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欧州３学会合同の発表	

①ESE 

③ERA-EDTA 

②ESICM 



それぞれの中身	

•  ESICM：12ページ	

　⇒主に診断・治療のまとめのみ（≒ダイジェスト版）	

•  ESE：47ページ、ERA-EDTA：39ページ　　　	

　⇒本文は同じ 
      病態生理なども含めたより詳細な記述	



今日の内容	

•  なぜ今低Na血症か？	

•  低Na血症の病態生理と原因 

•  低Na血症の鑑別のアプローチ	

•  治療のまとめ	



なぜ今低Na血症か？	

•  入院患者の20-30%にみられるpopularな病態 

•  様々な誘因・原疾患が背景にあるため、治療に　　
関わる医師の専門の多様性、施設ごとの慣れた　
やり方などバラバラ 

•  重症の場合、脳浮腫など中枢神経系に関連した　
合併症では生命予後への影響も出てくるので、
「ちゃんと」治療が必要 

 あらためて治療指針のニーズ（？）	



＜ICU入室患者のNa異常の頻度と予後との関連を検討＞ 
• 対象：オーストリアのICU 77施設 
　　　　　 1998-2007の10年間にICUに入室した150,000人 
• 入室24時間以内の最低値 or 最高値を調査 

⇒ほとんどは基準値内だった (135≤ Na ≤145 mmol/L: 75.4%) 

低Na血症：17.8%	

130 ≤ Na < 135 mmol/L: 13.8%	

125 ≤ Na < 130 mmol/L: 2.7%	

Na < 125 mmol/L: 1.2%	

高Na血症：6.9%	

145 < Na ≤ 150 mmol/L: 5.1%	

150 < Na ≤ 155 mmol/L: 1.2%	

Na > 155 mmol/L: 0.6%	

criteria: 上段からBorderline, Mild, Severe	



•  約半分以上はmedicalでの入室、平均2つ以上の臓器不全 
•  ICU死亡、ICU滞在期間ともにNa値の異常があると予後不良	



•  Hypo, Hyperのいずれ
もborderline程度の異
常ですら死亡に　　対
するリスク増加 

 
ただし・・・ 
•  その後の補正状況や

acute or chronicの　
判断、原疾患の詳細も
調査できていない 





Guideline作成にあたり 
 
・GRADE systemで　  
 エビデンスの評価 
 
・外部団体（米国、豪州　  
 など）にも評価を依頼	



Who is this guideline for ?	



・・・“This guideline covers diagnosis and management 
of true hypotonic hyponatraemia.”・・・	

＜Tonicity（張度）とは？＞ 
• effective osmolality（有効浸透圧）のこと 
• 規定する因子：細胞膜を自由に浸透できない溶質 
⇒Na, glucoseなど 

※ ureaのように細胞膜を浸透できるものは「ineffective」  
     osmolalityといって、tonicityには含まない 

定義の確認	



Isotonic / Hypertonic	

Isotonic / Hypertonic： Na以外にtonicity上げる溶質の存在 
•  例：glucose, mannitol, glycine・・・ 

少なくとも細胞内への 
水分の移動はない 

⇓ 
理論的には 

脳浮腫のリスクなし	



（参考）　高血糖時の補正Na	

BG 100mg/dLの上昇につき 
Naは約2 mmol/L低下	



Pseudohyponatraemia 
(= laboratory artefact)	

脂質や蛋白の血
中濃度が高値の
場合見かけ上Na
が低く測定されて
しまう 
 
TG, TC, グロブリ
ンなど  

New Engl J Med 2003; 349: 1465-69	

相対的に過剰な 
希釈になってしまう	



結局、頻度が多く、かつ重要なのは 
「Hypotonic」 hyponatraemia 

	

“This guideline covers diagnosis and 
management of true hypotonic hyponatraemia.” 	



低Na血症の病態生理と原因	



A：正常のバランス 
B：「体内水分」の増加⇒Na量は不変なので希釈性の低張性低Na血症  （ex）SIADH 
C：浸透性物質（尿素など）の蓄積⇒細胞膜を通過し細胞内・外液いずれにも浸透 
　　ただし有効浸透圧＝tonicityは増加しない。⇒低張性低Na血症　（ex）腎不全	

細胞外液・内液コンパートメントの模式図	

細胞外液	 細胞内液	

40%	 60%	

○：Na 
●：K 
■：浸透性の溶質 
　　　：血管内容量	

細胞膜	

New Engl J Med 2000; 342: 1581-89	



E：Naの喪失⇒浸透圧維持のため、水は外液→内液へ。 
    Naの喪失＞水の減少⇒低張性低Na血症　（ex）嘔吐・下痢、発汗、出血 
F：Naの増加（貯留）＋水 
　 細胞外液貯留の方が顕著のため希釈による低張性低Na血症  （ex）ネフローゼ症候群 
G：うっ血性心不全の利尿薬投与中のモデル 
　Na貯留とKの喪失⇒細胞内液減少、細胞外液増加 
　水排泄障害もあるため希釈され低張性低Na血症	

○：Na　●：K 
　　　：血管内容量	

Tolvaptanへの期待 
参考：2012.06.19勉強会	



おまけ	

D：非浸透性溶質の蓄積⇒水は細胞内から細胞外へ 
　　⇒高張性低Na血症　（ex）高血糖	

○：Na 
●：K 
■：非浸透性の溶質 
　　　：血管内容量	



ガイドラインの記載では“伝統的に” 
細胞外液の「量」によって分類	



（１）Hypotonic hyponatraemia with  
decreased extracellular fluid volume	

•  Naの喪失＋Vasopressinの分泌↑（水分保持） ⇒  より低張へ 

① Non-renal sodium loss 
ü Gastrointestinal  
ü  Transdermal  

② Renal sodium loss 
ü Diuretics（特にサイアザイド） 
ü  Primary adrenal insufficiency（低アルドステロン） 
ü Cerebral salt wasting 
ü Renal salt wasting（Chemotherapy, cystic kidney diseaseなど） 



（２）Hypotonic hyponatraemia with  
normal extracellular fluid volume	

•  「Normal」とは言うが、原因の本質は「体内水分量の絶対量の増加」 
　　（細胞外液の増加が高度ではないものというイメージ） 

① SIADH 
＝「SIAD, syndrome of inappropriate antidiuresis」という記載 
（必ずしも「H:ホルモン」の作用異常ではなく、結果的としてのactivity ↑によるので） 
ü  V2 receptor, aquaporin-2 water channelのdown regulation ⇒ release ↑ 
ü  除外診断的 

② Secondary adrenal insufficiency （ACTH, cortisol ↓ ⇒negative feedback
 ↓） 

③ Hypothyroidism （まれ） 
④溶質摂取不足と（相対的な）水分摂取過剰 
ü  多飲症　（Urine Osmolality < 100mOsm/kg） 
ü  Anorexia nervosa (1Lの水分の腎排泄には50-100mmol の溶質が必要) 



SIADの原因 ①	



SIADの原因 ②	

（モノクローナル抗体）	



SIADの診断	

後述	



（３）Hypotonic hyponatraemia with  
increased extracellular fluid volume	

① Kidney disease 
ü 尿細管障害 → 尿濃縮・自由水排泄× → 摂取する溶質・水の関与が大きい 
ü Osmolality value: Serum ≒ Urine (isosthenuria) 

② Heart failure　 
ü Na保持↑（排泄↓）だが、cardiac outputは低いので有効循環血液量は多くない 
　⇒RAA系賦活、vasopressin ↑でさらにNa・水分貯留へ。 

③ Liver failure 
ü Systemic vasodilation, AV shunt ⇒ 有効循環血液量の減少 

④ Nephrotic syndrome 
ü 血漿膠質浸透圧↓ ⇒ 有効循環血液量の減少 



Classification 
•  Sodium concentration: < 125mmol/L = profound 
•  Rate of development: acute(< 48 hr) or chronic 
•  Symptom severity*: moderately severe or severe 
•  Serum osmolality: < 275mOsm/kg = hypotonic  
•  Volume status: effective circulating volume or 

extracellular fluid volume 

・ 臨床的には単一というより 
　上記の組み合わせ 
・ acute or chronicの判断や 
  Volume statusの評価は 
　必ずしも容易ではない。 
・「48hr」は本当に適切？など 
　未解決の問題も・・・	

*Symptom severity	



Acute (< 48 h) hyponatraemiaの例	



低Na血症の鑑別のアプローチ	



今回のガイドラインでの推奨項目のうち 
Quality of evidenceはほとんど「D」 



ガイドラインの活用の前置きとして 
エビデンスの質としてはかなり弱いという 

認識は必要。 
	



推奨項目とcut off値：① 尿浸透圧 100mOsm/kg、② 尿中Na濃度 30mmol/L	



ü  SIADは除外診断とする 
ü  副腎不全の疑いは忘れずに 
ü  腎疾患＋利尿薬 → 尿浸透圧・尿中Na濃度の値は修飾されてしまう 
ü  水負荷試験は鑑別診断に役立たない	

ざっくり言うと	



背景・根拠は？	

「assessing volume status」を重視した 
アプローチでは、分類が不正確になるのでは？ 
 



•  入院時、Na < 130mmol/L, serum osmolality < 280 mOsm/kgであった　
121人に対し、異なる診断アプローチをして、その一致率を前向きに検討 

①Algorithm (by inexperienced doctor)  
②approach by senior intensive care physician  
③approach by expert endocrinologist (Reference Standard) 
⇒ ① vs. ③と② vs. ③を比較  

•  primary polydipsia, hypervolemia, hypovolemia, SIADH, diuretic-
induced hyponatremia, adrenal insufficiencyの6ついずれかに分類 

•  Na, K, Cl, Cr, Glu, TP, Alb, TG, Osmolality, WBC, RBC, cortisol, ACTH, 
TSHは検査可能	



＜Algorithm＞ 
•  serum-Na 
•  serum osmolality 
•  Urine osmolality 
•  Urine sodium concentration 

　を考慮してから、細胞 
　外液量評価をして分類 

	



Overall diagnostic agreement: 48%	

Overall diagnositic agreement: 71% 

κ=0.20	

κ=0.64	



AlgorithmのPitfall	

: Use of 「diuretics」（本研究でも61%は服用中だった) 
⇒ 尿酸排泄分画（FE-UA）が利尿薬投与患者でも低Na血症の 
     有効循環血液量の評価に有用とする報告あり 

＋：利尿薬あり －：利尿薬なし	

A：利尿薬あり	 B：利尿薬なし	

SIADと有効循環血液量減少性低Na血症の鑑別 

SIADの診断においてFE-UAの最適なcut off: 12% 





最終的にはvolume statusの 
評価が必要になるが、前段階で 
検査値が優先される形となった	



（参考） SIAD vs. Cerebral Salt Wasting	

•  serum ADHの測定は鑑別には役立たない 
•  「SIADの診断」の頁も参照	



治療のまとめ	



ü  症状に対して迅速に対処 
ü  一段落したらAcute or chronicの判断 



※ 3%高張食塩水のレシピ 
　　① 生食500mLから100mL抜く 
　　② 10%NaCl 120mL（6本）注入 
※　0.9%生食は原因鑑別までのつなぎとしての　 
　　立ち位置。投与は可能な限り少なく 
 
　＜おおまかな補正の流れ＞ 
①まずは高張食塩水150mLを20分おきに　 
　Na 5mmol/Lの上昇が得られるまで投与 
②最初の24時間：最大10mmol/L上昇まで 
　または症状の改善が得られるまで 
 以降24時間おきに最大8mmol/L上昇まで  
③130 mmol/Lに達するまで継続 



ü  低K血症があれば、並行して補正 
ü  Na補正予測式は参考程度で 



Osmotic demyelination syndrome	

•  低Na血症補正時の合併症としては1976年に初めて報告 
•  1997年~ 54例のcase report 
•  正確な発生率は不明 
•  意識変容、運動麻痺、構音障害など障害部位で多様 
•  上記のうち、87%のcaseで補正速度が最初の24時間で

12mmol/Lまたは48時間で20mmol/Lを超えていた。 
•  補正速度だけでなく、以下の基礎疾患・病態はリスク因子

とされている 

・橋「外」の脱髄（MRI T2 強調像） 
被殻、尾状核の高信号あり 
淡蒼球領域はスペアされている 
⇒Parkinsonismあり	

橋、視床、基底核の脱髄 
（MRI FLAIR 像） 

BMJ 2005;331:829–30	

BMC Neurology 2006, 6:33doi:10.	

ü  severe liver disease 
ü  liver transplant 
ü  alcoholism 
ü  severe burns 
ü  malnutrition 
ü  anorexia 
ü  antidepressant 



accidental overcorrection	



Severe synptoms
の記載とほぼ同様	



Acute hyponatraemia	

・測定方法が適切で 
  あったか確認 
 
・原因検索と 
  原疾患治療 

・10mmol/L以上の　 
　急激な低下では 
　3%NaClの投与を　 
　考慮	



Chronic hyponatraemia	







ü  first-line: 水制限 
ü  Second-line: 溶質摂取 ↑ or 少量のループ利尿薬＋NaCl 摂取 
ü  SIADに対するVasopressin receptor antagonist使用は否定的（後述） 
　　※ 米国では添付文書上は保険適応記載あり（日本では適応なし）	



ü  Vasopressinn activity ↓による急な尿量増加は 
　　Naの急激な上昇につながる恐れがある 



•  15RCT, N=1619, tolvaptanを含む4種 
•  投薬群で3-7日後、1か月後のNa値は有意に上昇（Mean 5.3, 3.5mmol/L） 
•  死亡に対するリスク、副作用発現に有意差なし。 
•  Osmotic demyelination syndrome（ODS）なかったが、投薬群でNaの急激

な上昇のリスクが2.5倍に増加（RR: 2.52 [95%CI: 1.26-5.06] ） 

•  11RCT, N=1069, tolvaptanを含む4種 
•  投薬群で3-5日後、1か月後のNa値は有意に　

　上昇　（Mean 5.7, 4.4mmol/L） 
•  死亡に対するリスク、副作用発現に有意差なし。 
•  Osmotic demyelination syndromeなかったが

、投薬群でNaの急激な上昇のリスクが3倍増加 
     （RR: 3.03 [95%CI: 1.82-5.05]） 



Tolvaptan その後	

ü  症例により低Naの補正が速すぎる⇒ODSのリスク 
ü  重篤な肝障害の報告 

「低Na血症の補正」目的の使用には慎重な姿勢へ	



まとめ	

•  低Na血症・・・未だに不明確な点も多い。 

•  有症状症例では迅速な対処が必要であるが、その
他の状況で低Na血症の補正により患者予後が改
善するかどうかは示されていない。 

•  現状では、良質なエビデンスをもとにガイドラインを
　構築するには難しい領域なのかもしれない。 


