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1111．研修目標・週間スケジュール．研修目標・週間スケジュール．研修目標・週間スケジュール．研修目標・週間スケジュール        

1111）研修目標）研修目標）研修目標）研修目標     

� 生体機能の維持に必要な生理学、および麻酔薬（麻酔関連薬）

やストレスに対する様々な反応を理解する 

� 生体機能の制御・管理に必要な知識・技能・迅速な判断力を身

につける 

� 患者中心のチーム医療における麻酔科の役割を理解する 

 

2222）研修到達目標）研修到達目標）研修到達目標）研修到達目標        

� 全身麻酔管理の準備が滞りなく出来ること 

� 硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔の管理が出来ること  

� 末梢静脈路の確保・動脈ラインを挿入・留置する 

� 各種のモニターの原理を理解し、適切に使用することができる  

� 麻酔患者の問題点を把握し、適切な麻酔方法を選択することが

できる 

� 簡潔に症例提示ができる 

 

3333）研修内容）研修内容）研修内容）研修内容        

(1) 末梢静脈ライン (Peripheral Intravenous Catheter)  

� 0.5%キシロカインによる皮内浸潤麻酔を行う 

� 穿刺部位は、手背・前腕・小児では足背の順 

� 極力肘の正中静脈と前腕の橈側皮静脈は使わない（神経が近

い） 

� 失敗した時は指導者の判断を仰いで再度試みるか交代する 

 

(2) 気管挿管 (Tracheal Intubation)  

� 気管挿管を数回見学し,シミュレーションをしてから実施する 

� 挿管後に指導者に気管チューブの深さや位置異常の有無を確

認してもらう 

� 失敗したときは指導者の判断を仰いで、再度試みるか交代する。

または、指導者に喉頭展開してもらって挿管する  

� 気管挿管確認は、胸郭の上昇・5 点聴診・EtCO2で行う 

� 意識下挿管は初期研修医は不可  
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(3) 硬膜外麻酔・脊椎麻酔  

� 硬膜外麻酔は初期研修医は見学のみ  

� 硬膜外麻酔穿刺は生理食塩水を用いた Loss of Resistance 法 

または 点滴法で行う 

 

(4) 動脈ライン (Arterial Line)  

� 初期研修医は全身麻酔下でのみ可 

� 失敗した時は指導者の判断を仰いで再度試みるか交代する 

 

(5) 中心静脈ライン (Central Venous Catheter)  

� 肘・大腿・外頚静脈は、初期研修医による穿刺は可  

� 内頚静脈は、初期研修医による穿刺は原則的に不可だが、学習

態度が良好で、安全に穿刺できる能力を持っていると認められ

る場合は可とすることもある  

 

(6) 肺動脈ライン (Swan-Ganz Catheter) 

� 初期研修医による留置は不可  

 

4444）当直）当直）当直）当直    

(1) 当直帯緊急手術 

� 麻酔Ｂ当直（下当直）に連絡がきた場合には、麻酔 A当直に連

絡がついていることを必ず確認する 

� 全責任は麻酔 A当直者にある 

 

(2) 当直帯の病棟患者に関してのコール 

� ペインコントロールや気管挿管の依頼などで呼ばれることが

ある。気管挿管の依頼は必ず A当直に連絡 

� ペインコントロールに関しては少しでも判断に迷う場合は A当

直に連絡 
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5555）一般的注意）一般的注意）一般的注意）一般的注意     

(1) 週間スケジュール  

 

曜日  時刻                           

月   7:45-8:30amカンファレンス （附属病院 3階、病歴の下）  

火ー金   7:45-8:15am 当日症例提示及び抄読会（手術部休憩室) 

月ー金  17:00 患者の術後状態報告会（手術部麻酔科医室） 

    その後、麻酔科回診 

火   18:30 ケースカンファランス（手術部休憩室） 

水  17:30 レジデントレクチャー （手術部討議室） 

土      10:00 術前症例検討会 （手術部麻酔科医室） 

 

(2) 担当麻酔症例は、終了まで責任をもって麻酔管理を行う 

特に主麻酔医(及び代理を含む) は、術前から術後回診まで責任をも

って管理する必要がある。副麻酔のときも術前回診、準備などを怠

らないなるべく多くの症例を直接経験し、研修の成果をあげること

が望ましい 

 

(3) ローテーションの最初の１～2 週間は原則として主麻酔を担当しな

いが、麻酔の準備、 モニターの設定、バッグによる換気方法、麻酔

記録などの基本的なことは積極的に行う 

 

(4) 金曜日に担当症例決定後、月曜日火曜日の症例に関しては、土曜日

の 10 時まで、それ以降の症例に関しては前前日までにその概要を把

握する。そのうえで術前検査追加等の必要がある場合や麻酔管理上

考慮すべき合併症が新たに判明した場合には、主治医および麻酔科

Fixed レジデントもしくは教官と協議の上、早急にその手続きを進

める。必要があれば主治医グループからコンサルテーションや連絡

表を出してもらう必要がある 

 

(5) いかなる場合も、全身麻酔の導入・気管内挿管・硬膜外麻酔・脊椎

麻酔の穿刺は、必ず教官または麻酔科 Fixed チーフレジデント以上

と共に行うこと 
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(6) 勤務時間帯に手術部外にでる場合は、必ずインチャージ(PHS:90382)

に断わること。常時 PHSを携行し、連絡可能な状態とすること 

 

(7) 手術部からの出入りの際は原則として上・下とも着替えること。ま

た、手術部外にやむを得ず術衣のまま出た場合、手術を行う前の手

術室や手術中の手術室に入るときは原則として再び着替えること 

 

(8) 筑波大学手術部では一足制を採用している。手術室に入室するとき

は手術部の南側入り口（患者が入退室する入り口）から入る。靴に

関しては院内専用シューズを自分で用意する。院内専用シューズで

あればそのまま入室できる 

 

(9) ユニフォームに関しては、麻酔科医はブルーの服を着る。寒いとき

などの上着は、手術室受付を更衣室に曲がったところに靴下ととも

においてある。上着に関しては汚れたりした場合には交換する。上

着などは放置せず名前を書いて自分の責任で保管すること 

 

(10) 当直医は 17:00 までに手術部内に入り、緊急手術や当日延長症例

の担当もしくは補助を行う。そのためには、早めに自分の症例の術

前回診をしておく。オンコール医もこれに準じる 

 

金・土の当直は、翌朝 8:30 に麻酔科医室で申し送りをする 

 

(11) 麻薬・筋弛緩薬などの取扱に充分注意すること 

金庫内の薬剤の持ち出し時には、必ず「麻薬処方箋」「管理薬剤使用

連絡票」に必要事項を記入し、薬剤師または Fixed レジデント以上

（Fixed レジデント以上が薬剤を持ち出す場合は初期研修医でも

可）のチェックを受けること。返却時はそれぞれの伝票に正確に記

入し、チェックを受けた後、麻薬・筋弛緩薬・向精神薬などは空ア

ンプルを含めすべて返却用金庫に返納すること 

 

(12) 術後にコスト送信・JSA 麻酔台帳に入力するのを忘れないこと 

 

 



 8 

(13) 初期研修の先生で、麻酔科での研修を開始する場合、まず始めに

「条件設定」もしくは「マスタメンテ」内の「個人情報メンテナン

ス」で所属診療科を「麻酔科」に変更すること。この変更が反映さ

れないと ORSYSに名前はでてきません 

 

(14) 個人情報の取り扱いには十分に注意すること。週間予定表には名

前を書く。学生さんへは基本的に名前の入った麻酔記録は渡さない。

参考のためにプリントした過去の麻酔記録は印刷した者が責任を持

つ。APSの USBは麻酔科医室から持ち出さない。 

 

(15) 手術部の南側入り口は、夜間・休日手術が行われていないときに

は原則として施錠される（土曜日の午前中を除いて） 
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２２２２. . . . 術前術前術前術前診察診察診察診察と術前指示と術前指示と術前指示と術前指示    

    (1) (1) (1) (1) 概要概要概要概要    

1) 術前術前術前術前外来で診察されているか、同意書があるか確認する外来で診察されているか、同意書があるか確認する外来で診察されているか、同意書があるか確認する外来で診察されているか、同意書があるか確認する 

2) 患者の疾患、合併症、身体状態を把握する 

3) 手術術式を把握する 

・必要に応じて診療グループと打ち合わせをする(心臓手術など)  

・術式等で不明の点がある場合には、直接、術者に尋ねる 

4) 術前・術中・術後の患者管理方法をオーベンと打合せ、計画を 

立てる 

5) 医師−患者の信頼関係を結ぶ 

・麻酔の承諾を得る（麻酔承諾書の記載：初期研修医は必ず上級 

医とともに同意書をとる） 

6) 病棟への指示 

・前投薬の内容・時刻、経口禁止、手術室への入室時間 

7) 麻酔前サマリーをORSYSの術前診察の頁に入力する 

8) 朝のカンファランスでプレゼンテーションを行う 

9)    同意書がまだ取れていなかったり、オーダーをまだ出していな同意書がまだ取れていなかったり、オーダーをまだ出していな同意書がまだ取れていなかったり、オーダーをまだ出していな同意書がまだ取れていなかったり、オーダーをまだ出していな    

い場合は、遠慮せずにアピールすることい場合は、遠慮せずにアピールすることい場合は、遠慮せずにアピールすることい場合は、遠慮せずにアピールすること（毎日、昼食交代・同 

意書取得確認表がでるので、そこに記入するとよい） 
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(2)(2)(2)(2)        術前診察の仕方術前診察の仕方術前診察の仕方術前診察の仕方    

・適正な言葉遣いと身だしなみで・適正な言葉遣いと身だしなみで・適正な言葉遣いと身だしなみで・適正な言葉遣いと身だしなみで    

・たとえ・たとえ・たとえ・たとえ麻酔科術前外来で同意書がとられている患者さんでも、麻酔科術前外来で同意書がとられている患者さんでも、麻酔科術前外来で同意書がとられている患者さんでも、麻酔科術前外来で同意書がとられている患者さんでも、    

麻酔前に患者さんを診て、麻酔科のオーダーを病棟に出すこと麻酔前に患者さんを診て、麻酔科のオーダーを病棟に出すこと麻酔前に患者さんを診て、麻酔科のオーダーを病棟に出すこと麻酔前に患者さんを診て、麻酔科のオーダーを病棟に出すこと    

・・・・術前術前術前術前指示指示指示指示の入力を忘れないようにの入力を忘れないようにの入力を忘れないようにの入力を忘れないように    

 

1）カルテと検査データから得られる情報を把握する。硬膜外麻酔 

や脊髄くも膜下麻酔を行う患者では、凝固能も必ずチェック 

2）患者さんに会う 

・気持ちよく挨拶をし、自分が担当麻酔科医もしくは術前診察担 

当の麻酔科医であることを知らせる 

・これから麻酔についての説明および診察を始めてよいか患者さ 

んに尋ねる。説明に立ち合わせたい人がいるかも尋ねる 

・プライバシーが守られない場合、個別の部屋に移動をする 

3）既往歴、家族歴の把握・確認 

・カルテで得られた情報のほか、患者さんに直接 

  過去の麻酔による合併症 

  喫煙歴 

  アレルギー・喘息 

  血縁者の麻酔による合併症の有無などを尋ねる 
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4）身体所見をとる 

・一般的な全身所見をとる（聴診を含め） 

・麻酔科特有のもの 

  開口制限の確認 

  頚部後屈制限の確認 

  Mallampati分類 

  動揺歯の有無 

  硬膜外麻酔/脊髄くも膜下麻酔の穿刺時の体位が取れるか 

  各種ラインを留置する部位の異常の有無 

5）麻酔計画を立て、患者に説明をする 

・麻酔計画・説明には，初めの数回は必ずチーフレジデント以上 

の指導者の行うものを見学すること 

・麻酔計画に関しては、一度指導者と相談後再度患者さんのとこ 

ろへ説明に行くこともある 

・手術当日のスケジュールを経口摂取制限から前投薬、入室時間 

の目安、入室後のモニター、予定麻酔方法、全身麻酔導入後の 

管理方法、留置予定のライン類などについて、日本麻酔科学会 

のパンフレットを用いながらその必要性などを説明 

・術後鎮痛に PCA を用いる予定の場合、その取り扱いについても 

説明する 
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6）麻酔同意書を用いて、麻酔に伴う危険性について説明する 

・特に患者さんが何らかのリスクを持っている場合、同意書に書 

かれているよりも危険率が高い場合があるので、術中・術後の 

リスクになりえるものについてはその危険性と対処法を十分に 

説明する 

 ・歯牙損傷のリスクが高い症例では、歯科に術前にマウスピース 

を作成してもらえるので、歯科外来 Dr に tel する（詳しくは段

村先生へ） 

7）中心静脈・肺動脈カテーテルを留置する予定がある場合 

・麻酔同意書とは別に同意書があるため、その同意書を用いて必 

要性と危険性について説明をする 

8）周術期の合併症については、その全てを予測しきれないことを 

知らせ、術後に異常を感じたら気兼ねなく言うように伝える 

9）患者からの質問を聞き、それに対して答える。その後麻酔同意 

書（中心静脈カテーテルの同意書）に署名をしてもらい、患者 

保存用を患者さんに渡し、カルテ用をカルテにはさむ。最終的 

に患者さんに質問がないかを尋ねたり、同意書に署名をしても 

らうときには、指導者に同席してもらい確認を受ける 

10） 主治医グループへの連絡などがある場合にはカルテに記載す 

るとともに直接 PHSなどで伝える 
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11)コンサルテーションケースは麻酔科医室のホワイトボードに 

貼ってあります。担当者はカンファレンスノートも目を通すこ 

と 

12) 初期研修医が主麻酔の場合は、原則として前日の 12 時まで 

にオーベンにオーダーのチェックと同意書のサインをもらう

ようにする（前日入院で術前外来なしの場合、この限りではな

い）。もし、オーベンが捕まらない場合、原則としてシニアで

はなくチーフやスタッフにチェックしてもらうようにする。土

日・夜間など人的に余裕がない時は適宜柔軟に対応する 

13) B430,E200病棟以外ではオーダーを手術前日 15 時以前にオ 

ーダリングシステムに入力する。その時間以降は看護師のリー 

ダーにオーダーをしたことを PHSで連絡する。B430,E200病 

棟では手書きオーダーなので記載し手渡し。前投薬を出す場合 

は、入力を行う（前日の夜間に入力した場合、薬剤当直への連 

絡が必要なこともある）。食事オーダーは前日の 16時までしか 

変更がかけられないので、必ずその時間以前に OS1 のオーダー 

などは行なう 

14) 麻酔前サマリーを ORSYSの術前診察の頁に入力する 

・術前診察を行った場合（術前外来も含め）、必ず ORSYSの術前 

診察のページの「術前診察医」に自分の名前をいれる 
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(3) (3) (3) (3) 術前術前術前術前の経口制限の経口制限の経口制限の経口制限    

スカンジナビア及びASAのガイドラインを下に示す。長期間NPOの

方がClear Liquidを飲んだ場合より胃内容が多いという報告もあ

り、また、術直前まで炭水化物が入っていた方が予後が良いとい

う報告もあるので、手術 2 時間前までにOS-1を飲ませるように給

食指示を出す 

ただし、コントロール不良のDM、胃疾患、イレウス、外傷、帝王

切開の患者を除く 

術前6時間以内に経口摂取を行った患者は入室を延期するか、Full  

Stomach として扱う 

 

スカンジナビア（Acta Anaesth Scandinavica 2005;49:1041） 

Clear Fluid    2h 

(tea, coffee, soda water, apple juice, pulp-free orange juice)  

Breast-feeding   4h 

Solid     6h までは Free、 

さらに、1h 前まで Clear fluidを、成人では 150ml、小児では 75ml 

まで許可 
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ASA（Anesthesiology 1999:90;896-905） 
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(4)(4)(4)(4)    麻酔前投薬麻酔前投薬麻酔前投薬麻酔前投薬    

1) 入室90 分前(具体的に時刻を明記): 

2) 鎮静薬: セルシン5 mg p.o.など(手術術式、年齢、体重、全身 

状態により調整する 

3) H2 ブロッカー: ザンタック1 錠(150mg)p.oなど 

＊通常アトロピンは必要ない（入室後必要であれば静注）。 

原則として前投薬を行わない患者: 1 歳未満、意識状態低下、 

帝王切開術等の妊娠患者、その他緊急手術患者。 

前投薬量を減らす患者: 65 才以上の高齢者、気道に問題のある 

患者、心不全 

小児患者に関しては小児麻酔の項参照 

4) 長期服薬している薬は？ 

＊ステロイド薬：術当日朝まで継続 

＊降圧薬・冠拡張薬（βブロッカー、カルシウム拮抗薬、ニコラ 

ンジルなど）：術当日朝まで継続 

アンジオテンシンアンジオテンシンアンジオテンシンアンジオテンシンIIIIIIII受容体拮抗薬は（治療が難しい低血圧が受容体拮抗薬は（治療が難しい低血圧が受容体拮抗薬は（治療が難しい低血圧が受容体拮抗薬は（治療が難しい低血圧が    

起こるので）中止、起こるので）中止、起こるので）中止、起こるので）中止、ACE阻害薬はスーパーバイザーに相談する 

＊抗凝固薬：ワルファリン（作用36〜40時間）3〜7日前中止、術 

当日INR1.8以上→ビタミンK 1mg皮下注。PT-INR<1.3を確認 
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＊抗血栓薬：バイアスピリン、パナルジン、プラビックス、エパ 

デール：7日間休薬。プレタール：2日間休薬。ペルサンチン、 

アンプラーグ、ドルナー、オパルモン：1日休薬 

＊経口糖尿病薬：当日朝はNPOのため休薬 

その他指導者（チーフレジデント以上）の指示を仰ぐこと 

 

(5)(5)(5)(5)    症例の提示症例の提示症例の提示症例の提示(Presentation )(Presentation )(Presentation )(Presentation )    

Tips− 要点を簡潔に！ 

1) 患者名・性・年齢・身長・体重。 

2) 診断名・術式。 

3) 麻酔管理上の問題点(HT、DM、喘息、虚血性心疾患など)。 

4) 麻酔方法 

導入薬・筋弛緩薬・挿管方法 

維持(AOP-Remi、Epidural-AOP、AOS-Remi など) 

（硬膜外腔カテーテル留置する場合は麻酔法の最初に述べる） 

5) ライン類(A-Line、CVP、末梢1 本など) 
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(6)(6)(6)(6)    術前外来術前外来術前外来術前外来    

・毎週毎週毎週毎週月曜日から金曜日の午後月曜日から金曜日の午後月曜日から金曜日の午後月曜日から金曜日の午後 2222 時時時時 30303030 より、より、より、より、150150150150 外来にて行う外来にて行う外来にて行う外来にて行う 

・担当は毎週金曜日に次週の症例と同様に割り当てられる 

・担当は毎日約 2～3人。担当はシニア以上がなること多いが、ジ

ュニアもなることがある 

・主に、予定手術の患者で、麻酔リスクの低い ASA1-2 の患者が対 

象である。手術前日に入院する患者は、前もって術前外来を受

診することが原則である 

・外来枠は、原則として 1日 10人まで 

・入院患者は基本的に対象外である（但し、脳外科では術前検査 

入院中に依頼されることがある。コンサルで依頼が来る） 

 

事事事事前準備前準備前準備前準備    

・手の空いている者は、事前に予約の入っている人数と内容を確 

認し、胸部レントゲン所見などを後述の方法に沿って入力する 

 

外来外来外来外来    

・麻酔科術前外来の場所は、A棟 1階 150 外来 

・流れは、問診・診察→麻酔の説明→同意書となり、普段の麻酔 

の I.C.と同様である 
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・150 外来にカルテと問診表、心電図が一揃えになって，左から 

受付順に並んでいるので順番に診察室に持っていく。（空いてい 

る部屋ならどこでも可）（受付に確認） 

・患者が問診票を記入し、身長・体重、バイタルの計測が終了し 

だい、患者を呼んで診察を始める 

・オーダリングシステムにログインし、受付一覧画面になってい 

なければ画面上部の「受付一覧」をクリックする。予約枠名が 

「麻酔科術前外来」になっている患者が当日の術前外来予約患 

者である 

・ 患者の名前をクリックし、オーダーを開く。（当日他科の外来 

を受診していることもあり、早い時間に受付を済ませている患 

者もいる。受付済みになっている患者を入力モードで開いたと 

きに、閉じるために画面右上の診察済をクリックしてしまうと、 

画面上診察終了になってしまうので注意） 

・ 画面の右側のツールから「手術部門業務」をクリックし、「ORSYS 

麻酔記録」を選択する。手術申し込みリストが現れる（過去の 

申し込みもリスト上に現れるので注意） 

・ 症例を選択（黄色から青に変わる）し、画面左の「術前診察」 

をクリックする。ORSYSログインのページが現れるので、アカ 

ウントに自分のドクターコードを入力し、ログインをクリック 
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する（パスワードはなし）。バイタルサイン、血液検査、心電図、 

胸部 Xp などの所見を各々の入力部に入力する。 

・ 身長、体重は、「手術申し込み」画面から入力する。画面左の 

「手術申し込み」をクリックし、ORSYSログインのページが現 

れるので、アカウントに自分のドクターコードを入力し、ログ 

インをクリックする（パスワードはなし） 

・ 以上は実際に患者を診察室に呼ぶ前に終わらせておく。もしも 

午前中に手が空いているものは、できるだけ当日の術前外来受 

診予定者の血液検査とレントゲンの所見を入力することが望ま 

しい 

・ 時々手術申し込みがなされていないことがある。気付き次第外 

来担当医あるいは術前外来申し込み医に連絡をし、速やかな手 

術申し込みを依頼する。日付が決まっていなければ日付未定で 

申し込んでもらう。場合により麻酔科側で申し込みを入力する 

・ 術前回診チェックリストの術前診断名および予定術式を記載 

・ 事前入力が終了後、オーダリング上から同意書を印刷し、患者 

を呼んで診察を開始する 

・病歴聴取や麻酔の説明は普通の I.C.と同様であるが、術前外来 

を通った患者は手術前日に入院することが多く、麻酔担当医と 

術前外来担当医が別であることがほとんどであるため、患者の 
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状態を十分に把握し、分りやすく入力しておく 

・小児の場合、以下のことを確認する：出生発育に問題ないか， 

末梢がとれそうか、予防接種歴、経口など（ミルク？離乳食？）。 

喘息は本人のみならず、父・母・兄弟に既往が無いかも確認す 

る。また、感冒症状が出現した場合、手術を延期する可能性が 

高いことも外来で説明しておく 

・また、検査の追加や他科にコンサルテーションが必要な場合は 

術前外来申し込みの担当医に確実に伝わるようにする 

・1 回の術前外来で麻酔の準備が十分に整わない場合は、必要な 

検査やコンサルテーションを行った後に外来に再度来てもらう 

ようにし、カルテにも記載する（カルテの記載だけでは不十分） 

・必要な入力、カルテの記載が終了したら，病名登録を行う。オ 

ーダリングシステムの患者情報ページ（画面上部）の病名をク 

リックすると病名登録画面が出る。手術申し込み病名を検索し 

登録する．診療科で入力済みの病名を選択し、右クリックから 

複写を選択すると自動的に麻酔科で病名登録される。以上の操 

作を終わったら，診察済をクリックし、診療録を保存するをク 

リック．オーダリングの受付一覧画面で患者が診察終了になる 

・終了したカルテ、心電図と同意書，問診表などを一緒にして受 

付に持っていく 



 22 

術前外来に術前外来に術前外来に術前外来につつつついてのその他の注意いてのその他の注意いてのその他の注意いてのその他の注意    

・病名をオーダリングシステムから必ず入力して下さい（診療科 

は麻酔科で）。入力されていないとコストがとれません 

・術前回診チェックリストにも診断名を記入するようにして下さ 

い。登録ミスがあった場合に役立ちます 

・術前診察医の欄に自分の名前を入力して下さい。 

・停留精巣の症例では、ブロックは硬膜外（含 Caudal）でお願い 

します。i-i ブロックだと手術の妨げになるとのことです。術 

前外来で小児の鼠径ヘルニア・精巣固定は i-iblockのみでなく 

Caudal、Epi の同意書も取るようにする 

・抗凝固薬を内服している症例では、必ず診療科に休薬の確認を 

とって下さい 

・同意書の有無（小児はドルミカムも）は必ずチェック 

・検査の追加が必要といった理由で同意書をとらなかった場合 

は、状況をわかりやすく記載して下さい（患者が入院するまで 

カルテが見られず状況がわからないため） 

 ・学会・人の入れ替わり・夏休みで人が少ないときは、猪股先生 

と相談して、外来枠を事前に減らすか、完全に止める（少なくて 

も 1 か月前から） 
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外来での外来での外来での外来でのPCPCPCPCの取り扱いの取り扱いの取り扱いの取り扱い    

1)  患者が選択されていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーダリングシステムのメニューにツールがあります 

①ツール画面を下にスクロールします 

②手術部門業務をクリックします 

③手術予定表をクリックし ORSYSWebセンター画面を表示します 

患者が選択されていない場合はすべての症例が表示されます 

④症例を選択し、術前診察ボタンをクリックし、ログインを行う 

と術前診察画面が表示されます 

①①①① 

②②②② 

③③③③ 

④④④④ 
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2)  患者が選択されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーダリングシステムのメニューでツールの中の手術部門業務を

表示させるところまでは操作は同じです 

①手術予定表をクリックすると１と同じようなすべての症例が表 

示された ORSYSWebセンター画面が表示されます 

②麻酔記録をクリックするとオーダリングで選択されていた患者 

だけ ORSYSWebセンター画面が表示されます 

③症例を選択し、術前診察ボタンをクリックし、ログインを行う 

と術前診察画面が表示されます 

①①①①

②②②② 

③③③③ 
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(7)(7)(7)(7)        術前オーダー術前オーダー術前オーダー術前オーダーの出し方の出し方の出し方の出し方    

・富士通の Ordering PC で下図のように、「処置」を選択 

 

・成人の場合、「麻酔／術前（成人）」を、小児の場合「麻酔／術 

前（小児）」を選択し、「麻酔科術前（成人）」もしくは「麻酔科 

術前（小児）」を続いて選択する 

    

ただし、200，430 はオーダリングシステムが 2011年 3月の段階 

で運用されていない。200200200200、、、、430430430430 病棟は手書病棟は手書病棟は手書病棟は手書ききききオーダーオーダーオーダーオーダーで対応す 

る。PCPCPCPC でオーダーする場合、でオーダーする場合、でオーダーする場合、でオーダーする場合、ダダダダブブブブルルルルチェチェチェチェックのたックのたックのたックのためめめめにににに必必必必ずずずず S1S1S1S1    

以上以上以上以上ががががログログログログインして行うインして行うインして行うインして行う    
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・次に「経口摂取」を選択し、成人では処置フリーコメントの欄 

で「食事を止める時間」、「クリアリキッドを止める時間」を選 

択し、小児ではさらに「離乳食」「ミルク」を止める時間も指定 

・経口経口経口経口摂摂摂摂取の取の取の取の画面画面画面画面でででで必必必必ず出すず出すず出すず出す OS1OS1OS1OS1 のののの本数本数本数本数をフリーをフリーをフリーをフリーコメコメコメコメンンンントトトトに書に書に書に書くくくく 

・処置日付を手術日にし、処置場所は入院病棟にする 

   

・「決定」を押すと下に出した指示が一覧として出るので確認し、 

「確定」を押す 

・処置カレンダーになるので、「処置追加」を選択 

・再び「麻酔／術前（成人）」を、小児の場合「麻酔／術前（小児）」 

を選択し、「麻酔科術前（成人）」もしくは「麻酔科術前（小児）」 

を続いて選択 

・前投薬を投与する場合、次に「前投薬」を選択。投与する使用 

薬品の横にチェックを入れ、数量を入れる。小児小児小児小児のドルのドルのドルのドルミカムミカムミカムミカム    

シシシシロロロロップは、ップは、ップは、ップは、院院院院内内内内製製製製剤のた剤のた剤のた剤のためめめめ、フリー、フリー、フリー、フリーコメコメコメコメンンンント欄ト欄ト欄ト欄で入力で入力で入力で入力    
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・実施時間の「適宜」をクリックすると時間指定が選べるので、 

整数部に時間を少数部に分の部分を入れて時間を指定する 

例：6時 30分のとき 6.30 と入力 

・前投薬の場合も、処置日付を手術日にし、処置場所は入院病棟 

にする。その後「決定」を押すと下に出した指示が一覧として 

出るので確認し、「確定」を押す 

・ドルドルドルドルミカムミカムミカムミカムシシシシロロロロップップップップ以以以以外の前投薬は、外の前投薬は、外の前投薬は、外の前投薬は、別途処別途処別途処別途処方をしないと薬剤方をしないと薬剤方をしないと薬剤方をしないと薬剤    

部には指示が部には指示が部には指示が部には指示が飛ば飛ば飛ば飛ばないので、ないので、ないので、ないので、必必必必ずずずず処処処処方方方方操作操作操作操作をすることをすることをすることをすること    

 

・再び処置カレンダーになるので、「処置追加」を選択 

・その後また「麻酔／術前（成人）」を、小児の場合「麻酔／術前 

（小児）」を選択し、「麻酔科術前（成人）」もしくは「麻酔科術 

前（小児）」を続いて選択 

・次に常用薬についての指示を行う。フリーコメントの選択で、 

診療科指示もしくは継続する常用薬を指示する。複数の薬を指 
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定する場合、フリーコメント欄は 25字しか入らないので、4 つ 

のフリーコメント欄を有効に使うこと 

・最後に同様に入室時間について指示を出す。 

・最終段階で、処置カレンダーで日付などを最終確認し、「確定」 

を押す 

 

・オーダーの順番として、経口摂取に関するオーダーを一番上に 

持ってきてほしいと看護部からの要望があるため、極力これに 

沿うようにする 

・オーダーの発行が前日の 15 時以前の場合は特に連絡が必要ない 

が、それ以降の場合は病棟の看護師リーダーに PHSなどで連絡 

し、オーダーを出したことを伝える 

 

  

 



 29 

(8)(8)(8)(8)    術前の術前の術前の術前の給食オーダー給食オーダー給食オーダー給食オーダーの出し方の出し方の出し方の出し方    

・OS1 は小学生高学年以上で入室 2 時間前までに 2本 400ml ま 

で、幼児・小学生低学年で 1本 200ml まで。夕方にしか入らな 

いことが確定的な場合は、昼食としてさらに追加でオーダーす 

ることも考慮 

・朝食の給食オーダーは、前日の 16時にシステムとして締め切ら 

れる。必ずそれ以前に入力を行うこと（15 時以前なら、処置オ 

ーダーに関しても電話をする必要がないので、なるべく 15 時以 

前に行うとよい） 

・OS1OS1OS1OS1ゼゼゼゼリーを出さない患者リーを出さない患者リーを出さない患者リーを出さない患者：コ：コ：コ：コンンンントロトロトロトロールールールール不良不良不良不良のののの DMDMDMDM、、、、胃疾胃疾胃疾胃疾患、患、患、患、    

イイイイレウレウレウレウス、外ス、外ス、外ス、外傷傷傷傷、、、、帝王切開帝王切開帝王切開帝王切開、、、、EEEECCCCTTTTの患者の患者の患者の患者    
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食事のオーダーをした場合、必ず次の処置オーダーの経口摂取で、

給食で出した OS1ゼリーの本数を書くのを忘れないこと 



 31 

３３３３....麻酔リスクと麻酔リスクと麻酔リスクと麻酔リスクと術前評価術前評価術前評価術前評価    

((((1111))))    術前評価術前評価術前評価術前評価とはとはとはとは    

 術前評価とは、安全・円滑な周術期患者管理を目指して、周術期に起

こりうる様々な事態を予測し対応できるようにしておくために、必要

な情報収集と評価を行うことである。術前評価の対象としては、1.

患者 2.侵襲の程度（手術の内容及び難易度、外科医の能力） 3.

防御能力（麻酔医の能力、その他取り巻く環境）があり、できる限り

客観的に評価する。 

 

 アアアアメメメメリリリリカカカカ麻酔麻酔麻酔麻酔学会ＡＳＡ学会ＡＳＡ学会ＡＳＡ学会ＡＳＡ(American Society of Anesthesiologists)

の麻酔前管麻酔前管麻酔前管麻酔前管理理理理のののの基本基本基本基本的的的的基基基基準準準準は以下のとおりである。    

                                        

 これらの基準は、麻酔を受ける患者や、麻酔科医の全身管理下に無麻

酔もしくは局所麻酔科の処置を受ける患者全てに適応される。 

 極端な緊急時などの非常時にはこれらの基準の変更もやむをえない

が、その場合には変更を余儀なくされた状況を診療録に記載する必要

がある 

 

基準：麻酔科医は責任を持って、患者の状態を医学的に把握し、麻酔計画を作成し、患者もし

くはその保護者にその計画について詳しく知らせる。 
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 適切な麻酔計画の作成は、次の事項に基づく。 

1. 患者診療録の検討 

2. 患者の問診・診察を通した 

a. 病歴・麻酔歴のうち薬物療法の検討 

b. 身体状況のうち、周術期の危険性や管理方法の決定に影響を

与える可能性のあるものについての評価 

3. 麻酔の実施に不可欠な検査や他科受診の指示及びその内容の検

討 

4. 麻酔の実施に必要な術前処方の決定 

        

    担担担担当麻酔当麻酔当麻酔当麻酔医医医医は、は、は、は、以上以上以上以上のののの点点点点が適が適が適が適切切切切に行に行に行に行わわわわれ、診療録に記れ、診療録に記れ、診療録に記れ、診療録に記載載載載されているされているされているされている

ことを確認することことを確認することことを確認することことを確認すること    

    

患者の術前状態を総合的に評価する方法として、アアアアメメメメリリリリカカカカ麻酔麻酔麻酔麻酔学会Ａ学会Ａ学会Ａ学会Ａ

ＳＡＳＡＳＡＳＡ(A(A(A(Ammmmerican Society oerican Society oerican Society oerican Society offff Anesthesiologists) Anesthesiologists) Anesthesiologists) Anesthesiologists)のののの定め定め定め定めたたたた Physical Physical Physical Physical 

StatusStatusStatusStatus 分類分類分類分類が世界的に用いられているので、必ず覚える必要がある。

しかし、必ずしも客観性があるとはいえず、気道確保に関する事が含

まれないなどの欠点もある。 
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 Description 

PS-1 A normal healthy patient 

PS-2 A patient with mild systemic disease that results 

in no functional limitations. Ex) HT, DM, Obesity, 

Aged 

PS-3 A patient with severe systemic disease that 

results in functional limitations. Ex) poorly 

controlled HT, DM with vascular complications, 

prior MI, pulmonary disease that limit activity. 

PS-4 A patient with severe systemic disease that is a 

constant threat to life. Ex) CHF, unstable AP, 

advanced pulmonary, renal or hepatic dysfunction. 

PS-5 A moribund patient who is not expected to survive 

without the operation. Ex) Ruptured AAA, pulmonary 

embolus, head injury with IICP 

PS-6 A declared brain-dead patient whose organs are 

being removed for donor purpus. 

Emergency 

operation (E) 

Any patient in whom an emergency operation is 

required. 

      N Engl J Med 1999; 340:937-44 
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この術前評価の検査結果による具体的な分類は下記の表のようである 
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手術・麻酔のリスク手術・麻酔のリスク手術・麻酔のリスク手術・麻酔のリスク    

麻酔関連偶発症例調査では、心停止あるいは重篤な後遺症を覚悟した

危機的偶発症の発生率は 18.27/10万症例であった。これら危機的偶

発症の原因としては薬物過量・選択不適切が最も高く 42.1%をしめる。

術中および術後 7 日以内の心停止発生率は 10万症例あたり 2.21 で、

12.1%であり、その原因は高位脊髄くも膜下麻酔が 20.7%を占めもっ

ともたかいものであった。高位脊髄くも膜下麻酔による心停止の

10.3%は死亡している。アンプル・注射器の間違いによる偶発症の

88.2%は ASA-PS1 1-2 の軽症例に発生している。このことからも麻酔

科医の油断も大きなリスクになることをよく踏まえて麻酔を行うよ

う心がけること 

 

術前評価術前評価術前評価術前評価    

それぞれの患者さんの合併症に対しては、このマニュアルだけでなく

自分で調べ、必ずスーパーバイザーに相談する事 

 

非心臓非心臓非心臓非心臓手術患者の手術患者の手術患者の手術患者の心心心心血管血管血管血管系系系系評価評価評価評価    

病歴をきちんと聞き、適切に身体所見を取る。日常生活をどの程度行

えるかの問診による評価（機能的許容量など）は、トレッドミルによ

る最大酸素摂取量とよく相関する。たとえば無症状で毎日 30分のラ
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ンニングを行っているようであればそれ以上の心血管系の検査は必

要ない。機能的許容量は代謝率（METs）であらわす事が望ましいが、

NYHA の重症度分類はよく用いられ、常識的なものなので必ず覚えて

おく事。 

EFが 40％以下だと周術期に合併症が起こる可能性が高い。 

非心臓手術を受ける患者の心血管系の評価を次項で述べる 

 

問問問問診で診で診で診で聞聞聞聞こう（こう（こう（こう（疑疑疑疑ったら）ったら）ったら）ったら）    

狭心症があれば：症状、持続時間、誘発因子、改善因子、悪心、息切

れ、発汗など。心不全があるかは、発作性夜間呼吸困難、足背浮腫、

疲労感など。 

 

これを診ようこれを診ようこれを診ようこれを診よう    

頚動脈怒張、頚動脈コマ音、ラ音、喘鳴、心雑音、肝腫大、浮腫、チ

アノーゼ 

 

循環循環循環循環器内科に器内科に器内科に器内科に相談相談相談相談したいことがあったらしたいことがあったらしたいことがあったらしたいことがあったら    

術前に ECG異常があり、循内に相談したいときは、循内の当番医（PHS 

91746）に連絡 
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<<<<NYHANYHANYHANYHA による重による重による重による重傷傷傷傷度分類度分類度分類度分類>>>>    

Class.1 身体的活動を制限する必要のない心臓病患者で、日常生活

における身体活動の程度では、疲れ、動機、息切れ、狭心

痛が起こらないもの。 

Class.2 身体的活動を軽度ないし中等度に制限しなければならない 

もの。安静にしていれば何ともないが、日常生活において

普通の身体活動の程度でも疲れ、動悸、息切れ、狭心痛を

起こすもの。 

Class.3  身体的活動が著明に制限されているもの。安静時には何の 

愁訴もないが、日常生活において普通以下の身体活動の程

度でも疲れ、動悸、息切れ、狭心痛を起こすもの。 

  Class.4 安静にしていても心不全の症状や狭心痛があり、少しでも 

安静をはずし軽い身体活動を行うと愁訴が増強するもの。 
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<<<<HughHughHughHugh----JonesJonesJonesJones の呼吸困難分類の呼吸困難分類の呼吸困難分類の呼吸困難分類>>>>  

Ⅰ度： 同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段の昇降も健  

康者並にできる。  

Ⅱ度： 同年齢の健康者も同様に歩行できるが、坂、階段は健康者並       

にできない。  

Ⅲ度： 平地さえ健康者並に歩けないが自分のペースでなら 1.6km 以 

上歩ける。 

Ⅳ度： 休みながらでなければ 50m 以上歩けない。  

Ⅴ度： 会話、着物の着脱も息切れがする。息切れのため外出ができ 

ない。  
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(2)(2)(2)(2)    ACC/AHA 2007ACC/AHA 2007ACC/AHA 2007ACC/AHA 2007 周術期ガイドライン周術期ガイドライン周術期ガイドライン周術期ガイドライン    

 

非心臓非心臓非心臓非心臓手術に手術に手術に手術に対対対対する評価と治療する評価と治療する評価と治療する評価と治療    

 

Step2

Step3

Step4

Step1 その非心臓手術に
緊急性があるか

手術室へ
術後リスク評価と
危険因子の治療

はい

active cardiac conditions
が存在するか

いいえ

ACC/AHAガイドライン
に基づく評価と治療

手術を考慮

低リスクの手術か
予定された手術

を行う

症状がなく心機能がよい
（4METｓ以上ある）

予定された手術
を行う

はい

はい

はい

Step5

3つ以上の
臨床的危険因子

1つ又は2つの
臨床的危険因子

臨床的危険因子
なし

血管手術 中等度リスク手術

血管手術 中等度リスク手術

予定された手術
を行う

管理方法に
変更を生じ得るなら
検査を考慮

HRコントロールをしつつ予定された手術を行う
または

管理方法に変更を生じうるなら非侵襲的検査を考慮

いいえ

いいえ

いいえ又は不明

 

 

臨床的危険因子臨床的危険因子臨床的危険因子臨床的危険因子
・虚血性心疾患の既往

・代償性心不全の既往

・脳血管疾患の既往
・DM
・腎機能不全

active cardiac conditions
不安定狭心症
発症30日以内のMI
非代償性心不全（NYHA class Ⅳ、新規発症又は悪化中の心不全）
不整脈：高度房室ブロック（MobitzⅡ型、Ⅲ度）

症候性心室性不整脈
心室レートがコントロールできない上室性不整脈（安静時HR＞100）
症候性除脈
新規発症のVT

重症弁疾患：AS（圧較差＞40mmHg、弁口面積＜1.0cm2、症候性）
MS（労作時呼吸困難、失神、心不全を呈するもの）
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内視鏡手術

体表手術

白内障手術

胸部（体表）手術

外来手術

低リスク

（心イベントリスク 1％未満）

腹腔内・胸腔内手術

頚動脈内膜剥離

頭頚部手術

整形外科手術

前立腺手術

中等度リスク

（心イベントリスク 1～5％）

大動脈その他大血管手術

末梢血管手術

血管手術

（心イベントリスク 5％以上）

手術の例リスク分類

内視鏡手術

体表手術

白内障手術

胸部（体表）手術

外来手術

低リスク

（心イベントリスク 1％未満）

腹腔内・胸腔内手術

頚動脈内膜剥離

頭頚部手術

整形外科手術

前立腺手術

中等度リスク

（心イベントリスク 1～5％）

大動脈その他大血管手術

末梢血管手術

血管手術

（心イベントリスク 5％以上）

手術の例リスク分類

 
 

Minor predictors として高齢（70 歳以上）、心電図異常（左室肥

大、左脚ブロック、ST-T 異常）、sinus 以外の rhythm、コントロ

ールされていない HT がある。これらは周術期 risk を上昇させる

か証明されていない。複数存在すると冠動脈疾患の疑いが高くな

るかもしれないが、それに対する治療は推奨されていない 
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活活活活動動動動性性性性の評価の評価の評価の評価    

1MET   身の回りの世話を自力で出来る 

      食事、着替え、トイレ使用 

         室内の歩行 

         平地の歩行（4km/hr程度で 1～2 ブロック） 

4METs   掃除・皿洗いなどの軽作業 

         階段・丘を登る 

         平地の歩行（6.4km/hr程度） 

         短距離走 

         重労働（床掃除、重い家具の移動） 

         レクリエーション活動（ゴルフ、ボーリング、ダン

ス、テニスのダブルス、野球・サッカーのスローイ

ング） 

10METs 以上 激しいスポーツ（水泳、テニスのシングルス、サッカ

ー、バスケットボール、スキー） 

 

年齢、冠動脈疾患のため高 risk とされても、症状なく 30 分以上

走れるのであれば追加の検査は必要ない 

既往のない座りきりの患者で risk factor がある場合、更なる評

価を行うべき 
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周術期評価の周術期評価の周術期評価の周術期評価の追追追追加加加加    

ClassⅠ ：利益＞＞＞リスク 行われるべき手技・治療 

ClassⅡa：利益＞＞リスク  手技・治療を行う合理性がある 

ClassⅡb：利益≧リスク   手技・治療を考慮してよい 

ClassⅢ ：利益≦リスク   手技・治療を行ってはならない 

    

・・・・左左左左室室室室機能機能機能機能    

  classⅡa： 

原因不明の呼吸困難に対する評価 

     増悪する呼吸困難等の症状を有する心不全の現病・既往（12

ヶ月以内に評価されていない場合） 

classⅡb： 

心筋障害の既往があり、現在症状が安定している患者の再評

価 

  classⅢ： 

ルーチンでの周術期評価 

 

LVEF＜40％ではうっ血性心不全、不安定狭心症、MI、死亡のリス

クが上昇する 
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・・・・術前の術前の術前の術前の 12121212誘導心電図誘導心電図誘導心電図誘導心電図    

classⅠ： 

血管手術を予定され、clinical risk factor を 1 つ以上持

つ患者 

中等度リスク手術を予定され、冠動脈疾患、末梢動脈疾患、

脳血管疾患を持つ患者 

  classⅡa： 

血管手術を予定され、clinical risk factor を持たない患

者 

  classⅡb： 

中等度リスク手術を予定され、clinical risk factor を１

つ以上持つ患者 

  classⅢ： 

低リスク手術を予定され、症状のない患者 

 

冠動脈疾患を有する患者で 0.5mm 以上の ST 低下、strain パター

ンのある LVH、左脚ブロッがあると、生命予後が低下 

病的 Q波があると MI、肺水腫、VF、心停止、完全房室ブロックの

リスクが上昇 

70歳以上は心電図異常と周術期心イベントに相関はない 
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疾患が安定している待機手術患者では、心電図は 30日以内のもの

であれば良い 

 

・・・・運動運動運動運動負荷試験負荷試験負荷試験負荷試験    

  高リスク： 

高度の運動負荷（4 METS又は HR100又は年齢相応最大 HR の

70％以下）により虚血症状（0.1mV 以上の ST低下、0.1mV 以

上の ST 上昇、5 つ以上の誘導での異常、運動負荷後 3 分以

上持続する虚血性変化、狭心発作、運動による収縮期血圧の

10mmHg以上の低下）を呈する 

  中リスク： 

中等度の運動負荷（4～6 METS 又は HR100～130 又は年齢相

応最大 HR の 70～85％）により虚血症状（0.1mV 以上の ST低

下、運動負荷後 1～3分持続する虚血性変化、3～4 つの誘導

での異常）を呈する 

  低リスク： 

虚血性変化なし又は高度運動負荷（7 METS 以上又は HR130

以上又は年齢相応最大 HR の 85％以上）により虚血症状

（0.1mV 以上の ST低下、1～2 つの誘導での異常）を呈する 
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・・・・薬薬薬薬物負荷試験物負荷試験物負荷試験物負荷試験    

  ClassⅠ： 

active cardiac conditions がある患者に対する ACC/AHAガ

イドラインに基づく評価・治療 

  ClassⅡa： 

3 つ以上の clinical risk factors を有し、4 METs以下の活

動しか出来ない患者で、管理方法に変更を生じ得る場合 

  ClassⅡb： 

1～2 つの clinical risk factors を有し、4 METs以下の活

動しか出来ない、中等度リスク手術を受ける患者で、管理方

法に変更を生じ得る場合 

1～2 つの clinical risk factors を有し、4 METs以上の活

動が出来、血管手術を予定されている患者 

  ClassⅢ： 

clinical risk factor が無く、中等度リスク手術を受ける

患者 

     低リスク手術を受ける患者 
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・・・・麻酔管麻酔管麻酔管麻酔管理理理理    

  揮発性麻酔薬の使用：ClassⅡa  

血行動態が安定した心筋虚血のリスクのある患者に対して 

nitroglycerin の予防的使用：ClassⅡb  

麻酔薬を使用しても血行動態が安定している場合に、血管拡

張・低血圧のリスクを認識した上で用いる。 

経食道エコーの使用：ClassⅡa  

術中・周術期おける急性・持続性の致命的血行動態異常の原

因検索として 

体温管理：ClassⅠ  

正常体温に保つ（但し、high aortic cross-clamp などの臓

器保護のための低体温は除く） 

血糖管理：ClassⅡa  

DM・高血糖の患者で、心筋虚血のリスクがある・血管手術や

大手術を受けて ICU入室予定の場合：ClassⅡb  

DM・高血糖の患者で、ICU 入室予定のない手術患者は、200 

mg/dL以上で心イベントのリスクが上昇 
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４４４４....    麻酔の準備麻酔の準備麻酔の準備麻酔の準備から術後回診までから術後回診までから術後回診までから術後回診まで    

<<<<麻酔車の準備麻酔車の準備麻酔車の準備麻酔車の準備>>>> −成人の場合（小児に関しては「小児麻酔」参照）− 

(1) 全身麻酔の準備（必須） 

1)-9)は麻酔車に準備されている（小児など必要に応じて追加） 

1) 気管チューブ：男 8.0mm、女 7.0mm、 

2) サクションカテーテル：12、14Fr 

3) マスク：男 No.(3)、4、5、女 No.3、4 

4) エアウェイ：体格に応じて No.3、4、5 

5) スタイレット 

6) バイトブロック：小、中、大 

7) 喉頭鏡：ブレード No.3、体格が特に大きいときは No.4 

8) ハンドル：ライトがつくかどうかのチェック 

9) 人工鼻：直、曲 

10) バッグ 3L：麻酔器に接続している物を使う。 

11) 蛇管、L-コネクター：麻酔器に接続している物を使う 

（バックと蛇管は接続されていないことが多いので、持ってい 

っておいた方が無難） 
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＊成人の症例の場合、点滴のセットは患者さんの入室後、点滴が

入っていないことを確認後に準備すること（現在の点滴のセッ

トは三活や延長チューブを含むフルキットなので入室後の準備

で十分） 

 

＊特殊なチューブ 

スパイラル(らせん入り)：キンクしにくいのが特徴 

RAE：口唇裂、口蓋裂、眼科手術などの顔面手術 

経鼻RAE：口腔内手術 

MLT：ラリンゴマイクロサージェリー用 (男 6mm、女 5mm) 

エンドトロール：経鼻挿管用 

経鼻挿管時---経鼻挿管用チューブ（チューブは温めておく

とよい）、マギール鉗子、消毒用綿棒、シャーレ、ベゼトン、

ボスミン、ゼリー 

 

(2) 硬膜外麻酔 

1) アロー社製硬膜外麻酔セット(予備のために２セット準備) 

2) 酸素投与用フェイスマスク(全身麻酔を併用しないときのみ) 

3) 全身麻酔の用意 
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(3) 脊髄くも膜下麻酔 

1) クリーントレイ（局麻セット）（２セット） 

2) 脊麻セット：スパイナル針25G（70mm 2本、90mm 2本）、0.5% 

マーカイン（等比重、高比重）、酸素投与用フェイスマスク 

3) 全身麻酔の用意 

 

(4) Aライン 

1) テルモ生食500mlにノボヘパリン1mlを注入し、空気を抜く 

2) 加圧バック 

3) Edwards Lifescience モニタキットシングル VP084TSC(PL) 

 

(5) CVC（中心静脈カテーテル） 

1) SMACカテーテルキット（12G×20cmはシングル、ダブル、トリ 

プルルーメン、12G×60cmはダブルのみ） 

2) Edwards Lifescience モニタキットダブル VP084TW01(PL) 

3）血管確認用のエコーを必ず使用し確認すること 

 

(6) PAC（肺動脈カテーテル） 

1) Edwards Lifescience AVA3Xi（シースイントロデューサー） 

2) Edwards Lifescience スワンガンツCCO/CEDV774H75 
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3) Edwards Lifescience モニタキットトリプル VP0804TT01(PL) 

4) 心拍出量測定機器及びそれに必要な接続コード 

5) 血管確認用のエコーを必ず使用し確認すること 

 

注意注意注意注意    

・CVカテーテルの「プリセップＣ」はカード管理です。使用した 

らカードを準備室の机の上へ 

・PA cath を入れた患者をＩＣＵに帰室させた際は、オプティカ 

ルモジュールと圧ラインホルダーをＩＣＵに持って行きっぱな 

しにしないように 

 

(7) 腕神経叢ブロック 

1）クリーントレイ（局麻セット）（２セット） 

2） 25G 腕神経叢ブロック針、小児用延長管(X1 120cmまたは50cm) 

3）1%（もしくは0.5～0.75%）アナペイン（＋キシロカイン） 

(最大量アナペイン300mg)を目安に準備する 

 4）神経ブロック用エコー（S-NERVE） 

 5）必要によっては電気刺激用の針、電気刺激装置 
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<<<<薬剤薬剤薬剤薬剤>>>>    

薬液は手術当日に準備すること。 

注射器はラベル貼付等で、内容・濃度を明示する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

商品名    一般名   処方 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

1) プロポフォール丸石 200mg/20ml (原液) 、デュプリバンキッ 

ト 500mg/50ml or イソゾール thiamylal 500mg/20ml 蒸留水 

2) エスラックス rocuronium bromide 原液 50mg/5ml 

3) レミフェンタニル remifentanil 5mg/50ml もしくは  

2mg/20mlに生食等で希釈 

3) エフェドリン(原液40mg/ml): 40mg/8ml (5mg/ml)に生食で希釈 

4) アトロピン(原液0.5mg/ml):小児の場合のみ用意(0.1mg/mlに 

希釈) 

5)ドロレプタン：薬剤借り出し時にシリンジで吸って持っていく。 

PONV予防にQTが延長していなければ年齢・体格などを考慮し成 

人であれば0.625mg～1.25mg終了間際にI.V. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊ SpinalまたはEpidural Anesthesia のみの麻酔であっても、 

エフェドリンは用意しておく 
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 注意注意注意注意    

・金庫内の薬剤の持ち出し時には、必ず「麻薬処方箋」「管理薬剤 

使用連絡票」に必要事項を記入し、薬剤師または Fixed レジデ

ント以上（Fixed レジデント以上が薬剤を持ち出す場合は初期

研修医でも可）のチェックを受けること 

・麻薬の入ったシリンジを返却する場合は、①三活についている 

青い栓で蓋をする、②PCAポンプのスパイクに入っているえん 

じ色の栓で蓋をする、③延長管をしばる、④ブレンダームでガ 

チガチに固める、のいずれかの方法をとる 

・ドルミカムシロップを処方する場合は、シロップの箱に一緒に 

入っている「施用記録表」に記入する 

・薬用の生食 500ml には、「くすり」と明記して下さい。清潔で 

なくなっている場合には申し送りを忘れずに 

・圧ライン用の生食 500 ml にヘパリンを入れたら、バッグに「ヘ 

パリン 1000単位」と書く 

・注射器には、内容・濃度を明示することを忘れないこと 
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<<<<手術室に麻酔車を入れてから手術室に麻酔車を入れてから手術室に麻酔車を入れてから手術室に麻酔車を入れてから>>>>    

(1) 麻酔器の準備 

1) 酸素、笑気、空気、余剰麻酔ガス(スカベンジャー)の配管を接 

続する 

2）蛇管、Ｌコネクター、バッグを取り付ける 

3）リークテスト: APL（ポップオフ）弁を閉める。患者呼吸回路 

先端を閉塞する。酸素を5～10（L/min）流す。回路内圧を30cmH2O  

まで上げる。酸素の流量をゼロに下げ、その状態でも10秒間回 

路内圧が30cmH2Oに保たれることを確認する。APL弁を開き、回 

路内圧が低下することを確認する。酸素をフラッシュし十分な 

流量があることを確認する 

4）気化器内の麻酔薬の液量を確認し、必要なら追加補充する 

 

(2) 気管挿管の準備 

1）カフに漏れの無いことを確認の上、カフの空気を抜いた状態に 

2）スタイレットを使用する場合は、予め適当なカーブに曲げ、ゼ 

リーを少量塗布してチューブに挿入し、容易に抜けることを確 

認しておく。チューブは清潔に操作すること 

3）吸引装置の作動を確認した上で、手の届く所にセットしておく 

4）サクションチューブ洗浄水用容器に手洗い用滅菌水を満たす 
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(3) 輸液の準備（DIVを2本確保する時以外は、必ず入室後に行う） 

・術中輸液は細胞外液剤(ソルアセト、Veen-Fなど) が基本 

 

(4) 廃棄物の処理> 

・注射針他針類・アンプル→白いプラスチックボック 

・注射器すべて、血液・体液付着の不燃物→黄色のビニール袋 

・血液のついていない可燃物(紙・ビニール等) →白ビニール袋 

 

(5) 患者入室後、麻酔導入前 

1) 手術室の前で、患者氏名・マーキング・点滴の状況を確認する 

2) ORSYS上の患者認証をリストバンドのバーコードで行う 

3) ECG 電極の貼付を指示し、波形の表示を確認 

4) 原則として、右上腕に自動血圧計のカフを巻いて測定する。 

5) パルスオキシメータ装着 

6) 静脈確保は、原則として左手(非利き手側) 手背静脈より20Ｇ 

以上の静脈カニューラを挿入、テガダームで刺入部を固定する 

7）入室時の心電図波形をORSYSに貼り付ける 

 

(6) 麻酔記録 

・ORSYSで記録。ORSYSの項目参照 
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<<<<麻酔終了から麻酔終了から麻酔終了から麻酔終了から片付け片付け片付け片付けまでまでまでまで>>>>    

1）患者を手術室から帰室させる際には、教官もしくは担当レジデ 

ントと共に、PAR SCOREに従い患者の評価を行って、原則的に8  

点以上であることを確認すること 

2）400、430病棟に帰室する時は、マシモのパルスオキシメータを 

装着し、担当者は帰室に付き添う。パルスオキシメータの回収 

を忘れないこと 

3）ORSYS記録に、必要事項をすべて記録し、誤りや漏れの無いこ 

とを確認する 

4）麻酔器の流量計はすべて閉じ、(あるものは) メインスイッチ 

およびその他のスイッチを切る 

5）麻酔器具のうち、使用したものは麻酔車の上に置く。針は担当 

者自ら処分し、麻酔車の上に放置しない 

6）返却するシリンジポンプは麻酔車の上に置く。気管支鏡は、光 

源から外し、白い籠に入れておく。22時を過ぎた場合には一 

時洗浄後、同様にしておく。同じファイバーを次のケースにも 

使いたいとき（急いで洗浄が必要なとき）は、内線3773（洗浄 

室）に電話をして「○番のファイバーを△番の部屋で使うので 

使うので、急いで洗浄してください」と伝える。優先で洗浄を 

行ってもらうと約30分で洗浄できます。経食道エコープローブ 
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は終了後、消毒槽に入れ、傍にケースを置いておく。ただし22 

時以降は洗浄してもらえないので翌日になる。22時以降に終了 

し、翌日も必要な場合は担当者が洗浄・消毒をする 

7）感染症患者(不明も含む)は麻酔車の上に表示を載せること 

 

<<<<麻薬・麻薬・麻薬・麻薬・使使使使用薬剤の用薬剤の用薬剤の用薬剤の処理処理処理処理>>>>    

1）薬剤の返却時には、「麻薬処方箋」「管理薬剤使用連絡票」に必 

要事項を記入し、薬剤師または Fixedレジデント以上（Fixed 

レジデント以上が薬剤を持ち出す場合は初期研修医でも可）の 

チェックを受ける 

2）麻薬・筋弛緩薬・向精神薬などは、空アンプルを含めすべて返 

却用金庫に返納すること 

 3）セボフルランは空になっても決してゴミ箱に捨てないこと！ 

 

<<<<ココココスススストトトトのののの送信送信送信送信>>>>    

・麻酔科医室のPCでコストを含めたすべての項目を登録し、送信 

を行う。コスト送信が正しく行われるとORSYSの手術一覧の患者

名の左に◎が出るのを確認する 
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<JSAJSAJSAJSA麻酔台帳の入力麻酔台帳の入力麻酔台帳の入力麻酔台帳の入力>>>>    

主麻酔医は、麻酔が終了した時点で JSA 麻酔台帳に入力を行う 

入力方法は以下のとおりである。 

1)ORSYS麻酔控室の ORSYSの PC から入力ができます。麻酔を     

行った患者を選択し，センター画面のメニューの偶発症調査ボ 

タン          をクリックすると下記の偶発症準備 

情報画面が表示されるので、各項目の入力を行います。 

                       

 

 

 

 

 

下記のような情報が入っていることも確認。 
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2)登録をクリックしても必須項目が抜けているとアラートが 

でて登録できません 

 

3)登録ができたら、JSA 麻酔台帳に送信するため、ORSYSのセ   

ンターメニューの JSAデータ出力                    をクリ 

ックします 

4)送信画面が表示され、データ送信ボタンをクリックすると送 

信されます。 

 

  

 

5)JSA 麻酔台帳を開いてユーザーID、パスワード共に 1 を入力 

しログインする 

  

 

 

 

 

 

 

③③③③ 

②②②② 

①①①① 
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① 自動麻酔記録装置 IFをクリック 

② データ登録をクリック 

③ 実行をクリックするとデータは取り込まれます。 

6)次に“手術台帳/麻酔台帳”をクリックし，“登録”をクリッ 

クする。 

・麻酔を行なった日を指定し，「表示」をクリックする。 

・麻酔を行なった患者の「選択」ボタンをクリックする。 

・「全て表示」ボタンをクリックし，全ての項目が入力され 

ていることを確認する。ORSYSをきちんと入れていれば， 

ほぼ全ての項目の入力が済まされている。 

7)「確定」をクリック 

    

注意注意注意注意    

 ・ｍECT の麻酔法はその他、手術部位もその他で入力してください 
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<<<<術後回診術後回診術後回診術後回診>>>>    

1)麻酔担当症例の術後回診を、少なくとも術当日と翌日に行う 

2)術後患者が鎮痛や呼吸管理等の麻酔科的管理を必要とする場 

合には、主治医および麻酔科教官もしくはシニア以上のレジデ 

ントと協議の上、行うこと。さらにAPS係への申し送りもする 

3)術後患者に麻酔と関係のあると思われる合併症が発生した場合 

には、速やかに教官に報告し、対策を講じること。事実をカル 

テに記載すること。問題が解決するまで定期的にフォローアッ 

プする 

4)ORSYSの偶発症の術後情報と麻酔台帳に記載 

5)問題が生じた場合、JSA麻酔台帳に記載するとともに火曜カン 

ファランス担当教官にも報告する 

 

＊偶発＊偶発＊偶発＊偶発症が生症が生症が生症が生じじじじた症例はた症例はた症例はた症例は偶発偶発偶発偶発症の入力まで症の入力まで症の入力まで症の入力まで責任責任責任責任をををを持持持持って行うことって行うことって行うことって行うこと    
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５５５５. . . . 麻薬、劇薬の取り扱い方法麻薬、劇薬の取り扱い方法麻薬、劇薬の取り扱い方法麻薬、劇薬の取り扱い方法    

(1) (1) (1) (1) 保存保存保存保存場場場場所所所所（鍵はインチャージかＡ当直、薬剤師さんが管理） 

麻薬金庫： 塩酸モルヒネ、フェンタニル、ケタラール、アルチバ 

キャビネット：ドルミカム、レペタン、ソセゴン、セルシン、 

イソゾール、セボフルラン、マスキュラックス 

冷蔵庫：エスラックス（ロクロニウム）、スキサメトニウム、 

ドロレプタン、ディプリバンキット、プロポフォール 

 

(2) (2) (2) (2) 取り扱い方法取り扱い方法取り扱い方法取り扱い方法    

アンプルは手で運ばず、移動用の箱に入れて運ぶ。 

ポケットの中に入れると破損、紛失の原因になるので注意！ 

 

麻薬  塩酸モルヒネ、フェンタニル、ケタラール、アルチバ 

持ち持ち持ち持ち出し出し出し出し    

・麻薬処方箋にＩＤを打ち、必要事項を書き込む 

・朝 7:00―7:45 に麻酔室で薬剤師のチェックを受け、借り出す 

・オンコールや緊急で持ち出すときには、薬剤師（不在の時や当 

直帯は A当直）から鍵を借り、薬剤師または Fixedレジデント 

以上（Fixedレジデント以上が薬剤を持ち出す場合は初期研修 

医でも可）のチェックを受ける 
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・持ち出し者のサインと確認者のサインが必要 

・処方箋の一番下を薬剤師に渡す（薬剤師以外がチェックする場 

合は、伝票の一番下をはがして返却用金庫のドアに掲げる） 

 ・決して、返却用金庫から薬剤を持ち出してはいけない 

返却返却返却返却    

・麻薬処方箋の記載を完成させる 

・薬剤師（不在の時や当直帯は A当直）から鍵を借り、薬剤師ま 

たは Fixedレジデント以上（Fixedレジデント以上が薬剤を持 

ち出す場合は初期研修医でも可）のチェックを受ける 

・本数のチェックのみで可（残液量は後で薬剤師がチェックして 

くれる） 

・返納者のサインと確認者のサインが必要 

・返却用ケースに、チェック済の処方箋を敷き、空アンプルを含 

めたすべての麻薬を入れて、返却用金庫に収納する 

 ・返却用金庫のドアの薬剤管理票に返却を行ったことを記載する 

・残液はシリンジのまま漏れないようにテープで封印などする 

・アルチバ以外の薬剤を希釈した場合は、全て使用したこととし 

て記載する 

・持ち出した薬剤は、決して元の場所に戻してはいけない 
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劇薬 

持ち持ち持ち持ち出し出し出し出し    

・管理薬剤使用連絡票を用いて、麻薬に準じて運用する 

返却返却返却返却    

・管理薬剤使用連絡票を用いて、麻薬に準じて運用する 

・使用後のものを含め、すべてのアンプル・バイアル・シリンジ・ 

瓶は捨てずに持ち帰ってくる 

・返却用紙袋または返却ケースに、使用後のものを含め、すべて 

のアンプル・バイアル・シリンジ・瓶を入れて、チェック済の 

管理薬剤使用連絡票とともに、返却用金庫に収納する 

    

(3) (3) (3) (3) 麻薬麻薬麻薬麻薬処処処処方方方方箋箋箋箋（注（注（注（注射射射射薬せん）の書薬せん）の書薬せん）の書薬せん）の書きききき方方方方    

・ID、患者氏名、生年月日、性別を記載 

・施用者氏名 施用番号を必ず記載。本人が記載する場合、印は 

不要 

・アルチバは、術後鎮痛に適応がないのでチェックしない 

・麻薬注射名：塩酸モルヒネ、フェンタニル（0.25mg/0.5mg）、 

アルチバ（2mg/5mg）、ケタラールのどれかをチェック 

・請求数を記載（アルチバの 2mgと 5mg、フェンタニル 0.25mgと 

0.5mgを持ち出 す場合別の処方箋が必要） 



 64 

・施用月日：時間は１回にまとめて記載しても可。 

・施用アンプル数は整数で記載。例）0.5Ａは不可。 

・フフフフェェェェンタニルはンタニルはンタニルはンタニルは基本基本基本基本的に的に的に的に成人成人成人成人はははは 0.50.50.50.5mmmmgggg、、、、小児小児小児小児はははは 0.250.250.250.25mmmmgggg、、、、PCAPCAPCAPCA はははは    

0.50.50.50.5mmmmgggg のアンプルをのアンプルをのアンプルをのアンプルを使使使使用すること用すること用すること用すること    

・右下の未使用返納アンプル、残液・空アンプルの２行を記載。 

・ケタラールの分ケタラールの分ケタラールの分ケタラールの分割使割使割使割使用は用は用は用は禁禁禁禁（（（（1111人人人人にににに 1111ババババイアル）イアル）イアル）イアル） 

 

＊麻薬処方箋を書き損じた場合は、二本線二本線二本線二本線でででで訂訂訂訂正し正し正し正し印印印印を押す。 

必ず複写部分を含めて 2222枚押印枚押印枚押印枚押印すること！ 

書き損じの処方箋は、シュレッダー行きのトレーに入れる 

 

＊万が一アンプル（麻薬入りインフューザーポンプ）を破損破損破損破損したしたしたした    

場合場合場合場合は、できるだけ溶液を回収する。現場は保存する。すぐに 

インチャージか麻酔Ａ当直に申しでる。薬剤部麻薬担当の薬剤 

師さん（PHS：90051）（夜間は薬剤部当直）に来てもらう。始末始末始末始末    

書書書書を書く 

＊使用しないのにアンプルを開封すると、破損扱いになり始末書 

を書くことになるので注意 
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６６６６. . . . 患者生体モニタ患者生体モニタ患者生体モニタ患者生体モニタ    IntelliVueIntelliVueIntelliVueIntelliVue    

1)本体左下に電源スイッチがある 

2)麻酔ガス濃度、EtCO2 を測定する場合は、ガスモジュールの電 

源も入れる 

3)患者タイプを設定する画面下部の「プロファイル」アイコン 

をタッチし、表示されるリストより、患者に適した設定（プロフ 

ァイル（局麻 or 全麻、A ラインあり or なし、など）を選択し、 

確認ボタンを押す。また、「スクリーン変更」ボタンを押し、画 

面設定を変更する必要があれば変更する。 

以上で最低限のモニタは可能であるが、必要に応じて以下の設 

定を行う。 

4)それぞれのパラメータについての設定変更（例：アラーム、ス 

ケールの変更など）を行う場合は、各パラメータに関する数字 

部分にタッチして変更を行う。 

5)画面下中央部にあるラベルアイコンをタッチすることにより、 

各コネクタがそれぞれどのラベル（名前）でモニタに表示され 

るように設定されているかを確認できるので、必要に応じ変更 

する。 

6)その他 画面下部にあるモニタスタンバイアイコンを押すこ 

とによりスタンバイ画面が表示される。これにより、モニタセ 
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ッティング終了後、患者入室までの間の不要なアラームの発生を

抑止できる。 

 

注意注意注意注意    

「登「登「登「登録録録録////退床」退床」退床」退床」アイアイアイアイココココンをタッンをタッンをタッンをタッチチチチすることにより患者することにより患者することにより患者することにより患者登登登登録などの録などの録などの録などの機機機機    

能能能能があるが、があるが、があるが、があるが、デデデデータがータがータがータが保存保存保存保存されなされなされなされなくくくくなるたなるたなるたなるため「登め「登め「登め「登録録録録」「退床」」「退床」」「退床」」「退床」はしはしはしはし    

ないないないない    
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７７７７. . . . 自動麻酔記録器自動麻酔記録器自動麻酔記録器自動麻酔記録器 ORSYS (Operation Room System)ORSYS (Operation Room System)ORSYS (Operation Room System)ORSYS (Operation Room System)    

(1) (1) (1) (1) 麻酔麻酔麻酔麻酔記録記録記録記録開始開始開始開始    

1)起動方法  

デスクトップ上にあるアイコンをダブルクリック 

することによりログオン画面が表示されるのでアカウント・パ 

スワード（初期設定では自分のアカウント「D×××××××」、 

パスワードなし）を入力する。端末種別選択画面が表示された 

ら「麻酔記録」「手術室××（該当手術室）」を選択する 

（ただし、ORSYSに入るためには病院の情報システム 

HOPES/EGMAINでの自分の所属が麻酔科になっていなければな 

らない。「条件設定」もしくは「マスタメンテ」内の「個人情報 

メンテナンス」で所属診療科を「麻酔科」に変更する。一日に 

一度 HOPES/EGMAINと ORSYSが所属に関しての通信を行うので、 

その後であれば ORSYSにログイン可能になる） 

 2)患者認証  

ORSYSにログオンした後、患者認証を行う。画面左の｢患者認証｣ 

をクリックする。患者認証画面が表示されるので、原則的に患 

者のリストバンドをバーコードで読み取る。リストバンドで読 

み取れない場合、IDを入力する。認証されると該当症例が青く 

反転するので「モニタ開始」をクリックする 
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3)モニタ開始 

「モニタ開始」をクリックするとログオン画面が表示されるの 

で上記同様にログオンする。患者確認画面が立ち上がるのでモ 

ニタ選択で現在使用中のモニタ（IntelliVue 初期設定のままで 

よい）を選択し「承認」をクリックする。その後すぐに麻酔記 

録画面が立ち上がり記録がスタートする 

4)薬剤選択上の注意 

多くの薬剤が「静注」と「持続静注」の二つの投与の仕方を分 

けている。アルチバのようにほとんどの場合、持続で用いる薬 

でも「静注」があるので正しく選択すること。 

持続を選択すると、総投与量を計算して麻酔サマリーに反映し 

てくれるが、ラインを満たす分などプライミングに使用した分 

の容量は反映されないため、バイアル数などが実際と異なる場 

合がある。その時は麻酔サマリーでコスト送信前に修正を行う 

こと 

TCI でプロポフォールを使用した場合は、総投与量の計算を PC 

は行わない。したがって必ず TCI における Target 濃度を設定す 

る際に、その下にある投与量の項目も実際に使用したキット数 

の mgに合わせて入力を行うこと 
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(2) (2) (2) (2) 特別特別特別特別なななな操作操作操作操作法・法・法・法・便利便利便利便利なななな機能機能機能機能    

1)血液ガス検査 血液ガス・血算測定を行った結果は測定器から 

麻酔記録器に送信されるので、以下の手順に従い行う 

ⅰ)測定器上部にある画面（左：血液ガス、右：血算）でそ

れぞれの「手術室××」アイコンをクリックする 

   ⅱ)画面中央上部にある「受信」アイコンをクリックする 

   ⅲ)通常通り、測定を行う 

以上により、結果は自動的に記録器に送信・記録されるが、TP、 

ACT の測定結果は自動で記録されないため、手入力しなくてはな 

らない 

2)輸血の入力  

輸血を行う際は輸血バッグのバーコードを読み込む必要がある 

ため、以下の手順に従い行う 

ⅰ)イン/アウト欄右端の「新規輸液・輸血」から血液製剤・

経路を選択し、「OK」をクリックする 

ⅱ)投与量（単位）を求められるが、投与量は「0」単位で「投

与」をクリックする 

ⅲ)輸血バーコード読み込み画面が表示されるので、輸血バ

ッグのバーコードをリーダーで読込む。読込みに成功すると

自動的にこの画面は消え、投与した内容が記録に反映される 
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3)時刻マーク  

画面左上部の時刻マークをクリックすると、リマークス欄の現 

在時刻に「？」が表示される。あとでこの「？」をクリックす 

ると、リマークス入力画面が表示され、リマークス入力を行う 

ことが出来る 

 

(3) (3) (3) (3) 画像画像画像画像（（（（心電図心電図心電図心電図など）の麻酔記録など）の麻酔記録など）の麻酔記録など）の麻酔記録へへへへのののの貼貼貼貼り付けり付けり付けり付け    

    ・・・・後後後後述述述述    

 

(4) (4) (4) (4) 麻酔記録終了麻酔記録終了麻酔記録終了麻酔記録終了    

・手術終了までに退室時の患者情報を入力し、画面右上部「麻酔 

サマリ」アイコンをクリックする。手術終了時、「スーパーバイ 

ザー」記入欄があるので指導医に入力してもらい、麻酔終了と 

なる。 

・退室後、画面最右上部の「終了」アイコンをクリックすると、 

OR6隣にあるプリンタから麻酔記録がプリントアウトされ 

る。 

・個人用サマリが必要な場合は、麻酔科医室で印刷操作を行 

い、討議室プリンタよりプリントアウトすることができる 
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(5)(5)(5)(5)    麻酔終了後麻酔終了後麻酔終了後麻酔終了後    

・薬剤を正しく返却した後、麻酔科医室の ORSYS用 PC で、麻酔サ 

マリーが正しく入力されていることを確認し（特に麻酔加算、 

FloTrac など特殊機材でコストが取れるもの、薬剤のバイアル 

数など）、登録、送信を行う（これにより医事課へコストが送信 

される。一度しかできないので十分注意して行う） 

 

・その後「偶発症調査」に入り、すべての入力を行う。特に体位、 

ASA PSなどは確実に入れる。体位は術中、仰臥位→側臥位→仰 

臥位などと変わった場合、側臥位で入力する 

・入室予定時刻は、0，15，30，45分にしないと JSA 麻酔台帳に出 

力した時に必ず問題となるので注意する 

・その後「JSAデータ出力」を行う 

 

・JSAデータ出力後、JSA 麻酔台帳の登録を行う 
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注意注意注意注意    

・症例の担当麻酔科医が変更になった場合、必ず ORSYS上で変更 

してください。検索が正しくできなくなります 

・緊急手術が富士通のシステムから申し込まれていない場合は、 

必ず外科医に申し込んでもらって下さい。決して ORSYS上で患 

者を作成しないこと 

・緊急手術で部屋に割り当てられていない場合は、Ns.にやっても 

らってください 

・超緊急手術（飛び込み C/Sなど）では、緊急モニタで IDのみ入 

力して開始して下さい。手術が終わる前に申し込みをしてもら 

えば、自動的に統合されます 

・キーボードがロックされた場合のパスワードは「ORSYS」 

・担当麻酔医が変更になった場合、麻酔サマリから必ず変更して 

下さい。術者の変更については、外科から依頼された場合のみ 

こちらで行って下さい 

・重症加算を請求する場合、麻酔加算欄から重症加算を選択し、 

次に重症加算の欄で項目を選択して下さい 

 

 

 



 73 

心電図を ORSYSに貼り付ける 

１． 手術室の ORSYS が麻酔記録画面になって 

いるところからはじめます。 

（右図のような画面になっています。） 

 

 

 

２．次に波形保存を実施するために、セントラルモニタの 

波形画像を手術室の ORSYS に呼び出します。 

右図の ORSYS ディスクトップの患者情報ｾﾝﾀ WEB 

（IIC WEB）のアイコンを W クリックします。 

 

３．患者リストが表示されますので、 

対象ベッド番号を選択クリックします。 

対象患者の波形画面が表示されます。 

（現在の波形以外にも、波形レビューの 

ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀの機能を使用できます。） 

※ 保存する波形が決まりましたらば、 

キーボードで PrintScreen を押してください。 

画像ファイルがクリップボード保存されます。 

 

４．ORSYS の麻酔記録画面の画像を 

クリックしますと、画像選択表示画面が 

開きます。 

ここでキーボードの Ctrl＋「V」を同時に押すと 

波形の画像が貼り付きます。 

 

５．画面が貼り付きましたら、タイトルを 

つけて、OK をクリックします。 

 

 

 

６．麻酔記録の画面に保存されます。 

読み出しはリマークスもしくは、画像番号から 

読み出せます。 
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８８８８. . . . 手術部シリンジポンプ運用方法手術部シリンジポンプ運用方法手術部シリンジポンプ運用方法手術部シリンジポンプ運用方法    

物流センター管理のシリンジポンプ 

          

・南廊下 3段目の棚が定位置 

・シリンジポンプを使用する際、タグをはずし、タグ入れかごにタグを 

いれる。 

・日本ステリはこのタグを受付に運搬、受付はこのタグを物流センター 

にエアーシューターで送る。タグをはずされたシリンジポンプは患者 

とともに病棟へ運搬されるか、帰室時に必要なくなった場合ドクター 

は、麻酔車の上にシリンジポンプを置く。日本ステリはタグがはずさ 

れたシリンジポンプを『使用済み』扱いとし、受付に運搬する。 

・メッセンジャーが 14：00～15：00 に物流センターから『手術室』と 

いうタグのついた新しいシリンジポンプ（フル充電済）を受付に搬送 

する。日本ステリはこれを南廊下 3段目の棚に設置する（充電の必要 

はない）。 
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TCI専用、各部屋固定シリンジポンプ、クーデック社製シリンジポンプ 

・手術部のものなので、物流センターには返さないでください 

・各手術室専用のシリンジポンプ・輸液ポンプは、手術室外に持ち出さ 

ないで下さい。持続薬を病棟まで継続する場合には、物流センター管 

理のポンプに付け替えて下さい 

 

     
  

TCI専用。ちょっと大きい。 

クーデック社製。明らかに外観が違う。 
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９９９９. . . . 救急救命士気管挿管実習救急救命士気管挿管実習救急救命士気管挿管実習救急救命士気管挿管実習    

1)手術予定が決定したら、実習対象患者となり得る症例の情報を 

収集。原則的に、手術前日までにインフォームドコンセントを 

得る 

2)実習対象患者が決まったら、担当麻酔科医、受持医・主治医（形 

成外科は原則的に不要）の了承を得る 

3)麻酔同意書への署名時あるいは事後に、実習生を紹介、患者さ 

んに対し、その理解度に応じ、主として以下の事項を説明 

・全身麻酔および蘇生時における気管挿管の意義 

・救命救急士病院気管挿管実習開始の経緯 

・実習生は所定の教育・訓練を受けていること 

・実習生が担当するのはマスク換気から気管挿管までの 

数分間の過程であり、その際も指導医が常時指導監督を行 

うこと 

4)以上の説明で同意が得られた場合、同意書の所定欄に救命士お 

よび医師側の記載を済ませ、患者さんに署名して頂く 

5)署名済同意書は、IDカードを右上隅にインプリントし、4穴パ 

ンチで穴を開けカルテに綴じる 

6)実習当日は、患者入室時に救命士は患者さんに挨拶を行い、担 

当スタッフもしくは代理指導医は同意書が存在することを確認 
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する（同意書が見つからない場合は、決して挿管実習を行って 

はならない） 

7)担当スタッフもしくは代理指導医は、患者さんに不利益が生じ 

ないよう細心の注意を払い、学会ガイドラインに準拠して気管 

挿管を指導する 

8)ローテーターが主麻酔である症例に、挿管実習を実施する場合 

は、最初にローテーターが喉頭展開を行い、スプレーで気管内 

に 4%キシロカインを噴霧する。次に救命士が喉頭展開を行い、 

気管挿管を行う。 

8)気管挿管成否を含む実習実施の記録を行い、保存・管理する（フ 

ァイルメーカ・ファイル作成済み） 

9)可能な限り救命士も術後回診に同行、合併症の有無を確認。協 

力してくれた患者さんに感謝の意を伝える 

10)所定の症例数（成功 30 例）に達したら事務に連絡し、証明書 

発行を依頼する 
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10101010. PHS. PHS. PHS. PHS 番号番号番号番号    
    

        

病棟 番号 病棟 番号 

B401 3621 3622 B430 3801 3802 

B501 3624 3625 B530 3627 3628 

B601 3633 3634 B630 3636 3637 

B701 3641 3642 B730 3644 3645 

B801 3649 3650 B830 3651 3652 

B901 3664 3665 B930 3666 3667 

B1001 3670 3671 B1030 3672 3673 

B1101 3674 3675 B1130 3676 3677 

E200 3679   E300 3850 3851 

E400 3852 3853 E500 3854 3855 

E600 3857 3858 150外来外来外来外来 3593 3872 
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    麻酔科イン麻酔科イン麻酔科イン麻酔科インチャチャチャチャージージージージ                ９０３８２ 

 麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科 APSAPSAPSAPS                     

 手術室受付手術室受付手術室受付手術室受付      ３７６１ 

 麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科医医医医室室室室         ３７６３    

    看護師総看護師総看護師総看護師総リーダーリーダーリーダーリーダー                ９００７２    

看護師看護師看護師看護師リーダーリーダーリーダーリーダー                    ９０３８３    

夜勤看護師夜勤看護師夜勤看護師夜勤看護師                        ７５２３    

洗浄洗浄洗浄洗浄室室室室                        ３７７３    

寺田看護師長寺田看護師長寺田看護師長寺田看護師長                    ９０３２３    

手術部手術部手術部手術部担担担担当薬剤当薬剤当薬剤当薬剤師師師師                    

循環循環循環循環器内科器内科器内科器内科 QQQQQQQQ 担担担担当当番当当番当当番当当番医医医医            ９１７４６ 

薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部製製製製剤（ドル剤（ドル剤（ドル剤（ドルミカムミカムミカムミカムシシシシロロロロップ）ップ）ップ）ップ） ９０６０８ 

戸松戸松戸松戸松さんさんさんさん                        ９００４１            

教授教授教授教授                田中 誠  ９１６１１    

准教授准教授准教授准教授            猪股伸一  ７８８４ 

講師講師講師講師    福田妙子  ７９２７ 

講師講師講師講師    松本尚浩  ９０７７９ 

講師講師講師講師                山下創一郎  ９１５４８    

    講師講師講師講師                中山 慎   

准教授准教授准教授准教授（手術部）（手術部）（手術部）（手術部）    高橋 宏  ７９１２ 

講師講師講師講師（手術部）（手術部）（手術部）（手術部）  高橋伸二  ７８９８ 

講師講師講師講師（手術部）（手術部）（手術部）（手術部）        左津前 剛        ７６９１    

教授教授教授教授（（（（集集集集中治療部）中治療部）中治療部）中治療部）    水谷太郎  ９０４０６ 

講師講師講師講師（（（（集集集集中治療部）中治療部）中治療部）中治療部）    萩谷圭一   

講師講師講師講師（（（（物流セ物流セ物流セ物流センター）ンター）ンター）ンター）    大坂佳子  ７９３８ 
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11111111. . . . その他その他その他その他    

・ローテーターの先生は、術前オーダー、麻酔同意書、術後鎮痛 

指示書および診療録記載などの紙オーダーにはダブルチェック 

が必要です。また、オーダリングで行う術前指示はスーパーバ 

イザーの IDでオーダーを行う必要があります 

・ケース表をもらったら、必ず赤字で名前を書き、責任を持って 

管理するようにして下さい。毎週土曜日に回収します。 

・患者の個人名の入ったものは、ゴミ箱・ゴミ袋に捨てないよう

に注意して下さい 

・病棟当直・救急当直がある人は、当直表に記入して下さい。当

直明けのケースが考慮されます 

・弁当を注文する際に、合計金額を確認し、記載するようにして

下さい 

・大研の 6連シリンジポンプで、デュプリバンキットを使う方法 

① 「F」と「切換」を同時に長押し 

② 表示が切り換ったら「切換」長押しを繰り返すと「PFS－」  

と表示される 

③ 「－」の下の上下ボタンを押して「PFS1」と表示させる 

④ 開始ボタンを長押しし、停止ボタンを押す 

⑤ 速度表示の前に「P」が表示されれば OK 


