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院の関係者としては、こういうものが出た

以上、何らかの対策をしておかないと何ら

かのことがあった時に大変なことになると

いうふうに感じておりました。では具体的

にどうしたらいいかと。具体的に、なかな

かわからなかったのですが、実は九州大学

病院では、あるエピソードがありまして、

これによって対応が非常に進んだという経

緯がありましたので、そのあたりのことが

皆さん方の今後の参考になればと思って今

日の話をさせて頂きたいと思います。 
スライド(1) 

 
スライド(2) 

07/11/02
群馬県の病院で手術時に輸血用血液の準備が不十分だっ

たため措置が遅れ死亡したとして、市内の女性の夫が病院に
対し、計約5700万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。

訴状によると、女性は2005年7月20日、直腸の腫瘍摘出手
術を受けた。手術は午後2時から始まり、午後8時ごろ、大量出

血による心不全で死亡した。
原告側は、病院は手術中に計2400cc輸血したが、手術前に

は輸血用血液を
400―800ccしか用意していなかったと指摘。病院外から追加

分を持ち込むのに
時間がかかって輸血が遅れ死亡したと訴えている。

血液準備不足で死亡と提訴

 これは、皆さん Web 上でも流れた新聞報

道ですけれどもご存じだと思います。二週

間前ぐらいですが、某病院で手術が行われ

たんですけれども、直腸の腫瘍摘出手術事

例です。手術が午後 2 時から始まって 8 時

に終わったけれども不幸にして大量出血で

亡くなったというケースがありまして、こ

れが実は訴訟になっているということです。

これは結局、病院側が手術用に結局、

2,400mL 輸血をしているのですが、血液が

400～800mL しか準備していなかったとい

うことに対しての訴訟となったということ

であります。結局、それで緊急の輸血用血

液が届くのが遅かったので死亡したのでは

ないかというふうな訴訟になっておりまし

て、まさにこれが今日の大量出血へのガイ

ドラインを考えていく上での症例だと思い

ます。 
スライド(2)

 
スライド(3) 

危機的出血への対応ガイドライン
（日本麻酔科学会、日本輸血・細胞治療学会）

危機的出血発生

コマンダーの決定
非常事態宣言

非常事態宣言解除

輸血管理部門 血液センター

麻酔科医

外科系医師

看護師

臨床工学技士

非常事態発生の伝達
発注

供給体制（在庫量など）

指
揮
命
令
系
統
の
確
立

院内輸血体制の整備
•麻酔科医・術者・輸血管理部門・血液センターとの連携
•血液供給体制の熟知
•「危機的出血時の対応」について院内規定の作成

シュミレーションの実施

指揮命令系統の確立
•危機的出血時の総括指揮者（コマンダー）の決定
•非常事態発生の宣言、総合評価

 お手元にお配りしておりますが、こうい

うガイドラインが出たわけですけれどもベ

ースにはこの社会情勢の最近の出血死等と

の問題が大きく取り上げられるようになり

まして、救命が第一であるというスタンス

が重視されるようになったことが基本だと

思います。いろいろありますけれども、一

番大事なことは、非常事態を宣言するとい

うこととコマンダーを決定するということ

だろうと思います。たくさんありますけれ

ども、このために医療機関において何をす

るかというと普段からこのようなことが起

きてもいいような対応を作っておくことだ

ろうと思います。それにはもうマニュアル

を作ることだと考えました。スライド(3) 
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スライド(4) 

異型＝供血者と受血者のABO式血液型が異なる

適合＝交差適合試験の主試験が適合である
不適合＝交差適合試験の主試験が不適合である

異型適合輸血とは

B-Tran@yahoogroups.jp

 これは最近、皆さんが B-Tran とか

K-Tran 等とかで話題になっておりますけ

れども、異型輸血とか不適合輸血とか適合

輸血とは何だろうかということで、一番コ

ンセンサスといいますか、結局異型輸血と

いうのは ABO 型が異なる輸血だというこ

とですが、けれどもその中で主試験がオー

ケーであれば、それは適合輸血であると、

異型適合輸血ということで先程のガイドラ

インでは推奨するというスタンスに変わっ

ております。 
皆さんもご存じのように、少し前までは

この O 型の赤血球を輸血するということに

対してはかなり批判的な意見が多かったん

ですけれども、この救命というスタンスに

なって異型適合輸血ということを少し推奨

するような流れに大きく最近、舵が変わっ

たように思えます。言葉がわかりにくいと

いうことですけれども、これは K-Tran で

のディスカッションからご紹介致します。 
スライド(4)

 
スライド(5) 

余裕がない場合：交差適合試験を省略，ABO同型血を用いる。

同型血が不足：ABO異型適合血を用いる。

RhD陰性：抗D抗体がなければABO同型RhD陽性血を使用してよい。

不規則抗体陽性：交差適合試験を省略、ABO型適合を優先。

血液型不明：O型を使用。

ABO異型適合血輸血後の対応：
輸血した後に、患者血液型と同じABO型血の輸血に変更する場合は、新たに

採取した最新の患者血液と食塩水法で交差適合試験を行い、副試験が適合
する血液を用いる。

ＭＡＰ

 これはその実際のガイドラインの中身で

すけれども、MAP（赤血球製剤）は時間的

に余裕がない時には交差適合試験を省略し

て、ABO の同型輸血を投与すると、それが

ない場合には、さっき出ました ABO 異型適

合血、例えば O 型 MAP を投与しなさいと

いうことです。それから Rh0(D)陰性であっ

たなら、なければ陽性を使用してもよいと

いうふうに明記されています。不規則抗体

陽性であっても、もう適合血を出すことを

優先しましょうということになっています。

ただし、そういうことを行った後には、き

ちんとやりながらなるべく ABO 型を適合

させていこう、それから副作用に注意して

いこうというスタンスが盛り込まれており

ます。 
スライド(5) 
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スライド(6) 

ＦＦＰ，ＰＣ

ＦＦＰ：
出血が外科的に制御可能になるまで，ＦＦＰ投与は無効。
希釈性凝固障害にはＦＦＰを使用。フィブリン形成に必要な

フィブリノゲン濃度は100mg/dl以上である。5単位で約
30mg/dl上昇する（体重60ｋｇ）。

ＰＣ：
出血が外科的に制御可能になるまで，血小板投与は無効。
外科的止血が完了後、血小板数が5万/mm³を超えるまで投

与。10単位で2,5万/mm³の上昇が期待される（体重60ｋｇ） 。

 FFP はどう書いてあるかというと、最初

にこういうふうに書いてあります。外科的

に制御可能になるまで FFP の投与は無効

ですと明記されています。 
ただし、出血量が増えて希釈が起きた場

合には FFP を投与しましょうということ

が、ここに書いてあります。具体的なとこ

ろまで踏み込んで記載されております。た

とえば最低限フィブリノゲン 100mg/dl 以

上必要であるなかで、通常 60kg であれば 5
単位投与すれば 30mg/dl 上がりますよとい

うところまで明記してあります。血小板も

同様で出血が制御できるまで投与しても無

効ですというところまで明記されています。

ただし、止血後は血小板 5 万/mm3をキープ

しましょうというふうに書いてあります。

具体的には、10 単位で大体 25,000/mm3上

がりますというふうに記載されています。 
スライド(6) 

 
スライド(7) 

患者がRhD陰性である可能性：０．５％

不規則抗体を保有する可能性：０．５％以下

遅発性溶血のリスク：約１％
数時間から3週間後までに発生．反応が早い

ほど重篤
輸液と利尿薬による強制利尿

交差適合試験省略のリスク

 ここで交差適合試験を省略するリスクで

すが、釈迦に説法ですけれども、患者さん

がRh0(D)陰性である確率は 0.5%であって、

不規則抗体を保有する確率も多くて 0.5%
ですので遅発性溶血反応は交差適合試験を

省略するとせいぜい 1%のリスクが出てく

るということです。スライド(7) 

スライド(8) 

経緯

2005.11 輸血療法委員会で緊急輸血マニュアル提示
2006.1.18  緊急輸血マニュアル（救急部）
2007.4.18 危機的出血ガイドライン公布（学会）
4.24 術中大量出血 （症例１）

予約 当日 計
MAP 40 140 180
FFP 30 145 175
PC 40 90 130

5.15 輸血療法委員会で九大ガイドライン承認

 それでどのような経緯があったかという

ことをご紹介いたしますけれども、実は九

州大学病院では、2005 年ですから 2 年前に

すでに「緊急輸血マニュアル」、先ほどの O
型を投与するというマニュアルをすでに作

っておりまして、それはすでに救急部には

配布しておったわけです。そのあとに、今

年になってから今のようなガイドラインが

公布されたわけです。どうしたものかと思
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っているときに、ちょうどそのガイドライ

ンが出て、一週間も経たないうちに術中大

量出血ということが起こりました。このと

きの出血量を書いていますけれども、たと

えば MAP が 40 単位の準備に対して、実際

140単位の追加があってトータル180単位、

FFP が 175 単位ですね、こういうような大

量出血があって、これがあったためにです

ね、一気にこの危ないということで、この

ガイドラインがあったために全体の九州大

学全体のコンセンサスとして広がっていく

経緯になったわけです。ちょっと戻っても

らっていいですか。この 2006 年にこういう

ガイドラインが出る前に九州大学病院は先

にマニュアルに着手したわけですけれども

その理由を説明します。 
スライド(8) 

 
スライド(9) 

背景

異型輸血の場合，輸血担当医師の承諾がないと，
技師は出庫しない決まり

一刻を争う時に，医師に電話なんかかける余裕
があるのか？

輸血医師が，携帯電話に出るか出ないかで人命
が．．．．

 実はですね、たとえば血液型がわからな

い、あるいは間に合わないので O 型の MAP
を投与するときにどうするかというとそれ

は O 型の輸血ですから異型輸血、異型適合

であるけれども異型輸血ということになり

ますけれども、輸血担当の技師さんは、医

師の了承がないと出庫しないということに

なっておりました。これは当たり前のこと

だと思います。しかし、よく考えてみると

ですね、自分はこの電話を受ける立場にな

ってみて感じたんですけども、本当にもう

目の前で輸血用血液を大至急よこしてとい

うときに、私を携帯電話で呼び出す時間的

余裕が本当にあるでしょうか。それから、

私が本当に携帯電話にすぐ出ることができ

るでしょうか。おそらく不可能です。そん

なことで人の命が決まっていいのだろうか

という、非常に強い危機感がありましたの

でちょっと考えてみたわけです。スライド(9) 
 
スライド(10) 

誰が責任を負うか？ 技師？医師？ （責任のなす
りあい？）

緊急時のＯ型輸血は，厚生労働省指針で公知され
ている

一定水準の医療レベルとして公知されている医療
行為であり，個人の責任とはならない

病院として，コンセンサスをえてマニュアルをつくれ
ば，さらに安心

考察

 結局、輸血担当の医師の許可がないと O
型の血液は出せないというのはよく考えて

みるとその理由は、誰が責任を負うかとい

う問題にあるかと思います。技師さんを守

らないといけないということで、そういう

制度ができておるわけです。次は、電話に

出なかったら私の責任になります。しかし、

よく考えて見ますとこの今の時代は、病院

の中で何らかの問題が発生したときに、や
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っぱり当事者には病院がなるというのが基

本だろうと思います。さらに、緊急時の O
型の輸血というのはすでに指針で示されて

おります。指針で示されてあることの許可

を得るために時間をさいていくということ

は、おそらく逆に許されないことではない

かと考えました。つまり、一定水準の医療

レベルとして認められている医療行為であ

って、これを行なうことは決して個人の責

任にはならないというふうに考えました。

さらに、それを磐石にするために病院とし

てコンセンサスを得て、病院としてこうい

うときはこういうふうにしましょうという

マニュアルを作っておけば、決して技師さ

ん個人が責任を問われることはないという

ふうに考えられましたのでこういうふうに

動いたわけです。スライド(10) 

 
スライド(11) 

九大病院緊急輸血マニュアル

２．血液型不明あるいは、血液型は判明しているが同型血の在庫がない場合

血液型判定や血液センターからの供給を待つ時間的猶予がない場合、上記の表に
従い適合血輸血を行う。 血液型不明の場合，輸血前に検査用血液を採取し，以後
適合血確保に努める．

患者血液型 赤血球 血小板・FFP

不明 O               AB

A O AB

B O AB

AB O, A, B A，B *

O Oのみ すべて可

１．緊急度

レベル３： 絶対的危機的出血

レベル２： 危機的状況スタンバイ

レベル１： 通常どうり

*溶血がおこりうる．

2007.5.14作成 9.26改定

緊急性が伝わるように緊急度レベルを輸血センター技師に電話で伝える．

輸血センター：5866-8
夜間・休日：2491（5751）

緊急時の適合血の選択

レベル２以上の状態になった場合、
速やかに輸血センター技師に伝える

 これは、私達が配布しているマニュアル

なんですけれども、まず 1 番にですね、こ

ういう緊急度の設定というのをしています。

これはその理由はあとで述べますけれども、

レベルの３というのは、レベル３という声

が聞こえたらそれは、絶対的な危機的出血

であって何も考えずに持って来いという状

況をレベル３というふうに定義しています。

レベル２というのは、そのスタンバイであ

って、レベル２が出たら全員がアドレナリ

ンを発しながらスタンバイしておこうとい

うレベル２です。レベル１が通常通りです。

レベル２以上の状況になったら速やかに夜

間の検査室あるいは輸血センターに連絡を

するというふうなシステムを作っています。

そしてここに O 型を投与するんだというふ

うに表で書いています。スライド(11) 
 
スライド(12) 

*緊急の場合は院内の血液搬送をメッセンジャーにまかせず，医師が搬送する．

血液センターからの供給を待つ時間的猶予がない場合、Rh＋血や不規則抗
体を無視して輸血を行うが，溶血をおこす可能性があり，輸血後十分観察す
る．

* Rh-でも，妊娠歴や輸血歴がなく感作されていなければ初回輸血では溶血
は起きないので，並行して，Rhに対する抗体の有無を検査すれば（所用時間
30分），溶血の予知ができる．

４．インフォームド・コンセント

輸血の同意をとる際には上記のような状況も説明すること．緊急時にも同意
の取得につとめ，その経緯を診療録に記録する．

参考．所要時間の目安

血液型検査： 20分

血液型＋クロスマッチ： 30分

血液センターからの搬送： 30-60分

３．Rh-や不規則抗体＋の場合

  Rh0(D)とか不規則抗体のない場合は、も

うしょうがないというふうに書いています。

ただし、頑張ってインフォームドコンセン

トを取って下さいということは書いていま

す。そして、ここに参考として使用時間の

目安というのを書いていますけれども、こ

れも後で説明致しますけれども、これもち

ょっといろいろ調べました。スライド(12) 
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スライド(13) 
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MAP
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Plt

⑧

① ②③
④

⑤
⑥ ⑦

輸血経過

出血経過

出
血

量
（
g）

輸
血

量
（
単

位
）

手術時間：16時間42分 総出血量 58575g 血液型Ｏ

準備 40 40 40
総輸血量 138    125     110    31L

MAP   FFP    PC   5%alb

追加オーダー

これが、今の症例の経過ですけども、手術

時間が 16 時間にわたって総出血量が約

60L、たまたまこの患者さんは血液型が O

型でした。ですので、ずっと最初から最後

まで O 型でいけますけども、ここに出血の

経過が書いてありまして、この上がずっと

水色が出血経過です。ここが 1 時ですけど、

ここが翌朝になっていますけど、この間ず

っと、どんどん鰻上りに登っていっていま

す。これは輸血量ですけれど、このへん昇

っています、これは準備で対応できた血液

で、あとここに 1、2、3 とありますが、こ

れはすべて追加オーダーが出て血液センタ

ーから搬送して頂いたという状況になりま

す。スライド(13) 
 
スライド(14) 

輸血追加オーダー一覧

• 輸血センターに在庫がある場合：オーダーから手術室までの所用時間

輸血部➡手術部： 23分

• 在庫がない場合：オーダーから手術室までの所用時間

通常搬送依頼（４回）

血液センター➡輸血部（47分） 輸血部➡手術部(23分） 計70分

緊急搬送依頼（2回）
血液センター➡輸血部(26分） 輸血部➡手術部(18分） 計44分

25分5単位⑧ 02:43

67分 (46分➡21分）20単位30単位14単位⑦ 00:08

71分 (48分➡23分)20単位⑥ 23:46

46分 (30分➡16分）20単位20単位20単位⑤ 22:56

42分 (22分➡20分）20単位30単位30単位④ 20:10

79分 (45分➡24分）10単位10単位③ 19:06

2１分20単位8単位② 18:46

76分 (52分➡24分）10単位20単位20単位① 18:07

搬送所用時間ＰＣＦＦＰＭＡＰオーダー時間

 それを具体的に書いています。これは要

するに 6 時 7 分これからおわかりですけど

も大体、手術が 1 時に始まって 6 時ぐらい

からこのように急に輸血のオーダーが出て

います。だから、この辺で何かがあったと

いうことですけど、18 時 7 分に MAP を 20
単位追加、FFP20 単位、血小板 10 単位追

加のオーダーが出ています。これは後で調

べたんですけれども、これはオーダーが出

てから実際に現場に着くまで、どれだけか

かったかという調査をここに示しています。

76 分というのはトータルです。ここの最初

の 52 分というのは、オーダーした時間から

血液が九州大学病院までに届くまでに 52
分かかったということです。ここの 24 分と

いうのは届いてから現場（手術場）に届く

まで院内で 24 分かかったということです。

このように緊急オーダーした場合、1 時間

かかるということがこれでわかったわけで

す。それから 2 回目の MAP の 8 単位とい

うのは院内の在庫からやり繰りして出して

いますけれど、21 分で済んでいます。3 番

目に 7 時にまた MAP10 単位のオーダーが

入っています。これも取り寄せになってい

ます。79 分かかっています。それから 8 時

にまた MAP が 30 単位、FFP30 単位これ

は赤字で書いています。これはサイレン搬

送で救急搬送していただいた分でこの場合

は 42 分後、30 分の短縮効果が得られてい

ます。サイレン搬送です。次もまたサイレ

ン搬送で 46 分です。それからまた夜中の

11 時ぐらいに追加があって、これは通常搬

送で 71 分、0 時はまた約 67 分、このよう
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にこういう経過を細かく調べることによっ

て、その各病院がいったいオーダーしてか

らどれだけかかるのかということをやっぱ

り知っておく必要があると思います。これ

から非常によくわかるのは、サイレン搬送

だった場合には、だいたい40分から50分、

より安定した時間です。それから通常搬送

であれば 1 時間から 70 分ぐらいと、ほとん

どブレがなくて同じような時間ということ

が、あらかじめこういうふうにオーダーす

ればこれだけの時間で届くということを、

現場（手術場）にある程度の目安として私

達は情報をあらかじめ提供することができ

るわけです。 
スライド(14)

 
スライド(15) 

症例２症例２
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 これは、また別の症例が引き続きありま

して、これは手術が始まったのは 8 時、こ

れは緊急の手術の症例ですから輸血の準備

はまったくなかった症例です。このように

トータルで約 50L の出血が 3 時ぐらいまで

の間に起こっています。これはオーダーで

す。これは準備がまったくありませんので

最初からすべてオーダーで賄っていますけ

ども、このように 30 分から 1 時間に 1 回ず

つは確実にオーダーがずっと夜中まで入っ

てきている状況になっています。スライド(15)

 
スライド(16) 

輸血追加オーダー

• 輸血部に在庫がある場合：オーダーから手術室までの所用時間

輸血部➡手術部： 26分

• 在庫がない場合：オーダーから手術室までの所用時間

通常搬送依頼（4回）

血液センター➡輸血部（62分） 輸血部➡手術部(23分） 計85分

緊急搬送依頼（4回）
血液センター➡輸血部(27分） 輸血部➡手術部(25分） 計52分

97分 (72分➡27分）20単位10単位⑩ 01:22

29分20単位⑨ 00:10

87分 (62分➡25分)20単位⑧ 23:05

57分（31分➡26分）20単位20単位⑦ 22:30

48分 (25分➡23分）20単位20単位10単位⑥ 21:49

78分 (59分➡19分)20単位⑤ 21:10

66分 (29分➡27分）50単位20単位④ 20:51

76分 (55分➡21分）20単位③ 20:07

47分 (23分➡24分）20単位20単位② 19:42

23分10単位10単位① 18:54

搬送所要時間ＰＣＦＦＰＭＡＰオーダー時間

 これも細かくみていますけど、最初の 7
時ぐらいのオーダーの時は院内在庫血を運

んでいますのでこれ 23 分、血液型等の検査

で 23 分で届いています。次から追いつかな

いということでサイレン搬送が次にかかっ

ていますけど、さっきも示しましたけどや

っぱり 47 分、ほぼ同じです。血液センター

からの運搬時間というのは 30 分確実にサ

イレン搬送だと切るようです。ところが院

内で同じだけの時間がかかっています。常

にコンスタントです。次は通常搬送ですけ

ど、これ先程示しました、やっぱり 76 分、

これも日が変わってもほぼ同じです。次の

サイレン搬送、これ 60 分ちょっとかかって

います。一般搬送で 70 分、サイレン搬送

40 分、57 分、一般 80 分、97 分ということ

で大体同じような時間がかかるということ

がおわかりかと思います。スライド(16) 
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スライド(17) 

オーダーから輸血までの所要時間

院内在庫あり： 25分

院内在庫なし
通常搬送： 九大まで55分，計78分
サイレン： 九大まで27分，計49分

院内在庫を増やす必要あり

30分での最大出血量：10Ｌ
その40%をＭＡＰで補充：4Ｌ＝10単位

各血液型のＭＡＰ在庫を 10単位に決定

ＦＦＰ：緊急血漿交換に対応：40単位

 今までの経過をまとめて計算しましてで

すね、大体もしも院内在庫があれば 25 分か

かって届きますということが現場に目安と

して周知をすることができると思います。

それから院内在庫がない場合は、通常の搬

送ですと大体、平均すると 78 分かかってい

ます。サイレン搬送ですとトータルで 40 分

代、50 分みてもらえればよろしいというこ

とになります。ということで、これだけ時

間がかかるということがちょっとわかって

きたわけです。それで院内在庫を増やす必

要があるんじゃないかというような議論が

いろいろありました。すったもんだがあり

ました。また後ほどお示しします。 
スライド(17) 

 
スライド(18) 

×
血液型

クロスマッチ
同型同型30分以上

クロスマッチ血液型同型同型20～30分

血液型×AB型O型20分未満

出庫後出庫前血漿赤血球時間

検査待ち時間と輸血の対応

緊急輸血マニュアル（旧版）
平成17年10月17日

これは院内にあれば，の話

九州大学病院

医師：意味不明，緊急時なのに
考えてしまう

 実はですね、これは私達の病院での以前

の緊急輸血マニュアルに書いてあった目安

なんですね。こういうふうに、例えば 20 分

待てない場合には赤血球は O 型を出して、

検査はどうのこうのとこういうふうに書い

てありまして、これはおそらく学会等にも

こういうふうに書いてありますので、全国

がこういうような表を使っているのではな

いかと思うんですけれども、実はこれよく

考えたときに、まず臨床の現場にいる医師

が見て、これが理解できないと皆さんから

言われました。多くの人から言われました。

というのはここなんですね。こういうふう

に検査を出庫前にしないとか、出庫後にす

るとかいうのは良く考えてみると、これは

検査をする側の話であって、これを活用す

る臨床現場の人は、これを見たら何がなん

だか分からない。だから、一体どれをオー

ダーすればいいのかまったく分からない。

実にこれは不適切なマニュアルだったんじ

ゃないかなということを今になってわかり

ました。それから、ここにまことしやかに

20 分未満待てるのであれば O 型、20 分か

30 分待てるのであれば同型とかいろいろ

書いていますけれど、これは実は血液が院

内にあればという話で、オーダーしてから

30 分で届くというわけでは、さっきも示し

たようにありません。ということで私達は、

これは絵に描いた餅で現状に合わないとい

うことで、全部見直そうということを考え

ました。スライド(18) 


