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当院で院外処方せんに掲載している検査値

◼ WBC［白血球数］

◼ Neu［好中球］

◼ Hb［ヘモグロビン］

◼ Plt［血小板数］

◼ CK［クレアチンキナーゼ］

◼ AST［ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ］

◼ ALT［ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ］

◼ T-Bil［総ビリルビン］

◼ Cr［クレアチニン］

◼ K［カリウム］

◼ CRP［C反応性蛋白］

◼ PT-INR［ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間-国際標準化］

◼ Hb-A1c

◼ Alb［アルブミン］
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血球・カリウム



血球

◼ WBC … 無顆粒球症

◼ Neu … 発熱性好中球減少症

◼ Hb … 貧血

◼ Plt … 血小板減少症
ヘパリン起因性血小板減少症



白血球（WBC）

医療情報科学研究所編，病気がみえる（血液）より抜粋

名称 主な機能

顆
粒
球

好中球 細菌などの貪食

好酸球 アレルギー反応への関与

好塩基球 アレルギー反応への関与

リンパ球 免疫をつかさどる

単球 細菌などの貪食、免疫をつかさどる



無顆粒球症

◼白血球のうち、体内に入った細菌を殺す重要な働きを

する好中球が著しく減少し、免疫力が低下すること

◼顆粒球、特に好中球が著しく減少、好中球500/μL以下

◼赤血球、血小板は減少しない

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



無顆粒球症の早期発見と対応のポイント

◼早期に認められる症状
発熱、悪寒、咽頭痛、全身衰弱感

◼患者のリスク因子
高齢、女性、腎機能障害、自己免疫疾患の合併

◼発現時期
服用開始後2～3か月以内に発症することが多い

◼対応
医薬品を中止して適切な治療が行われれば、通常
1～3 週間で、減少していた血球は回復してくる

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



無顆粒球症を引き起こす医薬品

◼チアマゾール、プロピルチオウラシル
3ヶ月以内に発症（0.2～0.5%）

◼サラゾスルファピリジン

6ヶ月以内に多く発症（0.06～0.6%）

◼チクロピジン
3～4週以内に多く発症（2.4%）

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変





好中球(Neu)

◼好中球の中には、桿状核球と分葉核球の2種類が存在

◼桿状核球が成熟するにつれて分葉核球となり機能する。

医療情報科学研究所編，病気がみえる（血液）より抜粋



発熱性好中球減少症（FN）

◼腋窩温37.5℃以上の発熱 かつ好中球数が500/μL未満、

または1,000/μL未満で48時間以 内に500/μL未満に減少す

ることが予測される場合

◼感染源が不明なことが多い

◼抗菌薬の予防投与(FQ)、G-CSF投与をする場合がある

◼治療は抗緑膿菌作用も持つβラクタム薬を静脈内投与



早期発見と対応のポイント

◼早期に認められる症状

発熱、悪寒

◼患者のリスク因子

抗がん剤治療患者

◼発現時期

がん剤治療後7～14日間が最も起こりやすい

◼対応

抗がん剤治療によっては抗菌薬を予防投与

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



ヘモグロビン（Hb）

◼ 赤血球に含まれる主要な成分で、酸素を運搬する
◼ 体内水分量に左右され、脱水で濃縮されると高値になる

医療情報科学研究所編，病気がみえる（血液）より抜粋



貧血

◼血液中のＨｂ濃度が基準値以下に低下し、体内の酸素が少なくなる状

態のこと

◼赤血球があっても、中身のＨｂが少ないと酸素を十分に運べない

◼そのため、貧血の定義は赤血球数ではなく、Ｈｂの濃度で決まってい

る

◼WHOによる基準では男性は13g/dL、女性では12g/dL未満を基準とし

ている

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



早期発見と対応のポイント

◼早期に認められる症状
顔色が悪い、倦怠感、動悸、頭痛、めまい

◼患者のリスク因子
高齢者

◼対応
原因薬剤の中止により、多くの場合、1～2週間で改善

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



貧血を引き起こす医薬品

◼ いずれの医薬品も引き起こす可能性がある

◼ 一般的に軽度から中等度

◼ 投与数日から１～２週間で徐々に発症

オメプラゾール、ペニシリン、テトラサイクリン、

セファロスポリン、レボフロキサシン、

リファンピシン、α-メチルドパ

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



血小板（Plt）

◼止血機構の中心を担う
◼ 3万を切ると出血リスクが高くなる
◼ 2万を切ると脳内出血や消化管出血などの致死的な出血をき

たす危険性がある
医療情報科学研究所編，病気がみえる（血液）より抜粋



血小板減少症

◼血液の凝固、止血に重要な役割を果たしている血小板
が減少すること

◼通常、10×104/μL以下を血小板減少症としている

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



早期発見と対応のポイント

◼早期に認められる症状

手足に点状出血、あざ、出血（歯ぐきの出血など）

◼患者のリスク因子
不明。多剤併用の高齢者。

◼発症時期
7日～2週間後に症状がでやすい

同薬品でも、早期に出現する場合や、数ヶ月または数年

と長期的に出現する場合もある

◼対応

薬剤中止後、適切な処置を行うことで多くは1週間で改善

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



血小板減少を引き起こす医薬品

◼血小板減少が比較的重症で、出血傾向の頻度が高い
金製剤、ＳＴ合剤、キニン、キニジン

◼血小板減少、出血傾向ともに軽度
ペニシラミン、チアジド系利尿薬、バルプロ酸Ｎａ、カルバ
マゼピン

◼長期間投与後に発症
金製剤、ペニシラミン、バルプロ酸Ｎａ(約120～180日）

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



ヘパリン起因性血小板減少症(Heparin-Induced Thrombocyropenia)

◼ヘパリンが、免疫学的機序により抗体(HIT抗体)の
産生を誘導。

◼HIT抗体は、血小板の活性化を促し、血栓塞栓症を
発症する。(出血性合併症は稀)

◼ヘパリン投与開始から5-14日目に血小板減少、血栓
塞栓症を発症した患者では、HITを疑う。

◼治療はヘパリンの中止とアルガトロバンの投与。

引用：第一三共 Medical Library



電解質〈K〉

毛細血管壁 細胞膜



カリウム（K）

98% 細胞内

細胞外
全体の2％

（0.4%が血管内）

◼ Ｋは細胞内外の濃度勾配が細胞の静止膜電位を維持している。
⇒このバランスが崩れると、細胞の興奮性に異常をきたす

(末梢神経・筋)

◼ 基準値は、3.5～5.0ｍEq/L

◼ 主に腎排泄される

引用:Therapy in Nephrology-7th edition



高K血症の原因となりうる薬剤

◼K製剤、高カロリー輸液

◼NSAIDｓ

◼ACEI、ARB

◼免疫抑制薬：シクロスポリン、タクロリムス

◼抗菌薬：ST合剤、ペンタミジン、ペニシリンG

◼タンパク質分解酵素阻害薬：ナファモスタット

◼抗アルドステロン薬：スピロノラクトン、エプレレノン

◼カリウム保持性利尿薬：トリアムテレン

◼ヘパリン、β遮断薬、ジギタリス

引用:Therapy in Nephrology-7th edition



低K血症の原因となりうる薬剤

◼利尿薬（ループ利尿薬・チアジド系利尿薬）

◼甘草を含む漢方

◼グリチルリチン製剤

◼アミノグリコシド系抗菌薬

◼シスプラチン

◼副腎皮質ステロイド

◼インスリン

◼Β２刺激薬

厚生労働省 重篤服副作用疾患別対応マニュアル 一部改変



低Ｋ血症の補正

◼点滴（原則入院、一般病棟）
投与速度…20mEq/h以下

輸液濃度…40mEq/L以下

投与量……100mEq/日

■内服
塩化カリウム徐放 1日32mEq

グルコン酸カリウム 1日30-40mEq

L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 1日54mEqまで

横浜市立大学附属市民総合医療センター 医療安全管理指針より
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肝機能



薬剤師が肝機能をチェックする理由

◼肝機能障害のある場合、禁忌または投与量の調節が必要

となる薬剤があるため

→副作用が強く出る恐れがある

◼薬の副作用に肝機能障害があるため



各検査項目の名称と基準値

検査項目 基準値範囲
［単位］

特徴

AST
アスパラギン酸

トランスフェラーゼ

13～30
［U/L］

• 肝臓や心臓の組織傷害により上昇する酵素
• 肝疾患（肝炎、肝硬変等）、肝機能障害、心筋

梗塞等で高値を示す

ALT
アラニンアミノ

トランスフェラーゼ

(男)10～42
(女) 7～23

［U/L］

• 肝細胞破壊により増加する酵素
• 肝疾患（肝炎、肝硬変等）、肝機能障害で高値

を示す
• ASTより肝臓特異性が高い

T-Bil
総ビリルビン

0.4～1.5
［mg/dL］

• Hbの異化産物、胆汁色素の主成分
• 肝胆道系疾患（黄疸等）、溶血性貧血で高値

ALP
アルカリホスファターゼ

106～322
［U/L］

• 肝胆道系疾患、骨腫瘍、妊娠時に高値を示す



肝機能の重症度分類

◼CTCAE
Common Terminology Criteria for Adverse Events
有害事象共通用語基準、米国National Cancer Institute（NCI）が
主導し世界共通で使用されることを意図して作成された有害事
象に関しての評価規準

◼Child-Pugh分類
肝硬変の重症度分類



検査項目
（正常範囲）

［単位］

肝機能障害の重症度

Grade１
（軽度）

Grade2
（中等度）

Grade3
（重度）

Grade4
（生命を脅かす）

AST
院内基準値の

3倍未満
院内基準値の
3倍から5倍

院内基準値の
5倍から20倍

院内基準値の
20倍を超える

ALT
院内基準値の

3倍未満
院内基準値の
3倍から5倍

院内基準値の
5倍から20倍

院内基準値の
20倍を超える

T-Bil
院内基準値の

1.5倍未満
院内基準値の
1.5倍から3倍

院内基準値の
5倍から10倍

院内基準値の
10倍を超える

CTCAEに基づく分類

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 日本語版より

重篤な肝機能障害



検査項目
（正常範囲）

［単位］

肝機能障害の重症度

Grade１
（軽度）

Grade2
（中等度）

Grade3
（重度）

Grade4
（生命を脅かす）

AST
(13～30)

［U/L］
30～90 90～150 150～600 600＜

ALT
(女性：7～23)

［U/L］
23～69 69～115 115～460 460＜

T-Bil
(0.4～1.5)

［mg/dL］
1.5～2.25 2.25～4.5 4.5～15 15＜

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) ver.5.0 を参考に一部改変

重篤な肝機能障害

CTCAEに基づく分類 (市大センター病院ver.)



Child-Pugh分類

（検査）項目
スコア（ポイント）

１ ２ ３

肝性脳症 なし 1，2度
（軽度）

3，4度
（時々昏睡）

腹水 なし 少量 中等度

T-Bil ＜2 2～3 3＜

Alb 3.5＜ 2.8～3.5 ＜2.8

プロトロンビン
時間
（いずれかの

指標で評価）

延長時（秒） ＜4 4～6 6＜

活性値（％） 70＜ 40～70 ＜40

INR ＜1.7 1.7～2.3 2.3＜

日本肝癌研究会編「臨床・病理 原発性肝癌取扱い規約 2009年6月（第5版補訂版）」（金原出版）より一部改変

【各項目のスコア合計値による肝機能障害の重症度分類】

5～6：分類A（軽度）7～9：分類B（中等度）10～15：分類C（重度）



投与量調節のための肝機能指標

◼肝機能低下時の薬物排泄能を反映する指標は確立されていない

◼PK変化と相関性の高い肝機能指標を明確にするのは困難

（米国FDA）

◼Child-Pugh分類による重症度分類を指標にしてもよい

（米国FDA）添付文書の禁忌欄に同分類が記載されることもある



当院で院外処方せんに掲載している検査値
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◼ Neu［好中球］

◼ Hb［ヘモグロビン］

◼ Plt［血小板数］

◼ CK［クレアチンキナーゼ］

◼ AST［ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ］

◼ ALT［ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ］

◼ T-Bil［総ビリルビン］

◼ Cr［クレアチニン］

◼ K［カリウム］

◼ CRP［C反応性蛋白］

◼ PT-INR［ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間-国際標準化］

◼ Hb-A1c

◼ Alb［アルブミン］



腎機能



腎機能評価する目的

◼ 禁忌の回避

◼ 過量投与の防止

◼ 副作用の防止



腎臓における排泄

＝糸球体濾過＋尿細管分泌－尿細管再吸収

(GFR)



GFRとは…

『時間あたりに濾過される原尿の産生速度』

腎機能正常者では、

GFR=150L/day

≒6L/hr

=100mL/min



イヌリン



腎機能(=糸球体濾過量)の評価法

①

②

実測

推測

・イヌリン投与による実測GFR
・1日蓄尿による実測CCr

・日本人向けGFR推算式(eGFR)
・Cockcroft＆Gault法(CCr)



腎機能評価のポイント

◼ 腎臓の 質（割合、効率）

◼ 腎臓の 量（数量、容積）



血清Cr

◼腎機能低下→SCr高くなる

◼中等度～高度腎障害にならないと明らかに上昇しない

◼筋肉量の影響を受けやすい

◼正しく腎機能評価できない



腎機能の指標

◼ SCr

◼ CCr（mL/min）

◼ eGFR（mL/min）

◼ eGFR（mL/min/1.73㎡）



eGFR(mL/min/1.73㎡)

日本腎臓学会：“CKD診療ガイド2012”, 東京医学社, 東京, 2012, pp.18

日本人のGFR推算式

eGFR(mL/min/1.73m2)=194×Cr－1.094×年齢(歳)－0.287

※女性は×0.739

腎臓の 質 を評価



体格によって投与量の変わる薬剤

•○○として、100mg/m2 を1日1回投与する。

•○○として、5mg/kg を1日1回投与する。

腎機能評価には 何を用いれば良いか？



CCr (mL/min)

Cockcroft & Gault式

CCr=(140-年齢)×体重/72×血清Cr
※女性×0.85

注意点：身長が反映されていないため肥満患者には、
補正体重・理想体重を用いる。

腎臓の 量 を評価



eGFR (mL/min)

eGFR(mL/min)=eGFR(mL/min/ 1.73m2)×{BSA/ 1.73m2}
※BSA ＝身長0.725×体重0.425×0.007184

注意点：痩せた高齢者は、過大評価されやすい。

腎臓の 量 を評価



CCr と eGFR

CCr（mL/min）

eGFR（mL/min）

eGFR（mL/min/1.73m2）

薬物の投与設計には （mL/min）

腎障害の評価には （mL/min/1.73m2）

CCr と eGFR どちらを使用しても良いが、CCr は eGFRより2～
3割大きくなっている可能性がある。



eGFRの精度

堀尾勝：腎機能の評価法, 日本内科学会雑誌, 101, 1259-1265, (2012)

eGFR正確度は
実測GFR±30%に
75% の症例
が含まれる程度



腎機能は時系列でとらえる

急性期は患者さんの状態は刻々と変化します。
腎機能は回復に向かっているのか、
悪化しているのかもチェックしましょう

過去 現在 未来



ＣＫ・PT-INR



ＣＫ（クレアチンキナーゼ）

◼ クレアチン＋ATP↔クレアチンリン酸＋AＤＰを触媒する酵素

◼ 骨格筋、心筋、脳に多量に存在

◼ すべて２量体で臓器特異性

ー平滑筋由来（ＭＭ）

ー脳・平滑筋由来（ＢＢ）

ー心筋由来（ＭＢ）
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ＣＫ上昇の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患
心疾患（心筋梗塞、狭心症、心筋炎）

筋障害（筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ、多発性筋症、横紋筋融解症など）

甲状腺機能低下症、糖尿病、てんかん大発作

■薬剤
催眠鎮静薬、抗不安薬、向精神病薬、抗てんかん薬

脂質異常症用薬、消化器官薬（PPI、H2拮抗薬）

鎮咳・去痰薬、喘息用薬、抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬



ＣＫ低下の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患

甲状腺機能亢進症

高ビリルビン血症

全身性エリテマトーデス

シェーグレン症候群

関節リウマチ など



PT-INR Prothrombin time International normalized ratio

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼プロトロンビンが血液凝固までに至る時間を国際標準比

に換算した値

◼値が高いほど凝固しにくい

◼健常者は1.0

◼ワルファリン服用患者の抗凝固能の指標とされている

PT-INR ＝
患者血漿のＰＴ（秒）

正常血漿のＰＴ（秒）

ISI



検査目的

• 出血傾向のスクリーニング

（血液凝固因子の欠乏症など）

• 播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）の診断

• 肝障害のモニタリング

（肝硬変など）

• ワルファリンのモニタリング

ワルファリンを使用する際は、PT-INRが適度
に上昇しているか確認します

上昇していたら異常

上昇させることが治療
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ワルファリン服用中に
PT-INRを確認しなくてはならない理由

◼必要量に個人差がある

原因：年齢、体重、遺伝子多型、合併症など

◼長期服用患者においても予期せぬ変動がある

原因：食事内容の変化、併用薬の影響、コンプライアンス不良

自己調節、断続的なアルコール摂取、血液疾患など

導入時期はもちろん、安定期であっても月1回程度の
モニタリングを考慮する必要があります



目標値は出血リスク（年齢など）とベネフィット（疾患に対し
て抗血栓作用で得られるメリット）で決まります

日本循環器学会 心房細動治療ガイドライン（2020）

目標値の設定



CRP・ALB・HbA1c



CRP（C反応性蛋白）

◼ 炎症などによりマクロファージが産生するIL-6などの炎症性サ

イトカイニンによって肝細胞で合成される急性期反応性蛋白

◼ 基準値：0.2㎎/dL以下
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CRP上昇の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患
感染症（細菌・真菌・ウイルスなど）、リウマチ熱、関節リウマ

チ、

各種関節炎、血管炎、クローン病、ベーチェット病、心筋梗塞、

熱傷、手術、悪性腫瘍

■薬剤
免疫抑制剤

抗悪性腫瘍薬



Alb（アルブミン）

◼ 血中の蛋白の約67％

◼ 肝細胞内で合成され、分泌される

◼ 栄養不足、肝臓における合成能の低下により血中濃度が低下

◼ 慢性腎炎などにより腎糸球体濾過能力が低下、蛋白が尿中へ

漏れ出すと血中濃度が低下

◼ 基準値：4.0-5.0 g/dL
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Alb低下の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患
栄養不足

肝障害（急性肝炎、肝硬変など）

ネフローゼ症候群

感染症

慢性炎症

■薬剤
ペニシリンＧ大量投与



HbA1c（グリコヘモグロビン）

◼ ヘモグロビンにグルコースが結合したもの

◼ 赤血球の寿命から採血前30日間の血中グルコース濃度を反映

◼ 糖尿病患者の血糖コントロールの指標として汎用
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HbA1c上昇の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患
糖尿病（１型、２型）、クッシング症候群、グリカゴノーマ

甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、慢性肝炎、肝硬変など

■薬剤
免疫抑制剤（ステロイド薬、シクロスポリン、タクロリムスなど）

抗悪性腫瘍薬（エベロリムス、ニロチニブなど）、ＩＦ製剤

抗精神病薬（オランザピン、クエチアピンなど）

抗ＨＩＶ薬（リトナビルなど）、高アンドロゲン薬など



HbA1c低下の原因

調剤と情報 2017.6 臨時増刊号（vol.23 No.9）引用改変

◼疾患
糖原病、アジソン病、インスリン自己免疫症候群

インスリノーマ、ダンピング症候群、膵外性腫瘍 など

■薬剤
糖尿病治療薬

抗不整脈薬（シベンゾリン）



薬剤に伴う高血糖の発現機序

◼ ステロイド：肝臓に直接作用し、糖新生・糖放出を促進

◼ ＩＦ製剤：インスリン抵抗性を亢進

◼ 抗精神病薬：体重増加に伴ってインスリン抵抗性を亢進

◼ 抗HIV薬：リポジストロフィーを誘発し、インスリン抵抗性を亢進

◼ 抗悪性腫瘍薬：インスリン分泌を低下

◼ 抗アンドロゲン薬：インスリン抵抗性を亢進
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血糖コントロール目標



Take Home Message

◼ 最新の検査値基準値は薬剤部HP上に掲載してあります

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urayaku/jouhou/

20200210kensa_kijun.pdf

◼ ぜひ日常診療にご活用ください

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~urayaku/jouhou/

