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マグネシウムは細胞内では2番目に、身体内では4番目に多い陽イオンである

1932年より不可欠な栄養素であると認識されている

現在、ICUにおいて何気なく補正しているマグネシウム

マグネシウムの基本的な知識の整理

低・高マグネシウムの原因及び治療についてまとめた。



身体全体で21-28gのMg
骨（約60％）、筋肉・間質（各々約20％）、血漿内（約0.3％）

血漿内：イオン化（60％）、陰イオンと結合（7％）、タンパク質と結合（33％）

正常値：1.7-2.4㎎/dl (0.7-1.0 mM)

吸収 排泄



Functions

マグネシウムは細胞内の多くの機能において、重要な役割をしている
1，IP3（inositol triphosphate）の非競合阻害剤
2，ニコチン性アセチルコリン受容体における、アセチルコリン放出抑制・親和性減少
3，NMDA receptorの拮抗剤としての抑制
4，カテコラミン放出の抑制
5，Caの取り込み、分布の抑制
6，Na-K ion pumpの調節的役割



低マグネシウム血症



低マグネシウム血症

入院患者の7-11% ICU患者の65%において、低マグネシウム血症が認められた

一般病棟及びMedical ICUにおいて、マグネシウム濃度が正常と比較し、

Ｍｇ≦1.5mg/dLである場合、院内死亡率が増加する。
Association of hypomagnesemia and mortality in acutely ill medical patients.

Crit Care Med. 1993 Feb;21(2):203-9. 

Surgical ICUにおいてSevere hypomagnesemia(Ｍｇ≦1.0mg/dL) である

場合、院内死亡率が増加する。
Hypomagnesemia in patients in postoperative intensive care.

Chest 1989;95;391-397



低マグネシウム血症の症状
1.2mg/dl(0.5mM)以下になると症状が出現

マグネシウムの絶対値・身体全体の総量よりも
減少の速度・血漿内イオン化Mgの量・細胞内Mgの欠乏が重要となってくる

神経筋症状
Chvostek`s sign
Trousseau`s sign
テタニー
筋力低下
筋攣縮・痙攣

神経症状
痙攣
眼振
アテトーシス
感情鈍麻
せん妄
昏睡

循環器症状
上室性不整脈
心室性不整脈
Torsades de pointes
ジギタリスに対する感受性の増加

電解質障害
低カリウム血症
低カルシウム血症



低マグネシウム血症の原因
主に次の原因から生じる

①腸管からの吸収減少
栄養障害

摂取不良
Mg freeの点滴・TPN
Refeeding syndrome

吸収障害
吸収不良症候群
短腸症候群
慢性下痢症

腸管喪失の増加
腸管胆管瘻
長期経鼻胃管留置

膵炎

Mg freeの点滴・TPNが主な原因に

嘔吐・胃管のサクションには1 mEq/L
下痢には15mEq/L

②腎臓排泄の増加
尿細管障害

間質性腎炎
急性尿細管壊死の利尿期
腎移植後
閉塞後性利尿

薬剤性
利尿薬（Loop Thiazide）
シスプラチン
シクロスポリンA
アミノグルコシド
アンホテリシンB

低リン血症

尿細管障害や薬剤性による再吸収量
の減少が主な原因

低リン血症が排泄を増加させる原因は
不明



低マグネシウム血症の原因

③再分布
急性膵炎

エピネフリン

‘Hungry bone’症候群

大量輸血

急性呼吸性アルカローシス

心肺バイパス

重症熱傷

高度発汗

慢性アルコール中毒

アルコール離脱症状

人工心肺によるvolume infusionや、

カテコラミンによる細胞内移動

④その他（内分泌関係）
高アルドステロン症
甲状腺機能亢進症
副甲状腺機能亢進症
SIADH
糖尿病性ケトアシドーシス
アルコール性ケトアシドーシス

ICUにおける低マグネシウム血症は、いく
つもの原因が重なり起こる。

低マグネシウム血症を補正すること単独
で、臓器機能やその他の症状が改善する
かどうかは、明らかではない。



マグネシウム欠乏が症候性，または1.2mg/dl（0.50mmol/L）未満で持続している場合

血漿マグネシウム濃度が基準範囲内に達するまで治療を継続

投与されたマグネシウムの約50％が尿中に排泄（腎機能正常の場合）

文献によりそれぞれ推奨が違うので、主だったものを

Emergency（経静脈）

8-12mM Mg over 1-2min
40mM Mg over next 5h

Severely ill （経静脈・筋注）

40mM Mg on day 1
16-24mM Mg on days 2-5

Oral maintenance
12-24mM per day

重度症候性低マグネシウム血症
2〜4gのMgSO4を5〜10分間かけて静注。
計10gを最大量とし，6時間かけて投与
を繰り返してもよい。
10gを24時間かけて注入.
12時間毎に最大2.5gを投与。

症状重度でないとき
MgSO4を速度1g/時で10時間静注。

治療



長期間のPPIの使用は低マグネシウ
ム血症のリスクあり(米FDA)

米FDAは3月2日、PPIを長期間（およそ1年以上）使用した場合、低マ
グネシウム血症を起こす可能性があると発表

FDAでは、副作用報告システムに寄せられた事例や文献報告などの
38事例を検討低マグネシウム血症は服用3か月～1年以上で発現し、
1/4についてはマグネシウムの補給だけでは改善することができず、
PPIの中止を余儀なくされている

日本でも、オメプラゾール、ランソプラゾール、ラベプラゾールなどの
PPIは、逆流性食道炎の維持療法に広く使われている3剤とも副作用
の項に、低マグネシウム血症の記載はない



Hypomagnesemia induced by Several Proton-Pump Inhibitors 

目的：PPI（Omeprazole,pantoprazole,lansoprazole）により低マグネシウム血症となる

症例の提示

Broeren M A et al. Ann Intern Med 2009;151:755-756

結果
左に示すように、PPIを内服してい

る期間において血漿マグネシウム
濃度の減少が認められる。



高マグネシウム血症



高マグネシウム血症

血漿内濃度3mg/dl(1.6mM)以上で高マグネシウム血症と診断
腎不全患者に対するマグネシウム製剤の投与中に起こるのが一般的
（腎機能正常の場合、一日にMgSO4として30g摂取しないと、高マグネシウム血症にはならない）

精神症状
倦怠感
無関心
昏睡

筋肉障害
筋力低下
筋硬直

循環器症状
徐脈性不整脈
低血圧

神経症状
腱反射低下

消化器症状
悪心・嘔吐

呼吸器症状
呼吸抑制

4.8mg/dl～(2mM～)
悪心・嘔吐、倦怠感、口渇、頭痛

6〜12mg/dl（2.5〜5mM）
低血圧、不整脈、深部腱反射消失、
麻痺、心室内伝導の遅れ

さらに増悪
呼吸抑制，昏睡

14～18mg/dl（6.0〜7.5mM）
心停止

血中濃度がかなり上昇しないと、高マグネシウム血症による症状は出現しない。
なので、ほとんど全ての場面において、安全に使用する事が出来る。



マグネシウム製剤
酸化マグネシウム製剤における高マグネシウム血症について

症例１

80歳 女性 便秘症に対して2.0g/日の投与を受けた（期間不明）

認知症にて施設入所中、便秘に対して酸化マグネシウムを投与されていた。

突然大量の下痢を起こし、意識消失。ショック、呼吸停止を認め、気管挿管・人工呼

吸。血中マグネシウム値17.0 mg/dL と高値。ショック状態のためカルシウム製剤投与

と急性血液浄化を行った。マグネシウムは徐々に低下したが、敗血症を合併。腸管

壊死が疑われたが、手術に至ることなく死亡。

症例２

30歳 女性 便秘症に対して1.5g/日の投与を受けた（期間不明）

ショック、呼吸停止、低体温、不整脈にて来院。高度徐脈あり。

血中マグネシウム値は15.3 mg/dL。HD施行。

ショックが持続し、大腸壊死を生じ、大腸全切除、人工肛門造設術を行う。



①カルチコール（10％グルコン酸カルシウム）10〜20mL静注し、

循環呼吸の補助を行う
（カルチコールにより，呼吸抑制などの変化の多くを可逆化）

②腎機能正常ならば、補液をしつつフロセミド静注

③重度高マグネシウム血症では血液透析が有用

④血行動態が障害されて血液透析が実行不能であれば腹膜
透析も有用

治療



各論



preeclampsia
Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium 
sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo controlled trial

Lancet 2002; 359: 1877–90

目的：子癇前症の患者にマグネシウムを投与した際、子癇発作のリスクを低下させるか
どうか。及び母体への影響を観察する。

結果：マグネシウムは子癇発作を半減させ、母体の死亡のリスクも軽減させた。
母体・児に対し、短期間ではあるが有害な事象は起きなかった。



Torsades de Pointes
マグネシウムは安全で簡潔な治療であり、first line として使用すべき薬剤である

しかし、TdPの治療に関するRCTｓはなく、現在の治療は実験やclinical trialによる

理論的なコンセプトに基づいて行われている

Circulation 77,NO 2, 392-397, 1988

目的 ： 12人のTdPの患者に対しての硫酸マグネシウムの効果の検証

結果 ： 9人は2gの硫酸マグネシウムのボーラスにより、1～5分でTdPが消失した。

残り3人は5-15分後に再度ボーラス投与する事により消失した。

Treatment of torsade de pointes with magnesium sulfate



Interventions for prevention of post-operative atrial fibrillation and its complications after cardiac 
surgery: a meta-analysis

European Heart Journal (2006) 27, 2846–2857

そこで、最近のマグネシウムtrialを評価
すると（全てβブロッカー使用下）、
心房細動のリスクを減らす事はなかった。
(OR 0.83, 95% CI0.60–1.16)

目的 ： 心房細動は心臓外科術後において、一般的な合併症であり、
全てのRCTｓにおける治療をmeta-analysisによって評価した。

全てを評価すると、心房細動のリスクを減少さ
せる (OR 0.57, 95% CI 0.42–0.77),
しかし、そこにはそれぞれのtrialにおいて大き
な不均一さがある。(P ≦0.001)

Atrial Fibrilation after Cardiac Surgery



多くの主要なガイドラインにおいてatrial fibrillation, 
postoperative cardiac arrhythmiasに対してのStandard Therapyと

してのマグネシウムの使用は推奨していない
（American College of cardiology, AHA, American college of Chest Physicians, 

European society of Cardiology）

European Association for Cardio-Thoracic Surgeryのみ、

マグネシウムを予防投与する事により、心臓外科手術後の

atrial fibrillationの発症を最小限にするとしている



SAH
MagnesiumはDCI（delayed cerebral ischemia）のリスクを34％軽減(hazard ratio,0.66; 
95% CI, 0.38 to 1.14)し，3ヶ月後の予後を23％改善(risk ratio, 3.4; 95% CI, 1.3 to 8.9)し
た．

Magnesium Sulfate in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage A Randomized Controlled Trial
Stroke 2005, 36:1011-1015

SAHの患者において，経静脈的Magnesiumの投与は，placeboと有意差を認めなかっ

た．
Intravenous Magnesium Sulphate for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (IMASH)

Stroke. 2010;41:921-926.

Magnesium in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage [MASH] II European Union Drug 
Regulating Authorities Clinical Trialが，現在進行中．
患者人数1200人．



Asthma
Usefulness of inhaled magnesium sulfate in the coadjuvant management of severe 

asthma crisis in an emergency department

Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 23 (2010) 432-437

目的 ： 喘息重症発作において、通常の治療(β-agonist )に加えマグネシウムを吸入する
事の有効性を評価する

結果 ： FEV1%(69±13 vs. 61±12, p<0.014),SpO2(92±4 vs. 88±5%, p<0.006)において有
意差を認め、緊急入院の率(5 vs. 13, p<0.047, RR 0.26 95% CI 0.079-0.870)を減少
させた



Randomized Controlled Trial Acute Severe Asthma  : A Multicenter IV Magnesium 
Sulfate in the Treatment of

目的 ： 通常の治療(β-agonist )に加え硫酸マグネシウム2gを静注した場合、通常の
治療と比較し呼吸器機能の改善を評価する

結果 ： 240分後、FEV1はマグネシウム群：プラセボ群(48.2 : 43.5%) 
(平均の差,  4.7%; 95% CI, 0.29 to 9.3%; p =0.045)
FEV1< 25%の場合、マグネシウム群：プラセボ群（45.3：35.6%）
(平均の差, 9.7%; 95% CI, 4.0 to 15.3%; p =0.001)
入院する割合は両群間で有意差を認めなかった。

Chest 2002;122;489-497



カルチコール
血漿マグネシウム濃度の上昇

カルシウムブロッカー
降圧作用の増強

抗生物質
キノロン系、テトラサイクリン系の
吸収減少
アミノグルコシド

血漿マグネシウム濃度の減少

ジゴキシン
作用抑制
マグネシウムの排泄促進

筋弛緩薬
作用増強

糖尿病薬
グリプリド・グリピジドの吸収増加

プレドニゾン
血漿マグネシウム濃度の減少

利尿剤
ループ系・サイアザイド系

マグネシウムの排泄促進

相互作用



まとめ

マグネシウムは、様々な医療場面で第一選択薬として使用され

る事は少なく、単独で使用した際の有効性は未だ議論の余地

がある。

しかし、マグネシウムは安全に使用できる薬であり、生理学的

過程で多くの役割をはたしているので、積極的に補正を行って

いくべきである。


