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集中治療患者の発熱を
どう管理するか
2012 年 2 月 29 日，幕張メッセで第 39 回日本集中治療
医学会学術集会教育セミナーが開催された．医師，看
護師それぞれの立場から，ICU患者の体温管理につい
ての最新の知見と，看護師の発熱管理に関する認識の
現状と今後について講演が行われた．
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講演

1

発熱した集中治療患者の
体温管理；Up to Date
発熱の原因には
感染性と非感染性がある
発熱は，感染もしくは非感染性の刺激
により熱を産生する疾患のサインであり，
その原因も多岐わたっている
（図1，表1）
．

講演者

江木 盛時氏

岡山大学医学部麻酔科蘇生科

表 1 非感染性刺激による発熱
発 熱
感染/
非感染性刺激

中枢神経系

熱産生

江木氏は，
「なかでも忘れてはならない
のは，drug feverです．集中治療領域の
発熱の約 30%は薬のアレルギーだといわ
れています」
と解説．抗菌薬を投与してい
る患者に発熱があった場合，抗菌薬を変
更すると熱が下がることがある．細菌培
養の結果やX線，CTなどの画像所見に問
題がなければ，変更した抗菌薬が効いた

サイトカイン
産生

図 1 感染，非感染性刺激による
発熱のしくみ

と考えるのが一般的だが，実際には，最
初に投与していた抗菌薬のdrug feverだ
った可能性があるという．
発熱には，リンパ球や好中球，単球の
活動を活性化させる作用があり，ウイル
スや細菌を死滅させて増殖を抑制するは
たらきがある一方，酸素消費量や呼吸需

循環器系

心筋梗塞，心外膜炎

呼吸器系

肺梗塞，無気肺，
急性呼吸促迫症候群

消化器系

虚血性腸炎，消化管出血，
膵炎，肝炎，肝硬変，
副腎不全

視床下部の
セットポイント上昇

リンパ球の
活性化

要，患者不快感を増大させる
（図 2 ）
．

脳梗塞，脳出血，
クモ膜下出血

血管系

深部静脈血栓

その他

drug fever，造影剤使用，
悪性腫瘍，輸血，
拒絶反応，手術

江木氏は話した．

「発熱は疾患のサインであると同時に治

心停止後などの中枢神経障害がみられ

療対象でもあります．そのため，ICUで

る患者の高体温は避けるべきであり，体

も日常的に解熱療法が行われています」
と

温管理が予後改善に重要であることがわ
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◦ウイルス，細菌を死滅さ
せ，増殖を抑制する

表 2 体温測定法
血液温度

◦リンパ球，好中球，単球
の活動を活発化
◦抗体産生を活発化

直腸・食道温度

◦スワン‐ガンツカテーテル
◦侵襲的

鼓膜温度
腋窩温度

◦測定手技による誤差がある
◦正確性が低い

◦患者の不快感増大
◦長期留置不可能

膀胱温度

◦膀胱留置カテーテル
◦正確性が高い

発 熱
◦酸素消費量，呼吸需要の
増大
◦中枢神経障害の発生，増
悪の可能性
◦患者不快感の増大

薬物解熱

クーリング

◦プロスタグランジンE
合成阻害

◦外表への冷却刺激であり，体温のセッ
トポイントを変えない

◦NSAIDs

◦無鎮静の状態では解熱効果はなく，寒
冷反応（血管収縮，筋緊張，シバリング）
を誘発し，酸素消費量は増加する

◦アセトアミノフェン

図 2 発熱による作用

◦体温のセットポイント
を下げるため，酸素消
費量は減少する
◦血圧低下の可能性

◦鎮静下では鎮静により寒冷反応が抑制
されるため，解熱効果があり，酸素消
費量は減少しうる

図 3 解熱療法

かっているものの，それ以外の体温管理

が，侵襲的であり，すべてのICU患者に

についてはわかっていないことが多いと

適応できるわけではないという．直腸温

いう．そこで江木氏は，中枢神経障害が

度と食道温度も信頼度は高いが，患者の

みられない重症患者の体温管理と発熱に

不快感が大きく，長期留置は不可能であ

日常的なICUの現場では，発熱に対し

ついての検証と，最新の情報を紹介した．

る．一方，膀胱温度は，サーミスタ付き

て薬物と冷却による解熱療法が実施され

の膀胱留置カテーテルを留置するだけで

ている
（図 3 ）
．江木氏はこの違いについ

測定でき，正確性も高く，連続モニタリ

て，
「薬物解熱は，体温のセットポイント

ングも可能である．

を低下させるため，酸素消費量は減少し

長期留置可能で信頼度の高い
体温測定法は膀胱温

解熱療法は解熱方法や
患者の状態により効果に違いがある

体温測定法には，大きくわけて中枢温

続いて江木氏は，実際の体温管理での

ます．しかし，クーリングは体温のセッ

度測定と末梢体温測定がある．血液温度

基準となる発熱について解説．38.3℃と

トポイントが変わらないので，鎮静下で

や膀胱温度などの中枢温度は，環境温度

される米国集中治療医学会
（SCCM）
の定

なければ寒冷反応が抑制されず，強い血

の影響を受けにくく信頼度が高いのに対

義について，過去 30 年分の発熱に関する

管収縮やシバリングが起こります．その

して，皮膚温度や腋窩温度などの末梢体

論文を検索し，ICU以外での研究やアウ

結果，酸素消費量は増大するにもかかわ

温は環境温度の影響が大きく信頼性が低

トカムが死亡例を除いた 34 論文を検証し

らず，解熱効果は得られません」
と説明し

いという
（表 2 ）
．

たという．その結果，
「各論文の発熱の定

た．ただし，鎮静下にあれば，血管収縮

しかし，現在日本で最も使用されてい

義はばらばらでした．SCCMが 38.3℃と

やシバリングが抑制されるため，クーリ

る体温測定法は腋窩温度，鼓膜温度，膀

定義しているのは，101°F（華氏 101°
）
と

ングによって酸素消費量は減少し，解熱

胱温度である．これに対して江木氏は，
「膀

いう切りのいい数字を使用しているから

効果が得られるという．

胱温度は 0.5℃と，非常に狭い誤差範囲

であり，何の根拠もありません」
と解説し

で深部体温の測定が可能なのに対し，腋

た．

江木氏は，薬物解熱について過去 30 年
間，約 500 枚の論文から，その効果や副

窩温度は± 1.5℃，鼓膜温度では± 3℃と

さらに，集中治療患者の予後に関連す

作用について書かれた 16 枚の論文を抽出

いう研究データが発表されています．こ

る体温，なかでも発熱と死亡との関連に

して検証．解熱療法開始は 38.5℃とした

れだけの誤差がある測定方法で体温をコ

ついて書かれた 9 つの観察研究を検証．

ものが最も多く半数を占めていたが，そ

ントロールするのは非常に困難です」
と説

38.3℃は死亡率上昇とは関連せず，39.4

の理由について書かれているものはなか

明した．

℃以上が患者死亡と有意に関連したとい

ったという．

中枢温度のなかでもスワン‐ガンツカテ

う．
「中枢神経障害を有していない重症患

「解熱療法によって体温が 1℃低下する

ーテルを使用する血液温度は，深部体温

者では，38℃台の発熱は正常な反応だと

ごとに，脈拍は 1 分で 5.2 回減少します．

のゴールドスタンダードといわれている

いうことです」
と江木氏は説明した．

同様に酸素消費量は体温が 1℃下がるご
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SCCM：Society of Critical Care Medicine
FACE study：Fever and Antipyretic in Critically ill Evaluation study，
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集中治療患者における発熱と解熱薬に関する 2 国間多施設観察研究

とに 9%減らすことができます．酸素消

表 3 解熱療法による血圧低下

費量が減少すれば呼吸は楽になり，心臓

解熱療法

の動きもすこしゆっくりになります」
と江
木氏は説明した．しかし，薬物解熱では，

平均血圧低下

NSAIDs

5.4 ± 4.8mmHg
（p=0.03）

アセトアミノフェン

10.3 ± 2.5mmHg
（p<0.001）

薬物解熱

体温のセットポイントを下げることより
熱を放出するため，発汗が起こる．その
ため，末梢血管抵抗が低下し，血圧が下

− 1.8 ± 2.7mmHg
（p=0.47）

クーリング

がるリスクがあるという
（表 3 ）
．
しかし，解熱療法に関する臨床的なア

江木盛時ほか：重症患者に対する解熱処置．日本集中治療
医学会誌，19
（1）
：17〜26，2012．

ウトカムについては，2012 年までに 100
例以下の小規模なRCTが 8 論文報告され
ICU滞在中最高体温（℃）

な大規模研究や死亡率に有意差を示した

≦ 37.4（reference）

研究もない．そのため，2008 年に米国で
報告された集中治療患者の発熱に関する
ガイドラインや敗血症管理のガイドライ

敗血症患者

ているに過ぎず，臨床予後の解析が可能

だという．

韓国集中治療医学会の主導により，2009
年，日韓合同の多施設研究であるFACE
studyが行われた．これは，それまで小
規模の施設研究や後ろ向き検討の研究し

非敗血症患者

こうしたなか，日本集中治療医学会と

38.5〜39.4
≧ 39.5

ンにも，解熱療法に関する記載がないの

日韓合同の FACE studyで
発熱の予後悪化への影響を検証

37.5〜38.4

≦ 37.4（reference）
37.5〜38.4
38.5〜39.4

＊
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図 4 敗血症，非敗血症患者の体温と 28 日死亡率

（FACE）
Study Group．Critical Care .
16(1) : R33, 2012.

か存在しなかった，発熱と解熱療法に関
する情報を同時に集積した多施設参加の
前向き観察研究である．

いう． また， 敗血症患者に対する

イアルが進められているという．

江木氏は，敗血症と非敗血症患者に分

NSAIDsやアセトアミノフェンの使用に

「解熱処置によって体温を下げれば酸素

けた体温と 28 日死亡率のデータを示し，

ついて，
「発熱は死亡率とは関連しません

消費量が減り，
脈拍数も減ります．
しかし，

が，解熱薬の使用は死亡率増加と有意に

それ以上の明確な利益についてはわかっ

関連します」
と解説した．

ていません．ですから，38.3℃や，38.5

「敗血症患者では，体温が高すぎても低す
ぎても死亡率は上昇し，体温と死亡率に
有意な関係はみられませんでした」と紹

このFACE studyの結果から，①発熱

℃といった数字をみて盲目的に解熱療法

介．しかし，非敗血症患者では，体温の

は 39.5℃までは予後悪化に関連しない，

を実施するのではなく，臨床現場では常

上昇に伴い，死亡率も高くなる現象がみ

②解熱処置の施行を控えることで患者予

に，本当に解熱が必要かどうか考えると

られたという．
「感染の有無により，発熱

後を改善しうる，といった仮説を立てる

ころからすべてが始まるのではないでし

の死亡率への影響が変わってくるという

ことができる．しかし，これに対して江

ょうか」
と江木氏は語った．

のは注目すべき点です」と説明した（図

木氏は，
「 これはあくまでも仮説です．

さらに今後，重症患者の発熱管理は重

ICUでは 39.5℃まで解熱をしないという

要なトピックになってくるとしたうえで，

4）
．
さらに多変量解析によって有意差がみ

ものではなく，今後この仮説を検証する

「体温を管理するためには，まず膀胱温度

られたのは，非敗血症患者における 39.5

作業が必要です」
と説明．発熱許容の効果

による正確で連続的な体温測定から始め

℃以上の高熱だけであり，37.5 〜 38.4℃，

については，現在，解熱処置を 39.5℃で

ましょう．
そして，
体温管理に興味をもち，

38.5 〜 39.4℃といった一般的な発熱に関

開始する方法
（発熱許容）と，38.0℃で開

解熱療法が必要かどうかを考える機会を

しては，日韓の集中治療患者における死

始する方法
（積極的解熱）とで，予後に与

増やすことが重要だと思います」と結ん

亡率との有意な関連はみられなかったと

える影響を比較検討するFACE Ⅱ トラ

だ．
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2

看護師の発熱管理に関する認識の
現状と今後〜教育モデルはつくれるか〜
よりよい発熱ケアをめざした
クーリングの学習会を実施

体温管理の知識

場面で，体温が何℃になったから 3 点ク
ーリング，5 点クーリングを実施すると
いう習慣的な体温管理が行われることも

脳保護

解熱効果

代謝を減らす

安楽効果

不快の軽減

評価の共有

発熱には原因がある

の支援であり，その実施判断は看護師に
よることも多い．しかし，日常のケアの

クーリング前後の評価

中枢温の測定部位

リングは，不快軽減を目的とした安楽へ

京都府立医科大学附属病院
集中治療部/看護師

クーリングの目的

体温管理の知識

発熱時の看護ケアとして行われるクー

講演者

野口 綾子氏

氷枕では熱が下がらない
クーリングはシバリングを増やす

図 5 クーリングの学習会で話した項目

あるという．そこで，野口氏らは，自施
設を含む 8 施設のICU，PICU看護師に
クーリングの現状についてアンケート調
査を実施．211 名
（回収率 80%）から回答
を得た．

発熱の定義
（平均値±SD）

クーリングの解熱効果

ングが看護業務の 10 〜 20%を占めてい
ることがわかった．
さらに，クーリングは38℃で開始され，
37℃で中止されていること，70%の看護

醒中かでクーリングの適応を変えていな
いことなどがわかった．
「自施設だけでな
く，ほかの施設のICU看護師も，クーリ
ングの有効性を過大評価しており，クー
リング適用のアセスメントが不足してい

8
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識しており，50%の看護師が鎮静中か覚
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師がクーリングに
「解熱効果がある」と認

前

鎮静中の患者には
控える

ない

学習会

リングは重要」
だと認識しており，クーリ

ある
学習会

ころ，70%のICU，PICU看護師が
「クー

鎮静中のクーリングの適応
わからない

現状把握としてクーリングの重要度，
クーリングの看護業務占有率を調べたと

学習会前（22 人） 学習会後（20 人） ※学習会では，発熱の定義の一例として，
SCCMの 38.3℃を紹介
37.5 ± 0.5℃
38.2 ± 0.4℃

後
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図 6 学習会前後のクーリングに対する看護師の認識

ることがわかりました」
と野口氏は説明し
有すること，患者さんにとって有益かど

た．
しかし，体温管理には明確なガイドラ
インがなく，クーリング実施基準などの

最後に野口氏は，
「発熱があったから，

うかを考えながら実践することが重要だ

体温が何℃だからクーリングを行うとい

ということを強調しました」
と話した．

う習慣的なケアから脱却することが重要

ツールの作成などが困難である．そこで

学習会後，再度アンケート調査を実施

です．共通の認識をもち，個々の患者さ

同院では，ICU看護師全員を対象に，15

したところ，クーリングの適応について

んへの適応を評価して実践していくため

分の学習会を開催し，体温管理の知識と

の看護師の関心が高まり，体温の上昇の

の知識が得られ，患者さんの有益性を考

クーリングの目的，クーリング前後の評

みでのクーリングの実施が減少していた．

えることを奨励する臨床教育を進めたい

価の重要性について説明した
（図 5 ）
．

クーリング適応後にも評価を実施し，医

と思います」
と結んだ．

野口氏は，
「学習会では，よりよい発熱
時のケアをめざすために知識と経験を共
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師とも適応に関して議論されるようにな
ったという
（図 6 ）
．

