
（藤村）基調講演を始めます。「緊急帝王切開
を開始した後に想定外の大量出血に見舞われ、
母体死亡を覚悟せざるを得なかった一例」とい
うことで、雄勝中央病院の産婦人科、椿洋光先
生にお願いすることにします。座長のほうは秋
田組合総合病院、坂本名誉院長にお願いしたい
と思います。宜しくお願い致します。

（坂本；秋田組合総合病院）実は今日、普段は
ラフな格好で来るんですが、今日はネクタイ羽
織袴で来ました。その理由は、今日の講演の椿
先生が、なんとしても今日の講演を聴きたいと
いうことで、いろんな事情があったもんですか
ら、面川先生にあるときに椿先生の発表を私が
聞いたときに、これは凄いことだという話をし
ましたら、面川先生がそのことを覚えていてく
れて、今日の場を設定したということのようで
す。実は私ちょっとですね私事があってこれか
ら出かけなきゃいけないので、本当は椿先生の
講演で座長をするために出てきたつもりではい
るんですが、本当はプライベートなことでネクタ
イしてきたということでそういう理由がありま
す。椿先生は今、下のほうで控えておられます
が、このように非常に謙虚な方で、平成４年に
卒業されてますから、男盛りの時期のお医者さ
んだろうと思います。外科のお医者さんです
が、実は椿先生の人柄でですね大勢の医療ス
タッフが急を知り、こういう緊急の事態に対処
したということでですね、１人で色んなところ
をやらなきゃいけない病院の事情があるでしょ
うが、私はむしろやっぱり椿先生の非常に大き
な人間性とそして色んなことが出来る、例えば
褥創の問題とか、傷をきれいにするとかです
ね、色んな外科的な以外の波及するいろんな仕
事もされております。それから緩和医療のほう
もやられておられますし、いろんなことをされ
ておられますが、やはりこの椿先生の人柄でこ
ういうふうに驚くべきことにですね、雄勝中央
病院の産婦人科、産科・婦人科を１人でおやり
になってるというようなこともですね、とても

我々は信じられないことですけれども、まあそ
ういう涙ながらにしか聴けないというこういう
ストーリーをですね、これから椿先生にお話い
ただこうというふうに思っております。ちょっと
駄弁を申してしまいましたが何はともあれ椿先
生の発表をよろしくお願い致します。

（椿；雄勝中央病院）坂本先生どうもありがと
うございます。大変緊張しておりますけれど
も、今日は、第12回秋田県合同輸血療法委員会
で症例を発表するようにというふうに仰せつか
りましたので、実は平成18年の症例で今から３
年余り前の事例ですので少し古いのですが、そ
れを２～３カ所の所で発表させていただきまし
て、その後いろいろな精査が行なわれて今回３
回にしてということと、麻酔科の先生からもご
意見を頂戴しましたし、輸血担当の検査科の方
も今日一緒に来てますけども、そちら側からの
視点というようなことで、少し手直しを加えて
発表させていただこうと思っています。お手元
にレジメがありますが、それは以前に発表した
内容になっておりますので、そこから一部は改
変した形になっておりますことをお詫びしてお
きます。宜しくお願い致します。

 タイトルは、「緊急帝王切開を開始した後に想
定外の大量出血に見舞われ、母体死亡を覚悟せ
ざるを得なかった一例」ということで発表させ
ていただきます。
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　 症例です。21歳、２回経産婦さんです。この
方は２回とも帝王切開を受けている方です。特
別な理由があって第２子が生後６ヶ月でSIDSで
亡くなっております。

　 現病歴ですけども、通常の定期的な月経の後
に自然の排卵によって、成立しております。17
週目で当科を受診しており、初診のタイミング
が遅いということ。その後、受診はされません
でした。経済的な理由がいろいろあったようで
すけれども、30週以降から定期検診を受けられ
てると、36週の時点での定期検診の際に、２回
帝王切開を受けてらっしゃる方なので今回の予
定帝王切開ということで日程の２週間後に決め
たばっかりという状況です。そのことがござい
まして、実家の湯沢に帰宅をするという時にご
主人の信号無視によってトラックと衝突されて
る。実はこの時はご本人が一番の被害が大き
かったということなんですが、何故か救急車で
はなくタクシーで救急外来のほうを受診しその
まま当科へ入院となりました。

　 入院時の現象ですけれども、身長・体重、特
に体力的には問題は無いと思います。ここで先
ず気になるのは脈拍がすでに３桁に上がってる
ということです。しかし意識は鮮明ですし、取
り立てて急ぐことはないかなというふうに感じ

ておりました。しかし交通外傷の現状が右の頬
とそれから右の上腕部、それから左の大腿部、
左の肩に打撲の跡があると、特に右大腿部には
１㎝×0.5㎝大のびらんが認められるというよう
な状況でした。この方、幸いなことにと言って
いいのかシートベルトは実はされてございまし
て、下腹部にはシートベルトの圧迫部位が認め
られます。写真があれば良かったんですが、そ
れが無かったもんですから看護婦さんの書いた
挿絵がありますので、それをちょっと提供しま
す。ちょっとマンガチックで恥ずかしいんです
けどもこんな感じでシートベルトがこう、それ
から大腿部、それからびらんがありました。お
願いします。

　 入院時の検査所見です。この時点では血小板
等が低いものの特に問題はなく、ヘモグロビン
は少し低下してましたけれども、この前の手術
前検査、妊婦検診の時に測った数値とほとんど
変わりありませんでした。それから凝固系デー
タはこの時点で既に動いてました。フィブリ
ノーゲンは実は79と恐ろしい数値を呈していた
のですが、ちょっと私理由があって、この時、
このデータに全く気づけずに、帝王切開には
いってしまったということが、後で危機的な出
血を招く原因でした。FDPも当然動いてます
し、D-ダイマーも異常値を示しています。この
時点で、採血した時刻が14時11分ということで
した。お願いします。
　DICのスコアを産科的にみて、後からつけてみ
たんですけど、こんな感じで。基礎疾患のとこ
ろについてはいろいろな意見があるんですが後
でご紹介します。出血の症状は勿論あって、臓
器症状は無し、FDPとフィブリノーゲンが動い
ている。PTIRも少し動いてるということで、こ
のような結果であります。スライドお願いしま
す。

基調講演



　 DICスコアとしては８点ということでありま
す。次お願いします。

　 産科のほうで色々な判断を緊急の状態がある
かどうか判断する検査で胎児心拍モニター、胎
児心拍数値という検査ですけども。入院時でこ
んな感じで、少し心拍に一過性で、除脈が認め
られています。更に定期的に見ますとやはり一
過性の除脈が記録されてます。
　14時47分の時点でこのパターンを見て母体の
ほうに酸素投与を行ないまして、その後のパ
ターンとして、その後も一過性の除脈を呈してい
ると、この時点で帝王切開を決定しました。そ
れ以後もやはり同じように、けっしていいパ
ターンではありませんでした。

　 入院してから帝王切開を決定するまでの間に　　
原因検索が当然必用になりますので、その検査
で、先ず一番最初に注意しなければいけないの
は、胎盤早期剥離が無かったかということで調
べてみたんですが、超音波上ではそれを積極的
に疑う条件はありませんでした。特別胎児のほ
うも問題は具体的には無かったもんだからそう
いうふうに考えました。

　 ここには計時的にいろんな流れを書いてし
まったんですけれども、帝王切開をこのあたり
に決めまして、手術室にすぐに入室、全身麻酔
をかけていただいて、そして直ぐに執刀、これ
は２回とも下腹部切開というちょっとコスメ
ティックな理由で、以外とこういう手術場の執
刀の仕方をされてたんで、これにならってやって
きました。13分位かかって赤ちゃんが産まれま
した。ただ全麻の影響もありまして、この時点
ではアプガールスコアが１点位、心拍100未満
それ以外は全くカウントされませんでした。そ
れから後は16時15分くらいに赤ちゃんの生まれ
た後の子宮筋層を修復して、その後、出血が随
分多いかなと思ったもんですから、いろいろ検
索をしたところ子宮の後底に、いわゆる子宮破
裂という状態がありまして、それを修復した後
にやはり出血が止まらないという状況で、外科
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の先生に来ていただいて、他の臓器の破裂損傷
は無いかどうかというのを確認していただきま
した。この時点で損傷はありませんでした。
　 次に今度は出血量はこの時点で1290mL出し
ていて、アルブミン製剤を投与しました。その
後出血源を検索しようと考えまして、左の大腿
骨の骨折などが無かったかどうかということで
整形外科の先生に応援を要請し、透視下で調べ
てもらったんですが骨折の所見はありませんで
した。
　 その15分後位に総出血量が1980ccとなりま
して院内に在庫があった分の濃厚赤血球で輸血
が開始されました。止血を図りながら今度は今
日もお出でいただいてます外科の天満副院長と
それからあとは心臓外科の経験がある循環器の
先生と二人で骨盤内の血管、その他諸々の　　　
血管の損傷が無いだろうかということと、止血
を目的に検索していただきましたが、特に損傷
は否定できないということからこの時点で出血
源は子宮以外には無いだろうと判定されまし
た。次お願いします。

　 17時の時点で後で麻酔チャートを少しお見せ
しますが、血圧低下と頻脈と明らかに出血性
ショックということが分かるわけですけれど
も、その12分後の採血の結果でヘモグロビン値
が2.9という、これは検査科からのデータです。
血液ガスでのヘモグロビン値は2.8とういうこと
でした。実はこの時点で血液が病院の中にあり
ませんでした。全く無い状態で、子宮を取った
り、原因を除去するということが、全く血液の
無い状態で時間だけが過ぎていくという経験を
致しました。しかしその30数分後に血液製剤が
到着しましたので、それをもって子宮摘出術の
ほうをを開始しました。この時も実はそれまで
の間に整形外科の先生が普段手術のときにどれ
だけ使われてるのか、隣の平鹿総合病院の方か

ら回収血の自己血の回収血のフィルターを通す
機械、名前は忘れましたけど、その機械を借り
てきて下さって、自己血を回収して、そして戻す
ということをしていたり、あるいは検査科のほ
うの事務課の手続きですね、血液と照合するよ
うな作業を今日来て下さっている検査科の小西
さんと一緒に地道な活動をして下さっており、
血液到着次第、その先生は診療部長なのです
が、手術室の中へ直接お持ちいただくというよ
うなことがありました。それをもって、続きの
仕事に取りかかった訳ですけども、その40数分
後位に手術は完遂することができました。この
時点での血液のデータは、こんな状態でした。
しかし大量に血液は供給されておりましたので
手術が終了するちょっと前には、ある程度なん
とかなるような、回復することができました。
次お願いします。

　 分かりにくい図ですけれども、このように示
してみました。実はここに一番下がっているの
は血液ガスのデータです。一番最低のラインが
2.7だと思いますが、私がこの時点で一番苦労し
たのが、血液製剤が手元に無くて、空白の時間
が過ぎていきました。出血は全く止まらずに、
押さえててもじわっ～と溢れて、水かさが上
がってくるような感じの何とも表現のしようが
ない状況が続いておりまして、それを循環器の
先生が必死に押さえて止血ということでした。
こんな感じで、ショックインデックスは結構数
値としては心配な状態が続いておりました。血
液の累積の出血も図のように推移してました。
次お願いします。
　 摘出標本の肉眼所見提示します。子宮なんで
すけども子宮の内面のほうですけど胎盤が付着
して、胎児がいた方の側ですけども、ここには
特別な異常所見はありませんでした。今度は漿
膜面です。子宮筋の裂創が３カ所ありました
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が、その内、２カ所を修復した絵です。今度
は、シートベルトをしていた前方方向からの　　　　　
細かく見てみると少し子宮筋層がひはく化し
て、切迫子宮破裂という所見かもしれません。

　 これは胎盤なんですが、ここでなにを見るか
と言いますと早期胎盤剥離が無かったかどう
か、こう血腫が無かったかどうかを見ますが、
その所見は肉眼的には病理学的にも組織学的に
もありませんでした。今度は胎児側のほうの面
ですけども、こちらのほうにも特別異常所見は
確認されませんでした。
スライドお願いします。
　 ということで所見としては子宮腔内損傷な
し、癒着胎盤なし、子宮裂創による、子宮破裂
ということが唯一言える所見だったと思いま
す。次お願いします。

　 検査科のほうの対応はどうだったかという視
点で、計時的にみていきたいと思います。先ず
13時40分患者さんがお見えになって治療しま
す。15時過ぎくらいの時点で手術室からO型の
血液の在庫状況を聞かれると。この時点では９
単位だけあったと、FFPは在庫無しということ
でした。当時の血液の供給体制からすれば自然
な感じだなと理解します。その後、血液が必用

だったんだということで準備していただきまし
た。出血のほうが増えていきますので、どんど
ん需要が増えていく訳ですけど、最初に注文し
てから血液到着するまでに約１時間半、まこれ
もうちの病院の地理的な条件考えると仕方ない
かなというふうに考えております。ここからその
時点で、クロスマッチをせずに直ぐに搬入だっ
たと思います。さらに発注があって、注文してか
ら１時間10分くらいで到着してます。更に１時
間後にまた更に、1時間後に到着、合計ですと
RCC44単位、FFP20単位入れて、PCが20単位
と、結局残してしまったのがRCC６単位FFP６
単位でした。手術後に使ったのがRCC33単位、
FFP20単位、PC20単位が輸血されております。
後日、病棟で、RCC６単位、FFP4単位が輸血さ
れています。

　 麻酔科の先生にご意見を伺いたいんですが、
その当時の麻酔チャートを出してみました。実
はここが17時ですね。この辺りから収縮期血圧
が急に下がってきて、ショックインデックスが
あがってきてということで慌てて、あわてはじ
めたんですが、そのちょっと前くらいから分か
りづらいんですけど、19時45分か50分位から
輸血が始められたということです。次おねがい
します。
　 麻酔科の先生からはご意見を一昨日いただい
たんですけど、先ず１つはですね、出血のス
ピードが急速となり循環系が大きく変動するそ
の直前から輸血を開始できたことは結果的に大
きかったと言われました。出血源の特定に時間
を要したんですけども手術的に原因を除去し止
血できたということは救命に結局つながったの
かなというふうに思いました。もう１つは患者
さんが若年というせいで、21歳ということも、
これも好結果をもたらしたんじゃないかなとい
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うふうにおっしゃっておりました。次お願いし
ます。

　 手術後に関しましては実は私は完全に頭がパ
ニックで、体力的にもかなり低下してましたの
で、その時点で外科の先生方のほうで、術後管
理をして下さると申し出がありまして甘えまし
た。その後人工呼吸管理をしていただき、循環
系の維持とそれからDICの治療ということを一緒
にやっていただいて２人の先生方は殆ど交代交
代で寝ずに仕事をしていただきました。結果的
には順調に経過していく訳ですが、整形外科的
な手術もありましたので、これを今回の手術の
11日目に行なわれましたが、どういう訳か３日
後にご本人が退院をしてしまいました。次お願
いします。

　これが整形外科的な所見です。上腕骨の骨折
があってがあって、11日後にプレート固定術と
いうことで手術しておられます。次お願いしま
す。

　最終的な診断ですけれども、妊娠35週目の既
往帝王切開で、交通外傷があって、DICがあっ
て、胎児機能不全があって帝王切開したんです
けども、結果的に子宮破裂があったのと弛緩出
血があったのと出血性ショックがあり、右上腕
骨近位端骨折と診断としております。
　治療に関しましては帝王切開とそれから子宮
全摘です。手術時間は４時間42分で、総出血量
は7815mLです。輸血は先程お話ししたような
量で、自己血の回収血は470mLにおよびまし
た。
　 新生児の結果のほうですけども、生まれてか
らアプガールスコアとともに小児科の先生のほ
うで気管を挿管して人工呼吸管理をしていただ
きまして、結局４日目で赤ちゃんのほうは抜管
できまして、その後は順調のようで、今現在発
達の問題とかは特に無いと話を伺っております
ので、かなりいい経過だったんじゃないかなと
いうふうに思っています。次お願いします。

　 考察です。先ず産科におけるショックの90％
というのは出血性ショックであると言われてい
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まして、本症例は入院時にはすでにDIC、ただ　　
ショックというふうには、その時点では陥って
いなかったというふうに私は考えていた次第で
す。分娩周辺期におけます出血性ショックの原
因というのも色々ありますけれども、本症例は
交通外傷による軽度の子宮破裂というよりもむ
しろDIC発症の帝王切開というのが直接の原因で
はなかったかというふうに考えています。
　産科におきましてDICと診断した場合は、通常
はその治療を最優先に行なうということで児の
生死に関わらず母体への負担を最小限に止める
べく分娩管理というのを行なうようにしてる訳
だと思うんですけども、本症例では先ず先に帝
王切開による児の娩出を図ってしまったという
ことが大量出血に至ってしまったんではないか
なというふうに考えています。
　 これは参考文献なんですが、麻酔科の先生が
提供してくださったんですが、手術室で発症す
る大量出血では、その出血量が５千を超えると
死亡率が15.6％になる、３万をこえると41.2％
になると、ちょっとこの差は大きいんですけど
もまた直近のヘモグロビン濃度が３未満になる
と死亡率が43.2％になると、ちょっとこう後か
らこのデータを、その時点で最初から知ってた
らちょっと僕も手術を踏み切れなかったかもし
れないと感じた次第です。今年の１月の麻酔と
いう雑誌に載っているそうです。次お願いしま
す。

　 この症例を院外の研究会で発表しまして、主
に産科の先生方から、ご意見を頂戴しました。
先ず救命できた要因としては麻酔科の全身管理
の貢献が大きいと思っている訳です。こういう
ふうに言われました。本症例は、高次医療施設
への搬送よりも、当院で対応されたほうが良
かったんじゃないかなというふうに言われまし
た。実は私この症例はうちで診るよりは完全な

医療施設で診ていただくようなものだったん
じゃないかとずっと心に引っかかっていたんで
すけれども、それなりの施設のトップの先生が
言って下さいました。
３番目が入院時の検査データではかなりの低
フィブリノーゲン血漿ということで、これに関
しては術前にFFPを投与していれば出血量をもう
少し減らせたんじゃないかなというふうなご意
見をいただいたのが、河内医療センターの院長
してらっしゃる、産科のほうでこの研究会と関
連のある先生が、小林先生と言いますが、おっ
しゃっておりました。それからこの症例で　　　　　　　　
発揮しないんだけれども羊水鑑別する検査をし
ていましたかということをこの時点で病院から
指摘されまして、ちょっとやってませんでした
と言ってしまいました。
　 後は発注から血液供給まで１時間半を要する
のであれば、職員とかご家族を集めて新鮮血　　
いわゆる院内採血と言うんでしょうか、これを
輸血する方法をとらざるを得ないのじゃない
か、赤十字病院の先生からちょっと教えて貰い
まして、う～ん、私も分かりませんが、そうい
う方法もあるかなというふうに感じました。次
お願いします。

　 本症例を通じて学んだことは、妊婦の交通外
傷に関する対策等の実は統計が存在しません。
それからシートベルトの着用、妊婦さんへの
シートベルトの着用は去年、道路改正法道路交
通法の改正がありました。それまでは日本に関
しては着用義務はありませんでした。当時は　　　　　
シートベルトはしていましたが、それ以外の
ファクターとしては、いろいろなことがあった
ようです。
　それから後はですねFFP15単位、15単位とい
うのはきっと今５単位は、450mL換算なんです
かね、それにその３倍位フィブリノーゲン、これ

基調講演



を入れるときっとフィブリノーゲン値が90から
100位上がるんじゃないかなという計算らしい
ので、そうするともしかするとここまで出血し
なくて済んだかもしれない。その時点では分か
りませんでしたけれども、出血が止まらなくて
輸血を中止すると死亡してしまうような究極の
場面、この方はそうでもなかったんですけれど
も最終手段としては、遺伝子組み換えの第VII因
子製剤の投与ということがありました。これは
秋田県内では大学病院にだけしかないというふ
うに思っています。次お願いします。

　 本症例における課題です。緊急手術を必用と
する患者さんにおいては、DICを示唆する情報が
可能な限り敏速に伝達され、関係者に共有され
るかどうか、伝えられないとこういう大変なこ
とになりますよという話です。特にフィブリノー
ゲンが100以下と判断された場合はこれを使用
する目的でやはりFFPの投与が必用と考えまし
た。感じました。それから緊急手術で何らかの
異常出血が急速に発生した場合、血液供給とは
どうなのかな、特に時間外の時には、という心
配が引き続き私のもとではあります。今日皆さ
んで検討いただけるとありがたいなと思いま
す。次お願いします。

 まとめです。交通外傷をおった妊婦さんの帝王
切開を行い、児娩出後に出血性ショックになり
母体死亡を覚悟した事例を経験しました。児娩
出後大量出血にも関わらず血液製剤が手元に無
く、子宮摘出に踏み切るまでの時間は、40分位
でしょうか、母体死亡を覚悟し、完全にパニッ
クになり頭の中が真っ白でしたけれども、ただ
天を仰ぐばかりであった。止血及び全身管理の
ため、当院外科系医師及び麻酔科医師の連携に
より、必死の救命措置により、母体死亡に至ら
ずに済んだことは幸運でした。次お願いしま
す。

　 本日は、この研究会、委員会で発表させてい
ただきまして誠にありがとうございました。本
症例に携わっていただきましたすべての医師・
看護師・助産師・臨床検査技師・臨床工学士・
血液センターの職員の皆様方のおかげで最悪な
ことにならずに済んだことはとてもありがたい
ことで、ここで深く感謝申し上げます。本当に
ありがとうございました。

（坂本）明かりをつけていただいて、まだ
ちょっと時間がありますので少し皆さんのご意
見を伺いたいと思います。何はともあれこのよ
うな貴重な症例を発表していただきまして、ま
た救命にいたったことを、併せて凄いというふ
うに、いろんな面から凄いと思いますが、やは
り病院の皆が対応できる対応するということの
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素晴らしさというんですかね、医療の原点を見
たような気が致します。DICの問題とかいろいろ
ありますが、ジャンル分けないでですね、いろ
いろディスカッションあるいはご意見をいただ
きたいと思いますので、ご意見のある方コメン
トをさっと出したい方どうぞ挙手のうえ発言お
願い致します。阿部先生今日お出でになられま
すか。秋山先生おられますね、では秋山先生。

（秋山；仙北組合総合病院）仙北組合病院の麻
酔科の秋山です。椿先生どうも、大変な症例あ
りがとうございました。椿先生とは一度、同じ
職場で働いたことがありますけれども、こうい
う症例を雄勝中央病院のはっきり言ってマンパ
ワーが少ない所でですね、よく連携してやった
なと先ず最初に感心した感想です。たまたま、
日勤帯でしかも祭日じゃない時に来た症例で、
血液型がもしこれがA型かB型かAB型であれば
異型適合血を輸血する判断もあったのかも知れ
ない、だから３年前だとまだそういうコンセン
サスがはっきりしたものがないんですね、今で
あれば皆さん、ご存知かどうか分かりませんけ
れども、危機的出血のガイドラインというよう
なものが出されており、これが手術場あるいは
緊急外来に貼ってあればそれでいいと、直ぐコ
ンセンサスがその場で成立しますし、危機的な
対応もし易くなると思いまして、この症例を伺
いまして、たいへんだったんだろうなあと思い
ますけども、今後、同じような症例が、経験し
た場合にですね、夜間であればどうしただろう
な、こういうことで普段からガイドラインを目
にすることができるということですね。ちょっ
とでいいから、みなさんでそれを標準してもら
えればと思いました。

（坂本）椿先生、今の秋山先生のコメントいか
がでしょうか。

（椿）貴重なコメント、ありがとうございま
す。多分そういった手術室での部屋の我々が使
わせていただく部屋の前にはそのガイドライン
が貼ってあったと思います。その中で一番心配
なのは、時間外で発生した場合の対応はどう
か、ということです。

（秋山）陣頭指揮を誰がとるのかということで
す。麻酔科なのか、もう少し誰かが陣頭指揮を
とるのか、そこは、その時の状況で判断すれば
いいことです。今回のケースは麻酔科の先生が
手配されたのでしょうか。

（椿）はい。

（坂本）面川先生、大学病院かそういう所でで
すね、夜間の時間外の対応などについてどうい
うふうに、大学病院では対応しているもので
しょうか。

（面川；秋田県赤十字血液センター）秋田セン
ターの面川でございますが、今日一部資料が配
られてますが、日本麻酔科学会と日本輸血・細
胞治療学会が作った「危機的出血対応ガイドラ
イン」というのがあります。これは2007年にで
きてますので、これを周知徹底をして、まずは
これに準じ各施設に合わせて改訂して、使える
ような形にしなさいということになっていま
す。残念ながらやめて半年経ちますけれど、私
が輸血部にいた時には、このガイドラインの周
知を致しましたが、特別な取り組みはしており
ません。幸いなことに臨床検査技師が24時間対
応する体制を行なってますので時間外の対応は
特に滞りなく、血液発注に関しても30分位で供
給されますので大学病院では特に問題はありま
せんでした。秋田県内の血液を使い尽くしたに
近いケースもありましたけれども、それでも時
間をかけて他県から取り寄せたケース、数万mL
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という出血量の事例などが無い訳ではありませ
んが、少し質問させてもらっていいですか。
　 まず貴重なご発表たいへんありがとうござい
ました。いくつかご質問があります。ひとつは
考察にございましたようにですね、子宮からの
出血が原因と先ず考えてらっしゃったことにつ
いてですが、弛緩出血なのかそれとも外傷で破
裂した出血なのかどちらが本態なのか、DICスコ
アも8点ですから弛緩出血を疑っていらっしゃる
と思いますが、どちらが本態とお考えなのか、
そう申しますのは、子宮摘出が最大の方策と思
いますが、最初からそう踏み切れなかったので
しょうか。血液が無くて踏み切れなかった。そ
して、血液が到着してから踏み切ったというよ
うですが、どうしてかということ、お願いした
いと思います。

（椿）多分私自身がもう少し冷静であったらと
か、あるいは同じレベルの産科の医者が横にい
た場合は全く別だったと思いますけれども、判
断としては自分の技術と子宮摘出をする段階で
の失った血液の予測量というもので踏み切れた
ということが、一番のキーワードです。出血の
原因に関してはちょっと弛緩出血、確かに子宮
収縮がとても不良でしたので弛緩出血が全てと
言われればそうかもしれません。実際、子宮破
裂をおこした部位にも外出血というのは余り目
立ってなかったものですから、全く子宮の収縮
力が無い状態ではあったので、弛緩出血だとい
うことを言われればそうなるかもしれません。
あと止血の方法に関しては今回は子宮全摘術を
行なったんですけども、その中に対処としては
内調骨動脈子宮動脈の元の部分ですね、その部
分を結紮するとかあるいは手術をするにしても
膣だけ残して子宮膣除切断術というような方法
も、別の会では指摘を受けましたけれども、そ
ういうことはあったというふうには考えていま
す。

（面川）それで、先程お話ししました危機的出
血への対応ガイドラインというのは、外傷など
の出血を対象にしています。今回の出血が外傷
によるものなのかそれとも産科的出血なのかと
いう点でお伺いしたのには、理由がありまし
て、この危機的出血への対応ガイドラインとい
うのは日本麻酔科学会と日本輸血・細胞治療学
会で作成しましたが、実はこのサブバージョン
と言いますか、産科的な危機的出血に対応する
ガイドラインというのも実は作成中なんです。
これは日本産婦人科学会、日本産婦人科医会、
それと日本麻酔科学会、特に日本麻酔科学会の
順天堂大学の稲田先生等が中心になって、稲田
先生は危機的出血の対応ガイドラインを作った
先生ですが、産科の先生用の危機的出血つまり
弛緩出血とかと思いますが、それらの対応案を
作られたと思います。それができると産科領域
の対応を、参考にされて対応していただければ
と思います。

（坂本）どうもありがとうございました。天満
先生、せっかく、同じクルーとしてとお聞きし
ましたが、天満先生からお聞きする機会が無
かったので、ひとつコメントをどうですか、そ
の辺を聞かせていただければありがたいです。

（天満；雄勝中央病院）椿先生が全部しゃべっ
たので、私がしゃべることは殆ど無いんですけ
れども、私ここに加わっていることになってま
すけども、実はですねその時私病院の直ぐ隣の　　
老人ホームで回診していました。回診してたら
電話が鳴りまして、病院でこういうことが起
こってる、すぐ帰ってこいというようなことを
言われて、ですから私が入った時にはもう既に
出血が止まらないといいますか、そういう状況
で、私の後輩が入ってその時やってたんですが、
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そこへ私が帰ってきて入って、確かに外傷で、
実質臓器とか患部腸管とかそういう所から或は
腸間膜という明らかに目で見える臓器、形作ら
れた臓器からの出血というのは無かったんです
けれども、ダメージを受けた筋肉とか、お腹と
か、腰の周りの筋肉とかそういう所からじ
わ～っと出てくるような感じがありました。小
さな血管とかは破綻した部分が何カ所かあった
んで、大きな所の出血が大きい所だけ結紮した
りとかして止めて、それはさっき椿先生から発
表あったように、大きな所の血管調べたりとか
して結局この凄く大きな、大出血を起こすよう
な出血点は無かったということだったんですけ
ども、さっきも申し上げたようになんかやっぱ
りDICなんですよ。じわ～っと出てくるというよ
うな出血はありました。ただまあ我々の関与す
る所では、これはもう止血したほうが良い。結
紮したりとかで止められるような出血では無い
んで、とにかく早く閉めてしまって圧迫して止め
るしか無いというような判断をして、椿先生を
呼ぼうということで子宮を取って結局それで止
血したということです。

（坂本）ありがとうございました。実際の現場
にいる人、周りで非常になんて言うんですか
ね、対応を焦っている人たち、いろいろクルー
がいる訳ですけれども、現場の中ではですね、
なかなか目に出来ないことでもこのように大変
な事態が起きていることがですね、緊急の輸血
を必用とする、騒いでいるというような場面に
あるんだというようなことをご理解いただけれ
ばありがたいかなというふうに思います。枕元
採血はまだいろんな問題点もありますが、それ
はまた後ほどのパネルディスカッションでいろ
いろやっていただければというふうに思いま
す。何はともあれ椿先生このような貴重な報告
そして皆さんもですね非常に示唆に富む症例を
提示していただきましてありがとうございまし
た。先程言いましたようにいろいろ大変な状況
ですけれども、体力にはおいしいものをいっぱ
い食べてよく寝て頑張っていただければと思い
ます。どうも先生今日はありがとうございまし
た。

（藤村）座長の坂本先生、椿先生、大変どうも
ありがとうございました。
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