
	 	 序………………………………………………………………………………今井直彦… 3… （157）

第１章　総論：電解質異常の緊急性

	 1.	 電解質異常の緊急性の有無… …………………………………………今井直彦… 10… （164）
1. 緊急性の有無について　2. “症候性”の有無について　3. 治療について

第２章　総論：電解質異常でみられる症状と心電図異常

	 1.	 電解質異常でみられる症状と	
電解質異常を疑うポイント… ………………………………………大迫希代美… 14… （168）

1. 高ナトリウム血症　2. 低ナトリウム血症　3. 高カリウム血症　4. 低カリウム血症　5. 高カルシ
ウム血症　6. 低カルシウム血症　7. 高リン血症　8. 低リン血症　9. 高マグネシウム血症
10. 低マグネシウム血症　◦Advanced Lecture：Refeeding症候群

	 2.	 電解質異常でみられる心電図異常…………………………孫　楽，水野　篤… 20… （174）
1. 心電図を構成する電解質　2. 高カリウム血症　3. 低カリウム血症　4. 高カルシウム血症 
5. 低カルシウム血症　6. 高・低マグネシウム血症

第３章　総論：薬剤，高齢者，担癌患者と電解質異常

	 1.	 電解質異常に注意すべき薬剤…………………………………………龍華章裕… 30… （184）
1. 薬剤性Na濃度異常　2. 薬剤性K濃度異常　3. 薬剤性Ca濃度異常　◦Advanced Lecture：
高カルシウム血症はループ利尿薬のような役割を果たす　4. 薬剤性P濃度異常　5. 薬剤性Mg濃度
異常　◦Advanced Lecture：Mg欠乏が低カリウム血症を引き起こす理由
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	 2.	 高齢者と電解質異常…………………………………………………小板橋賢一郎… 37… （191）
1. 高齢者に生じる生理的な変化　2. 高齢者の電解質異常

	 3.	 担癌患者と電解質異常… ………………………………………………宮内隆政… 42… （196）
1. 低ナトリウム血症　2. 高カルシウム血症　3. 高カリウム血症　4. 低カリウム血症　◦Advanced 
Lecture：腫瘍崩壊症候群（tumor lysis syndrome：TLS）　5. 電解質異常の治療

第４章　各論：電解質異常の症状，原因，診断，治療

	 1.	 高ナトリウム血症……………………………………………………… 佐々木…彰… 52… （206）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 2.	 低ナトリウム血症……………………………………………………… 座間味…亮… 58… （212）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 3.	 高カリウム血症……………………………………………………………今井直彦… 64… （218）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 4.	 低カリウム血症……………………………………………………………加藤規利… 70… （224）
1. 症状　2. 原因　◦Advanced Lecture：低マグネシウム血症による低カリウム血症　3. 診断　 
4. 治療

	 5.	 高カルシウム血症…………………………………………………………駒場大峰… 78… （232）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 6.	 低カルシウム血症………………………………………………………河原崎宏雄… 83… （237）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 7.	 高リン血症… ………………………………………………………………谷澤雅彦… 89… （243）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 8.	 低リン血症… ………………………………………………………………塚原知樹… 96… （250）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療　◦Advanced Lecture：FGF23とKlotho
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	 9.	 高マグネシウム血症………………………………………………………上原温子… 101… （255）
1. 症状　2. 原因　3. 診断　4. 治療

	 10.	 低マグネシウム血症………………………………………………………志水英明… 107… （261）
1. 症状　2. 原因　◦Advanced Lecture：低マグネシウム血症が引き起こす電解質異常の機序　 
3. 診断　4. 治療

第５章　症例から学ぶ電解質異常の診かた・考え方・動き方

	 1.	 緊急性がある症例にどう対処する？
	 	 ①症候性の高ナトリウム血症と	

細胞外液量低下の症例… …………………………… 米谷拓朗，佐々木…彰… 116… （270）
痙攣発作を呈した症候性高ナトリウム血症の症例　1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診
かた・考え方　◦Advanced Lecture：自由水欠乏量の計算　3. 本症例への対応　細胞外液量低下
の高ナトリウム血症の症例　1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　 
◦Advanced Lecture：輸液を考えるための3要素　3. 本症例への対応

	 	 ②重症症候性の低ナトリウム血症の症例と	
過剰補正された症例… …………………………………………… 座間味…亮… 122… （276）
尿酸低下を伴う症候性低ナトリウム血症の症例　1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診か
た・考え方　3. 本症例への対応　過剰補正された低ナトリウム血症の症例　1. 緊急性があると判断
した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ③透析患者の高カリウム血症の症例………………………………今井直彦… 125… （279）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ④高齢者と高血圧患者の低カリウム血症の症例…………………加藤規利… 128… （282）
心臓手術後で多数の内服薬がある低カリウム血症の症例　1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症
例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　高血圧患者の低カリウム血症の症例　1. 緊急性があると
判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced Lecture：1. 初診
で未治療の高血圧患者に出会ったら，必ず二次性高血圧の検索を行う　2. QT延長の見方

	 	 ⑤悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症の症例… ……………………駒場大峰… 133… （287）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced 
Lecture：抗RANKL抗体 デノスマブ：新たな治療オプション

	 	 ⑥甲状腺摘出後の低カルシウム血症の症例… …………………河原崎宏雄… 135… （289）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた，考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced 
Lecture：hungry bone症候群
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	 	 ⑦造血器腫瘍治療中に発生した高リン血症の症例………………谷澤雅彦… 137… （291）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ⑧筋力低下を伴った低リン血症の症例… …………………………塚原知樹… 140… （294）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ⑨致死的な症状を伴った高マグネシウム血症の症例… ………上原温子… 142… （296）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ⑩アルコール依存の病歴のある	
低マグネシウム血症の症例…………………………………………志水英明… 144… （298）
1. 緊急性があると判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　◦Advanced Lecture：「硫酸マグ
ネシウム　2 g投与」実際どれだけ投与すればいいの？　3. 本症例への対応

	 2.	 緊急性がない症例にどう対処する？
	 	 ①中枢神経症状に乏しい高ナトリウム血症と	

細胞外液量増加の症例… …………………………… 米谷拓朗，佐々木…彰… 148… （302）
中枢性尿崩症による高ナトリウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診か
た・考え方　◦Advanced Lecture：血清Na濃度はいくら上昇するか　3. 本症例への対応
細胞外液増加の高ナトリウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・ 
考え方　◦Advanced Lecture：5％ブドウ糖液も細胞外液に分布する　3. 本症例への対応

	 	 ②脱水に伴う低ナトリウム血症の症例… ……………………… 座間味…亮… 154… （308）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ③腎臓病患者の高カリウム血症の症例… …………………………今井直彦… 156… （310）
慢性腎臓病患者の薬剤性高カリウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診か
た・考え方　3. 本症例への対応　急性腎障害に伴う高カリウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断
した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ④合併症を伴った低カリウム血症の症例… ………………………加藤規利… 162… （316）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced 
Lecture：低K, 低Caの合併をみたら，低Mgの存在を疑う

	 	 ⑤外来患者の高カルシウム血症の症例… …………………………駒場大峰… 165… （319）
健診で指摘された高カルシウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・
考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced Lecture：Hungry bone syndromeの病態　高齢CKD
患者の高カルシウム血症の症例　1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　 
3. 本症例への対応
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	 	 ⑥慢性腎臓病とビタミンD欠乏症の	
低カルシウム血症の症例… ………………………………………河原崎宏雄… 168… （322）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced 
Lecture：天然型ビタミンDと活性型ビタミンD

	 	 ⑦血液透析導入時に発症した高リン血症の症例…………………谷澤雅彦… 170… （324）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ⑧DKAを伴った低リン血症の症例…………………………………塚原知樹… 172… （326）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応　◦Advanced 
Lecture：リン補充が推奨されるとき，されないとき

	 	 ⑨CKD患者に生じた高マグネシウム血症の症例………………上原温子… 174… （328）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

	 	 ⑩コントロール不良の糖尿病を伴った	
低マグネシウム血症の症例…………………………………………志水英明… 176… （330）
1. 緊急性がないと判断した理由　2. 本症例の診かた・考え方　3. 本症例への対応

●	索引… ……………………………………………………………………………………………… 178… （332）

●	執筆者一覧………………………………………………………………………………………… 181… （335）

RNZ20-2_責了.indb   8 2018/03/15   12:35




