（各設問の解説は本誌をご覧ください）

小児科専門医を目指す人のための Q＆Ａで読み解く

分野別誌上セミナー

水・電解質

Q1

東京大学小児科

はり た

ゆたか

張田 豊

次のうち誤っているものはどれか。⚒つ選べ。
（Ａ）新生児は尿濃縮力が弱い
（Ｂ）体重の⚔％の脱水は重度脱水である
（Ｃ）出生時には細胞外液量が細胞内液量よりも多い
（Ｄ）小児では成人と異なり蘇生時に⚑号液を使用する
（Ｅ）小児では成人に比べ体重あたりの必要水分量が多い

A1

解説
（Ａ）新生児期は尿を濃縮する力が弱く，成人と同様に尿を濃縮できるのは⚒歳以降
である。
（Ｂ）体重減少の割合が脱水の重症度判断に重要である。一般に軽度の脱水は⚕％未
満，⚙～10％以上を重度脱水とし，その間を中程度とする。多くの場合で病前体重が
不明であるが，意識レベル，ツルゴール，眼窩陥凹などの所見も合わせて脱水の程度
を判断する。
（Ｃ）小児では成人と比べて細胞外液量の割合が高い。特に出生児では細胞外液量が
細胞内液量よりも多い。
（Ｄ）正期産児や小児において，蘇生期には心疾患や腎疾患がなければ血管内分布す
る等張液を使用する 1)。WHO のガイドライン等でもリンゲル液または生理食塩水を
使用することが推奨されている 2)。
（Ｅ）体重あたりの必要水分量は成人に比べて多く，小児は水分代謝の回転が早いと
言える。例えば，乳児の細胞外液量の半分近くが⚑日で置き換わるが，成人では⚑日
に細胞外液の⚒割程度が回転する。
解答（Ｂ）（Ｄ）

Q2

⚗歳男児，小学校入学後，疲れやすいことに気づかれて来院した。体育の授業を最後
まで行うことができず，度々学校を早退する。既往歴は特にない。
血圧 98/55 mmHg，心拍数 78回/分，SpO2 99％
白血球数 9,600/μL，ヘモグロビン12.5 g/dL，LDH 249 U/L，CK 150 U/L，Na 141
mEq/L，K 2.3 mEq/L，Cl 85 mEq/L
次のうちに行うべき検査はどれか。
（Ａ）筋電図
（Ｂ）血中 TSH
（Ｃ）血中 ACTH
（Ｄ）血液ガス分析
（Ｅ）ホルター心電図
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A2

解説
血液検査で低カリウム血症に加えて，低クロール血症，より本質的には血清ナトリウ
ムとクロールの差（Na－Cl，通常140－104＝36，図参照）が大きいという異常があ
る。
ナトリウムとクロールの差の部分には HCO3－とアニオンギャップが存在する。この
場合 Na－Cl が正常値の36から大きく開大している（141－85＝56）ことは，HCO3－
が上昇している可能性，すなわち代謝性アルカローシスの存在を疑う。そのため次に
血液ガス分析を行いたい。
低カリウム血症と代謝性アルカローシスがあるとするとギテルマン症候群やバーター
症候群などの塩類喪失性尿細管機能異常症を鑑別に挙げる必要がある。
低カリウム血症は症状に乏しい場合も多いが，異常な検査値を見逃さずに原因につい
て検討する必要がある。電解質を見る際には Na，Cl，K 単独の値だけではなく Na－
Cl を計算する癖をつけるとよいだろう 3)。

図 血清 Na と Cl のバランス

解答（Ｄ）

Q3

症例は⚘歳男児。⚑歳から点頭てんかんと診断され，バルプロ酸とクロナゼパム，ビ
ガバトリン内服を開始し，ACTH 療法を行った。その後もけいれんのコントロール
に難渋し様々な抗けいれん薬を使用し，⚕歳時からバルプロ酸，クロナゼパム，トピ
ラマート内服を継続していた。
⚑時間続くけいれん発作のため救急搬送され，ミダゾラムとホスフェニトインで頓挫
した。
けいれん停止⚑時間後の検査所見を以下に示す。
Na 135 mEq/L，K 3.1 mEq/L，Cl 110 mEq/L，P 0.77 mg/dL
pH 7.19，pCO2 33 mmHg，HCO3－ 13.1 mM
尿 pH 8.0，尿糖 陽性，尿蛋白 1＋，尿潜血 陰性
電解質異常・酸塩基平衡異常の原因薬剤として疑わしいのはどれか。
（Ａ）バルプロ酸
（Ｂ）クロナゼパム
（Ｃ）トピラマート
（Ｄ）ミダゾラム
（Ｅ）ホスフェニトイン
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A3

解説
低カリウム血症，低リン血症，代謝性アシドーシス（Na－Cl＝25とその差が小さい
ことに注意）
，尿糖 陽性，尿蛋白 陽性などからファンコニー症候群を疑う。薬剤性
ファンコニー症候群の原因としてバルプロ酸は代表的なものである。トピラマートは
炭酸脱水酵素（carbonic anhydrase）の阻害による尿細管性アシドーシスおよび尿路
結石の原因となりうることに注意が必要な薬剤である。しかし本症例のようにファン
コニー症候群を呈したという報告は見当たらない。
解答（Ａ）

Q4

小児の維持輸液について正しい記載はどれか。
（Ａ）等張液は高ナトリウム血症のリスクのため使用しない
（Ｂ）欧米では二号液（Na 60～84 mEq/L）が推奨されている
（Ｃ）投与する患者に ADH 分泌刺激があるかどうかに注意する
（Ｄ）二号液を用いる際には高ナトリウム血症のリスクに注意する
（Ｅ）体重 15 kg の入院患者に投与すべき維持輸液の速度は60 mL/h である

A4

解説
（Ａ）
（Ｂ）低張液使用による医原性低ナトリウム血症を避けるために，欧米のガイド
ラインでは小児の維持輸液に等張液の使用が勧められている。等張液を維持輸液とし
て用いる場合には，適切なＫや糖を含む液を使用することも必要である（生後 28日
から18歳までの小児では維持輸液として適切な KCl と糖を含む等張液を用いる（米
国小児科学会ガイドライン 4)推奨グレード 1A））
。また多くの国で0.45％生食以下の
Na 濃度の輸液製剤（77 mEq/L）は小児病棟での使用が禁じられている。一方で新
生児，術後，心/肝/腎/副腎疾患，大量の水様下痢，重度熱傷などの自由水が失われ
る病態では自由水の投与が必要（等張液よりも Na 濃度が低い輸液が必要）であるこ
とに注意する。
（Ｃ）中枢神経/気道感染症，嘔吐，発熱，手術侵襲，悪性腫瘍罹患時，ストレス，一
部の薬剤などで ADH 分泌刺激が亢進する。小児の外来あるいは入院患者では様々な
原因から ADH 分泌亢進している症例が含まれている危険性がある。これらの患者で
は特に低ナトリウム血症の発症に注意が必要である。
（Ｄ）Na 77 mmol/L の輸液は生理食塩水に比べ優位に低ナトリウム血症のリスクが
高まることが知られている 5)。このことが欧米で維持輸液に等張液を使用する根拠の
一つとなっている。
（Ｅ）必要水分量として古くから Holliday-Segar の式が用いられてきた。この方法で
は15 kg では50 mL/h となる。しかし，小児科の入院患児には ADH 分泌刺激が存在
することが多く，Holliday-Segar の式から算出される投与量では多すぎるという考
えが主流になっている。例えば英国のガイドライン（NICE guideline 1)6)）では必要量
の⚕～⚘割に減らす，あるいは不感蒸泄を考慮して300～400 mL/m2/day＋尿量に制
限することが推奨されている。維持輸液を行ううえで最も重要な点は，患者の状態を
観察し輸液開始後も適切なモニタリングを続けること 7)，経口摂取で水分を補えるよ
うになれば速やかに輸液を離脱することである。
解答（Ｃ）
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