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スライド(19) 

*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

 それがここに書いている参考事項です。

すなわち、ここに書いてあるのは血液型の

検査は 20 分かかります。血液とクロスマッ

チでは 30 分かかります。しかし、血液セン

ターから搬送する時間を考えると 30 分か

ら 60 分かかりますよというふうに、ただ単

にこういうふうに目安として書いています。

だから、何分待てるならばどうのこうのと

いうことは一切書いていません。これで、

大体イメージで臨床のオーダーする側のイ

メージになればいいなと考えています。 
スライド(19)

 
スライド(20) 

今回の事例での問題点

指揮命令系統が不明瞭

主治医？執刀医？麻酔医？第3者？

技師サイド：緊急性が伝わってこない

研修医：輸血をとりにきました
技師：どれ位急ぎます？
研修医: 取りにいけといわれただけなので，，，

オーダーは麻酔科Ｄｒが入力→電話連絡なし

Ｄｒサイド：いつ届くのだろうか

 これで、今お示ししました症例から学ん

だことといいますか、問題点をいろいろ、

いろんな各部署でフィードバックしてやっ

て、こういうことが分かりました。1 つは

指揮命令系統が不明瞭であるということが

1 つ言われました。これは一番最初にガイ

ドラインでお話しましたけども、コマンダ

ー決定いうことが書いてあります。そこの

部分のことだろうと思います。つまり、眼

の前に術場の患者さんがいて、大出血をし

ていてそれの輸血のオーダーを出すのが主

治医なのか執刀医なのか、あるいは麻酔を

かけている麻酔科医なのか、あるいは第三

者なのかはっきり分からない。誰が出して

いいのか分からない。それからもう 1 つは

夜間の緊急検査室に当直をしている技師サ

イドには緊急性が伝わっていないこともあ

りました。これは非常に大問題です。これ

はなぜかということを考えると、この場合、

オーダーは実は、主に麻酔科の医師がして

おったわけです。麻酔科の医師が何をする

かというとコンピューターで入力するだけ

なんです。電話での連絡はありません。そ

うすると、技師の側はコンピューター上で

オーダーがあったということに気づくわけ

です。緊急度はまったく分かりません。そ

うしているうちに、研修医が現れて「輸血

血液を取りに来ました。」と言ったらしいで

すね。技師さんは「どれぐらい急ぐのです

か。」と聞くわけですけども、研修医は「私

は取りに行って来いと言われただけなので

…。」とか言って、いかにもありそうな話で

すけれども、このような非常にやってみな
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いと分からないといいますか、このような

いろんなコミュニケーション不足、こうい

った問題があるわけです。実際にオーダー

した麻酔科の先生方は「一体、いつ血液が

届くんだろうか。」とずっと「まだか、まだ

か」と技師さんの顔を思い浮かべながら「あ

いつは仕事が遅い。」どうのこうのと思いな

がら言っているのかどうか知りませんけれ

ども、そのような思いで待っておるわけで

す。このようなことが分かりました。それ

で話し合った結果、ここの指揮命令系統は

主治医でもない、執刀医でもない、冷静に

外から観れる麻酔科医がいいだろうという

ことで、現在はやはり麻酔科医がコマンダ

ーになるということに九州大学病院では今

のところ話がついています。それから、こ

の緊急性が伝わらないので、このために先

程のレベルを作ったわけです。ここの、オ

ーダーしたドクターはいつ届くのかいつ届

くのかと分からない、それをはっきりさせ

るために調べたわけです。それで大体、40
分から 70 分でコンピューターをクリック

した後に届きますということが、オーダー

する側もそれぐらいの気持ちで余裕をもっ

て待てるようになるわけです。 
スライド(20) 

 
スライド(21) 

レベル３発令事例

8/1 30歳 転落：救急搬送中に事前連絡あり
緊急でＯ型ＭＡＰ 6単位出庫
最初の1本の間に血液型確定し，2本目から同型血に

9/19 86歳 交通外傷
Ｏ型ＭＡＰ 10単位輸血後，血液型確定し，
以後同型血に

10/17 19歳 交通外傷

 ということで、こういうことを作りまし

てレベル３の発令が現在まで 3 例あったと

いうことです。1 つは 30 歳の転落事故で、

これは救急隊からの搬送途中で事前に出血

が多いということがわかっておりましたの

で、もう既に到着前から緊急で O 型の MAP
を準備してすぐ出したという事例です。で

すが、非常に救急部の医師がちゃんと優秀

でよく理解してくださって、最初の 1 本を

輸血している間にちゃんと血液型の検査が

出ていて、2 本目からはちゃんと同型血が

すんなりいけたということです。それから

1 ヵ月後には交通外傷ですけども、これは O
型の MAP10 単位が終わった後から血液型

を確定して以後、同型血になっております。

これも、ですから忙しい中でも救急の現場

の先生方は、この中でもなんとか同型血を

投与する努力を忘れていらっしゃらなかっ

たということがよくおわかりかと思います。

最後のケースで交通外傷、これが実は最後

までずっと同じ血液型が入ったのでちょっ

と心配になりました。もうだんだん慣れっ

こになって、もう何でも O 型を入れておけ

ばいいやとなったのではと心配で調査をし

たわけです。スライド(21) 
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スライド(22) 

症例３．１９歳男性 交通外傷

18：07 受傷後20分で搬入．ショック状態，血液型不明

18：25 O-MAP 2U
18：37 O-MAP 2U
18：25 人工呼吸管理

19：05 O-MAP 8U ポンピング

19：10 心停止

19：52 死亡

血液型検査の軽視につながらないか？

採取した血液の一部で，救急部医師が血液型判定していた

 これは、6 時に 20 分ぐらいにショック状

態で入ってこられて血液型不明で O 型がど

んどん入ってしまって、その間にどんどん

悪くなって人工呼吸器だとか、ポンピング、

心停止、死亡となっていますけれども、こ

れがずっと MAP が 12 単位ぐらいずっと O
型のままだったので血液型検査が来なかっ

たのでちゃんと調べてみましたけれども、

そうすると救急部の医師がですね、その場

にあった血液型判定セットを使って自分達

が判定をしておったと。ただし、ぜんぜん

追い着かなかったという症例でした。こう

いうことからもですね、今のところは一番

心配なのはもう何でもかんでも O 型を入れ

ておけばいいということで血液型検査がお

ろそかにならないかという心配があります

けれども、今のところはうまく行っている

ようです。 
スライド(22)

  
スライド(23) 
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血液製剤供給の流れ血液製剤供給の流れ
血液センター➡九大病院輸血センター➡手術室

血液センター天神出張所 （病院まで約2.5km）
血液センター（筑紫野市） （病院まで約10km）

九州大学病院（輸血センター）

九州大学病院手術部

オーダーから入庫までの所用時間
通常搬送：約55分
緊急搬送：約27分

オーダーから、手術室までの所用時間
：約25分

所要時間の目安
血液型検査：約20分
血液型＋クロスマッチ：約30分

 このように九州大学病院は少し恵まれて

いるとは思います。血液センターに近いと

いうことがありますから、大体通常搬送で

55 分、緊急で 27 分かかるということを、

自分達が調べることによって自分達が安心

できたということです。それから、輸血セ

ンターから手術部まで届くのが 25 分かか

っていると、これは血液型をしていれば 20
分かかるということですから、リーズナブ

ルな時間かなというふうに考えられます。 
スライド(23) 
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スライド(24) 

九州大学病院での危機的出血時の対策（１）九州大学病院での危機的出血時の対策（１）

院内在庫

（使用が確定している製剤以外で日勤帯終了時に在庫調整）

ＭＡＰ

A型・・20単位

B型・・10単位

O型・・20単位

AB型・・10単位

とくに以前と変化なし

ＦＦＰ

40単位/血液型（緊急血漿交換を想定）

 先ほど述べましたように、では O 型を増

やしておくのかどうかという問題です。こ

れは現時点では、大体夜間は九州大学病院

として A 型で 20 単位、B 型 10 単位で O 型

20 単位、AB 型 10 単位を準備しておくとい

うことになっておるそうですが、これは特

に、結局増やさずに済んでいるということ

です。けれども O 型が 20 単位、10 本あれ

ばその間に何とか対応できるということで、

これ以上は増やしていないということです。

FFP は 40 単位最低持っていると、これは

このマニュアルができる以前から、緊急の

血漿交換を想定して、緊急の血漿交換で準

備して 40 単位、それをそのまま使っておる

ということです。スライド(24) 
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九州大学病院での危機的出血時の対策（九州大学病院での危機的出血時の対策（22））

• 院内規定：「緊急輸血マニュアル」の制定・配布
医療スタッフへのマニュアルの周知徹底

血液供給体制の教育・熟知

• 関連部門との意志疎通・情報の共有化
緊急度レベルの設定

（レベル2以上の場合、

輸血センターに連絡）

レベル３：当直態勢技師：オンコール
夜間・休日メッセンジャー・スタンバイ（時間外検査室）

レベル２：オンコール・スタンバイ

通常どおりレベル1：

危機的状況スタンバイレベル2：

絶対的危機的出血レベル3：

 ということで、院内規定で緊急輸血マニ

ュアルというのを制定して、各部署に配布

をしております。そして医療スタッフへ周

知徹底を頑張ってやっているところです。

それから今、言いましたような血液供給の

時間がどれぐらいかかるのかということも

現在いろんな部署に説明して回っています。

それから、関連部門との意思の疎通、情報

の共有化も必要だろうと思いますので、輸

血療法委員会等で話し合うようにしていま

す。緊急度のレベル３というのは具体的に

言いますと、例えば夜間ですと輸血専門技

師のオンコールの人のスタート開始という

ことになりますから、レベル２ですとオン

コールの人のスタンバイの状況になります。

それから、九州大学病院では夜間とか休日

は、血液製剤はメッセンジャーさんが血液

だとか薬剤を夜間とか休日は各病棟に搬送

しています。このメッセンジャーさんを、

もしレベル３が発令された場合は、輸血専

門にしていただくということでレベル３が

でたら、このメッセンジャーの人はすべて

の業務を放り出して時間外検査室（輸血検

査室）にスタンバイをするというふうなこ

とをお願いしております。そのために、臨

床の各部署には、ご迷惑をお掛けすると思

いますけど一応こういう状況ですので、了

解は得ております。 
スライド(25) 


