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世界の取り組み 日本国内の取り組み

2002年 Surviving Sepsis Campaign (SSC) 設立

2004年 SSC Guidelines 2004公開

2010年 Global sepsis Alliance (GSA)結成
Dr. Konrad Reinhart (独)

2012年 9月13日をWorld Sepsis Dayと制定 (GSA)

2013年 日本集中治療医学会 GSA委員会
9月13日 世界敗血症デー in Japan

敗血症セミナー

2014年

2015年 国連サミット 持続可能な開発目標(SDGs)採択

2016年 G7伊勢志摩サミット

2017年 WHOが敗血症を世界の課題として認定
G20首脳会議（独）ハンブルグ宣言
1st World Sepsis Congress

2018年 11月30日～12月1日
G20首脳会議（ブエノスアイレス）

日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本感染症
学会との連携開始

2019年 G20首脳会議（大阪）

GLOBAL SEPSIS ALLIANCEの取り組み



感染症と敗血症

感染症 敗血症 多臓器不全

敗血症対策感染症対策
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世界敗血症デー
9月13日
イベント



WORLD SEPSIS DAY ONLINE 
CONGRESS



敗血症セミナー

2014年7月13日
大阪 中之島

日本集中治療医学会
日本救急医学会









国際連合広報局 13

2015年9月 国連サミット



目標3：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を推進する

国際連合広報局

14

１．子供の健康

２．母親の健康

３．HIV/AIDS, マラリア、
その他の対策

感染症・敗血症対策



G7 伊勢志摩首脳宣言

保健：我々は，経済的繁栄及び安全保障の基盤となる
であろう「国際保健のための G7 伊勢
志摩ビジョン」に詳述されている，国際保健を前進さ
せるための具体的な行動をとることにコミ
ットする。我々は，ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ（UHC）を促進し，並びに我々の経済に深
刻な影響を与える可能性がある公衆衛生上の緊急事態
及び薬剤耐性（AMR）への対応を補
強することを主導するよう努めることにコミットする。
我々はまた，これら及びその他の保健分
野において，研究開発（R&D）及びイノベーションを
促進することを強調する。

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
すべての人が経済的な困難を伴うことなく
保健医療サービスを享受すること





MISDIAGNOSED ‘SEPSIS’ NOW A GLOBAL HEALTH 
PRIORITY FOR WORLD HEALTH ORGANIZATION

2017年5月に開催されたWHO（世界保健機構）の総会において、「敗血症の予防、正しい
診断、適切な治療を先進国、発展途上国に関わらず推進すること」が世界中の人々の健康に
おける重要な課題であることが議決された。

194カ国



１敗血症は世界中で毎年、約600万人の命を奪っており、その多くが防ぎ得た死である。

２敗血症は感染症が重篤化して死亡に至る過程の反応である。

３敗血症には有効な抗菌薬が必須である。

４敗血症を予防するため周産期管理、公衆衛生の改善が強く求められる。

５敗血症の予防のため国家主導のワクチン接種が強く求められる。

６敗血症は緊急性の高い病態であり、医療従事者、一般市民への啓発が重要である。

７敗血症の診断と治療に関する研究を推進する必要がある。

８敗血症を9月13日の世界敗血症デーを通して広める必要がある。

９敗血症の予防から治療までの統合した取り組みが急がれる。

１０ICD登録の改善とサーベイランスシステムの構築が必要である。

2017年5月 WHO総会の決議
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2ND WORLD SEPSIS CONGRESS
https://www.worldsepsiscongress.org/recordings



世界の敗血症対策 変わったこと・変わらないこと

• G20 ドイツ（ハンブルグ） 2017 ハンブルグ宣言

• G20 アルゼンチン（ブエノスアイレス） 2018

• G20 日本（大阪） 2019

2nd World Sepsis Congress

G20 金融・世界経済に関する首脳会合
Summit on Financial Markets and the World Economy

（金融サミット）



G20 ハンブルグ首脳宣言
相互に連結された世界の形成 （2017 年 7 月 7 日・8 日）

グローバル化の利益の共有

• 繁栄する世界経済

• 貿易と投資

• 過剰生産能力

• 持続可能なグローバル・
サプライ・チェーン

• デジタル化の活用

• 雇用の促進

強じん性の構築

• 強じんなグローバル金融シ
ステム

• 国際金融アーキテクチャ

• 国際的な税の協力と金融
の透明性

• 健康危機の予防及び保
健システムの強化

• 薬剤耐性（AMR）対策

持続可能な生活の向上

• エネルギー及び気候

• 持続可能な開発への道
の主導

• 女性のエンパワーメント

• 食料安全保障，水の持
続可能性及び農村部の
若者の雇用に向けて

• 資源効率性及び海洋ご
み

責任を果たす

• アフリカ・パートナーシップ

• 避難及び移住に関する
協調及び協力の強化

• 腐敗との戦い

G20 大阪サミットへ

①保健システムを世界的に強化するため
の協調的行動を推進。ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジが２０３０アジェ
ンダの目標の一つであることを想起。

②中心的な役割を果たすＷＨＯの改革を
奨励。迅速な資金調達メカニズム等の
財政的支援を提唱。

③薬剤耐性について，ワン・ヘルス・ア
プローチに基づく国別行動計画を実施。

④抗微生物剤の研究開発のための新たな
『国際的連携ハブ』の設立を要請。

One Health Care Approach

人、動物、環境の衛生に関わる者が連携し
て感染症対策に取り組む





日本の敗血症対策

感染症
敗血症

多臓器不全

神経内科

呼吸器内科

腎臓内科

消化器内科

感染症内科（総合内科）

救命救急センター
集中治療部

日本感染症学会 日本救急医学会
日本集中治療医学会厚生労働省

結核・感染
症対策課
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日本の敗血症・感染症対策

感染予防
早期発見・
早期治療

集中治療 啓発社会復帰

日本救急医学会
日本集中治療医学会日本感染症学会

厚生労働省

小児科・内科学会 etc.
医師会

地域包括ケア

研究・
開発

Japan Sepsis Alliance

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nigms.nih.gov/Education/Pages/factsheet_sepsis.aspx&ei=1A5jVKqZBsK_mAWukYHABg&bvm=bv.79189006,d.dGY&psig=AFQjCNHzVNg9plrInkYVbTym7VFRxG5UMg&ust=1415864382847669
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nigms.nih.gov/Education/Pages/factsheet_sepsis.aspx&ei=1A5jVKqZBsK_mAWukYHABg&bvm=bv.79189006,d.dGY&psig=AFQjCNHzVNg9plrInkYVbTym7VFRxG5UMg&ust=1415864382847669



