
（藤村；医務薬事課）緊急・大量輸血時の輸血
体制構築に対する取り組みを主題とし、事例報
告ということで、大館市立病院　 小笠原先生、
仙北組合病院　 林崎先生、由利組合総合病院　
木内先生、秋田大学医学部附属病院輸血部　 藤
島先生にお願いしております。それから座長
は、秋田県赤十字血液センター　 面川所長、市
立秋田総合病院　 新津先生にお願いしておりま
す。宜しくお願い致します。

（面川；秋田県赤十字血液センター）それでは
今日のテーマであります緊急大量輸血時の輸血
体制構築に対する取り組みということで、総合
討論を行いますがそれに先立ちまして事例を県
内４施設から御発表いただく予定でございま
す。進行は今ご紹介にありましたように秋田県
赤十字血液センターの面川と市立秋田総合病院
の新津先生の二人で担当させていただきます。
最初の二つにつきましては私が司会進行を努め
させていただきます。
　 事例報告の１.早速まいりますが大館市立総合
病院の小笠原先生宜しくお願い致します。事例
発表ということで、ハンドアウトしました資料
もございますのでそれを見ながら皆さんお聞き
いただきたいと思います。

････････････････････････

（面川）小笠原先生、宜しくどうぞお願い致し
ます。

（小笠原；大館市立病院）大館市立病院の小笠
原です。先程のセンターの方から報告ありまし
た肝切除の事例です。スライド次お願いします。

　 当院で昨年経験しました、あと10年は経験し
ないであろう緊急大量輸血の事例について報告
します。緊急輸血対応はすみやかな血液供給が
重要であります。今も昔も変わらない現状であ
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ります。当院は秋田市から高速道路を使って
も、車で約2時間半の距離にある、県北で最も説
く、一番血液を使っている病院です。そのた
め、緊急大量輸血時の血液供給に不安がありま
す。それで、どうしてもやっぱりセンターのほう
から１００キロ１１０キロという現状でありま
す。スライドお願いします。

　 症例は、今年の５月２３日の７６歳の肝ガン
で肝右葉切除、当初、主治医の予想する術前予
想出血量は1000cc。準備血液はクロス済みは4
単位でT&S4単位と合わせて、一応、8単位の血
液の確保はしているということです。スライド
お願いします。

　 手術が始まりまして、この患者さんの場合に
は肝臓を切る前に肝臓の表面を剥離する段階の
出血が非常に多くなった。昼の12時51分に手術
が始まりまして、開腹して、肝臓の表面を切っ
た、患部に対して動脈塞栓術を数回行った後で
したので、肝の表面に非常に微細な血管網が発
達しておりまして、肝臓をむき出しにする段階
ですでに準備血を含む10単位を全部使い切って
おります。そして、14時までの間に2回センター
の方に電話で発注をしております。それが、大
体2時間ほどかかって10単位が来ております。
そこで10単位入れたんですけれどもまだまだ出

てますよということで、さらにまた、もう20単
位の発注をしております。で、2回3回と分けて
ここで発注をしております。そのときに手術室
のほうから少し出血がおさまってきたというよ
うな、あの、待ってるあのいわゆる注文するほ
う、発注するほうにしてみると、朗報といいま
すか、じゃあこのままいけそうだなというよう
な期待をもたせられるような情報がはいってき
まして、それも束の間で肝臓のほうにいよいよ
切り出しが入りますと、どんどん出血が始まり
まして、それでこのときにちょうど出血がおさ
まってきたということでセンターに追加発注は
してないんですけども手術室のほうからやっぱ
りどんどん出てきたということで、追加発注の
電話を遅れてしております。この時間帯のとき
にちょうどセンターのほうとこちらのほうで電
話連絡がちょっと途絶えてしまったこともあり
ます。途絶えたというのは、私たちのほうでは
出血が少しおさまってきたと、センターのほう
にもまあさきほど言ったようにここで払いだし
た28単位というのはこのときの電話でもって運
んできてくれたものですので、丁度ここの電話
で出血がおさまってきたという情報がありまし
たのでしないままにしておりましたら、どんど
んどんどんまた出血が始まってきたというよう
なことがありましたので、また遅れて手術開始
から3時間後ですね、また追加でお願いしますと
いうような電話の発注をしております。そのと
きちょっと間に合わないですここでね。1時間ぐ
らいタイムラグがでてくるものですから、そして
ここでもうちょっとB型間に合わないということ
でO型の異型適合血14単位ですね、を出してお
ります。そして一旦急場をしのいでいるうちに
追加発注した分の血液が入庫しましたので、
で、手術開始からちょうど７時間後にもう30単
位と入庫したB型の赤血球を輸血しております。
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で、あと出血のほうおさまりまして、最後にま
た6単位の追加のほうがありまして、夜の11時
に手術が終了したというふうなことでありま
す。スライド次お願いします。
　 発注状況ですね。まあ1時55分から9時40分
までの間に赤血球については8回注文して86単
位入れております。FFPも6回注文して60単位だ
とそれからPCについても50単位使っているとい
うふうな手術であります。スライド次お願いし
ます。

　総出血量は26000㏄と体中の血液が1回2回入
れ替わってると、赤血球は７８単位入れて、一
応O型は6単位です。FFPは66単位で血小板は
50単位使っております。スライドお願いしま
す。

　 その連絡体制について血液センターの方とは
供給体制をもってこちらの連絡と供給について
のどうしてもらうか検討してもらいまして、ま、
私どものほうで努めなければならないことは、
早めの情報提供です。これが一番大切なことで
す。で、やっぱりちょっと多めに多めに、その
あとどうしてもあまるかもしれないときもある
んですけどもやっぱり供給のことを考えると多
めに注文するように、そして院内にもなるべく
多めに確実にまた早めに発注できるような情報

提供体制を整えていきたいと、いうふうなこと
です。
　 それからもうひとつは、緊急持ち出し血の車
載在庫量を増やしてほしいと。いうふうなこと
を要望をしております。これは、県北のほうは
血液センターからの配送車が常時回っておりま
すので、それの車に積んである在庫ですね、血
液を増やしてもらいたいと、単位数を増やして
もらいたいと。で、配送車が近くにいない場合
にどうしてもこちらの待っているほうで不安が
あると、それからもう一つは、先ほどちらっと
話しに出てますけども、秋田センターから運ん
できた場合やっぱり2時間という時間がかかりま
すけども、弘前から運んでもらいますと１時間
で来ますので、そういう広域供給というふうな
ものを出来る限り早くとってもらいたいなとい
うことを今後期待したいという要望をしており
ます。
　 情報提供に協力していきたいというふうに
思って、それができれば本当は血液センターの
ほうに要望し、どう構築していくかということ
は今後の課題ではありますけど永遠の課題にな
ると思います。緊急血持ち出しの車載在庫、
廻っている車ですね、それの在庫を増やして貰
えないか。情報提供については、切迫感がセン
ターのほうになかなか伝わらないんだなという
ようなこともありますし、またこれから高速交
通体系が整備される見通し秋田県もありません
ので、なにもいつも秋田から供給されなくても
いいじゃないか。
　 秋田•青森•岩手の三県分の供給体制になって　　　　　　　　　　　　
と い う ふ う な 意 見 も し ば し ば　　　　　　　　　　
供給体制についても検討してもらいたいという
のが私の事例の結論とさせていただきます。ス
ライドお願いします。

　 まとめでありますけれども、その一番の大量
出血事例があまりないものですから、いろんな

総合討論



ことでトラブルになるのはまず少ないんですけ
ども、どうしてもやっぱり緊急大量輸血これを
経験しております。Ｏ型の異型適合血、これは
危機的出血ですので使っております。
　 それから問題は、予想外の大量出血のときに
血液供給できるようにですね、センターとの供
給体制、こちらのほうと院内の連絡体制とそれ
からあのセンターとのスムーズな供給体制、と
いうふうなものの構築を今後どんどん構築して
いきたいというふうなのが今の現状でありま
す。

【事務局注】
※マイクの音量が不調で、小笠原先生のご発表
が正しく、記録されていない部分があることを
お詫びいたします。

（面川）はい、ありがとうございました。明か
りをつけていただいていいでしょうか。最後に
総合討論を行いますが、個々の事例発表につい
てもご質問等あると思いますので、今、小笠原
先生の事例報告につきまして会場の方からご質
問等お願いしたいと思います。いかがでしょう
か。同じようなケースを経験されている遠隔地
の方はどうでしょうか。先程、椿先生の発表は
雄勝中央病院での事例で、血液センターから遠
く離れた病院です。ご質問等ございませんか。

（新津；市立秋田総合病院）市立病院の新津で
すが大変な治療をなさったということですけ
ど、実は４時間半秋田からかかるということで
すね、変な話ですけど、どんな感じなんです
か。そういう時というのは簡単に考えてしまう
と、血液センターの中のいろんな県のいろんな
連携というのもあるかも知れないけど弘前の方
からの供給とかというのも血液センターではで
きるものなんですか。

（小笠原）それについては、何度も秋田セン
ターの方へ連絡しまして秋田センターの方から
青森センターの方へ電話がいって、青森セン
ターの方から血液センターの方へあったら言っ
て下さい、そういうふうにしますからという回
答しか頂いておりませんで、直接私たちのほう
でセンターのほうに電話してと売買行為の契約
を新たに発生するので、緊急にはすぐに対応で
きないのが、今の血液センターの体制でありま
す。

（新津）そうですか、わかりました。

（面川）今の話は貴重なご意見なので、血液セ
ンターの供給課のほう来てますね、それに対す
るコメントをしていただけたらいいと思います
が。

（松田；秋田県赤十字血液センター）秋田セン
ターの松田と申します。今の話なんですけれど
も、一応その事例があった時、青森センターさ
んのほうと話をしまして、じゃ緊急時にはこち
らの方から青森センター弘前から仮伝という形
で出してもらうということで話しておりますの
で、こちらで弘前のほうが早く供給できると判
断、緊急の場合に判断した場合にはこれから弘
前のほうにも依頼ということもあると思います
ので宜しくお願いします。

（小笠原）けれども、時間外の対応はセンター
の対応とまるっきり違うので、絶対できないん
ですよ、何回もセンターの担当者によって、ま
るで違うので、前にもセンターのほうへ、そう
いう話をしたら、じゃ大館のほうは備蓄して下
さいというふうなことを言われておしまいでし
たので、痛感しておりますけれども、それから
受付にたつ方の意思統一ですね、きちっとマ
ニュアル化するなりしてこちらのほうの状況を
把握して欲しいと思います。

（面川）いかがですか、それに対して。

（松田）受付のほうでいろいろ対応がつまって
たということなんですが一応マニュアルはあり
まして、再度こちらで周知を図りまして体制を
取っていきたいと思います。よろしいでしょう
か。

（面川）血液の供給に関してですね、距離的に
当然、弘前市と秋田市を考えた場合、大館市は
弘前の方が近い、それは誰が考えても地図をみ
れば分かると思います。供給時間も直接供給す
れば、50分と2時間半ですか、そういう時間•距
離だということも当然知っていると思います
が、それを埋める工夫というのも当然なされる
んですね。
　 勿論その１つとしては小笠原先生ご自身から
もお話ありました、備蓄施設になるということ
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もあります。県内は先程当センターの阿部のほ
うから報告ありましたように鹿角組合病院が、
備蓄施設になってますが大館市立病院は現在備
蓄施設ではありません。備蓄施設は、院内の血
液プラス周囲の医療機関へのサービスのための
備蓄施設で、そういう備蓄施設になっていただ
きたいということは、血液センターから提案申
し上げておきたいと思います。それから市内の
病院の先生、新津先生からご質問いただいたん
ですが、緊急持ち出し血という体制のことは多
分市内の病院の方は分からないと思います。私
も大学病院の時こういう配送システムがあるこ
と自体はよく分かりませんでした。供給する車
には医療機関の注文プラスアルファをある程度
積んでいる。それを同じ地区に配送した車が
帰ってくる途中に言われたら、その車がまた出
向けば供給手続きが可能だという体制です。こ
のような体制で、時間•距離を縮める努力をして
いるということがあると思います。ですからそ
れでも足りない、それでも必要な時、それを上
回るほど弘前から供給したほうが早いときがあ
れば、当然注文されていただいて結構だと思い
ます。

（松田）注文は秋田センターにいただきまし
て、こちらのほうで青森センターに連絡してそ
れから弘前という形になるんですが、需給調整
という他県から秋田に貰うという形になります
ので、弘前出張所からの仮伝という形で納品さ
れることとなります。

（面川）結局はそのときの秋田センターの対応
としては、いまその緊急持ち出しの供給車がど
こに位置してるかということと、弘前から貰う
のとどっちが早いかという判断をして、それで
も秋田センターから遠いというのであれば弘前
の注文があれば、対応することとなります。

（小笠原）備蓄に在庫がなければ。

（秋山；仙北組合総合病院）大量の出血が予想
される場合、ついでにセンターの方から何単位
か仮に納品していただいて、使った分だけ代金
をセンターに払うという方法は無いんもんで
しょうか。

（面川）どうですか。多分できないと思いま
す。

（小笠原）できないと言われました。

（面川）保管管理の面で、多分それは病院に一
回出したものは、病院の責任のなかででしょ
う。

（松田）保管管理上、一度、出庫した製品の返
品はできないことになってましてそれは受け付
けていません。

（面川）供給車に積んだものはいいんですね。

（松田）納品前であればキャンセルが効きます
んで。

（面川）よろしいでしょうか。ところで、O型の
血液を輸血する場合、患者さん、又は家族への
説明はどうでしたか。

（面川）すでにとってあるのでしょうか。

（小笠原）感染症検査と輸血については。

（面川）なかなかほかの施設はそうなってない
とは思います。異型でO型を使う場合、臨床的に
は全然問題ありませんけど、説明する必要があ
ると思いました。それにもう一点はですが、こ
の症例はレアケースと考えていいのかどうか

（小笠原）レアケースです。

（面川）天満先生、外科として何かご意見は、
こういう経験ないほうがいいんでしょうけど

（天満；雄勝中央病院）私ども2万という手術と
いうのは入ったことないんで、どういう状況な
のかというのは分からないんですけども、我々
のところもさっき報告した病院なのですが、私
どもでは肝臓刺されてナイフでお腹を刺されて
出血したっていう患者さんだったんですけど、
その人はまあ全部で7,000cc位の人だったんで
すけども途中で操作をするとだだだっと出る訳
ですよね、そのときは多分もう院内には何単位
位しか無かったんで血圧がコントロールできな
くなって、血液もないと、操作をしようとする
と出血をするんで、血圧が保てなくなるという
ので発注してから、ちょうど真冬だったんです
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よ、1時間半位かかったんですけれども、その間
手術中止してずっと押さえて、1時間30分押さえ
て、操作できないで待ったという経験はありま
す。

（面川）はい、貴重な経験ありがとうございま
す。ほか何かご質問等ございませんか。１つだ
け時間経過から赤血球のところ空欄のところあ
りますので

（小笠原）出庫要請はなかったです。

（面川）なかったんですね、実は違ってたとい
うことですね。FFPの在庫は結構あるんです
か。

（面川）よろしいでしょうか。小笠原先生あり
がとうございます。

････････････････････････

（面川）次は２番目の事例報告、仙北組合病院
の林崎先生よろしくお願いします。

（林崎；仙北組合総合病院）仙北組合病院臨床
検査科の林崎です。よろしくお願いします。
　 当院の緊急対応輸血の輸血体制構築というこ
とで、危機的出血に対応するシミュレーション
を実施したということで報告致します。スライ
ドお願いします。

　　
　 当院で発生した緊急対応輸血の事例をきっか
けに危機的出血対応の院内整備を行いました。
特に危機的出血シュミレーションを医師•看護師
•検査技師で実施しましたので、事例報告及びシ
ミュレーションを中心に報告します。
　 始めに輸血準備の遅れた夜間の大量出血事例
を提示します。
　 患者さんは40歳代男性、血液型はA型、Rh
(+)、平成X年Y月Z日19時30分頃、秋田自動車
道で運転中、対向車と正面衝突し腹部と骨盤を
受傷しました。救急車が現場に到着した時点で
は患者の意識は鮮明でした。20時35分当院救急
外来に到着、収縮期血圧70が認められました。
意識は朦朧とし、意識レベルの低下が認められ
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ました。腹腔内出血、胎盤骨折、出血性ショッ
クの診断で緊急回復止血術を予定されました。
次スライドお願いします。

　 次にMAPの発注•搬送•輸血の経緯について時
間ごとに提示します。現在はMAPと言わず、
RCCと言われておりますが、この事例当時は
MAPでしたので血液製剤の名称もこのまま使わ
せていただきます。
　 20時50、分ヘモグロビン12.8g/dL、検査科
へMAP20単位の交差が依頼されました。この
時、院内在庫のA型•Rh(+)MAPは10単位でし
た。当直技師が先ず血液型検査を開始しまし
た。
　21時10分、当直技師が一人では交差試験が困
難と判断し、輸血担当技師へ対応をを要請しま
した。21時40分、輸血担当技師が病院に到着。
交差試験を開始するとともに輸血担当技師は
MAPを緊急配送して欲しい旨、センターへ電話
をしました。この時センターの電話のやりとり
の内容ですが、センター側からは緊急車両を出
すより赤帽のほうが早いということでしたの
で、当院からは「とにかく早く届けてもらう方
法をお願いします。」と伝えました。このよう
なやりとりの後、22時15分、血液センターへ
MAP12単位を発注致しました。22時、患者さ
んは腹腔内出血の診断で開腹手術のため手術室
へ入室しました。

　22時47分、MAP12単位発注から32分後にセ
ンターから「今から出発」との連絡が検査科に
入りました。23時10分、患者の血液ガス分析
で、ヘモグロビン3.8g/dLと超貧血状態が判
明、麻酔科医がMAP追加発注の依頼が検査科へ
入り、センターへMAP10単位の追加発注のため
電話をしました。このときも赤帽さんのほうが

早いということで、通常の発注で、早くお願い
しますとコメントをし、発注しました。23時40
分、センター出発から53分後に当院に初回発注
分のMAP12単位が到着しました。23時53分、
MAP追加発注の43分後にセンターより「今から
緊急車両で運びますので、緊急対応文書をコ
ピーして下さい。」請求されファックスしまし
た。0時10分、患者さんは止血困難で止血でき
ないまま閉腹し手術室を退室しました。術中出
血量は360mLに対し輸血量はMAP10単位、
FFP10単位でした。0時33分、センターを出発
して40分後に追加の注文の10単位が当院に到着
いたしました。2時30分、患者さんは治療の甲
斐なく、永眠されました。次スライドお願いし
ます。

　 事例のまとめです。夜間に緊急大量輸血の
オーダーに迅速に対応できなかった事例を経験
したので、問題点を検討しました。
　 先ず当院検査課の今回の対応についてです。
この事例では担当医師がA型Rh(+)MAPを20単
位オーダーしましたが、在庫が10単位であった
ため不足分を直ちにセンターへ発注しなければ
なかったのに、発注が遅れてしまいました。夜
間の検査課当直は一人体制で緊急輸血は一人で
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血液型検査、センターへの発注、交差試験のす
べてを迅速に行わなければなりません。今回の
血液型検査と在庫MAPの交差試験を優先したた
めセンターへの発注が遅れてしまいました。
　 今回の事例の後に検査課内で検討した結果、
夜間緊急対応輸血には原則として輸血担当者に
応援要請するとともに、センターへの発注を先
ず行い、血液型検査、交差試験を先ずすること
にし、検査課内に周知致しました。
　 次に、血液センター側の問題点を検討致しま
した。今回センターに血液製剤を発注してから
血液のセンター出発するまでの時間は１回目は
32分間、２回目は43分間でした。発注から当院
到着までの時間は１回目は１時間25分、２回目
は１時間23分でした。センターからの当院の配
送時間は緊急車両であれば50分から60分です。
日中は血液の発注から到着まで約１時間です
が、夜間はそれ以上の時間を要することが判明
致しました。
この事例を経験してから、血液センターへは夜
間緊急対応の改善を要請致しました。次スライ
ドお願いします。

　 次に、危機的出血に対して当院の取り組みを
報告致します。取り組みが院内の緊急輸血マ
ニュアルの作成、緊急輸血マニュアルに基づいた
危機的出血対応シュミレーションの実施、検査
技師の輸血リトレーニングの実施、血液セン
ターとの連携です。次スライドお願いします。

　 これからは当院の輸血マニュアルの紹介と危
機的シュミレーション例を報告致します。当院
の概要です。当院は大仙市大曲に在り、血液セ
ンターとの距離は約50㎞で緊急輸送で45分要し
ます。一般病床数は560床、昨年の赤血球製剤
使用数は3066単位です。大量出血症例数は年間

2～3例です。院内の血液製剤在庫数は赤血球製
剤RCC-LRがA型8単位、B型6単位、O型8単
位、AB型4単位で、新鮮凍結血漿はFFP-LR2を
各２本としております。次スライドお願いしま
す。

　当院の緊急輸血マニュアルを説明致します。
医師の判定しやすいように、検査科で準備に要
する時間を待てる時間とし、そのまま緊急度の
名称に致しました。そして血液型が不明の場合
と血液型確定の場合と２回に分け緊急度に応じ
た輸血検査と払い出す血液を確定しました。さ
らに同型血が不足した場合はABO異型適合血の
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使用を推奨いたしました。次スライドお願いし
ます。
　 緊急輸血の申し込みは、当院輸血申し込み伝
票に新たに緊急度別にチェック項目を設け、運
用することにしました。例えば血液型が不明な
患者で、直ちに輸血しなければいけない場合はO
型未交差払い出しをチェックしてもらいます。
この伝票の特色は、検査科へ先生の意思が明確
に伝わること、医師が伝票を見ることで緊急度
に応じて払い出せる血液を確認し、判断できる
ことがあげられると思います。次スライドお願
いします。

　 次に、危機的出血のシュミレーションの説明
をします。シナリオの症例は60歳男性、A型Rh
(+)、不規則抗体は陰性、診断術式は右腎癌にて
右腎摘出術を設定しました。血液の準備は濃厚
赤血球交差済み４単位です。次スライドお願い
します。

　 シナリオの続きです。麻酔科より手術中の危
機的出血との連絡が入り、検査科へA型赤血球
20単位、FFP20単位を緊急に発注するように依
頼されます。続いてO型異型赤血球の払い出し、
センターからの血液の緊急輸送という流れにな
ります。次スライドお願いします。

　 次に、検査科内のシュミレーションの内容で
す。平日日勤帯の設定なので、技師２名でそれ
ぞれ対応します。そしてシュミレーションの内
容を検査科内の技師にも見学してもらいまし
た。麻酔科医から危機的出血の連絡が入った
ら、患者氏名、ID、ザールの部屋番号を電話で
聞きます。そして血液型を輸血管理システムで確
認します。院内の在庫数の確認をし、手術室へ
連絡します。病棟の看護師が伝票と検体を持っ
てきたら、検査技師１は赤血球製剤番号を伝票
に記入し、セグメントを確保します。同時に技
師２は検体の遠心を開始し、FFP製剤番号を記
入します。技師１が看護師と呼称確認し払い出
します。技師２は交差試験を開始します。スライ
ド次お願いします。

　 血液センターとの連携は先ず電話で、オペ中
の大量出血でRCC-LR10単位、FFP10本緊急搬
送をお願いしますと伝えた後、緊急発注依頼書
をファックスします。ファックス送信の後確認
のためもう１度電話を入れます。この時出発前
に電話を下さいと伝えます。センターからの出
発の連絡が入ったら依頼書に出発時刻を記入し
ます。センターへは納品伝票をあらかじめ
ファックスして下さいと依頼し、伝票に記入し
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