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〜～  復復習：重症患者の出⾎血傾向  〜～



introduction

“a  condition  in  which  the  bloodʼ’s  ability  to  clot  is  impaired”
凝固障害とは、、、

だが、臨臨床医によってはthrombotic  statesを含めたり、
複雑な凝固経路路の関係で両者が混在する状態も含めたりと、
その定義には幅がある、、、

今回のreviewでは前者の定義に限る

「このreviewによってこの分野の、
良良質なevidenceがある領領域と、

そうでない領領域がはっきりするだろう」
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全⾝身性 局所性

⾎血算・凝固

Plt↓・凝固正常 Plt↓
断⽚片化RCC

Plt→・凝固異異常 Plt↓・凝固異異常

Plt産⽣生↓ Plt寿命↓
脾pooling↑

凝固因⼦子寿命↓
凝固因⼦子
産⽣生↓

DIC

問診:  遺伝的異異常・抗⾎血栓薬の除外

⾝身体診察所⾒見見





PT APTT Fibrinogen D-‐‑‒D 出⾎血時間 Plt 塗抹所⾒見見

Vit.  K↓  or  Vit.  K阻害
バイアスピリンR  プラビックスR

肝障害
(軽症)
(重症)
尿尿毒症
DIC

⾎血⼩小板減少性紫斑病

線溶系亢進
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critical  careの領領域における
凝固障害を扱う上で、

“出⾎血傾向や外科的処置の必要性のない限り、
凝固検査の異異常を⾎血液製剤を⽤用いて補正しない”

ことが最も重要である。



〜～⾎血液製剤の投与⽐比率率率は?〜～



〜～⾎血液製剤投与の⽐比率率率について〜～

JAMA  Surg  2013;148:127-‐‑‒36.

Design:  前向き観察研究
Setting:  multicenter(アメリカのlevel  I  trauma  centers
10カ所)
Patients:  admissionから30分以上⽣生存し、6時間以内に
1U以上のRCCを輸⾎血され(n=1245)、24時間以内に3U以
上のRCC,  FFP,  PCを輸⾎血された、16歳以上の成⼈人905名

Primary  outcome:  院内死亡率率率



FFP、PCがRCCに対して⾼高⽐比率率率に投与された群の⽅方が
院内死亡率率率が低い結果。



Impact  of  Plasma  Transfusion  
in  Trauma  Patients

Who  Do  Not  Require  Massive  Transfusion
J  Am  Coll  Surg  2010;210:957-‐‑‒65.

〜～FFP投与のリスク〜～

Design:後ろ向き観察研究

Setting:  single  center

Patients:  2000年年〜～2005年年の間に、admissionから12hr
以内にRCCを10U未満とFFPを投与されたPt284名を
propensity  scoresを⽤用いてmatchさせたFFPが投与され
なかった284名と⽐比較

Primary  outcome:  院内死亡率率率



FFP投与群と⾮非投与群において院内死亡率率率に有意差はなく、
ARDSなどの合併症のリスクは投与群において⾼高い結果。



FFP:RCC⾼高⽐比率率率投与がよいとする報告が多いが、
否定的な報告も散⾒見見され、

現時点ではcritical  care領領域でのmajor  bleedingに対する
FFP:RCC⾼高⽐比率率率投与には疑問符が残る、、、

現在北北⽶米でmulticenerの⼤大規模RCTが進⾏行行中。
(ClinicalTrials.  Gov  number,  NCT01545232  )



〜～fibrinogenの推奨値は？〜～





J  Trauma  2008;  64:S79-‐‑‒85

Design:  後ろ向き観察研究
Setting:  single  center(アメリカの陸陸軍病院)
Patients:  24時間以内に10単位以上のRCCを輸⾎血された
252名

Methods:  ⾼高⽐比率率率群(≧0.2g  fibrinogen/RCC  Unit:  200名)と
                            低⽐比率率率群(＜0.2g  fibrinogen/RCC  Unit:  52名)で
 　 　 　 　    院内死亡率率率、死亡原因を⽐比較

〜～RCCとFibrinogenの投与⽐比率率率を⽐比較した観察研究〜～



Fibrinogen:  RCC⾼高⽐比率率率群の⽅方が院内死亡率率率・出⾎血死
ともに低い結果



Critical  Care  2010,  14:R52

Fibrinogenは150〜～200mg/dl以上を維持することを
推奨(Grade  1C)

ただし、、、
RCTが⼀一つも存在せず、院内発症の静脈⾎血栓症の

リスク評価を含めたstudyが期待される
Critical  Care  2011,  15:1006



〜～トラネキサム酸は?〜～



Lancet  2010;  376:  23-‐‑‒32.

〜～トラネキサム酸が脚光を浴びるきっかけとなった⼤大規模RCT〜～

Design:  RCT
Setting:  multicenter(40カ国、274施設)

Patients:  20,211名の成⼈人外傷患者

Methods:  受傷後8時間以内にトラネキサム群(1g/10min
でloadingした後、1gを8時間以上かけて投与)とプラセボ
群にrandomisation。
Primary  outcome:  4週間院内死亡率率率



トラネキサム酸群において4週間院内死亡率率率、出⾎血死ともに
有意に低い結果

さらにその後同様のデータを⽤用いて、
受傷後3時間以内の投与が望ましいことが追加報告された。

Lancet  2011;377:  1096-‐‑‒101.
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侵襲的処置の前に
PT、APTT、Fibrinogenといった凝固検査異異常を

予防的にFFPで補正することを⽀支持する
evidenceは存在しない



〜～FFP投与のトリガーを調べた観察研究〜～

Br  J  Anaesth  2012;109:919-‐‑‒27.

Design:  前向き観察研究

Patients:  1923⼈人のICU患者のうちPT-‐‑‒INR＞1.5でカテー
テル(CV、透析カテ、A-‐‑‒line)挿⼊入を受けた患者186名

Setting:  multicenter(イギリスの29のICU)

Methods:  カテーテル挿⼊入前にFFPの投与を受けた患者と受
けなかった患者について患者背景、疾患因⼦子、L/Dを⽐比較。



〜～患者背景〜～



〜～カテーテル挿⼊入前RCC投与〜～

RCCを投与されるとFFPも投与されている



〜～カテーテル挿⼊入前L/D〜～
PT＞1.5に加えて、

Plt↓
APTT↑

Fib↓
のときFFPが
投与されている。

PTの延⻑⾧長単独ではなく、慢性肝障害、その他の凝固異異常、
RCCの輸⾎血がトリガーとなり、カテーテル挿⼊入前のFFPの
投与がなされている。



Br  J  Haematol  2006;135:220-‐‑‒7.

〜～重症患者の⽌止⾎血能を調べたstudy〜～

Design:  前向き観察研究

Setting:  single  center

Methods:  38名のsevere  sepsis患者と32名の匿匿名健常者
の各種凝固検査を⽐比較



PT、APTTともに
1.5倍以上延⻑⾧長

Fibrinogenはむしろ
多い、、、



点線:  control
実線:  severe  sepsis患者

severe  sepsis患者はcontrolと⽐比較して、
トロンビン⽣生成のピークまでの時間はかかるものの
totalの⽣生成量量は変わらない結果

〜～トロンビンの⽣生成量量〜～

PT-‐‑‒INR≦1.5であれば、
⽌止⾎血能は⼗十分保たれているだろう。



以上より、直接圧迫⽌止⾎血が可能な部位の
CV、blood  access、A-‐‑‒lineは、

PT-‐‑‒INR≦1.5であれば予防的なFFPの投与なしで
穿刺刺することを推奨
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肝不不全

脾腫

⽌止⾎血能バランスの維持

異異常フィブリノーゲン⾎血症

線溶亢進

⾎血⼩小板機能異異常・
低下



N  Engl  J  Med  2011;365:147-‐‑‒56.



N  Engl  J  Med  2011;365:147-‐‑‒56.

凝固促進因⼦子抗凝固因⼦子

凝固促進因⼦子抗凝固因⼦子

⾎血⼩小板↓
⾎血⼩小板機能異異常

トロンボポエチン産⽣生↓
NO、プロスタサイクリン

産⽣生↑

vWF↑
ADAMTS  13↓⼀一次⽌止⾎血

⼆二次⽌止⾎血

線溶

第Ⅱ,  Ⅴ,  Ⅶ,  Ⅸ,  Ⅹ,  Ⅺ因⼦子↓
Vit.K⽋欠乏

異異常フィブリノーゲン⾎血症

第Ⅷ因⼦子↑
protein  C,  protein  S,
アンチトロンビン,  

heparin  cofactor  Ⅱ↓
α2-‐‑‒抗プラスミン,  
第Ⅷ因⼦子,  TAFⅠ↓

t-‐‑‒PA↑
プラスミノゲン↓



N  Engl  J  Med  2011;365:147-‐‑‒56.
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産⽣生↑

vWF↑
ADAMTS  13↓⼀一次⽌止⾎血
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線溶
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Vit.K⽋欠乏

異異常フィブリノーゲン⾎血症

第Ⅷ因⼦子↑
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慢性の肝障害患者における凝固検査の異異常は、
それだけで凝固因⼦子の⽋欠乏と捉える必要はなく、
出⾎血が認められなければ補正の必要もない。

もし出⾎血してしまったら、Plt数やPT、APTT、
fibrinogenを⽬目安に⾎血液製剤を投与する。



Transfusion  strategies  
for  acute  upper  gastrointestinal  bleeding

N  Engl  J  Med  2013;  368:11-‐‑‒21.

〜～上部消化管出⾎血に対する輸⾎血療療法のRCT〜～

Design:  RCT

Setting:  single  center(in  Barcelona)

Patients:2003年年6⽉月〜～2009年年12⽉月に上部消化管出⾎血で⼊入
院した18歳以上の921名

Mesthods:  restrictive  strategy(Hb≧7.0  g/dlに維持)と
liberal  starategy(Hb≧9  g/dlに維持)にrandomize

Primary  outcome:  45⽇日死亡率率率



restrictive  strategyの⽅方がliberal  strategyと⽐比して
有意に死亡率率率が低い



〜～肝硬変患者のsubgroup解析〜～

Child-‐‑‒Pugh  class  Cを除いて、restrictive  strategyの⽅方が
6週間死亡率率率が有意に低かった

※5⽇日以内の肝静脈圧はliberal  strategy群で有意に⾼高かった
(P=0.03)



⾷食道静脈瘤を含めた上部消化管出⾎血においてRCCの輸⾎血
は制限的に⾏行行った⽅方が予後が良良く、

肝静脈圧や⾨門脈圧の影響がその⼀一因として考えられる

凝固障害や⾎血⼩小板減少に焦点を当てたstudyは存在しないが、
上部消化管出⾎血は、FFPやPCについても制限的に

投与した⽅方がよい可能性がある
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基本的には臨臨床症状・出⾎血時間で診断

・BUN,  Crは出⾎血時間と⽐比べて、出⾎血傾向と相関しない。
・中等度度のPlt↓は認めることもあるがPlt＜8万/mm3は稀。
・PT、APTTは典型例例では正常範囲内。



Nat  Clin  Pract  Nephrol  2007;  3:  138-‐‑‒53.

〜～尿尿毒症性出⾎血のreview〜～

・dialysis
・EPO:  エリスロポエチン
・cryoprecipitate:  クリオプレシピテート
・DDAVP:  デスモプレシン
・conjugated  estrogens:  抱合卵卵胞ホルモン





尿尿毒症性出⾎血の疑い  or  診断

循環は安定してる?

出⾎血のコントロール  
or  緊急ope必要?

Volume負荷に
耐えられる?

全⾎血 RCC  or  DDAVP
±クリオ

プレシピテート

出⾎血コントロール
OK?

DDAVP
±クリオ

プレシピテート
出⾎血コントロールOK?

Hb,  Hct,  vitalを
モニター

性に関係なく
抱合卵卵胞ホルモン投与

“Dialysis”へ

緊急ope?

DDAVP 2w以内に
ope?

エスト
ロゲン

“Dialysis”
①鉄⽋欠乏でないならEPOを
Hct＞30%を⽬目標に投与
②透析導⼊入を考慮
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まとめ
・出⾎血傾向や外科的処置の必要がない限り凝固異異常を⾎血液製
剤で補正する必要はない。
・Fibrinogenの⽬目標は100mg/dlではなく150〜～200mg/dl
が良良さそう。
・PT-‐‑‒INR≦1.5ならFFPの予防投与なしにカテーテル留留置を
して良良さそう。
・肝障害患者は凝固・線溶系のバランスが新たに形成されて
おり、凝固検査の異異常がそのまま凝固異異常には直結しないが、
出⾎血傾向が⽣生じたら凝固検査を指標として補正するしかない。
・上部消化管出⾎血のFFP投与は制限的にした⽅方が予後がよい
可能性がある。
・尿尿毒症性出⾎血の治療療は良良質な治療療アルゴリズムが存在する
ため参考にしてみましょう。


