
日本敗血症連盟（Japan Sepsis Alliance; JaSA）
の結成と敗血症の広報・啓発活動について

3学会合同記者会見
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場所：日本集中治療医学会事務局（東京都文京区本郷）
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小倉 裕司 （同敗血症合同活動委員会委員長）
舘田 一博 （日本感染症学会理事長）
栁原 克紀 （同学際化国際化委員会委員長）
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【世界敗血症デー2019 in JAPAN】
A2メインポスター



敗血症は怖い病気ですか？

Source: 

(1) Ryan TJ, et al. ACC/AHA Guidelines for management of patients with AMI. JACC. 1996; 1328-1428. (2) American Heart 
Association. Heart Disease and Stroke Statistics – 2005 Update. Available at: www.americanheart.org.
(3) National Highway Traffic Safety Administration. Traffic Safety Facts 2003: A Compilation of Motor Vehicle Crash Data from
the Fatality Analysis Reporting System and the General Estimates System. Available at http://www.nhtsa.dot.gov/. 
(4) Angus DC et al. Crit Care Med 2001;29: 1303-1310.

*旧定義の重症敗血症

毎年、世界で約3000万人が敗血症を発症し、
3人に１人が亡くなっています。

心臓が3拍する間に誰かが亡くなっていることに
なります。

http://www.americanheart.org/
http://www.nhtsa.dot.gov/




敗血症

疾患 米国発生率 死亡者数 死亡率

心筋梗塞 (1) 900,000 225,000 25 %

脳卒中 (2) 700,000 163,500 23 %

外傷 (3) 

(自動車事故)

2,900,000 
(けが人)

42,643 1.5 %

敗血症 (4) 751,000 215,000 29 %

Source: 

(1) Ryan TJ, et al. ACC/AHA Guidelines for management of patients with AMI. JACC. 1996; 1328-1428.            (2) American 
Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics – 2005 Update. Available at: www.americanheart.org.
(3) National Highway Traffic Safety Administration. Traffic Safety Facts 2003: A Compilation of Motor Vehicle Crash Data from
the Fatality Analysis Reporting System and the General Estimates System. Available at http://www.nhtsa.dot.gov/. 
(4) Angus DC et al. Crit Care Med 2001;29: 1303-1310.

*旧定義の重症敗血症

http://www.americanheart.org/
http://www.nhtsa.dot.gov/


敗血症をご存知ですか？

たとえ命は助かっても、長期間の介護・療養を
要し、社会的・経済的喪失も甚大です。

例えば米国の敗血症治療に費やす医療費は年間
200億ドル（2兆円）を超え、全ての疾患 (病気) の
中で最も高額の医療費を必要としています。

あらゆる年齢層が罹患する重篤な疾患であり、
その社会的影響は計り知れません。



敗血症をご存知ですか？

敗血症は、世界的な医療問題かつ社会問題です。
2017年、WHO（世界保健機関）でも重大な健康課題
として取り上げられました。

しかし、先進国においても「敗血症」の言葉を
知っている人は、成人人口の半分以下といわれてい
ます。

さらに、一般臨床医の間でも、適切な対応法は
十分に知られていません。



体で何が起こっているのですか？

敗血症とは、感染症（微生物が体内に侵入する
こと）に対する制御不能な宿主反応に起因する
生命を脅かす臓器障害と定義されます。

微生物
（細菌、ウイルスなど）

免疫細胞

感染症に対する宿主反応
適切な応答 治癒

過度な生体反応、不適切な反応

肺障害 循環障害 腎障害 肝障害

など

敗血症
(生命を脅かす臓器障害）



どんな時に敗血症を疑いますか？

発熱している（38℃以上）
体温が低い （36℃以下）
脈が速い （90回/分以上）
呼吸が速い （20回/分以上）
意識が悪い （様子がおかしい）
全身がむくんでいる
血圧が普段より低い
手足が異常に冷たい

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
このうち2つ以上が当てはまるなら、医療機関
の受診をお勧めします。

肺炎、下痢、膀胱炎、傷の化膿などの身近な感染症を発端に、
次のような症状が出現する場合は敗血症を疑います。



どこでどのような治療を受けるのですか？

敗血症では、集中治療室での専門的治療が必要となります。

治療は、心筋梗塞や脳卒中、重症交通外傷のように
一刻を争います。

広域抗生物質や敗血症の原因となる感染巣の除去などの
感染対策を行います。

循環（血圧など）を安定化させるための点滴や薬剤を適切
な手順に従って行います。

Every minute counts!

* every minute counts：一刻を争う



生命を脅かす敗血症から救命するには？

発症早期から、一刻を争う適切な全身管理を
受けれれば救命率は高くなると考えられます。

GSA:global sepsis alliance

敗血症の重症化を防ぎ、救命率を高めることを目標に
国際レベルの連盟として結成された非営利団体

専門医のみでなく広く一般臨床家を対象とし
て、早期発見、適切な治療を幅広く普及させ
ることが重要です。



日本敗血症連盟の結成



3学会の連携と日本敗血症連盟の結成

2010 世界敗血症連盟 (Global Sepsis Alliance, GSA) 活動開始

2012 日本集中治療医学会（GSA委員会）活動開始

2018 日本救急医学会（敗血症合同活動委員会）及び
日本感染症学会（学際化国際化委員会）と連携

3学会合同で
日本敗血症連盟（Japan Sepsis Alliance, JaSA）結成

＊敗血症の予防・診断・治療・教育に関する

種々の合同活動を積極的に推進する。



日本敗血症連盟の目的

一般市民、医療者へ敗血症に関する正しい情報を

広く提供し、敗血症による死亡を減らし、敗血症に

よる合併症や後遺症を減らして患者の社会復帰に

つなげる。



日本敗血症連盟の取り組み

①市民公開講座（第47回日本救急医学会、2019年10月4日）(年3回）

②世界敗血症デー（9月）の取り組み

―敗血症.comによる情報発信（2019年9月にホームページ拡充）

―敗血症セミナー（敗血症セミナー in Tokyo、2019年9月7日）(年3回）

③ 3学会合同敗血症セッション（第47回日本救急医学会、2019年10月3日）

④ DPC（診断群分類包括評価）を用いた敗血症疫学研究：

日本の敗血症患者の実態調査（2019年開始）

⑤ 2020年企画（予定など）

－第47回日本集中治療医学会、第94回日本感染症学会

市民講座、3学会合同セッション

－日本版敗血症診療ガイドライン2020の普及など



市民公開講座



市民公開講座

第47回日本救急医学会 市民公開講座

「敗血症ってどんな病気？なぜこわいの？」

（日本救急医学会・日本集中治療医学会・日本感染症学会 3学会共催）

日時：2019年10月4日（金）17:30 - 18:30  東京国際フォーラムホールD7

座長：

中川 聡（国立成育医療研究センター）

松嶋 麻子（名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学）

発表者：

小倉裕司 (医師)：救命救急医が家族の敗血症から学んだ宝もの

吉田やよい (患者経験者)：小児がんと敗血症を乗り越えて

舘昌美 (看護師)：早期発見と回復を促進する敗血症看護の取り組み

＊今後、年3回、3学会の学術集会の折に開催する予定



敗血症ってどんな病気？

What is “sepsis”?



感染症 : 病原体の感染による病気

What is infection?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%85%E5%8E%9F%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E6%9F%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%85%E6%B0%97


臓器障害

エキスパートナース
2017年7月27日

What is organ dysfunction?



敗血症： 感染症 + 臓器障害

Sepsis: Infection + Organ dysfunction



感染症敗血症多臓器不全への進行

Infectionsepsismultiple organ failure



・ 発熱（深部体温＞38.3℃）

・ 低体温（深部体温＜36.0℃）

・ 心拍数＞90/分

もしくは年齢相応の正常値から2SD以上逸脱

・ 頻呼吸＞20/分

・ 精神状態の変化

・ 著明な浮腫

もしくは正の体液バランス（24時間で＞20 mL/kg）

以上、複数の項目を満たす場合

Symptoms of sepsis (Levy MM et al.  Crit Care Med 2003)

敗血症を疑う症状



大切な家族を守ろう！

Protect your family from sepsis!



何かおかしい！いつもと違う！

敗血症：最も大切なメッセージ

Take home message: Something strange! It's not usual！



身近な人がまず気づくこと

敗血症：最も大切なメッセージ

First, the family nearby can perceive the event.



予防して

早く発見

早く治療

敗血症：最も大切なメッセージ

Precaution! Early detection! Early treatment！



3学会合同セッション



3学会合同敗血症セッション

第47回日本救急医学会 3学会ジョイントパネルデイスカッション

「グローバルな感染症・敗血症対策を知ろう！」

日時: 2019年10月3日（木） 16:00-18:00

会場: 第1会場（東京国際フォーラム「ホールC」）
座長 小倉 裕司 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター

中川 聡 国立成育医療センター集中治療科
演者・タイトル（仮題）
１．斎藤 浩輝 WHOの敗血症対策～クリーンハンズキャンペーンなど
２．川村 英樹 薬剤耐性菌への感染対策
３．松村 康史 薬剤耐性菌の検査と治療
４．中田 孝明 世界の敗血症疫学研究の今
５．松田 直之 世界の多臓器障害研究の今
６．志馬 伸朗 敗血症に対して抗菌薬はどう使い分ける？
７．中川 聡 日本から世界へ～小児の敗血症予防対策
８．松嶋 麻子 GSAと各国の対策
９．井上 茂亮 グローバルな敗血症PICS対策

＊今後、年3回、3学会の学術集会の折に開催する予定



3学会合同敗血症セッション

第89回日本感染症学会西日本地方会学術集会
第62回日本感染症学会中日本地方会学術集会
第67回日本化学療法学会西日本支部総会

日本感染症学会・日本救急医学会・日本集中治療医学会
ジョイントシンポジウム「日本の敗血症対策」
日 時：2019年11月8日（金）14：00～16：00

場 所：アクトシティ浜松 大ホール 第一会場
司会：

松嶋麻子(名古屋市立大学大学院医学研究科先進急性期医療学)

飯沼由嗣(金沢医科大学臨床感染症学・感染症科)

演者：
１．松村康史「日本における薬剤耐性菌対策」
２．石川清仁「輸入感染症対策について」
３．中川 聡「GSA と日本の取り組み」
４．齋藤浩輝「WHOと世界の敗血症対策」
５．井上茂亮「高齢者と敗血症」
６．中田孝明「敗血症の早期発見」

＊今後、年3回、3学会の学術集会の折に開催する予定



感染症クイックリファレンス



感染症クイックリファレンス



感染症クイックリファレンス



敗血症診療ガイドライン



敗血症を診断したら全身管理を行います

微生物（細菌、ウイルスなど）

抗菌薬治療

初期蘇生・循環作動薬

人工呼吸器管理

血液透析 など

診断 治療

血液培養

乳酸値測定

画像診断

(集中治療室での処置）

しかも一刻を争います



敗血症診療ガイドライン

微生物（細菌、ウイルスなど）

抗菌薬治療

初期蘇生・循環作動薬

人工呼吸器管理

血液透析 など

多岐にわたる全身管理の適切な治療を行うために
質の高い診療ガイドラインが必要になります。

診断 治療

血液培養

乳酸値測定

画像診断

Surviving Sepsis Campaign guidelines (SSCG)
(2004, 2008, 2012, 2016) ➡ 2020作成中

日本版敗血症診療ガイドライン(J-SSCG)
(2012, 2016)➡ 2020作成中



国際版ガイドラインと日本版ガイドライン

総ページ数：232頁（付録154頁）総ページ数：67頁(付録273頁）

欧州集中治療医学会誌と
米国集中治療医学会誌に同時掲載

日本集中治療医学会誌と
日本救急医学会誌に同時掲載（Web）


