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本日のｍｅｎｕ本日のｍｅｎｕ

＠薬用量について
＠小児薬物動態の特徴（新生児・乳児）
＠実際の投与量・投与方法（監査）
　・体表面積によるｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋ 換算表
　・体重当たりで換算（年齢別標準体重）
　・体表面積で換算できない場合
＠私見・その他



薬用量の設定

作用部位に有効濃度が維持される。

その間の薬物濃度が中毒濃度よりも低い。

正確な生体内薬物動態の把握必要



小児科領域の薬

・薬物動態の情報乏しい。

・薬理学的裏付け十分でない。

添付文書への小児薬用量記載
・記載なし：７５％
・「安全性が確立されていない」：４０％



小児の年齢区分

低体重出生児
2,500ｇ未満（WHO)

未熟児

１ヵ月未満新生児

３ヵ月未満幼若乳児

１歳未満乳児

７歳未満幼児

１５歳未満小児



小児への薬

　・薬物動態の特徴を知る。
；新生児・乳児に注意。

　・慎重な投与、十分効果有り。

　・いたずらに薬を控えない。



小児薬物動態の特徴

新生児 ｖｓ 年長児・成人

ＡＤＭＥ アドメ
薬物の生体内における移行と変化の過程

吸収（Absorption）
分布（Distribution）
代謝（Metabolism）
排泄（Excretion）



　A. 薬物の吸収

胃内ｐＨ・空腹時間・食事内容・腸管内状況ｅｔｃ.

新生児

　① 胃内ｐＨ

新生児は中性。酸分泌能低い。
生後３ヵ月で酸性。２～３歳で成人値。

　　

　酸性薬剤（フェノバルビタール、フェニトイン）；吸収↓
　酸不安定薬剤（ペニシリン）；吸収↑



新生児
② 空腹時間（胃内容排泄速度）

胃が空になる時間が長い
　　　　→ Ｃｍａｘの低下。Ｔｍａｘの遅延。

　吸収の全体量（AUC）は必ずしも影響を受けない。

胃内容排泄速度（GER)
；薬物が胃から小腸へ送られる速度



新生児

③ 食事の影響

胆汁分泌・膵機能が未熟。

空腹時間延長で影響。

→ 脂溶性薬剤の吸収低下。



新生児D. 薬物の体内分布

・水溶性薬剤は低濃度に、

　　 脂溶性薬剤は高濃度に分布。
　　

・体重あたりの薬物分布容積が大きい。
　；半減期短い薬剤は、体重あたり成人より多めに必要。
　

・脳重量の体重に占める割合が高い。
　；脂溶性薬剤分布が中枢神経系に集中、BBB未熟。

・血清蛋白質（アルブミン）少ない、結合率が低い。
　；蛋白非結合遊離型（活性）薬剤の拡散



肝代謝型 ｖｓ 腎排泄型M. 肝臓での代謝

肝；水溶性物質へ代謝

　第１相反応：酸化・還元・加水分解
ｐ-４５０；生後６ヵ月で成人域

　第２相反応：抱合
グルクロン酸抱合；出生直後は弱活性
硫酸抱合・グルタチオン抱合；成人同活性

　肝代謝型薬物
乳児において血中濃度が上がりやすい。



E. 肝臓・腎臓からの排泄

肝排泄
胆汁排泄大部分；グルクロン酸抱合(能）

→ 薬物排泄は低下。

腎排泄（尿中排泄）
糸球体濾過率・腎血流量・尿細管排泄量

新生児：成人の２０～４０％、ｔ1/2の延長

　腎排泄型薬物
新生児において半減期が長い薬物は
蓄積されやすい。Ｅｘ.抗菌剤



参考
薬物の代謝と排泄能の生後発達的変化

Ref. 大西鐘壽、伊藤進、
臨床薬理学（日本臨床薬理学会編：医学書院）、p.280-298（1998）



実際の投与量・投与方法

Therapeutic Orphan
　薬物動態、有効性、安全性が、

あいまいな小児用薬。

Ｏｆｆ-ｌａｂｅｌ ｕｓｅ
　小児薬用量の記載なし・・・

禁忌でなければ、医師裁量で使用可能。
医師の経験と小児薬物動態の知識が必要。



小児薬用量の設定
　・添付文書に記載がある場合

小児に多く使用される薬剤；用量設定記載。
ただし、患者毎に調節が必要。（大ざっぱ？）

　

　・Ｏｆｆ-ｌａｂｅｌ ｕｓｅ の場合

通常、成人薬用量（基準）から推定計算する。
年齢、体重、体表面積など考慮して、

いくつかの換算式、換算表が考案。

体表面積からの計算値；実際の薬物動態に近い。
ｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋの換算表

実用的で小児体表面積変化に対応。



ｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋ (＋中山) の換算表

中山の換算値
Ｃａｔｚｅｌ式から

１/１０未熟児

１/８新生児

１成人

２/３１２歳

１/２７.５歳

１/３３歳

１/４１歳

１/５６ヵ月

１/６３ヵ月

対成人比薬用量年齢

Ref. von Harnack,G.-A., Mschr. Kinderheilk., 104, 55 (1956)



処方薬 成人一日用量／３ 実際の一日処方量

アスベリン散10% 0.2～0.6g 0.4g
ムコダインDS33.3% 1g～3g 1.1g

ゼスラン小児用0.6% 0.33g～1.33g 0.26g
ラックビー微粒 1g 1g

オノンDS10% 0.75g～1.5g 0.85g
ホクナリンテープ 0.5mg1.3枚 0.5mg1枚

Rp. 成人処方汎用規格 成人一日用量 成人一日力価 成人一日力価／３

アスベリン散10% 0.6～1.2g 60～120mg 20～60mg
ムコダイン錠500mg 2～6錠 1000～3000mg 333.3～1000mg

ゼスラン錠3mg 2～4錠 6～12mg 2～4mg
02 ラックビー微粒 3g包 3g 1g
03 オノンカプセル112.5mg 2～4cp 225mg～450mg 75mg～150mg
04 ホクナリンテープ 2mg1枚 2mg 0.67mg

01

ｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋ の換算表で確認

３歳　K美ちゃん（♀）



ｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋ の換算表

体表面積変化に対応。
　→　薬物動態学的にもマッチ。

薬剤監査に簡便使用かつ信頼できる換算表。
　

　体表面積；様々な生体機能数値に比例！

・細胞外液量（薬は均等に分布）

・不感蒸泄量
・心拍出量
・糸球体濾過量
・循環血液量
・肝重量 など



細胞外液量

・薬剤の生体内分布容積に相当。
・年齢に伴って変化。
・体表面積と平衡。

乳児３５％、幼児２７％、成人１５％
　；成人と同濃度を維持するには、

体重当たりの投与量は成人より多い。



様々な薬用量換算式；非実用的

　（１）年齢を基準とした式
・Ｙｏｕｎｇの式；２歳以上
　｛年齢（歳）／（年齢＋１２）｝ Ｘ 成人量

・Ａｕｇｓｂｅｒｇｅｒの（ＩＩ）式；１歳以上
　｛年齢（歳）ｘ ４ ＋２０／１００｝ Ｘ 成人量

　（２）体重を基準とした式
・Ａｕｇｓｂｅｒｇｅｒの式（Ｉ）
・Ｃｌａｒｋの式；２歳以上

　（３）体表面積を基準とした式
・Ｃｒａｗｆｏｒｄの式



体重当たりで換算する場合

・患者情報が取れているなら再確認。
・添付文書内に体重あたり力価（○ｍｇ/ｋｇ）記載。
・抗生剤に記載多い。

年齢別標準体重

６ｋｇ

３ヵ月

２０ｋｇ

６歳＊

１８ｋｇ

５歳＊

１６ｋｇ

４歳

１４ｋｇ

３歳

１２ｋｇ

２歳

１０ｋｇ

１歳

８ｋｇ

６ヵ月

３ｋｇ

０ヵ月

＊H１６年度文科省学校保健統計調査では＋１ｋｇ



アモキシシリン
アンピシリンの腸管吸収を高めたアナログ。耐酸性。第３世代。
大腸菌、インフルエンザ菌などのグラム陰性桿菌有効。緑膿菌無効。

パセトシン細粒 100mg/ｇ

　小児の１日投与量

２０ｍｇ～４０ｍｇ／ｋｇ
３～４回に分割経口投与。

パセトシンカプセル 250mg

　成人の１日投与量

７５０ｍｇ（３ｐ）～１０００ｍｇ（４ｐ）
３～４回経口投与。



パセトシン細粒の１日量イメージ

小児の１日投与量 ３０ｍｇ（力価）／ｋｇに仮定

３ヵ月（６.５ｋｇ） ６ヵ月児（７.７ｋｇ） １歳児（１０ｋｇ）

3歳児（１５ｋｇ） ７歳児（２５ｋｇ） １２歳児（４１ｋｇ）



７歳児　７５０ｍｇ/日 　　　成人　３ｐ（７５０ｍｇ）/日

７歳児時点で成人量に到達。

体表面積/体重（m2/kg)； 成人１：１２歳児１.２
７～１５歳は成人相当量が一般的。

体重換算薬剤
　６ヵ月～７歳くらいまでは、体重相当量が処方。
　７歳以降は成人量より過量にならないよう注意。

*厳密に体表面積換算必要な薬剤（抗K剤etc.）除く。



体表面積で換算できない場合

・半減期が比較的長い薬剤
テオフィリン ・ フェニトイン
フェノバルビタール ・ ジゴキシン ｅｔｃ．

→　長期連用で蓄積に注意。治療濃度領域が狭く、
中毒域との差が小さい。短期投与は問題ない。

・新生児（１ヵ月未満）、幼若乳児（３ヵ月未満）

　体表面積/体重（m2/kg)； 成人１：３ヵ月児２
→　未熟な肝腎機能（蓄積可能性）、腸管吸収悪い
（Cmaxの遅延）。

TDMの必要性



新生児、幼若乳児の薬用量

・分布容積の大きさによる大量投与を考慮。

・半減期長い薬剤
；大量投与危険性の回避必要。

・半減期短い薬剤
；体重当たりの換算で、分３、分２投与。



参考 小児の薬物クリアランス

小児の絶対投与量は成人のそれに比べて少ないわけですが、
小児の単位体重当たりの投与量は、成人のそれよりも多くなる・・・
新生児は生まれて間もないため薬物クリアランスは非常に遅いですが、
生後2～3ヶ月頃から徐々に増加し、2～3才で成人のクリアランスを越えて、
思春期には遅くなり、そして成人のクリアランスに達します。

Ref. http://square.umin.ac.jp/̃jin/text/child.html
「小児薬用量のきめ方」、臨床医薬情報、p.510-513（1985）



経口投与以外の投与法と薬用量

・嘔吐などで経口できない。
・腸管吸収が悪い。

→　別ルートからの投与必要

経口投与量：１（基準）

注腸：２
皮下注：１/２
筋肉注：１/３
静脈注：１/４



青二才薬剤師 ヨシダタツヒコ的妄想

小児処方せん調剤時は・・・

　・成人１日量（薬品規格・用法）をイメージ！
　>過量調剤を防止
　>小児量が成人１日量を超えることはまれ。

　・処方医の処方パターン、くせを把握。

　・ｖｏｎ Ｈａｒｎａｃｋ 表を思い出す。
　・新生児～乳児は気をつける。

　・確認必要なら体重換算を考慮。
　>特に抗生剤



主な参考文献

１．鈴木孝; 小児薬用量の考え方、
調剤と情報（じほう）、Vol.11（No.8) p.10 - p.15（2005）.

２．仁志田博司、高橋尚人; 新生児・幼少児の薬用量、
治療薬マニュアル２００５（医学書院）、付録p.73 - p.77.

３．松平隆光；小児の薬物治療、日本医師会雑誌特別号、
Vol.129（No.12) p.331 - p.335 (2003).



過去の当研修会伝達協議事項

・抗生剤の処方量（力価）が常用量の１５０％
以上の場合、鎮痛剤・解熱剤の倍量処方
の場合は疑義照会してください。

・坐薬のｍｇを確認。

・薬情の用法、用量の欄は空欄ですので、そ
の処方に応じて用法などを記入して下さい。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊カルテには患者名、年齢はもちろん、
体重も記載されています。参考に・・・



休日急病診療所＠調剤室



岐阜新聞
平成１７年１１月１３日（日）朝刊

朝日新聞
平成１７年１１月１３日（日）朝刊



日本経済新聞
平成１７年１１月２５日（金）朝刊

Tamiflu

from shikimic acid

トウシキミ Illicium verum Hook. f.

Photo; http://www.nippon-shinyaku.co.jp/herb/syokubutsu/0005/05_48.html



ご清聴ありがとうございました。

ご意見、ご指摘、
よろしくお願い致します。

平成１７年１２月１０日（土）
＠岐阜ルネッサンスホテル
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