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病院前救護における蘇⽣的輸⾎
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multicenter, open-label, randomized, controlled, phase 3 trial

Lancet haematology 2022;9:e250-61

Journal Club



プレホスピタルでの輸⾎の背景

● 外傷性凝固障害について

● 外傷診療における蘇⽣的輸⾎について

● プレホスピタルでの輸⾎の意義

● 凍結乾燥⾎漿について

● プレホスピタルでの輸⾎の先⾏研究



外傷診療における凝固異常への対応

外傷死の三徴
① アシドーシス
② 低体温
③ 凝固異常

2000年代前半まで、外傷性の凝固異常は、アシドーシスや低体温、⼤量輸
⾎・輸液での希釈に伴う副産物程度に認識されていた

⇒ 外傷そのものが凝固異常を誘発し、個別の予後不良因⼦となる認識
外傷急性期凝固異常（Acute Traumatic Coagulopathy）

「防ぎうる外傷死」防⽌のため、早期介⼊の必要性が認識される

従来の出⾎性ショック治療
・Damage Control Surgery
・アシドーシスの治療
・低体温の予防



外傷性凝固障害（Trauma-induced coagulopathy）
外傷急性期凝固異常（Acute Traumatic Coagulopathy）

外傷による組織損傷と組織低灌流により
全⾝性炎症反応が惹起され
⇒ 外傷急性期凝固異常(ATC)の状態
① 凝固反応亢進
② プロテインC⽋乏による凝固異常
③ 凝固制御不全
④ 線溶系亢進を伴う凝固障害
（DICに類する病態）

ATC合併例では、⾮合併例と⽐較して
・全体的な死亡率3〜4倍
・受傷後24時間では8倍に上昇

図： Br J Haematol 155: 537‒548, 2011

J Trauma 64: 1459‒1463, 2008.



Nature Reviews Disease Primers,7:30(2021)

外傷性凝固障害（TIC）

外傷による病態⽣理学的反応
・ 線溶系低下/亢進
・ ⾎⼩板活性化/機能低下
・ トロンビン産⽣亢進/低下
・ フィブリノゲン産⽣亢進/枯渇

全体として凝固能は亢進/低下どちらにも振れうる
⇒ TICの表現型として出⾎型、混合型、⾎栓型



Damage Control Resuscitation

① Permissive Hypotension
・初期輸液投与の制限（成⼈で1L, ⼩児で20mL/kg程度）
・sBP 80-90mmHg程度の低⾎圧を許容（頭部外傷では>90mmHg）

② Hemostatic Resuscitation
・⾎液凝固障害の制御を⽬的とした輸⾎療法
・Massive transfusion protocol （RBC:FFP:PC=1:1:1）
・トラネキサム酸の早期投与

③ Damage Control Surgery
・まず蘇⽣的⼿術（パッキングなど）
・集中治療で全⾝状態を安定後に計画的再⼿術

Journal of Intensive Care (2017) 5:4

まず全⾝状態を安定させ、外傷死を防ぐ戦略



外傷診療における蘇⽣的輸⾎
● ⾚⾎球輸⾎
・ 急性期では再出⾎や出⾎持続の危険性を考慮しHb 10g/dLを閾値に
・ ⽌⾎・循環動態安定後ではHb 7g/dLを閾値に
・ 輸⾎制限戦略は⽣存率向上、出⾎減少、有害事象減少を⽰唆

(Intensive Care Med. 2019;45:1806-1809)
● 新鮮凍結⾎漿
・ 輸⾎閾値に関する明確なコンセンサスなし
・ PT-INR≧2,  APTT≧上限2倍、フィブリノゲン150mg/dL程度が⽬安

● ⾎⼩板
・ 輸⾎閾値に関する明確なコンセンサスなし
・ 出⾎リスクがあれば5〜10万/μL、なければ1万/μL程度が⽬安

Massive Transfusion Protocol
⼤量出⾎時は⾚⾎球輸⾎量に合わせRBC︓PLT︓FFP=1︓1︓1で投与

厚労省 ⾎液製剤の使⽤指針（改定版）

JAMA. 2015. 313(5):471-482.

JAMA. 2021 Feb 9;325(6):552-560

厚労省 ⾎液製剤の使⽤指針（改定版）



欧州集中治療医学会(ESICM) ガイドライン(2021)
Intensive Care Med. 2021;47:1368-1392

Part 1︓ ⼤量出⾎の成⼈患者における輸⾎戦略
Part 2︓ ⾮⼤量出⾎の成⼈患者における輸⾎戦略
Part 3︓ 出⾎患者へのトラネキサム酸の投与について

*⼤量出⾎︓ 24時間で10単位 あるいは 1時間で4単位以上のRBC輸⾎が必要な状態

（参考︓ JSEPTIC Journal Club 2021/12/21 藤本裕太郎先⽣発表）



ESICMガイドライン上（外傷診療での輸⾎）

● 強く推奨する
（外傷による⼤量出⾎に関する輸⾎戦略に関しては特になし）

● 条件により推奨する
・外傷による⼤量出⾎の重症患者に（⾎漿）⾼⽐率輸⾎戦略を⾏う
・⼤量出⾎時の輸⾎の⽬安として粘弾性検査または凝固検査を⾏う

● 推奨を提⽰しない
・⾮⼤量出⾎患者への⾼⽐率輸⾎戦略
・⼤量出⾎患者へのプロトロンビン複合体＋⾎漿の使⽤
・凍結/低温保存された⾎⼩板の使⽤
・⼤量出⾎患者への経験的フィブリノゲン早期補充

Intensive Care Med. 2021;47:1368-1392

⾚⾎球：⾎⼩板：⾎漿⽐= 1：1：1（単位）



外傷診療で輸⾎の場をプレホスピタルに移すことの議論

● 病院前輸⾎(PHT; prehospital transfusion)の現状
・ 外傷診療の分野では⽐較的⾃由な輸⾎、他の分野では制限的輸⾎戦略が主流
・ エビデンスは不⼗分だが、軍事分野や⼀部の⺠間外傷診療ではPHTが⾏われている

● 賛成意⾒
・ ⺠間・軍事両⽅の研究で、輸⾎開始までの時間は死亡率改善のための最重要要素
・ ⾎漿で早期にフィブリノゲンや凝固因⼦を補充し、外傷性凝固障害の進⾏を防⽌
・ 粘弾性試験ではPHTで凝固能の有意な改善がみられる。

● 反対意⾒
・ 多くの研究ではPHTの有益性について信頼度の⾼いデータは⽰されていない
・ 現場での輸⾎に必要な労⼒のために他の処置が遅れ、搬送時間が延⻑する可能性
・ 他分野で主流となりつつある制限的輸⾎の流れに反し、得られた教訓を無視するもの
・ 外傷性凝固障害には解明されていない機序も多く、さらなる研究を待つべき

Anesthesia & Analgesia. 2022 Apr 1;134(4):678-682



乾燥⾎漿の歴史
TRANSFUSION 2016;56;S128–S139 より作成

● 1930年代に⾎漿の凍結乾燥技術が開発
英軍、⽶軍が戦時中（WWII, 朝鮮戦争など）で実⽤
⇒ 肝炎など、輸⾎が原因の感染が多く、廃⽌された

● フランス軍でも乾燥⾎漿を製造しインドシナ戦争等で使⽤
HIVの感染リスクのため1985年に開発は中断

● ⽶軍のイラク・アフガニスタンでの軍事作戦
2015年までに33.5万単位の⾎液製剤（うち11万単位が⾎漿）を前線へ輸送
採⾎後、8時間（FFP)または24時間（F24)で凍結し輸送
使⽤前に約30分程度融解(thaw)し、融解後は5⽇以内（⽇本では24時間）に使⽤

⇒ 冷凍物流網維持構築の膨⼤なコスト、臨床上の制約、医療経済上の問題



凍結乾燥⾎漿（FDP）について

TRANSFUSION 2016;56;S128–S139 より作成

● 近年、より安全で効果的な乾燥⾎漿が開発され数カ国で実⽤化
室温で1.5〜2年保存でき、溶解後数分程度で使⽤できる

● ⽶国でもより軍と⺠間企業が開発契約を締結
第1相試験で良好なデータ。FDAは2018年に戦場での使⽤を承認

FLYP（フランス） LyoPlas N-w（ドイツ） Bioplasma FDP（南ア）



FFP vs FDP

● 新鮮凍結⾎漿（FFP; Fresh Frozen Plasma)
・ -20℃以下で冷凍保存 (採⾎後1年間)
・ 融解装置を⽤いて30〜37℃の温湯で攪拌融解
・ 融解後は直ちに使⽤（2〜6℃で24時間保存可能）
（⽶国は融解後に5⽇間冷蔵保存(thawed plasma)

● 凍結乾燥⾎漿 (FDP; Freeze-Dry Plasma/Lyophilized plasma)
・ 室温保存が可能で携帯性に優れる（戦闘地域、被災地）
・ 注射⽤⽔で溶解し5分以内に使⽤が可能（融解装置不要）
・ 溶解後は5⽇間の冷蔵保存が可能

重症外傷でのメタアナリシスでは両者の効果に差はない
J of Trauma and Acute Care Surg, 2021 Mar;90(3):589-602

図 Shock. 2015 August ; 44(0 1): 63‒70

COMBAT studyで⽤いられた野外⾎漿システム
⾞両電源を⽤いて特殊パックしたFP24を3分で融解



プレホスピタルでの輸⾎に関する先⾏研究

●セッティング︓ どの国の試験か。⺠間か軍隊か

Ｐ︓外傷性の⼼停⽌や頭部単独外傷を含むか︖

Ｉ︓製剤の種類（全⾎、⾚⾎球液、⾎漿、⾎⼩板）
投与量、各製剤の投与⽐率

Ｃ︓対照群 介⼊なし/同⽔分量の細胞外液/標準的ケア

Ｏ︓死亡率（何時間後、何⽇後） 凝固検査値 有害事象



出⾎性ショックへの病院前輸⾎に関する主な研究

研究 (RCT) 規模 P I C O
PAMPer (US)
(NEJM 2018)

523
多施設
（軍）

18〜90歳
⼼停⽌含まず
(5分持続）

FFP (冷蔵)
＋標準ケア
（RBC含む)

晶質液
＋標準ケア
(RBC含む)

30⽇
死亡率

COMBAT (US)
(Lancet 2018)

144
単施設

18歳〜
⼼停⽌含まず
(割付時点)

FFP ⽣⾷ 28⽇
死亡率

RePHILL (UK)
(Lancet Hem 2022)

432
多施設

16歳〜
⼼停⽌含む

RBC＋FDP ⽣⾷ 死亡率＋乳酸
クリアランス
Composite

PREHO-PLYO (FR)
(JAMA Ntw Op 2022)

134
多施設

18歳〜
⼼停⽌含まず

FDP ⽣⾷ 病院到着時
PT-INR



PAMPer study (⽶国) 
N Engl J Med 2018;379:315-26.
JSEPTIC Journal Club 2018/9/11 
⾹⽉洋紀先⽣、⽥北無⾨先⽣ スライドを参考

⽶国多施設でのcluster-randomized trial
27箇所の航空基地（ランダム化）→ 外傷センター(9箇所) へ航空搬送

Ｐ︓ 出⾎性ショックの⾼リスク外傷患者（航空搬送） ⼼停⽌を含まない
Ｉ︓ thawed plasma（融解後低温保存FFP）2単位+ 標準治療（RBC含む）
Ｃ︓ 標準治療（RBC含む）のみ
Ｏ︓ 30⽇時点での死亡率



Primary Outcome︓ 30⽇死亡率

⾎漿投与群
23.2%

標準ケア群
33.0%

P=0.03
NNT=10

⾎漿輸⾎で30⽇死亡率約10%低下



COMBAT study (⽶国)

JSEPTIC Journal Club 2018/9/11
⾹⽉洋紀先⽣、⽥北無⾨先⽣ スライドを参考

⽶国都市部のLevel 1外傷センター(Denver Health Medical Center)での単施設RCT
（中間解析の結果から、途中で試験中⽌となる）

Ｐ︓ 出⾎性ショックの⾼リスク外傷患者（救急搬送）
Ｉ︓ thawed plasma2単位+ 標準治療（RBC含む）
Ｃ︓ ⽣⾷投与＋標準治療（RBC含む）
Ｏ︓ 28⽇死亡率

Lancet, 2018;392:283-291.



Primary Outcome︓ 28⽇死亡率
⾎漿投与群 対照群

死亡率、重篤な合併症に関して有意差なし



両試験のPost Hoc解析
JAMA Surg 2020;155(2):e195085

PAMPerとCOMBATを事後解析（解析しやすいように事前デザイン）したもの

Ｐ︓ 出⾎性ショックの⾼リスク外傷患者（PAMPer 561⼈ COMBAT 144⼈）
Ｉ︓ thawed plasma 2単位+ 標準治療（RBC含む）
Ｃ︓ ⽣⾷投与＋標準治療（RBC含む）
Ｏ︓ 28⽇死亡率



Major Outcomes︓ 28⽇/24時間死亡率

対照群 ⾎漿群

28⽇、24時間死亡率とも⾎漿投与群の⽅が有意に低い



搬送時間での解析
搬送時間＞20分では⾎漿群で死亡率改善
ハザード⽐ 0.56 （95% CI 0.40-0.80）

搬送時間≦20分では⾎漿群⽅が死亡率⾼い
（統計学的有意差はなし）

搬送時間20分より⻑い

搬送時間20分以下

全体での死亡率

⾎漿群
対照群 ⾎漿群

対照群

p=0.2
HR 1.71 (p=0.24）

対照群
⾎漿群



本研究開始時点の前提

● 外傷性出⾎性ショックに対するプレホスピタルでの輸⾎製剤投与について
有益性に関するエビデンスはいまだ不⼗分

● プレホスピタルでの輸⾎に関する27⽂献のsystematic reviewでは、
輸⾎施⾏での死亡のオッズ⽐1.29 (95%CI 0.84-1.96)

Shock. 2016 Jul; 46(1): 3–16.

● 搬送時間＞20分であれば輸⾎による死亡率改善が⽰唆される

● 輸⾎に対する反応はまれ。短期間の安全性は問題なさそう



本⽇の論⽂

外傷関連出⾎性ショックのため病院前救護を受ける患者に対する
⾎液製剤を⽤いた蘇⽣（RePHILL）︓

Lancet haematology 2022;9:e250-61



本論⽂のResearch Question

研究デザイン︓
英国の⺠間救急対象の多施設・⾮盲検・ＲＣＴ 第3相試験

リサーチ・クエスチョン
Ｐ︓ 外傷関連の出⾎性ショックの傷病者（⼼停⽌含む）
Ｉ︓ プレホスピタルでの⾚⾎球液＋凍結乾燥⾎漿の投与
Ｃ︓ 同量の⽣理⾷塩液投与
Ｏ︓ 死亡エピソード or 乳酸クリアランス失敗



RePHILL Study の概要

Resuscitation with Pre-Hospital Blood 
Products (RePHILL)

英国NHS傘下の4病院前救護サービスが運⽤す
る⾞両・ヘリ病院前救護チーム
（医師1名とパラメディックで構成）

バーミンガム⼤学、NHS財団が後援
多施設共同、無作為化並⾏群間、⾮盲検、ラン
ダム化対照試験

South Central 研究倫理委員会による承認



Methods



Inclusion and Exclusion

Inclusion
低⾎圧（sBP<90mmHgまたは橈⾻動脈触知不可の場合と定義）を伴う
外傷を有する16歳以上の成⼈

Exclusion
• 病院前救護での輸⾎に対する明⽰された拒否がある場合
• 妊婦（申し出がある、あるいは外⾒上明らかな場合）
• ⼤出⾎のない頭部単独外傷
• Inclusionの登録前に輸⾎を受けていた場合
• 囚⼈（規則上の理由）

● 病院前救護チームにより治療介⼊への適格性を判断
● 事後に適格がないことが判明した場合はper protocolで編⼊
● 臨床試験参加に対するinformed consentの機会は事後提供



ランダム化、マスキング

⾚⾎球ｰ凍結乾燥⾎漿または⽣⾷をボックス
中に⾎液センター職員が封⼊
（地域ごとに層別化、割付⽐率1:1）
救急⾞両の中で48時間保存

・病院前救護チームにより介⼊適格例と判断
され、ボックスが開封された時点でランダム化
試験に組み込まれる
・ボックスの外⾒・重さは同⼀で、医療チームは
開封するまで割付はわからない
・使⽤されなかった⾎液製剤は返却



介⼊⼿順︓ 薬剤投与

● 輸⾎群
・⾚⾎球製剤 (PRBC)
UK NHS⾎液移植部⾨が供給。O型、RhD(-)
1単位平均282mL (220-340mL)

・凍結乾燥⾎漿製剤 (LyoPlas)
ドイツ⾚⼗字(Blutspendedienst West)製
A or AB型製剤を投与直前に⽔200mLに混⼊

● 対照群
250mLの0.9%⾷塩液を最⼤4パック投与
（液体量は介⼊群と同等） 画像元

https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendedienst/
zentralbereiche/Zentralbereich-Plasma



介⼊⼿順︓ 投与⽅法

輸⾎群︓ ⾚⾎球1単位→⾎漿1単位を交互にボーラス投与
対照群︓ ⽣⾷250mLを1袋ずつボーラス投与
⾎圧改善（sBP>90mmHgまたは橈⾻動脈触知）するまで
1U/袋ずつ反復ボーラス投与継続（⾎圧低下した場合は再開）

共通プロトコル︓
4U/袋 投与後も低⾎圧改善しない場合は、病院到着まで
臨床試験と関係なく⽣⾷液を反復投与する。
病院到着後の治療に関しては担当医の裁量による。



Outcomes

Primary outcome︓
「①または②」の⽐率 (=composite outcome)

①死亡エピソード（受傷時点から⾮急性期施設への移⾏までの間）
②乳酸クリアランス不達成︓割付後、最初の2時間で20%/h未満

Secondary outcome
①、②各別の⽐率、 割付から3時間〜30⽇後の死亡率
病院前救護の時間、 介⼊の前後に要した輸液の種類と量
バイタルサイン、 静脈⾎乳酸濃度、
⾎中ヘモグロビン濃度、 外傷関連の凝固異常、 輸⾎合計量
臓器不全のない⽇数、 ARDS発症、 輸⾎関連合併症
凝固機能、 ⾎⼩板機能



Composite Outcomeについて

②CLLac

①30⽇後転帰 ≧20%/h <20%/h

⽣存 ②

死亡 ① ①＋②

● 臨床上重要な複数のアウトカムをor（いずれかを満たす）で括ったアウトカム
● ⼩規模、短期間の研究でも⽐較的まれなアウトカムの発⽣数を確保しやすい
● より発⽣しやすいアウトカムの⽅に全体の結果が影響を受ける点に注意

本研究の
Primary Outcome 
= ⻩⾊部分

医学界新聞プラス［第1回］アウトカムは盛りだくさんのほうがよい？ 福原俊一/福間真悟/紙谷司



乳酸クリアランス

画像元 https://healthcare-in-europe.com/en
/news/the-pocket-size-lactate-monitor.html

• 病院前では携帯型の迅速乳酸測定装置で測定
• 外傷、敗⾎症性ショック等での重要な予後指標
• 本研究では蘇⽣開始後2時間値≧20%/h を基準

初期乳酸値ー●時間後乳酸値
CLLac (%)＝

初期乳酸値
× 100



統計⼿法

● Primary outcomeで10%の差が出れば臨床的に有意と仮定
検定⼒0.8、有意⽔準0.05 ⇒ 必要症例数438（各群219）
10%までの脱落を許容 ⇒ ⽬標症例数490 として設定

● Intention To Treat 解析

● アウトカム分析︓ 線形回帰分析、2項ロジスティック回帰分析



Results



148⼈除外
41⼈ ボックスがなかった
21⼈ COVID19のため中断
18⼈ 病院が近い
16⼈ 担当の指導医不在
14⼈ ボックスが使⽤済み
11⼈ LyoPlas不⾜
8⼈ 現場で困難だった
12⼈ その他

209⼈登録
208⼈のデータ取得
199⼈は予定通り介⼊
9⼈は機械の不良や現場の状況、
蘇⽣中⽌などで介⼊を受けなかった
1名は信頼できるデータなし

223⼈登録
223⼈のデータ取得
215⼈は予定通り介⼊
8⼈は機械の不良や現場の状況、
蘇⽣中⽌などで介⼊を受けなかった
0名は信頼できるデータなし

5⼈脱落
1⼈は⾃⼰申告と虚偽の情報
1⼈は不適格
(16歳未満,外傷性出⾎なし)
1⼈は理由不明
1⼈は参加希望なし
1⼈は特になし

2⼈脱落
1⼈は同意が得られない
1⼈は理由不明

1⼈はフォロー失敗

199⼈解析
10⼈データ得られず
2⼈はアウトカムのデータなし
3⼈死亡デーみなし
5⼈乳酸クリアランスデータなし

210⼈解析
13⼈データ得られず
2⼈はアウトカムのデータなし
2⼈は死亡エピソードのみデータなし
9⼈は乳酸クリアランスデータなし

580⼈

199⼈解析
10⼈データ得られず
2⼈はアウトカムのデータなし
死亡エピソードのみデータなし
5⼈⼊院クリアランスデータなし

432⼈無作為化

• 2016年11⽉29⽇〜2021年1⽉2⽇
• COVID19流⾏のため募集が途中で中⽌された

• 580⼈がスクリーニング、432⼈無作為化
• 輸⾎群199⼈、⽣⾷群210⼈解析

• 全員の追跡期間の中央値は8⽇(IQR 0-34)
• 輸⾎群は9⽇(IQR1-34)、⽣⾷群は7⽇(0-31)

Trial profile
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4

East Anglian Air Ambulancec
MAGPAS Air Ambulance
The Air Ambulance Service
West Midlands Air Ambulance

• イングランド地⽅で⽐較的都市部︖
• 82%が男性
• 年齢は38歳と若い
• 60％強が⽩⼈ ⼈種不明約25%

Baseline Characteristics (1)



受傷起点
交通事故

刺傷
転落
銃撃
熱傷
吸⼊

外傷の特徴
頭部外傷を併発
圧迫可能な出⾎
圧迫不可能な出⾎

外傷性⼼停⽌
鈍的外傷

穿通性外傷
圧挫外傷

その他

• 交通事故が6割
• その他は裂傷、電⾞との

接触事故、農業事故、産業
事故など

• 外傷CPAを含む
• 鈍的外傷が8割

Baseline Characteristics (2)



Baseline Characteristics (3)

救急要請から現場到着まで
現場到着から初療介⼊まで

New Injury Severity Score

• 現着まで30分
• 初療介⼊まで55分程度

• ショックバイタル
• 乳酸は9mmol/L以上
• ISS 36

• 90%近くはTXA投与
• 介⼊前に輸液負荷500ml弱あり

• 搬送経路は航空搬送が4割、
地上搬送が6割



結果 (Primary Outcome)

死亡エピソードまたは⾎中乳酸クリアランス不達成
輸⾎群 128/199 (64%) vs ⽣⾷群136/210 (65%)

調整相対リスク⽐ 1.01 (95%CI 0.88~1.17; p=0.86)
調整平均差 -0.025 (95%CI -9~9; p=1.00)

介⼊群は対照群に⽐べ有意な相対リスク減少なし



結果 (Key secondary outcomes)

死亡エピソード︓ 輸⾎群 43% vs ⽣⾷群 45% ARR 0.97  (p=0.75)

乳酸クリアランス不達成︓ 輸⾎群 50% vs ⽣⾷群 55% ARR 0.94 (p=0.52)

輸⾎群は⽣⾷群に⽐べ有意な相対リスク減少なし



結果 (ED到着後のアウトカム)

⾎中Lac濃度(mmol/L) 輸⾎群 7.04 vs ⽣⾷群 6.93 平均差 -0.08 (-0.97~0.82)
24時間以内の⾚⾎球液量 輸⾎群 6.34 vs ⽣⾷群 4.41 平均差 1.80 (0.58〜3.01)
24時間以内の⾎漿量 輸⾎群 5.04 vs ⽣⾷群 3.37 平均差 1.54 (0.57〜2.50)
3時間以内の死亡率 輸⾎群 16% vs ⽣⾷群 22% 相対リスク⽐ 0.75 (0.50~1.13) 
30⽇以内の死亡率 輸⾎群 50% vs ⽣⾷群 45% 相対リスク⽐ 0.94 (0.76~1.17)

調整相対リスク⽐ 調整平均差



Subgroup解析 (1)
医療チーム

搬送⽅法

最初の乳酸値

⼼停⽌の有無

事故からERまで

損傷の種類

病院前の投与量

年齢

頭部外傷の有無

出⾎が
圧迫可能か

常⽤薬

いずれのサブグループでも
Primary composite outcome
について有意差なし



搬送時間

重症度
ISS、NISS

Subgroup解析 (2)

搬送時間（20分）、重症度いずれのサブグループでもPrimary outcomeの有意差なし



⼊院30⽇以内の臓器不全 (SOFA≧3)

輸⾎群 ⽣⾷群
・呼吸器 58％ 52％
・神経 63％ 57％
・⼼⾎管 67％ 62％
・肝臓 9％ 5%
・凝固 12% 15%
・腎臓 23% 25%
・多臓器不全 61% 60%



病院到着後の合併症頻度（感染）

輸⾎群 ⽣⾷群
感染徴候 65% 64%
・腹腔内 18% 12%
・髄膜炎 2% 1%
・呼吸器 43% 45%
・UTI 4% 8%
・軟部組織 25% 15%
・デバイス 11% 10%
・⾎流 6% 5％
・その他 32% 31%



病院到着後の合併症頻度（その他）

輸⾎群 ⽣⾷群
ARDS 6% 2%
⾎栓塞栓症 12% 11%
・DVT 2% 2%
・肺塞栓 6% 6%
・脳卒中 2% 0%
・その他 1% 2%
TRALI 0％ 1%
24h以内の
輸⾎関連合併症 7% 7%



結果（合併症・有害事象まとめ）

● 有害事象の頻度
病院到着後24時間以内の有害事象の頻度は両群で同程度
輸⾎群 11/148 (7%) VS ⽣⾷群 9/137 (7%)

（補正相対リスク1.05 (95%CI 0.46〜2.42)

有害事象のない⽇数も両群で有意差なし
輸⾎群12.9⽇(SD 13.0) vs ⽣⾷群12.1⽇ (SD 13.1)
(調整平均差0.86 95%CI -1.64〜3.36)

● 重⼤な有害事象
ARDS︓ 輸⾎群9/142 (6%) vs ⽣⾷群3/130 (2%)
TRALI︓ 輸⾎群0/142 (0%) vs ⽣⾷群1/130 (1%)
その他︓輸⾎群1件（脳梗塞）vs ⽣⾷群1件（重篤な肝障害）

● 毒性による減量や中⽌、治療に起因する死亡︓ 両群なし



Discussion



Discussion

● 本研究では、⺠間⼈の外傷関連の出⾎性ショックの病院前救護での
蘇⽣において⾚⾎球-凍結乾燥⾎漿は⽣⾷よりも優位性を⽰せなかった。

● 複数のアウトカムで輸⾎群の⽅が良好な結果であったが、統計学的
有意差は⽰せなかった。

● 輸⾎群は病院⼊院の時点で⽣⾷群よりも⾼い⾎中ヘモグロビン濃度
であり、累計の輸⾎量は多くなった。

輸⾎製剤を⽤いた蘇⽣の場を、ルーチンで病院からプレホスピタル領域に
移すことは医療資源・コスト上正当化されない



Discussion

RePHILL試験が病院前輸⾎の効果を証明できなかったのはなぜか︖

① 軍隊と⺠間の環境の違い
外傷ネットワークが整備された⺠間での環境での臨床試験
軍隊の環境に⽐べ、急性期医療従事者が事故現場から早期介⼊可能
PAMPer試験は軍事分野での研究で、搬送時間が⻑い

② 搬送時間が短い症例が多数
病院への平均搬送時間は1時間程度であったが、
症例の⼤多数は搬送時間20分以内であった

⇒ 病院前輸⾎の恩恵が乏しい症例が多かったからではないか。



Discussion

● ⾎漿製剤の種類
・ PAMPER studyでは、病院前での⾚⾎球液と融解後冷蔵保存⾎漿
(thawed plasma)の有効性が報告されている
・ 本試験で⽤いた凍結乾燥⾎漿(FDP)との違いや交絡因⼦は未検証

● ⾎漿と⾚⾎球の輸⾎⽐率
本研究では英国のガイドラインに従い⾎漿︓⾚⾎球=1:1で輸⾎
⇒ 異なる⽐率での輸⾎や、凝固因⼦や⾎⼩板の追加については
今後の研究結果が待たれる



Discussion

● 来院時ヘモグロビン濃度の⽬標
・ 欧州の現⾏基準では輸⾎での⽬標Hb 7〜9g/dL
・ ⾼齢者や頭部外傷ではより⾼いHb濃度が有益かもしれない。

● 介⼊開始時点でのHb低値の症例が少数
⽣⾷群では病院到着時のHb<8g/dL は 9/152⼈ (6%)のみ
そもそもガイドライン上、輸⾎を必要とする状態の患者が少なかった可能性

Critical Care 2019;23*98



Limitations (1)

● 研究のサンプルサイズは当初の計画の93%にとどまった
（COVID-19の影響のため）
primary/secondary outcomes いずれも有意差なしという結論
⇒ 第2種過誤（仮説を誤って棄却）につながった可能性

● サンプルサイズが⼗分であれば結果が異なった可能性︖
・ シミュレーションでは、サンプルサイズを⼗分⼤きくしても
primary outcomeへの実質的影響はないかもしれない
（シミュレーションの詳細については論⽂上では⾔及なし）

・ より⼤規模な研究でsecondary outcomesが変わるかどうかは、
今後の研究が待たれる。



Limitations (2)

● 外傷関連出⾎性ショックの蘇⽣に関する研究には
明確なcore outcome setが存在しないという制約がある

⇒ 臨床試験のステークホルダー間での議論の末に、
① 総合的な治療効果として、 死亡エピソード
② 初期蘇⽣の効果として、 乳酸クリアランス不達成

を複合した「①または②の割合」= composite primary outcome

①死亡エピソード単独では -3% (95%CI -12〜7)
②乳酸クリアランス不達成単独では-5%(95%CI -14〜5）
と有意差はないものの、それなりに改善している。
複合アウトカム(-0.025%（95%CI︓-9〜9）には反映されなかった。



Limitations (3)

● 本研究ではO型Rh(-)の⾎液を使⽤
世界的にはO型Rh(+)の⽅がより広く⽤いられている
⇒ O型Rh(-)の希少な⾎液在庫を減少させた可能性、外的妥当性の問題

● 本試験は性質上、⾮盲検にならざるを得ない
（⽣⾷か輸⾎かは被験者、医療者ともに⼀⽬瞭然）
⇒ 実⾏バイアス、検出バイアスが⽣じうる
特に、副反応等の主観的アウトカムに影響した可能性あり



病院前救護の研究デザイン、臨床試験の難しさ

● 臨床試験の利益がない（COMBAT）などの理由で
早期に終了となっている試験もある。

● RCT相互でしばしば⽭盾した結果が⽣じる。
・ PAMPER試験では病院前での⾎漿投与で死亡率30%改善
・ COMBAT試験では⽣存率改善エビデンスなし
・ 事後解析では、搬送時間＞20分の場合は⽣存率改善を⽰唆



他の注⽬研究

● 現在進⾏中の他の臨床試験
・ PREHO-PLYO試験︓ ⾎漿投与と外傷後の凝固異常について
・ PRIEST試験︓ ⼤量出⾎に対する⾚⾎球・⾎漿投与について

● より供給しやすい全⾎輸⾎の臨床上の有効性・コスト⾯での効率を
検証する臨床試験も将来的に検討されるべき



PREHO-PLYO Study

フランスでの多施設RCT（⺠間）

Ｐ︓ 出⾎性ショックの⾼リスク外傷患者（救急搬送） ⼼停⽌含まず
Ｉ︓ 凍結乾燥⾎漿（最⼤4単位+ 溶解液）
Ｃ︓ ⽣⾷最⼤1000ｍL投与
Ｏ︓ 病院到着時PT-INR

JAMA Network Open, 2022;5(7): e2223619



PREHO-PLYO

病院到着時のPT-INR
有意差なし

PT時間、フィブリノゲン値
有意差なし

6時間、24時間、28⽇
死亡率に有意差なし

対照群 ⾎漿群



Conclusion

● 本臨床試験では、外傷関連出⾎性ショックの患者に対する⾚⾎球液、
FDPの投与は、⽣⾷と⽐較し死亡率または乳酸クリアランスについて優位
性を証明できなかった。

● 現状のエビデンスでは、⺠間病院前救護での外傷診療の場でルーチンで
輸⾎を⾏うかどうかは関係者間での慎重な検討が必要である。



論⽂の批判的吟味
● 内的妥当性
・ ランダム割り付け︓ されている。
・ 割り付けの隠蔽化︓ されている。
・ Baselineは同等︓ 両群で同等と評価できる
・ 全患者の転帰がOutcomeに反映︓ ITT/PP解析
・ 盲検化︓ ⾮盲検
・ 症例数︓ 想定サンプルサイズの93%程度
・ 脱落数︓ 輸⾎群5件、⽣⾷群2件のみ。結果への影響は少なそう

● 外的妥当性
・ 英国単独での多施設評価
・ 本研究で使⽤したFDPと⽇本で実⽤可能なFFPの違い、輸⾎製剤がO型Rh(-)
・ ⽇本は病院前診療の普及度不⼗分で病院前輸⾎はほとんど⾏われない

英国の公的機関、研究期間による
多施設⼤規模RCT

全体的には信頼できそう



最近のニュース

時事通信社 JIJI.com 2022年9⽉15⽇

現在⽇本で実⽤されている輸⾎⽤⾎液製剤は、
すべて⽇本⾚⼗字社が製造
採⾎と輸⾎を同⼀の病院で⾏う場合は例外

⽇本周辺での有事への対応を想定し、防衛省
は⾃衛隊員から採⾎した独⾃の⾎液製剤の製
造を⽬指す。

まずは冷凍⾚⾎球液(10年保存可能）の製造
機器を⾃衛隊中央病院（東京都）に試験導⼊



私⾒・感想

・ 病院前輸⾎の意義は証明されなかったものの、3h死亡率の改善
（輸⾎群16% vs ⽣⾷群22%）など注⽬すべき結果もみられる。

・ エビデンス、医療制度両⾯から、今回の論⽂がわが国の臨床に直ちに
与える影響は低い。

・ FFPの融解時間、装置のスペース等を考えると、⽇本のプレホスピタルの
場で⾎漿製剤を投与できるケースは相当限られる。

（例）⼤量出⾎の事前情報があり、搬送に⻑時間かかることが予想され、
現場近傍の病院等でFFPを融解し持参できる場合

・ FDPや⾞両での⾎漿融解装置、⾎漿パックは医療経済的にも有益そう


