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本⽇の論⽂



背景



外傷死の三徴

• 凝固障害
• 低体温

• アシドーシス

J Trauma 1982; 22: 672–79. 

コントロール不能の出⾎
を引き起こす



外傷による
出⾎性ショックに対する従来の蘇⽣戦略

• Damage Control Surgery

• アシドーシスの治療

• 低体温の予防

• 凝固障害：輸液蘇⽣や⾎液希釈、低体温の副産物とみな
されていた

 J Trauma. 2007;62(2):307–310.

重要視

されてきた



急性外傷性凝固障害
（Trauma-Induced Coagulopathy）

 
• ⽣理的局所⽌⾎⾎栓形成と創傷治癒反応を逸脱した全⾝
性の⾎⼩板・凝固線溶障害の総称である

• 病態⽣理として、

  低体温、アシドーシス、希釈 ←あくまで修飾因⼦

  外傷性DIC

  ATC（Acute Traumatic Coagulopathy）←主因
外傷専⾨診療ガイドライン JETEC



Trauma-Induced Coagulopathyの
概念と時系列

概念	 時系列	

受傷早期から
凝固障害が
はじまる



• 外傷センターに到着した時点で、28%の患者にPTの異常

• PT異常の死亡に対するodds⽐ 3.6
 （95%CI, 3.15-4.08; p < 0.0001）

• 急性凝固障害は、輸液の投与量ではなく、ISSに相関する
（r2=0.25 p<0.001）

J Trauma. 2003;55:39–44.

J Trauma. 2003;54:1127–1130. 　

急性外傷性凝固障害
（Trauma-Induced Coagulopathy）



凝固障害の評価

従来の検査方法 

・1次止血の評価　
     血小板/出血時間

・2次止血の評価　
　　　PT（外因系）、APTT（内因系）

・線溶系　    FDP/D-Dimer

主に中央検査室で施行
時間がかかる
多くの日本のERはこの方法

Point-of-care testing 

• 機械
　Thromboelastography (TEG®)  
  Rotationalthromboelastometry(ROTEM®)  
　　　　　　　　　⇓
1次止血、２次止血、線溶系の評価
が同時にできる

ベットサイドでリアルタイムに施行できる
迅速性がある
周術期分野で発展
 



Thromboelastography 
　　　　(TEG®) 	

採血を上記機器にいれると右図の波形が
得られ、凝固線溶系の評価が同時にでき
る UpToDateより	



TEG®のエビデンス

・TEG®が凝固障害の早期診断、輸⾎の指標、死亡率改善
に有効かを検討したシステマティックレビュー。
・38の前向きコホート研究、 15の後ろ向きコホート研究、 
2つの前後⽐較研究を含む。ランダム化研究はなし。

現時点では、
⼗分なエビデンス
は得られていない



Permissive 
hypotension
• 低⾎圧

sBP80-90を
容認（重症頭
部外傷症例は
除く）

• 輸液投与の制
限

Hemostatic
resuscitation

• ⾎液凝固障害
の制御を⽬的
とした輸⾎療
法

• Massive 
Transfusion 
Protocol

• トラネキサム
酸

Damage 
Control Surgery

• 蘇⽣的⼿術

• 集中治療

• 計画的再⼿術

Damage Control Resuscitation（DCR）
〜重症外傷患者への蘇⽣処置〜

＊Massive Transfusion Protocol：⼤量出⾎患者に対してRBC:FFP:PC=1:1:1の⽐率で⼤量輸⾎



P 外傷により緊急の腹腔鏡⼿術（DCS）を受けた成⼈

E DCRあり
C DCRなし
O 30⽇死亡率

retrospective cohort 
study

DCR群で
30⽇時点での⽣存率が⾼い



•  prospective cohort study
• アメリカの10のlevel 1外傷センターで施⾏された前向き研究。
• 搬送後6時間以内に何らかの輸⾎が施⾏された1245⼈（16歳

以上で来院後30分以上⽣存できた⼈）を前向きに追跡した
データのうち、24時間以内にMAP/FFP/PCを計3単位以上投
与された905⼈を対象に解析をおこなった。

• 実際に投与された輸⾎⽐率でグループ分け
•  Primary outcomeは院内死亡率



6時間以内までは出⾎死が多い

入院後の時間経過別の死亡原因 

JAMA Surg. 2013 Feb;148(2):127-36. 



多変量時間依存性Coxモデルにおける                         
⾎漿：⾚⾎球⽐率と6時間以内の死亡率の関連

⾎漿：⾚⾎球⽐率が⾼くなれば、
6時間以内の死亡率は低下する傾向

➢重症外傷において、早期に⾎漿成分輸⾎、⾎⼩板輸⾎を
⾏うことで死亡率を下げることができるのではないか



• 多施設RCT
P 外傷性出⾎性ショックで⼤量輸⾎が
    必要と考えられた患者
I ⾚⾎球:⾎漿:⾎⼩板＝1:1:1
C ⾚⾎球:⾎漿:⾎⼩板＝2:1:1
O 24時間と30⽇時点での全ての原因による死亡率

JAMA. 2015 Feb 3;313(5):471-82.



24時間、および30⽇死亡率は
1:1:1群で低い傾向にあるが有意差なし

⽌⾎達成率は1:1:1群で有意に⾼い

JAMA. 2015 Feb 3;313(5):471-82. 



24時間時点での出⾎死の割合は1:1:1群で有意に低い

JAMA. 2015 Feb 3;313(5):471-82. 



The median total for blood products transfused up to 24 hours after admission was 25.5 U in the 1:1:1 
group and 19 U in the 1:1:2 group.	

・⾎漿（FFP）
  1:1:1群の⽅が多い
・⾎⼩板
  1:1:1群の⽅が多い
・RBC
  両群で差はなし

搬送後24時間以内の
輸⾎量の⽐較



ここまでのまとめ
• 外傷による凝固障害は、輸液や低体温の結果⽣じるだけで
なく、外傷そのものによっても⽣じる

• 外傷性凝固障害は外傷患者の予後不良因⼦であり、介⼊が
必要である

• DCRの構成要素のひとつが⾎液成分補充療法
• ⾎漿：⾚⾎球の輸⾎⽐率を増やすと、外傷性出⾎による死
亡率が低下する可能性がある

• ⾎漿成分を早期投与することで外傷死を減らすことができ
るかもしれない



早期の⾎液成分補充療法は
いつから投与するのが妥当か？

Clinical Question



•  retrospective cohort study
• アフガニスタンでの⽶軍活動中に⾏われた
P 膝もしくは肘以上の切断、ショックの外傷患者
E 病院前の輸⾎製剤投与（15分以内）
C 病院前の輸⾎製剤⾮投与、もしくは投与の遅れ
O レスキューチームの救助から
    24時間と30⽇時点での死亡率

JAMA 2017; 318: 1581-91.



JAMA 2017; 318: 1581-91.

15分以内の輸⾎を施⾏できた群では
24時間以内の死亡率が低い



研究の組み⼊れ基準
P 16歳以上の外傷性出⾎患者（軍⼈、⺠間⼈問わず）
I/E 病院前の輸⾎製剤投与
C その他の蘇⽣⽤製剤の投与
O 設定なし



Shock. 2016 Jul;46(1):3-16. 

•  レビューを⾏うために⽤いた研究の質が低い
•  異質性が⼤きい
•  軍事研究と⺠間研究が混在している
•  RCTがない

→ RCTの必要性



本⽇の論⽂



1本⽬ PAMPer study

N Engl J Med 2018;379:315-26.



アメリカ多施設のcluster-randomized trial
 27の航空搬送基地をランダム化
   9つのLevel 1 trauma centerへ搬送

P 航空搬送中
           出⾎性ショックのリスクが⾼い外傷患者
I thawed plasma 2単位+ standard-care
C standard-care
O 30⽇時点での死亡率

論⽂のPICO

 ＊thawed plasma
  FFP 融解後、1-6℃保存で溶解24時間以降も5⽇間使⽤する
  AABB（⽶国⾎液銀⾏協会）のtechnical manualに記載



METHOD



Inclusion criteria

事故現場から搬送される、もしくは転院となる鈍的・鋭的外傷患者

上記かつ下記2つのいずれかを満たす

・事故現場もしくは、外傷センター到着前に

 収縮期⾎圧<90mmHg、かつ、⼼拍数>108bpm              

・事故現場もしくは、外傷センター到着前に収縮期⾎圧<70mmHg



Exclusion criteria

• 年齢>90歳、もしくは年齢<18歳
• 静脈路、もしくは⾻髄路の確保困
難

• 転倒
• 画像で確認された運動障害がある
頸髄損傷

• 囚⼈
• 妊婦
• 5分以上のCPRで蘇⽣しない外傷
性の⼼停⽌

•  穿通性脳損傷

•  溺⽔

•  縊頸

•  20%TBSA以上が⾒積もられる熱傷

•  転院元での⼊院

•  trialへの参加拒否の表明

•  opt-outブレスレットの装着



Randomization and masking

• Randomization
single-stage cluster randomization
computer-generated block randomization

• Concealment
試験結果の評価者に対するconcealmentあり

• Masking
輸⾎製剤であり、治療実施者に対するmaskingは
不可能



Intervention
Plasma群

• thawed plasmaを2単位輸⾎

• AB型 

• 抗B抗体⼒価が低い（<1:100）A型

• その他の輸液蘇⽣が始まる前に⾎漿輸⾎を開始

• 到着時に⾎漿輸⾎中であっても輸⾎を完遂

• 輸送中に⾎漿輸⾎が終了したら、local protocolを含む通常の輸液蘇
⽣を開始する



Comparison

Standard-care群

• 基本はcrystalloidで輸液蘇⽣を⾏う

• 27チーム中13チームは⾚⾎球輸⾎2単位を携⾏している

• ⾚⾎球輸⾎はlocal protocolに従って⾏われる



Local protocol

• 低⾎圧（sBP<90mmHg）

• 意識の変化

• ⽪膚⾊の変化

• 頻脈（HR>120bpm）

• CRT>2sec

晶質液を1L投与後に下記を     

⼀つでも満たす場合はRBC投与を⾏う
•  4時間以上で尿量<30ml/hr

• 乳酸値>4mmol/l

•  shock index>0.9

• 転院元で⾚⾎球輸⾎が始まっ
ている



METHOD まとめ
ヘリを派遣する
各航空基地を

plasma群かcontrol群かに
コンピューターにより

ランダム化する

このランダム化は
1カ⽉ごとに⾏われる



Outcomes
• Primary outcome
 30⽇死亡率

• Secondary outcome
•  24時間時点での死亡率

•  院内死亡率

•  24時間時点での輸⾎量と輸液量

•  多臓器不全

•  ALI、ARDS

•  TRALI

• 院内感染症

• 凝固障害（PT、TEGで評価）



Statistical analysis
• a pragmatic, multicenter,cluster-randomized
 （級内相関値は0.05に設定）
• Modified ITT解析（両側Z検定を使⽤）
• 追跡率 95%
• Sample size

• 対照群のイベント発⽣率 22%
• 介⼊群のイベント発⽣率 8%
• alfa level 0.038
• Power 88%
• 当初は530⼈を予定していたが不適格者が予想以上に多かった
ため564⼈に修正



Statistical analysis
• フォロー中に⽋損したデータについては多重代⼊法で
補正した

• ベースラインの患者群にばらつきがあるので、
Primary Outcomeの評価には重回帰分析を使⽤した

• Secondary Outcome、サブグループ解析の際の
Familywise error rateを調整するためボンフェローニ
補正を使⽤した

• Stata software, version 15MP (StataCorp)を使⽤



RESULT



期間
2014年5⽉〜2017年10⽉

523名（27基地）を
組み込み



Plasma群
230名

標準治療群
271名

4名投与されず

それぞれ9名、13名、除外（同意なし、囚⼈）



鈍的外傷
8割

鋭的外傷
2割

平均年齢
45歳

男性7割

他院から搬送
2割



重症外傷が組み込まれている（明らかな差はなし）
ISS 22点

病院前のSBP 70mmHg、HR 115/min
5割は病院前で挿管

晶質液、⾚⾎球輸⾎の投与は標準治療群で多い



Primary Outcome：30⽇死亡率

Plasma群
23.2%

標準治療群
33.0%

P=0.03
NNT=10 log-rank chi-square test, 5.70;P = 0.02

病院前の晶質液投与量と、⾚⾎球輸⾎の有無を含めて、多変量解析をしても、
同様の結果（ adjusted odds ratio, 0.61; 95% CI, 0.40 to 0.91; P = 0.02）



30⽇死亡率（サブグループ解析）



PT-INRはplasma群で有意に改善も、TEGは変わりなし



Adverse Events

副作⽤は変わりなし



DISCUSSION



結果のまとめ

• 外傷による出⾎性ショックのリスクがある患者に
対して、航空搬送中に⾎漿投与することは、安全
で、かつ30⽇死亡率を改善する



Strengths

• Study designが現実的であること

• 幅広い種類や重症度の外傷患者が登録されている
こと

• 少量の⾎漿製剤の投与で死亡率減少の効果が得ら
れること



Limitations
• Cluster designのため参加⼈数の不均衡が⽣じたこと
• Interventionの盲検化ができていないこと
 →たった2単位の⾎漿投与で10%の死亡率改善？
 →凝固障害の改善もデータ上はわずか
• 晶質液とRBC輸⾎製剤の投与量に差があること
 →多変量解析を施⾏し、結果は変わらなかった
 →晶質液の投与量が減ったことがどの程度結果に影
響をあたえたかはわからない
• 他のEDからの転送患者が含まれていたこと



2本⽬ COMBAT study

Lancet. 2018 Jul 28;392(10144):283-291.



• 都市部のlevel1外傷センターで⾏われた単施設のRCT
 Denver Health Medical Center

P 救急⾞で搬送
    出⾎性ショックのリスクが⾼い外傷患者
I 救急⾞内で⾎漿2単位の開始 + 標準治療
C ⽣⾷投与 + 標準治療
O 28⽇死亡率

論⽂のPICO



METHOD



Inclusion criteria

  

外傷患者 

急性出⾎によるものと考えられる
収縮期⾎圧70mmHg未満

    もしくは、
収縮期⾎圧71-90mmHgかつ⼼拍数108bpm以上



Exclusion criteria

• 囚⼈
• 妊婦
• 頭部への銃撃
• ⼼静⽌もしくは割り付け前の⼼肺停⽌
• ⾎液製剤投与
• opt-outブレスレットの装着
• trialへの参加拒否の表明



Randomization and masking
• AB型⾎漿もしくはダミーが⼊ったクーラーボックスが
1:1にランダムに救急⾞へ割り当てられた

• 現場で適格と判断された場合、クーラーの内容物によっ
て割り当てが決まる

• ⾎漿が⼊っていた場合は、即座に解凍され輸⾎される

• ダミーが⼊っていた場合は、⽣⾷が投与される

• 上記の介⼊以外のプロトコールは同じ

• 輸⾎製剤であり、治療実施者に対する盲検化は不可能



Outcomes and variables
Primary outcome   28⽇死亡率

Secondary outcome   
    28⽇時点でのMOFもしくは死亡

  外傷性凝固障害のindicator
  ショック（BD、乳酸値）

Safety-related outcomes
      28⽇以内のALI
    possible TRALI



Statistical analysis
• ITT解析
• 追跡率 87%
• sample size

• 対照群のイベント発⽣率 25%
• 介⼊群のイベント発⽣率   6%
• alfa level 0.05
• Power 80%
• 当初は150⼈を予定していたが、中間解析の結果から
144⼈で試験は中⽌



RESULT



Plasma群
75名

⽣⾷群
69名

8名除外 11名除外



鈍的外傷
5割

平均年齢
33歳

男性8割





現場での凝固障害は変わらず



●外傷発⽣から病院到着までの中央値
    plasma群で28分    VS    control群で24分     
     （IQR 22-34）           （IQR 19-31）

●搬送時間（現場から病院まで）の中央値
    plasma群で19分    VS     control群で16分         
     （IQR 16-23）          （IQR 14-22）

●外傷発⽣から最初のplasma投与までの時間の中央値
    plasma群で24分    VS     control群で59分
    （IQR 20-31）           （IQR 40-115）



Primary Outcome：28⽇死亡率

Plasma群
15%

標準治療群
10%

P=0.37
両群で

有意差なし



Secondary Outcome

24時間死亡率
急性肺傷害
臓器障害

など
変わりなし



病着時の凝固障害

Plasma群の⽅が、INR>1.3の患者が多い
その他は変わりなし



24時間でのRBC輸⾎量は変わりなし



Safety analysis
• 感染症イベント

 plasma群 21% vs control群 19%

• ⾎栓症イベント
 plasma群 4⼈ vs control群 2⼈

• 急性肺障害
 plasma群 39% vs control群 42%

• 蕁⿇疹、アナフィラキシー
 両群で報告なし



DISCUSSION



結果のまとめ

• 外傷による出⾎性ショックのリスクがある患者
に対して、救急⾞搬送中に⾎漿投与することは、
28⽇死亡率を改善しない



Limitations
• 簡便なinclusion/exclusion criteriaを⽤いたた
め、真に輸⾎を必要とする患者群の同定が困難
であったこと

• control群で⾎漿を融解するという任務がない
救急隊員が、その他の任務を⾏ったことで
outcomeが改善された可能性があること



2論⽂の⽐較



  PAMPer COMBAT
  介⼊群 対照群 介⼊群 対照群

study design 多施設random-cluster trial 単施設RCT
地域 アメリカ アメリカ

患者数 501 125

年齢 44(31-59) 46(28-60) 33(25.0-51.0
)

32.5(25.5-42
.0)

男性 % 71.3 73.8 80 85
鈍的外傷 % 81.3 83.4 46 53

重症度（PAMPer:ISS COMBAT:NewISS） 22(14-33) 21(12-29) 27(10-41) 27(11.5-36.0
)

搬送時間 min 42(34-53) 40(33-51) 19(16-23) 16(14-22)

搬送中に投与されたcrystalloid ml 500(0-1250)900(0-1500) 150(0-300) 250(100-500
)

プロトコール 明⽰あり 明⽰なし
使⽤された⾎漿製剤 thawed plasma FFP

死亡率 % 23.2 33 15 10
外傷発⽣から最初のPlasma投与までの時間 記載なし 記載なし 24(20-31) 59(40-115)

到着時のPT-INR 1.2(1.1-1.4) 1.3(1.1-1.6) 1.27(1.11-1.40)1.15(1.08-1.29)

到着時のHb md/dl 11.2(9.6-13.0)11.5(9.8-13.4)12.6(11.3-14.7)13.5(11.9-14.7)

到着時の乳酸値 3.4(2.3-4.9) 3.7(2.5-5.5) 5.5(3.9-8.5) 4.9(3.2-7.0)



PAMPer vs COMBAT

• COMBATにおけるrandomizationの偏りの可能性
• COMBATの⽅が患者数が少ない
• 実際に現場でのショックや線溶亢進がPlasma群
でわずかに多かった（Plasma群が不利）

• COMBATでは、そもそもの死亡率が低く、病院前
での⾎漿投与の効果を⽰すのは困難



PAMPer vs COMBAT

• PAMPerとCOMBATにおける死亡率の違い
• 搬送時間がPAMPerの⽅が⻑かった
• 鈍的外傷がPAMPerの⽅が多かった
• 搬送中に投与された晶質液の量がPAMPerの⽅が多かった

• 上記より考えられるpre-hospitalの⾎漿投与の効果
• 搬送時間が⻑い患者の予後を改善する
• 鈍的外傷患者の予後を改善する
• crystalloidの投与量を減少させる



本邦でのPAMPerの適⽤

• 使⽤している⾎漿製剤がthawed plasma

• ⽇本のFFPは融解後3時間以内に使⽤しなければな
らない

• Key word⽅式で運⽤される場合、「空振り」も多
いため、FFPに無駄が出る可能性が⾮常に⾼い



本邦でのPAMPerの適⽤

• 本邦でのヘリコプターによる搬送時間
• 本邦のヘリコプターによる搬送時間のデータは検索
し得なかった

• 通常の救急搬送で病院収容所要時間は全国平均で
39.3分

• ヘリコプターでの搬送時間が40分を超える状況は稀
かもしれない
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まとめ
• 搬送時間に40分前後を要する環境下で、外傷による出⾎性ショッ
クを疑う患者にthawed plasmaを投与すると、死亡の絶対リスク
が10%低下する。thawed plasma投与前の細胞外液投与が死亡率
をあげた可能性はある

• いずれにせよ盲検化研究が望まれる
• ⾎漿製剤の輸⾎期限が異なること、搬送時間が40分前後を要する
環境が多くないことから、本邦での適応に妥当性は乏しい

〜当院としての⽅針〜
• これまで通り可及的速やかなFFP投与と、輸⾎製剤到着まで
に過剰な細胞外液投与は控えるようにこころがける


