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 日薬の薬価基準収載品目検討委員として会議に出ますが、同じような薬が、一時にゾロゾロと出てくる、こ
の商習慣はイヤになります。特徴が無い＝営業活動が売り上げ高の差なのか、日本の製薬会社ＭＲ（営業
員）数は、約６万人。欧州は1～2万人。米国は7万人弱だが人口割にしたら、日本は国際的にＭＲ数はダント
ツ。その売り込み競争＆制度的問題で日本全国の病院や、特に薬局が不毛な在庫を抱えるコスト、多いＭＲ
コストは、全部、国民医療費。さらに、薬の貿易収支は2兆円の赤字。純粋に日本国民の富で負担した医療
保険から海外メーカーへカネが流出。海外から見たら「ちょろい」日本。何でも認可。医療の非効率は現場を
叩く前に、役所のメーカーへの超優遇をやめ、海外並みにすればいいのに。そこはやらないねぇ。 

 愚痴はここで止めて、本題。糖排泄剤と言えるＳＧＬＴ２阻害剤。sodium glucose transporter２阻害剤。 
 腎臓の近位尿細管で働いているＳＧＬTは、一旦尿細管へ排泄されたナトリウムとグルコースを、体内に取り
込む働きをしている。そこを阻害するので、糖の再吸収阻害＝尿糖が増加、糖は体外、血糖は下がる。 
 ＳＧＬＴには「1」と「2」があり、糖の再吸収度合いは10％対90％程度なので、薬のターゲットは「２」となった
わけ。糖尿病つまり「尿に糖が混じる」を地で行ったような現象を起こすことにより血糖を下げる薬。 

 リンゴの木の皮に含まれるフロリジンが尿糖を誘発するところから開発が進んだことと、構造の中にグルコー
ス構造があるので、成分名の後ろの方が、「○○グリフロジン」なんだな、と思っておきましょう。 
 今回、国内第一番目はスーグラ（ｲプラｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ）の発売ですが、ｱｽﾃﾗｽは欧米での開発を断念。欧米は
同じようなものがゾロゾロと共存できるほど甘くない。以下、国産のスーグラのデータから雑感。 

スーグラ イプラグリフロジン ｱｽﾃﾗｽ・ＭＳＤ 

フォシーガ ダパグリフロジン ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ、小野、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 

申請中 ルセオグリフロジン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ、大正富山 

申請中 カナグリフロジン 田辺、第一三共 

申請中 トホグリフロジン サノフィ、興和 

申請中 エンパグリフロジン ｲｰﾗｲﾘﾘｰ、ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 

ＳＧＬＴ２阻害剤の一覧（商品名‐成分名‐ﾒｰｶｰ） 

 【効果について】 
 血糖が下がるのは（出しちゃうので）間違いないところで、ＨｂＡ１ｃが6.5％未満達成について、本剤50ｍｇ単
独16週で12.9％、対してプラセボ1.5％。ＨｂＡ1ｃ数値も、8.0以上の群で-1.45、8.0未満群で-1.04と下げ、
効果も24週、52週と持続することが確認されています。 
 併用療法：メトホルミン、ピオグリタゾン、ＳＵ剤、α‐ＧＩ、ＤＰＰ４、ナテグリニドの６つの併用試験（24週）が行
われて、HbA1c 6.5 %達成率は順に19.6％、15.5％、14.5％、42.2％、43.8％、30.5％となっています。 
 尿中の糖の量は50ｍｇ単回投与48時間累積で66937±21927ｍｇですから、平均1日33ｇ程度排泄。 
 ここで、体重減少が12週で1.8ｋｇというデータと合わせて考てみます。1日33ｇのブドウ糖のカロリーは×4で
132Ｋｃａl。12週間（84日）では132×84＝11088Ｋｃａl。さて、内臓脂肪1Ｋｇ＝7000Ｋｃａｌと仮定すると、痩
せた1.8Ｋｇは12600Ｋｃａlとなるので、おおよそ、ブドウ糖排泄量のカロリー分と計算上合いそうです。 
 これだけ糖が出るなら空腹感は？食事療法との絡みは？これからの問題かな。 

 【副作用ついて】 
 低血糖についてはプラセボとほぼ同等あまり起こらない。富栄養の尿による尿路感染症は想定されますが
治験では軽度。尿量増加や多尿による予測されることは血液濃縮的な検査値変化や副作用、脱水の問題。
体重減少も合わせて痩せた患者への投与や、多年投与への心配、インスリン分泌の減少した患者などでの
エネルギー不足分のケトン体発生なども気になるところです。 
 腎機能低下者では効果減弱するので、腎機能別の投与する/しないや、量の調節は必要です。またＮａを
含めた電解質異常、骨代謝への影響は今のところ良く分かっていないなど、課題も多そうです。 

← 
スーグラ 
構造 
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穿刺部止血デバイスに関する使用上の注意について 

１．はじめに 
 経皮的血管形成術等による処置後の大腿動脈穿刺部（カテーテル挿入部）の止血処置には，
従来，用手等による圧迫止血が行われますが，この止血操作には数時間の圧迫が必要であるこ
とから，止血のための安静時間の軽減や圧迫止血による末梢の循環障害の回避の観点等から穿
刺部を止血するための医療機器（以下「穿刺部止血デバイス」という。）も広く使用されているとこ
ろです。 穿刺部止血デバイスの使用時や使用後の患者管理等に関する注意事項については，
当該機器の添付文書や取扱説明書等に記載されているところですが，止血処置の際の穿刺部止
血デバイスによる重篤な不具合の事例が報告されている。 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

２．穿刺部止血デバイスの種類について 
 これまでに製造販売されている穿刺部止血デバイスは４社６製品であり，止血方法のメカニズム
から，①穿刺部の血管壁外側を生体吸収性材料（コラーゲンやポリグリコール酸）で塞ぐことにより
止血する製品（以下「吸収性局所止血材」という。）と，②非吸収性縫合糸により穿刺部の血管壁
を直接縫合する製品（以下「非吸収性縫合糸セット」という。）の２種類に分けられます（表１参照）。 

３．不具合の発生状況について 
 平成16年４月〜平成25年９月末までにPMDAに報告された穿刺部止血デバイスに関する国内
不具合報告は計305件。その一覧等を表２に示します。 

（１）吸収性局所止血材の不具合 
 吸収性局所止血材の主な不具合は，当該機器使用後の「仮性動脈瘤」や「後腹膜血腫」，「止
血不全（出血）」，「血管狭窄（閉塞）」です。そのうち「仮性動脈瘤」，「後腹膜血腫」，「止血不全
（出血）」については，大腿動脈挿入部の血管の石灰化や屈曲等により吸収性止血材料が血管
壁に適切に密着していなかったこと等が原因として報告されています。また，「血管狭窄（閉塞）」
については，吸収性止血材料の一部が血管内に逸脱したことにより，血管内で膨張したことが原
因と考えられています。 
 このような不具合は，止血処置後，遅発的に発生することが特徴であり，患者の容態の変化から
発見に至り，その後の処置に難渋し，結果として因果関係の否定できない死亡を含む重篤な転帰
に至っている事例も散見されます。 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 
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一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

（２）非吸収性縫合糸セットの不具合等 
 非吸収性縫合糸セットの主な不具合は，操作中に当該機器の構成品（フット，カフタブ等）が破
損したとの事例です。構成品の破損は，大腿動脈挿入部の血管の石灰化や屈曲等により，構成
品が適切に作動できず，過剰な負荷がかかったこと等が原因として報告されています。 
 なお，非吸収性縫合糸セットでは，操作中の破損により手技時間が延長したものの，その場で用
手圧迫への切替えといった対応がとられていますが，破損片の体内遺残が否定できない事例が
散見されます。 

４．穿刺部止血デバイスの安全使用について 
 カテーテルによる診断や治療は今後益々増加するものと考えられ，それに伴い穿刺部止血デバ
イスの使用機会も増えるものと考えられます。 
 海外における穿刺部止血デバイスと用手等による圧迫止血を比較したメタアナリシスの結果では，
不具合等の発生率に有意な差を認めないものの，仮性動脈瘤や血腫，出血などが4.7 〜 5.7％
で発生しています。国内の不具合報告件数は表２に示したとおりですが，同様の事象における国
内での発生頻度については，十分な調査がされておらず不明であるため，これらの事象の発生に
十分注意する必要があります。 
 カテーテル治療等後の穿刺部の処置に伴う死亡を含む重篤な不具合を可能な限り避けるため
にも，カテーテルの挿入部（穿刺部）の血管状態（アテローム性動脈硬化病変や石灰化病変な
ど）や解剖学的特徴（分岐部や屈曲部など），出血や感染などの合併症のリスク因子である腎機
能障害（透析中を含む）などを十分評価の上，止血方法の選択を行うとともに，遅発的な不具合
等に備え，患者に対して一定時間の安静や止血部に圧のかかる動作を避けるなどの指導や，患
者のバイタルサイン（血圧，脈拍等）や下肢等の症状（しびれ，冷感，疼痛，腫脹等）の観察を十
分行ってください。 
 また，穿刺部止血デバイスを取り扱う製造販売業者が添付文書等を通じた情報提供のほか，ハ
ンズオンセミナー等を実施していますので，当該機器の適正使用及び操作手技の向上にご活用く
ださい。 

〈参考文献〉 
１）Arterial puncture closing devices compared with standard manual compression after 
cardiac catheterization: systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 291（3）: 350-
357 
２）Arterial closure devices versus manual compression for femoral haemostasis in 
interventional radiological procedures: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc 
Intervent Radiol 2011; 34（4）: 723-738 
３）Arteriotomy closure devices for cardiovascular procedures: a scientific statement from 
the American Heart Association. Circulation 2010; 122（18）: 1882-1893 
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当院使用品のみ抜粋 

デパケン等 

バルプロ酸ナトリウム  

１１３ 抗てんかん剤 

１１７ 精神神経用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
追記 

「間質性肺炎、好酸球性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、 

発熱等が認められた場合には、速やかに胸部Ｘ線、胸部CT等の検査を実
施すること。間質性肺炎、好酸球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。」 

ＤＰＰ４阻害剤 

ＧＬＰ-１ 

α-ＧＩ  

２４９ その他のホルモン剤 

３９６ 糖尿病用剤 

改訂箇所 改訂内容 

重要な基本的注意 
追記 

 

「低血糖症状を起こすことがあるので、高所作業、自動車の運転等に従事し 

ている患者に投与するときには注意すること。」 

プラビックス錠 

クロピドグレル  

３３９ その他の血液・体液用薬 

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 
 
 
 
 

追記 
 

「後天性血友病（活性化部分トロンボプラスチン時間（aPTT）の延長、第Ⅷ
因子活性低下等）があらわれることがある。aPTT の延長等が認められた場
合には、出血の有無にかかわらず、後天性血友病の可能性を考慮し、専門
医と連携するなど適切な処置を行うこと。」 

「間質性肺炎、好酸球性肺炎： 

間質性肺炎、好酸球性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分に行
い、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やか
に胸部Ｘ線、胸部CT等の検査を実施すること。異常が認められた場合には、
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。」 

「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。」 

「後天性血友病： 

後天性血友病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。」 
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当院使用品のみ抜粋 

ベイスン錠 

ボグリボース  

３９６ 糖尿病用剤 

改訂箇所 改訂内容 

［重要な基本的注意］ 
一部改訂 

「本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、糖尿病患者又は耐糖能異常
を有する者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。
また、高所作業、自動車の運転等に従事している糖尿病患者又は耐糖能異
常を有する者に投与するときには注意すること。」 

ザーコリカプセル 

クリゾチニブ  

４２９ その他の腫瘍用薬 

改訂箇所 改訂内容 

［警告］     一部改訂 
 
 
 
［重要な基本的注意 

一部改訂 
 
 
 
 
 
 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

「本剤の投与により劇症肝炎、肝不全があらわれ、死亡に至った例が報告
されているので、本剤投与開始前及び本剤投与中は定期的（特に投与初期
は頻回）に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。異常が
認められた場合には、本剤の投与を中止する等の適切な処置を行うこと。」 

「劇症肝炎、肝不全、ALT（GPT）、AST（GOT）、ビリルビン、Al-P等の上昇 

を伴う肝機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び本剤
投与中は定期的（特に投与初期は頻回）に肝機能検査を行い、患者の状態
を十分に観察すること。」 

「QT間隔延長、徐脈があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び本
剤投与中は定期的に心電図及び電解質検査を行い、また、脈拍、血圧測定
を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。」 

「劇症肝炎、肝不全、肝機能障害： 

劇症肝炎、肝不全、ALT（GPT）、AST（GOT）、ビリルビン、Al-P等の上昇を
伴う肝機能障害があらわれることがあり、劇症肝炎、肝不全により死亡に 

至っ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、休薬、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

「QT間隔延長、徐脈： 

QT間隔延長、徐脈（随伴症状：低血圧、失神、めまい等）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、休薬、減量
又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。」 

アムビゾーム点滴静注用
アムホテリシンＢ  

６１７ 主としてカビに作用するもの 

改訂箇所 改訂内容 

［副作用］の「重大な副作用」 
一部改訂 

「無顆粒球症、白血球減少、血小板減少： 

無顆粒球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、定期
的に血液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。」 
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 精神系の薬を扱っているときに思う疑問は「これは薬で解決することだろうか？」。要するに、薬
で治らない話を薬で解決するミスマッチになっていないだろうか、ということ。そこで、精神の構造を
考える中で分かりやすいものがあるのでご紹介。自分の精神を考えてみるのもいいかな。 

マズローの欲求５段階説からの雑感 

 簡単に、個人的な理解（間違いもあるでしょうけど）で説明すると、 
•「生理的欲求 Physiological needs」＝衣食住みたいなもの。日本のことわざにも「衣食足りて礼
節を知る」（衣食が足りてはじめて、礼儀などを考えるようになるというもの）なんてありますが、最も
基本的欲求。満たされない場合の対処は、日本人では、生活保護など社会保障制度で対処。 
•「安全の欲求 Safety needs」＝良い健康、安全な社会など。警察・消防・世界一手厚い医療な
どの制度で基本的に高い水準で満たされている日本。平和ボケという言葉があるくらい。 
•「所属と愛の欲求 Social needs / Love and belonging」＝生理的欲求と安全欲求の次に出てく
るもの。どこかに所属したい、仲間が欲しい、恋人が欲しい。…♪お医者様でも草津の湯でも惚れ
た病は治りゃせぬ～という厄介なもので、満たされないと鬱だの何だのと困ったことになります。現
代は、このあたりを安定剤や抗うつ剤などで「対処」しつつ解決策を探るんでしょう。たぶん、薬が
活躍するのは、この段階部分を中心に前後への広がりがあると想像しています。 
•「承認の欲求 Esteem」＝自分が集団から価値ある存在と認められたい欲求ということになります。
これには「低レベル」「高レベル」があるようです。「低レベルの欲求」を満たそうとする行動は「オレ
は偉い？」みたいな部分ですね。褒めて対処。ただし、酷くなると「俺は○○だぞ！」みたいな態度
（私は「承認欲求をこじらせちゃった人」と表現してますが）で困る。見ている側に小物感が伝わりま
すが…結果的に満たされなくなり、面倒なことになるので、早くこの段階を通過してもらわないとい
けませんね。ここも薬の出番がありそうです。「高レベルの欲求」行動では、周囲の承認（尊敬）は
既に得てますから、「自身からの承認」に移ってきます。つまり「さらに技術を習得して自分自身を
納得させる」という…傍目にカッコいい段階ですね～。ストイックになり過ぎると厄介ですけどね。こ
こに達して、かつ、周囲が見える人は素晴らしいリーダーの素養十分。個人的にも目指したいです
が、まあ、この域に達した人はそうそう出合わない。 
•「自己実現の欲求 Self-actualization」＝それ以下の欲求を全部満たしても、ヒトは落ち付かない
らしく、もっと上を目指し自己を完成させたくなる。自己実現者は15の特徴が…なんて解説は、
ネットに山ほどあるので、マズローに関して正確に勉強したい人は、成書でやって下さい。要するに、
そんなところに至るのはごく稀。この段階をクリアした人は「自己超越者」だそうで…私は逢ったこと
も見たことも無いと思います。たぶん。神様のことでしょうか？ 

 「マズローの欲求５段階」
に関する図が左。 
 アブラハム・マズロー
（1908年～1970年
Abraham Harold Maslow）
は、アメリカの心理学者で、
この欲求段階説で有名で
す。簡単に言うと、人間の
欲求はこういう5段階のピ
ラミッドのようになっていて、
下から順に、１段階上の
欲求を満たそうとする行
動をとってしまうものだそう
です。一番下が満たされ
ると、その上を…。ヒトの欲
求は限りないもので…。 

 精神系の薬を考えたり、精神面でのマネジメントを考えるツールの一つとして面白いでしょ。コレ。 
しかし、平和のおかげで欲が限りない現代は、それだけ悩みも薬も増えちゃうんでしょうね。 
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【新規仮採用薬】 

ネシーナ25ｍｇ（アログリプチン：武田 

【効】２型糖尿病 

平成25年度 第6回 薬事委員会報告 ダイジェスト 

オダイン錠125ｍｇ（フルタミド：日本化薬） 

【院外処方薬】 

皮膚科から 

• リドメックスローション0.3％10ｇ（mediumｽﾃﾛｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝが無い） 

• リンデロンシロップ0.01％（ｽﾃﾛｲﾄﾞ内服で小児対応用） 

• アレジオンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1％（小児対応用） 

• ベプシド25ｍｇ（ﾗｽﾃｯﾄ採用中だが、他院処方の継続のため） 

• シナール配合錠（ＶＣの錠剤必要） 

• ビオフェルミンＲ錠（抗生剤処方の際に） 

• ファロム（ペネム系：皮膚科領域のグラム陽性球菌に対して） 

ベサコリン散5％（ベタネコール：エーザイ） 

【効】消化管機能低下のみられる下記疾患（慢性胃炎、迷走神経切断後、手
術後及び分娩後の腸管麻痺、麻痺性イレウス）手術後、分娩後及び神経因
性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難（尿閉）。 

ルナベル配合錠ＵＬＤ（ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：日本新薬） 

【効】月経困難症 

リキスミア皮下注300μg（ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ：サノフィ）   

【効】 ２型糖尿病 

スイニー錠100ｍｇ（アナグリプチン：興和） 

ジャヌビア錠100ｍｇ（シタグリプチン：ＭＳＤ） 

テネリア錠20ｍｇ（テネグリプチン：第一三共・田辺） 

【効】 ２型糖尿病 

0.05％アレジオン点眼液5ｍＬ（ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ：参天） 

【効】アレルギー性結膜炎 

アゾルガ配合懸濁性点眼液5ｍＬ(ﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ/ﾁﾓﾛｰﾙ:ｱﾙｺﾝ)438.2円/ｍＬ 

【効】緑内障、高眼圧症 

ブルーレター（ヤーズによる血栓症）に関し院内周知 
当該副作用疑いに関する対応状況の説明。 
 
 
その他、４月からの薬品購入に関する説明等 


