お、必要に応じて皮膚科を受診するよう患者に指導すること。」 
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ヒドロキシエチルデンプン含有製剤（ヘスパンダー）による腎機能障害等について 

１．はじめに 
ヒドロキシエチルデンプン含有製剤（以下「HES製剤」という。）は，膠質浸透圧作用に基づく 
血漿増量作用をもつ血液代用剤です。本邦においてはヒドロキシエチルデンプン70000（平均分
子量70000Da，以下「HES 70/0.5」という。）が昭和49年（1974年）より発売されており，平成25
年３月には新たにヒドロキシエチルデンプン130000（平均分子量130000Da，以下「HES 
130/0.4」という。）が承認されました（平成25年９月現在，未発売）。 
 平成25年６月に，欧州医薬品庁（EMA）の医薬品安全監視リスク評価委員会（PRAC）より，HES 
製剤の安全性に関する問題が示された海外臨床試験の結果を根拠としてHES製剤の販売承認
停止勧告が発表されました。この勧告を契機として，各国でHES製剤の安全対策措置の見直しが
行われています。本邦においても，HES製剤に関する国内外の副作用の発現状況，海外における
対応状況や関連文献等を評価し，厚生労働省は平成25年９月に，製造販売業者に対して使用
上の注意の改訂を指示しましたので，その内容等についてご紹介します。 

一部抜粋 

２．海外における状況 
PRACによる販売停止勧告の根拠となった臨床試験では，重症敗血症患者及びICU入室患者に
対しHES 130/0.4を含むHES製剤を投与した場合，リンゲル液や生理食塩液を投与した場合に
比べて腎代替療法や死亡に至るリスクが有意に高かったとの結果が示されました。また，この臨床
試験結果を裏付けるメタ解析の論文が，本邦におけるHES 130/0.4の承認後に複数報告されて
います。米国食品医薬品局（FDA）は，これら臨床試験結果の状況を踏まえ，平成25年６月に添
付文書のBoxed Warning（警告）の項に敗血症及び腎機能障害のある患者ではHES製剤を使用
しない旨を追記しました。なお，HES 70/0.5は日本国内のみの発売であることから，PRACによる
販売停止勧告の根拠となった臨床試験において使用されていません。 
 また，海外では，HES 130/0.4において因果関係の否定できない重篤な腎機能障害の症例が
複数報告されています。 

３．国内における状況 
１）HES 70/0.5 
本年９月現在，国内において販売されているのはHES 70/0.5のみであり，承認された効能・効果
は「各科領域における出血多量の場合」及び「体外循環における血液希釈液」とされていることか
ら，重症敗血症等の重症患者管理における出血を伴わない相対的な循環血液量低下への投与
は想定されません。また，国内において，重症敗血症等の重症患者管理における相対的な循環
血液量低下に投与され，腎機能障害又は死亡に至った症例は報告されていません。しかしながら，
海外臨床試験の結果等を踏まえ，平成25年７月に製造販売業者より添付文書の効能・効果等を
十分に確認し，重症敗血症等の重症患者管理における相対的な循環血液量低下への使用はし
ないよう，適正使用のお願いが発出されました。 
２）HES 130/0.4 
HES 130/0.4については，HES 70/0.5とは異なり，国内では発売前であるものの，承認された効
能・効果は，「循環血液量の維持」であることから，重症敗血症等の重症患者管理における相対
的な循環血液量低下への投与が想定されます。本剤の承認審査は，欧州での販売停止勧告が
出される前に行われておりますが，国内での待機的手術患者を対象とした臨床試験において腎
機能に関連した安全性に関する問題点は示唆されておらず，欧州の販売停止勧告の根拠となっ
た海外臨床試験も含めて検討され，承認されています。なお，承認時の添付文書の「重要な基
本的注意」及び「その他の注意」の項に当該海外臨床試験の結果が記載されています。 
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妊娠と薬情報センター事業について 

４．討結果と安全対策について 
 PRACによるHES製剤の販売停止勧告を受けて，海外臨床試験，承認後に報告されたメタ解析
を含む関連文献，国内外での腎機能障害の症例報告の状況，及び代用血漿としての臨床的意
義等を踏まえて国内での安全対策の必要性について医薬品医療機器総合機構は検討を行いま
した。 
 その結果，HES130/0.4においては，やむを得ない状況における重症敗血症等の重症患者管理
における相対的な循環血液量低下への使用の可能性を残すことが適切と考えられることから，
「警告」欄を新設し，重症敗血症等の重症患者管理における本剤投与に関して，患者の状態を悪
化させるおそれがあるため，治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与するよう注意を
追記し，「重大な副作用」の項に，腎機能障害を追記するなどの改訂を行うことが適切と判断しま
した。 
 一方，HES70/0.5においては，承認された効能・効果からは重症敗血症等の重症患者管理に
おける出血を伴わない相対的な循環血液量低下への投与は想定されないことから，「効能・効果
に関連する使用上の注意」欄を新設するなど，更なる注意喚起を行うことが適切と判断しました。 
 以上の検討に基づき，厚生労働省は平成25年９月17日に，製造販売業者に対し使用上の注
意の改訂を指示しました。現在の添付文書には下表のとおり重症敗血症等関連の注意が記載さ
れています。医療関係者においても，適正使用の推進を通じた安全確保にご協力をお願いします。 

１．妊娠と薬情報センター事業について 
 厚生労働省では，平成17年10月より，国立成育医療研究センター（旧国立成育医療センター）
に「妊娠と薬情報センター」を設置し，妊婦あるいは妊娠を希望している女性に対し，最新のエビデ
ンスに基づく相談業務を実施しています。さらに相談者を対象として妊娠結果の調査を行い，新た
なエビデンスを確立する調査業務も合わせて行っており，医薬品医療機器等安全性情報No.268
及びNo.279でご紹介しているところです。 

２．現在の状況 
１）相談状況 
 これまで，服薬による胎児への影響を心配する妊婦又は妊娠を希望する女性に対し，主治医を
通じた相談，センター又は協力医療機関での対面による相談及びセンターでの電話相談を実施し
ており，平成24年度は2,386件の相談に応じました。 
 また，センターでは授乳期間中の医薬品の使用について情報を提供しています。母乳の重要性
や医薬品使用のリスクについての考え方を説明するとともに，「安全に使用できると思われる薬」
「授乳中の治療に適さないと判断される薬」の表を作成し，ホームページ上に掲載しています。こ
れらは，国内外の様々な最新の医学的研究報告に基づいて作られています。 
 ・授乳とお薬：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/lactation/index.html 
（２）リウマチ治療薬と妊娠に関する調査 
 調査業務の一環として相談者から出産後の情報を提供していただく出生児に関する調査（妊娠
結果調査）を行っておりますが，平成24年６月からは，新たにリウマチ治療薬を使用した妊婦の症
例の登録調査（妊娠結果調査）を実施しています。これは，リウマチ治療薬を使用している妊婦に，
服薬状況や出産後の出生児に関する情報を提供していただき，妊娠中に妊婦が使用したリウマチ
治療薬が出生児に及ぼす影響に関する情報を効率的に集積し，評価し，今後妊娠中にリウマチ
治療薬を適切に使用するための調査です。また，ご協力いただいた患者さんの妊娠・授乳中の薬
のご相談も承っています。 

前頁より続き 
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3）抗甲状腺薬と妊娠に関する調査 
 平成20年１月から，センターと全国の甲状腺専門医などが中心となり，妊婦の協力を得て，「妊
娠初期に投与された抗甲状腺薬の妊娠結果に与える影響に関する前向き研究（Pregnancy 
Outcomes ofExposure to Methimazole Study: POEM Study）」を実施しています。本研究は，バ
セドウ病の治療に使用される抗甲状腺薬チアマゾ−ル（MMI）について，MMI奇形症候群（MMI曝露
と関連の疑われている先天異常）の頻度が妊娠初期のMMI曝露により増加するかどうか明らかに
することを目的にしています。平成23年には中間結果として，妊娠初期のMMI継続服用はMMI奇
形症候群の発生と密接な関連性があることが強く示唆されたことを報告しました。妊娠中の抗甲
状腺薬使用に関する母体・胎児双方の安全性についての情報は現在もなお不十分であり，早急
に確実なエビデンスを確立することが必要と考え，本調査業務を進めています。 
 ・POEM Study 中間報告：
http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/images/report_2011111.pdf 

前頁より続き 

３．医療関係者へのお願い 
 医療関係者におかれましては，妊娠中に使用した医薬品の影響について不安をもつ妊婦等に
対して本相談業務の紹介をお願いするとともに，リウマチ治療薬を使用されている妊婦に対してリ
ウマチ治療薬の登録調査の紹介をお願いします。また，甲状腺診療を専門とされている医師にお
かれましては，POEM Studyへのご協力をお願いします。 
 ・相談内容・手順：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/process/index.html 
 ・リウマチ治療薬の登録調査：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/ra.html 
 ・POEM Study：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/poemstudy1.htm 

４．協力医療機関について 
 妊娠と薬情報センター事業については，更なる利便性の充実を図るため，本年度新たに４病院
の協力を得て，妊娠と薬に関する相談・情報収集体制の充実・強化を図ることとしました。以下に，
27 の協力病院を紹介します。 

北海道大学病院、岩手医科大学附属病院、東北大学病院、筑波大学附属病院、前橋赤十字
病院、埼玉医科大学病院、千葉大学医学部附属病院、国家公務員共済組合連合会虎の門 
病院、聖路加国際病院、公立大学法人横浜市立大学附属病院、新潟大学医歯学総合病院、
信州大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター、独立行政法人国
立病院機構長良医療センター、名古屋第一赤十字病院、京都府立医科大学附属病院、地方独
立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター、神戸大学医学部付属病
院、奈良県立医科大学附属病院、独立行政法人国立病院機構岡山医療センター、広島大学病
院、独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター、徳島大学病院、九州大学
病院、鹿児島市立病院、沖縄県立中部病院 
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平成25年度 第4回 薬事委員会報告ダイジェスト（10/22火曜 17時） 

プラリア皮下注60ｍｇｼﾘﾝｼﾞ（ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ：第一三共）28482円 

【効】骨粗鬆症 

【用】通常、60mgを6ヵ月に1回、皮下投与する。 

【備】同成分ランマーク120ｍｇ（多発性骨髄腫による骨病変および固形癌
骨転移による骨病変）の半分用量で骨粗鬆症効能を取ったもの。 

【新規仮採用薬】 

プレセデックス静注液200μｇ[ﾏﾙｲｼ]（ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ：丸石）5077円 

【効】集中治療の(人工呼吸中、人工呼吸離脱後)の鎮静、局所麻酔下の(非挿
管での手術、非挿管での処置時)の鎮静 

【用】省略 

【備】初めての中枢性α2作動性鎮静剤で、構造からいえば、昔使われたク
ロニジン（カタプレス）の誘導体。 

ジスロマック点滴静注用500mg  2465円 

ジスロマック錠250mg（ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ：ファイザー）300.9円 

【効】【用】省略 

【緊急購入準備報告】 

パージェタ点滴静注420mg/14mL（ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ：中外）231866円 

【効】HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 

【備】ハーセプチン＋他剤＋本剤の３剤併用が効能規定のため高額。 

【新規仮採用の規格変更・剤形変更】 

サムスカ錠7.5mg（トルバプタン：大塚）1,660.3円 

【効について】（従来の15ｍｇ錠の効能）今回の7.5ｍｇ錠のみ「ループ利
尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留」が追加。 

【用について】当院では通常、7.5ｍｇで開始し、使用している。従って、
採用規格自体を、7.5ｍｇ発売を機に実態に合わせたい。 

ドプスＯＤ錠100ｍｇ（ドロキシドパ：大日本）74.1円 

【備】採用のドプスカプセルを製造中止とされたため、仕方なく変更。 

ノボラピッド注フレックスタッチ300単位（ ｲﾝｽﾘﾝ製剤：ノボ）  2319円 

【備】採用のノボラピッド注フレックスペン（2286円）が販売中止の為。 

次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」（ 局方品：丸石）14.2円 

【備】同成分デルマトールが販売中止の為。（読：じもっしょくしさん－） 

 ※ＯＤ錠などへの変更は、保険薬局への周知が必要なため、11/1での変更で広
報予定としたい。ノボラピッドも薬価が変わるので、同時期に。 

【有害事象報告】 
３件：特に漢方薬による低カリウム血症は注意しましょう 
補中益気湯：低カリウム血症（偽アルドステロン症） 

【経過】持参薬にて補中益気湯、スローケー、スピロノラクトン（Ｋ
保持性利尿剤）服用中。補中益気湯の偽アルドステロン症を疑い、補
中益気湯を中止。その後血清カリウムが上昇したため、Ｋ補給剤中止
し、なおもＫ上昇したので、スピロノラクトンも中止した。 

症例略 


