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歴史と概念	



Sepsisの歴史と概念	

•  Sepsisの概念は古代ギリシアの頃より存在し、
HippocratesはSepsisは肉体が腐敗し、汚染された
空気に浸潤させ創傷治癒を悪化させる過程である
と述べた。	  

• 古代ローマ時代には、GalenはSepsisを健全な現象
であり、創傷治癒において不可欠な過程であると
した。	



Sepsisの歴史と概念	

•  Sepsisの定義は初めに1992年に発表された。その定義は	  
”感染によって発症した全身性炎症反応症候群	  
(Systemic	  inflammatory	  response	  syndrome:	  SIRS)”,すなわち	  
“infecOon-‐induced	  SIRS”である。	  

•  なお、2003年にはSIRSの定義が非特異的であり、感染に
対する生体反応を正確に診断できないとの理由から、いく
つかの補助的指標を追加した新たなSepsisの定義が発表
された。	



SIRS+InfecOonは変わらず。	

Severe	  sepsis=sepsis	  +	  Organ	  dysfuncOon	



Sepsisの臨床所見	

Sepsisそのもの、そしてSepsis
に伴う臓器障害を見逃さない
よう非常に細かく項目が設定

されている。	

新しい診断基準（2003
年）で重視された	



疫学	
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•  研究期間:1979～2000年	  
•  調査対象集団:期間中にNHDS登録された22歳以上の退院

患者(約7億5000万人)	  
•  調査対象となったSepsisの種類:ICD-‐9-‐CMコードで退院時病

名にSepsisおよびSepsisに関連するコードが付けられた患
者。	





Average:	  27.8%	

Average:	  17.9%	

N	  Engl	  J	  Med	  2003;348:1546-‐54	

死亡率のsubgroup解析	  
Organ	  failureなし:15%	  
Organ	  failureあり:70%	



真菌も	  
増加傾向	



Laguらの2003年から2007年のアメリカにおけるSepsisの疫学調査より引用。	  
	  
最も多い感染源は肺炎をはじめとした呼吸器感染症である。それに次いで腸管感染症、
尿路感染症が続く。	

Crit	  Care	  Med	  2012;40:2932.J	



疫学のまとめ	

•  死亡率は減少し、在院日数も短縮傾向ではあるが発症
数並びに重症例(Severe	  	  sepsis)は増加傾向である。	  

•  男性は女性に比べ発症リスクが高い。人種別で見てみる
と黒人はその他の人種に比較して発症リスクが高い。	  

•  原因は呼吸器感染症が最多であり、それに腸管感染症、
尿路感染症が続く。	  

•  原因菌はGram陽性菌がGram陰性菌と比較し多くなって
いる。Gram陽性菌はS.aureusやS.Pneumoniae,Gram陰性
菌ではE.coli、Klebsiella	  spp.、P.aeruginosaが多い。近年
は真菌の増加が著しい。	  



病態生理	



凝固能異常	
PAMP	

DAMP	

白血球の活性化	



背景	  
•  Sepsis患者において、免疫抑制が過剰

な免疫反応に引き続いて起こるかどう
かは判明していない。動物実験では
Sepsis罹患中に免疫抑制が起こることが
確認されているが、人間では定かで無
い。	  

目的	  
•  敗血症患者における自然免疫、獲得免

疫の状態と免疫抑制が起こる機序につ
いて明らかにする。	  

	  

JAMA	  2011;306:2594-‐605	



方法	

	  2009年から2011年にかけて、ICUにてSevere	  sepsisで死亡
した４０人より脾臓と肺組織を摘出し死亡時の免疫状態の
評価を行った。	  
	  	  
	  対照群として、脾臓は脳死患者や外傷にて緊急脾臓摘出
術を施行された患者計２９人より入手した。肺組織は肺移
植のドナーと肺癌患者計２０人より入手した。	



結果	

•  Sepsisによる死亡患者では有意に脾臓における抗CD3刺
激細胞、抗CD28刺激細胞の減少を認めた。また、TNF、
インターフェロンγ、IL-‐6,IL-‐10などのサイトカインも減少を
認めた.	  

•  肺でも脾臓と細部は異なるものの、免疫抑制が起こって
いることが確認された。	  

•  これらの免疫抑制により感染の制御が困難となったり、
ウイルスの再活性化が起き、死亡の原因となると考えら
れている。	  



病態生理のまとめ	

•  宿主の反応は炎症誘発反応と、炎症抑制反応の2つに
大別される。誘発反応は組織障害に、抑制反応は二次
感染に関与すると言われている。	  

•  特に炎症誘発反応で起こる凝固系の活性化や血管内皮
細胞の障害により組織の酸素化が悪化し臓器障害が起
こり、Severe	  sepsisへ陥る原因となる。	  

•  Severe	  sepsis患者では過剰な炎症抑制反応が起こること
が確認されており、これら2つの反応のバランスが崩れる
ことが問題であると考えられる。	  



治療	



Surviving	  Sepsis	  Campaign	  Bundles	  　2012	



Sepsisとステロイド	

病態を考慮すると、相対的副腎不全や過剰な免疫反応を
抑制するためステロイドが有効である可能性は完全に否
定出来ない。現在も2つの研究 (ADRENAL,HYPRESS)が進
行中。	

Surviving	  Sepsis	  Campaign	  2012より	



Sepsisと免疫グロブリン(IVIG)	

日本版敗血症診療ガイドラインより	

本邦と海外で捉え方が異なっている。IVIGに関しては質の高い研
究や大規模臨床試験の数が少ない。SBITS	  Studyは非常に信用度
の高いStudyであり、IVIGによるSepsis患者の死亡率改善は無いと
している。Sepsisに対してIVIGを積極的に用いる根拠は存在しない。	



Sepsisとスタチン	

スタチンはSevere	  sepsisへの進展率低下や予後の改善,	  
感染症への罹患率低下がいくつかの観察研究にて報告さ
れている。	  
	  	  -‐	  PLoS	  One	  2012:7:e51548.	  
	  	  -‐	  Crit	  Care	  Med	  2011;	  39:1871-‐8.	  
	  	  -‐	  Crit	  Care	  Med	  2012;	  16:R231	  
	  
しかし、RCTでの評価がなされていないため現時点ではス
タチンの投与は積極的に推奨されていない。	



背景	  
PROWESS　Study以降、SepOc	  shockの治療における遺伝子組み換え活性型プロテ
インCの有効性について多くの研究にて疑問が投げかけられてきた。	  

方法、目的	  
	  	  
ランダム化二重盲検プラセボ対象多施設共同研究で1697人登録。	  
Sepsis,shock,	  hypofusionがある患者を対象とした。DropAA群(DrotAAを24	  μg/kg/hr
+0.9％生理食塩水)とプラセボ群(0.9％生理食塩水 96	  時間投与)に分けて比較。活
性型プロテインCの有効性について再検討する。	





Sepsis治療薬の現状	

•  PROWESS-‐SHOCK	  studyにて活性型プロテインCが市場
から撤退した。Sepsisに対して有効性を示した新規治療
薬は現時点で存在しない。	  

	  

•  また、最近のトピックとしてCytoFab(抗TNF-‐α阻害薬)の
さらなる試験が中止となった。結果として、Sepsis治療
において抗サイトカイン治療薬の大規模臨床試験は現
在のところ1つも行われていない。	



新規治療薬開発における問題点	

•  動物実験の段階において、若くて健康な動物で敗血症モ
デルを作成し、支持療法をほとんど行わずに試験薬の
有用性を検討したものが多く、実臨床とかけ離れている。	  

•  試験が簡略化されすぎているため、最も効果の期待され
る患者群の選択ができていない。それゆえ、総死亡率と
いう重要なアウトカムの違いを捉えきれない。	  



今後の展望	



Precision-‐medicine	  strategies	

•  動物実験にて、より良い実験対象を抽出する。また、より
標的を絞った治療薬の開発を目標とする。	  

•  より良い患者の抽出、薬物代謝経路の考慮、アウトカム
の予測が可能な試験を行う。	  



標的治療とバイオマーカー	

 現在注目されている標的治療として、免疫刺激療法が挙げ
られる。これはSevere	  sepsisにて免疫抑制が悪影響を及ぼす
ことから考案された治療である。	  
IL-‐7,マクロファージ、CSF,INF-‐γ刺激療法などがあげられる。	  
	  
 しかし、これらの治療には患者が免疫抑制状態に陥ってい
るかどうかを確認するバイオマーカーが必要となり、単球の
HLA-‐DR発現などが注目されている。	



感想	

	  Severe	  sepsis,	  SepOc	  shockは集中治療領域の醍醐味であ
ると同時に,一般病棟でも出会うことが決して少なくない病
態である。	  
	  
SepOc	  shock,	  Severe	  sepsisはICUに任せておけば良いと考
えがちであったが、ICUに引き継ぐまでに行うべき早期診
断や迅速な抗菌薬投与などの重要性を知り、自分も積極
的にこの病態に対しチャレンジしていきたいと思う。	  
	  
今後さらなる標的治療薬やバイオマーカーの発展に期待
したい。	  


