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• CQ1 敗血症における深部静脈血栓症の予防として抗凝固療法、弾
性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行うか？
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VTE（静脈血栓塞栓症）対策



CQ1 敗血症における深部静脈血栓症の予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行うか？

PICO

• 患者（P）; 敗血症患者

• 介入（I）; DVT予防として抗凝固療法、弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行う。

• 対照（C）; DVT予防として抗凝固療法、弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行わない。

• アウトカム（O）; DVT発症率、PE発症率、合併症発症率

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



CQ1 敗血症における深部静脈血栓症の予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行うか？

★文献検索key words

• (sepsis, septic shock, infection, critical care, intensive care, acute ill, venous 
thromboembolism, deep venous thrombosis, pulmonary embolism)

• 採用された論文：

• PICOに合致する文献なし。

• 敗血症や敗血症性ショックでICUに入院している患者では、血栓予防を行ったにもかかわ
らず、DVTの発生率は37.2%（113人中42人）と高率であった。

• Kaplan D, Casper TC, Elliott CG, et al. VTE Incidence and Risk Factors in 
Patients With Severe Sepsis and Septic Shock. Chest. 2015;148(5):1224-30.

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



Intervention

DVT予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的
空気圧迫法を行う。

Control

DVT予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的空
気圧迫法を行わない。

Patient

敗血症患者

敗血症患者においてもDVT、PEとそれによる死亡を防ぐことが期待される。医学的な益と
害のバランス

•ヘパリンにかかる薬価は300円/1万単位、低分子ヘパリン1500円/1万単位、弾性ス
トッキングは1組3000円程度。

•間欠的空気圧迫装置は1台30万円程度であり、施設によってはすべての対象患者に
装着するのは難しいかもしれない。

医療コスト

抗凝固療法、弾性ストッキングについては、多くの病院で採用、使用されている。間欠
的空気圧迫は施設によっては装置の台数が限られており、すべての対象患者に使用す
るのは困難かもしれない。

実行可能性

考え方の相違 DVTとPEによる合併症、死亡を避けるという点で、立場の違いによる評価の差異はない
と考える。

推奨決定のまとめ



Answer 1

深部静脈血栓症の予防として、リスクレベルに応じて抗凝固療法、弾性ストッキング、間欠
的空気圧迫法を行うことを弱く推奨する。（エキスパートコンセンサス）

Patient

敗血症患者

Intervention

DVT予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的
空気圧迫法を行う。

Control

DVT予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的空
気圧迫法を行わない。

CQ1 敗血症における深部静脈血栓症の予防として抗凝固療法、
弾性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行うか？
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• CQ1 敗血症における深部静脈血栓症の予防として抗凝固療法、弾
性ストッキング、間欠的空気圧迫法を行うか？

• CQ2 敗血症における深部静脈血栓症の診断はどのように行うか？

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



CQ2 敗血症における深部静脈血栓症の診断はどのように行うか？

PICO

• P（対象とする患者群）；敗血症患者

• I（評価する介入）；ある特定の診断法（臨床症状、D-dimer、画像診断など）で、DVT診断
を行う。

• C（対照）；ある特定の診断法（臨床症状、D-dimer、画像診断など）で、DVT診断を行わ
ない。

• O（アウトカム）；特定の診断法で診断・介入することによる死亡率、PE発症率

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



CQ2 敗血症における深部静脈血栓症の診断はどのように行うか？

★文献検索key words

• (sepsis, septic shock, infection, critical care, intensive care, acute ill, venous 
thromboembolism, deep venous thrombosis, pulmonary embolism

採用された論文：

• PICOに合致するRCTは存在せず、

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



CQ2 敗血症における深部静脈血栓症の診断はどのように行うか？

Answer 2

ベッドサイドで可能な評価（リスク因子・臨床症状、D-dimer推移、静脈
圧迫エコー）や造影CTなどを適宜行い、深部静脈血栓症（DVT）を診断
することを弱く推奨する。（エキスパートコンセンサス）

VTE（静脈血栓塞栓症）対策



VTE予防には

• 薬物療法に対する禁忌事項がない限り、未分画ヘパリンや低分子ヘパリンを投与
することを推奨する。（強い推奨、エビデンスの質；中）

• 未分画ヘパリンより低分子ヘパリンを推奨する。（強い推奨、エビデンスの質；中）

• 薬物療法とともに可能な限り機械的予防法を併用することを提案する。（弱い推
奨；エビデンスの質；低）

• 薬物療法が禁忌の場合に機械的予防法を行うことを提案する。（弱い推奨、エビ
デンスの質；低）

SSCG 2016

VTE（静脈血栓塞栓症）対策
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輸血療法

• CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

• CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

• CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？
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輸血療法
CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

Early Goal 

Directed 

Therapy

Rivers et al.



輸血療法
CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

PICO

• 患者（P）; 敗血症性ショックの患者（初期蘇生の段階を対象）

• 介入（I）; ヘモグロビン値 7g/dL未満で赤血球輸血を行う。

• 対照（C）; ヘモグロビン値 10g/dL未満で赤血球輸血を行う。

• アウトカム（O）; 28日死亡率、臓器障害

★CQ―PICO決定に至る経緯
敗血症の初期蘇生における赤血球輸血の開始時期を明らかにするため、対象
(P)は敗血症性ショックの患者の初期蘇生段階に限定した。



輸血療法
CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

• 文献検索key words

• (sepsis, septic shock, erythrocytes, red blood cell)

採用された論文

• 論文1．Holst LB, Haase N, Wetterslev J, et al. Lower versus higher hemoglobin 
threshold for transfusion in septic shock. N Engl J Med. 2014 Oct 9; 371 
(15):1381-91. 

• 論文2．Mazza BF, Freitas FG, Barros MM, et al. Blood transfusions in septic 
shock: is 7.0 g/dL really the appropriate threshold? Rev Bras Ter Intensiva. 
2015 Jan-Mar; 27 (1):36-43.



輸血療法
CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

•益；28日死亡率に差は認めない。

•害；臓器障害発生率にも差は認めない。

•ヘモグロビン値10g/dL未満で輸血を行った方が7g/dL未満で行う場合より、多くの
赤血球輸血を要するため、輸血に伴うアレルギーや感染症のリスクは高まる。

医学的な益と
害のバランス

28日死亡率

臓器障害発症率



Intervention

Hb値<7g/dLで赤
血球輸血を行う。

Control

Hb値<10g/dLで
赤血球輸血を行う。

Patient

敗血症性ショックの患者
（初期蘇生の段階を対象）

ヘモグロビン10g/dL未満で赤血球輸血を行う方により害がある。
医学的な益と
害のバランス

•約8,000円/単位（血液200mlに由来する赤血球；約140ml）である。ヘモグロビン値
10g/dL未満で輸血を行うことで、より多くの赤血球輸血を要し、その分、医療コストが
増加する。

医療コスト

•赤血球輸血は一般的な日本の病院であれば、可能である。しかし、敗血症の初期蘇
生に限定すると、夜間・休日の緊急輸血が困難な病院、地域もある。

•また、実施に際しては献血由来の限られた製剤であることを考慮する必要がある。
実行可能性

考え方の相違 輸血に対する考え方は個人により様々であり、宗教上などの理由により、輸血を拒む患
者、家族もいる。

推奨決定のまとめ



輸血療法
CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

Answer 1

敗血症性ショックの初期蘇生において、赤血球輸血はヘモグロビン値7g/dL未満で開始す
ることを推奨する。（推奨1B）

Intervention

Hb値<7g/dLで赤
血球輸血を行う。

Control

Hb値<10g/dLで
赤血球輸血を行う。

Patient

敗血症性ショックの患者
（初期蘇生の段階を対象）



輸血療法

• CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

• CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

• CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？



輸血療法
CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

PICO

• 患者（P）; 敗血症患者

• 介入（I）; 凝固異常改善を目的とした新鮮凍結血漿投与を行う。

• 対照（C）; 凝固異常改善を目的とした新鮮凍結血漿投与は行わない。

• アウトカム（O）; 28日死亡率、臓器障害



輸血療法
CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

文献検索key words

（sepsis or septic shock） and (FFP or fresh frozen plasma)

採用された論文：

• 該当なし。



Intervention

凝固異常改善を
目的とした新鮮凍
結血漿投与を行う。

Control

凝固異常改善を目
的とした新鮮凍結血
漿投与は行わない。

Patient

敗血症患者

益は証明されておらず、副作用により害になり得る。
医学的な益と
害のバランス

•約9,000円/単位（血液200mlに相当する血漿；約120ml）である。医療コスト

新鮮凍結血漿の投与は一般的な日本の病院であれば、可能である。しかし、夜間・休
日の緊急輸血が困難な病院、地域もある。
また、実施に際しては献血由来の限られた製剤であることを考慮する必要がある。

実行可能性

考え方の相違 輸血に対する考え方は個人により様々であり、宗教上などの理由により、輸血を拒む患
者、家族もいる。

推奨決定のまとめ



輸血療法
CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

Answer 2

出血傾向がなく外科的処置も要しない場合、凝固異常値を補正する目的では新鮮凍結血
漿の投与は行わないことを弱く推奨する（エキスパートコンセンサス）。

Patient

敗血症患者

Intervention

凝固異常改善を
目的とした新鮮凍
結血漿投与を行う。

Control

凝固異常改善を目
的とした新鮮凍結血
漿投与は行わない。



輸血療法

• CQ1 敗血症性ショックの初期蘇生において赤血球輸血はいつ開始するか？

• CQ2 敗血症に対して、新鮮凍結血漿の投与を行うか？

• CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？



輸血療法
CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？

PICO

• 患者（P）; 敗血症患者

• 介入（I）; 血小板輸血を行う。

• 対照（C）; 血小板輸血を行わない。

• アウトカム（O）; 28日死亡率、臓器障害



輸血療法
CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？

文献検索key words

Sepsis, septic shock, platelet

• 採用された論文：

• 該当なし。



Intervention

血小板輸血を行う。

Control

血小板輸血を行わない。

Patient

敗血症患者

益は証明されておらず、副作用により害になり得る。
医学的な益と
害のバランス

•約80,000円/10単位（200ml）である。医療コスト

血小板の投与は一般的な日本の病院であれば、可能である。しかし、夜間・休日の緊
急輸血が困難な病院、地域もある。
また、実施に際しては献血由来の限られた製剤であることを考慮する必要がある。

実行可能性

考え方の相違 輸血に対する考え方は個人により様々であり、宗教上などの理由により、輸血を拒む患
者、家族もいる。

推奨決定のまとめ



輸血療法
CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？

Answer 3

敗血症において、出血傾向が出現した場合または外科的処置が必要な場合は、日本の血
液製剤の使用指針(1)に沿って血小板輸血を行うことを弱く推奨する（エキスパートコンセン
サス）。

Patient

敗血症患者

Intervention

血小板輸血を行う。
Control

血小板輸血を行わない。



輸血療法
CQ3 敗血症に対して、血小板輸血を行うか？



• 赤血球輸血は、成人においては、心筋虚血や重篤な低酸素血症、急性出血がな
い限り、Hb<7.0g/dLで行う。（強い推奨、エビデンスの質；高）

• 新鮮凍結血漿は、出血や侵襲的処置の予定がない限り、凝固障害の補正を目的
とした輸血は行わないことを提案する。（弱い推奨、エビデンスの質；極めて低）

• 血小板製剤の予防的輸血は、出血がない限り<1万/μLで行い、出血の重大なリス
クがある患者では<2万/μLで行う。出血がある場合や手術、侵襲的処置を行う場
合は≧5万/μLに保つことを勧める。（弱い推奨、エビデンスの質；極めて低）

輸血療法
SSCG 2016


