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症例　32歳　女性	

【主訴】　発熱、腰痛	
【現病歴】	
受診3日前から頻尿、排尿時痛あり。受診1日前から発熱、
腰痛有り。食事もとれなくなり、布団をかぶっても震えが
止まらないため受診。	
体温 39.4℃、他のバイタルは安定。右CVA tenderness陽
性。血液検査でWBC23000と上昇、他の臓器障害を示唆
する所見なし。尿検査で白血球・細菌とも3+であり、尿路
感染症と診断され、各種培養採取の後、抗菌薬による治
療を開始された	
	
【既往歴】SLE	
【内服歴】プレドニン20mg/day	



Clinical	  Ques.on	

•  ステロイド使用患者のsick	  doseは
どうすればいいか？	  

①どのような症例が対象か？	  
②どのような疾患に対して？	  
③量は？	  



どのような症例が対象か？	

• リスクは3段階に分類される	  

①視床下部-‐下垂体-‐副腎系抑制
(HPA	  suppression)のリスクが高い人	  
②リスクが低い人	  
③中間リスクもしくは不明	
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HPA	  suppression	  Likely	

•  3週間以上の20mg以上のprednisone	  
•  数週間以上の夜間/眠前の5mg以上の
prednisone投与	  
•  クッシング様の外観	  

→　副腎機能抑制ありとして扱う	
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HPA	  suppression	  Unlikely	

•  3週間未満のステロイド(量は問わず)	  
•  prednisone	  10㎎以下を隔日投与、または

それと同等のステロイド投与(期間問わず)	  

→特別な配慮は必要ない	
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Intermediate/	  Uncertain	

•  低リスク/高リスク以外	  
– 	  3週間以上の日中5-‐20mgの	  
	  	  	  	  prednisone	  

→副腎機能抑制の可能性あり or	  不明	  
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副腎機能抑制のリスクまとめ	

• 副腎機能抑制ありとして扱
う	

High	  risk	  	  

• 副腎機能抑制なし	Low	  risk	  

• 副腎機能抑制の可能性は
あるとも言えるし不確実	

Intermediate/	  
Uncertain	



どのような疾患に対して、その投与量は？	

①Minor	  illness：上気道炎	  
– 患者の自己判断で通常量の2倍から3倍量を3日

間服用	  
	  	  	  	  3x3	  rule	  

②Moderate/Severe	  illness	  
– 明確な規定はない	  

③Cri.cal	  illness：Sep.c	  shock	  
– “Cri.cal	  illness-‐related	  cor.costeroid	  
insufficiency”(CIRCI)	  
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手術時のStress Dose	

重度	 手術疾患	 ステロイド量	

軽度の侵襲、局
所麻酔	

鼡径ヘルニア	 通常の朝内服する量のみ	

中等度侵襲度	 下肢の血管形成	  
人工関節置換術	

通常量に加えて術直前にヒドロコルチゾン50mg
と術後8時間ごとに24時間のみヒドロコルチゾン
25mg。その後は通常量。	

重度の侵襲度	 食道・胃切除術	  
腸全摘出術	  
開心術	

通常量に加えて麻酔直前にヒドロコルチゾン
100mg投与。術後8時間ごとにヒドロコルチゾン
50mgを24時間まで投与。その後は1日ごとに半
減し通常量へ	

・手術時のstress	  doseは以下の表を参照	  
・Moderate/Severe	  illnessに対するsteroid	  doseの明確な規定なし	  
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Cri.cal	  illness	

•  対象：　十分な補液や昇圧薬治療により1時間以
上収縮期血圧が90mmHg以下であるような重症
敗血症性ショックの場合、ヒドロコルチゾン
200-‐300mg/日(50mgを6時間ごとまたは100mgを
8時間ごと)の静脈内投与を考慮する。(Grade2C)	  

•  投与期間：　5-‐7日間。	  
•  減量：　決まったやり方はない。昇圧薬の減量と

ともに急速に減量したり、COPDの急性増悪のと
きのようにゆっくり減量することもある。	  
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症例の経過	

•  UTIと診断し、入院でCTRX	  1g	  q24hで治療開始した。SIRS	  
criteriaは満たすがsevere	  sepsisの基準は満たさずUTIに伴
う敗血症と診断した。	  

•  中等度感染症のステロイドカバーに関する明確な規定は
なく、中等度侵襲度の手術と同等の侵襲度と仮定すると、
75mg/日のヒドロコルチゾンが必要となるが、もともとプレド
ニン20mg/日を服用しているため、力価としてはプレドニン
20mg/日の方が量が多く、プレドニンの継続とした。	  

•  3日目には解熱	  
•  尿培養からpan	  sensi.veのE.coliが検出された。	  
•  本人の状態回復を待って入院6日目に抗生剤を内服に切

り替え退院	



Take	  home	  message	

①ステロイド服用患者を診るときは期間とdose
で副腎不全リスク分類	  
②Minor	  illnessとCri.cal	  illnessはそれぞれの
steroid	  doseを投与	  
③Minor	  illnessとCri.cal	  illness以外のStress	  
doseについては明確な記載はない。	
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