
  

に引いていいのか、なかなかわからないです。非常に症例数の多いところではわずか３例しか

やってないということです。 

 ＜スライド 35＞大腸手術になりますとこの辺で引けそうですが、それでも相当ばらつきがあ

ります。多い施設はここに来ているので、0.5 を超えてはおりますけれどもそういう相関でし

た。 

 ＜スライド 36＞今までのデータ、ＦＦＰに関してまとめてみます。肝切除では相関係数 0.8。

しかし胃では 0.4、食道では 0.4 とかなりばらつきがあったということです。 

 ＜スライド 37＞これはアルブミン製剤、５領域のまとめですが、一番症例数の多いのは大腸、

その半分ぐらいが胃と、この順番は変わりません。続いて肝切除、食道、ＰＤです。 

＜スライド 38＞アルブミン製剤の輸血率と症例数です。ここで見ると、一番多いのはやっぱ

り手術の数の多い大腸 160 です。しかし次にＰＤがきて、それから胃と食道が並んでいます。

肝臓がＦＦＰは使うけれどもアルブミンはあまり使わないということです。一番多いのが大腸

です。しかし食道手術の症例数はそれほど多くはないけれども、よく使われているということ

がわかります。 

 ＜スライド 39＞症例数とアルブミン製剤の肝切除における対比の相関を見ています。ここの

症例数の多い施設は非常に頑張って使わないというところに、ひとつ注目されます。 

＜スライド 40＞ＰＤです。大体この辺にきております。（左下側） 

＜スライド 41＞それから食道切除。食道を手術しても、大体、直線回帰するというか、相関

があるように思われます。 

＜スライド 42＞胃の手術です。これは少しばらついているような状況です。 

＜スライド 43＞大腸手術でも非常に症 

例数の多いところです。600 いくつある症

例ですけれども、アルブミンはできるだけ

使わないように努力しているということ

がこれでわかります。  

＜スライド 44＞今の五つの術式をまと

めています。アルブミン製剤。肝切除だと

相関係数 0.6、ＰＤ 0.8、食道 0.9 ですけ

れども、胃では 0.27 と下がっています。

大腸はこのあたりが大体、相関しているの
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症例数とアルブミン製剤使用数との対比 (大腸手術)
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で 0.6 ぐらいになってきています。 

 ＜スライド 45＞小括２です。35 施設の中で最も手術件数が多かったのは大腸手術、次いで

胃手術。大腸手術では輸血率は低いが赤血球輸血の使用数は最も多かったということです。Ｆ

ＦＰは肝切除で最も多く使用されていました。ＦＦＰの使用には施設間のばらつきが目立ちま

した。アルブミン製剤は食道手術での使用が目立っていました。胃手術でのアルブミン使用に

施設間格差があったということがわかっています。 

 ＜スライド 46、47＞その次が輸血症例のアンケート調査です。それぞれの術式について 10

例ずつ書いていただいたのですが、これは大変な努力だったろうと思います。実は輸血例のみ

ということですけれども、輸血されてない症例をアンケート報告していただいたケースが多々

ありました。これは私どもがアンケートをお願いするときに十分そのことを強調しなかったた

めだろうと思ってこの場でおわびしておきます。それはこの解析に入ってきておりません。輸

血例のみ、119 例です。年齢 27 歳～83 歳まで。出血量は 60mL から 7730mL、平均 1490mL。結

構、肝切除だと出るのだなと。輸血された症例はこれだけ出るということです。ＭＡＰ血は術

中に平均５単位ぐらい使われ、ＦＦＰは術中にこのくらい使われているということです。 

 このアンケートで特に自己血輸血について調べてみますと 25 症例。119 症例のうち 21％で

自己血が行われておりまして、25 例のうち 21 例で同種血が回避されていました。貯血量は

400mL から 1200mL もためたところもありますけれども、21 例で同種血が回避されたというこ

とです。 

 ＜スライド 48＞ＰＤです。127 例で検

討しますと、輸血例の平均出血量は

1453mL で、同じぐらい出ています。術中

の輸血平均５単位ぐらい、ＦＦＰも大体

同じぐらい。実は肝切除と違いまして、

自己血輸血を実施する症例は少なくて

６例で実施されまして、５例で同種血輸

血が回避されていました。 

 ＜スライド 49＞食道の手術です。これ

消化器外科手術におけるアルブミン製剤使用と症例数の関係消化器外科手術におけるアルブミン製剤使用と症例数の関係
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小括２

•• 3535施設の中で最も手術件数の多かったのは大腸手施設の中で最も手術件数の多かったのは大腸手

術であった。次いで胃手術であった。術であった。次いで胃手術であった。

•• 大腸手術での輸血率は低いが、赤血球輸血の使用大腸手術での輸血率は低いが、赤血球輸血の使用

数は最も多かった。数は最も多かった。

•• FFPFFPは肝切除で最も多く使用されていた。は肝切除で最も多く使用されていた。FFPFFPの使用の使用

には施設間のバラツキがあった。には施設間のバラツキがあった。

•• アルブミン製剤は食道手術での使用が目立っていた。アルブミン製剤は食道手術での使用が目立っていた。

胃手術でのアルブミン使用に施設間格差があった。胃手術でのアルブミン使用に施設間格差があった。
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は 74 例集まりまして平均 831mL。今までの二つの手術が 1400mL だったですからかなり少ない

ですね。それでも出血量にはこれだけのばらつきがあるというところです。輸血は平均、術中

には３単位ぐらい。今までは５単位ぐらいですけれども少なくなっています。 

ＦＦＰは 2.5 単位。自己血は 74 例のうち 16 症例、22％で実施されておりました。肝切除と

同じぐらいです。そのうち 14 例で同種血輸血が回避されておりました。 

 ＜スライド 50＞胃の手術です。149 例がデータとして出てきたわけです。平均 924mL。術中

の輸血は大体３単位。ＦＦＰは 6.2 単位。この平均というのは、23 例の平均ですのでちょっと

高くなります。胃の手術でも自己血を行っていたのが１症例ございました。この症例は 50 歳

の男性で 170cm の 67kg。400 mL 貯血して、出血が 521 mL でも無輸血ですんだということです。 

肝切除での輸血
• １19症例

• 年齢： 27~ 83歳 （平均 65.0 歳）

• 出血量： 60 ~7730 ml （平均1498ml)
• 輸血内容

–MAP 2~22単位 （平均 7.0 単位）/ 59 症例

術中には0~22単位 （平均 4.8 単位）

– FFP 2~53単位 （平均 13.3 単位）/ 64 症例

術中には0~44単位 （平均5.3単位）

–自己血輸血 25 症例 （21％） 21例で同種血回避
された
• 貯血量 400~1200 ml (平均 722ml)
• 使用量 0~1200ml      (平均 674ml)

輸血例のみ
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食道切除術での輸血

• 症例 74 例
• 年齢： 46 ~78 歳 （平均 65.5 歳）

• 出血量： 98 ~ 5480 ml （831 ml)
• 輸血内容

– MAP 2 ~ 16 単位 （平均 6.3 単位）/ 36 症例

術中には0~14 単位 （平均 3.1 単位）

– FFP 2 ~42 単位 （平均 11.1 単位）/ 22 症例

術中には0~14 単位 （平均 2.5 単位）

– 自己血輸血 16 症例 （22 ％）うち14例で同種血回避され

た

• 貯血量 400~800 ml (平均 775ml)
• 使用量 400~800ml  (平均 775ml)

輸血例のみ
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輸血症例のアンケート調査
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膵頭十二指腸切除術(PD)での輸血

• 症例 127 例
• 年齢： 16~89 歳 （平均 66.7 歳）

• 出血量： 74 ~ 4957 ml (1453 ml)
• 輸血内容

– MAP 2~48単位 （平均 7.3 単位）/ 96症例

術中には0~18 単位 （平均 4.9 単位）

– FFP 2~100 単位 （平均 15.5 単位）/ 58 症例

術中には0~18 単位 （平均 5.4 単位）

– 自己血輸血 6 症例 （4.7 ％）うち5例で同種血回避された
• 貯血量 400~800 ml (平均 733ml)
• 使用量 400~800ml  (平均 700ml)

輸血例のみ
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胃切除術での輸血

• 症例 149 例

• 年齢： 25 ~88 歳 （平均 69.9 歳）

• 出血量： 25 ~ 4570 ml （平均 924 ml)
• 輸血内容

– MAP 2 ~ 30 単位 （平均 6.2 単位）/ 128 症例

術中には0~18 単位 （平均 3.3 単位）

– FFP 4 ~72 単位 （平均 13.6 単位）/ 23 症例

術中には0~18 単位 （平均 6.2 単位）

– 自己血輸血 1 症例 （0.7  ％）

• 50歳男性 (172cm, 67kg) 貯血量 400g 出血量 521mlで無輸

血であった

輸血例のみ
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大腸切除術での輸血

• 症例 175 例
• 年齢： 20 ~89 歳 （平均 65.1 歳）

• 出血量： 10 ~ 4153 ml （平均 911ml)
• 輸血内容

– MAP 2 ~ 50 単位 （平均 6.2 単位）/ 135 症例

術中には0~14 単位 （平均 3.7 単位）

– FFP 2 ~38 単位 （平均 9.4 単位）/ 34 症例

術中には0~12 単位 （平均 4.8 単位）

– 自己血輸血 3 症例 （1.7 ％）

• 48歳女、61歳男、74歳男 平均857 ml 出血したが無輸血

• 貯血量 400~800 ml (平均 650 ml）

輸血例のみ
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 ＜スライド 51＞大腸の手術。175 例です。平均 911 mL。胃の手術と同じぐらいです。それで

も多い症例では 4000 も出るということです。ＭＡＰ血は平均術中に 3.7 単位。ＦＦＰは 4.8

単位。自己血輸血は３症例で行われておりまして、48 歳女性、61 歳男性、74 歳男性。平均 857 

mL 出血しておりますが、全例とも無輸血ですんだということです。 

 ＜スライド 52＞このまとめです。輸血症例のアンケートの結果、肝切除とＰＤでは出血量の

平均値が他の手術より高かったということです。肝切除では 21％、食道手術では 22％に自己

血輸血が実施されていました。ＦＦＰについて肝切除とＰＤでは使用率が高かったということ。

胃手術、大腸手術はＦＦＰの使用率が低かったということです。 

 ＜スライド 53＞これは最後のまとめで

す。神奈川県下ではおおよそ日赤や輸血学

会が出していた輸血の基準にそって、大体

そのとおりやっているだろうと思います。

自己血輸血が意外と多かったということ。

輸血ガイダンスに沿って適切に行われて

いたということ。 

それから今のデータをもとに、神奈川県

下でさらに適正な輸血が行えるよう努力

していかなければいけないかなと思いま

した。 

＜スライド 54＞これがアンケートの病院です。ありがとうございました。 

 

 稲葉 膨大な解析量でしたけれども、村田先生、どうもありがとうございました。神奈川の

中の消化器外科は、大体、もう適正に近い状態が達成されているというような報告結果という

理解でよろしいのでしょうか。 

 村田 大体そうだと思います。 

 稲葉 やることがなくなってしまいそうだけど、武末先生はもともと肝臓外科が専門ですが、

何かコメントをいただけますか。もう神奈川ではこれで満足していただけますか。 

 武末 まあ、人間、あるところまで行くとまた欲が出てくるものですが、どうも一施設だけ

ちょっといつも症例数が少ないところがあって。その理由が、肝臓だけではないのですけれど

も、要は例えばそういう輸血をしないでいいような、大腸でも直腸と横行結腸の場合と、進行

小括３
• 輸血症例のアンケートの結果、肝切除とPD手

術では出血量の平均値が他の手術より高かっ

た。

• 肝手術では２１％に、食道手術では２２％に自

己血輸血が実施されていた。

• 肝手術、PD手術ではFFPの使用率が高かった。

• 胃手術、大腸手術ではFFPの使用率は低かっ

た。
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まとめ

• 神奈川県下の５５施設に対して消化器外科手
術における輸血の実態調査を行った。アン
ケートの回収率は６４％であった。

• 自己血輸血の実施を積極的に行っている施設
が9施設あった。

• 周術期の輸血は概ね、輸血ガイドラインに沿っ
て適切におこなわれていたと考えられる。

• 今後、さらに広く適正な輸血が行われるよう各
方面の努力が必要である。
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アンケートに回答いただいた施設

• 横浜掖済会病院、けいゆう病院、横浜市大センター病院、横浜市立大学附属病

院、横浜南共済病院、済生会横浜市南部病院、国立病院機構 横浜医療セン

ター、横浜栄共済病院、横浜市立市民病院、県立がんセンター、聖マリアンナ医

大横浜市西部病院、大田総合病院、川崎社会保険病院、日本鋼管病院、関東

労災病院、日本医科大学武蔵小杉病院、帝京大学医学部附属溝口病院、聖マ

リアンナ医科大学病院、横須賀共済病院、藤沢湘南台病院、茅ヶ崎市立病院、

大和成和病院、平塚共済病院、平塚市民病院、山近記念総合病院、北里大学

病院、北里大学東病院、国立病院機構 相模原病院、東海大学医学部付属病

院、海老名総合病院、県立足柄上病院、湯河原胃腸病院、昭和大学藤が丘病

院、小田原市立病院、相模原協同病院、横浜市立みなと赤十字病院 （順不同）

ご協力ありがとうございました
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