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１．研究計画の概要 

 2008～2010 年の 3 年間にわたり，各前年
1 年間に 500 床以上の麻酔科認定病院の手術
室で実施された緊急輸血の実施状況ならび
に，出血量 5,000 ml 以上の大量出血の発生
状況とこのような症例に対する輸血療法の
実態について，アンケートによる調査を実施
する（従って，対象症例は 2007～2009 年に
手術が行われた症例）． 

 その集計結果をもとに，緊急輸血の普及に
向けた問題点を把握し，今後の対応策に関す
る提言を行う． 

 

２．研究の進捗状況 

 地域の基幹病院と考えられる500床以上の
麻酔科認定 384 施設に対して，3 回の調査を
完了した．平均 58.7%の施設から回答が得ら
れ，計 1,892,380 症例の麻酔科管理症例が登
録された． 

 手術室における出血量が 5,000 ml を超え
る症例は，28.3/1 万症例の割合で発生してお
り，さらに危機的出血（出血に起因する心停
止，ないし心停止を覚悟するような事態の発
生）は 4.3/1 万症例の割合で発生していた．
5,000 ml 以上出血した症例の予後は，後遺症
なく回復 66.5%，後遺症を残して回復 14.8%，
死亡 18.8%であった．一方，未交差同型赤血
球輸血ならびに異型適合赤血球輸血の実施
率は各々7.8%，1.4%であり，これらの実施率
に経年的な増加傾向は認められなかった． 

日本麻酔科学会と日本輸血・細胞治療学会
による「危機的出血への対応ガイドライン」
が発表されたのは 2007 年 4 月であり，本ガ
イドラインは異型適合赤血球輸血を強く推
奨するものであったが，この前後でその実施

率には大きな変化は認めらなかったことに
なる． 

 異型適合赤血球輸血の普及を妨げている
原因の一つは，医療従事者の副作用に対する
不安と考えられている．今回の 3 回にわたる
調査により，出血量 5,000 ml 未満の症例も
含めると，計 83 症例の異型適合赤血球輸血
が報告され，これらの全症例において，異型
適合赤血球輸血が原因と考えられる溶血性
副作用は認められなかった． 

 患者血液型が O 型以外の症例のみを集計
しても，5,000 ml 以上出血したのみで死亡率
は 19.2%に達し，さらに術中の最低ヘモグロ
ビン濃度が 5 g/dl 未満となると死亡率は
36.9%に，また術中に心停止に至ると死亡率
は 72.6%に達していたが，このような症例に
対する異型適合赤血球輸血の実施率は各々
1.7%，5.4%，7.9%に止まっていた． 

 従って，異型適合赤血球輸血による溶血性
副作用を恐れて，大量出血に対する異型適合
赤血球輸血を躊躇することには，合理性はな
いと判断された． 

 

３．現在までの達成度 

 ② 

 当初の研究計画通り，既に 3 回のアンケー
ト調査を完了した． 

 

４．今後の研究の推進方策 
 3 回の調査集計を総合的に解析して，緊急
輸血が普及しない原因を検討し，今後の対応
策に関して提言する． 
 また，「危機的出血への対応ガイドライン」
では，未照射血の使用を認める一方，新鮮凍
結血漿や血小板の輸血開始を一律に外科的
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止血が完了した後としている．厚生労働省の
輸血指針との整合性をどうするかについて，
各国のガイドラインにおける取り扱いも参
照に，ガイドライン改訂の方向性についても
提言する． 
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