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日本版敗血症診療ガイドライン2016を読み解く

日本版敗血症診療ガイドライン2016：
初期蘇生と循環作動薬
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日本版敗血症診療ガイドライン2016
The Japanese Guidelines for the Management of Sepsis

新旧ガイドラインの比較
＊13「蛋白分解酵素阻害薬」→ 削除
＊追加項目：
4「感染巣に対する処置」
9「輸血」
11「鎮痛鎮静」
15 「体温管理」
17「DVT/VTE」
18 「PICS/ICUAW」
19「小児」

CQの領域数：13→19へ拡大

1. 敗血症の定義と診断
2. 感染症の診断
3. 感染巣診断のための画像診断
4. 感染源のコントロール
5. 抗菌薬療法
6. 免疫グロブリン療法
7. 初期蘇生と循環作動薬
8. 敗血症性ショックに対するステロイド療法
9. 輸血療法
10. 人工呼吸管理
11. 鎮痛・鎮静・せん妄管理
12. 急性腎障害・腎代替療法・血液浄化療法
13. 栄養療法
14. 血糖管理
15. 体温管理
16. 播種性血管内凝固症候群（DIC）対策
17. 静脈血栓塞栓症(VTE)対策
18. PICSとICU-AW
19. 小児

パブコメとガイドライン作成委員会の意見を受けて最終CQ作成

「CQ7-1; 初期蘇生にEGDTを用いるか？」
「CQ7-2; 敗血症性ショックにおいて初期蘇生における輸液量はどうするか？」
「CQ7-3; 敗血症の初期蘇生の開始時において心エコーを用いた心機能評価を行うか？」
「CQ7-4；初期輸液として晶質液、人工膠質液のどちらを用いるか？」
「CQ7-5; 敗血症性ショックの初期輸液療法としてアルブミンを用いるか？」

「CQ7-6；初期蘇生における輸液反応性のモニタリング方法として何を用いるか？」
「CQ7-7; 敗血症の初期蘇生の指標に乳酸値を用いるか？」
「CQ7-8；初期蘇生の指標としてScvO2と乳酸クリアランスのどちらが有用か?」
「CQ7-9;初期輸液に反応しない敗血症性ショックに対する昇圧薬の第一選択としてノルアドレナリン，ドパミンのどちらを使用するか？」
「CQ7-10; ノルアドレナリンの昇圧効果が十分でない場合の敗血症性ショックに対して、アドレナリンを使用するか？」
「CQ7-11; ノルアドレナリンの昇圧効果が不十分な敗血症性ショックに対して、バソプレシンを使用するか？」
「CQ7-12; 敗血症性ショックの心機能不全に対して、ドブタミンを使用するか？」

CQ7-1; 初期蘇生にEGDTを用いるか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生に
EGDTを実施しないことを弱く推奨する（２A）

EGDTに準じて初期蘇生を行うことを推奨する(1A)

* SSCG 2016: 解説に記載

* SSCG 2012: グレード1C、

EGDT
CQ7-2; 敗血症性ショックにおいて初期蘇生における輸液量はどうするか？
ここでのEGDTとは
委員会投票結果
19/19(100%)

新

(Early Goal-Directed Therapy)

、
旧 2001年にRiversらが提唱
した原法のことである 。

推奨；敗血症性ショックにおいて血管内容量減少
のある患者の初期輸液は、細胞外液補充液を
30mL/kg以上投与することを推奨する(エキスパー
トコンセンサス(EC))

推奨なし：
CVP 8〜12 mmHg，平均血圧
（Fig IV-5-1に記載 「輸液療法：晶質液≧2
l/hr，
≧65 mmHgを目標に，
5% アルフ◌
゙ミン液≧1 l/hr輸液ホ◌
゙ーラス投与」
大量輸液と血管収縮薬を中心とし

* SSCG 2016: 晶質液30mL/kgを3h以内に投与(SR, LQE)

＊SSCG 2012: 30mL/kg投与(グレード1C)

た蘇生法を開始し，尿量≧0.5
mL/kg/hr， ScvO2≧70%
を6時間以内に達成する

CQ7-3; 敗血症の初期蘇生の開始時において心エコーを用いた心機能評価を行うか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症の初期蘇生では、エコーを用いた心
機能評価を行うことを推奨する（EC）

3つのRCT
エコーなどにより心機能と心前負荷を評価するこ
(ProCESS, ARISE, ProMISe)
とで，輸液管理を適正化する(2D)
EGDTの有用性を否定

＊SSCG 2016: 記載なし(生理学的所見＋モニタで評価）

＊SSCG 2012: 記載なし

CQ7-1; 初期蘇生にEGDTを用いるか？
委員会投票結果
19/19(100%)

EGDTが否定された

新

旧

EGDTに準じて初期蘇生を行うことを推奨する(1A)
推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生に
EGDTを実施しないことを弱く推奨する（２A）
初期輸液蘇生の有用性に関して検討が必要
* SSCG 2016: 解説に記載

* SSCG 2012: グレード1C、

CQ7-2; 敗血症性ショックにおいて初期蘇生における輸液量はどうするか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症性ショックにおいて血管内容量減少
のある患者の初期輸液は、細胞外液補充液を
30mL/kg以上投与することを推奨する(エキスパー
トコンセンサス(EC))

推奨なし：
（Fig IV-5-1に記載 「輸液療法：晶質液≧2 l/hr，
5% アルフ◌
゙ミン液≧1 l/hr輸液ボーラス投与」

* SSCG 2016: 晶質液30mL/kgを3h以内に投与(SR, LQE)

＊SSCG 2012: 30mL/kg投与(グレード1C)

CQ7-3; 敗血症の初期蘇生の開始時において心エコーを用いた心機能評価を行うか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症の初期蘇生では、エコーを用いた心
機能評価を行うことを推奨する（EC）

エコーなどにより心機能と心前負荷を評価するこ
とで，輸液管理を適正化する(2D)

＊SSCG 2016: 記載なし(生理学的所見＋モニタで評価）

＊SSCG 2012: 記載なし

CQ7-1; 初期蘇生にEGDTを用いるか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

敗血症性ショックの病態には，
EGDTに準じて初期蘇生を行うことを推奨する(1A)
推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生に
EGDTを実施しないことを弱く推奨する（２A）
(1)血管拡張に伴う相対的循環血液量減少性ショックと，
(2)* SSCG
敗血症性心筋症と呼ばれる心機能障害によるショックを呈するこ
2016: 解説に記載
* SSCG 2012: グレード1C、
とがある
CQ7-2; 敗血症性ショックにおいて初期蘇生における輸液量はどうするか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症性ショックにおいて血管内容量減少
のある患者の初期輸液は、細胞外液補充液を
30mL/kg以上投与することを推奨する(エキスパー
トコンセンサス(EC))

推奨なし：
（Fig IV-5-1に記載 「輸液療法：晶質液≧2 l/hr，
5% アルフ◌
゙ミン液≧1 l/hr輸液ホ◌
゙ーラス投与」

* SSCG 2016: 晶質液30mL/kgを3h以内に投与(SR, LQE)

＊SSCG 2012: 30mL/kg投与(グレード1C)

ショックの鑑別が必要と考え、エコーを取り上げた

CQ7-3; 敗血症の初期蘇生の開始時において心エコーを用いた心機能評価を行うか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；敗血症の初期蘇生では、エコーを用いた心
機能評価を行うことを推奨する（EC）

エコーなどにより心機能と心前負荷を評価するこ
とで，輸液管理を適正化する(2D)

＊SSCG 2016: 記載なし(生理学的所見＋モニタで評価）

＊SSCG 2012: 記載なし

CQ7-4；初期輸液として晶質液、人工膠質液のどちらを用いるか？
委員会投票結果
17/19(89.5%)

新

推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生に人工
膠質液を投与しないことを弱く推奨する(2B)
*SSCG 2016: HESを投与しない(SR, HQE）

旧
記載なし

*SSCG 2012:人工膠質液を投与しない(グレード1B）

CQ7-5; 敗血症性ショックの初期輸液療法としてアルブミンを用いるか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

推奨；敗血症の初期蘇生における標準的輸液と
してAlbを用いないことを弱く推奨する（2C）。
大量の晶質液を必要とする場合や低Alb血症が
ある場合には、Alb製剤の投与を考慮してもよい
（EC)

初期輸液には，晶質液だけではなく，Alb液と赤血
球輸血を考慮する(2B)

＊SSCG 2016: 大量輸液にはAlbを使用する(WR, LQE)

＊SSCG 2012: 大量輸液にはAlbを使用する(グレード1C)

CQ7-6；初期蘇生における輸液反応性のモニタリング方法として何を用いるか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

初期輸液蘇生における「輸液の質」の検討
推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生にお
エコーなと◌
゙により心機能と心前負荷を評価するこ

いては、用いる指標の限界を考慮して、必要に応
とで，輸液管理を適正化する(2D)
＊アルブミンの推奨度に関しては旧ガイドラインと異なった記載になっているが、
じて複数のモニタリングを組み合わせて輸液反応
性を評価することを推奨する
（EC）
内容は全く同じである
＊SSCG 2016: 動的変数で評価する（WR, LQE).。
fluid challenge techniqueを行う(BPS)

＊SSCG 2012: 動的・静的変数で評価しながらfluid
challenge techniqueを行う(UG)

CQ7-4；初期輸液として晶質液、人工膠質液のどちらを用いるか？
委員会投票結果
輸液反応性のモニタリング
新
17/19(89.5%)

旧

人工 記載なし
推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生に
経肺熱希釈法，SVV，PPVなどの動的パラメータの方がCVPよりも輸液
膠質液を投与しないことを弱く推奨する(2B)

反応性の予測に有用との報告もあるが，心房細動などの不整脈，自発呼吸
*SSCG 2016: HESを投与しない(SR, HQE）

*SSCG 2012:人工膠質液を投与しない(グレード1B）

のある患者やARDSで換気量制限を行なっている患者に対しては信頼性
CQ7-5; 敗血症性ショックの初期輸液療法としてアルブミンを用いるか？

に乏しく、PLRに関しても，腹腔内圧上昇の場合には信頼性が低いなど
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

，解釈には注意が必要である。
推奨；敗血症の初期蘇生における標準的輸液と
してAlbを用いないことを弱く推奨する（2C）。
大量の晶質液を必要とする場合や低Alb血症が
ある場合には、Alb製剤の投与を考慮してもよい
（EC)
＊SSCG 2016: 大量輸液にはAlbを使用する(WR, LQE)

旧

初期輸液には，晶質液だけではなく，Alb液と赤血
球輸血を考慮する(2B)

＊SSCG 2012: 大量輸液にはAlbを使用する(グレード1C)

CQ7-6；初期蘇生における輸液反応性のモニタリング方法として何を用いるか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

推奨；敗血症、敗血症性ショックの初期蘇生にお
いては、用いる指標の限界を考慮して、必要に応
じて複数のモニタリングを組み合わせて輸液反応
性を評価することを推奨する（EC）

エコーなと◌
゙により心機能と心前負荷を評価するこ
とで，輸液管理を適正化する(2D)

＊SSCG 2016: 動的変数で評価する（WR, LQE).。
fluid challenge techniqueを行う(BPS)

＊SSCG 2012: 動的・静的変数で評価しながらfluid
challenge techniqueを行う(UG)

CQ7-7; 敗血症の初期蘇生の指標に乳酸値を用いるか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

推奨；敗血症の初期蘇生には、乳酸値を用いた経
時的な評価を行うことを推奨する(EC）

乳酸クリアランスを少なく とも 6 時間毎に評価
する(1A)

*SSCG 2016: 乳酸血を指標に管理する(WR, LQE)

*SSCG 2012: 乳酸血を指標に管理する(グレード2C)

CQ7-8；初期蘇生の指標としてScvO2と乳酸クリアランスのどちらが有用か?
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

意見草案；初期蘇生の指標としてScvO2と乳酸ク
リアランスのいずれを使用してもよい(EC）

記載なし

＊SSCG 2016: 記載なし

＊SSCG 2012: 記載なし

CQ7-9;初期輸液に反応しない敗血症性ショックに対する昇圧薬の第一選択としてノルア
ドレナリン，ドパミンのどちらを使用するか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

Nadを第 1 選択とする(1A)
推奨；初期輸液に反応しない敗血症性ショックに
敗血症の初期蘇生の指標として，これまでのガイドライ
対して，第一選択薬としてNadを投与することを推
ンでは乳酸値測定の重要性を指摘しているため検討した
奨する（1B）

＊SSCG 2016: Nadを第 1 選択とする(SR, MQE)

＊SSCG 2012: Nadを第 1 選択とする(グレード1B)

CQ7-7; 敗血症の初期蘇生の指標に乳酸値を用いるか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

推奨；敗血症の初期蘇生には、乳酸値を用いた経

旧
乳酸クリアランスを少なく とも 6 時間毎に評価

敗血症性ショック治療で使用する循環作動薬に関しては，
する(1A)
時的な評価を行うことを推奨する(EC）
*SSCG 2012: 乳酸血を指標に管理する(グレード2C)
*SSCG 2016: 乳酸血を指標に管理する(WR,
LQE)
昇圧薬(ドパミン,
ノルアドレナリン,
アドレナリン, バソプレ

CQ7-8；初期蘇生の指標としてScvO2と乳酸クリアランスのどちらが有用か?

シン)と強心薬(ドブタミン)に関して検討を行った。
委員会投票結果
新
旧
18/19(94.7%)

意見草案；初期蘇生の指標としてScvO2と乳酸ク
リアランスのいずれを使用してもよい(EC）

記載なし

＊SSCG 2016: 記載なし

＊SSCG 2012: 記載なし

CQ7-9;初期輸液に反応しない敗血症性ショックに対する昇圧薬の第一選択としてノルア
ドレナリン，ドパミンのどちらを使用するか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；初期輸液に反応しない敗血症性ショックに
対して，第一選択薬としてNadを投与することを推
奨する（1B）

Nadを第 1 選択とする(1A)

＊SSCG 2016: Nadを第 1 選択とする(SR, MQE)

＊SSCG 2012: Nadを第 1 選択とする(グレード1B)

CQ7-10; ノルアドレナリンの昇圧効果が十分でない場合の敗血症性ショックに対して、ア
ドレナリンを使用するか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；十分な輸液とNad投与を行っても循環動態
の維持が困難な敗血症性ショックにはAdを使用す
ることを弱く推奨する（EC）

推奨なし（現時点でアト◌
゙レナ リンを推奨しない
方針とした）

*SSCG 2016: Adの併用を考慮する(WR, LQE)

*SSCG 2012: Adの併用を考慮する(グレード2B)

CQ7-11; ノルアドレナリンの昇圧効果が不十分な敗血症性ショックに対して、バソプレシンを
使用するか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；十分な輸液とNad投与によっても昇圧効果が
不十分な敗血症性ショックに対して、VPを追加で使
用することを弱く推奨する（EC)

VP(0.03U/min)の併用を考慮する(2B)

＊SSCG 2016::VP(0.03U/min)の併用を考慮する(WR, MQE)

＊SSCG 2012: VP(0.03U/min)の併用を考慮する(UG)

CQ7-12; 敗血症性ショックの心機能不全に対して、ドブタミンを使用するか？

補足
委員会投票結果
新
旧
18/19(94.7%)
敗血症性ショックには，(1)
相対的循環血液量減少性ショックと，(2)
敗血症
性心筋症と呼ばれる心機能障害による心原性ショックがある
推奨；十分な輸液とNad投与を行っても循環動態の維
記載なし
持が困難であり、心機能が低下している敗血症性ショ
＊循環血液量減少性ショックに対するVPの少量追加投与や，Ad投与は有効。
ックにおいては、DOBを使用することを弱く推奨する
＊心原性ショックの場合は、強心作用をもつアドレナリンは有効だが，強心作
（EC）
用のないバソプレシンは病態を悪化させる可能性がある。
＊SSCG 2012: DOBの投与を推奨する（グレード1C）
＊SSCG 2016: DOBの投与を推奨する（WR, LQE）

CQ7-10; ノルアドレナリンの昇圧効果が十分でない場合の敗血症性ショックに対して、ア
ドレナリンを使用するか？
委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

敗血症性ショックでは初期より炎症性サイトカインな
推奨なし（現時点でアト◌
゙レナ リンを推奨しない
方針とした）
どの影響による心機能低下(SIMD)に対して，アドレナ
リン作動性β
*SSCG
2016: Adの併用を考慮する(WR,
LQE)
*SSCG 2012: Adの併用を考慮する(グレード2B)
1受容体を介した細胞内情報伝達が障害を
受け，ドブタミンでは心機能を改善しにくいことが報
CQ7-11;
ノルアドレナリンの昇圧効果が不十分な敗血症性ショックに対して、バソプレシンを
使用するか？
告されている。
推奨；十分な輸液とNad投与を行っても循環動態
の維持が困難な敗血症性ショックにはAdを使用す
ることを弱く推奨する（EC）

委員会投票結果
19/19(100%)

新

旧

推奨；十分な輸液とNad投与によっても昇圧効果が
不十分な敗血症性ショックに対して、VPを追加で使
用することを弱く推奨する（EC)

VP(0.03U/min)の併用を考慮する(2B)

＊SSCG 2016::VP(0.03U/min)の併用を考慮する(WR, MQE)

＊SSCG 2012: VP(0.03U/min)の併用を考慮する(UG)

CQ7-12; 敗血症性ショックの心機能不全に対して、ドブタミンを使用するか？
委員会投票結果
18/19(94.7%)

新

旧

推奨；十分な輸液とNad投与を行っても循環動態の維 記載なし
持が困難であり、心機能が低下している敗血症性ショ
ックにおいては、DOBを使用することを弱く推奨する
（EC）
＊SSCG 2016: DOBの投与を推奨する（WR, LQE）

＊SSCG 2012: DOBの投与を推奨する（グレード1C）

日本集中治療医学会ホームページ、
日本救急医学会ホームページから閲覧できます
。

結

語

日本版敗血症診療ガイドラン 2016の初
期蘇生・循環作動薬に関する12のCQと
推奨度・エキスパートコンセンサスを示
すとともに、旧ガイドライン(2012年)
との違いを解説した.

