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• 人工呼吸管理 （4CQ）
• 鎮痛・鎮静・せん妄管理 （5CQ）
• 急性腎障害 ・血液浄化療法 （8CQ）
• 栄養療法 （5CQ）
• 感染症の診断 （3CQ）
• 敗血症の画像診断 （2CQ）
• 感染源のコントロール （5CQ）
• 抗菌薬療法 （6CQ）
• 免疫グロブリン療法 （1CQ）
• 敗血症性ショックに対するステロイド療法 （4CQ）
• 血糖管理 （2CQ）
• 体温管理 （2CQ）



人工呼吸管理

ARDS診療ガイドライン
からの抜粋



 一回換気量を6～8mL/kg (予測体重)に設定
することを推奨する（１B）

 プラトー圧は30 cmH2O以下となるように設定
することを弱く推奨する（2B）

成人ARDS患者において
人工呼吸を実施する際には・・・



 PEEP 値はプラトー圧が30cmH2O 以下とな
る範囲内および循環動態に影響を与えない
範囲内で設定することを弱く推奨する（2B）

 中等度以上のARDS には高めのPEEP を用
いることを弱く推奨する （2B）

成人ARDS患者において
人工呼吸を実施する際には・・・



 成人ARDS患者において，水分を制限した管
理を行うことを弱く推奨する（2A）

成人ARDS患者において、日々の水分バランス
をどのように維持すればよいか？



鎮痛・鎮静・せん妄管理

J-PADガイドライン
からの抜粋



せん妄は、
 ICU患者の予後を増悪させる（A）

 ICU入室期間や入院期間を延長させる（A）

 ICU退室後の認知機能障害に関連する（B）



 せん妄の発症と持続期間を減らすために，
可能な場合はいつでも早期離床を促すことを
推奨する（1B）

 鎮静薬の必要量と患者の不安を減らすため
に，可能な場合はいつでも音楽を使った介入
を行うことを弱く推奨する（2C）



 成人ICU患者のせん妄の発症や期間を減少
させるために，薬理学的せん妄予防プロトコ
ルを使用すべきとはいえない（データ不足）
（0C）



 人工呼吸管理中の成人患者では，「毎日鎮
静を中断する」あるいは「浅い鎮静深度を目
標とする」プロトコルのいずれかをルーチンに
用いることを推奨する（1B）

 人工呼吸中の成人患者では，鎮痛を優先に
行う鎮静法を行うことを弱く推奨する（2B）



急性腎障害・血液浄化療法

AKIガイドライン
からの抜粋



 敗血症性AKIの診断・重症度分類にKDIGO診
断基準を用いることは有用である

(エキスパートコンセンサス)
賛成100%

CQ 12-1: 敗血症性AKIの診断において
KDIGO診断基準は有用か？



 敗血症性AKIに対する血液浄化療法は，高度
な代謝性アシドーシス，高カリウム血症や溢
水など緊急導入が必要な場合を除き，早期導
入は行わないことを弱く推奨する（2C）

賛成100%

CQ 12-2: 敗血症性AKIに対する
血液浄化療法の早期導入を行うか？



 敗血症性AKIに対する血液浄化療法は，循
環動態が安定した症例に対しては, 持続，間
欠のどちらを選択しても構わない（2B）

賛成94.7%

 循環動態が不安定な症例に対しては持続が
望ましい（エキスパートコンセンサス）

賛成84.2%

CQ 12-3: 敗血症性AKIに対する血液浄化療法
は持続，間欠のどちらが推奨されるか？



 国際的標準量（20-25ml/kg/hr）から血液浄化
量を増やさないことが推奨される（1B）。

賛成89.4%

 わが国の保険診療内での血液浄化量（10-
15ml/kg/hr程度）についてのエビデンスは乏
しい（エキスパートコンセンサス）

賛成73.7%

CQ 12-4: 敗血症性AKIに対して
血液浄化量を増やすことは有用か？



 敗血症性ショックに対しては，標準治療として
PMX-DHPを実施しないことを弱く推奨する（2C）

賛成84.2%

CQ 12-5: 敗血症性ショック患者に対してPMX-
DHPの施行は推奨されるか？



 敗血症性AKIの予防および治療を目的とした
フロセミド投与は行わないことを弱く推奨する
(2B) 賛成94.7%
体液過剰に対するフロセミド使用を否定するものではない。



 敗血症性AKIの予防および治療を目的とした
ドパミン投与は行わないことを推奨する (1A)

賛成100%

 敗血症性AKIの予防および治療を目的とし
心房性ナトリウム利尿ペプチド投与は行わない
ことを弱く推奨する (2B)                  賛成94.7%



栄養管理

栄養療法ガイドライン
からの抜粋



 ICU管理を要する敗血症に対して静脈栄養
より 経腸栄養を優先することを強く推奨する
(1B) 賛成94.7%

 敗血症発症後、数日の内に経口摂取で十分
な量のエネルギーを摂取出来ない見込みで
ある場合は、早期(48時間以内)に経腸栄養を
開始することを推奨する(1C)

賛成94.7%



 敗血症発症以前に栄養障害が無い場合は、
初期(1週間程度)はエネルギー消費量に見合
う量を投与しないことを提案する（２C）

賛成89.5%

CQ 13-3: 入室後早期の経腸栄養の至適投与
エネルギー量は？



 敗血症、敗血症性ショックの発症以前に栄養
障害がなく、入院1週間以内に経腸栄養が開
始できている場合は、入院1週間以内の静脈
栄養を行わないことを提案する（２D）

 重症化以前に栄養障害を認める、または入
院1週間以内に経腸栄養が開始できない場合
は、リフィーディング症候群に注意しながら静
脈栄養の開始を考慮する（エキスパートコン
センサス） 賛成84.2%

CQ 13-4: 経静脈栄養をいつ始めるか?



 敗血症、敗血症性ショックの発症後1週間以
内に経腸栄養が開始できない場合、および栄
養障害のある場合には、経静脈栄養を開始
することを提案する。その場合にも設定エネ
ルギー量の100%投与は行わないことを提案
する (2C)

 しかし、至適投与量は不明である(エキスパー
トコンセンサス)

賛成94.7%

CQ 13-5: 経静脈栄養の
至適投与エネルギー量は？



感染の診断



 敗血症・敗血症性ショックの患者に対して、
抗菌薬投与前に血液培養を採取する
（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ2-1: 血液培養はいつどのように採取する
か？



 敗血症、敗血症性ショックの患者に対して、
抗菌薬投与前に必要に応じて血液培養以
外の各種培養検体を採取する

（エキスパートコンセンサス）
賛成100%

CQ2-2: 血液培養以外の培養検体は、
いつ何をどのように採取するか？



 経験的治療に採用する抗菌薬を選択する際
培養検体のグラム染色所見を参考にしてもよい
(エキスパートコンセンサス)

賛成100%

CQ 2-3: グラム染色は培養結果が
得られる前の抗菌薬選択に有用か？



画像診断



 敗血症/敗血症性ショック患者の感染巣診断
のために画像診断を行うことを推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ 3-1: 感染巣診断のために画像診断は行う
か？



 敗血症/敗血症性ショック患者の感染巣診断
のために早期（全身造影）CTを行うことを推
奨する （エキスパートコンセンサス）

賛成89.5%

CQ 3-2: 感染巣が不明の場合，
早期（全身造影）CTは有用か？



感染源のコントロール



 腹腔内感染症による敗血症に対しては、感染
巣コントロールを可能な限り早期に行うことを
推奨する（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ 4-1: 腹腔内感染症に対する
感染源コントロールはどのように行うか？



感染性膵壊死による敗血症患者に対しては，
 全身状態が安定している場合，インターベンション
治療は急性壊死性貯留が被包化される発症後4週
以降まで待つことを弱く推奨する（2C）。

 全身状態が不安定な場合，インターベンション治療
発症後4週間を待たずに実施することを弱く推奨す
る（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ 4-2: 感染性膵壊死に対する感染源のコン
トロールはどのように行うか？



感染性膵壊死による敗血症患者に対しては，
 全身状態が安定している場合，インターベンション
治療は急性壊死性貯留が被包化される発症後4週
以降まで待つことを弱く推奨する（2C）。

 全身状態が不安定な場合，インターベンション治療
発症後4週間を待たずに実施することを弱く推奨す
る（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ 4-2: 感染性膵壊死に対する感染源のコン
トロールはどのように行うか？



 まずドレナージ（経皮的または内視鏡的経消
化管的）を行い，改善が得られない場合には
壊死組織切除（後腹膜的または内視鏡的ア
プローチ）を行うことを弱く推奨する（2C）

賛成100%

CQ 4-2: 感染性膵壊死に対する
感染源のコントロールはどのように行うか？



 血流感染が疑われた場合に限り，血管カテー
テルを早期に抜去することを弱く推奨する
（2D） 賛成94.7%

CQ 4-3: 敗血症患者で血管カテーテルを
早期に抜去するのはどのような場合か?



 尿管閉塞に起因する急性腎盂腎炎による敗
血症に対しては，経皮的腎ろう造設術あるい
はによる迅速な感染源の経尿道的尿管ステ
ント留置術コントロールを行うことを推奨する
（エキスパートコンセンサス） 賛成94.7%

CQ 4-4: 尿管閉塞に起因する急性腎盂腎炎に
よる敗血症の感染源のコントロールはどのよう
に行うか?



 壊死性軟部組織感染症による敗血症に対し
ては早期に外科処置を行うことを推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成100%

CQ 4-5: 壊死性軟部組織感染症に対する
感染源のコントロールはどのように行うか？



抗菌薬治療



 敗血症、敗血症性ショックに対して、有効な抗
菌薬を 1時間以内に開始する
(エキスパートコンセンサス)

賛成100%

CQ 5-1: 抗菌薬を1時間以内に開始すべきか？



 グラム陰性桿菌感染症を念頭に置いたルー
チンの抗菌薬の併用療法をしないことを推奨
する (1B) 賛成89.5%

CQ 5-2: 敗血症の経験的抗菌薬治療において
併用療法をおこなうか？



 侵襲性カンジダ症の複数のリスク因子のある
敗血症、敗血症性ショックに対して、通常の抗
菌薬に加えて抗カンジダ薬を投与することを
考慮する
(エキスパートコンセンサス)           賛成78.9%

CQ 5-3: どのような場合に
抗カンジダ薬を開始すべきか？



 敗血症、敗血症性ショックの患者に対して
βラクタム薬の持続投与または投与時間の
延長を行わないことを弱く推奨する (2B)

賛成100%

CQ 5-4: 敗血症、敗血症性ショックの患者に
対してβラクタム薬の持続投与または投与時間
の延長は行うか？



 敗血症、敗血症性ショックの患者に対する 抗
菌薬治療において、デエスカレーションを実施
することを弱く推奨する(2D)

賛成84.2%

CQ 5-5: 敗血症、敗血症性ショックの患者に対
する抗菌薬治療で、デエスカレーションは推奨さ
れるか？



 敗血症、敗血症性ショックにおける抗菌薬治
療で、プロカルシトニン値を指標に抗菌薬の
中止を行わないことを弱く推奨する (2B)

賛成 78.9%

CQ 5-6: 抗菌薬はプロカルシトニンを指標に中
止してよいか？



免疫グロブリン治療



 成人の敗血症患者に対するIVIG投与の予後
改善効果は現時点のRCTでは不明であり，当
ガイドライン委員会ではIVIG投与に関して明
確な推奨を提示することはできない
（エキスパートコンセンサス）。

CQ 6-1: 成人の敗血症患者に
免疫グロブリン（IVIG）投与を行うか?



ステロイド療法



 敗血症性ショック患者が初期輸液と循環作動
薬によりショックから回復した場合はステロイ
ドを投与するべきでない。初期輸液と循環作
動薬に反応しない成人の敗血症性ショック患
者に対して，ショックの離脱を目的として低用
量ステロイド（ハイドロコルチゾン）を投与する
ことを弱く推奨する (2B) 賛成94.7%

CQ 8-1: 初期輸液と循環作動薬に反応しない
成人の敗血症性ショック患者に低用量ステロイド
（ハイドロコルチゾン）を投与するか？



 成人の敗血症性ショック患者に対してステロ
イドを投与する場合，ショック発生6時間以内
に投与開始することを推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成94.7%

CQ 8-2: ステロイドの投与時期は早期投与か晩
期投与か？



 敗血症性ショック患者に対してステロイドを投
与する場合，ハイドロコルチゾン（HC）300mg/
日相当量以下の量で，ショック離脱を目安に
（最長7日間程度）投与することを推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成94.7% 

CQ 8-3: ステロイドの至適投与量投与期間は？



 敗血症性ショック患者に対してステロイドを投
与する場合，ハイドロコルチゾン（HC）または
代替としてメチルプレゾニゾロン（MPSL）を投
与することを推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成100％

CQ 8-4: ハイドロコルチゾンを投与するか？



血糖管理



 敗血症患者に対して，144-180 mg/dLを目標
血糖値としたインスリン治療を行うことを弱く
推奨する (2C)

賛成100%

CQ 14-1: 敗血症患者の目標血糖値はいくつに
するか？



 敗血症患者の血糖測定では，毛細管血を用

いた簡易血糖測定を実施しないことを推奨す

る (1B)。

 敗血症患者の血糖測定では，動脈血・静脈血

を用いた簡易血糖測定の実施を弱く推奨し

(2B)，動脈血血液ガス分析器の実施を推奨す

る。(1C)                                     賛成94.7% 

CQ 14-2: 敗血症患者の血糖測定は
どのような機器を用いて行うか？



体温管理



 発熱を伴う敗血症患者に対して、ルーチンの
解熱療法を実施しないことを提案する（2C）。

コメント：頻脈・頻呼吸・患者の苦痛など、発熱に
伴う生体反応が問題となっている患者に対し、そ
れらを緩和する目的で解熱療法を施行すること
は否定しない。

賛成94.7%

CQ 15-1: 発熱した敗血症患者を解熱するか？



 低体温に伴う心収縮力低下・心拡張能低下・
凝固異常などの合併症を認める敗血症患者
では、循環動態の安定化に配慮して緩徐に
復温を行うことを弱く推奨する
（エキスパートコンセンサス）

賛成100％

CQ 15-2: 低体温の敗血症患者を
復温させるか？


