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アナフィラキシーの診断基準

アナフィラキシーの診断基準
 

BrightonとNIAID/FAAN基準

       
 

 以前のブログでも紹介しましたが、代表的な診断基準はBrightonとNIAID/FAANの⼆つのよう
です
が、ゴールドスタンダードはないとの事です。
 新型コロナワクチンにおける厚労省のアナフィラキシーの報告は、Brighton基準に則っていま
す。
ネットで厚労省のBrighton基準を⼿に⼊れましたが、よく理解できないため原⽂から私なりに纏
めて
みました。
残念ながら似たり寄ったりの出来栄えです。でも職員の皆さんに説明する際は⾃分の⽅が納得し
ている分、良いかもしれませんのでブログします。
尚、NIAID/FAAN基準は先のブログで掲載しましたので参考にしてください。

 

#Brightonの診断基準
 ＜アナフィラキシーの症例定義＞

 診断の必須条件としては
 ・急な発症 ・症状や所⾒が急激な進⾏性 ・２つ以上の臓器障害です。

 診断確実性のレベル1
  ・１つ以上のメジャーな⽪膚症状

 ・且つメジャーな循環器症状、またはメジャーな呼吸器症状

 診断確実性のレベル2
  ・メジャーな循環器症状且つメジャーな呼吸器症状

 ・メジャーな循環器症状、またはメジャーな呼吸器症状とそれぞれ別の臓器のマイナーな症状
が、
  ２つ以上の組み合わせ
 ・メジャーな⽪膚症状とマイナーな循環器症状、またはマイナーな呼吸器症状

 診断確実性のレベル3
  ・マイナーな循環器症状またはマイナーな呼吸器症状と、それぞれ別の臓器のマイナーな症状

の組み
  合わせ
  （現実的にはマイナーな⽪膚症状があれば更にマイナーな循環器症状か、マイナーな呼吸器
症状が
   追加されればレベル3）
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 結局はメジャーな⽪膚症状があり、マイナーな循環器症状か呼吸器症状が加わればレベル２以
上
 マイナーな⽪膚症状なら、メジャーな循環器症状か呼吸器症状が加わればレベル3以上

＜メジャーなクライテリア＞
 ⽪膚粘膜症状
 ・全⾝の蕁⿇疹または全⾝の紅斑
 ・局所または全⾝の⾎管浮腫
 ・発疹を伴う全⾝の掻痒感

 循環器症状
 ・低⾎圧
 ・⾮代償のショック
 次のうちの少なくとも３つを伴う 
 ・頻脈、・３秒以上のcapillary refill time、・意識の低下または意識消失、・central pulse 
  volumeの低下

 呼吸器症状
 ・両側性の喘鳴 ・stridor ・⼝唇/⾆/咽頭/⼝蓋垂の腫脹 ・呼吸障害 
  次のうちの２つ以上
  過呼吸 陥没呼吸 チアノーゼ 努⼒呼吸

＜マイナーなクライテリア＞
 ⽪膚症状/粘膜症状
 ・発疹を伴わない全⾝性掻痒感
 ・ 全⾝がちくちくと痛む感覚
 ・ 接種部位の蕁⿇疹
 ・いわゆる⾚⽬

 循環器系症状
 ・末梢性循環不全（症状としては少なくとも以下の2つの組み合わせ）
  頻脈、３秒以上のcapillary refill time 、意識レベルの低下

 呼吸器系症状
 ・持続する咳嗽
 ・嗅声
 ・呼吸苦、呼吸困難
 ・喉の閉塞感
 ・くしゃみ、⿐汁

 消化器系症状
 ・下痢
 ・腹痛
 ・悪⼼
 ・嘔吐
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#NIAID/FAANの診断基準
 ・診断基準1︔⽪膚粘膜症状（S）が急速（数分から数時間）に出現し、気道（A）、呼吸
（B）、循環（C）
  のいずれか1症状以上を伴った場合は、アナフィラキシーと診断する。
  アナフィラキシーの80％以上がこの基準を満たす。

 ・診断基準2︔⼀般的にアレルギーの誘因となり得る物質への曝露後、気道（A）、呼吸
（B）、循環（C）
  消化器（D）⽪膚（S）のいずれか2症状が急速（数分〜数時間）に出現したら、アナフィラ
キシーと
  診断する。

 ・診断基準3︔既知のアレルゲンに曝露後、急速（数分〜数時間）な⾎圧低下が11歳〜成⼈では
  ＜90mmHg、または、全年齢で平常時収縮期⾎圧の＜70％）がみられる。

          

私⾒）
 本院では、NIAID/FAAN診断基準に基づいて迅速に対応しましょう。
 ただBrighton診断基準のマイナーな症状も、理解しておくことが⼤事です。
 このことから、接種の事前問診をこの診断基準にそって本院並みに作成してください。
 例えば、⾎圧、脈拍、呼吸器疾患の既往歴に関しての聴診所⾒、薬の服⽤、花粉症などです。
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【喘息・呼吸器・アレルギーの最新記事】
慢性蕁⿇疹
肺炎に抗⽣剤の時短療法
３剤配合吸⼊薬（ステロイド＋LABA＋L..
雷⾬は喘息発作を誘発する
喘息のレスキューにアルブテノール+ブデソ..

posted by 斎賀⼀ at 19:30| Comment(2) | 喘息・呼吸器・アレルギー

この記事へのコメント

ワクチン接種前の問診はとても⼤事ですね。
診断基準が2つあることも知らなかったので勉強になります︕

Posted by at 2021年03⽉21⽇ 10:29

こんばんわ。ワクチン接種後は、その場でアナフィラキシー出現の経過観察するのだと思うのです
が、やはり接種本⼈もどういう症状が出現するのか、把握しておくことは⼤事だと思っています。

専⾨的には、詳細な診断基準は分かりませんが、⽪膚疾患、循環器系、呼吸器系など具体的症状が
ブログにあり、こういう場合がそうなのかと不安が解消されます。⾃分の体に出た症状を的確に伝
えるためには、知っておくことは必要なことだ思いました。

Posted by at 2021年03⽉27⽇ 19:08
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