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Introduction 



•  年間５００万人以上が外傷により死亡 (WHO) 
 
•  外傷性凝固障害、それに伴う出血が

「preventable trauma death」の最大の要因 
 
•  「死の三徴（lethal triad）」  
　外傷蘇生におけるキーワード 
　1990年代後半に提唱 
　 Cosgriff N, Moore EE, Sauaia A et al. Predicting life-threatening coagulopathy in   
       the massively transfused trauma patient: hypothermia and acidoses revisited.  
       J Trauma 42(5): 857-61 
 

　 治療のターゲットとなる 
　  



 
 

Coagulopathy	  
凝固異常	

Hypothermia	  
低体温	

Acidosis	  
アシドーシス	

Lethal	  triad	  死の三徴	





蘇生戦略の歴史的変遷 

WWII /  
Korean war 

Albumin, plasma, blood 
use 

Better early survival, but 
organ failure resulting in 
late deaths ( especially 
ARF). 

Vietnam War Crystalloid, banked blood 
use  

Better early survival. 
Organ failure with less 
ARF and more ARDS. 

1970s- early 
1980s 

Goal-directed aggressive 
resuscitation, oxygen 
delivery calculations to 
deliver `supra-normal ` 
resuscitation 

Further improvement in 
early survival. 
Increased MOF and late 
deaths. 



蘇生戦略の歴史的変遷 

Mid 1980s to 
1990s 

Rapid field triage 
Introduction of `damage 
control surgery`  
Improved ICU care 
 

Improved early survival 
in severely injured.  
More MOF but better 
survival in MOF due to 
improved ICU care. 

Afghanistan war/  
Iraq war  
 

Permissive hypotension 
Limit use of crystalloids 
Early use of blood 
products 
Higher ratio of FFP and 
platelets and fresh whole 
blood use 
In field use of rVII 

Decreased incidence of 
ARDS, MOF, and 
coagulopathy. 
Significant improvement 
in early and late survival 
and long-term outcomes 
compared to historical 
controls. 

New trends in resuscitation. Curr Probl Surg 2011; 48:531-564 



本邦では外傷時の出血・凝固異常に対する	  
ガイドラインが存在しない	

•  輸血量は想定出血量を目安とするが、急性期には再出
血や持続する出血の危険性を考え、血中ヘモグロビン
10g/dl以上を目標とする。 

•  持続する出血がなければ、もっと低い血中ヘモグロビ
ン値(7g/dl)でもよい。 

•  循環血液量の１～２倍の輸血を行った場合、臨床的出
血傾向や凝固線溶検査の異常、血小板低下を認めれば、
新鮮凍結血漿や血小板濃厚液を開始する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（外傷初期診療ガイドライン JATECTM®） 



Guideline 



Crit Care 2013 19;17(2):R76 



•  Task Force for Advanced Bleeding Care in 
Trauma*により作成された外傷ガイドライン 

　  * European Society of Anesthesiology, European Society of Intensive Care Medicine, 
　　 European  Shock Society, European Society of Trauma and Emergency Surgery,  
        European Society of  Emergency Medicine 

•  2007年初版、2010年改定 
•  STOP the Bleeding Campaignの一環として、 
   外傷時の出血死・合併症を減らすことが目標 
•  MEDLINE、PubMedで検索されたRCT、 
   non-RCT、systematic review、ガイドラインを  
   基に作成 
	



 
STOP the Bleeding Campaign 

 •  Search for the patients at risk of coagulopathic 
bleeding：凝固障害のリスクのある患者を発見 

•  Treat bleeding and coagulopathy as soon as they 
develop：迅速に出血、凝固障害を治療  

•  Observe the response to interventions：                      
治療介入の反応を確認 

•  Prevent secondary bleeding and coagulopathy：　　　
続発する出血、凝固障害を予防 



Guideline Outline 
•   I.   Initial resuscitation and prevention of            

further bleeding 
•  II.   Diagnosis and monitoring of bleeding  
•  III.  Tissue oxygenation, fluid and hypothermia 
•  IV.  Rapid control of bleeding 
•  V.   Management of bleeding and coagulation  
•  VI.  Treatment pathway  





GRADE Systemによる推奨度 



	  
	  

Guideline 

 

III.  Tissue oxygenation, fluid  
and hypothermia 

	  
	



Tissue oxygenation 
Recommendation 13 
   

頭部外傷がない外傷の初期治療では、止血する
まで収縮期圧は80～90 mmHgを目標とする 
(Grade 1C) 
 
　 
 出血性ショックかつ重症頭部外傷患者（GCS 
 8点以下）では平均血圧を80mmHg以上に維持 
すべきである(Grade 1C) 
 



Permissive Hypotension 

•  Low volume fluid resuscitation 
•  ある程度の組織還流を維持する一方で、大量輸

液の合併症を避ける→rebleeding syndrome、腹
部コンパートメント症候群、心不全、ARDS、
多臓器障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

Waydhas C; German Society of Trauma Surgery.  Preclinical management 
of multiple injuries: S3 guideline. Unfallchirurg 2012, 115(1):8-13 



イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合
は、イメージを削除して挿入してください。

Immediate versus delayed fluid resuscitation for hypotensive patients with 
penetrating torso injuries. Bickell WH, Wall MJ, Pepe PE, et al.   

N Engl J Med. 1994;331:1105–1109. 

•  A prospective trial 
•  Single center 
•  Penetrating torso injuries 
•  sBP<90mmHg pre-hospital 
•  598 adult patients 
•  immediate vs delayed fluid  
     resuscitation 
 
delayed resuscitation groupの
方が生存率が高い 
 
 

奥田、讃井  慈恵ICU勉強会	
2012/11/27より	  



•  Design: 多施設後ろ向きコホート研究  
•  Methods: The American College of Surgeons National 

Trauma Data Bankより2001年～2005年に病院前輸液を
投与された群と投与されなかった群を解析 

•  Primary outcome; 院内死亡率 
•  Results: 776,734人の患者のうち、49.3%が病院前輸液

を受けた。全死亡率は4.6% 



病院前輸液のルーチン投与は 
有害であり、投与すべきではない 



Kwan I, Bunn F, Roberts I. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2003, Issue 3. Art. No.:CD002245 
 

•  Objective: 外傷出血患者にて早期vs後期輸液投与、
大量vs少量輸液投与が有効かを検証 

•  Selection criteria: 6のRCTが抽出された  
•  Conclusion: 外傷出血患者にて早期輸液投与や 
   大量輸液投与が有効か否かを証明するRCTはなく、 
　さらなる調査が必要 



Redefining hypotension in traumatic brain injury 
Berry C, Ley EJ, Bukur M et al. Injury 2012;43: 1833-7  

 
•  Design: 多施設後ろ向き観察研究 
•  Method: Trauma Emergency Medical Information System

のデータベースより1998 年1月～2005年12月の間に入院
した中等度～重症頭部外傷(head AIS≧3)患者15,733人を
年代別に解析 

•  Main outcome: 死亡率 

    中等症～重症単独頭部外傷患者ではSBP110以上に 
　 維持することを考慮 



Fluid therapy  
Recommendation 14 
 
 

出血性ショックの外傷患者には輸液療法を開始 
すべきである(Grade 1A) 
 
 
出血性ショックの外傷患者には晶質液から投与 
すべきである(Grade 1B) 
 
 
 
 
 
 
	



どの輸液をどれくらい使うべき？ 

•  Crystalloids (晶質液）or Colloids (膠質液）？ 
 
•  初期輸液療法では、等張電解質輸液を用いる。

一定の輸液量を目安（成人では１～２L）に 
　 急速輸液を行い、循環の反応を観察して治療方　 
　 針を決定する。(JATECTM®） 
 
•  Ringer’s lactate solution is the initial fluid of 

choice. At initial, warmed fluid bolus is given as 
rapidly as possible. The usual dose is 1 to 2 
liters for an adult…(Advanced Trauma Life Support®) 

 



Perel P, Roberts I, Ker K. Cochrane Database Syst Rev. 2013　 

#	  of	  RCTs	 #	  of	  pa+ents	 Rela+ve	  Risk	  (	  95%	  CI)	

Albumin/	  Plasma	  
protein	  fracAon	

24	 9,920	 	  1.	  00	  (	  0.92	  to	  1.09)	

Hydroxyethyl	  
starch	

25	 9,147	 1.10	  (	  1.02	  to	  1.19)	

Modified	  gelaAn	 11	 506	 0.91	  (	  0.49	  to	  1.72)	  	

Dextran	 9	 834	 1.24	  (	  0.94	  to	  1.65)	

28;2:CD000567 

Objective:　蘇生時に膠質液は晶質液と比べて有用か？ 

Conclusion: 外傷、熱傷、手術の蘇生時に晶質液と比較して
膠質液が死亡リスクを低下させることを示すRCTはない 



Neal MD, Hoffman MK, Cushieri J et al.  
J Trauma Acute Care Surg 2012;72:892-8 

•  Design:多施設前向きコホート研究 (Inflammation and the Host 
Response To Injury large Scale Collaborative Program supported by the National 
Institute of General Medical Sciences)    

•  Methods: 2003年11月 ～ 2008年10月の間に大量輸血
（受傷後24時間以内に10単位以上のPRBC輸血）を要
した1,710名の鈍的外傷患者を解析 

　受傷後24時間に投与されたCrystalloid:PRBC比を検討し、 
　危険因子を調査 
•  Primary outcome:院内死亡率(受傷後24時間以降)、 
　院内感染、多臓器不全、ARDS、腹部コンパートメント　 
　症候群 



High FFP:PRBC> 2:1 
Low FFP:PRBC <2:1 
 
特にFFP:PRBC低比率群では 
Crystalloidsの投与は 
多臓器障害のリスクとなる 

Crystalloids :PRBC ＞1.5:1の投
与比率では、多臓器不全、
ARDS、腹部コンパートメント
症候群のリスクが上昇 



Fluid therapy  
Recommendation 14 

　	  
重症頭部外傷患者では低張液（乳酸リンゲル液）
を避ける(Grade 1C) 
 
 
鈍的外傷、頭部外傷において 初療時に高張液を
投与してもよいが、晶質液や膠質液と比べて 
利点はない(Grade 2B) 



Bulger EM, May S, Kerby JD et al. Ann Aurg 2011; 253: 431-441 

•  Design: 多施設無作為化比較試験 
•  Methods:  
    2006年5月～2008年8月に出血性ショックの外傷患者   
 （895人）を対象に 無作為化試験を行った 
　院外で250ml輸液投与 
　7.5%生食/ 6%デキストラン(HSD)群、 
    7.5% 生食(HS)群、0.9% 生食(NS)  群に分けた 
•  Primary outcome: 28日生存率 
　　　 



病院前の高張液投与に
より、生存率の改善は
示されなかった 



Bulger	  EM,　May	  S、Brasel	  KJ	  et	  al.	  JAMA	  2010;304:	  1455-‐1464.	  	

•  Design: 多施設二重盲検無作為比較試験  
•  Methods:2006 年5月～ 2009年5月に北米１１４施設において、出血性

ショックでない病院前GCS 8点以下 の頭部外傷患者2,122人を無作為
に7.5%生食/ 6%デキストラン(HSD)群、7.5% 生食(HS)群、 0.9% 生食
(NS)  群に分け、二重盲検で調査した 

•  Primary outcome: 6か月後の神経学的予後 (Extended Glasgow 
Outcome Scale; GOSE)     

•  Results: 
    (1) 6か月後の神経学的予後HSD 53.7% vs NS 51.5%  
            [95% CI -4.5% to 9.0%] 
         HS 54.3% vs NS 51.5% [95% CI -4.0 to 9.0% (P=0.67)]  
    (2) 28日生存率 
          HSD 74.3%, HS 75.7%, NS 75.1% (P=0.88) 
 
高張液投与は6か月後の神経学的予後、生存率を改善しない 



Erythrocytes 
Recommendation17 

 
 
ヘモグロビン値(Hb)の目標値は7 ～ 9 g/dl
がよい（Grade 1C) 
	  	



 
•  Design: 多施設無作為化比較試験 
•  Methods: ICU入室後72時間以内にHb<9g/dLとなった838

人を制限輸血群（Hb< 7g/dLで輸血し、7~9g/dLに保つ）
と自由輸血群（ Hb< 10g/dLで輸血し、10~12g/dLに保つ
 ）の2群に分けて比較検討 

•  Primary Outcome: 30/ 60日死亡率、 ICU/ 院内死亡率 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

                         	  
	  
	  	  	  小林 慈恵ICU勉強会   2010. 06. 22より 

30日/60日/ICU/院内死
亡率、ICU/病院滞在
日数 
→いずれも有意差なし 

Hb＜10g/dLでの輸血が 
より有効である根拠なし 



•  外傷での輸血制限群と非制限群を比較した	  
   前向きRCT	  はまだ報告されていない	  
	  
•  TRICC	  trialから外傷患者を抽出し解析した	  
   報告はある	



McIntyre L, Hebert PC, Wells G et al.  J Trauma 2004;57: 563-568 

•  Design: TRICC試験のサブグ
ループ解析 

•  Methods: 72時間以内にICU
に入院したHb<9g/dL の外傷
患者203名を輸血制限群
(Hb<7)と輸血自由群(Hb<10) 

 　を対象とし、解析      



輸血制限群で輸血の必要量は減少した 
それ以外について有意な結果は得られなかった 



頭部外傷患者でのヘモグロビン目標値は？ 

•  酸素供給量の低下による二次性脳損傷の予防のために
Hb10g/dLを目指して輸血する慣習があるが、、、 

 
•  1,150人のTBI患者において赤血球輸血により死亡率は 
    2倍に、合併症率は3倍に上昇(Retrospective review)(Salim A, Hadjizacharia  
       P, DuBose Jet al. Role of anemia in traumatic brain injury. J Am Coll Surg. 2008 ;207:398-406) 

•  139人のTBI患者において初療時Hct２８％以上に維持し
ても、6か月後の神経学的予後の改善には関与しない 

    (後ろ向き観察研究)(Flückiger C, Béchir M, Brenni M et al. Increasing hematocrit above 28% 
during    
        early resuscitative phase is not associated with decreased mortality following severe traumatic  
        brain injury. Acta Neurochir (Wien). 2010;152:627-36) 

頭部外傷患者も他の外傷と同様に輸血の閾値を 
設定すべき 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                 
                Guideline 

V. Management of bleeding  
and coagulation  

 



Antifibrinolytic agents 
Recommendation 24 

 
出血している、もしくは大量出血のリスクのある
外傷患者には早期にトラネキサム酸を投与する。
導入量1g/10minの後、1ｇ/8hrで投与する。 
(Grade 1A) 
 
受傷後3時間以内にトラネキサム酸を投与する　　　
(Grade 1B) 



トラネキサム酸 
プラスミノゲンのリジン
結合部位と結合→フィブ
リンへの吸着を阻止 
→抗線溶作用 



 

   

Lancet 2010;376:23-32 
 

•  Design: 多施設無作為化比較試験 
•  Methods: 44か国284施設において受傷後8時間以内

で重症出血を伴う成人20,211人を トラネキサム酸群
（導入量1g/10minの後、1ｇ/8hrで投与）とプラセボ
群に分け、二重盲検とした 

•  Primary outcome: 4週間以内の院内死亡 
　死亡原因 の内訳は、出血、血管閉塞、多臓器不全、頭部 
　 外傷他とした 



トラネキサム酸は重症出血を伴う外傷患者の 
全死亡率、出血死を低下させた 



CRASH-2　出血死群のサブグループ解析 
	

Lancet 2011;26;377(9771):1096-101 

•  受傷後3時間以内のトラネキサム酸投与で出血死が
減少 

•  1時間以内の投与ではより効果的 
•  3時間以上の投与では出血死のリスクが増大 



Plasma 
Recommendation 26 
 
 

　大量出血の患者には新鮮凍結血漿(FFP) 、 
　病原体不活化血漿製剤(Grade 1B) 、 
　フィブリノゲン(Grade 1C) を早期に投与する 
 
 
 

 
　 理想の投与比率は少なくとも血漿：赤血球＝ 
　1:2である(Grade 2C) 
 
   
  



輸血療法の変遷 

•  1980年代前半まで；全血輸血の時代 
　血小板減少が止血異常の主因 
　→最初に投与すべきは血小板 
•  2000年初頭まで；米国では経験則でFFP:RBC= 
　1: 4～10の比率で投与すべきという意見 
•  1998年 Hiippala；出血傾向が出現した場合、 
　最初に投与すべきは血小板ではなくFFP 
•  その後FFP過少投与に対して批判的論文が 
　相次いで公表 
•  現在；FFP：RBC：PC=1:1:1の比率で投与 
　→生存率の改善を認めたとの報告が多い　　 



血小板数が危険値に減少する前にフィブリノゲン減少が
起こることを初めて科学的に証明 
→出血傾向が出現した場合に最初に投与すべきはFFP 



Damage Control Resuscitation Principles 

•  Permissive hypotension  
•  Rapid definitive /surgical control of bleeding 
•  Avoidance of hemodilution by minimizing use of 

crystalloids 
•  Early transfusion of red blood cell: plasma: 

platelets in a 1:1:1 unit ratio 
 
　International expert conference on massive transfusion at the US 　　 
　Army’s Institute of Surgical Research, May 2005より抜粋 
 
　Holcomb JB, Jenkins D, Rhee P et al. Damage Control Resuscitation: 　 
　Directly Addressing the Early Coagulopathy of Trauma.  
    J Trauma 2007;62:307-310 
 



•  FFP: RBC高比率投与の文献は、現時点で１９の
研究、6つのシステマティク・レビュー、１つの
メタ解析が報告されている 

•  RCTの報告はない 
　FFPは投与前に融解する必要がある→すぐに使えない 
　重症外傷患者はFFP輸血がされる前に亡くなってしまう 
　　→この患者群がFFP: RBC高比率投与から恩恵を受ける　　　　 
　　  のでは？　 
•  上記報告からは、総じてFFP: RBC高比率投与は

予後を改善すると言える 
 



FFP: RBC投与比率はどのくらいにすべきか？ 

Phan HH, Wisner DH. Should we increase the ratio of plasma/platelets to red blood 
cells in massive transfusion: what is the evidence? Vox Sang 2010;98:395-402 



ただしFFP：RBC高比率投与がベストか 
どうかは分からない、という報告あり 

Crit Care Med 2013;41:1905-1914 

•  Design: 単施設後ろ向きコホート研究 
•  Methods: 741人の外傷患者において、 
    plasma:RBC投与比率と死亡リスクを調査した　　　 
　低比率群を<0.85、高比率群を≧0.85と定義  
•  Primary outcome: 30日死亡率 
 



Plasma: RBC高比率投与群
と低比率投与群では生存率
に差はない 

Survivor bias によるものか？ 
（低比率投与群ではplasmaが輸血
される前に死亡する者も含んでし
まう） 



Fibrinogen and cryoprecipitate 
Recommendation 27 
 
 

フィブリノゲン値が1.5 ～2.0g/l以下または
thromboelastgram にてフィブリノゲン欠損
を認める大量出血の場合、フィブリノゲン、
クリオプレシピテートの投与を勧める 
(Grade 1C) 



フィブリノゲンは血栓形成の要 



Rotational Thromboelastgram 
(ROTEM®) 

•  血液のゲル化に伴って
生ずる凝固塊の弾性変
化を自動的に記録 

•  凝固能・血小板機能・
線溶亢進など止血のプ
ロセス全ての情報を、
コンピュータで処理・
解析 

•  全血を用いて、血液の
構成成分全てが相互作
用し合い、血栓を作っ
ていく様子を定量化で
きる 





Stinger HK, Spinella PC, Perkins JG et al. J Trauma 2008;64:S79-85　 

•  Design: 単施設後ろ向きレビュー 
•  Methods: 
　2004年1月～2005年10月にかけて大量輸血 
　（受傷後24時間以内に10単位以上のRBC輸血）を 
　要した252名の患者データを用いて調査 
　 
　<0.2g fibrinogen/RBC Unitの低比率投与群（52名）と           
    ≧0.2g fibrinogen/RBC Unitの高比率投与群（200名）に 
　分け、院内死亡率、死亡原因を比較 



Fibrinogen：RBC高比率投与群の方が死亡率が低く、	  
出血死も少なかった 	



Shaz BH, Dente CJ, Nicholas J et al. Transfusion 2010;50:493-500   

•  Design: 単施設後ろ向きレビュー (2005 年2月～2007
年1月)と前向きレビュー(2007年2月～ 2009年1月)  

•  Methods: 大量輸血（24時間以内に１０単位以上の
RBC輸血）を受けた214 名の患者のデータを解析 

　cryoprecipitate: RBC投与比率（他にplasma:RBC、 
　Plt:RBC投与比率）と死亡率の関係を調査 
•  Primary outcome: 30日生存率 
 



クライオプレシ
ピテート:RBC高
比率投与群にお
いて生存率が高
かった 



•  外傷患者の出血に対してフィブリノゲンが有用
であると観察研究、症例報告では報告されてい
るが、、 

　 Meyer MAS, Ostrowski SR, Windelov NA et al. Fibrinogen concentrates for  
      bleeding trauma patients: what is the evidence?  
      Vox Sanf 2011;101:185-190 

•  外傷患者でのフィブリノゲンの有用性について
の前向き臨床研究はない 

•  周術期ではフィブリノゲンの有用性について 
　報告したRCTはある 
　Kozek-Langenecker S, Sørensen B, Hess JR et al. Clinical effectiveness of  
      fresh frozen plasma compared with fibrinogen concentrate: a systematic  
      review. Crit Care 2011;15:R239. 



Platelet  
Recommendation 28 

  
50X109/L以上を維持するように、血小板輸血
を施行する (Grade 1C) 
 
 
継続的な出血もしくは頭部外傷では、血小板数
を100x109/l以上に維持するのが好ましい 
(Grade 2C) 
 
   



血小板輸血の閾値は？ 

•   急性出血では50,000～100,000/µLで輸血する   
    (Grade 2C) 
    Liumbruno G, Bennardello F, Lattanzio A et al. Recommendations for the   
     transfusion of plasma and platelets. Blood Transfus  2009;7:132-50 
 
•  頭蓋内出血では100,000/µL以下で死亡率が9倍 
　 上昇する 
　Schnüriger B, Inaba K, Abdelsayed GA et al. The impact of platelets on the  
      progression of traumatic intracranial hemorrhage. J Trauma 2010;68:881-5 
	  	  	  	  	  	



Brown JB, Cohen MJ, Minei JP et al. J Trauma Acute Care Surg 2012;73:358-364 

•  Design: 多施設前向きコホート研究 
•  Methods: 
　2003年～2010年に入院した大量輸血（24時間以内に 
　１０単位以上のRBC輸血）を要した鈍的外傷患者 
　（604名）が対象 
　血小板：赤血球高投与比率群(≧1:9) と 低比率群を比較 
　（FFP:赤血球も同様に比較） 
•  Outcome:　6，12，24時間後の死亡率 
 



血小板：赤血球輸血高比率投与群は死亡率を 
低下させる 



•  血小板：赤血球輸血の投与比率について
はまだ結論に至っていない 

 
•  血小板：赤血球輸血の投与比率を決定す

ることができない要因の１つとして、、 
　→FFP：赤血球輸血の投与比率と分けて	  
　　 解析することができない	



Antiplatelet agents 
Recommendation 29 
 

 
抗血小板薬投与中の大量出血患者、頭蓋内
出血患者には血小板輸血を施行してもよい 
(Grade 2C) 



 
A meta-analysis to determine the effect on survival of 

platelet transfusions in patients with either spontaneous  
or traumatic antiplatelet medication-associated 

 intracranial haemorrhage 
Batchelor JS, Grayson A. BMJ Open 2012;2:e000588 

 
•   6 のメタ解析で検証 
•   2 研究が内因性頭蓋内出血、４研究が外傷性頭蓋内出血が対象 

Spontaneous	  ICH,	  他はtraumaAc	  ICH	

頭蓋内出血患者に血小板輸血を投与しても生存率は改善しない 



現在進行中のRCT 

•  Prospective, randomized, multicenter study  
    with open treatment and blind endpoint evaluation 
•  抗血小板薬内服中の頭蓋内出血患者に血小板輸血を

行うと予後が改善するかどうかを調査中 
　（ただし頭部外傷患者は除外されている） 



Factor VIIについては 
Recombinant activated coagulation factor VII(rFVIIa) 
Recommendation 33 

止血制御不能な大量出血、外傷性凝固障害に 
対してrFVIIaを投与してもよい(Grade 2C) 
 
単独頭部外傷による頭蓋内出血にrFVIIaを 
投与しない(Grade  2C) 
 



外傷患者の出血に対応する際には 

•  出血、続発する外傷性凝固障害を制御すること
が重要 

•  晶質液を投与し、permissive hypotensionを考
慮。ただし単独頭部外傷では血圧をやや高めに
保つ 

•  トラネキサム酸の早期投与は有効 
•  大量出血の患者では早めに血漿製剤を投与する。

血漿、血小板、赤血球輸血の高投与比率はよさ
そうだが、まだ結論には至っていないか 


