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Introduction
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💊 β遮断薬中毒の疫学
💊 EXTRIPとは
💊中毒治療でのECTR
💊 β遮断薬の作⽤とそれぞれの特徴
💊 β遮断薬中毒の治療
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Clin Toxicol (Phila). 2020;58(12):1360–541.
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America National Poison Data System

• 2019年 11,166名のβ遮断薬(BAA)中毒が
報告されている（19名の死亡を含む）

• 過去5年間でBAA中毒の数は増加傾向であり、
致死的な中毒の3.9％に関連していた。

• 重症のBAA中毒の死亡率は0〜13％である



⽇本中毒情報センター
データでは
全報告30,462件のうち、
わずか2件のみ
（2019年1⽉1⽇から
2019年12⽉31⽇までの1年間）

https://www.j-poison-ic.jp/
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・中毒患者を⽇常的に扱う臨床専⾨分野(医療毒物学、救急医療、
腎臓学、集中治療、⼩児科学、薬理学)の専⾨家によって構成さ
れている

・中毒におけるExtracorporeal treatment(ECTR)の適応に関す
るガイドラインを作成することを⽬的としている

https://www.extrip-workgroup.org

Clin Toxicol (Phila). 2020;58(12):1360–541.
8



ECTRとは︖

• 「体外で⾏われる治療で、内因性経路と
は異なるメカニズムで毒物除去を促進す
るもの」と定義される

• ⾎液透析(HD)、⾎液濾過(HF)、⾎液灌流
(HP)、腹膜透析(PD)、持続的腎代替療法
(CKRT)、⾎漿交換(TPE)などが含まれる

• 中毒分野におけるECTRはHDが⾏われる
ことが多い

Clin Toxicol (Phila). 2012 Jun;50(5):403-13.

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition
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中毒診療にECTRが
有⽤であるかの指標

• 内因性クリアランス

• 分布容積(⽔溶性、脂溶性)

• タンパク結合率

• 分⼦量

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition10



内因性クリアランス

⼀般に、⽣体内での薬物除去に⼤きく貢献するためには、
「体外クリアランスが全クリアランスの少なくとも30％
を占めていなければならない」
と考えられている

・体外クリアランスが⾼いほどECTRは有⽤である

・しかし、内因性クリアランスが⾼い場合はECTR
を⾏わなくても排泄が期待される

・内因性クリアランスが低く、体外クリアランス
の割合が⾼い場合にECTRが検討される

Trans Am Soc Artif Intern Organs. 1968;14:440-53.

Adv Chronic Kidney Dis. 2011 May;18(3):160-6.
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分布容積(VoD︓体内の薬物量÷⾎中濃度)

組織内に多く分布
＝VoDは⼤きい＝脂溶性
→透析無効
(2L/kg以上)

⾎管内に多く分布
＝VoDは⼩さい＝⽔溶性
→透析可能
(1-2L/kgまで)

Adv Chronic Kidney Dis. 2011 May;18(3):160-6.
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→分布容積が⼩さい＝⽔溶性が透析に適している



タンパク結合率
タンパク結合率が⾼い
→透析が有効でない
→⾎液灌流（⾎液吸
着）の⽅が有効か︖

タンパク結合率が低い
→透析が有効

⼀般的にタンパク結合率が80-90%を
越えると透析が有⽤ではない

中毒では⾎中濃度がタンパク
の量を上回るためにタンパク
結合能が低下する
→タンパク結合率が⾼くても
透析可能かもしれないAdv Chronic Kidney Dis. 2011 May;18(3):160-6. 13



分⼦量

⾎液透析（HD）:拡散原理を⽤いてお
り、⼩分⼦(〜約500Da)を除去できる

⾎液濾過（HF）:濾過原理を⽤いてお
り中分⼦（約8,000~50,000Da）ま
で除去できる

→分⼦量が⼩さいほど透析効率がいい

14



・内因性クリアランスが低く、
体外クリアランスの割合が⾼い

・分布容積が⼩さい＝⽔溶性
・タンパク結合率が低い
・分⼦量が⼩さい

以上の特徴を持つ物質が透析の適応
となりやすい

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition
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透析適応のある薬剤

• エチレングリコール、リチウム、アセトアミノフェン、
アスピリン、メタノールなどが透析の適応となる

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition

C Carbamazepine
Caffeine

A Anticonvulsants
-Phenobarbitals
-Phenytoin

T Theophylline

M Methanol

E Ethylene glycol

A Aspirin（Salicylates）

L Lithium

16

ECTRを受けたとAAPCCに報告されたデータを5年ごとに集積



β受容体
• β受容体はβ１、β２、β３
• ⼼臓ではβ１︓β２＝４〜６︓１の割合

・β3受容体はノルアド
レナリンによって活性化
・β3受容体は脂肪細胞
に多く発現、熱産⽣や脂
肪分解

・β1受容体は主に⼼
筋に発現して⼼拍数
を制御
・β1受容体を阻害す
ることで⼼拍数や⾎
圧を下げる

・β2受容体は⾎管や気
管⽀の平滑筋弛緩に関与
・β2刺激薬は気管⽀喘
息の代表的な治療薬であ
る

17



β-adrenergic antagonist （BAA）
・⼼⾎管疾患の予防及び治療に最も処⽅される薬剤の1つ
・⽇本ではビソプロロール（メインテート®）とカルベジロール
（アーチスト®）が主に処⽅されている。
他にメトプロロール（セロケン®） アテノロール（テノーミン
®） プロプラノロール（インデラル®） ランジオロール（オノア
クト®）など。

主な作⽤機序
①β1受容体に結合することで、⼼臓におけるβ1作⽤を阻害する

②β1作⽤を阻害により細胞内Ca2＋が低下し、⼼筋収縮⼒の低下、
刺激伝導系の興奮性の低下させる
③⼼筋収縮⼒の低下、⼼拍数の減少により⼼拍出量が低下する。

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition
18

β1受容体



BAAの薬物動態の特徴
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• BAAsは，分⼦量が⽐較的⼩さい (約250〜400Da)

• 分布容積・蛋⽩結合率・代謝経路・半減期などは個々のBAAによって違う特性を持つ

• β1作⽤阻害以外に以下のような作⽤を持つものもある
-β2作⽤阻害
-α遮断作⽤
-内因性交感神経刺激作⽤(ISA)
-Naチャネル遮断による膜安定化作⽤（MSA）
-中枢神経抑制作⽤
-Kチャネル拮抗によるクラスIIIの抗不整脈作⽤
→中毒時には、徐脈、低⾎圧、⼼原性ショックなど共通の症状と
QT延⻑や意識低下、気管⽀痙攣など個々に特徴的な症状を引き起こす。

• BAA中毒による死亡率は、カルシウム拮抗薬などの循環器系薬剤と共存している場合に
⾼くなる

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition



ソタロール︓K流出チャネル遮断作⽤を
有しており、QT延⻑やtorsade de 
pointesなどの重篤な⼼室性不整脈を引き
起こす
→中毒で致死的な症状を引き起こす

分布容積が⼩さい，蛋⽩結合率が⼩さい
→透析に向いている

プロプラノロール︓脂溶性であり、ナトリウムチャネル遮断
による膜安定化作⽤（MSA）を持つ。⾎液脳関⾨を通過し、
せん妄、昏睡、痙攣を引き起こす。
→中毒で致死的な症状を引き起こす

分布容積が⼤きく，蛋⽩結合率が⼤きい→透析に向かない

アテノロール︓⽔溶性であり
分布容積が⼩さく，蛋⽩結合率が⼩さい
→透析に向いている

20

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Tenth Edition
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β遮断薬中毒の治療

(a)Ca投与︓
細胞内Ca2+濃度を
上昇させる

(b) カテコラミン︓β刺激作⽤ (c)グルカゴン︓
β受容体を介さずにGタンパク
質を活性化

(d)PDE阻害薬︓
ホスホジエステラーゼによ
るcAMPの分解を阻害する

(e)⾼容量インスリン
療法︓

グルコースを取り込む
ことによりピルビン酸
デヒドロゲナーゼの回復

→主な治療は⽀持療法である
その他︓消化管の除染、静注⽤
脂肪乳剤投与、⼀時ペーシング、
IABP、ECMO、ECTR
など



背景まとめ
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• BAA中毒の数は増加傾向である

• ECTRは中毒に対する貴重な治療法の1つである

• BAAは薬物動態に多様性があり、それぞれの作⽤を把握す
る必要がある

• BAA中毒に対するECTRに関して、死亡率や臨床的な症状
の改善効果などは確⽴されておらず、 ECTRがBAA中毒に
有⽤かどうかのガイドラインはない



Critical Care. 2021 Jun 10;25:201

本⽇の論⽂

個々のβ遮断薬に関してECTRの有⽤性のガイドライン作成を⽬的とした
23



Methods
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• EXTRIP⽅法論に基づいた⽂献のシステマティックレビュー
•電⼦データベース
Medline／PubMed、EMBASE、Cochrane Library、EAPCCTと

NACCT年次総会の会議要旨
•検索⽇

それぞれのデータベースの開始⽇から2019年3⽉1⽇
•研究デザイン、⾔語、出版物での制限なし
• ECTRの種類も制限なく広く集積
• システマティックレビューの報告項⽬は、PRISMAステートメントに
従う

25
EAPCCT: The European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists
NACCT: North American Congress of Clinical Toxicology

研究の登録基準



患者登録基準
• BAAにより重度の中毒を起こした全ての患者
• 中毒の状況(急性、慢性、急性増悪)や、患者の異質性(ex.⼩児、
CKD、妊婦など)に制限はない

•少なくとも毒物除去⽬的にECTRが施⾏された症例
• 急性腎不全や肝不全のためにECTRが施⾏された症例は除外
•⽐較対象はECTRをしない標準治療群

26

Standard careとは︖
ABC（⼼臓ペーシングを含む）、除染、
カテコールアミン、昇圧剤、⾼⽤量インスリン療法、
アトロピン、グルカゴン、ECLS



Outcome
• Critical outcome
• 死亡率
• カテーテル挿⼊に伴う重篤な合併症
• ECTRに伴う重篤な合併症
• 後遺症

• Important outcome
• ソタロールにおいてQT延⻑している期間
• ICU滞在⽇数
• ECLSの必要性
• 昇圧薬の使⽤⽇数
• ⼊院⽇数

27



合併症の定義
• カテーテル挿⼊時の重篤な合併症︓

⾎胸、気胸、⽪下気腫、後腹膜出⾎、塞栓症、神経損傷、動静脈瘻、
タンポナーデ、死亡
除外︓⾎腫、動脈穿刺、深部静脈⾎栓症、感染症

• ECTRの重篤な合併症︓
空気塞栓、ショック、死亡
除外︓ヘパリンによる⼩出⾎、⼀過性の低⾎圧、電解質異常

• TPEの重篤な合併症︓
重度のアレルギー反応、不整脈、⾎管迷⾛神経反射
除外︓低⾎圧、低カルシウム⾎症、蕁⿇疹

28



研究の質の評価
•各研究の質とバイアスリスクに関してはワーキンググループメ
ンバーの2⼈(J.BとM.G)が独⽴して評価した。
•意⾒の相違がある場合は、第3の⽅法論学者を交えて解決した。

•バイアスリスク評価は以下の2つを⽤いた
• Cochrane Risk of Bias Tool for RCTs
• Risk of Bias Instrument for Non-randomized Studies-of Interventions(ROBINS-I)

29



Toxicokinetic outcomeの評価

30

TK/PKなどのデータがあるか
除去率が報告、計算できるか
裏付けデータがあるか
データに信憑性があるか

など



エビデンスの質の評価
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• 介⼊群(ECTR+標準治療)と⽐較群(標準治療)の直接⽐較
の研究がない場合は、介⼊群の患者に最も近い患者群と
⽐較を⾏なった。

• 各Outcomeを評価し、GRADE法により推奨度を判定し
た。
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9段階のLikert scaleで
投票し推奨度を決定

⑨賛成〜①反対

最終的な推奨度の決定に際してグループ内で投票をした



⽤いられる主な透析関係の略語
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HD Hemodialysis ⾎液透析
HP Hemoperfusion ⾎液灌流
HF Hemofiltration ⾎液濾過
HD-HP hemodialysis and hemoperfusion in series ⾎液透析+灌流
TPE therapeutic plasma exchange ⾎漿交換
PD Peritoneal dialysis 腹膜透析
CKRT Continuous kidney replacement therapy 持続的腎代替療法
ECTR Extracorporeal treatment 体外式療法
ESKD Endstage kidney disease 末期腎不全
Met metabolite 代謝率
PK Pharmacokinetics 薬物動態
TK Toxicokinetics 毒物動態



Results
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• 最終的に合計76件の研究（in vitro実験4件，動物実験2件，薬物動態シ
ミュレーション研究1件，末期腎不全患者を対象とした薬物動態研究37件，
症例報告またはケースシリーズ32件）が組み⼊れ基準を満たしていた。

• ⽐較研究や無作為化⽐較試験は確認されなかった。
35



• ECTRに関して合計334名の患者で
薬物/毒物動態のデータが得られた。

• 薬物動態に関する論⽂の90％は1992
年以前に発表されたものであった。

• 間⽋的⾎液透析（HD）に⽐べ、継続
的な腎代替療法（CKRT）や⾎液灌流、
⾎漿交換（TPE）、腹膜透析のデー
タは少なく、クリアランスもHDに⽐
べかなり劣っていた。

透析中の薬物/毒物動態

36



透析可能かどうかの評価
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Dialyzable

38

アテノロール

ナドロール

プラクトロール

ソタロール
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アセブトロール

Moderately Dialyzable

ビソプロロール

メチプラノロール
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メトプロロール

Slightly Dialyzable

タリノロール
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ベタキソロール

Not Dialyzable

カルベジロール

ラベタロール

メピンドロール

プロプラノロール

チモロール



腎機能低下時はECTRの有⽤性が増す可能性がある

42

末期腎不全(ESKD)
患者の場合はHDの
クリアランスが約2倍

ECTRのデータは少なくとも30年以上前の
ものであるため、現在ではより良い結果の
可能性がある

薬剤によっては、腎機能により適応が異な
る可能性がある



Patient characteristics

• 37⼈の患者に関してデータが得られた。
• そのうち16⼈は腎機能が低下していた。
• 末期腎不全（ESKD）での投与ミスが6例（アテノロール＝1例，ソタロール＝5例）で
その他は全て、⾃殺意図による過量内服であった。

43
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Signs/Symptoms/Labs



• 様々な治療が同時に⾏われており、また、治療にばらつきがある。
• 現在ではよく⽤いられる⾼⽤量インスリン療法を受けた患者は8名のみ、またECLSを受
けた患者は4名だった。

45

Other treatments

24%

10%

78%
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施⾏されたECTR

TPE：therapeutic plasma exchange
CKRT：continuous renal replacement therapy
ECTR：extracorporeal treatment
HF-HP：hemofiltration-hemoperfusion
HD-HP：hemodialysis and hemoperfusion in series
HP：hemoperfusion

27%

24%

10%
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Outcome

全死亡率13.5%(5/37)

3⼈︓⼼原性ショック
1⼈︓不可逆的な脳損傷
1⼈︓⼀時改善したが、4週間後に多臓器不全となる



ソタロール Sotalol
• 不整脈／TdPは、HDによって速やかに改善された。多くの場合、治療中

または治療直後に解消されたが 、PDやCKRTのような緩徐な⼿法では解
消に時間を要した。

48

アテノロール Atenolol
• 1例を除き、透析導⼊後に⾎圧上昇がみられた。
• HDと⽐較しCKRTでは改善が遅かった。
• 2例はECTR後に不整脈が再発し再導⼊となった。

→上記、2つはECTRにより臨床的改善が認められた



プロプラノロール Propranolol  
• 9例中、ECTRの臨床的影響を分析できたのは2例のみであった。
• 1例は輸液後にゆっくりと改善し、もう1例はTPE後に改善したが、直後に

低⾎圧が再発した。

49

カルベジロール Carvedilol
メトプロロール Metoprolol
• それぞれ1例で、両症例ともカルシウム拮抗薬が共存していたため解釈が

困難であった。

→アテノロール、ソタロール以外のECTRによる臨床的改善効果は疑問視された



ECTR+Standard care vs Standard care
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Standard careとは︖ ABC（⼼臓ペーシングを含む）、除染、カテコールアミン、
昇圧剤、⾼⽤量インスリン療法、アトロピン、グルカゴン、ECLS

死亡率 +ECTR Standard Care
All BAAs
n=10（コホート数）

13.5%(5/37) ICU 8.2%(9/110)
中毒センター/病院
3.8%(63/1678)

全体として
ECTR群は、
対照群よりも
⾼かった

Propranolol
n=5

11.1%(1/9) 0〜2.1% ⽐較はできず

Sotalol
n=5

11.1%(1/9) 0% ⽐較はできず

Atenolol
n=3

11.1%(1/9) 0% ⽐較はできず

• Qualityは全てvery low

• 症例数の少なさ、治療のばら
つき、集団の不均⼀性が強く、
分析することは困難だった
（「ECMOの必要性」、「昇
圧薬の必要期間」、「⼊院期
間」、「ICU滞在期間」、
「後遺症」などのアウトカム
はいずれも⽐較できず）

※直接⽐較した研究はなく、ECTR群に近い患者群を対象とした研究との⽐較
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QT延⻑の期間 +ECTR Standard Care Quality

Sotalol
n=4

Median = 37h
[33.5, 78.5] 
3⼈, median 8g

Median=75h
[57, 87.5]
6⼈,median 6.2g

サンプル数が
少なく⽐較できず

Very low

合併症
カテーテル
挿⼊時の合併症
n=5

重篤な合併症の発⽣率
0.1%〜2.1% ー

ECTR群では1000⼈
あたり1〜21件の重
篤な合併症が増加す
ると推定される。

Moderate

ECTRの重篤な
合併症
n=4

重篤な合併症の発⽣率
0.005％（HDおよびCKRT）
0.6％（TPE）

1.9％（HP）

ー

ECTR群では、実施され
たECTRの種類に応じて、
1000⼈当たりの重篤な
合併症が0〜19件増加
すると推定される。

Moderate

ECTR+Standard care vs Standard care
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• EXTRIP の⼿法に従い、ワークグループは、患者の臨床報告数が⼗分で
ある BAA のみを投票対象とした。アセブタノールとタリノロールについ
ては4件の報告があったが、勧告を作成するのに⼗分な質ではないと考え
られた。

→プロプラノロール、アテノロール、ソタロールが対象となった。
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Likert scaleを⽤いて投票し
推奨度を決定した



プロプラノロール
重度の中毒になった患者に対して
標準治療に加えて、ECTRを⾏うことは推奨しない。
（強い推奨、⾮常に低い質のエビデンス）
• 半減期が短く、腎機能に依存しない⾼い内因性クリアランスを持つ。
• これらの特性に加えて、タンパク結合率が⾼いため、透析に適応がない。
• データは限られていたが、ECTRによって臨床的回復が促進されることはなく、ECTR
症例の死亡率は過去の対照症例よりも⾼かった。
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Likert scale
中央値 1、IQR 1、不⼀致指数0.0
満場⼀致で反対!!



アテノロール
重度の中毒になった患者で

• 腎機能障害*がある場合、難治性の徐脈と低⾎圧があるときは、標準治療のみで
はなく、ECTRを⾏うことを推奨する。

（弱い推奨、⾮常に低い質のエビデンス）

• 腎機能が正常な患者では、標準治療のみではなく、ECTRを⾏うことについて、
推奨も不推奨もしない。

（推奨なし、⾮常に質の低いエビデンス）
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Likert scale
中央値 7、Lower quartile 4.0

不⼀致指数 0.59

腎機能障害とは、ステージ3B、4、5のCKD（すなわち、eGFR＜45mL/min/1.73m2）
または AKI（KDIGOステージ2または3のAKI）と定義。



ソタロール
重度の中毒になった患者で

• 腎機能障害*がある場合、難治性の徐脈、低⾎圧、または再発性のtorsade de pointesがあるとき

は、標準治療のみではなく、ECTRを実施することを推奨する

（弱い推奨、エビデンスの質は⾮常に低い）

• 腎機能が正常な場合、標準治療のみではなく、ECTRを⾏うことについては、推奨も不推奨もない

（推奨なし、エビデンスの質は⾮常に低い）

• QT時間のみに基づいてECTRを⾏うことは推奨しない

（弱い推奨、⾮常に低い質のエビデンス）

腎機能障害とは、ステージ3B、4、5のCKD（すなわち、eGFR＜45mL/min/1.73m2）
または AKI（KDIGOステージ2または3のAKI）と定義。
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Likert scale
中央値 7、Lower quartile 4.0

不⼀致指数 0.59
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ECTRにより⾎⾏動態が悪化する
可能性がある

腎障害がある患者はECTRをすると
クリアランスが⾼く効果的である

すでに透析アクセスがある患者で
あれば挿⼊に伴うリスクが減る

腎機能が正常な患者ではECTRを
追加して総クリアランスが2倍に

なったとしても有益性は低い

⾎中濃度を測れる病院はほとんどないの
でそれを指標にするのは現実的ではない。

薬物動態のデータが不⾜しているので
今後研究は必要。

ソタロールはQT延⻑からTdPを起こすが、
TdPの発⽣を予測するQTc値はない。治療
量でもQTcは延⻑することはあり、QTcの
数字だけでECTRの適応は判断できない



ECTRの種類

すべての⼿段が利⽤可能な場合は、他のタイプの ECTR よりも
間⽋的な⾎液透析を使⽤することを推奨する

（強い推奨、⾮常に低い質のエビデンス）

• 間⽋的⾎液透析が最も効率的であった

• ⾎⾏動態が不安定な場合は、間⽋的透析ではなくCKRTなど持続的透析を考慮する

• ソタロール中毒で透析を⾏う場合、TdPなどの不整脈のリスクを最⼩限に抑えるために、腎臓専⾨
医共相談し、カリウム・マグネシウムを点滴投与もしくは透析液に混ぜるなど対応を⾏う
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ECTRの中⽌
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臨床的改善に基づいてECTRを中⽌することを推奨する

（強い推奨、エビデンスの質は⾮常に低い）
• 臨床的な改善の指標は、適切な末梢⾎管灌流のための⼼拍数と⾎圧、ECLSの離脱、昇圧剤の必要量の減

少、およびソタロールの場合はTdPの持続的な停⽌など。

• QT 間隔の延⻑は、ソタロールの治療濃度であっても持続する可能性があるため、この⽬標値を使⽤し

て停⽌することは推奨されない。

• BAA中毒に対するECTRの治療期間は、摂取したBAAの種類と量、および⼀部の症例における腎機能に

依存するため、事前に決めることはできない

• ⽬標⾎清濃度のみに基づいてECTRを中⽌しない
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• BAA中毒におけるECTRの使⽤に関する初めてのシステマティックレ
ビューである

• 最も厳格なガイドラインの⼿法（GRADE）を⽤いて，BAA中毒におけ
るECTRの使⽤に関する最良のエビデンスをまとめたものである

• 研究デザインや⾔語、出版年などの制限がない

• 様々な臨床専⾨分野およびリソース環境からの著名な専⾨家で構成され
る国際共同研究者であり、2ラウンドの修正⼿順を⽤いた投票プロセス
を経て、臨床上の推奨事項を提供している

Strength
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Limitation
• 使⽤された論⽂の多くは質が低い

• データが古いものが多く、現在の技術を反映していない可能性
が⾼い

• プロプラノロール，アテノロール，ソタロール以外の BAA に
ついては，公表されているエビデンスが限られているため，推
奨を作成するには⼗分なデータがなかった



Conclusion
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• プロプラノロールで重篤な中毒を起こした患者に ECTR を使⽤しないことを
推奨する。
（強い推奨、⾮常に低い質のエビデンス）。

• アテノロールまたはソタロールで重度の中毒を起こした患者に対しては、
ECTRを推奨しない。ただし、腎機能障害の場合はECTRが推奨される。

（弱い推奨、エビデンスの質が⾮常に低い）
-腎機能障害患者におけるECTRの適応は、アテノロールやソタロールの中毒による難治性の
徐脈や低⾎圧、ソタロールの再発性のtorsade de pointes など。

• 他の透析可能とされていたBAAは，臨床データが限られていたため，推奨を
評価することはできなかった。
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• β遮断薬は個々に特徴があり、それぞれに治療やECTRの適応を考
えなければならない

• 今回の論⽂もサンプル数の少なさやデータが古いなど、質は⾼い
ものではないが、今後も中毒分野において質の⾼い研究は困難と
考えられる

• 薬理学的作⽤（分⼦量、分布容積、⽔溶性、内因性クリアラン
ス）をもとに個々の症例（症状、バイタルなど）を透析可能か判
断することが⼤切である

• 中毒において、ECTRは治療のfirst-lineではないが、重症化する
と導⼊できなくなるため適応は速やかに判断しなければならない


