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Introduction 
 

失血 
年間600 万人の死亡の約3 分の1 、半数は病院到着前に死亡。 

   予防可能なものを、いかにコントロール？ 
 

ここ２０年で出血性ショック治療は劇的に変化 
 

ベトナム戦争～1990年代： crystalloid大量投与 
 

イラン紛争、アフガニスタン紛争～： 
 

血液製剤のより初期からの投与 
出血がコントロールされるまで、ある程度の低血圧の容認 
 

 



• Micro circulation 

• Bleeding control 

• Coagulopathy 

• Perfusion 

• Inflammation 

• Intervention 



Micro circulation 



出血性ショックでの微小循環 

• 微小循環が出血性ショックに対する反応に決定的
な役割をする。 

• 輸液を唯一の治療とすることは不適当。 
Szopinski J, Kusza K, Semionow M. Microcirculatory responses to hypovolemic shock. J Trauma 2011; 71: 1779–88. 

 

 

• 受傷後、初期数分から数時間での微小循環の攪乱
を最小限にすることにより合併症を予防できる可能
性がある。 

Duchesne JC, McSwain NE, Cotton BA, et al. Damage control resuscitation: the new face of damage control. J Trauma 2010; 69: 976–90 

 
 



外傷 
↓   
カテコラミン放出→小動脈収縮→毛細管の低還流から
低酸素状態→ 
→細胞内の水分量が増加→血管内皮細胞が腫脹→細
胞間結合が緩む。 
→還流圧↓、管腔径↓、→血中細胞や破砕物で血管が
閉塞→血流はさらに阻害。 
→高浸透圧→RBCの変形は阻害。ATPも枯渇。 
 
 



小動脈平滑筋細胞が危機的な低酸素状態に陥ると細 

胞内アシドーシス、ミトコンドリア機能異常、ATP欠乏に 

より小動脈の収縮能が低下、血管運動性消失しもは 

や非代償性となりついには不可逆的ショックとなる。 

 



晶質液（リンゲルや生食）の輸液による蘇生 
 →凝固因子、血流内の因子が希釈され間質浮腫 
  が起こり白血球と内皮細胞間の反応が増加する。    
  再灌流（reperfusion）が始まると炎症の再燃、活 
  性化。白血球や有害なフリーラジカル、活性化酸 
  素などが全身に広がり組織障害が悪化する。 
                                                                                    
 
 
 
 



出血に対し止血、またはdamage control を行う 
 →出血量は減少し、代謝攪乱も減じ輸液も少な 
  くてすむ。微小循環の活性化、混乱も少なく 
  再還流による害も少ない。   Good! 



Bleeding 



早期出血コントロール 

• 即座の止血は死亡阻止と、炎症、蘇生での
有害事象予防に最も重要! 
バイスタンダーや救急隊員による外出血の即座の圧迫止血
で出血量を大きく減らせる 

 

combat ready clamp 長管骨の早期固定,骨盤骨折のシーツラッピング 



局所的止血剤 



血管塞栓による止血 
 

• 大血管損傷→近位血管をバルーンで一時的閉塞 
• 大動脈やその分枝血管の外傷→血管内ステント 
骨盤骨折→塞栓術 

Frevert S, Dahl B, Lonn L. Update on the roles of angiography and embolisation in pelvic fracture. Injury 2008; 39: 1290–94. 
Fu CY, Wang YC, Wu SC, et al. Angioembolization provides benefi ts in patients with concomitant unstable pelvic fracture and 

unstable hemodynamics. Am J Emerg Med 2012; 30: 207–13. 
Burlew CC, Moore EE, Smith WR, et al. Preperitoneal pelvic packing/external fi xation with secondary angioembolization: optimal 

care for life-threatening hemorrhage from unstable pelvic fractures. J Am Coll Surg 2011; 212: 627–28. 

• 肝出血→塞栓術（１０％に肝臓壊死） 
Letoublon C, Morra I, Chen Y, Monnin V, Voirin D, Arvieux C. Hepatic arterial embolization in the management of blunt hepatic 

trauma: indications and complications. J Trauma Injury Infect Crit Care 2011; 70: 1032–37. 

• 脾動脈の塞栓術で手術減。 
Requarth JA, D’Agostino RB Jr, Miller PR. Nonoperative management of adult blunt splenic injury with and without splenic artery 

embolotherapy: a meta-analysis. J Trauma Injury Infect Crit Care 2011; 71: 898–903. 

• Resuscitation with angiography, percutaneous 
techniques, and operative repair (RAPTOR) suites   

放射線科治療と手術治療を兼ね備えた手術室。 
Ball CG, Kirkpatrick AW, D’Amours SK. The RAPTOR: Resuscitation with angiography, percutaneous techniques and operative repair. 

Transforming the discipline of trauma surgery. Can J Surg 2011; 54: E3–4. 
 
 



Coagulopathy 



急性外傷性凝固障害 

重症外傷患者の25％はER 到着時、凝固障害を起こしている。 
受傷後数分で始まり病院到着前の段階でも認められる。 

(ACoTS : Acute Coagulopathy of Trauma-Shock) 



acidaemia が蛋白分解酵素に影響するのは、PH が
7.2 未満の高度の acidaemia となった時。 

 

低体温も極端にならないと蛋白分解酵素活性は低
下しない。血小板凝集能、血小板全体の機能は35 

度以下で減少する。 

 

重症のacidaemia や低体温は、外傷性凝固障害の
誘因の一つではあるが主因ではない。 

その他にも外傷性凝固障害の因子が推定されてい
る。例えば炎症、血小板機能障害、遺伝因子など。 

 

その過程はまだはっきりしていないが protein C 

system が中心的役割を果たすらしい。 
 

 



従来：貧血の治療、そのあとで。 
 

• 赤血球輸血時、凝固因子が補充されず、凝固因子が希
釈されることが、疑いもなく外傷性凝固障害の成因。 

• 病院前にかなりの量の晶質液や膠質液が投与されるこ
とにより病院到着時、凝固障害を起こすことになる。 

 

• 病院到着時、急性外傷性凝固障害が存在すると、早期、
晩期の重症化、死亡につながる。 

 

血漿の早期投与が実践されてきた。 

 



Blood component therapy 

• 後ろ向き研究の結果、大量の新鮮凍結血漿と赤
血球輸血は、低量輸血よりも生存率を改善する
ことがわかった。 

• ある輸血プロトコールでは以前投与されていた
よりも4 倍から8 倍の血漿投与を勧めている。 

• 血小板輸血、fibrinogen 補充でも大量投与が推
奨されている。 

→血漿大量投与の成績が良かったのは晶質液などを使用しなかったこと、

その結果として希釈性凝固障害を起こさなかったことなどもあろう。 



Blood component therapy 

その一方で… 
 

• 外傷で血液成分輸血が凝固障害を是正で
きる証拠は乏しい。 

• 凝固因子に関する限りその濃度は薄い。 
 

RCC：PLT：FFP：cryoprecipitate 、１：１：１：１ 
=全血輸血の1/2～1/3 
（Ht29%、血小板87000、凝固因子活性65％、fibrinogen 750mg） 



新鮮全血 

• 新鮮全血は成分輸血に比べ生存率が改善する。 

• 利点：赤血球の変形能がより大きいこと、毛細血管で
の機能的な血液濃度がベースラインに近く回復するこ
となど 

• 欠点：数日しか貯蔵できないという制限。完全な感染
症スクリーニングができない。 
 

• 新鮮全血は主に野戦病院で使用されている。戦場で
は十分な成分輸血が確保できないこと、赤血球、血小
板に対し高率の血漿が確保できないこと、damage 
control 的蘇生に患者が反応しないことなどの理由で
ある。 
 
 



Perfusion 



危機的灌流（critical perfusion）の維持 

従来：crystalloidを用い、volumeを負荷していたが、、、 

 

• 過剰の蘇生は、炎症を惹起する。（再灌流で活性化酸
素類） 

• 出血性ショックに対し生理食塩水を主体とした大量輸
液では、凝血塊が転位して再出血。心不全、腹部コン
パートメント症候群、有害な炎症、ARDS、多臓器障害
、高死亡率につながる。 
 

→ 輸液の制限が、多くの外傷センターで標準的ケアに 



PERMISSIVE HYPOTENSION 

• 「出血源がコントロールされるまで、容認しましょう」 

 

• Walter Cannon and John Fraser remarked on it as early as 
1918 in WW1 

• Systolic pressure of 70 mm Hg to 80 mm Hg 
Cannon WB, Fraser J, Cowell EM. The preventive treatment of wound shock. JAMA. 1918;70:618. 

 

• One should consider himself lucky if a systolic pressure of 80 
mm Hg to 85 mm Hg can be achieved and then surgery 
undertaken. 

Beecher HK. Surgery in World War II, General Surgery. In: Dot A, ed. Office of the Surgeon General Washington, DC: U.S. 
Government Printing Office; 1952:6. 



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 infusion 

 

 

翌年、同グループが、外傷部位
ごとにサブグループ解析したとこ
ろ、有意差があったのは心臓外
傷グループのみ、であった。 

(p=0.047) 

 



Controlled resuscitation for uncontrolled hemorrhagic shock.  
Burris D, Rhee P, Kaufmann C, et al.  J Trauma. 1999;46:216 –223 

ラットのAoに針穴を開け、1時間後閉鎖 

LR:lactate Ringer 

HH:Hypertonic saline 

          with 6% HES 

NF:No Fluid 

Number:Target MAP 

LR 80 , HH 40群がNF群

に比べ、有意に生存率改
善 

 

LR100では有意に出血量
が増加していた。 



• Hypotensive resuscitation during active hemorrhage: impact 
on in-hospital mortality. 

Dutton RP, Mackenzie CF, Scalea TM.  J Trauma. 2002;52:1141–1146. 

•  Effect of permissive hypotension in continuous 

uncontrolled intra-abdominal hemorrhage.  
Silbergleit R, Satz W, McNamara RM, et al.  Acad Emerg Med. 1996;3:922–926. 

Hypotensiveは有意に生存率を改善しない、２編 



どうやら、permissive hypotensionには、確固た
るevidenceはないようだ。 

Duchesne JC, McSwain NE, Cotton BA, et al. Damage control resuscitation: the new face of damage control. J Trauma 2010; 69: 
976–90 

 

なぜ、現在の主流となっているのか。 

 

・戦場における経験的な治療 

・形成されたClotの破綻による出血の懸念 



• Tactical Combat Casualty Care Guidelines 
8 August 2011 

Reassess for hemorrhagic shock (altered mental status in the absence of 

brain injury and/or change in pulse character.) If BP monitoring is 

available, maintain target systolic BP 80-90 mmHg. 

a. If not in shock: 

- No IV fluids necessary. 

- PO fluids permissible if conscious and can swallow. 

b. If in shock and blood products are not available: 

- Hextend 500-mL IV bolus 

- Repeat after 30 minutes if still in shock. 

- Continue resuscitation with Hextend or crystalloid solution 

as needed to maintain target BP or clinical improvement. 

c. If in shock and blood products are available under an approved 

command or theater protocol: 

- Resuscitate with 2 units of plasma followed by packed red blood cells 

(PRBCs) in a 1:1 ratio. If blood component therapy is not available, 

transfuse fresh whole blood. 

Continue resuscitation as needed to maintain target BP or clinical 

improvement. 



Ｃａｕｔｉｏｎ！！ 

• どの程度の、そしてどの位の時間なら低血圧
と低灌流を生体は許容できるのか？ 
 

• また一旦、出血がコントロールされた後の最
善の再灌流の方法は？ 

 

不明！！ 
 



その他の知見 

高張食塩水 

• 血管内容積を改善することにより組織灌流を改
善し、外傷後の微小循環系の浮腫を減弱する。 

• また好中球活性を減弱することでショック患者の
炎症を抑制。 

• TNFαを減じ抗炎症サイトカインを増やし、ショック
によるノルエピネフリンのサージを抑制。 

 

しかし、臨床トライアルでは確認されず。。。 



出血性ショック蘇生
の様々な輸液の全
トライアルのメタア
ナライシスを行った
が、エンドポイントを
死亡率とした時、よ
り優れた輸液はな
かった。 



Inflammation 



炎症反応の治療 

従来：特に何もマネージメントせず。 

（あまり知見がなかった） 

 

• 複雑な経路、様々な成分が絡まり合う。 

• 従来に比べ知見は増えてきたが、単独の成
分、限られた経路に関するもの。 

• 臨床で役立つような知見は得られていない。 

 



今後の研究に期待 

• Tranexamic acid  はプラスミンが仲介する炎症、
神経毒性、線溶に関与。 

• プラスミンは凝固といくつかの免疫系に関わるこ
とから魅力的なターゲット。 

 

• p38 などの細胞内シグナル系の阻害。 

 

• 抑制された獲得免疫を復活させるため、インター
フェロン投与によるinterferon-γ系の活性化。 



Intervension 



早期、適切な介入 

• 出血患者の診断、モニターが正確にできる信頼できる
簡易迅速検査（point-of-care）が必要。 

• 治療を早期に開始するため、市中、戦場で大量輸液
が奏功する患者、あるいは急性外傷性凝固障害患者
の同定の為、受傷メカニズム、バイタルサイン、初期
評価項目から臨床予測法が開発された。 

• これらの予測法はかなり正確でAUROC (area under 
receiving operating characteristic curve>0.8)、陰性予
測値（陰性の場合、その疾患でない確率）も高く、陽性
予測値は治療開始に許容範囲のオーバートリアージ
率である。 



ABC score 

○Penetrating mechanism  

○ED SBP of 90 mm Hg or 

less 

○ED HR of 120 bpm or 

greater 

○Positive FAST 

(0=no, 1=yes) 

 

Cut point  >= 2 



COAST score 

COAST score of ≥ 3 

Area under the ROC curve 

0.83 (0.78-0.88) 



thromboelastgraphy 

• 凝固障害の早期治療の為、thromboelastography が
関心を持たれている。この方法では、外傷性凝固障
害診断は血液サンプル採取して5 分以内に可能であ
る。 

• Thromboelastography は他のテストよりも凝固障害を
よりよく検査できる。例えば、thromboelastographyによ
り急性外傷性凝固障害では、clot 形成の遅延が問題
なのではなくclot の強さ（clot strength）が問題であるこ
とがわかった。 

• しかしこの方法が、外傷性凝固障害のその他の原因
を明らかにできるのか、また出血中の凝固治療の効
果的なガイドとなりうるのかは不明である。 
 



まとめ 

• 重症外傷患者におけるマネージメントは、 

• 出血源コントロール、凝固障害治療、灌流維
持の３本柱の戦略が重要である。 

• 今後、これらに炎症反応の治療が加わるかも
しれない。 

• いずれも、微小循環、炎症、凝固の役割に関
する理解に基づいた治療戦略である。 


