
 1 

 

 

 

 

 

 

麻酔科レジデントマニュアル 
Ver 4.1 

 
 

2017 年 8 月改訂 
筑波大学附属病院麻酔科



 2 

目次 

               ページ 

1.  研修目標・週間スケジュール      6 

2． 術前診察と術前指示       11 

  術前の経口制限       14 

  麻酔前投薬        15 

  術前外来        16 

  術前オーダーの出し方      18 

3． 麻酔リスクと術前評価       22 

  ASAのphysical status分類     27 

  ACC/AHA 2007周術期ガイドライン    32 

4． 麻酔準備から術後回診まで      35 

  麻酔車の準備       35 

  薬剤の準備        39 

  手術室に入ってからの準備     41 

  麻酔終了から片付けまで      43 

  コストや台帳への入力      46 

術後回診まで       49 

準備チェックリスト      51 

5． 麻薬、劇薬の取り扱い方法      55 



 3 

6． 患者生体モニター IntelliVeu       60 

7． 自動麻酔記録器 ORSYS       61 

8. 手術部シリンジポンプ運用方法      66 

9.  全身麻酔         68 

  急速導入による気管挿管     68 

  その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法   72 

  麻酔の維持        78 

    麻酔の覚醒と抜管      80 

10.  各種モニター        85  

11． その他の特殊モニター（TEE・BFS・FloTracなど）  93 

12． 輸液・輸血         98 

  輸液         98 

  輸血         100 

13． 筋弛緩薬         105 

  日常頻用している筋弛緩薬     105 

  筋弛緩モニター       106 

14． 脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔      109 

  脊髄くも膜下麻酔       110 

  硬膜外麻酔        112 

15． 抗凝固療法と硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔    118 



 4 

16． 超音波ガイド下神経ブロック                  121 

17． PCA（Patient Controlled Analgesia）     135 

  PCA ポンプとポーチのセットアップ方法  137 

  PCA ポンプの運用方法      140 

18． APS（Acute Pain Service）      142 

19. Difficult Airway Management      150 

20. 悪性高熱         157 

21. アナフィラキシー        159 

22. ステロイドカバー        162 

23.  心臓大血管手術の麻酔       163 

  開心術の麻酔手順（チェックリスト）    164 

  麻酔準備、麻酔のポイント     169 

  循環器用薬剤の組成（成人、持続用）          173 

      成人CVカテーテルの使用方法（ICUとの取り決め）     175 

      小児CVカテーテルの使用方法（PICUとの取り決め）  176 

  各論                 178 

24.  開胸手術の麻酔        186 

25． 脳外科の麻酔        196 

26. 小児麻酔         208 

  新生児の麻酔       218 



 5 

27.  小児の区域麻酔        220 

28. 持続疼痛管理 IV Opioid 小児用      227 

29. TURの麻酔         229 

30． 帝王切開の麻酔        233 

31． 肝切除時の麻酔管理       241 

32． ECTの麻酔         244 

33． 手術部外での麻酔        249 

34.  腎移植の麻酔        255 

35． 小児生体肝移植の麻酔       258 

36． ICD植え込み術の麻酔       265 

37． 呼吸機能低下症例の麻酔       266 

38． 糖尿病患者の麻酔        272 

39． 透析患者の麻酔        277 

40． 感染症患者の麻酔        279 

41． エホバの患者の麻酔       283 

42.  ICU（PICU）への帰室       293 

43.  Ventilator         295 

44． 救急救命士挿管実習       299 

45. PHS番号（病棟・スタッフ）      301 

  



 6 

1. 研修目標・週間スケジュール  

(1) 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 

(2) 研修到達目標  

 全身麻酔管理の準備が滞りなくできる 
 硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔の管理ができる  
 末梢静脈路の確保・動脈ラインを挿入・留置することができる 
 各種のモニタの原理を理解し、適切に使用することができる  
 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 

(3) 研修内容  

1）末梢静脈ライン（Peripheral intravenous catheter） 
 0.5%リド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の施行は原則不可  
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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 
 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） 
 初期研修医による穿刺、留置は原則的に不可だが、学習態度が良好

で、安全に施行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 

(4) 当直・オンコール 

1）当直帯手術 
 麻酔 B・C 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 
 オンコール担当者は平日の 17 時以降の手術の担当となる 
 勤務終了後に当直日誌に勤務内容を記載し提出する 

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 当直に連絡する 
 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

に連絡する 
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(5) 一般的注意  
1）週間スケジュール  
曜日 時刻                           
月 7:45-8:30am カンファランス（手術部視聴覚室）  
火－金  7:45-8:15am 当日症例提示及び抄読会（手術部視聴覚室) 
月－金  17:00 患者の術後状態報告会（手術部麻酔科医室） 
 問題症例は A 当直者に内容を伝達する 
水  17:30 水曜カンファランス（手術部視聴覚室） 
水 19:30 レジデントレクチャー（手術部視聴覚室） 
土     9:00 術前症例検討会（手術部視聴覚室） 

2）原則として麻酔同意書は初期研修医単独で取得してはならない 
 担当麻酔症例は、終了まで責任をもって麻酔管理を行う 
 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 
 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）最初の 1 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 
 

※翌日の症例は前日の午前中までに
※一日の症例が終わったらコスト送信と台帳入力を
※上級医が常に院内にいるとは限りません
※上級医の週間スケジュールは不定期なので確認を

7:45

8:15

9:00

17:00頃

18:00頃

土曜日 日曜日

ＡＰＳ＠病棟

コンサル＋問題
症例カンファレン

ス

土曜カンファ＠麻
酔室

オンコール以外
はOff Duty

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

症例の麻酔準備　7時頃から薬剤師より薬品貸し出し開始＠ファーマシーステーション

症例カンファ＆抄読会＠OR内視聴覚室月曜カンファラン
ス＠スキルスラボ

手術麻酔＠ＯＲ
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4）木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 9 時まで、それ以降の症例に関しては前々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票を

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 

6）常時 PHS を携行し、連絡可能な状態とすること。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）に断ること 

7）手術部からの出入りの際は、白衣を着用すること。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。ユニフォームで建物の 
外に出てはいけない 

8）筑波大学附属病院手術部では一足制を採用している。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、更衣室においてある。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。土日、休日の当直は、

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い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
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（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

含めすべてファーマシーステーション内返却用金庫に返納すること 

12）術後にコスト送信（麻酔サマリを確定）・JSA 麻酔台帳に入力する

のを忘れないこと 

13）麻酔科での研修を開始する場合、まず始めに「条件設定」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かぎり

ORSYS に名前はで出ない 

14）個人情報の取り扱いには十分に注意すること 
 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

し、使用が終了したらシュレッダーにかける 
 参考のために印刷した過去の麻酔記録は印刷した者が責任を持つ 
 学生さんへは名前の入った麻酔記録は渡さない 
 患者の個人名が入ったものはごみ箱・ごみ袋に捨てないように注意 
 APS の USB や麻酔科のカメラは麻酔科医室から持ち出さない 

15）ローテーターの先生は麻酔同意書や術後鎮痛指示書などの紙オーダ

ーにはダブルチェックが必要である。カルテ記載や術前オーダーはシ

ニアレジデント以上の ID でログインして記載をすること（ダブルチ

ェックと電子カルテ承認の省略のため） 

16）名札、セキュリティカードは常時携帯すること 

17）病棟当直・救急当直の予定は、週間予定表に記入しておくこと。当

直明けのケースが考慮される。また、次の病院への挨拶などでどうし

ても抜けなければいけない用事がある場合は、週間予定表に記入して

おくと考慮される 

18）研修中は更衣ロッカーを占有してよい。名前を掲示すること。研修

が終了したら、開錠して名前を外す 
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2. 術前診察と術前指示：担当症例が決まったら 

(1) 概要 

1）術前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 
 術式等で不明の点がある場合には、直接、術者に尋ねる 
 中枢神経系モニター（MEP など）の使用、蛍光剤の内服はトラブ

ルになりやすいので注意 

4）患者管理方法をオーベンと打合せ計画を立てる 
 オーベンの予定（外勤など）をチェックし、早めに相談する。メー

ルでの相談でもよい 

5）麻酔の説明を行い、同意書を得る 
 初期研修医は最初のうちは必ず上級医とともに行う 

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 

※ 同意書が取得されていない場合、また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（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） 

(2) 術前診察の仕方 

 適正な言葉遣いと身だしなみで 
 たとえ術前外来で同意書がとられている場合でも、麻酔前に患者を

診察し、行うべき麻酔方法やリスクに相違がないことを確認する 
 麻酔科のオーダーを病棟に出すこと 
 術前指示の入力を忘れないように 
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 患者の家族から同意書を得なければいけないようなときは、病棟に

家族がいつ来るかを尋ね、来たら連絡してもらうようにするなど、

早めに手筈を整えるようにする 

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場合、凝固能、血小板数、抗

凝固療法の有無をチェック 

2）患者に会う 
 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、患者にも直接尋ねる 

① 過去の麻酔による合併症 
② 喫煙歴 
③ アレルギー・喘息 
④ 血縁者の麻酔による合併症の有無 

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 

① 開口制限の確認 
② 頚部後屈制限の確認 
③ Mallampati 分類 
④ 動揺歯の有無 
⑤ 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 
⑥ 各種ラインを留置する部位の異常の有無 

5）麻酔の方法や合併症について患者に説明をする 
 麻酔の説明には，初めのうちは必ずシニアレジデント以上の上級

医と一緒に行うこと 
 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
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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、その必要性も含めて説明 
 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 

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

いるよりもリスク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 

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は、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、患者用を患者

に渡し、診療録用を担当看護師に渡す（またはカルテにはさむ）。そ

の際、同意書印刷時に出てくるスキャン依頼書も一緒に渡す。くれぐ

れもスキャン依頼書を印刷機に放置しないこと。医師の署名欄に初

期研修医が署名する場合は、必ずシニアレジデント以上の上級医のカ

ウンターサインをもらう 

10）主治医グループへの連絡などがある場合は、カルテに記載するとと

もに直接 PHS などで伝える 

11）コンサルテーションケースはカンファレンスノートも目を通し上級

医と麻酔プランを練る 

12）オーダーを手術前日 15 時まで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。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
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合、薬剤当直への連絡が必要なこともある） 

13）麻酔前サマリを 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 

(3) 術前の経口制限 

 基本的に ASA のガイドラインに従う 
 手術 2 時間前まで飲水（OS1 などクリアウォーター）を許可する。

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 

ASA（Anesthesiology 1999: 90; 896） 
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(4) 麻酔前投薬・常用薬（小児患者に関しては小児麻酔の項参照） 

1）前投薬（投与時間：入室 90 分前とし具体的に時刻を明記） 
 鎮静薬：セルシン 5 mg など（鎮静薬を投与した場合、歩行入室

は禁）H2ブロッカー：ラニチジン 1 錠（150 mg）など 
 原則として鎮静を行わない患者；1 歳未満、意識状態が低下して

いる患者、帝王切開術等の妊娠患者、その他緊急手術患者 
 鎮静薬投与量を減らす患者；65 才以上の高齢患者、気道に問題の

ある患者、心不全患者 

2）常用薬（継続の有無はオーベンの指示を仰ぐこと） 
 ステロイド薬：継続、ステロイドカバーを考慮 
 降圧薬・冠拡張薬：継続（α2 アゴニスト以外） 
 利尿薬：継続 
 抗血小板薬：バイアスピリン、パナルジン、プラビックス、エフ

ェイント、エパデールは 7 日休薬。プレタールは 2 日休薬。ドル

ナー、アンプラーグ、オパルモン、ペルサンチン、コメリアン、

ロコルナールなどは 1 日休薬 
 抗凝固薬：ワルファリンは 3〜4 日休薬、術当日 INR 1.8 以上→ビ

タミン K 1 mg皮下注。INR < 1.3 を確認。プラザキサは 2日休薬。

イグザレルト、リクシアナ、エリキュースは 1 日休薬 
 経口糖尿病薬：当日朝は NPO のため中止（ビグアナイド系を内

服していた患者は乳酸アシドーシスに注意、脱水にしないこと） 
 スタチン：継続 
 リウマチ治療薬：：メトトレキセートは継続（12.5mg/週以上は個々

で判断）。bDMARD は当日朝中止 
 抗精神病薬：継続（炭酸リチウムは 3 日間休薬） 
 経口女性ホルモン薬（ピル）：4 週間休薬（内膜症治療などに用

いられている場合は婦人科に休薬の是非についてコンサルト） 
 サプリメント：2～3 週間休薬 

※ 抗血小板薬や抗凝固薬を内服している患者に硬膜外麻酔や脊髄く

も膜下麻酔などの局所麻酔を施行する場合は、さらに厳格な基準

を設定する必要があるので「抗血小板薬・抗凝固薬と硬膜外麻酔・

くも膜下脊髄麻酔」の項を参照のこと 
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(5) 症例の提示（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） 

6）術後の PCA の使用 

(6) 術前外来 

 毎週月～金曜日の午前枠（10 時～）と午後枠（14 時～）に手術

室内外来ブースにて行う 
 担当は毎週木曜日に次週の症例と同様に割り当てられるが、それ

以外の者でも手が空いていれば症例の合間に外来業務を手伝う 
 外来予約枠は、原則として午前枠 6 名、午後枠 16 人 
 入院患者を外来に降ろすことも可能（外来クラークに依頼する） 

1）事前準備 
 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、既往歴や血液検査データ、胸部レントゲン所見などを入力す

る 

2）外来 
 流れは、問診票の記載→DVD の視聴→身体計測→麻酔の説明→同

意書取得の順 
 受付にカルテが左から受付順に並んでいるので診察室に持ってい

く 
 オーダリングシステムにログインし、「予約患者一覧」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 
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 画面の右側のツールから「ナビゲーションマップ」をクリックし、

「ORSYS ウェブセンターメニュー」を選択する。手術申し込みリ

ストが現れる 
 

   
 

 症例を選択し、画面右の「麻酔関連」→「術前診察」をクリック

すると ORSYS ログインのページが現れるので、アカウントに自

分の ID とパスワードを入力しログインする。バイタルサイン、血

液データ、心電図、胸部 Xp、身長、体重などをそれぞれ入力する 
 事前入力が終了後、オーダリング上から同意書を印刷する 
 患者が問診票を記入し、DVD の視聴が終了していれば、患者の番

号で呼んで診察を始める 
 病歴聴取や麻酔の説明は普通の I.C.と同様であるが、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

状態を十分に把握し、わか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
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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、家族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説明

しておく 
 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画面右上の「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 
 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」をクリックして診察終了になる 
 終了したカルテ、同意書，問診表と印刷されたスキャン依頼票を

一緒にして受付に持っていく 

3）術前外来についてのその他の注意 
 病名を必ず入力する（診療科は麻酔科で）。入力されていないとコ

ストがとれない 
 術前診察医の欄に自分の名前を入力する 
 抗凝固薬を内服している症例では、診療科に休薬の確認をとり、

患者にも休薬が必要であることを伝え注意を促す 
 同意書の有無（小児はドルミカムシロップも）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すること 
 学会・人の入れ替わり・夏休みで人が少ないときは、外来枠を事

前に減らす（少なくとも 1 か月前から） 

(7) 術前オーダーの出し方 

1）経口摂取 
 富士通の Ordering PC で「処置カレンダー」を選択 
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 「処置カレンダー」から「新規処置」を選択 
  

 
 
 成人では「麻酔／術前（成人）」から「麻酔科術前（成人）」を、

小児では「麻酔／術前（小児）」から「麻酔科術前（小児）」を選

択する 
 続いて「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」を指定

し、小児ではさらに「離乳食」「ミルク」を止める時間も指定 
 経口摂取の画面で必ず出す OS1 の本数をフリーコメントに書く    
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2）前投薬 
 再び「処置カレンダー」から「新規処置」を選択し、同様の流れ

で「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。小児のミダゾラムシロップは、フリーコメント欄

に入力 
 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 
 処置日付を手術日、処置場所を入院病棟にして確定する 
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 ミダゾラムシロップ以外の前投薬は、別途処方をしないと薬剤部

には指示が飛ばないので、必ず処方操作をすること 
 ミダゾラムシロップは、手術室薬剤師が病棟へ届けてくれること

になっている。オーダーを印刷し、身長・体重・投与量を記載し

て前日の 14 時までに薬剤室のドアに貼ってあるクリアファイル

入れておく。間に合わなかった場合は各自ミダゾラムシロップを

薬剤室で準備し病棟へ届ける 

3）常用薬 
 再び「処置カレンダー」から「新規処置」を選択し、同様の流れ

で「常用薬」を選択。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 

4）入室時間 
 最後に同様に入室時間について指示を出す 
 処置カレンダーで日付などを最終確認し「確定」する 
 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に連絡し、オーダーを出したことを伝える 
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3. 麻酔リスクと術前評価 
(1)  術前評価とは 

・安全・円滑な周術期患者管理を目指した、周術期に起こりうる様々な

事態を予測し対応するために必要な情報収集と評価である 

・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 

・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 

・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とその内容の検討 

4. 麻酔の実施に必要な術前処方の決定 

・担当麻酔科医は、以上の点が適切に行われ、診療録に記載されている

ことを確認する 
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・以下の項目を確認する。ここに書かれていない項目であっても   

麻酔管理上必要であれば追加し確認する 

・評価の流れとしては、まず全身状態を大まかに評価し（ショック、出

血、感染など。特に緊急時）、その後臓器ごとの系統的な評価を行う 

・最終的に全身状態を ASA の physical status（後述）により分類する 

 

AMPLE ヒストリー：緊急時でも可能な限り確認する 

□アレルギー（Allergy）  □内服薬（Medication）  

□既往歴（Past history） 

□最終経口時刻・摂取物（Last meal）（緊急手術時） 

□現病歴（Events）（緊急手術時は発症・受傷からの時間経過等） 

 

心機能：術中の循環動態や周術期心血管合併症の予測に重要 

□心電図（心拍数、調律、QTc、虚血性変化，軸偏位など） 

□平常時の心拍数・血圧 

□運動耐容能（METs・NYHA） □胸部症状の有無 

（以下症状や心疾患の疑いがあれば） 

□心エコー     □冠動脈の評価 

（冠動脈ステント治療後の場合） 

□冠動脈ステントの種類と治療の時期 
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※待機手術では、冠動脈バルーン血管形成術後 14 日、ベアメタル 

ステント留置後 30 日、薬剤溶出性ステント（DES）留置後 360 日あ

ける（手術延期によるリスクがステント血栓症のリスクを上回ると考

えられる場合には 180 日以降には手術を考慮してもよい） 

 

※循環器内科に相談したいことがあったら 

ECG 異常等で循内に相談したいときは、循内の当番医（PHS 91746）

に連絡する 

 

呼吸機能：術中の酸素化・ガス交換、術後肺合併症のリスク等を評価 

□Hugh-Jones 分類   □胸部レントゲン 

□喫煙歴              □BMI（肥満の有無） 

□喘息（発作の頻度、治療の強度） 

□最近の上気道感染          □喀痰の有無・量 

（必要に応じて） 

□スパイロメトリー          □血液ガス 

 

肝機能：薬物の代謝に重要。Child-Pugh 分類 B 以上はリスクが高い 

□肝酵素（AST・ALT）  □胆道系酵素（Bil・γ-GTP・ALP） 

□飲酒歴     □Child-Pugh 分類 
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腎機能：特に透析患者では術中の薬剤投与量や輸液、電解質に注意 

□血清クレアチニン          □術前カリウム値 

□e-GFR（クレアチニンクリアランス） 

□一日の尿量（腎機能低下患者で） 

（透析であれば） 

□スケジュール、シャントの位置、ドライウエイトの確認 

 

代謝： 

□糖尿病 

□血糖コントロール・HbA1c  □腎症・網膜症・神経症の有無 

□内服薬・インスリンの使用量 

□高脂血症 

 

内分泌： 

□甲状腺機能    □副腎機能（ステロイド内服の有無） 

 

血液凝固： 

□Hb・血小板数    □PT・APTT 

□臨床的出血傾向の有無  □抗凝固薬の内服の有無 

□輸血の準備量の確認 
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神経：術前からの神経障害を正確に把握しておく 

□ADL・麻痺の有無    □コミュニケーションはとれるか。 

□頭蓋内の腫瘍や出血による頭蓋内圧亢進の有無 

□意識障害の程度（JCS・GCS 評価など） 

□抗うつ薬、抗精神病薬等の内服の有無 

 

免疫： 

□自己免疫疾患の有無   □ステロイド治療の有無と投与量 

□心・肺・腎合併症や頸椎病変の有無 

 

気道： 

□開口できるか         □Mallampati 分類 

□歯の状態（動揺歯・義歯・欠損歯） 

□口腔内病変や舌の異常の有無  □頸椎の可動性 

□いびきなど上気道閉塞を示唆する所見があるか 

□胸部レントゲン等での気管の偏位・狭窄の有無 
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その他： 

□麻酔歴・血縁で悪性高熱症が疑われる人がいるか 

□過去の麻酔記録の確認（参照できる場合） 

□栄養状態（るいそうでは麻酔・筋弛緩作用が遷延する可能性） 

 

(2) ASA Physical Status 分類 

ASA I A normal healthy patient:  
例）健康、非喫煙者、飲酒無しもしくは機会飲酒 

ASA II  
 

A patient with mild systemic disease: Mild diseases only without substantive 
functional limitations. 
例）current smoker, social alcohol drinker, 妊娠, 肥満 (30 < BMI < 40),    

コントロールされた DM/HTN, 軽度肺疾患 

ASA III  
 

A patient with severe systemic disease: Substantive functional limitations; 
One or more moderate to severe diseases. 
例）コントロール不良 DM or HTN, COPD, 肥満 (BMI ≥40), 活動性肝炎,      
アルコール依存 , ペースメーカー患者 , 中等度の EF 低下 , 透析患者 ,      

生後 60 日以内の未熟児, 3 カ月以上経過した MI, CVA, TIA, or CAD/stents.  

ASA IV  
 

A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life: 
例）3 カ月以内の MI, CVA, TIA, or CAD/stents, 進行中の心筋虚血・弁機能障害、

高度の EF 低下、 sepsis, DIC, ARDS 、末期腎障害で透析を行っていない患者  

ASA V  A moribund patient who is not expected to survive without the operation : 
例）腹部 /胸部大動脈瘤破裂 , 多発外傷 , mass effect のある頭蓋内出血 ,     
腸管虚血・多臓器不全  

ASA VI  A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor 
purposes 

 

* 緊急手術では上記分類に E を加える（2014 年版 ASA Hp より） 
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・ASA-PS のおおむねの目安（旧基準によるものなので参考程度に） 
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＜運動耐容能 METs＞ 

 

1 MET   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（4 km/hr 程度で 1～2 ブロック） 

4 METs   掃除・皿洗いなどの軽作業 

         階段・丘を登る 

         平地の歩行（6.4 km/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） 

10 METs 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） 

 

＊「ACC/AHA 2014 非心臓手術における心血管評価ガイドライン」で 

もでてくるが、4 METs が非常に重要な意味を持つ 
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＜NYHA による重症度分類＞ 

 

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 

 

・日常生活をどの程度行えるかの問診による評価は、トレッドミルによ

る最大酸素摂取量とよく相関する。無症状で毎日 30 分のランニング

を行えるようであれば追加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

類もよく用いられるので覚えておく 
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＜Hugh-Jones の分類＞ 

 

Ｉ 同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者なみにできる 

II 同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並には出来ない 

III 平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら１マイル（1.6km）以上歩ける 

IV 休み休みでなければ 50m 以上歩けない 

V 会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。 

 

＜Child-Pugh 分類＞ 

 

 

各項目のポイントを加算しその合計点で分類する  
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(3) ACC/AHA 2014 非心臓手術における心血管評価ガイドライン 
 

 

*2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative 

Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing 

Noncardiac Surgery 

□ステップ 1：手術の緊急度を決定する 

ステップ 1 

 

 

ステップ 2 

 

ステップ 3 

ステップ 4 

ステップ 5 

 

ステップ 6 

 

ステップ 7 
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□ステップ 2：冠動脈疾患の有無の確認 

□ステップ 3：手術リスクの評価ツールで周術期主要心血管イベントの 

リスクを推定（Revised cardiac risk index、NSQIPmodel など） 

□ステップ 4：Low risk（1%以下）なら追加検査を行わず手術 

□ステップ 5：Elevated risk なら運動耐容能（METs）を評価し、     

4METs 以上ならそのまま手術へ（4METs が決め手！） 

□ステップ 6：4METs 以下なら追加検査が麻酔管理を変更するか検討 

□ステップ 7：ガイドラインに沿って手術に進む、もしくは他の戦略で 

 

Revised cardiac risk index 

1. 手術手技（開腹術、開胸術、腸骨動脈以上中枢の血管手術） 

2. 虚血性心疾患の既往 

3. うっ血性心不全の既往がある  

4. 脳血管病変の既往 

5. 術前のインスリン使用 

6. 術前 血清 Cr 値>2.0 mg/dL 

以上の項目を点数化して周術期主要心血管イベントのリスクを評価 

0 点－0.4％ 1 点－0.9％ 2 点－6.6％ 3 点以上－11％ 

⇒ 1 点以下なら Low risk 

(4) 危機的偶発症の発生リスク 
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・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 

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。 

・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。麻酔科医の油断も大きなリスクになることを

踏まえて麻酔を行うよう心がける 

 

(5) 参考文献 

・「麻酔前の評価・準備と予後予測―病態に応じた周術期管理のために」 

・「合併症患者の麻酔スタンダード」 

・「まれな疾患の麻酔 AtoZ」 

 

 いずれの教科書も麻酔科医室内本棚にあるので術前評価に困った際

には参照する。またわからないことがある場合には上級医に質問する 

  

※念入りな術前評価・準備により周術期のリスク・合併症をかなり減ら

すことが可能であり、研修時ぜひ身に着けてほしい 
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4. 麻酔の準備から術後回診まで 
＜麻酔車の準備＞  ＊小児に関しては「小児麻酔」参照 

(1) 全身麻酔の準備（基本的にすべて麻酔カートに準備されている） 

・気管チューブ：男 8.0 mm、女 7.0 mm、 

・サクションカテーテル：12、14 Fr 

・マスク：男性 中、女性 小 

・エアウェイ：体格に応じて No.2、3 

・スタイレット 

・バイトブロック：大 

・喉頭鏡：ブレード No.3、体格が特に大きいときは No.4 

・ハンドル：ライトがつくかどうかチェック 

・人工鼻：直、曲 

・バッグ：3 L  

・蛇管、Lコネクタ 

 （脳外など、術中患者の足下に麻酔器が位置する場合長い蛇管を使用） 

・輸液ライン 

 成人用輸液ライン（20滴＝1ml）に2.2 mlの延長をつけて使用する 

 輸液ラインを無駄にしないようにするため、原則的に入室時に点滴ラ

インが入っていないことを確認してから用意する 

・BISセンサー 
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＊麻酔カートに載っていない特殊なチューブは自分で準備する 

・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6 mm、女5 mm） 

・エンドトロール：経鼻挿管用 

＊経鼻挿管では以下のものを準備する 

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、アドレナリン、ゼリー 

 

(2) 硬膜外麻酔：麻酔カートに搭載済み 

・アロー社製硬膜外麻酔セット 

・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） 

・全身麻酔の用意 

 

(3) 脊髄くも膜下麻酔：麻酔カートに搭載済み 

・クリーントレイ（局麻セット）（麻酔カートに載せてある） 

・脊麻セット：スパイナル針25 G（70 mm 2本、90 mm 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 

・全身麻酔の用意 
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(4) Aライン  

・テルモ生食500mlにヘパリン（ヘパリンNa注5000単位/5mlモチダ）1 

mlを注入し、空気を抜く（直ちにバッグに「ヘパリン1000単位」、日

付、加薬した者の名前を書く） 

・加圧バック 

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

・前日夕方までに更衣室前のケース表にオーダーすると、看護師が作っ

てくれる。最初の数回は自分で作り、その仕組みを理解すること 

 

(5) CVC（中心静脈カテーテル） 

・SMACカテーテルキット（12G×20 cmはシングル、ダブル、トリプル

ルーメン、12G×60 cmはダブルのみ） 

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

・血管確認用のエコーを必ず使用し確認すること 

・各ルーメンの板クランプは看護師に預けて帰室時に持ち帰る（現在の

運用ルール） 

 

(6) PAC（肺動脈カテーテル） 

・アロー社 マルチルーメンアクセスカテーテルキット 

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

・心拍出量測定機器及びそれに必要な接続コード 

・血管確認用のエコーを必ず使用し確認すること 

＊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

ードを麻酔車のカードケースに入れる 

・PA カテーテルを入れた患者を 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 

・シースキット内のキャップは捨てないで、看護師にわたす 

・パスへの記載を忘れずに 

 

(7) 末梢神経ブロック 

・クリーントレイ（局麻セット） 

・25G 腕神経叢ブロック針など各種、小児用延長管(X1-120 cm) 

・0.75%アナペイン（＋生食やリドカイン） 

最大量アナペイン300 mgを目安に準備する 

・神経ブロック用エコー（S-NERVE）とエコー用滅菌カバー 

・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（直ちに行うこと） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

商品名 一般名 処方 

1) プロポフォール丸石 propofol：200 mg/20 ml 

ディプリバンキット propofol：500 mg/50 ml 

イソゾール thiamylal：500 mg/20 mlに蒸留水で溶解 

2) ロクロニウム rocuronium bromide：50 mg/5 ml 

3) レミフェンタニル remifentanil：5 mg/50 ml または2 mg/20 ml

に生食等で希釈 

4) エフェドリン（原液 40 mg/ml）：40 mg/8 ml （5 mg/ml）に生

食で希釈 

5) アトロピン（原液0.5 mg/ml）：0.5 mg/5 ml（0.1 mg/ml）に希

釈（小児の場合のみ用意） 

6) 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0.625 mg～1.25 mgを終了間際に静注 

＊ くも膜下脊髄麻酔または硬膜外麻酔のみの場合であっても、エフ 

ェドリンは用意しておく 
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＊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 アダプタキャップで蓋をする 

② PCA 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 

のいずれかの方法をとり、陰圧をかけて空気が混入しないことを確認

すること 

・ミダゾラ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」にも記入する。前日の 14 時前にファーマシース

テーション前のファイルにオーダーを印刷したものを入れておくと、

薬剤師が薬を病棟に処方してくれる 

・薬を希釈するときに使う生食 500 ml には、日付と「くすり」と明記

する。清潔でなくなっている場合には申し送りを忘れずに 

・注射器には、薬剤を吸ったら直ちに内容・濃度を明示すること！（吸

った時に記入する。前もって記入すると誤薬の原因となるのでしない

こと） 
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＜手術室に入ってからの準備＞ 

(1) 麻酔器の準備：麻酔器によりリークテストの方法が異なるので注意 

1）パイピング：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）呼吸回路装着：蛇管、Lコネクタ、バッグを取り付ける 

3）リークテスト: APL（ポップオフ）弁をMAXまで閉める。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30 

cmH2O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30 cmH2O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 

5）リークテストが終了したら麻酔器始業点検チェックシートにサイン

を入れる 

 

(2) 気管挿管の準備 

1）カフチェック：カフに漏れの無いことを確認の上、カフの空気を抜

いた状態にする 

2）スタイレット：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
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を確認しておく。スタイレットの先端がチューブから飛び出さないよ

うにする。チューブは清潔に操作すること 

3）吸引の準備：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 

 

(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（フィジオ140、ビカネイトなど）が基本 

・手術室内青い棚に輸液のストックがある 

 

(4) 廃棄物の処理 

・注射針などの針類・アンプル→黒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）→白いビニール袋 

 

(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（IDを手入

力するときは、「手入力」をクリックして10桁の番号を入力する） 

3）ECG 電極を貼付し、波形の表示を確認 
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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ーを装着する 

6）BISモニターのセンサーを前額部に貼付する 

7）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、オプサイトで刺入部を固定する 

8）看護師・診療科とともにサインインを行い、手術部位、体位、患者

のリスク、追加ラインなどの情報を全員で共有した上で、麻酔を開始

する 

 

＜麻酔終了から片付けまで＞ 

1）患者を手術室から帰室させる際には、指導医とともに患者の評価を

行い、呼吸・循環が安定していることを確認する 

2）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 

3）スーパーバイザーの項目に、抜管に立ち会った指導医の名前をID入

力で入れてもらう 

4）ICU、HCU病棟に帰室する時は、病棟のモニターを装着し、担当者

は帰室に付き添う。帰室後、患者の状態が安定していることを確認し

ORに戻る 
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5）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 

6）麻酔カートは、最低でも2件の全身麻酔が行えるように準備されてい

る。その日に担当した麻酔が終了するか、2件の麻酔が終了した時点

で大量の補充が必要になった場合は、麻酔カートのテーブルの表示を

「要補充」に切り替えておく 

7）使用した麻酔器具のうち、再滅菌にまわすもの（チューブエクスチ

ェンジャーやエアウェイスコープのイントロックなど）は麻酔カート

の右上方に設置したビニール袋に入れる 

8）使用した麻酔器具のうち、次の症例でも使用するもの（喉頭鏡のハ

ンドルなど）は麻酔車の上に避難しておくと、掃除のときに片づけら

れずに済む 

9）使用したすべての薬剤の空アンプル（ファーマシーステーションか

ら借りた麻薬などは除く）は、コストの請求のために回収されるので、

カレー皿にまとめておく。その際、カレー皿の周囲の部分に、日付、

部屋番号、患者名、麻酔担当者名をマジックで記入しておくこと 

10）針は担当者自ら処分し、麻酔カートの上に放置しない 

11）カード管理になっている物品のカードは捨てずに、麻酔カートの所

定の場所に入れる 

12）抗生剤の用紙とコスト用のシールを貼る用紙は看護師に手渡す 
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13）保温庫内においた輸液は麻酔カートの上に戻す 

14）返却するシリンジポンプは点滴架台につけたままにしておく 

15）気管支鏡を使用したい、使用済みの気管支鏡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、ME（90809）に連絡する。

「○番のファイバーを△番の部屋で使うので急いで洗浄してください」

と伝える。優先で洗浄してもらうと約30分で洗浄できる 

16）経食道エコープローブは終了後、OR6にある消毒槽に入れる 

急ぎの場合やOR6以外で使用した場合はワタキュー（98860）に連絡

する 

 

＜麻薬・使用薬剤の処理＞ 

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、スープレンは空になっても決してゴミ箱に捨てない

こと 

4）返却用金庫の扉にある表に返却時間や返却者氏名などを記入する 
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＜コストの送信＞ 

・麻酔科医室のPCで麻酔サマリを入力し確定する。コスト送信が正し

く行われるとORSYS画面右タブ「共通」→「手術実施送信管理」で

の手術一覧の患者名の右に◎が出るのを確認する 

 

 

 

 

 

 

 

＜JSA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 

1）麻酔科医室の ORSYS の PC から入力ができる。     

麻酔を行った患者を選択し，画面右側のメニュー 

の「麻酔関連」→「偶発症調査入力」をクリック 

すると、次のページのような偶発症準備情報画面 

が表示されるので、各項目の入力を行う 
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下のような情報が入っていることも確認。 

 

 

 

 

 

 

＊注意：mECT の麻酔法はその他、手術部位もその他で入力する 
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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  

画面「麻酔関連」→「JSA データ出力」をクリックする 

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 

  

 

 

 

 

 ③ 

② 

① 
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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が取り込まれる 

④ 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 

⑤ 麻酔を行なった日を指定し，「表示」をクリックする 

⑥ 麻酔を行なった患者の「選択」ボタンをクリックする 

⑦ 「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 

⑧ 「確定」をクリック 

 

＜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

上で行うこと。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 
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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水曜クリニカ

ルカンファランス担当教官またはレジデントにも報告する 

 

＊偶発症が生じた症例は偶発症の入力まで責任を持って行うこと 
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＜準備チェックリスト＞ 

麻酔準備 

□ 配管をつなぐ、サクションチューブを手元に、排ガスのつまみを 

OPEN 

□ 麻酔器、モニターの電源を ON 

□ 蛇管、バッグ、人工鼻、（L 字コネクタ）をつけてリークテスト 

□ 気管チューブの準備、喉頭鏡、スタイレット、カフ注、エアウェイ 

□ 薬を借りてくる 

□ 薬剤を準備（すべてのシリンジに薬剤名を明記） 

□ 輸液ポンプに薬剤をセット 

□ 輸液ラインと輸液を準備 

□ 圧ラインの準備、モニターにつないでゼロ点調整 

□ 水筒に水をくむ 

□ BIS モニターの準備 

□ 硬膜外セット、手袋 
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薬剤 

□ プロポフォール：20 ml シリンジにプロポフォール 20 ml 

 もしくはディプリバンキット 

□ イソゾール：  20 ml シリンジにイソゾール 1V ＋蒸留水 20 ml 

□ ミダゾラム：  10 ml シリンジにミダゾラム 1A（2ml）＋生食 8 ml 

□ フェンタニル：  成人は 10 ml/A、小児は 5 ml/A のフェンタニル 

 を使用。希釈する場合は 5 ml/A を 25 ml に希釈 

□ アルチバ： 2 mg は 20 ml シリンジに、5 mg は 50 ml シリン    

 ジに 100 µg/ml になるように希釈 

□ エスラックス： 原液を吸っておく 

□ エフェドリン：  10 ml シリンジに 1A（1 ml）+生食 7 ml 

□ 局麻用 0.5%リドカイン： 

1 ml または 2.5 ml シリンジに 0.5%リドカイン、

26G 針 

□ 硬膜外麻酔用 1.5%リドカイン＋E：  

  20 ml シリンジに 1%リドカイン 10 ml＋2%リド 

  カイン 10 ml＋アドレナリン 0.1 ml 
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＜小児麻酔の準備チェックリスト＞ 

麻酔準備 

□ 小児用蛇管、バッグ、小児用人工鼻 

□ スパイロメトリーの小児用 

□ 呼吸器の設定 

□ SpO2モニター（複数個所） 

□ 小児用血圧計 

□ 輸液セット（60 滴=1 ml） 

□ 輸液ポンプ 

□ フィジオ 140 などの糖入り輸液製剤 

□ 気管チューブ（複数サイズ） 

□ 小児用喉頭鏡 

□ 小児用スタイレット 

□ 小児用エアウェイ 

□ 小児用バイトブロック 

□ 小児用マスク 

□ ツリー（ゴジラ） 

□ 胸壁聴診器 

□ サクションチューブ（複数サイズ） 

□ NG チューブ（複数サイズ） 
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小児麻酔で使用する薬剤 

□ アトロピン：  5 ml シリンジにアトロピン 1A（1 ml）+生食 4 ml 

□ エスラックス： 必要に応じて小分けをする 

□ アルチバ： 基本的には成人と同じ 

 体重に応じてさらに希釈することもある 

□ フェンタニル：  フェンタニル 0.25 mg/1A（5 ml）＋生食 20 ml

 に希釈して 10 µg/ml にする 

 

硬膜外麻酔 

□ 小児硬膜外セット 19G×35 mm 

□ 100 ml or 50 ml 生食ボトル 

□ 1%リドカイン 

□ 延長管 X1-120 

□ エコー 

 

腸骨鼡径神経ブロック 

□ ブロック針 

□ 0.33-0.5%アナペイン 

□ エコー 
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5. 麻薬、劇薬の取り扱い方法 
(1) はじめに 

「麻薬及び向精神薬取締法」では、麻薬・向精神薬の管理について詳

細に定めている。端的にまとめると、適切に処方箋を記載し、麻薬は

残液を破棄せず、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵し、紛失等の事故

が起きればすみやかに届け出る、等である。そのため、当院手術室で

は下記の通りにルールを定めている。煩雑ではあるが了解されたい。 

不明点等あれば、適宜フィックスレジデント以上に確認のこと。 

 

(2) 麻薬・劇薬の種類 (鍵はインチャージ(A 当直)、手術室薬剤師が管理) 

薬剤の種類 製剤名 

麻薬 塩酸モルヒネ(10mg)、フェンタニル(0.5mg 0.25mg) 

ケタラール(50mg)、アルチバ(2mg)、 

レミフェンタニル(5mg)、弱ペチロルファン 

筋弛緩薬 エスラックス®、スキサメトニウム® 

鎮静薬 ディプリバンキット®、プロポフォール® 

イソゾール®、ドロレプタン® 

揮発性麻酔薬 スープレン®、セボフルラン® 

向精神薬 ミダゾラム®、セルシン®、ソセゴン®、レペタン® 
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(3) 取り扱い方法と注意事項 

・ アンプル・バイアルは手やポケットで運ばず、移動用の箱に入れて

運ぶ (破損、紛失の原因になるため) 

・ 分割使用はしない （少量であっても、1 人に 1 アンプル・バイアル） 

・ 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 

・ 麻薬は残液もすべて返却する 

・ 麻薬処方箋を書き損じた場合は、二本線で訂正し印を押す 

（必ず複写部分を含めて 2 枚押印すること） 

・ 万が一麻薬のアンプルを破損した場合は、現場は保存し、直ちにオ

ーベン（またはインチャージ・A 当直）に申しでる。その後薬剤部

麻薬担当の薬剤師（PHS：90030、夜間は薬剤部当直 PHS：90358）

に連絡、指示に従い指定の書類を記載 

・ 使用しないかもしれないアンプル・バイアルは開封しないこと。判

断に迷う際にはオーベンに確認 
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持ち出し 

・麻薬処方箋「○麻注射薬せん」（赤色）に必要事項を書き込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・劇薬は「管理薬剤使用連絡票」（緑色）を用いて、麻薬に準じて運用

する 

・ただしミダゾラムシロップのみ例外（処方の仕方の詳細はフィックス

レジデント以上に確認すること） 

・朝 7:00 - 7:45 にファーマシーステーションで薬剤師のチェックを受 

け借り出す 

 

・ID、患者氏名、年齢（生年月日でも可）、性別を記載 

・施用者氏名 施用番号を記載（本人が記載する場合、印は不要） 

・ 使用目的をチェック（アルチバは術後鎮痛に適応がないのでチェ

ックしない 弱ペチロルファンは術後鎮痛をチェック） 

・ 麻薬注射名：塩酸モルヒネ（10mg）、フェンタニル（0.25mg or 0.5 

mg）、アルチバ（2mg）、レミフェンタニル（5mg）、ケタラール

（50mg）、弱ペチロルファンのどれかをチェック 

・PCA では 0.5 mg 製剤のフェンタニルを使用すること 

・請求数を記載（フェンタニルの 0.25mg と 0.5mg を持ち出す場合、

別々の処方箋が必要） 
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・薬剤師が不在の時の際に持ち出すときには、インチャージ（A 当直）

から鍵とカードを借り、フィックス以上（フィックス以上が薬剤を持

ち出す場合は初期研修医でも可）のチェックを受ける 

・その際に持ち出し者と確認者がサインすること 

・ 処方箋の一番下（2 枚目）を薬剤師に渡す（薬剤師以外がチェックす

る場合は、一番下（2 枚目）をはがしてファーマシーステーション窓

口内のトレイ内に置く） 

・返却用金庫内の薬剤は決して持ち出してはいけない 

 

返却 

・麻薬処方箋・管理薬剤使用連絡票の記載を完成させる 

 

 

 

 

 

 

・薬剤師（不在の時や当直帯はインチャージ・A 当直）から鍵とカード

を借り、薬剤師またはフィックス以上（フィックス以上が薬剤を持ち

出す場合は初期研修医でも可）のチェックを受ける 

・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 と記載せず 1A と記載 

・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 

・アルチバ以外の麻薬を希釈した場合は、全て使用したこととして

記載する（残液は返却する） 
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・返納者のサインと確認者のサインが必要 

・麻薬は返却用ケースに、チェック済の処方箋を敷き、空アンプル・残

液（シリンジのまま、漏れないようにキャップで封印する）を含めた

すべての麻薬を入れて、返却用金庫に収納する 

・ 劇薬は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 

・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 

・ファーマシーステーション内に鍵、カードを置き忘れないようにしま

しょう。鍵閉じ込めに注意 

・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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6. 患者生体モニタ IntelliVue™ 
1） 本体左下の電源スイッチを on。ガスモジュール(麻酔ガス濃度、

EtCO2を測定)の電源も入れる 

2） 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リングは可能で

あるが、必要に応じて以下の設定を行う 

3） 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をタ

ッチして変更を行う 

4） 画面右下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 

5） 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 
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7. 自動麻酔記録器 ORSYS™（Operation Room System） 
(1) はじめに 

医師法 24 条において、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に

関する事項を診療録に記載しなければならない」と定められているが、

これには麻酔・手術記録なども含まれるとする考え方が一般的となっ

ている。すなわち我々は、麻酔記録が手術室内のカルテであるという

ことを念頭に置き、ただちに適切かつ不足なく記録する責務がある 

 

(2) 麻酔記録の開始 

1）ORSYS の起動方法  

・デスクトップ上にある ORSYS 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（HIS で

使用している自分のアカウント「D×××××××」、パスワード）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 HIS での自分の

所属が「麻酔科」になっていなければならない。変更の仕方：「利用

者条件設定」で所属診療科を「麻酔科」に変更する。一日に一度

HOPES/EGMAIN-GX 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） 
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2）患者認証  

・ORSYS にログオンした後、患者認証を行う。画面右の｢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、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（10 桁：

000×××××××）する。認証されると該当症例が青く反転するので「麻

酔記録開始」をクリックする 

・ 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）、および薬剤初期表示区分から

セット薬剤を選択し「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 

・超緊急手術（飛び込み C/S など）で手術申し込みがなされていないと

きは、緊急モニタで ID のみ（10 桁：000×××××××）入力して開始す

る。手術が終わる前に申し込みがされれば、自動的に統合される 

・緊急手術で部屋に割り当てられていない場合は、OR スタッフまたは

OR 看護師に割り当てを依頼 

 

(3）術中モニタリング 

・ 適宜行ったイベントや投与した薬剤などを入力していく 

・ 時刻は正確に入力すること（特に導入・抜管時は多忙なため、イベン
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トアイコンやリマークスアイコンのみを残して、その詳細は落ち着い

てから入力すればよい。ただし必ず入力を忘れないこと） 

薬剤入力上の諸注意事項 

・ 薬剤入力は単位に留意すること 

・ 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でコスト送信前に修正を行

うこと 

・TCI プロポフォールを使用した場合は、総投与量の計算を自動では行

わない。したがって投与終了時に、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 

術中の特殊な操作法 

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 

① 測定器上部にある 2 画面（血液ガス、血算）でそれぞれの「手術

室××」アイコンをタップ（クリック）する 
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②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、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   

読み込んで認証してから投与する必要があ

るため、以下の手順に従い行う 

① イン/アウト欄の「輸血認証」をクリッ

クする 

② 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 3 カ所リーダーで読込む（順不同）。読込みに成功（血

型が認証される）すると自動的にこの画面は消え、記録に反映さ

れる 

 
(4) 麻酔記録の終了 

・麻酔終了後、左上タブ「画面呼出」あるいはイベント項目「退室」→

「退室時観察」をクリックして必要事項を入力し、「スーパーバイザ

ー」のサイン欄を指導医が入力して終了する 
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(5) 麻酔終了後 

麻酔サマリの入力 

・ 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

リが正しく入力されていることを確認する。麻酔サマリがそのままコ

スト計算になる 

・特に麻酔加算（麻酔科標榜医加算や重症加算など）、FloTrac や CV な

ど特殊機材でコストが取れるもの、薬剤のバイアル・アンプル数、担

当した麻酔科医の登録などに間違いが多い。不安であれば一時保存を

行いオーベンにダブルチェックを依頼する。最終的には、確定ボタン

を押すことで送信を行う（これにより医事課へコストが送信される。

確定は一度しかできないので十分注意して行う） 

偶発症調査の入力：その後「偶発症調査入力」に入り、「ORSYS データ

再読込」をして「登録」する 

JSA 台帳登録：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 

＊麻酔サマリ入力上の注意 

・症例の担当麻酔科医が変更になった場合は必ず ORSYS 上で変更する

（検索が正しくできなくなる） 

・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する  
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8. 手術部シリンジポンプ運用方法 
1）物流センター管理のシリンジポンプ 

          

・SPD 西側の壁の金属棚が定位置 

・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 

・ワタキュー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タグがは

ずされたシリンジポンプは「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。SPD 西側金属棚に設置する（充電の必要はない）。 
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2）TCI 用、各部屋用シリンジポンプ、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 

・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。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

プに付け替える。ただし、心臓・大血管手術ではクーデック 6 連シリ

ンジポンプで帰室し、ICU のシリンジポンプに切り替えられた後、定

位置に返却される                             

     
 
・クーデック 6 連シリンジポンプで、ディ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 

  

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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9. 全身麻酔 
準備 

1）マスク、喉頭鏡、気管チューブ、カフ用注射器、エアウェイ、 

スタイレット、バイトブロック、聴診器、チューブ固定用絆創膏、  

蛇管、バッグ 

＊成人用のものは麻酔車に常備されている  

2）麻酔器のセットアップ、各種モニター（心電図、SpO2、血圧計カフ、 

EtCO2モニターなど）の確認、吸引の準備 

3）手術台の高さは、患者の下顎を挙上しマスクを保持したときに、麻  

 酔医の肘関節の角度が 90 度くらいになるように調節する。患者の体

格に応じて枕の高さを調節し Sniffing Position（嗅ぐ姿勢）とする  

 

急速導入による気管挿管 

(1) Rapid Induction―病棟から入ってきた点滴は逆流防止弁がなければ

必ず逆流を確認 

1）O2 6 L/分投与 

2）プロポフォール 1.0-2.5 mg/kg またはチアミラール 3-6 mg/kg を 

静脈内投与、もしくはプロポフォール TCI で目標濃度を 3-4 µg/ml で

持続投与 

＊高齢者やレミフェンタニル投与下では、サイアミラール 3mg/kg、プ
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ロポフォール 1-1.5 mg/kg 程度に減量する 

＊プロポフォール静注時の痛みを予防する目的で、レミフェンタニルを

3～5 分程度前から投与したり、静注前に DIV の上流を駆血し静注用

リドカインを 1 mg/kg を投与し局所静脈内麻酔を行うこともある 

3）入眠し、睫毛反射が消失、自発呼吸が減弱ないし消失したら、（TCI 

 を行っているときは、このときの効果器濃度を確認する）、マスク 

を密着させ下顎を挙上して気道を確保し、補助呼吸もしくは調節呼吸 

を行いながら、 吸入麻酔薬や静脈麻酔薬を用いて鎮静度と鎮痛度を 

気管挿管に耐えられるところまで深くしていく。患者が十分に換気さ 

れていることを視診（胸郭が換気に同期して挙上するかどうか）、聴 

診、ETCO2の波形、換気量等により確認する 

＊マスク換気中に気道内圧を上げすぎると（目安は 16 cmH2O 以上）胃 

内にガスを送り込むので注意 

4）マスクで換気ができることを確認してから、筋弛緩薬の投与を行う。 

筋弛緩薬にはロクロニウム（0.6-0.9 mg/kg）を用い、気管挿管を行う。 

筋弛緩モニターによりほぼ 100%の収縮抑制を確認するか、80 秒以上 

待って臨床的に充分な筋弛緩が得られていることを確認した上で挿 

管操作に移る 

5）右手で開口させ、左手で喉頭鏡を持ち、舌の右側から舌や唇を巻き

込まない様に注意してブレードを挿入し、舌根部まで進める。ブレー
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ドを挙上すると喉頭蓋を確認できる。さらに挙上して声門を展開する。

喉頭展開したら、麻酔科医は声門部から目を離さないこと。右手に介

助者（看護師）がチューブを渡してくれるので、チューブを気管内に

進める。チューブはカフの上縁が声帯を 2-3 cm 越えたところ（チュ

ーブの黒い線が見えなくなるところ）で止め、切歯の位置での長さを

確認する（通常、男 20-23 cm、女 18-21 cm） 

6）麻酔器のポップオフバルブを閉じて、バッグを 20 cmH2O 付近まで 

加圧しながら、チューブと気管との間の漏れがなくなるまで、介助者 

にカフに空気を入れて膨らませてもらう。換気を行いながら、両上下 

肺野および心窩部を聴診し左右差（片肺挿管になっていないことの確 

認）・Wheezing のないこと、食道挿管で無いことを確認する 

7）チューブを絆創膏で固定する 

8）脈拍、血圧、BIS の値や波形をみながら麻酔薬の濃度を調節する 

9）必要により、経鼻胃管、食道内聴診器、各種体温計、導尿カテーテ 

 ル等を挿入留置する 

＊消化器外科開腹術では胃管を入れるが、病棟に持ち帰るかどうかは術

者に確認する（不必要な胃管はなるべく入れないようにする） 

10）気管挿管後、Cormack & Lehane 分類（下図）を記載する 
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＊導入時の注意点 

1）換気が充分であることの確認はもちろん、心電図変化の有無やパル 

スオキシメーター、血圧のチェックを怠らないこと 

2）エアウェイが必要な時は、十分に鎮痛･鎮静度が深くなってから挿入 

すること。麻酔が浅いうちに挿入すると、喉頭痙攣を誘発し換気困難 

になることがある 

3）挿管時、介助者は、患者の右口角部を引き、麻酔科医の視野を確保 

する。もし十分に声門が観察できなければ、BURP 法（輪状軟骨を後 

方 Backwards、上方 Upwards、右側 Rightwards に圧迫 Pressure） 

を行う 

 

＊挿管困難が予想される場合 

1）首の短い患者 

2）舌の大きい患者（ダウン症、末端肥大症など） 

3）口腔の小さい、下顎の発達していない患者（Pierre-Robin syndrome 

など） 

4）首の伸展が制限されている患者（RA・頚椎疾患、頚椎固定術後） 
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5）気道に変形のある患者（口腔内腫瘍、喉頭腫瘍、気切後など）  

6）大きな上顎または突出した門歯 

 

＊Mallampati の分類 

・声を出さずに、図のように舌を前方の出させた時の口腔内の眺めで分

類する 

・Class Ⅲ・Class Ⅳになると挿管困難の頻度が高いとされる 

 

 

その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法 

(1) Rapid Sequence Induction（いわいる Crush induction） 

適応：誤嚥を生じる可能性がある患者（Full Stomach、イレウス患者、 

妊婦、術前 NPO が守られなかった場合など） 

方法： 

1）（胃内容の吸引） 

2）十分に酸素を前投与する（100%酸素を 8 呼吸以上） 
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3）（Precuralization） 

4）プロポフォール 1.0-2.5 mg/kg またはサイアミラール 3-6 mg/kg、ロ

クロニウム 1mg/kg（またはスキサメトニウム 1.5-2 mg/kg）静注後、

介助者はクリコイド・プレッシャーを行う。原則として陽圧換気はし

ないこと 

 

＊Cricoid pressure（Sellick’s maneuver） 

 

5）気管挿管は、筋弛緩が得られたらすぐに行なう 

6）挿管後、直ちに 10 cc 程度の空気をカフに注入し（気管とチューブの 

間をシールし気道を保護する）、チューブが気管内に正しく留置された 

こを確認してから、クリコイド・プレッシャーを解除する 

7）カフ圧を適切な圧に調節する 

 

(2) 覚醒下挿管（Awake Intubation）   

適応：換気・挿管困難が予測される患者（自発呼吸を保ちたい）、挿管

困難が予測されるとともに誤嚥のリスクもある患者や口腔内への出血

が著明な患者（気道の反射を保ちたい）、ショック患者（通常の麻酔の

導入に耐えられない）など 

方法：   
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1）鎮静状態を得る（レミフェンタニルの少量持続投与もしくはフェン

タニル 2 µg/kg、ミダゾラム 1-2 mg、ドロペリドール 2.5-5 mg、プレ

セデックスの持続投与など） 

2）気道の表面麻酔（咽頭、喉頭）  

3）喉頭鏡またはビデオ喉頭鏡をかけて、直視下に挿管する 

4）挿管されたら、プロポフォールまたはサイアミラールで入眠させ、

カフを膨らませた後にチューブが気管内に正しく留置されたこを確

認する 

 

(3) 覚醒下経鼻ファイバー挿管（Awake Fiberscopic Intubation） 

適応：換気・挿管困難が予測される患者、気道の変形がある患者、頸椎 

損傷や環軸椎亜脱臼など頸椎が不安定な患者、開口障害がある患者 

術前チェック項目：左右どちらの鼻腔の通りがよいかを確認する 

準備：リドカインスプレー、4%リドカイン液（テルモシリンジ＋23G 

針で準備）、消毒液（塩化ベンザルコニウム）、シャーレ、綿棒、エピネ 

フリン（止血目的のため、18G の針をつけて 1、2 滴消毒液に垂らして 

おく） 

方法：  

1）レミフェンタニルもしくはフェンタニル、ミダゾラム、ドロペリド

ール、デクスメデトミジンの持続投与などを用いて鎮痛・鎮静する 
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2）リドカインスプレーで鼻腔、咽頭の表面麻酔を行う。気管内には 23G

針とシリンジを用い、輪状甲状間膜を穿刺して行う 

3）エピネフリンを含む消毒液に浸した綿棒でチューブの挿入方向を確

認しつつ、鼻腔の清掃を行う 

4）気管チューブを通したファイバースコープを鼻腔へ挿入し、気管入

口部から気管内に挿入する。この時、ファイバースコープの吸引口か

ら酸素を吹き流すと、血液が吹き飛ばされて視野が得られやすくなる

とともに、酸素化の維持に役立つ 

5）ファイバースコープをガイドに気管チューブを挿入する 

＊気管入口部にチューブの先端が引っかかって先進できないときは、

チューブを回転させると挿入できるようになる 

6）挿管されたら、プロポフォールあるいはサイアミラールで入眠させ、

カフを膨らませた後にチューブが気管内に正しく留置されたことを

確認する。ファイバースコープを用いてチューブの挿入長を決定する 

 

＊盲目的経鼻挿管（Blind Nasal Intubation） 

・エンドトロール®（フックでチューブの先端を屈曲することができる 

 気管チューブ；マリンクロット社製）で、文字通り盲目的に気管チュ 

ーブを気管内に留置する方法 

・鎮静と表面麻酔、鼻腔内の消毒は覚醒下経鼻ファイバー挿管と同じ 
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・エンドトロール®を鼻腔へ挿入し、患者の吸気に合わせてチューブを 

ゆっくり進める。その際、フックを引っ張ることで先端位置を調節 

しながら気管内にチューブを誘導する 

・呼気時に呼気によるチューブの曇りや呼気音を感じない場合は食道内

に挿入されている可能性が高い。呼気 CO2濃度をモニターしてもよい 

 

(4) その他の気道確保法 

・声門上器具（ラリンゲルマスク、挿管用ラリンゲルマスク、i-gel） 

・トラキライト® 

・ビデオ喉頭鏡（エアウェイスコープ®、グライドスコープ®、キングビ

ジョン®、マックグラス®） 

 

(5) 吸入麻酔による導入（Slow induction）（小児麻酔の項も参照のこと）   

適応：乳幼児、導入前に静脈路の確保が困難な症例、換気が難しいと思 

われる症例、心機能が悪い症例 

方法： 

1）O2 6 L/分（＋N2O）にセボフルラン 5％で導入開始。セボフルラン

は気道刺激性が少ないので、始めから高濃度で投与してもかまわない。

数回深呼吸させると迅速な就眠が得られる 

＊投与開始からしばらくの間に、反射が亢進する興奮期と呼ばれる時期
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があるので注意 

2）入眠後、静脈路を確保し、ラリンゲルマスクを挿入、または筋弛緩 

薬を投与して気管挿管する 

(6) ケタミンの筋注・静注           

適応：状態が悪い患者、喘息患者、乳幼児 

・交感神経刺激作用があるため、通常の静脈麻酔薬による導入に耐えら 

れないような全身状態不良の患者に使用できる 

・気管支拡張作用があるので、喘息患者にも使用できる 

・乳幼児では筋注で導入できる（5mg/kg）    

・ケタミンは気道分泌物を増やすので注意 

 

(7) 短時間の小手術における静脈麻酔 

適応：D&C、股関節脱臼整復 

方法：静脈麻酔薬と鎮痛薬の組み合わせで行う。当院では、レミフェン

タニル・プロポフォールもしくはフェンタニル・プロポフォールを用い

ることが多い 

例）D&C 

1）プロポフォール は TCI で投与し、3 µg/ml 程度の目標値で開始し、 

就眠時の脳内濃度の計算値を確認する。必要時には目標設定値をあげ

る。維持には就眠時の濃度＋1 もしくは×1.5 程度の目標値が適正である 
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2）呼吸状態に注意し、必要なら i-gel を挿入し調節呼吸を行う 

3）子宮把持鉗子がかかる前に、十分な鎮痛薬を投与する 

麻酔の維持 

(1) 鎮痛度・鎮静度の評価 

・血圧・心拍数・BIS 値・波形・自発呼吸（呼吸数、呼吸の深さ）・体

動・瞳孔径・手術侵襲などから総合的に判断し、必要な鎮痛・鎮静薬

の量を把握しながら調節する。通常は鎮静薬の濃度を変化させる必要

はなく、侵害刺激が変化するのであるから鎮痛薬でコントロールする 

 

(2) 吸入麻酔薬の設定          # 20-35 歳の若い人での値 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

      MAC   MAC(+70%N2O) 常用濃度 #MAC-awake 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

N2O   105% 0-66% 70% 

イソフルラン   1.15%  0.5% 0.5-1.5% 0.46% 

セボフルラン  1.71%  0.66% 1-2% 0.75% 

デスフルラン  7.3% 4.0 % 3-5%  2.6 % 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢  

・高齢者、未熟児、麻薬の併用、酸塩基平衡異常、低体温、heavy な 

前投薬などで MAC が低下する 
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・小児では MAC が高くなる。セボフルランでは、新生児 3.3%、乳児-12

歳 2.5%、16-59 歳 1.58% 

・硬膜外麻酔またはレミフェンタニルが主体のときはイソフルラン

0.5-0.7、セボフルラン 1.0-1.5%、デスフルラン 4-4.5%程度で維持す

ることが多い 

 

(3) プロポフォールの設定 

・通常、血中濃度約 2 µg/ml で意識消失、約 1 µg/ml で覚醒、1-2 µg/ml

で鎮静作用を示す人が多いが、吸入麻酔薬に比べ個人差が大きい。そ

のため、プロポフォールで維持を行う場合には就眠時の脳内濃度の計

算値を確認しておくことが重要であり、その濃度＋1 µg/ml で維持す

るとよい。また、BIS モニターは必須である 

・プロポフォールは効果が消失する濃度が高いため作用（鎮静）の消失

は早いが、体内からの消失は比較的遅い薬である。維持濃度を間違う

と覚醒遅延を容易に起こす 

 

(4) レミフェンタニルによる維持 

・レミフェンタニルの投与量と血中濃度の関係をみると、投与速度

（µg/kg/min）を 25 倍にした数値が血中濃度（ng/ml）であると考え

てよい。気管挿管時の血圧上昇を抑えるのに必要なレミフェンタニル



 80 

の濃度は約 5.0 ng/ml であることから、手術開始時には 0.2 µg/kg/min

程度にして、その後侵害刺激に応じて投与速度を調節するとよい 

・CSHT が投与時間にかかわらず 3-5 分であるので、侵害刺激に応じて

いくらでも増量することができる。しかし、高用量で投与すると疼痛

過敏を引き起こすと言われている 

 

(5) 適正な麻酔維持のためには 

・麻酔維持中は適正な気道、呼吸、循環及び鎮痛・鎮静度、筋弛緩状態

を保つこと。各種モニターを利用するとともに、視診、触診、聴診を

怠らないこと 

・側臥位・腹臥位の手術における気管チューブのトラブルは致命的であ

るから、抜けないようにしっかり固定し、体位変換時にも注意を払う 

・体位変換時の血圧低下や、不自然な体位による神経損傷に注意 

・頭頚部の手術（特に口腔内、気道内の手術）は気道のトラブルが多い

ので充分注意すること。例えば、気管チューブの折れ曲がりによる換

気困難、事故抜管や接続部がはずれて換気不能など 

 

麻酔の覚醒と抜管 

(1) 抜管までの流れ 

・基本的には鎮静薬は手術終了まで減量する必要はない。レミフェンタ
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ニルの持続投与を行っている場合は、皮膚の縫合時にはその侵害刺激

に応じた投与速度に減量することができる 

・覚醒後に除痛がはかれるだけの十分な鎮痛薬を投与する。開胸・開腹

手術では、鎮痛が不十分だと浅呼吸となり、それだけでも酸素化が悪

くなる。特にレミフェンタニルは効果の消失が非常に速いため、

transitional analgesia が重要となる 

・筋弛緩薬使用時は、筋弛緩モニターなどで筋弛緩の回復の程度を評価

した上でリバースする。さもなくば、リバースの効果が不十分となっ

たり、一旦回復したにもかかわらず再び筋弛緩作用が現れたりする 

・リバースにはブリディオン 2-4 mg/kg またはアトロピン 0.02 mg/kg、 

ネオスチグミン 0.05 mg/kg を用いる 

・術後呼吸器合併症発生の可能性、意識障害等の評価を行い、リスクが

高いときは抜管せず術後も呼吸・循環の管理を継続する 

・開頭術後、重症の喘息患者などでは鎮静下で抜管してから覚醒させる 

こともある。ただし、この場合には誤嚥のリスクも増えるので注意 

 

(2) 麻酔の覚醒及び筋弛緩の回復の評価 

・PAR Score を参考にして麻酔の覚醒及び筋弛緩の回復の評価を行う。 

帰室させる際には 8 点以上が必要 

・臨床的には、バッキングするか（咳反射が保たれていれば誤嚥する可 
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能性は低い）、舌突出が可能か（舌根沈下の予測）、深呼吸できるか、 

5 秒間頭を持ち上げることができるか（TOF 70%に相当）などが重要 

である。こちらの指示通りの動作ができるかどうかの確認は、筋弛緩 

の回復の評価であるとともに、意識レベルの評価でもある 

・SpO2、血液ガス、分時換気量など客観的な指標も評価すること 

・脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔からの回復の評価も行う。ブロック範

囲が Th4 以上のとき心臓交感神経がブロックされているので、体位

変換時などに低血圧・徐脈を生ずる危険性がある 

 

(3) 抜管の手順 

1）すぐに気道確保できる用意をしてから抜管にのぞむ 

2）気管内、口腔内を充分に吸引する。気管内を吸引したあとは、必ず 

陽圧で換気し、肺胞の虚脱を防ぐ 

3）麻酔器のポップオフバルブを閉じて、気道内圧を 20 cmH2O までバ 

ッグで加圧しながら、介助者にカフの空気を抜いてもらい、抜管する 

4）口腔内分泌物をサクションした後、酸素投与しながら両肺野の聴診 

を充分行い、呼吸音に異常のないことを確認する 

5）抜管後もしばらくは、呼吸・循環状態の観察を怠らない 

6）痛みや PONV の有無、歯牙の損傷などを確認し、問題があれば必要

な処置を講ずる 
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7）舌根沈下がないこと、呼吸が規則的で SpO2が低下しないこと、血圧

が安定していることなどを確認してから帰室を許可する  

麻酔覚醒スコアー（Postanesthetic Recovery Score：PAR score） 

項目                       点数    

運動 自発、命令により活発に動く、頭部挙上可能（15 秒）  2  

動きが弱い                      1    

動きが無い                        0       

呼吸 咳・深呼吸、あるいは泣く     2       

気道が充分に確保されている      1       

エアウェイの挿入が必要       0       

血圧 術前と比較し  ± 20 mmHg 以内     2       

           ± (20-50) mmHg      1       

        ± 50 mmHg 以上     0       

意識充分に覚醒している、あるいは呼名にすぐ反応する  2       

痛みに反応し、防御反射がある        1       

痛みに反応しない                0       

色  血色良好               2       

血色不良、蒼白、鳥肌様        1       

チアノーゼ          0       

          合計 10      
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＜麻酔全体の流れ＞ 

麻酔導入（全身麻酔、挿管） 

入室 

→血圧計、心電図、SpO2モニターを付ける 

→血圧を測る、心電図を記録する 

→サインイン 

→末梢静脈路を確保 

（→硬膜外カテーテル挿入） 

→酸素 6 L/min で酸素化 

→麻酔導入薬を投与 

→睫毛反射を確認、消失していたらマスク換気 

→筋弛緩薬投与、（吸入麻酔で維持する場合吸入麻酔薬を開始） 

→気管挿管 

→リーク音を聞きながらカフをふくらます 

→視診、5 点聴診、EtCO2で正しく気管挿管されていることを確認 

→チューブをテープで固定 

→ベンチレーターに乗せる 

→作動していることを必ず確認 

→バイトブロック・目パッチを付け、手術台に L 字を立てる 
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10. 各種モニター 
1）心電図 ECG 

• 通常胸部 3 点（モニター）誘導で、Ⅱ誘導をモニタリングする 

• 心筋虚血の評価が必要な場合は、四肢誘導+胸部（V5）誘導をモニ

タリングする 

• 術野・術式を考慮し、電極貼付部位および固定に注意する 

2）非侵襲的血圧測定法 NIBP 

• 状況により測定間隔（通常 2.5-5 分、導入時など 1-2.5 分）を設定

する。頻回に測定すると皮膚点状出血を来たすので、必要最小限

の測定間隔に設定する 

• モニターが定期的に作動していることを常に確認する 

• 初回測定時は高圧（約 160 mmHg）で圧迫するため、配慮する 

3）心拍数 HR、脈拍数 PR 

• 心拍数 HR：通常 ECG の QRS 波から算出される 

• 脈拍数 PR： SpO2の（指尖）脈波から算出される。HR は電気メ

ス等の干渉が多いため、QRS 波検出が困難な場合は PR を HR の

代替と考える 

4）パルスオキシメーター SpO2 

• パルスオキシメーターは、動脈血酸素飽和度 SaO2を、体外から無

侵襲で連続的にモニタリングする装置である 
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• NIBP を装着した上肢と反対の上肢指尖にセンサーを装着する 

• ショック時など、低灌流時には不正確な値を示す。センサーを耳

朶につけると正確な信号を拾うことがあり、試す価値がある。

Masimo 社製の機器は感度がよい 

• Masimo Raibow の専用プローベを使用することでヘモグロビン

値の推定が可能である。 

5）体温：肺動脈温、食道温、鼓膜温、膀胱温、直腸温、皮膚温 

• 標準的な手術では、中枢温（深部体温）をモニタリングする。肺

動脈温・（下部）食道温・鼓膜温・膀胱温・直腸温が、中枢温を反

映する 

• 肺動脈温：もっとも中枢温をよく反映するが、モニタリングのた

めに肺動脈（スワン・ガンツ）カテーテルを留置する必要がある

ため、心臓血管外科手術以外の使用は一般的でない 

• （下部）食道温：食道温も中枢温をよく反映する。センサーの位

置を食道下部 1/3 程度の深さ、食道聴診器付属タイプなら心音最

強の場所に留置するのが最良である。浅すぎると口腔温になり、

外気の影響を受けてしまう。食道損傷のリスクがあり、食道静脈

瘤患者には禁忌である 

• 鼓膜温：正しく留置できれば、内頸動脈血液の温度を反映するた

め、中枢温のよい指標となる。鼓膜温プローベは、鼓膜を傷つけ
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ないように注意しながら十分深く挿入する必要がある 

• 膀胱温、直腸温：よく中枢温を反映するが、下腹部手術、特に腹

腔内洗浄時に誤差が大きくなることに注意が必要である。 

• 皮膚温：末梢温（表在体温）を反映する。熱の産生量が少なく放

熱しやすいため、中枢温に比べ低温になりやすい。人工心肺離脱

時の末梢血管の開き具合の指標となるため、人工心肺を使用する

手術でモニタリングすることが多い 

6）カプノメータ ETCO2 

• カプノメータは呼気終末二酸化炭素濃度 ETCO2を表示する機器

であり、基本的には動脈血二酸化炭素分圧 PaCO2を反映する 

• 死腔増大・心拍出量減少・気管チューブ周囲のリークなどで、

PaCO2との差が大きくなり、低値を示す 

• 再呼吸、自発呼吸出現、麻酔器トラブル（バルブ故障等）、急性肺

塞栓症の発見のために役立つ 

• 水分でモニターが壊れることがあるので、カプノメータのサンプ

リングチューブは、人工鼻の手前につけるようにする 

7）吸入酸素濃度 FiO2 

• 高濃度酸素吸入が特に有害な症例（間質性肺炎患者、ブレオマイ

シン投与患者、未熟児など）では、吸入酸素濃度 FiO2を低めに管

理する 
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8）麻酔ガス濃度 

• 気化器設定濃度を変更しても、麻酔ガス濃度が設定濃度に追いつ

くのに時間を要することに注意する 

9）気道内圧、換気量 

• 患者の肺の状態・体位・手術操作・筋弛緩の程度・チューブのト

ラブル等により変化するため、定期的にチェックする 

• 長時間の麻酔、低流量麻酔では人工鼻が過加湿され、抵抗が増え

ることで見かけの気道内圧が上昇することがあるので注意する 

10）体液バランス 

• 術式・出血量により異なる。「輸液・輸血」の頁を参照 

11）血液ガス分析（アシドーシス補正法） 

• BE –10 mmol/L まで、pH 7.20 以上なら、（血行動態が安定して

いれば）ルーチンの補正は不要である。ショックなどアシドーシ

スを来たす原因の根本的な治療の方がより重要である。補正が必

要なら、半量補正から行う。 

 重炭酸ナトリウム投与量（mmol） 

＝BE の絶対値×体重（kg）×0.2（細胞外液量）×1/2（半量補正） 

• 以後、血液ガス分析を再検し、追加投与量を決定する。 

12）観血的血圧 ABP 

• 適応：いわゆる major surgery の大半、心血管系・呼吸器系合併
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症、術中頻回採血、全身状態不良、四肢の損傷により NIBP 測定

が不可能な患者 

• 第 1 選択は橈骨動脈。合併症が少ない 

• 術前に Allen 試験（成書参照）を行い、尺骨動脈から手への側副

血流が十分であることを確かめておくことが望ましい 

• 使用カニューラ：成人 20G もしくは 22G、小児 22G もしくは 24G 

• 500 mL生食に対し1 mLのヘパリンを添加したものを加圧バッグ

で加圧する。500mL 生食にヘパリン 1 ml を添加したこと、作成

した日付、作成者の氏名を明記する 

• 動脈空気塞栓を予防するため、カテーテル留置に成功したらライ

ン内の空気抜きを十分に行う。フラッシュ時には、ライン内に残

存した空気や血栓が動脈塞栓を生じる可能性があるため、ライン

内の状況を十分に確認して行う 

• 感染予防のため、清潔操作を遵守する。採血前後にアルコール綿

でプラネクターを拭く 

13）中心静脈圧 CVP 

• 中心静脈カテーテル挿入の適応：中心静脈圧 CVP モニタリング

（血管内容量・心機能の評価）、投薬（高濃度の血管作動薬・高カ

ロリー輸液・化学療法・末梢静脈からの投与を避けるべき薬物）、

急速輸液、末梢静脈カテーテル留置困難など 
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• 穿刺部位：内頸静脈（右内頸静脈は第 1 選択）、他に、大腿静脈、

外頚静脈、鎖骨下静脈、肘静脈など。術式等を考慮して選択する 

• 感染予防のため、無菌操作（ガウンテクニック）を厳守する 

• 動脈穿刺等の合併症を避けるため、超音波装置でプレスキャンし

静脈と周囲組織（動脈など）の位置関係を十分に確認してから、

手技を行う。困難な症例では、超音波ガイド下に穿刺すればより

安全確実に手技を行うことが出来る 

• カテーテル：ルーメン数でシングル、ダブル、トリプルの各製品、

長さ、太さにも多種あり、年齢、体格、術式等で選択する。（上半

身から挿入の場合）最適なカテーテル先端位置は、右内頚静脈か

ら穿刺する場合上大静脈内である（成人で 13-15 cm 程度） 

• 合併症：動脈穿刺（発生した場合、止血するまで 5-15 分間用手圧

迫する、術中全身ヘパリン化を行う際は特に厳密に行う）、出血、

血腫、気胸、空気塞栓、その他 

14）肺動脈圧 PAP、心拍出量 CO 

• 肺動脈圧 PAP は、肺動脈（スワン・ガンツ）カテーテルを留置し

てモニタリングする。筑波大学附属病院で採用しているカテーテ

ルでは、同時に肺動脈楔入圧（左心房圧の指標となる）、連続心拍

出量 CCO、混合静脈血酸素飽和度 SvO2、右室拡張終期容量

RVEDV、右室駆出率 RVEF 等のモニタリングが可能である 
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• 適応：心臓血管外科手術中の血管内容量および心機能の詳細評

価；心原性ショック、心血管作動薬が必要な重症慢性心不全、肺

高血圧、空気塞栓の予想される術式など 

• 肺動脈カテーテルが患者の予後改善につながらないとする研究結

果が相次いでおり、留置に伴う合併症（動脈穿刺、気胸、心損傷、

不整脈、肺梗塞、肺動脈損傷、感染等）の危険もあることから、

世界的に留置する機会は減少している 

• 穿刺部位：内頸静脈（右内頸静脈は第 1 選択）、大腿静脈、鎖骨下

静脈、肘静脈 

• 感染予防のため、無菌操作（ガウンテクニック）を厳守する 

• 中心静脈カテーテルと併用する場合、メスでカテーテルを損傷し

ないように、ガイドワイヤーを先に 2 本留置する 

• シース挿入直前のメスによる皮膚切開はガイドワイヤーに沿って

しっかり行わないと、シースのダイレーターが引っ掛かって挿入

困難をきたしたり、切開の追加によりかえってシース周囲からの

出血のリスクが増える 

• 肺動脈カテーテルの先端は、空気 1.5 mL の注入で楔入する位置が

最適である。通常経時的に深くなるため、定期的に位置を確認し、

深すぎたら 0.5-1.0 cm ずつ引き抜く。カテーテル先端が楔入した

まま放置すると、致死的肺梗塞を引き起こす危険が生じる 
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15）筋弛緩モニター 

• 筋弛緩薬の項参照 

16）BIS モニター 

• センサーとケーブルの接続部は水分に非常に弱い。そのため脳外

科手術や頭頸部手術などでは、接続部をブレンダームで止めて水

が入らないようにする。センサー自体が消毒液等で濡れる可能性

がある場合は、センサー部分もブレンダームなどで覆う 

• センサーがきちんと脳波信号を拾っていることを確認することが

大切である。SQI（Signal Quality Index: BIS 値の信頼度）が 100

に近い値をとるよう、センサーをしっかり額に押しつける 

• 麻酔薬による脳波変化を捉え、0-100 のスケーリングで麻酔深度

を示すモニターである。BIS 値が 40-60 の範囲に調整されていれ

ば、適切な麻酔深度である可能性が高い 

• 筋電図（EMG）などのノイズが混入すると不正確になる為、EMG

レベルや SQI に注意を払う 

• プロポフォールや揮発性吸入麻酔薬による麻酔深度はよく反映す

るが、ケタミンなど一部の麻酔薬ではあまり反映しない 

• 術中の BIS 値が低い状態だと予後がよくないというデータがある 

• BIS 値を参考にして、適切な量の麻酔薬（セボフルランやプロポ

フォール）を投与するよう心がけるとよい 
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11. その他の特殊モニター 
1）経食道心エコー 

準備 

• フィリップス、アロカ、S-nerve の 3 種類（小児用と乳児用はア

ロカのみ） 

• 定位置は、本体はルーム 5 と 6、プローブはルーム 6 

• 原則として、小児用は約 8kg 以上、乳児用は約 3kg 以上 

• 感染予防のため、カバーをつけて使用する（小児用と乳児用はつ

けずに使用する） 

• ゴムカバーを用いる際、ゼリーを探触子の周りに十分塗りつけて、

空気が入り込まないように注意する。探触子の周りに空気がある

とエコーは役に立たない 

• 歯の有無に関係なくマウスピースの使用が推奨されている 

• エコー本体とプローブの接続や取り外しは、超音波を出さない状

態で行うこと 

• 使用後は、プローブをルーム 6 またはルーム 5 裏手の洗浄エリア

にある消毒槽につけておくこと。洗浄してケースに戻しておいて

もらえる 

モニターとして 

• 比較的低侵襲に心臓の状態を知ることができるため、心臓血管外
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科手術以外にも、心疾患合併患者で必要時には積極的に使用する。

ただし、食道損傷などの合併症が 0.2%に生じ、まったく非侵襲的

なモニターではないことには留意する 

• 経食道心エコー使用加算を術後に取り忘れないこと 

• 経食道心エコー使用法に関するセミナーや認定試験（JB-POT）を

日本心臓血管麻酔学会が開催しているので、スキルの向上のため

に活用することを勧める 

2）気管支ファイバースコープ BFS 

• 定位置は、ルーム 13 の廊下をはさんで向かい側、東側の血液ガス

分析器の横 

• BFS は非常に故障しやすく、またその修理にも高額の費用が必要

である。ファイバーが折れて画像に支障をきたす故障が特に多い

ため、折らないように愛護的に扱うように注意する 

• CE スタッフが BFS を管理している。定時手術では前日までに、

臨時手術においては必要な都度、CE スタッフに依頼すると準備し

てくれる 

3）フロートラックセンサー・ビジレオモニター 

• 定位置はモニター置き場（部屋に置いてあることもある） 

• 特徴：観血的動脈圧波形が得られれば、連続的に心拍出量が得ら

れる。肺動脈（スワン・ガンツ）カテーテルを挿入できない症例
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や肺動脈圧モニタリングまでは必要ないが心拍出量を知りたい症

例、動脈圧ラインのみ入っている状況で心拍出量や体血管抵抗の

データが必要になった症例などで有用である。SVV（Stroke 

Volume Variation）という指標により輸液反応性（主に前負荷の

指標で、フランクスターリングカーブのどの位置にいるかを予測

していると考えればよい）が表示される 

• 本体から出ている LAN ケーブルをフィリップスのモジュールに

接続することで ORSYS にデータを取り込んで記録に残すことが

できるため、使用時は必ず接続すること 

• 使用に際しては適応病名（心不全、弁膜症、心筋梗塞、心原性シ

ョック）を電子カルテ上であらかじめ記載しておくこと 

• 構成：フロートラックセンサーとビジレオモニターからなる 

①フロートラックセンサーのプライミング 

動脈圧ラインの準備に準ずる。生食 500ml にヘパリン 1000 単位 

（1ml）を加え、フロートラックセンサーのチューブ内を満たし、

加圧バックで加圧する 

②ビジレオモニター、患者モニターとの接続 

フロートラックセンサーのケーブルの色が白→フィリップス患者

モニターの ABP ラインに接続する 

フロートラックセンサーのケーブルの色が緑→ビジレオモニター
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の緑ケーブルに接続する 

③ビジレオモニターのセットアップ 

電源を入れ、初画面に患者情報を入力（ナビゲーションノブを回

して数値を入力、押して決定する）する。画面が切り替わったら

ナビゲーションノブを押し、フロートラックセンサーを大気に開

放し患者モニターとビジレオモニター両者のゼロ点調整を行う 

④正確な体血管抵抗 SVR を求めたい場合 

 CVP がモニタリングされている場合、CVP のデータをフィリップ

スモニターからビジレオモニターに反映させる必要がある。出力

端子を持った、フィリップスの圧モジュールとビジレオモニター

を黒い専用ケーブルで接続すると、自動的に CVP が反映され、よ

り厳密な SVR が表示される 

④ 中心静脈血酸素飽和度 ScvO2測定方法 

プリセップ CV オキシメトリカテーテルを使用し、ビジレオモニ

ターと接続すると、ビジレオモニターに ScvO2 を表示することが

できる。肺動脈（スワン・ガンツ）カテーテルと同様のキャリブ

レーションが必要である 

4）INVOS 

• 定位置はモニター置き場 

• 微小血管の酸素飽和度であり「局所混合血酸素飽和度 rSO2」を、
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非侵襲的かつ連続的にモニタリングするシステムである 

• 脳内局所ヘモグロビン酸素飽和度（SrO2）の補助的なトレンドモ

ニターとして用いる。通常、毛髪の無い前頭部にセンサーを貼り、

センサー直下の rSO2をモニタリングしている 

• SrO2と rSO2は相関するけれども、rSO2の絶対値には大きな意味

は無いとされる。ベースラインからの低下が大きい場合、術後の

虚血性脳障害のリスクが高まる可能性が示唆され、注意を要す 

• 内頚動脈内膜剥離術、脳分離体外循環使用時、虚血性脳疾患患者

の麻酔管理時などのトレンドモニターとして有用である 

5）DDG アナライザー 

• 現在は、代謝内科病棟を定位置としている 

• ICG を静注し、その分布容量から血管内容量、消失曲線から心拍

出量、肝血流量を測定するモニターである 

• 指先にパルスオキシメータと同様のセンサーを装着する 

• 測定時に、ヘモグロビン値の入力が必要である 

• ICG 投与によるアナフィラキシーの可能性がある 

• 褐色細胞腫の術前の血管内容量の測定によく用いられている。血

管内容量の正常値は、男性で 84.2 ml/kg、女性 80.0 ml/kg 

• 測定方法は DDG アナライザーにあるマニュアルを参照のこと 
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12. 輸液・輸血 
輸液 

(1) 輸液製剤 

・晶質液と膠質液 

① 晶質液：乳酸リンゲル液、酢酸リンゲル液、重炭酸リンゲル液など 

② 膠質液：ボルベン、サリンヘス、ヘスパンダー、低分子デキストラ

ン、アルブミン製剤など 

・手術中の輸液は基本的には糖なしの細胞外液製剤（ソリューゲン F、

ビカネイトなど）か 1％グルコース含有細胞外液剤（フィジオ 140） 

・透析患者は基本的には K free（ソルデム T1 など） 

・ボルベンの最大投与量は 50 ml/kg。腎不全、透析、頭蓋内出血は禁忌 

・それ以外の人工膠質液は 10-20 ml/kg、最大投与量 1000 mL。腎機能

障害は禁忌 

・アミノ酸製剤は術中の体温保持に有効 

 

(2) 投与量 

1）維持輸液（4-2-1 ルール） 

・体重 10 kg まで  4 ml/kg/h 

      10-20 kg    2 ml/kg/h 

      20 kg 以上  1 ml/kg/h 
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2）術前脱水  

・最終経口から入室までの時間 （h）× 維持輸液（ml） 

これを 3-4 時間で補正する 

・最近は飲水が 2 時間前まで許可されているので、術前脱水を積極的に

補正する必要性は少なくなった 

3）術中の喪失量 

・不感蒸泄、サードスペースロス（手術部位により異なる） 

 開腹術では 10ml/kg/hr、そのほかの術式では 4～6ml/kg/hr が目安。

開頭術では考えなくてよい 

4）出血 

・理論的には、出血を晶質液で補うには、出血量の 2～3 倍の量が必要 

 

(3) 最近の輸液量に対する考え方 

1）ristricted fluid therapy 

開腹手術では輸液量を制限した方が患者の回復が早いとの報告に基 

づいている。上述した術中の喪失量を漫然と補うのではなく、少なめ

に輸液を行い、尿量の低下など循環血液量の低下を示唆する所見が現

れたら補正量を投与していく。気をつけなければいけないのは、ただ

輸液量を少なくすればよいというわけではないことである。極端に輸

液量を少なくしても末梢血管が閉まって見かけの上では血圧は維持さ
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れるが、帰室後に保温し末梢血管が拡張すると、循環血液量の低下が

顕在化しショックに陥ることがある 

2）SVV（stroke volume variation）、PPV（pulse pressure variation）

CVP などの静的指標は、適正な輸液量を決定するための指標にはなら

ない。SSV や PPV などは動的指標（呼吸性変動を数値化したもの）

と呼ばれ、これらが 11％を超えたときに輸液負荷を行うと、その反応

性がよい（適正な輸液量を決定するためのよい指標となる） 

 

輸血 

・輸血開始時は必ずシニアレジデント以上の指示を仰ぐこと！ 

(1) 厚生労働省による使用指針（平成 17 年 9 月） 

1）循環血液量の 15-20 ％の出血 

・晶質液を出血量の 2-3 倍投与 

2）循環血液量の 20-50 ％の出血 

・人工膠質液を投与 

＊組織への酸素供給不足が懸念されるときは赤血球濃厚液を投与 

3）循環血液量の 50-100% の出血 

・輸血 

・適宜等張アルブミン製剤を投与 
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(2) 血液製剤 

1）赤血球濃厚液（1 単位 140 ml）、Ht 約 60%, 

・通常 Hb 7-8 g/dL 程度あれば十分な酸素の供給が可能 

・心疾患や脳循環障害がある患者では Hb 10g/dL 程度を保つ 

・2 単位の輸血で Hb 1.5g/dL 程度の上昇が期待できる 

2）血小板濃厚液（1 単位 20 ml） 

・一般に血小板数が 5 万/µL 以上では必要となることはない 

・急速失血により大量輸血が行われ、止血困難とともに血小板減少が認 

められる場合適応となる 

3）新鮮凍結血漿 （1 単位 120 ml） 

・血液凝固因子の補給が目的 

・大量輸血時、消費性凝固障害による止血困難の場合 

・凝固因子の補充：PT（INR 2.0 以上、30％以下）、APTT（基準値の 

2 倍以上、25％以下）のとき 

・ワーファリンの緊急補正 

・凝固因子の血中レベルを約 20-30％上昇させるのに必要な新鮮凍結血 

漿は 8-12 ml/kg  

・3 時間を経過すると失活してしまう凝固因子があるので解凍する量と

タイミングに注意 
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(3) 輸血合併症 

・低体温：加温コイル、ホットラインなどで加温 

・高 K 血症：必要ならカリウム吸着フィルターを使用 

・クエン酸中毒：低 Ca 血症による心機能抑制と出血傾向 

・各種アレルギー反応（ショックを伴うアナフィラキシー） 

・GVHD（post transfusion graft versus host disease） 

・TRALI（transfusion-related acute lung injury） 

 

＊輸血用カリウム吸着フィルター 

使用直前に生理食塩液 200 ml でリンスする。緊急時はリンスする 

必要はない。輸血した後のフィルターには決して輸液を流してはいけ 

ない（吸着した K が放出されるため） 

 

(4) 輸血施行時の確認事項（重要！） 

・輸血同意書の確認 

・看護師とともにダブルチェック 

＊輸血をすぐに使用せず、いったん手術室の外で保管した場合は、必 

ず使用時にあらためてダブルチェックを行う 

・バーコード（3 か所）を ORSYS で読み、認証（○が表示される）さ 

れてから輸血を開始 
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・輸血終了後は、ORSYS で輸血を終了にすると副作用のチェックリス 

トが出てくるので該当項目にチェックを入れる 

・自己血でもバーコードによる認証と副作用のチェックリストへのチェ 

ックは必ず行う 

＊人工心肺に血液を充填する場合は、CE に認証を依頼される。この時

は人工心肺への記録用と副作用のチェックリスト記載用に 2 回認証

を行う 

 

(5) 大量出血時の輸血オーダー（重要！） 

・クロスマッチを行うと、血液をオーダーしてから手元に届くまで 40

分くらいかかるので、それを勘案してオーダーする 

・オーダリング後に輸血部に連絡する（看護師でも可） 

・クロスマッチなしで血液をオーダーするときは、オーダリングのフリ

ーコメントに「クロスなしで」と記載し、輸血部に連絡するときにそ

の旨を伝える 

・もし「クロスなしで」と入力するのを忘れてオーダーしてしまった場

合は、輸血部に連絡するときにオーダーする医師の名前を告げ、後で

電話指示受けメモにサインをしに行く（責任の所在をはっきりさせる

ため） 
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第Ⅶ因子製剤（ノボセブン） 

・血友病患者のバイパス治療や第Ⅶ因子活性が低下している患者の凝固

因子補充に用いられている製剤だが、外傷や心臓手術においてどうし

ても止血が行えなかった場合に用いられることがある 

・第Ⅶ因子を投与することによって直接第Ⅹ因子を活性化すると、トロ

ンビンバーストが生じフィブリンが形成される。よって血小板や FFP

も同時に投与する必要がある 

・初回 90ug/kg 投与、止血が得られるまで 2～3 時間毎に繰り返す 

・薬剤部に連絡し請求（院内には 2、3 本しか置いていないので、その

後の使用の必要性も聞かれる）の後、薬剤請求伝票を気送子で送る。 

 製剤とともに報告書が一緒に届けられるので、後ほど記載し薬剤に送

る 
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13. 筋弛緩薬 
(1) 日常頻用している筋弛緩薬 

1）ロクロニウム（エスラックス TM） 

・初回投与量（ED 95%）は 0.6 mg/kg で，作用発現時間（T1 が 0%に 

なるまでの時間）85 秒、挿管完了時間 172 秒は、ベクロニウム（そ 

れぞれ 126 秒、231 秒）より即効性で、作用持続時間（T1 が 25%ま 

で戻るまでの時間）53 分はベクロニウムの 60 分と同程度。必要に応 

じて TOF カウントが 1~2 となるように 0.2 mg/kg を追加投与する 

・活性代謝物の影響が少ないため蓄積性がなく持続注入が可能だが、併 

用麻酔薬によりその用量は違う。セボフルランでは 3-4 μg/kg/min、  

プロポフォールでは 7.5 μg/kg/min を目安に筋弛緩モニターで TOF 

カウント 1~2 となるように持続投与する 

・スガマデックスにより完全に拮抗できる。TOF カウントが 1~2 なら 

2 mg/kg、PTC1~2 なら 4 mg/kg 使用する 

2）サクシニルコリン（スキサメトニウム TM） 

・ 脱分極性筋弛緩薬。通常使用量 1 mg/kg iv. で顔面、頚部に線維性攣

縮が現れ、全身に波及する。この間約 1 分でその後、完全な筋弛緩状

態が得られる。作用持続時間は 4－5 分 

・ 非脱分極性筋弛緩薬で遮断が拮抗される 

・ 抗コリンエステラーゼで遮断が増強される 
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・ 副作用と禁忌 

 術後筋痛；少量の非脱分極性筋弛緩薬の投与で予防できる 

 血清カリウム値の上昇（0.5-1 mEq/L）；広範性熱傷（受傷後 2W

から 6M がもっとも危険）、筋の挫滅、長期臥床、脊髄腫瘍、筋疾

患では、SCC 投与で高カリウム血症を生じやすい 

 小児では SCC の 2 回目静注で著しい徐脈をきたすことがある 

 眼内圧の上昇、胃内圧の上昇 

 筋緊張性ジストロフィー、先天性筋緊張症など筋疾患、または後

天性の筋萎縮のある患者では、SCC を用いると強烈な筋強直や高

熱など特異な反応を生じることがあるので避けるべきである 

 

(2) 神経刺激装置の使用方法と筋弛緩モニターの意味 

1）Single Twitch response 単一刺激反応 

・ クラーレを投与すると 0.1～1 Hz の単一刺激に対する反応は、刺激神

経支配下の全 AChR の 75-80％占拠されて初めて反応が減少し始め、

90-95％占拠されると反応が完全に消失する。一方、回復相では、単

一刺激反応がコントロール値に戻った直後は、まだ AChR は 70-75％

占拠された状態にある。このクラーレによってブロックされても筋力

に変化を及ぼさない 70-75％に相当する AChR のことを”margin of 

safety”と呼ぶ (iceberg theory) 
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・ 単一刺激反応は postsynaptic AChR 機能を反映するもので、0-100％

の変化は、海面上の 20-25％の iceberg に相当する AChR のイオンチ

ャンネルとしての機能を反映している 

2）TOF ratio 

・ 5 秒毎に 4 回電気刺激を加えたときの筋収縮反応を順に T1、T2、T3、

T4 としたとき、T4/T1 を TOF ratio といい、fade の程度を表す 

・ これは、presynaptic AchR の機能を反映する 

3）神経筋遮断の臨床的評価 

 

誘発された反応 関連した臨床状態 

1Hz での短収縮で 95％の抑制 

単収縮で 90％抑制；TOF 1 

単収縮で 75％抑制；TOF 3 

単収縮で 25％抑制 

TOF＜0.75；50Hz で 5 秒間の 

テタヌス維持 

 

 

TOF=1.0 

挿管可能 

N2O+麻薬麻酔で外科手術可能 

吸入麻酔時の適当な筋弛緩 

肺活量が減少 

5 秒間の頭部挙上 

肺活量 15-20 ml/kg 

呼気力－25 cmH2O 

有効な咳 

呼気流速、肺活量､吸気力が正常 
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4）テタヌス刺激反応の反応高と減衰 

・ 反応高は postsynaptic AChR、fade は presynaptic AChR の機能を反

映している 

・ 臨床的には 50 Hz の刺激頻度が用いられている 

5）Posttetanic count（PTC） 

・ 非脱分極性筋弛緩薬で、単一刺激にも、TOF 刺激にも全く反応のな

い強い筋弛緩相で筋弛緩の程度を評価するもの 

・ 方法は、50Hz、5 秒のテタヌス刺激を加え、その 3 秒後から単一刺

激（1Hz）を与え、その刺激に収縮反応が何個出現するかを数える 

・ AchR の 90-95％が機能していない状態の 5-10％の AchR の機能を評

価している 
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14. 脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔 
・術前に全身麻酔の場合と同様の術前評価を行う 

・ブロック施行部位についてブロック困難でないか、異常がないかを診

察。投薬歴、出血傾向の有無についてチェックする 

（→抗凝固薬と脊椎麻酔、硬膜外麻酔参照） 

・患者に麻酔方法、リスクについて説明する。術中に全身麻酔に変更す

る可能性があることについても説明する 

・対応する手術操作に必要な麻酔レベルを確認し、必要薬液量をあらか

じめ考えておく 

・全身麻酔の場合と同様のモニター、静脈路を確保 

・麻酔器を点検し、いつでも酸素投与と人工呼吸ができるよう準備して

おく 

・絶対的禁忌 

患者の拒否、皮膚穿刺部位の感染、全身性敗血症 

血液凝固異常（→抗凝固薬と脊椎麻酔、硬膜外麻酔参照） 

頭蓋内圧亢進、解剖学的異常（二分脊椎など） 

・相対的禁忌 

施行部位よりも遠位の局所感染、脊柱管狭窄などの慢性腰痛 

循環血液量減少（大量出血やショック状態） 

中枢神経系疾患（多発性硬化症、脊髄小脳変性症、髄膜炎など） 
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(1) 脊髄くも膜下麻酔 

・局所麻酔薬をくも膜下腔に注入し、脊髄神経を遮断する方法 

1）準備 

・クリーントレイ 

・脊麻セット（スパイナル針 25G 70 mm×2、25G 90 mm×2、0.5％マ

ーカイン等比重・高比重 1 本ずつ、フェイスマスク） 

・シリンジ（18G 針付き 10 ml、5 ml）、25G 針 

・エフェドリン 

・輸液（帝王切開ではボルベン） 

・全身麻酔の準備 

2）手順 

①体位を取る（右あるいは左側臥位。使用薬品、対象疾患により変更） 

②穿刺部位を決めてマーキングする 

③清潔に手袋をつけ、消毒、穴あきシートをかぶせる 

④（25G 針で穿刺部位を浸潤麻酔する） 

⑤ベベルを上にし、スパイナル針をすすめる 

⑥CSF の逆流が確認できたら薬液の入ったシリンジを接続し、シリンジ 

を吸引（少量）、逆流を確かめる 

⑦薬剤をゆっくり注入する 

⑧残り少なくなったら再度逆流を確認 
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⑨穿刺部位にバンドエイドを貼り仰臥位にする 

⑩血圧測定を頻回にし、無痛域を確認する（麻酔域が確定するのには 20 

分ほど、必要に応じ酸素投与する） 

＊詳しくは成書参照。加えて施行前に必ず他者が行っているのを見学 

3）退室の基準 

・無痛域が T4-5 以下で、vital signs が安定している 

・無痛域が T4 以上の場合は下がる傾向となるまで待つ 

4）脊髄くも膜下麻酔に最小限必要とされる皮膚分節 

 

手術部位 麻酔高 

下肢 T12 

股関節 T10 

膣、子宮 T10 

膀胱、前立腺 T10 

下肢(ターニケット使用時) T8 

睾丸、卵巣 T8 

下腹部 T6 

そのほかの腹部（C/S も） T4 
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5）脊髄くも膜下麻酔のレベルを決める因子 

・薬物の用量 

・薬物の容量 

・CSF の乱流 

・局所麻酔の密度比（baricity） 

・腹腔内圧 

・脊柱の湾曲 

6）脊髄くも膜下麻酔の持続時間の決定因子 

・局所麻酔薬の種類と用量 

・血管収縮薬添加の有無 

7）脊髄くも膜下麻酔の合併症 

・急性期  

低血圧、徐脈、感覚異常、呼吸困難、無呼吸、悪心、嘔吐 

・術後 

硬膜穿刺後頭痛、背部痛、尿閉、神経障害、感染 

 

(2) 硬膜外麻酔 

・局所麻酔薬を硬膜外腔に注入して行う。多くの場合カテーテルを挿入 

する 
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1）準備 

・アロー社性硬膜外麻酔セット 

・局所麻酔薬（1.5％リドカイン E：1％リドカイン 10 ml＋2％リドカイ 

ン 10 ml＋ボスミン 0.1 ml、0.2-1％ロピバカインなど、症例に応じて） 

・フェイスマスク 

・エフェドリン 

・全身麻酔の準備 

・PCEA クリニカルパス、硬膜外のパス、術後鎮痛に使用する薬剤、 

PCA ポンプ（→PCA ポンプの章参照）、スパイクのキット 

2）手順（正中法） 

①体位を取る 

②穿刺部位を決めてマーキングする 

③清潔に手袋をつけ、消毒、穴あきシートをかぶせる 

④23G 針で穿刺部位を浸潤麻酔する（長い 25Ｇ針は使わない） 

⑤棘突起間の正中から Tuohy 針の切り口頭側に向けて穿刺し、棘上、 

棘間靭帯を抜け、弾性があって抵抗が強い黄色靭帯まで進める 

⑥ガラスシリンジに 2-3 ml の生食を入れ、内筒を抜いた Tuohy 針につ

ける 

⑦ガラスシリンジに圧をかけながら少しずつ Tuohy 針を進め、抵抗の 

消失によって硬膜外腔を確かめる（抵抗消失法、このほかに間歇的抵 
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抗消失法、ハンギングドロップ法などがある） 

⑧カテーテルを挿入、先端から 15 cm ほど挿入したらカテが抜けないよ

うに少しずつカテを挿入しながら Tuohy 針をぬく 

⑨カテーテルを硬膜外腔に約 5 cm 留置するように深さを調節 

⑩コネクタをつけて、血液、CSF の逆流が無いことを確認、生食で 

注入が可能であることを確認する。 

⑪カテーテルをステリストリップで固定、さらにテガダームを貼る 

⑫テストドーズを行う（20 万倍エピネフリン入りの局所麻酔薬を 3 ml 

注入する） 

血管内の場合：心拍数 20 bpm 異常、血圧 15 mmHg 以上上昇 

CSF 内の場合：くも膜下脊髄麻酔の神経学的所見が現れる 

3）硬膜外麻酔溶液の投与法 

・多いほど広がりやすい 

・10 ml 注入すると 6-8 分節にわたって作用するが、注入部位によって 

も広がりが変化する。 

・一分節あたりの必要量  

頚部：1.5 ml、胸部：1.5-2.0 ml、腰部：2.5-3.0 ml 

・追加投与 

タイミング：前回投与した局所麻酔薬が切れる前 

投与量：初回投与量の半分程度。症例によって増減 
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4）局所麻酔薬の発現時間、持続時間、極量 

 

 使用濃度（％） 発 現 時 間

（min） 

持続時間

（min） 

極量

（mg/kg） 

リドカイン 1～2 5～15 60～90 7 

ブピバカイン 0.25～0.75 10～20 60～240 1.5 

ロピバカイン 0.2～1 10～20 60～240 ？ 

 

5）術後鎮痛 

→PCA の章参照 

・術後鎮痛には責任を持ち、数日間フォローする。APS はカテーテル抜 

去までは少なくともフォロー 

6）硬膜外麻酔の合併症 

・急性期 

硬膜穿刺、カテーテル血管内迷入、カテーテル断裂・結さつ 

くも膜下腔への注入、局所麻酔薬過量投与、直接的脊髄損傷 

・術後 

硬膜穿刺後頭痛、感染、硬膜外血種、呼吸循環抑制 

局所麻酔薬過量投与、尿閉、悪心・嘔吐、掻痒感、便秘 
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7）神経支配領域 

・内蔵支配領域 

甲状腺 T1-2 食道 T6-L2 腎 T10-12 

横隔膜 C3-6 胃 T6-9 尿管 T11-L2 

外・内肋間

筋 

T1-11 肝・胆嚢 T6-9 膀胱底部 T11-L1 

気管・気管

支 

T2-7 脾 T6-8 膀胱頸部 S2-4 

肺 T1-7  

(main は 2-5) 

膵 T6-10 精巣、卵巣 T10-L1 

心臓 T1-5 

(main は左) 

小腸 T6-10 前立腺、精

索 

T10-L1 

胸部大動

脈 

T1-6 虫垂 T10-L1 子宮 T10-L1 

腹部大動

脈 

T6-L2 左結腸曲ま

で 

T12-L1 膣、会陰 S2-4 

    直腸まで L1-2 

S2-4 

腹膜 T5-L2 
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・皮膚支配領域 
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15. 抗血小板薬・抗凝固薬と硬膜外・脊髄くも膜下麻酔 
1）穿刺前の休薬期間 

・抗血小板薬 

7 日―小児用バファリン、プラビックス、エフェイント、エパデール 

3 日―プレタール 

2 日―ドルナー、アンプラーグ、オパルモン、ペルサンチン、コメリ 

アン、ロコルナールなど、 

・抗凝固薬 

5 日―ワーファリン 

3 日―プラザキサ（半減期：12-17 h、腎障害時は延長するので注意）、 

アリクストラ（半減期：21 h） 

2 日―イグザレルト（半減期：5-9 h）、リクシアナ（半減期：9-11 h）、 

エリキュース（半減期：12 h） 

 10～12 時間－クレキサン（高用量では 24 時間あけた方が望ましい） 

2～4 時間―ノボ・ヘパリン 

2）出血傾向の評価 

・血小板異常―血小板数、出血時間、血餅退縮能（ソノクロット） 

・凝固系異常―PT（外因系、VII 因子欠乏、ワーファリン）、  

       aPTT（内因系、II,V,VIII,IX,X 因子欠乏、ヘパリン） 
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3）硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔を施行可能な止血機能の値 

・血小板＞8 万/uL 

・出血時間＜8 分 

・PT＞70％ 

・aPTT＜10 秒延長 

4）硬膜外穿刺後のヘパリン開始時期は？ 

・ヘパリン：穿刺後 1 時間以上経過してから投与 

・クレキサン：穿刺後 2 時間以上経過してから投与 

5）硬膜外カテーテルはいつ抜去できるのか？ 

・抜去前の休薬期間は、上述の穿刺前の休薬期間に準じる 

・出血傾向がある場合やヘパリン中止後は、出血時間・凝固能が正常化

したことを確認し、麻酔科医立会いのもとで硬膜外カテーテルを抜去

する 

・その後も神経症状や背部痛の出現に注意して経過を観察する 

・カテーテル抜去時も挿入時と同等の出血の危険があることに注意 

6）術後に抗血小板薬投与・抗凝固療法を行う患者に対する対応 

・術後に抗血小板・抗凝固療法を行う患者には原則として硬膜外麻酔は

施行しない。泌尿器科と産婦人科の基準を以下に示すが、最終的には

診療科に抗凝固療法の予定を尋ねるとよい 
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泌尿器科 

・悪性腫瘍手術には全例、抗凝固療法を行う（ただし、腎部分切除術は

除く） 

産婦人科 

・リンパ節郭清を施行予定の患者 

・BMI 28 以上の患者 

・術前に VTE を指摘されている患者 

・血管エコーで DVT を指摘されなかったが、D-dimer 3.0 以上であっ 

た患者 

・緊急手術患者で、術前の D-dimer 1.5 以上であった患者  
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16. 超音波ガイド下神経ブロック 

 
■総論■ 

超音波ガイド下神経ブロックを行う際は、事前に本マニュアルだけでな

く成書で十分に予習してから臨むこと 

1） 超音波ガイド下神経ブロックの準備物品 

・クリーントレイ（局麻セット） ・神経ブロック針（後述） 

・X1 ロックエクステンションチューブ（120 mm） 

・超音波プローブカバー ・超音波装置（S-Nerve がお勧め） 

2） 超音波ガイド下神経ブロックに使用する薬剤と局所麻酔薬中毒 

過量投与による局所麻酔薬中毒を予防するために、局所麻酔薬は極量

を超えないように投与する 

アナペイン R（ロピバカイン）  極量 3 mg/kg 

ポプスカイン R（レボブピバカイン） 極量 3 mg/kg 

（ただし、乳児では 2.5 mg/kg、新生児では 2 mg/kg を上限とする） 

血管内誤注入による局所麻酔薬中毒発症を予防するために、薬剤を投

与する際は、血液の逆流がないことを頻回に確認しながら少量ずつ局

所麻酔薬を注入するとよい 

局所麻酔薬中毒の治療；手術部中央に局所麻酔薬中毒セット（内容は

脂肪乳剤 その投与方法も示されている）が準備されている 



 122 

3） 超音波ガイド下神経ブロックの実際 

超音波ガイド下神経ブロックを始める前に、必ずプレスキャンを行い

周囲の血管や筋、筋膜、骨、神経自体の解剖学的構造を把握しておく。

プレスキャンと穿刺時の体位が違うと筋の伸展や向きなどが変わり

目標とする神経やコンパートメントを見失う可能性があるため、プレ

スキャンは必ず穿刺する体位で行う。穿刺するときの術者の体勢は、

図 1 のように患者を挟んで術者と超音波装置が向かい合う形を取る

ことが望ましい。このような位置取りにより、術者は正面に術野とエ

コー画面を一つの視野で確認できるのがその理由である。椅子に座り

ながらの穿刺は、穿刺部位と視点の高さが近くなり、より針とエコー

の軸が合いやすくなるため、試みてもよい方法である 

  
図１：超音波ガイド下神経ブロックを行う際の位置取り 

当院では消毒にクロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液

1％を用いている。アルコール消毒に対して過敏歴があれば、ポピヨ
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ドン液 10％を用いる。特に、持続大腿神経ブロックは術野が不潔に

なりやすくカテーテルも留置するため感染リスクを上昇させる可能

性があり、念入りに消毒しておく 

  
図２：院内採用の消毒薬（左がクロルヘキシジングルコン酸塩エタ

ノール消毒液１％、右がポピヨドン液 10％） 

消毒後、滅菌ドレープをかけ、超音波プローブにプローブカバーを装

着して穿刺の準備を整える。鮮明な画像を得るためには、プローブカ

バーから空気を完全に追い出し、ゴムでプローブカバーをしっかりと

固定することが重要である 

当院では神経ブロック針として、プレックスフィックス針 25G 22 

mm、23G 50 mm（B ブラウン社）、UNIEVER 穿刺針 22G 120 mm

（ユニシス社）、スティムプレックスウルトラ 22G 100 mm（B ブラ

ウン社、神経刺激対応針）、コンティプレックスツーイセット 22G 50 

mm（B ブラウン社、持続末梢神経ブロック用カテーテルを付属）を

選択できる 
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図３：院内採用の神経ブロック針（左上：プレックスフィックス針、

右上：UNIEVER 穿刺針、左下：スティムプレックスウルトラ、右

下：コンティプレックスツーイセット） 

超音波プローブに対する穿刺針のあて方には、平行法と交差法がある。

神経ブロック時には周囲に血管が存在していることが多いため、針先

をしっかりと描出することがとても大切である。針先を常に描出して

おくことで血管誤穿刺や薬剤血管内誤注入のリスクを低減すること

ができる。針を全長に渡って描出することのできる平行法は、針先の

位置を描出しやすいため安全である。針の視認性は針の刺入角度が

30 度を超えると低下するため、針先の位置を確認しながら針を進め

るためには刺入角度をできるだけ小さくすることを意識するとよい。

針先が目標に到達したと判断したら、まず少量の局所麻酔薬を試験的
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に投与する。薬液が描出されない場合は、針先は目標にないか血管内

にあるため、針先の位置を調整する。血管内誤注入を避けるため、薬

剤投与が終了するまで薬液の広がりを描出しておく。交差法で行う場

合は、穿刺針を少し進めたらその都度エコー画面に針先を描出し続け

ると安全である 

超音波ガイド下神経ブロックを補助する目的で、神経刺激装置を併用

することがある。筋弛緩薬を用いていなければ、針先が目標の神経周

囲に到達したときに支配する筋の収縮がみられる。さらにその部位で

局所麻酔薬を注入すればその収縮が抑えられるので、針先と神経との

位置関係の確認に有効である。刺激頻度は 1-2 Hz、刺激強度は 0.5-1.0 

mA 程度で行うことが多い 

  
図４：神経刺激装置 神経刺激対応針を使用する 

4） 単回か持続か 

単回投与よりも持続投与の方が術後鎮痛の質は高くリハビリテーシ

ョンも進みやすいので患者の QOL 向上により寄与する。しかし、超

音波ガイド下神経ブロック初心者ではまず、「浅部の神経ブロック（単
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回投与）」の技術を習得すべきである。腹横筋膜面ブロック・大腿神

経ブロック・腕神経叢ブロックは難易度が低く、はじめに習得を目指

すブロックとして最適である。浅部の単回ブロックの手技を安定して

行えるように熟達したのち、深部の単回ブロック、浅部の持続ブロッ

クと徐々にレベルを上げていけば、達成感も得られやすい。超音波ガ

イド下で針を刺入する技術は、超音波ガイド下で中心静脈カテーテル

を挿入する際にも役立つため、習得に努めたい 

持続投与では術後の運動麻痺を抑えるために、局所麻酔薬の濃度は低

め（アナペイン：0.15-0.2%程度、ポプスカイン：0.1%程度）に設定

しておくとよい。持続末梢神経ブロックでは PCA ポンプを用いて薬

液の持続注入を行うが、PCEA や PCIA とは異なる専用のクリニカ

ルパスを使用する（PCEA、PCIA のパスと同じファイルに入ってい

ます）ことに留意する。また、持続末梢神経ブロックを行った際は、

術後回診してもらうために、APS 担当医師に持続末梢神経ブロック

に PCA ポンプをつけていることを伝えておくこと 

 

■各論■ 

1） 股関節手術（人工股関節全置換術、大腿骨頸部骨折骨接合術など） 

Plan A 大腿神経ブロック（単回もしくは持続）＋外側大腿皮神経

ブロック（単回） 
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患者の体位は仰臥位で、穿刺する方の下肢をやや外側へ向ける。大腿

神経ブロック（Femoral nerve block; FNB）は、鼠径靱帯の高さで

大腿動静脈をエコーにて確認し、それらの外側に位置するコンパート

メントへ薬液を注入する。大腿神経の前面は大腿筋膜と腸骨筋膜によ

って覆われており、これらを針が貫く 2 回のポップ感が得られるとコ

ンパートメントへ到達したのがわかりやすい。FNB を行う際には深

く穿刺しすぎると、回旋動脈にあたることがあるので注意が必要であ

る。そのため、交差法よりも針が全長に渡って描出される平行法が勧

められる 

大腿神経を同定して神経を囲むように局所麻酔薬を注入せずとも、大

腿神経のあるコンパートメントに薬液が注入されれば鎮痛効果は十

分発揮されるとする報告がある。したがって、神経損傷を防ぐために、

大腿神経近傍に針を進めすぎないようにする 

外側大腿皮神経ブロックは、FNB よりもさらに外側で大腿神経と同

じ層に薬液を注入する。どちらの手技も比較的浅部のブロックであり、

簡易なため神経ブロック初心者ではまず試みるべき方法であろう 

・大腿神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプスカ

イン 15-20 ml 

・外側大腿皮神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポ

プスカイン 10 ml 
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・持続大腿神経ブロック：0.15-0.2%アナペイン or 0.1%ポプスカイ

ン 4 ml/hr＋PCA 

Plan B 腸骨筋膜下ブロック（単回もしくは持続） 

腸骨筋膜下ブロックは、上記 Plan A をより上流で行うイメージで、

鼠径靱帯よりも頭外側、上前腸骨棘近傍で刺入する方法である。大腿

神経も外側大腿皮神経も腰神経叢の枝であり、上流では神経同士が近

い位置・層を通過することを利用した神経ブロックである。ターゲッ

トは腸骨筋膜の下を走行するのでこちらも大腿筋膜および腸骨筋膜

を貫通し薬液を注入する 

・腸骨筋膜下ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプス

カイン 15-20 ml 

・持続腸骨筋膜下ブロック：0.15-0.2%アナペイン or 0.1%ポプスカ

イン 4 ml/hr＋PCA 

2） 膝関節手術（人工膝関節全置換術、前十字靭帯再建術など） 

Plan A 大腿神経ブロック（単回もしくは持続） 

大腿神経ブロックは膝関節手術のゴールドスタンダードといわれる 

・大腿神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプスカ

イン 15-20 ml 

・持続大腿神経ブロック：0.15-0.2%アナペイン or 0.1%ポプスカイ

ン 4 ml/hr＋PCA 
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Plan B 大腿神経ブロック（単回もしくは持続）＋選択的脛骨神経ブ

ロック（単回） 

膝関節面の背部側の痛みを取る目的で、大腿神経ブロックに坐骨神経

領域のブロックを併用することがある。選択的脛骨神経ブロックは、

坐骨神経から分岐した脛骨神経を選択的にブロックする方法で、坐骨

神経ブロックと比較して術後疼痛スコアに差はないもののブロック

合併症としての drop foot が少ないとされている。特に、人工膝関節

手術では整形外科医が坐骨神経領域の運動麻痺を懸念していること

が多く、リスク管理上も有利である 

選択的脛骨神経ブロックの手技は、坐骨神経ブロック膝窩アプローチ

（後述）と非常に近似している。坐骨神経ブロックは脛骨神経と腓骨

神経との分岐部よりも近位でブロックを行うのに対し、本ブロックは

分岐部より遠位で行う。患者の膝を 90°屈曲し、動かないように介助

者が保持する。大腿背面より超音波プローブをあて、神経を同定する。

大腿内側より針を刺入し、平行法でエコー面に針を描出しながら神経

周囲に局所麻酔薬を注入する。坐骨神経ブロック同様に脛骨神経周囲

を取り囲むように局所麻酔薬が注入されると鎮痛の質が高まるとい

われている。 

・大腿神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプスカ

イン 15-20 ml 
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・選択的脛骨神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25% 

10-15 ml 

・持続大腿神経ブロック：0.15-0.2%アナペイン or 0.1%ポプスカイ

ン 4 ml/hr＋PCA 

Plan C 大腿神経ブロック（単回もしくは持続）＋坐骨神経ブロック

（単回） 

坐骨神経ブロックは、前述したように坐骨神経が脛骨神経と腓骨神経

に分岐する前の部位でブロックを行う。誤って分岐より遠位で行った

場合、腓骨神経のみがブロックされる場合があるため注意が必要であ

る。下肢の神経ブロックの中で最も深部のブロックになるため、超音

波プローブの操作や針の刺入角度に関してより熟達したスキルが求

められる。膝窩アプローチは選択的脛骨神経ブロックと同様の体位で

行う。臀下部アプローチはより浅い位置でブロックを行うことが出来

るが、患者を側臥位にして臀下部より超音波プローブをあてブロック

を行う必要がある。運動神経が抑えられやすいブロックであるため、

優先度は下がる 

・大腿神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプスカ

イン 15-20 ml 

・坐骨神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2-0.25%ポプスカ

イン 10-15 ml 
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・持続大腿神経ブロック：0.15-0.2%アナペイン or 0.1%ポプスカイ

ン 4 ml/hr＋PCA 

3） 足関節手術（人工足関節全置換術、脛骨骨折など） 

坐骨神経ブロック（単回） 

・坐骨神経ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.2%ポプスカイン 

15-20 ml 

4） 肩、鎖骨、上肢手術 

腕神経叢ブロック（単回もしくは持続） 

特に、肩の手術は術後の疼痛が激しいため、腕神経叢ブロックのよい

適応となる。持続腕神経叢ブロックの使用を考慮してもよい。上肢の

手術に腕神経叢ブロックを行うと、術後の運動機能の確認が妨げられ

たり、術後ギプスの圧迫による神経障害発生の原因になったりする可

能性がある。そのため、ブロック前に術者とブロックを行ってよいか

どうかを確認してから行う必要がある 

腕神経叢ブロックには斜角筋間・鎖骨上・鎖骨下・腋窩の 4 つのアプ

ローチがある。肩・鎖骨の手術には斜角筋間アプローチ、その他の手

術（上腕から手指まで）には鎖骨上アプローチを第一選択とするとよ

い。斜角筋間アプローチでは横隔神経麻痺が生じるため、呼吸機能が

低下している患者では注意が必要である。鎖骨上アプローチでは気胸

と鎖骨下動脈穿刺に注意する。特に、斜角筋間アプローチは神経内薬
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剤注入に伴う神経障害のリスクが高く、覚醒下での穿刺を勧める意見

もある。超音波プローブを輪状軟骨レベルから鎖骨よりにずらしてい

くと、腕神経叢は斜角筋間レベルではブドウの実が連なるように描写

され、鎖骨上レベルでは集結し塊になるように見える。腕神経叢の深

さは、斜角筋間レベルでは 1-2 cm 程度で鎖骨上レベルに向かってだ

んだん浅くなっていく様子が観察できる。鎖骨下動脈は腕神経叢のす

ぐ内側にあるので、腕神経叢を探す際の目安となる 

・腕神経叢ブロック：0.25-0.375%アナペイン or 0.125-0.25%ポプス

カイン 15-20 ml 

・持続腕神経叢ブロック： 0.2%アナペイン 4 ml/hr＋PCA 

5） 下腹部開腹手術（婦人科開腹手術、泌尿器科開腹手術など） 

腹横筋膜面（transversus abdominis plane: TAP）ブロック（単回） 

側方腹横筋膜面ブロックでは、中腋窩線上で腸骨稜と肋骨弓下最下点

との中間レベル（腰三角周辺）に超音波プローブをあてる。腹膜穿刺

を予防するため、腹壁の 3 つの筋層（上方から、外腹斜筋、内腹斜筋、

腹横筋）が画面の上方 1/2 におさまるように depth を調整する。２番

目と３番目の筋（内腹斜筋と腹横筋）間の層を目標に、刺入点は超音

波プローブから数 cm 離し、平行法でできるだけ浅い角度で針先を見

失わないように慎重に針を進めていく。内腹斜筋筋膜を穿通したとこ

ろで（プツンという感覚がある）、少量の局所麻酔薬を注入する。針
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先の位置が適切であれば、内腹斜筋と腹横筋の間にレンズ状にペリペ

リと局所麻酔薬が広がっていく様子が観察できる。針先が適切な位置

にあると判断したあとは、血液の逆流がないことを頻回に確認しなが

ら少量ずつ局所麻酔薬を追加投与していく。上腹部の鎮痛が必要な場

合は、側方でなく、肋骨弓下からのアプローチが必要となる 

・腹横筋膜面ブロック： 0.25-0.375%アナペイン or 0.125-0.25%ポ

プスカイン 20 ml 両側の場合は計 40 ml 使用する局所麻酔薬の

量が多くなるため、極量を超えないように必要に応じて希釈して使用

すること 

・アナペインを用いた腹横筋膜面ブロックはブロック後約 30 分で血

中濃度が最大となる。局所麻酔薬中毒発症のリスクがあるため、ブロ

ック後最低 30 分は患者を手術室から退出させずに観察する 

6） 小児臍周囲の手術（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術、臍ヘルニアなど） 

腹直筋鞘ブロック（単回） 

超音波装置は術者と正対する位置に置く。痩せて腹部が陥凹している

場合は、背部に枕を置き針刺入部を突出させる。臍周囲で腹直筋横断

面像を描出し、腹直筋と腹直筋鞘前後葉を確認する。平行法の場合、

小児では腹直筋が薄いので、ブロック針は浅い角度で外側から刺入す

る。腹直筋外縁よりの筋鞘後葉を狙う。針の先端が後葉に接触したら

血液の逆流がないことを確認して局所麻酔薬を少量投与する。後葉と
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腹直筋の間に凸レンズ状の低エコー領域が広がれば注入を続ける。 

小児の前腹壁は成人に比べ薄く、腹直筋鞘後葉も脆弱である。一方、

前腹壁の皮膚は弾性に富んでいる。皮膚を貫こうと力を込めすぎて腹

腔内臓器を損傷してしまわないように注意する。また、カラードプラ

ーで腹壁動静脈を確認し、穿刺しないように注意する必要がある。 

・小児の腹直筋鞘ブロック： 0.25%アナペイン 0.2-0.4 ml/kg 通常

は両側に行い、最大 1 ml/kg にとどめる（極量にも注意する） 

7） 小児鼠径部の手術（鼠径ヘルニア、陰嚢水腫、停留精巣など） 

腸骨鼠径・下腹神経ブロック（単回） 

超音波装置は術者と正対する位置に置く。平行法ではブロック側と反

対に立つ。交差法ではブロック側に立つ。平行法・交差法ともに、臍

と上前腸骨棘を結んだ線上に超音波プローブをあて、腹壁の 3 層（外

腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋）を確認する。針を穿刺する方向は、内側

（腹腔内方向）ではなく、外側（腸骨方向）に向かうようにする。腸

骨鼠径・下腹神経は上前腸骨棘の内側に腹横筋と内腹斜筋の間に認め

られる。平行法もしくは交差法で内腹斜筋と腹横筋間の筋膜を貫いた

ら血液の逆流がないことを確認して局所麻酔薬を注入する。腹腔内穿

刺に注意する。針が深すぎると大腿神経をブロックしてしまう 

・小児の腸骨鼠径・下腹神経ブロック： 0.25%アナペイン 0.1-0.2 

ml/kg（極量にも注意する）  
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17. Patient Controlled Analgesia (PCA)  
・PCA の使用は、開胸や開腹、手術創が大きい場合など術後痛が激しい

ことが予想される症例で行う 

(1) PCIA: Patient Controlled Intravenous Analgesia（または IVPCA） 

・紫色のバッグを用いる 

・テルモの 500 ml の生食から 100 ml 生食を抜き、そこに 10 µg/ml に

なるようにフェンタニル 100 ml（0.5 mg/10 ml/A を 10 A→5000 µg）

を加える（Total 500 ml） 

・必ず帰室時には pain free の状態から PCIA を開始する 

Pain free になるまで、成人で 10～25 μg ずつ Fentanyl を加える 

・投与例 

Base flow    2 or 3 or 4 ml/h（0.5 μg/kg/h） 

Bolus dose   1 or 2 ml 

Lock out time  5-10 min（6-12 回/hr まで） 

 

(2) PCEA: Patient Controlled Epidural Analgesia  

・緑色のバッグを用いる 

・テルモの 500 ml の生食から 130 ml 抜き、1%アナペイン 100 ml と 

フェンタニル 30 ml（0.5 mg/10 ml/A を 3 A →1500 µg）を加え、0.2% 

アナペインとフェンタニル 3 μg/ml の溶液にする（Total 500 ml） 



 136 

・呼吸器外科だけは組成が異なるため注意。テルモの 500 ml の生食か

ら 110 ml 抜き、1%アナペイン 100 ml とフェンタニル 10 ml（0.5 

mg/10 ml/A を 1 A →500 µg）を加え、0.2%アナペインとフェンタニ

ル 1μg/ml の溶液にする（Total 500 ml） 

 

・投与例 

Base flow    3 or 4 or 5 ml/h 

Bolus dose   2 or 3 ml 

Lock out time  15-20 min（3-4 回/hr まで） 

 

(3) 末梢神経ブロック 

・専用のバッグはないので、紫か緑のバッグに末梢神経用であることを

明記して使用する 

・薬剤や薬剤濃度に関しては、各オーベンの指示に従う 
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PCA のポンプとポーチのセットアップ方法 

①スパイクの一段目まで刺し、バッグをスクイズしてバッグ内の空気を

除去する。ポンプの薬剤量などを入力後プライミングでチューブ内を

薬液で満たし、クランプを閉じる 

②バッグ内のエアーは薬剤混注時におおかた除去しておく（スパイクを

刺すと空気が入るので、神経質に抜く必要はない）

 

③スパイクを奥まで差し込む。 

④奥まで差し込むことで、スパイクの抜けのリスクを低くすると共に、

差込口に残った気泡がラインに入り込む事を防止する 
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⑤最初にスパイク部分を図の様にマジックテープで固定 

⑥スパイク下のラインが折れ気味になるが、スタールーメンチューブな

ので、よっぽどでない限り閉塞はしない 

  

⑦バッグの吊り下げ用の穴にマジックテープを通して固定 

⑧バッグが飛び出ているが、そのままでマジックテープを通す 
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⑨上の部分を裏側に織り込む様にたたんで入れる 

  

⑩大きなマジックテープでバックを包み、細長いテープをクロスさせて

固定 

⑪ ポンプ本体を入れて完了 
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PCA ポンプの運用方法 

① SPD 前のシリンジポンプが置いてある棚の中央付近が定位置 

② PCA ポンプとバッグ（PCIA は青・PCEA は緑・末梢神経ブロック

は赤）を持っていく 

③ ポンプのケースの中身を確認し、番号がそろっていることを確認 

④ 前ページに記載のあるように、薬液を詰め、エアー抜きをして、バ

ッグに薬液内容を記載したシールを貼る 

⑤ 逆流防止弁を付け、プライミングする 

⑥ 持続流量、PCA ドーズ、ロックアウト時間などを設定する 

⑦ 患者に接続し、スタートする 

⑧ 接続したときには必ず、接続部位と設定の確認をチーフレジデント

以上が行い、パスの担当者のサインの横にサインをする 

⑨ ケースとパス（静注は青、硬膜外はうす緑と白の 2 枚、末梢神経は

ピンク）を組成など間違いないように記入し、麻酔科連絡先を 90677

に訂正し、外回りの看護師に必ず渡す 

⑩ 静注のパスの場合、帰室時確認事項の欄にチェックを入れること 

⑪ ORSYS の薬剤追加→術後鎮痛の項目でポンプ番号・内容を入力 

⑫ 必要があれば APS 係へ詳しい申し送りを行う 

⑬ 終了後、病棟からケースに全てを入れて物流センターへ 

⑭ 電池交換などされて OR へ 
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＊重要事項 

・PCA のパス・シールは麻酔車の一番下に入っている 

・薬剤及び薬剤濃度は統一する（マニュアルに記載された以外の薬剤濃

度にする場合は、APS に必ず申し送る） 

・呼吸器外科の PCEA のみフェンタニルが 1 ug/ml になるように調剤す

ることになっている 

・薬剤を詰めたら、必ず組成をシールに記載してバッグに貼る（フェン

タニルは「µg」の単位で書く） 

・逆流防止弁は必ず付ける 

・接続場所を間違えないように、PCA の接続時に接続場所が間違って 

いないかオーベンと確認しサインをもらう 

・ORSYS の術後鎮痛の内容を記載するページに必ずポンプ番号を入力

する（特に緊急手術での記入漏れは、APS が把握できず、全くフォロ

ーされない危険がある） 

・設定の変更を行うときは、必ずダブルチェック（病棟では看護師さん

などと行う） 

・パスと実際の組成が異なったり、帰室時確認項目にチェックがないと

電話がきて返却されてしまうので注意 
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18. Acute Pain Service（APS） 
・麻酔科を研修する場合、APSとして1週間(月-土まで)術後鎮痛を担当

する(この期間は、原則として手術麻酔を行わない） 

・土曜日のAPS回診は、旧APS係が回診、日・祝日はB・C当直が最低1

回は回診 

・月曜日に、週末の当直から申し送りを受ける 

・基本的に午前中は前日手術した患者全員の術後回診と、PCAがついて

いる患者をすべて回診する。午後はPCA使用している患者を再度回診。

回診したらカルテとAPS専用PCの回診記録にそれぞれ記載する。 

・必要に応じてポンプの中身を補充する(後述) 

・昼食時間帯は、手術室内で積極的に昼食交替をし、その日に行われて

いる手術の麻酔を術後管理の観点から観察する（術中の硬膜外の効きは

どうか、オピオイドは多く必要なのか、など） 

・その他、緊急手術の同意書取得や、ドルミカムシロップの補充をお願

いされることもある 

 

1）症例の把握 

・朝のケースカンファランスで、当日の手術症例と術後鎮痛計画を把握 

・前日のB直からPHSを受け取り、夜間の申し送りを受ける 

・余裕があれば朝一番の症例の導入を手伝うが、APSの仕事を優先する 
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2) 回診表作成 

・APS専用PCのAPS回診記録(ファイルメーカーPro)を立ち上げる 

・左上のメニュー画面→患者登録で前日のPCA装着の患者の項目を記載

し登録する(ORSYSできちんと入力してあれば、webセンターメニュ

ーの前日の左上にある現状ステータスから確認できる) 

・登録したらメニュー画面→患者検索で患者を検索(手術日でやるとよ

い)し、リストに’’載せる’’にする 

・メニュー画面に戻り回診表作成を押し、登録した患者がもれなく載っ

ていることを確認する 

・印刷の際、右上のレコードのソート→病棟順に整理すると回りやすい 

3) 回診（平日） 

＜前日手術した患者全員の術後回診＞ 

・webセンターメニューで前日手術受けた患者を把握し、回診する 

・バイタルサイン、痛みの程度、麻酔による合併症の有無（嘔気など）

問診し、後述するスケールに従いカルテに記載する（PONVがある等

記載することで次回の麻酔の参考になる） 

・特に翌日午前に退院してしまう患者はオペクラークの方がリストをP 

Cに貼ってくれるので早めに回り、終わったら連絡(そうでないとコス

トが落ちず退院できない) 
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＜PCA使用している患者の回診＞ 

・患者を、原則朝（9-12時の間）と夕（14-17時の間）に回診し、pain scale

を後述のスケールに従い評価・記録する。必要に応じて適宜回診する。 

・痛みの程度や副作用の有無（嘔気・嘔吐、掻痒、しびれ・麻痺）等問

診・診察を行い、患者・オーベンと相談の上適宜調整する 

・ドーズボタンを押していない場合は押すよう指導する 

・ 疼痛コントロールが不良の患者については、ADL、呼吸状態（回数・

深さ）、表情、硬膜外ブロックのレベル（cold testやpin prick test）、

X線写真で硬膜外カテーテルの位置を確認し量を増やせば解決するの

かを考察し、また、カルテに痛みの原因（創離開、縫合不全、SSIな

ど）さらに副作用の有無（嘔気・嘔吐、掻痒、しびれ・麻痺）などの

診察を行い、上級医（1. そのケースのオーベン、2. APS担当スタッ

フ、3. 回診した日のインチャージの順で相談）に相談する 

・また、術後鎮痛の状況を確認し、鎮痛薬の処方など積極的な介入の

必要がないかを評価する 

・胸部epiを行い、下肢麻痺や背部痛がある患者について

は硬膜外血腫が疑われるため、迅速にインチャージに

報告し、その後の対応を仰ぐ。6時間以内に血腫を取り

除かないと、永久的な下肢麻痺となる！！ 
・回診を行った場合、特にポンプの変更を行った場合は必ず病棟のパス



 145 

とカルテにその旨記載を行う。カルテの記載は主診療科とのコミュニ

ケーション・疼痛管理方針の引き継ぎに非常に重要である 

・ポンプの薬液は夜間になくなることのないよう補充しておく 

・PCA終了した場合、パスに終了の指示・サインをする。PCEAの場合

は採血結果を見てAPTTや凝固が問題ないことを確認してからカテー

テルを抜去し、カテーテル先端に問題がないか・刺入部は大丈夫かど

うか確認する。 

・薬液に麻薬が使用されている場合は捨てずに返却しなくてはならない

ので、各病棟のレターボックスの中にある麻薬破棄伝票を間違えのな

いように記載して看護師に返却してもらうようお願いする 

・ドーズ有効回数、バルーンの有無、ポンプ残量などについては、夕 

回診時のものをその日の記録とし、APS回診テーブルにも入力する。

終えたら一日の最後に1度だけ上の「データの転送」を押す。 

・APS回診記録の回診用テーブルの前日データは、5POD以降は前日の 

正しいデータを反映していないので注意すること 

・夕回診後、必要な仕事が終わったらB当直に申し送りをする（疼痛コ 

ントロール不良の患者、嘔気の強い患者、不定愁訴の多い患者、キャ

ラクターに問題のある患者など） 

4) ドルミカムシロップの補充 

・薬剤担当からAPSに補充してほしい旨の連絡がきた場合、手術室内フ
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ァーマシーにて薬剤請求票を記入 

・複写になっているので、1，2枚目だけ破ってナース・ステーション入

って左にある気送子(下図)で薬剤部に送る 

 

 

送り 方が書いて あり ま

 

こ こ にある筒にセッ ト し ます 
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・できあがったら再度連絡がくるので、手術室内ファーマシーからシロ

ップの残液と使用表を持って地下1階B039にシロップを受け取りに

行く 

・受け取ったシロップは、受け取った日付をマジックで記入し、薬剤室

の中のディプリバンが入っている冷蔵庫に保管する 

5) ポンプの中身の補充 

・カルテの入院注射→左上の新規処方→入院麻薬注射から必要な分を入

力し処方する（フェンタニル10A+生食500mlまたはフェンタニル

3A+1%アナペイン100ml+生食500ml等） 

・HCU, ICUの患者の場合はACSYSからオーダーすること。単回投与で

はなく持続投与にして終了時間は当日中(23:59)にする。 

・オーダーすると麻薬の伝票が出てくる(病棟によって1枚または2枚)の

で、必要事項を記入し判子を押す 

・記載したら伝票を持ってけやき棟1Fの薬剤部に麻薬を取りに行く 

・手術部で通常通り作成し、患者のもとへ行って交換する 

・補充した旨をパスとカルテ、回診表に記載する 

6) その他 

・個人情報の記載された文書のシュレッダー処理や、各種伝票の補充な

どを、手の空いている時に行う 

・朝一の導入や緊急手術の準備の手伝いなども行う 
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回診データベースに記載するスケール 

・Prince Henry Pain Scale 

０． 咳をしても痛くない 

１． 咳をすると痛いが、深呼吸では痛くない 

２． 深呼吸をすると痛いが、安静にしていれば痛くない 

３． 安静時にも少し痛い 

４． 安静時にもかなり痛い 

 

・Modified Prince Henry Pain Scale 

０． 傷に負荷をかけても痛くない 

１． 傷に負荷をかけると痛いが、体位変換では痛くない 

２． 体位変換では痛いが、安静にしていれば痛くない 

３． 安静時にも少し痛い 

４． 安静時にもかなり痛い 

 

・嘔気Score          

０． 全くない 

１． 軽い吐き気がある     

２． 強い吐き気がある     

３．  嘔吐している     
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・掻痒感Score 

０．   全くない 

１．   軽い掻痒感がある 

２． 全身に掻痒感がある 

３． 全身に強い掻痒感がある 

 

・ADL 

床：床上安静 

座：座位まではおこなえる 

立：立位まではおこなえる、ポータブルトイレが使える 

歩：歩行までおこなえる 
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19. Difficult Airway Management 
・困難気道とは 

一般的なトレーニングを受けた麻酔科医が直面する、マスク換気や挿管

が困難な臨床状況。困難気道の既往がある、または術前評価から困難気

道が予想される場合と、麻酔導入後予期せぬ困難気道に遭遇した場合と

分けて考える 

 

(1) 既知のまたは予想される困難気道がある場合 

1）準備 

・作戦を立てる。過去の麻酔記録を参照する。どんな方法・道具を用い

るのか。失敗した時は、別のどんな方法・道具を用いるのか。困難気

道に対処するための、道具、人手を揃える 

・患者や家族に説明をする。どんな特別なリスクがあるのか、どんな特

別な処置をするのか 

【困難気道予測因子】 
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2）初回の挿管方法を検討する 

・意識下挿管か、麻酔導入後挿管か 

・自発呼吸は残すか、残さないか 

・侵襲的方法を用いるか、非侵襲的方法を用いるか 

・ビデオ喉頭鏡を用いるか、否か 

3）意識下挿管が必要か？ 

・喉頭展開が普通にできそうなら、麻酔導入後挿管 

・喉頭展開が難しそうな場合。マスクあるいは声門上器具による換気は

できそう、かつ、フルストマックではない、かつ、患者はある程度無

呼吸に耐えられそうなら、麻酔導入後挿管 

・上記でなければ、意識下挿管。鎮静薬は呼吸抑制の少ない、デクスメ

デトミジンやドロペリドールなどをフェンタニルと併用する 

4）侵襲的方法には 

・輪状甲状膜切開（外科的 or キット） 

・経気管ジェット換気 

・逆行性挿管 

5）ビデオ喉頭鏡には 

・大学附属病院には以下の 4 つのデバイスがある 

 エアウェイスコープ 

 エアトラック 
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 グライドスコープ 

 マクグラス 

・マクグラスを第一選択で良い。エアウェイスコープは簡単だが、小 

柄な患者や開口制限のある患者にサイズが合わない場合がある 

6）予定された困難気道に対処する際は、試行前の酸素投与、および試 

行中の酸素投与をしっかり行う 

7）初回の挿管に失敗した場合 

⇒予期せぬ困難気道に遭遇した場合に準ずる 

 

(2) 予期せぬ困難気道に遭遇した場合 

1）換気が難しくても挿管できそうなら、直ちに挿管を試みてもよい 

2）換気はできるが、挿管が難しい 

・マスク換気や声門上器具による換気ができているなら、緊急事態では

ない 

・様々な方法・道具を使って挿管を試みる 

・どうしても挿管できなければ、侵襲的な方法を用いるか、あきらめて

患者を覚醒させる、という選択肢もある 

3）換気が難しい、挿管も難しい 

・助けを呼ぶ。各手術室内のインターホンから 1 番コール 

「手術室○番で挿管困難。応援お願いします」ちなみに、インターホ
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ンのある所にしか放送が入らないので、同時に看護師に廊下に出ても

らい麻酔科の応援を叫んでもらうと良い 

 

【挿管困難アルゴリズム】 

 

・とにかく、酸素投与 
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・声門上器具を使う 

・自発呼吸を出す、あるいは患者を覚醒させることを考慮する 

4）困難気道に対するアルゴリズムの原則 

・換気ができているなら、挿管を試みる 

・換気が難しいなら、非侵襲的方法から試みる。 

マスク換気 ⇒ 声門上器具で換気 ⇒ 侵襲的方法で換気 

・換気困難、挿管困難の最終的な選択肢は、患者を覚醒させる、または 

侵襲的方法 

 

(3) 換気困難に対するテクニック 

1）マスク換気の補助 

・経口エアウェイ、経鼻エアウェイ 

・二人法 

2）声門上器具 

・LMA クラシック、LMA プロシール、LMA ファストラック、i-gel が 

大学附属病院にある。i-gel が挿入しやすい 

3）気管内ジェットスタイレット 

・チューブエクスチェンジャーにコネクタを付けて酸素投与ができる。 

ガムエラスティックブジーと同型（先端が屈曲したもの）もある 
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(4) 挿管困難に対するテクニック 

1）喉頭鏡で、異なる種類（大学附属病院にはマッキントッシュの他に 

はミラーとマッコイ、小児用のセワードしかない）、あるいは異なる 

サイズ 

2）ビデオ喉頭鏡（前述） 

3）声門上器具を用いて挿管 

・LMA ファストラックと i-gel は、これを通して挿管することができる 

・ファイバーを併用することで成功率が高くなる 

・LMA ファストラック専用気管チューブがあるが、ID 7.0 以下の普通 

のチューブでも構わない 

・i-gel のサイズ 3、4、5 には、それぞれ ID 6.0、7.0、8.0 までの気管 

チューブが通せる 

4）気管チューブイントロデューサー（ガムエラスティックブジー） 

・軽く喉頭展開して挿入することもあれば、完全に盲目的に挿入するこ 

ともある 

・ID 6.0 以上の気管チューブで利用できる 

・ビデオ喉頭鏡と併用して声門を観察しながらでも良い 

5）ファイバー挿管（経口または経鼻） 

・経口の場合、ブロンコスコープバイトブロックという経口エアウェイ 

＋バイトブロックのような補助器具がある 
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・経鼻の場合、先に気管チューブを鼻孔から咽頭まで入れておき、経鼻 

エアウェイ兼ファイバーのガイドとする方法もある（鼻血に注意） 

・経口でも経鼻でも、介助者による下顎挙上がとても重要 

6）ライトスタイレット（トラキライト） 

・開口制限や頚部可動域制限がある経口挿管で、重宝する 

・スニッフィングポジションよりニュートラルポジションでの方が標準 

である 注意: 既に製造中止のため丁寧に扱うこと！ 

7）盲目的挿管（経口または経鼻） 

＊エンドトロール気管内チューブ 

・スリップジョイント近くのリングループを引くことによって、チュー

ブ先端を前方へ引き上げることができる 

・大学附属病院には ID 7.0 と 8.0 がある 

・盲目的経鼻挿管に好んで用いられる 

 

＊既知のまたは予想される困難気道に対処する場合は、よくオーベンと

相談して作戦を立てておきましょう 

＊各デバイスの使い方は、教科書や web で見ておいてください 
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20. 悪性高熱 
1）悪性高熱とは 

・吸入麻酔薬、サクシニルコリンなどの投与がトリガーとなり、高熱・

筋強直をはじめとする重篤な症状を来す。骨格筋内のカルシウム動態

異常が本態。5-15 万人に 1 人。致死率 15%。 

・筋小胞体の Ryanodine 受容体に異常があると推測されている 

・予測 

家族歴：全身麻酔で問題があった場合、できる限り詳しく状況を確認

Risk 因子：斜視や筋疾患、CPK 値をチェックする 

・high risk 症例は、局所麻酔または TIVA にする、順番を 1 件目にして 

もらうなどの対応を考慮する 

2）どんなときに疑うか 

・診断基準 

①体温：上昇が 1.5 度/15 分以上 or 最高体温 40 度以上 

②その他の症状：筋強直（下顎強直）、赤褐色尿、原因不明の頻脈不  

整脈、不安定な血圧、チアノーゼ、暗赤色の血液、自発呼吸の出現 

発汗、ソーダライムの青色変化、麻酔回路の高熱など 

①＋②の項目が 2-3 以上ある場合、悪性高熱症と診断 

 が無くて②の項目を多数示した場合は亜型 
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・混合性アシドーシス（PaCO2＞60 mmHg, BE＜-5～7 mEq/L）やミ

オグロビン尿症が認められることが多い 

・鑑別診断 

甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、感染症、中枢神経疾患、うつ熱 

3）治療 

①悪性高熱ないしはその可能性を周囲に告げ、人を集める 

②トリガーとなる麻酔薬を中止し、100％酸素で過換気。人手があれば、 

麻酔器、麻酔回路を交換する 

③手術をできる限り早く中止してもらう 

④ダントロレンは溶けにくいので早く溶かし始める。 1Vを蒸留水60ml

以上で。温めると溶けやすい（3 mg/kg 10 分かけて iv、5 分毎に追加） 

⑤強力な冷却（氷水・アイスノンで全身冷却、胃管からの氷水投与。38℃

まで） 

⑥全身管理：十分な輸液、利尿、アシドーシスの補正、不整脈治療、DIC 

予防、ライン類の確保 

 

＊記録と鑑別診断のための血液尿検査を忘れずに！ 

＊悪性高熱症セットは、SPD の PCA ポンプなどがある棚。なお、この 

セットは毎年チーフレジデントが更新している 

＊悪性高熱ホットライン：東邦大学医学部麻酔科 03-3762-4151  
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21. アナフィラキシー 
1）予防 

・アレルギーの問診 

卵（卵黄レシチンがプロポフォール・フルルビプロフェンに含有）、 

抗生剤、ラテックス、以前の麻酔での異常反応など 

・「局所麻酔薬アレルギー」の多くは添加物に対する反応。静注用リド 

カインは添加物を含まないため診断に有用 

2）どんなときに疑うか 

・急激な血圧低下や原因不明の心停止 

・皮膚の発赤、膨疹（必要ならば布の下をみる）、眼瞼や口唇の浮腫 

・気道内圧上昇（バッグが重くなる）、wheeze の出現 

3）治療 

＊アナフィラキシーセットは、SPD の PCA ポンプなどがある棚 

①アナフィラキシーの疑いがあることを周囲に告げ、人を集める 

②疑わしい薬剤の中止 

③気道の評価。挿管がされていなければ考慮 

④エピネフリン（昇圧に加え、ヒスタミン遊離を抑制する）0.1〜0.5 mg

（小児では 0.01 mg/kg iv）を正常血圧に戻るまで繰り返し投与 

⑤十分な輸液、カテコラミンによる昇圧 

⑥その他の薬剤 
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・抗ヒスタミン薬：ジフェンヒドラミン 0.5-1.0 mg 

・ステロイド薬：ハイドロコルチゾン 250-1000 g、もしくはメチルプレ 

ドニゾロン 125-250 mg 

・吸入 β 刺激薬：プロカテロール（メプチンエアー） 

＊記録と鑑別診断のための血液検査を忘れずに！  

・血清ヒスタミン（発症直後、白伝票、1I スピッツ） 

・血清肥満細胞トリプターゼ（発症 1-3 時間、白伝票、1I スピッツ） 

・DLST（発症後数週間後、白伝票） 

・RAST（特殊伝票、いずれも依頼時 iLAB に確認）は偽陰性が多い 

4）薬剤皮内テスト（発症 4-6 週間、皮膚科に依頼する。自科で行う際 

は上級医と相談し必ず蘇生の準備をすること） 

①インフォームド・コンセントを得る 

②プリックテストを行う 

（プリックテストの薬液希釈） 

静脈麻酔薬：100 倍希釈 

局所麻酔薬、筋弛緩薬、コロイド製剤、フェンタニル：1000 倍希釈 

その他の麻酔薬：100,000 倍希釈 

③陰性なら皮下に 100 倍希釈液 0.1 ml 注射する 

④陰性なら皮下に 10 倍希釈液 0.1 ml 注射する 

⑤陰性なら皮下に原液を 0.1 ml 注射する 
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⑥陰性なら皮下に 1 ml、次いで 2 ml を注射する 

＊以上の操作で問題なければ、対象薬剤に対する反応に異常はない 

＊陽性：10 分以内に 1 cm 以上の発赤があり、30 分以上続くもの 

ラテックスアレルギー 

1）ハイリスクグループ 

・頻回手術、医療従事者、美容師、園芸労働者 

・枯草熱、アレルギー性鼻炎、喘息、湿疹、アトピー 

・アボガド、キウイ、バナナ、栗、サクランボ、プラムなどの植物 

アレルギー 

2）ラテックスアレルギー患者の対処法 

・早めに問題を手術室看護師や診療科医師と共有する（2-3 日前までに） 

・順番を 1 件目にすることを考慮（手袋の粉が飛ぶため） 

・麻酔物品、モニターのコード・パッチのほとんどはラテックスフリー 

・輸液製剤やバイアル等の口ゴムも（通常麻酔科で使うものは）ラテッ 

クスフリー（以下例外） 

・駆血帯：シリコンのものがあるので準備する 

・エラテックス、カラヤヘッシブはラテックスを含むので☓ 

・器械を束ねる輪ゴムもラテックスなので、外して洗浄する 

・ウロバッグなどに輪ゴムがついてくるため注意 

・術者の手袋をラテックスフリーの物にしてもらう 
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22. ステロイドカバー 
・生理的なコルチゾル分泌量をステロイド製剤に換算するとハイドロコ

ルチゾン 20 mg/日、メチルプレドニゾロン 5 mg/日で、周術期には侵

襲の強さに依存してその産生量は 5～10 倍に達する。 

・少量のステロイド（プレドニゾロン＜5 mg/日）投与患者ではステロ

イドカバーは不要。 

・種々のステロイド製剤があるが、ハイドロコルチゾンが生理的である。 

アルドステロン作用も投与量の 1％程度有しておりステロイドカバー 

としては最適である 

・過剰なステロイドは易感染性、創傷治癒遅延を引き起こすことに留意 

1）大手術時 

・ハイドロコルチゾン（ソル・コーテフなど）50～100 mg またはメチ

ルプレドニゾロン 10～20 mg を入室時に静注し、その後、術後 2 日ま

では前日の半量を持続静注もしくは点滴。術後経過が良好であれば 3 日

目以降は術前の投与量・投与法とする 

2）小手術時 

・ハイドロコルチゾンを術前に 25 mg または、メチルプレドニゾロン 

5 mg を静注  
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23. 心臓大血管手術の麻酔 
 

開心術の麻酔手順 

(1) 麻酔準備 

□ 6 連シリンジポンプ、ペースメーカーを準備 

□ 心臓麻酔用薬剤セットを準備 

□ トランサミン（1～2 本）、インスリンを準備 

□ 末梢ラインのうち 1 本は最初から輸血用ライン（セルセーバーを使う

ため） 

□ 圧ライントリプルを準備 

□ シース、CV トリプル、Swan-Ganz（SG）カテーテルを開ける 

□ シースの青いキャップをパッケージごと看護師に渡す 

□ ビジランスの電源 ON、身長体重を入力、CCO と SvO2のコードをつ

なぐ 

□ TEE プローブにカバーをつける、マウスピースも準備 

□ TEE 本体から壁の「B-4」にコードを接続 

□ TEE 本体に患者氏名と ID を入力 

□ TEE 本体に心電図のコードをつなぐ 

□ CV 穿刺用のエコー（iLook/S-nerve）を準備 

□ ヘパリンは必要量をシリンジに吸っておく。プロタミンは吸わないで
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おく 

□ 持ち帰り用フェンタニル 20 ml とディプリバンキットも借りておく 

□ 持続投与薬にはエクステンションチューブを 2 本つける 

※ X1-120＋逆流防止弁付き 0.9 ml 

 

(2) 入室～麻酔導入 

□ モニター接続：5 点心電図、SpO2、血圧計、BIS 

□ 末梢ライン確保、A ライン確保 

□ フェンタニル、ミダゾラムで麻酔導入、ロクロニウム投与 

□ マスク換気、気管挿管 

□ TEE 挿入、上下大静脈像にセット（右房中心に 90°） 

□ head down にして内頚静脈をプレスキャン 

□ 手を洗い、手袋・ガウンを着けて CV、シース挿入 

※ 下シース GW、上 CV GW、上 CV カテ、下シースの順 

□ SG カテーテル挿入（head up、右下が必勝体位） 

□ 持続投与薬をつなぐ（つなぎ方は写真１，２を参照） 

□ 動脈血液ガス、ACT 測定 

□ ビジランスの「体内キャリブレーション」→「吸引」を押して PA 採

血 

□ ビジランスに SvO2、Hb を入力してキャリブレーション 
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□ モンスターを立てたら左側にスクリーン用の横棒をつける 

□ ドレーピング前に末梢の滴下、A ラインの逆血、SpO2モニターなど

確認 

□ 抗生剤投与 

□ 人工心肺開始前までにトランサミン 10～20 ml 投与 

 

(3) 執刀～人工心肺開始 

□ 執刀前に麻酔深度を確認 

□ 胸骨切開前に麻酔深度を確認 

□ 胸骨切開時：気管チューブの接続を外して肺を虚脱させる 

□ 人工心肺前に TEE 記録用紙に記入し、画像を本体に取り込む 

□ 術中エコー時：エコープローブを術者に渡す 

□ 術者の指示に従ってヘパリン 0.3 ml/kg を中心静脈に投与 

□ ヘパリン投与 3 分後に ACT 測定、200 秒、400 秒を超えたら術者に

知らせる 

□ 大動脈カニュレーション時は収縮期血圧を 100 mmHg 以下に下げる 

□ 右房へのカニュレーション時に PEEP をかける 

□ SVC カニュレーション後に CVP 上昇、顔面のうっ血、BIS 低下がな

いか確認 

□ ポンプに乗る前に麻酔薬を投与（吸入麻酔薬から静脈麻酔薬へ移行） 
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□ ポンプに乗る前に瞳孔をチェック 

□ 大動脈遮断時：手術台を下げて head down にし、左右の頸動脈を押

さえる 

□ total bypass になったら、もしくは大動脈遮断したら呼吸を止める 

□ SG カテーテルを 2 cm ほど引き抜く 

□ TEE をフリーズにする 

□ モニターのアラーム OFF、呼吸器を人工心肺設定に 

□ 非観血的血圧測定 OFF、SpO2モニターOFF 

□ 人工心肺前の輸液量、尿量を入力 

 

(4) 人工心肺中～人工心肺離脱 

□ 人工心肺中は輸液をすべて止める（持続薬のキャリア以外） 

□ 人工心肺中の薬剤投与（持続薬以外）は人工心肺側から入れてもらう 

□ 人工心肺中の高血糖にはインスリン単回投与を行う 

□ 加温がはじまったら麻酔深度を調整 

□ 十分復温したら（深部体温 35℃以上）カテコラミン開始 

□ air 抜き時、TEE にて air の残存を確認 

□ 大動脈遮断解除時には head down として左右の頸動脈を押さえる 

□ デクランプ後は純酸素で換気する 

□ 肺動脈圧の波形を見ながら換気量を増やす 
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□ ペースメーカー使用時、V 側につないで出力最大で開始 

□ ポンプからの送血ラインを術野から受け取る 

□ プロタミンを末梢ラインからゆっくり投与、ヘパリンの半量～同量 

□ プロタミンを予定量の半分投与したら、術者に知らせる 

□ プロタミン投与 3 分後に ACT・血液ガス測定、ベースラインに戻る

よう調節 

 

(5) 閉胸～帰室 

□ 人工心肺後の TEE 所見を記録用紙に記入、画像を取り込む 

□ TEE 記録用紙記入後はファイルにとじる 

□ 閉胸前：TEE で胸水をチェックし、貯留があれば吸引してもらう 

□ 閉胸時：血圧、中心静脈圧、肺動脈圧、気道内圧を確認 

□ 閉胸後：再度、ACT と血液ガスをチェック 

□ 閉胸後：TEE チェックし、問題なければ抜去 

□ （挿管帰室の場合）胃管を入れる 

□ 手術終了後のレントゲンをチェック（気管チューブ、胃管、SG カテ

ーテルなど） 

□ 帰室時は使っていなくてもペースメーカーを持って行く 

□ 帰室時に SvO2のコードを持って行く 

□ 挿管帰室時はバッグバルブマスクかジャクソン・リース回路を使う 
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(6) その他 

□ 帰室後ベンチレーターの調整、各種モニター、心電図、BGA を確認

する 

□ シース、CV、SG カテーテルのコスト 

□ 持続投与薬などアンプル数がコストに反映されていないものは修正

する 

□ 重症加算、人工心肺加算など取り忘れがないように 
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麻酔準備～麻酔のポイント 

(1) 術前診察 

 現病歴、治療歴 

 症状：NYHA 分類、ADL、運動耐容能 

 血行動態の評価：バイタルサイン、心電図、心エコー（収縮能、拡張

能、弁機能など）、心臓カテーテル検査、トレッドミルテスト、CT、

心筋シンチ、血管の形態・走行 

 合併症の評価（高血圧、糖尿病、脳血管障害、腎機能障害、呼吸障害

など）と常用薬の確認 

 開胸の既往、凝固異常、ヘパリンを使用する手術では ATⅢを確認 

 

(2) 前投薬 

 前投薬は軽めが主流であり、成人では術前の鎮静薬は出さないことも

多い 

 小児の場合、入室時のストレスを軽減する目的で前投薬の処方や同伴

入室を考慮する。啼泣や興奮により循環動態の悪化をきたす恐れのあ

る児では特に積極的に行う 

 

(3) モニタリングについて 
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 標準的モニター：5 点心電図、非観血的血圧、パルスオキシメーター

（２カ所以上）、呼気 CO2モニター 

 体温：人工心肺使用症例では深部体温、皮膚温など複数 

 観血的動脈圧、中心静脈圧、SG カテーテルなどのモニター数に応じ

て圧ラインを準備する。ラインについては事前に外科医と相談 

 脳梗塞のリスクが高い症例では INVOS の使用を考慮する。 

 TEE をつけっぱなしにするとプローベ先端が高温になるので、観察

しないときはフリーズにする 

 

術中管理のポイント 

＜麻酔導入〜手術開始＞ 

 患者や病態ごとに目標とするバイタルサインは違うので、どこを目

標にするか決めておく。麻酔薬の投与は血圧などの反応を見ながら

慎重に行う。昇圧薬、降圧薬、アトロピンなどがすぐに使えるよう

にしておく 

 CV トリプルと SG カテーテル用のシースの 2 本刺しが基本。穿刺前

にエコーで確認し、ガイドワイヤー挿入時は TEE の上下大静脈像で

確認。シースを尾側、CV を頭側に留置（※カテーテルを動脈に挿入

した場合は手術が中止になるため注意） 
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 術中は両腕を体幹につけて固定する場合が多いので、覆布がかかる

前に末梢ラインの滴下や動脈ラインの逆血を確認する 

 大動脈カニュレーション時は収縮期血圧 100 mmHg 以下とする。大

動脈解離を避けるため 

 静脈カニュレーション時は手術操作のため血圧低下しやすい。SVC

カニュレーション後の CVP 上昇、顔面うっ血、BIS 低下はカニュレ

ーションの異常を示唆する。IVC カニュレーションの際は肝静脈へ

の迷入に注意 

 大動脈クランプ/デクランプ時はヘッドダウンして両側の頚動脈を押

さえる。人工心肺のフローが戻ったら離してよい。debris による脳

塞栓を避けるため 

 輸液量や尿量の入力は、水分バランスが人工心肺前・中・後で正し

く計算されるように時間を調節して入力する 

 

＜人工心肺中＞ 

 人工心肺中の ACT のチェックは CE が行う 

 ヘパリンを投与しても ACT が十分伸びない場合、AT-Ⅲ製剤の投与

を考慮する。事前に測定されている AT-Ⅲの値をチェックしておく 
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 人工心肺中、換気を止めた後は空気のみ 1-3L/分投与、CPAP 5-10 

cmH2O とする。灌流圧は 50-90 mmHg とするが、臓器障害のリス

クなどを考慮して患者ごとに決める 

 肺動脈圧>15 mmHg 上昇する時はベントからの脱血が不十分であり、

術者に注意する 

 人工心肺中、total bypass 中は肺血流がなくなるため、吸入麻酔薬を

止めて静脈麻酔薬を使う 

 筋弛緩薬は十分投与する 

 瞳孔、顔面浮腫、BIS 値などをチェックする 

 尿量を保つ。溶血が起こった場合はハプトグロビンを投与する 

 心筋保護液を使用する手術では高血糖に注意する。当院の心筋保護

液は１号液ベースのため、低体温併用では高血糖が必発である。人

工心肺終了後までインスリン持続投与を行うと ICU 帰室後に低血糖

を起こすことが多く（当院調べ）、インスリンは単回投与の方がよい。

MVP で逆流試験に心筋保護液を大量に使用した場合など、高血糖、

低 Na、高 K、低 Ca が起こる場合がある 

 

＜人工心肺離脱〜帰室＞ 

 開心後の残存空気の観察に TEE を使う 
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 カテコラミンや血管拡張薬を調節する。血圧、CVP、PAP、TEE を

参考にボリュームを調節する。足りなければ人工心肺から送っても

らう 

 各種カニューレの抜去後にプロタミン投与を行う。初回ヘパリン投

与量の半量〜同量程度。半量投与後にポンプサッカーを止めるため、

半量投与後に術者と CE に伝える 

 小児では MUF 中に脳の灌流が悪くなることがあるので、顔面浮腫

や BIS 値に注意する 

 成人の開心術では ivPCA はつけず、フェンタニル原液 20 ml を持続

投与する 

 帰室前にレントゲンで挿入物を確認する 

 移動中もモニターでバイタルサインを確認する 

 帰室後にバイタルサイン、心電図、BGA などを確認する。術中イン

スリンを使用した場合、帰室後に低血糖が起こることがある 

 その後の経過をフォローし、合併症がないか、術中管理が適切だっ

たか確認する 

 

＜循環器用薬剤の組成（成人、持続用）＞ 

 ドパミン：0.3%イノバンシリンジ、3〜10 μg/kg/min 

 ドブタミン：ドブポンシリンジ、3〜10 μg/kg/min 
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 ノルアドレナリン：ノルアドレナリン 2 mg＋生食 18 ml＝20 ml or 

ノルアドレナリン 5 mg＋生食 45 ml＝50 ml、0.02 μg/kg/min～ 

 アドレナリン：アドレナリン 2 mg＋生食 18 ml＝20 ml or アドレナ

リン 5 mg＋生食 45 ml＝50 ml、0.0 2μg/kg/min～ 

 ニトログリセリン：プレフィルドの 50 ml 製剤、0.5〜1 μg/kg/min 

 ミルリーラ：原液で持続投与。0.5〜0.75 μg/kg/min 

 オノアクト（ランジオロール）：持続投与の場合は 150 mg/生食 50 ml 

 ニカルジピン：原液で持続投与 

 ヘルベッサー：50 mg/生食 50 ml or 150 mg/生食 50 ml 

 アンカロン（アミオダロン）：初期急速投与はアミオダロン 2.5 ml

（125 mg）を 5%ブドウ糖液 100 mlに溶解して 10分間かけて投与、

負荷投与はアミオダロン 15 ml（750 mg）を 5%ブドウ糖液 500 ml

に溶解して 33 ml/hr の投与で 6 時間投与 

 シンビット（ニフェカラント）：単回投与は 0.3 mg/kg を 5 分間かけ

て投与、持続投与は 0.4 mg/kg/hr 

 ニコランジル：48 mg/生食 48 ml、2～6 ml/hr 
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成人 CV カテーテルの使用方法（ICU との取り決め） 

＜写真 1＞ 

 

 

＜写真 2＞ 
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小児 CV カテーテルの使用方法（PICU との取り決め） 

＜写真 3＞ 

 

 

＜写真 4＞ 

 



 177 

TEE 検査データを電子カルテに取り込む方法 

1）iE33 の操作 

 患者 ID を 10 ケタで入力する（000 をつける） 

 名前も入力する 

 TEE 検査を行い、acquire ボタンで画像を取り込む 

 検査が終わったら「End Exam」ボタンを押す（重要） 

2）電子カルテの操作 

 ナビゲーションマップの「カルテ記載」→「機能検査」→「病棟外来

検査」を選択 

 第 1 項目で「★経食道心エコー」を選択追加 

 臨床診断、検査目的を入力して確定する 

3）iE33 の操作（End Exam 後、オーダー入力後） 

 LAN ケーブルを本体から壁の差し込み口につなぐ 

 Review で検査一覧を出し、該当患者の名前を選ぶ 

 Send to ボタンを押す 

 送信先は「Prime Vita」と「Xcelera」を選ぶ 

 下の 2 つのパソコンをつないだようなアイコンをクリックすると

「Network Status」が見られる（○％送信済み、など） 

 オーダーと画像のくくりつけにはエコー室でのひも付け操作が必要

になるため、循環器内科医師にお願いする 
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各論 

 

腹部大動脈瘤切除術の麻酔 

 当院では全身麻酔で行い、硬膜外麻酔は行わない。TAP ブロックや

腹直筋鞘ブロックなどを併用する。術後鎮痛に ivPCA を使う 

 A ライン、CV カテーテルを入れる 

 AAA は動脈硬化性の疾患であり、患者は高齢者で高血圧、糖尿病、

冠動脈病変、腎機能障害、脳血管障害を伴うことが多い 

 大動脈遮断は腎動脈上か腎動脈下か？ 

 腎動脈下の遮断でも腎血流が低下するので、尿量維持に努める。遮断

解除前にマンニトールを投与することがある 

 気管挿管時など急な血圧上昇に気をつける。ニカルジピンを準備 

 大動脈遮断前のヘパリン投与は 100 単位/kg 程度。ヘパリン化中は

30～60 分ごとに ACT を測定し、200～250 秒以上に保つ 

 大動脈遮断後は血圧が上昇する 

 大動脈遮断解除前に膠質液など十分にボリュームを入れておく。遮断

解除は血圧を見ながらゆっくりやってもらう 

 プロタミンでリバースするかどうかは術者と相談 

 覚醒時、シバリング対策が必要。体をあたためてから覚醒させたり、

弱ペチロルファンを使用するなど。鎮痛も十分に行う 
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TEVAR, EVAR の麻酔 

 麻酔導入前に A ラインを確保することもある。上肢の動脈をバイパ

スでつなぐ場合もあるので A ラインを入れてよい位置を外科医に確

認すること。当日まで手順書が来ないことが多い 

 CV カテーテルを入れるかどうかは症例による 

 気管挿管時など急な血圧上昇に気をつける。ニカルジピンを準備 

 シースが入ったらヘパリン化が必要。外科医が忘れているようなら知

らせる 

 大動脈遮断前のヘパリン投与は 100 単位/kg 程度。ヘパリン化中の

ACT は 30～60 分おきに測定し、200～250 秒以上に保つ 

 体温低下することも少なくないため、シバリング対策が必要 

 脊髄虚血のリスクが高い症例では低血圧に気をつける。乳酸値の上昇

など、他の臓器不全にも注意する 

 術前にスパイナルドレナージが挿入されている場合は管理について

よく申し送りを受けておく。扱いを誤ると重大な合併症の危険がある 

 

CABG の麻酔 

 低血圧を避ける。内胸動脈グラフト採取時にも低血圧になることがあ

る。脳梗塞リスクの高い患者の場合など、術者から「収縮期血圧◯○

mmHg 以上」と指示がある場合がある 
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 動脈グラフトを使う場合、ヘルベッサー（50 mg/生食 50 ml、2～3 

ml/h）の持続投与を行う（外科からの要望） 

 A ラインを入れる前に、橈骨動脈をグラフトに使用するかどうか確認

する。グラフトに使うのは通常非利き手の左なので、右に入れるのが

無難 

 ヘパリン投与は 300 単位/kg 程度。OPCAB の場合、ヘパリン化中は

30～60 分ごとに ACT を測定し、400 秒以上に保つ 

 OPCAB の場合、可能ならば抜管して帰室する。シバリングは酸素消

費量を増加させるため避ける。痛みが不穏の原因になることもあり、

十分な鎮痛を図る 

 

大動脈解離（上行置換、弓部置換、下行置換）の麻酔 

 緊急手術として申し込まれることが多く、大学ではあまり経験するこ

とがないため、自信がなければ慣れた人に助けを求める 

 輸血の準備を確認する 

＜上行置換、弓部置換のポイント＞ 

 循環停止してしまうとしばらく薬の投与ができなくなるため、循環停

止の前に作用時間の長い麻酔薬を投与しておく 

 プロタミン投与後にすぐに FFP が使えるよう、あらかじめ溶かして

おく 
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＜下行置換のポイント＞ 

 心停止しないため、頭部・上半身の血圧と酸素化は自分の心臓・肺で

保つ必要がある 

 分離肺換気が必要だが、フルヘパリン後にチューブを動かしたり吸引

したりすると気道出血のリスクが高まるため、ヘパリン投与前によく

確認しておく 

 

LVAD（体外式）の麻酔 

 休日に予定緊急手術として申し込まれることもあり、当直する人は最

低限の麻酔方法を知っておいた方がよい 

 現在、体外式・植え込み型 VAD 装着術の両方を行っている。 

＜ポイント＞ 

 おおまかな手術手順は、開胸→人工心肺用のカニュレーション→人工

心肺開始→（必要なら心内修復→）VAD 用送血管挿入→VAD 用脱血

管挿入→VAD 駆動開始→止血、閉胸 

 術前に PCPS や IABP が入っており、シリンジポンプもたくさんつ

いており、移動が非常に大変 

 止血に難渋して大量の輸血が必要になることが多いため、ルートの確

保（太い末梢静脈路数本、シース 1～2 本）が重要。ホットライン、

レベル１があると手が空くのでよい。輸血の追加やノボセブンが必要
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なこともある 

 SG カテーテルは必須。三尖弁逆流や CRT のリードのせいで挿入が

難しいことがある 

 肺血管抵抗を下げる薬を使う。ドブタミン、ミルリノン、ニトログリ

セリンなど 

 TEE では PFO, TR, AR, MS, 左心耳血栓、心尖部血栓などの評価が

重要。心内修復や血栓除去が必要になる 

 TEE で脱血管の向きを確認するときは X-plain（90 度直行 2 画面）

で観察するとよい。まっすぐ僧帽弁に向いているか確認する 

 人工心肺を離脱するときに NO（20ppm 程度）を使う（必須） 

 人工心肺離脱時、肺血管抵抗を下げるために過換気にする 

 最後はヘパリンをフルリバースする。止血が確認された翌日以降にヘ

パリン化される 

 参考資料：水曜カンファフォルダ内の「LVAD の麻酔」 

 

TAVI の麻酔 

 おそらく休日に緊急で行われることはないと思われる 

 Edwards 主催のファンダメンタルズトレーニングを受講すると、手

術についての理解が深まる 

＜ポイント＞ 
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 A ラインはフロートラック、CV はプリセップを使用、SG カテーテ

ルは入れない 

 A ラインは左手から。右手は緊急 PCI 用にあけておく 

 右内頚静脈から 9Fr.のシースとペーシングリードを入れる。ペーシ

ングリードは透視下に進めるので、プロテクターを着てから手洗いを

する 

 術中のヘパリン化は ACT 300 秒以上 

 ヘパリンのリバースをするかどうかは最後に術者と相談。しないこと

もある 

 ペースメーカーはラピッドペーシング用とバックアップ用の 2 台を

用意する。ラピッドペーシングは 180 bpm で用意、バックアップは

50-60 bpm 

 ラピッドペーシング時のセリフは台本通りに行う。ラピッドペーシン

グの ON/OFF は必ずプラグの抜き差しで行う。ラピッドペーシング

OFF のタイミングは術者の指示のタイミングではなく、透視でバル

ーンが完全にデフレートしたのを確認した後（ここだけは術者の指示

に従わない） 

 Transfemoral の場合、痛みは強くない。末梢神経ブロックは不要 

 Transapical の場合、痛みが強いため、肋間神経ブロック（単回もし

くは持続）＋ivPCA などの鎮痛を行う 
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 参考資料：麻酔科フォルダ内の「TF TAVI マニュアル」 

 

小児開心術の麻酔 

 病態により管理が大きく異なる。ここには書き切れないので自分でよ

く勉強する。大まかにチアノーゼ型疾患、短絡性疾患、閉塞性疾患な

どがある 

 以前の手術歴、麻酔歴、心臓カテーテル検査の結果などを見ておく。

気管チューブのサイズや深さ、薬剤の使用などを参考にする 

 普段のバイタルサインや活動度を把握しておく。 

 血管の走行の anomaly や以前の手術による変化により、A ラインや

CV のアクセスに制限がある場合がある 

 火曜日の小児心臓外科症例カンファレンスに出席する。手術の際のラ

インや NO の準備についてもここで話し合われる 

 3 kg 以上の児では TEE 挿入を考慮するが、気管チューブのずれや換

気不良などに注意して行う。術中の操作も注意。事前に家族への説明

を行う 

 薬剤の組成については麻酔科フォルダ内の「小児心臓（さいとか改訂）」

エクセルシートに体重を入力して計算し、プリントアウトしておく。

帰室時もこの紙を持ち帰り、外科医に申し送る 

 6 連シリンジポンプを使う場合、昇圧薬は中央の 2 カ所につける。患
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者との高低差で注入速度に差があると PICU 看護師が主張するため 

 術中に A ラインがだめになると取り直すのが困難なため、ドレープ

に隠れる場合は大きいシーネなどを屋根にして刺入部を触られない

ようガードする 

 患児が非常に小さい場合や呼吸条件がシビアで麻酔器ではうまくい

かない場合は ICU の人工呼吸器を使うとよい 

 

最後に 

心臓手術関連のカンファレンス 

 水曜 19:00～ 循環器内科・外科カンファレンス＠救急外来裏のカン

ファ室 

 火曜17:15～ 小児先天性心疾患手術合同術前カンファレンス＠ICU

裏のカンファ室 

役立つ教科書 

 心臓手術の麻酔 第 4 版 ※麻酔導入～人工心肺前・中・後の項は必

読！ 

 図解 先天性心疾患 ※血行動態が理解しやすい 

 初心者から研修医のための経食道心エコー（ピンク本、緑本） 

 心臓手術の実際 Part2、Part3 ※術式、麻酔管理のポイントがわ

かる  
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24. 開胸手術の麻酔 
(1) 術前診察 

1）心肺機能の評価 

・日常生活（Hugh-Jones 分類）、会話中に息切れをするならば重症 

・喫煙歴、喀痰量。禁煙は術後合併症のリスクを減らすので禁煙を勧め

る。非緊急手術ではすべての手術で 3 週間以上の禁煙を 

2）呼吸機能検査、血液ガス所見 

・1 秒量 1 L 以下、PaCO2 50 mmHg 以上は要注意 

・術後の予測一秒率(ppoFEV1.0%) 

  
ppoFEV1.0%が 40%以下の時は抜管するかどうか慎重に検討すること 

3）胸部Ｘ線写真 

気管の太さ、気管の偏位、無気肺、肺気腫、ブラの有無、炎症所見、

肺水腫 

4）喘息、COPD、肥満 

5）その他全身状態。左肺の場合、虚血性変化や不整脈などが起こりや 

すい 



 187 

(2) 前投薬 

H2ブロッカー 

 

(3) 準備 

1）ダブルルーメンチューブ（DLT）、気管支ブロッカー 

・片肺換気の必要があるとき、基本は DLT だが、ケースによってはブ

ロッカーを選択することも 

・胸部エックス線写真と身長からサイズを決める。かならず上下のサイ

ズも用意しておく。細すぎると、手術中にチューブが動きやすく管理

に苦労する。逆に太すぎると挿入できないことや、上葉支口を塞ぎや

すくなる 

シングル DLT 
ID(mm) ED(mm) size(Fr) Double-lumen 

ED(mm) 
Bronchial 
lumen 
ID(mm) 

FOB 
size(mm) 

7.0 9.5 28 9.3 3.4 2.4 

8.0 10.8 32 10.7 3.5 2.4 

8.5 11.4 35 11.7 4.3 ≥3.5 

9.0 12.1 37 12.3 4.5 ≥3.5 

9.5 12.8 39 13.0 4.9 ≥3.5 
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・身長とチューブサイズの目安 

女性 ＜150 cm, 32 Fr ＜160 cm, 35 Fr ＞160 cm, 37 Fr 

男性 ＜160 cm, 35 Fr ＜170 cm, 37 Fr ＞170 cm, 39 Fr 

・32Fr、28Fr の DLT や、気切孔から挿入する特殊なタイプの DLT は

品切れの場合もあるので、数日前に在庫を確認する 

・原則的として、左肺の手術では右用 DLT を使用する。ただし、クリ

エートメディック社製の右用 DLT は表示に比べ外径が太い（右用

32Fr は左用 35Fr 以上の太さがある）ので、左用 DLT よりもワンサ

イズ小さいサイズを選択する。気管が細い患者では左用 DLT でもか

まわない 

・ダブルルーメンチューブは患者入室前に組み立てておく 

・DLT も気管支ブロッカーもどちらも使えるようにトレーニングする 

2）気管支鏡 

・管理者は臨床工学技士（PHS 90809）。定時手術ではファイバーとモ

ニターを準備してくれる 

・32Fr の場合は小児用ファイバー、35Fr の場合は大人用ファイバーで

ぎりぎり挿入できる程度 

 抵抗がある場合は速やかにファイバーのサイズダウンをすること 

※抵抗がある場合に無理やり操作すると破損の原因になる！ 

※ファイバーは修理費が 60 万円～かかる！ 
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・ファイバーは使用前にチェックしておく（サクション用の穴が詰まっ

ていないか、視野に汚れがないか、ピントや画面の上下が合っている

か、暗くないかなど） 

・内径 7.0 のチューブに気管支ブロッカーの場合、小児用ファイバーが

必要 

3）動脈ライン（気胸の手術では入れないことが多い） 

 

(4) 麻酔方法 

・基本は胸部硬膜外麻酔+全身麻酔 （胸部硬膜外麻酔を併用した方が術

後の合併症が少ない：Licker M, et al. Ann ThoracSurg 2006） 

・PCEA の組成は 1%アナペイン 100 mL＋フェンタニル 10 mL＋生食

＝500 mL で、硬膜外オピオイドによる PONV を軽減 

・硬膜外麻酔が行えない場合は IVPCA±ブロック（傍脊椎または肋間

神経ブロック）、（開胸している場合高い濃度の効果器濃度が必要） 

・気胸手術では原則的に硬膜外麻酔・IVPCA は行わないが、若年者は

痛がることが多いので、術野から肋間神経ブロックを行ってもらう 

1) 麻酔導入 

・気管支内挿管 

道具の確認（ペアン、コネクター、気管支鏡など）しておく。 

チューブ先端が声帯を越えたら左用チューブの場合半時計回りに約
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90 度回転させ抵抗を感じるところまで挿入。回転のタイミングが遅れ

ると右側に入ってしまう。挿管したら麻酔回路に接続し、まず白カフ

を膨らませ、次に青カフに 2-3 ml 空気を入れる。左右の肺野を聴診し、

次に一側ずつクランプして両肺を聴診する。分離肺換気ができていれ

ば、気管支鏡で確認する。気管分岐部で青いカフが僅かに見える位置

がよい。もし逆に入ってしまった場合は青からファイバーを挿入して

気管分岐部までチューブを引き抜き、左にファイバーをすすめ、ガイ

ドにしてチューブを進める。右用チューブの場合は右の上葉支口を確

認する。左用チューブでも一応、左の上葉支口を確認すること 

・気管支ブロッカーの場合は、気管支ブロッカーは先端に角度がついて

いるため、その角度を利用して目的の主気管支に挿入する 

・胃管を留置する（手術で食道をわかりやすくするため、反回神経麻痺

がおきることがあるので術後の嘔吐は避けたい） 

・体位 

麻酔科医が体位変換の号令をする。体位変換時に気管支内チューブ 

が抜けたりずれたりしないよう、少し首を前屈ぎみにした状態で体位

を変えるとよい。体位決定後に、チューブの位置を聴診と気管支鏡で

再度確認する 

・一側肺換気が始まったらサクションしにくいので、健側の肺は手術が

始まる前にサクションしておくとよい 
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2）麻酔維持 

・麻酔薬は 1 MAC 以下の吸入麻酔薬であれば HPV 抑制は小さく TIVA

でも吸入麻酔でもよい 

・一側肺換気（OLV）の時の呼吸器設定目安 

TV 5-6 ml/kg PAP<35 cmH2O, plateau は<25 cmH2O 

PEEP 5 cmH2O COPD の患者には PEEP をかけない 

RR 12 回/分 PaCO2を維持するように 

OLVの時はETCO2とPaCO2の差が1-3 mmHg

増加する 

・一側肺換気が始まったら、FIO2 1.0。SaO2をみながら、随時空気を使

用して FIO2を調節 

・気管支内チューブの位置、ブロッカーの位置に注意。頭を後屈すると

チューブが抜け、前屈するとチューブが深くなる 

・気道内圧や１回換気量の変化、呼気炭酸ガスの波形に注意を払う。チ

ューブの位置異常を早期に発見できる。リークの音にも注意 

・FiO2 1.0 でも SaO2 が低下する時は、まず位置の確認、吸痰、加圧に

よる無気肺の解消（recruitment maneuver） 

・それでもダメな場合は換気側に 5 cmH2O の PEEP をかける 

・それでもダメな場合は人工鼻を非換気側の腔に着け、CO2 サンプリン

グチューブの接続孔から 2 L/min の酸素を流し指で人工鼻を 10 
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 秒ごとに 2 秒塞ぐと手術に影響を与えずに換気ができる 

・ファイバーを非換気側の術野以外の気管支に挿入し、サクションポー

トから 5 L/min の酸素を流す 

・それでも SaO2 が低下する時は術者に手術を時々停止してもらい換気

する 

・非換気側の血流が遮断されると良くなる 

・手術中も適宜吸痰を行う。場合によっては気管支鏡で吸痰を行う 

3）麻酔終了 

・手術終了前に抜管可能な血液ガス所見かどうかチェック。両肺換気 

の状態で FIO2 0.3 で PaO2が 100 mmHg 以上が目安。無理なら挿管

帰室も考慮。スーパーバイザーとともに血液ガスが悪い原因を探る 

・手術終了後、胸部 X 線写真をとり無気肺の有無など確認 

・抜管時に十分な鎮痛が得られるよう準備をする。特に硬膜外麻酔を使

わずレミフェンタニルで維持した場合は注意。鎮痛が十分でないと痛

みのために低換気・頻呼吸になり、酸素化が悪化する 

・X 線写真に問題がなければ、筋弛緩薬をリバースし、覚醒させる 

・一回換気量、呼吸数、呼気炭酸ガス濃度をチェック。血液ガス分析で

は PaCO2 50 mmHg 以下が目安 

・意識、筋力、喉頭反射などの回復が確認出来たら、気管内と口腔内を

よくサクションして抜管 
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・抜管後も呼吸状態をしばらく観察。特に深呼吸と喀痰能力を確認 

 

(5) その他の手術での注意点 

1）食道手術：術後数時間して血液ガスが悪化してくることが多いので、

基本的には挿管帰室で翌日に抜管。チューブはシングルルーメンに入

れ替える（チューブエクスチェンジャーを使うなど、食道内挿管をし

ないように注意！） 

・疼痛部位が広範囲にわたるので、十分な鎮痛を図る 

2）気胸：ドレーンが留置されていない場合には緊張性気胸に注意 

3）気管支瘻：マスクで陽圧換気が出来ない可能性がある。自発呼吸を

残すか、早めに DLT を挿管して健側肺のみの換気を行う 

4）重症筋無力症：筋弛緩モニター準備、非脱分極性筋弛緩薬は使用し

ないかもしくは 1/10 ずつ投与、筋弛緩薬のリバースは原則として使

用しない（ブリディオンを使用してみてもよい）。府中病院スコアを

事前に確認 

5）一側肺全摘：肺血管床の低下に伴う右心不全に注意 
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(6) 本院採用チューブ一覧（SPD の S7 と S8 上段にあります） 

1）左用ダブルルーメン気管内チューブ（PORTEX Blue Line） 

 

2）右用ダブルルーメン気管内チューブ（クリエートメディック）
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3）アーント気管支ブロッカー（COOK） 

サイズ Fr 使用できる最小チューブサイズ mm カテの長さ cm 

5 4.5（ファイバーは 3.4 mm を使う） 50 

7 6.5 65 

  

・気管支ブロッカー（COOK）の使い方ビデオ（日本語あり約 8 分） 
https://www.cookmedical.com/products/cc_aebs_webds/#tab=resources 
 

4）クーデック気管支ブロッカー（外径 3.0 mm／長さ 600 mm） 

  
 

5）RUSCH トラキオパート（気管切開用ダブルルーメンチューブ） 

 

https://www.cookmedical.com/products/cc_aebs_webds/#tab=resources
https://www.cookmedical.com/products/cc_aebs_webds/#zoom-0
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25. 脳神経外科の麻酔 

(1) CBF を維持する 

・CBF を保つことが重要 

・CBF＝CPP/CVR 

CPP＝MAP-ICP 

CBF：脳血流量（cerebral blood fow） 

CPP：脳灌流圧（cerebral perfudion pressure） 

CVR：脳血管抵抗（cerebral vascular resistance ） 

MAP：平均動脈圧（mean arterial pressure） 

ICP：頭蓋内圧（intracranial pressure） 

・CBF は CPP が 50～150 mmHg では一定であるが、頭蓋内病変や慢

性高血圧、麻酔によりこの autoregulation は破綻する 

・CBF が 20 mL/100 g 脳/min 以下、Autoregulation が保たれている場

合は CPP が 50 mmHg 以下になると脳潅流不全が起こる 

・MAP＞60 mmHg を維持。特に TBI（頭部外傷）や SAH では 

 普段の血圧と同じレベルか少し高めに 

・脳潅流不全には CPP と CBF の回復が大切。そのためには MAP↑、 

ICP↓、心拍出量↑、脳代謝↓（深麻酔、低体温、痙攣発作の予防）

をはかる 
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＜CBF に影響するもの＞ 

CBF↑ 血圧↑ 心拍出量↑ PaCO2↑ 吸入麻酔薬 

CBF↓ 血圧↓ 心拍出量↓ PaCO2↓ 静脈麻酔薬 

 

(2) ICP 上昇、脳容量増加を避ける 

・静脈麻酔薬は CMRO2↓と CBF↓により ICP↓ 

・Hypercapnea で脳血管は収縮する（効果は 8-10 時間つづく）ため 

CBF、CBV、ICP が低下。よって脳圧亢進時に過換気は有効。しかし、 

CBF の低下は CMRO2の低下よりも大きいので、脳虚血に注意。また 

PaCO2 25 mmHg 以下にはしない。SAH の時には Hypercapnea は避 

ける 

・利尿薬は BBB を経て脳水分を減らし、ICP を低下させる（効果は 2-3

時間）。マンニトール 0.5-1 g/kg を開頭前に急速投与する（術者から

指示されたら入れる） 

・CSF 排液 

・頭部挙上（15-20 度） 

・脳血管拡張、低酸素血症、高濃度揮発麻酔薬投与、輸液過剰、PEEP、

頸静脈圧迫などの悪化要因を除く 
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(3) 脳腫瘍摘出術の麻酔 

・術前評価で ICP の上昇（頭痛、嘔吐、高血圧、徐脈、意識レベル、病

巣の大きさ、midline shift、脳浮腫、脳室の圧排など）があるかを評

価→IICP のある患者では特に ICP をあげないように注意が必要 

・前投薬：多くの場合鎮静薬は不要 

・モニター：ECG、ETCO2、動脈ライン、中心静脈ライン（必要なら）、

筋弛緩モニター 

・麻酔導入：麻酔導入後、直ちに過換気とする。気道閉塞にはためらわ

ずにエアウェイを挿入する。筋弛緩薬を投与すると換気が容易になる。

ICP 上昇が著しいときは頭部挙上で導入するのもよい 

・気管挿管：筋弛緩が十分効いたことを確認してから挿管操作を行う。

喉頭展開 1～2 分前にリドカイン 2 mg/kg を静注。レミフェンタニル

かフェンタニルで十分に鎮痛し、血圧上昇を防ぐ。血圧が上昇したら、

積極的に降圧する 

・麻酔維持など：術中蛍光診断を行う場合は胃内容を決して吸引してい

けない。レミフェンタニルによる鎮痛が調節性もよく脳外科の麻酔維

持に適している。head pin で固定する際の刺激はとても強いので、十

分量の鎮痛薬が投与されていることを固定前に確認する（MEP を使

用するために筋弛緩薬をリバースする際はピン固定・体位が決まった

後にリバースするとよい）。術者に局麻してもらってから固定しても
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らうと使用量を抑えられる。開頭中は鎮痛薬の必要量が減る。吸入麻

酔薬は脳血流を増加させるが、sevoflurane 1 MAC、isoflurane 0.6 

MAC なら ICP は上がらない。バッキングや気管チューブのトラブル

は絶対に起こさないように細心の注意をする（MEP の時は筋弛緩薬

を使用できないので麻酔は深めで維持し、必要ならフェニレフリンの

持続投与を併用） 

・気管チューブの抜管：大量出血、著明な脳浮腫、調節呼吸を要する場

合は挿管したまま帰室とする。抜管時はリドカイン 1.5～2 mg/kg を

静注し咳反射を予防して抜管する方法もある 

 

(4) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形の麻酔 

・前投薬は投与してよい。ただし破裂脳動脈瘤の場合は患者の意識レベ

ルなどを見て決める 

・高血圧にしないように（挿管時の高血圧に注意！）。ただし破裂脳動

脈瘤で ICP が上昇している場合は、血圧が低下すると潅流圧の低下に

より脳虚血に陥るので危険 

・脳動脈瘤症例では過換気は必要ない 

・temporary clip があるため、低血圧麻酔は要求されなくなってきてい

る。むしろ temporary clip が掛っている間に血圧を下げすぎないよう

に 注意 
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・脳動静脈奇形では出血量が多い。過換気や過度の血圧低下は脳梗塞を

起こしうるので注意！ 

・spasm を予防するためにも、輸液は normovolemia にする 

 

(5) V-P シャントの麻酔 

・ICP 上昇患者の麻酔に準ずる 

・通常は末梢ラインのみ 

・シャントチューブを通すための皮下トンネルを作成するときに血圧 

が上昇しやすいので注意 

 

(6) 頭蓋形成術の麻酔 

・出血量が多いのでラインを確保しておく 

・動脈及び中心静脈ラインが必要なこともある 

 

(7) 経鼻的下垂体手術の麻酔 

・気管チューブは、RAE チューブで左口角に固定する 

・鼻から胃管を挿入しない 

・術野にエピネフリンを使用するので、血圧、心拍数の変化、不整脈の

出現に注意する 

・静脈ルート 1 本で充分である 
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(8) CEA の麻酔 

・血圧を保つこと 

・動脈ラインは必須。中心静脈ラインが必要になることもある 

・心臓合併症のある確率が高いので注意 

・術前の脳血流シンチの結果によっては（術後、虚血部位の血流が過度

に上昇すると予想される場合）、挿管帰室になることもある 

・術後も血圧が変動しやすい。多くは高血圧となるがまれに下がること

もある 

・INVOS を使用してもよい 

 

(9) 脊髄係留手術（小児） 

・MEP を使用することが多い。その場合、プロポフォールをやむを得

ず使用しなければいけないことを脳外科サイドからも IC してもらう 

・IVPCA を依頼される（小さい子の場合はシリンジポンプ＋脳外科管

理依頼でも可。この場合は初めから脳外科サイドに管理を依頼する） 

 

(10) 座位手術 

・やめるように術者を説得する 

・座位手術の最大の欠点は空気塞栓（VAE）である 
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＊VAE（Venous air embolism:空気塞栓） 

・モニタリング：経食道心エコーがもっとも鋭敏、他 ETCO2モニター、

胸壁ドップラー 

・予防：PEEP、容量負荷、低換気（効果はどれも立証されていない） 

・所見：経食道心エコーで視認、ETCO2低下、SpO2 の低下、肺動脈圧・

中心静脈圧の上昇、不整脈の出現、血圧の低下、動脈血炭酸ガス分圧

の上昇 

・治療：術者に知らせ術野に水をまいてもらう（空気の流入を防ぐ）。

亜酸化窒素を切り、100％酸素にする。空気を中心静脈ライン（左心

房）より引く。患者を左側臥位、頭低位にする 

 

(11) Awake Craniotomy の麻酔 

定位脳手術（パーキンソン病に対する刺激電極埋め込み手術）、運動 

野・感覚野や言語野などに関連する脳腫瘍手術などで行われる。日本 

麻酔科学会より「Awake Craniotomy 麻酔管理のガイドライン」が 

出ているので、それを一読することを勧める 

＜ポイント＞ 

・基本的には前投薬なし、投与するときはリバース可能なベンゾジアゼ

ピン系薬にする 

・Awake Craniotomy では PaCO2 の管理が不確実なため、脳容積を増 
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大させる危険のある吸入麻酔薬の使用は避け、プロポフォール TCI を

用いた鎮静±最小限のフェンタニル（またはレミフェンタニル）を用

いる 

・意識消失時には LMA を挿入して補助呼吸または調節呼吸で管理する 

・局所麻酔を十分にしてもらうと同時に、局所麻酔薬の使用量が多くな 

った場合は局所麻酔薬中毒に注意する 

・長時間にわたることが多いので、尿道カテーテルは入れておく 

・覚醒時には原則、鎮静薬・鎮痛薬は投与しない。疼痛時は局所麻酔の 

追加で対処 

・術中、嘔気・嘔吐が生じることがある→制吐剤投与 

・術中、痙攣発作が起きることがある→手術操作を中止してもらう、脳

表を冷水で冷やす、抗痙攣薬の投与 

・覚醒が必要でなくなったら、プロポフォールで鎮静し、自発呼吸で管

理するか、LMA 挿入し管理する 

 

(12) SEP・MEP をモニターする際の麻酔 

1）SEP（somatosensory evoked potentials：感覚誘発電位） 

・SEP は EEG とは異なり、特定の刺激に対する解剖学的に特異的な 

回路をモニターすることができる。EEG に比べ振幅が小さいため 

に、コンピュータによる加算が必要である 



 204 

・静脈麻酔には抵抗性があるが、吸入麻酔薬では従用量的に振幅の低下

と潜時の延長を認めるため、静脈麻酔か 1MAC 程度の浅い吸入麻酔

薬で行う。ケタミンは SEP の振幅を増強するので、SEP が出にくい

症例では使用を考慮する 

2）MEP（motor evoked potential：運動誘発電位） 

・MEP は運動路のモニターで、運動野の刺激に対する筋電図である 

・筋弛緩薬使用下ではモニターできないため、筋弛緩薬を使用せずに挿

管するか、ロクロニウムを用いて挿管し、その後リバースする。術中

に筋弛緩薬を使う場合は TOF で 50％以上になるように保ち、MEP

の振幅の変化がモニター上重要な場合には筋弛緩の程度を測定者に

伝える 

・吸入麻酔薬は影響が大なので、基本的に静脈麻酔で行う 

＜ポイント＞ 

・SEP、MEP ともに基本的には TIVA で行う→TIVA の項を参照 

・TIVA なので BIS をモニターすること（MRI の撮影時はナビゲーショ

ン開始時にはずす） 

・筋弛緩をモニターする（MEP では筋弛緩が回復していることを必ず

確認） 

・MEP では強く歯をかみしめてしまうので、必ずマウスピースを挿入 

する。通常、ECT 用のバイトブロックを用いるが、手術時間が長くな 
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ることも多く、バイトブロックや挿管チューブで舌や口腔内に潰瘍を 

形成することも多いため、はさみでカットして必要最小限の大きさに

するなど細心の注意が必要である。ガーゼを丸めたものをバイトブロ

ックとして使用するのもよい。損傷のリスクが高ければマウスピース

の作成を脳外科に依頼する（脳外科から歯科に依頼が行く）。経鼻挿管

も考慮する 

 

(13) 術中 MRI（iMRI）の麻酔（OR1 を使用する麻酔はこれに従う） 

・初めて iMRI の麻酔を担当する場合はトレーニング受けるか、教育用

動画を観る→画像は MRI 操作室の Mac の PC に入っている 

・麻酔科フォルダ内「iMRI ぽりぽり改訂版（power point file）」を熟読

する 

・MRI を撮影していない時でも、磁性体を持ち込むと落とす可能性が 

あるため、OR1 に入る際には必ず、操作室に置いてある金属探知機と

マグネットで磁性体を身に着けていないこと、持っていないことを必

ず確認する 

・OR1 に入る人は、必ず MRI 操作室にあるチェックリストを確認して

記入、サインし（1 人 1 枚）、ホワイトボードに名前を書く 

・iMRI 当日は、7 時 30 分～8 時、放射線技師により MRI チェックが      

行われる。その間は OR1 内に入れないわけではないが、騒音もあり、
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OR1 内での作業は避けた方がよい。また、ノイズの問題でモニターな

どの電源を落とさなくてはならない（MRI 撮像時と同じ）のでモニタ

ーの立ち上げはその後に行う 

・麻酔カートは OR1 内か OR1 前の廊下に置いてある MRI 専用カート

を使用する。金属針が入っておらず、MRI 対応のチタン製はさみが入

っているなど、磁性体が一切入っていない仕様になっている 

・シリンジポンプは撮影時以外はシールドボックスから出しておいて 

 もよい 

・OR1 麻酔器の引き出しに術中 MRI チェックリストのコピーが入って

いるので、入室前準備の段階からそれに従い、☑を入れる。コピーが

入っていない場合は麻酔室で印刷して持っていく。このとき多めに印

刷して引き出しに入れておく 

・OR1 には PHS は持ち込めないので、連絡は MRI 操作室に電話して

もらうようにする 

・術中のモニターの切り替え方、麻酔記録の移動（OR1 内→MRI 操作

室）の仕方はモニター近傍にある操作手順に従って行う 

＜ポイント＞ 

・ライン類は十分に延長しておくこと 

・すべてが MRI 対応の機器であることが望ましいが、MRI 対応ではな

い機器もある（対応している物にはシールが貼られている） 
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・MRI 対応ではない機器は MRI 撮影のときは 5 ガウスラインの外に置

く（床に色枠の外） 

・MRI 対応でない機器はノイズの原因になるので、全て電源をおとす 

・ワイヤーケーブルのループは皮膚熱傷の原因になるので皮膚に接触さ

せない 

・撮影中は患者に近づけない、視認も困難（なので操作室にいてよい） 

・撮影中は騒音のためか、麻酔薬を減らすと血圧が上昇するので、投与 

量は減らさない 

・撮影中に麻酔薬がなくなったりシリンジポンプが停止すると非常に危

険なので、撮影前に麻酔薬の残液量やリンジポンプが正しく作動して

いるか確認すること 
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26. 小児麻酔 
・小児は身体的・生理的に発達途上にあるため、年齢ごとに麻酔管理 

が異なる。患児の年齢における解剖、生理、薬理学上の特徴を理解 

した上で麻酔管理する 

(1) 術前診察 

・基本的に親（保護者）への問診と説明が必要である。患児が意思疎通 

可能な年齢の場合は、不安を与えない程度に、導入までの流れを説明 

する（マスクを顔にあてることなど） 

・ BIS モニターを使用する場合は、しばらく額に痕が残る可能性がある

ことも伝える 

1）問診 

・出生時の異常の有無（出生週数、出生時体重、帝王切開の有無、帝王 

切開なら理由など） 

・既往歴（特に喘息、アレルギー、最近の風邪症状）、麻酔歴（その際 

の異常の有無） 

・過去 1 ヶ月以内の予防接種、血縁者の筋疾患や悪性高熱症の有無 

2）診察 

・顎の大きさ、咽頭（発赤、アデノイド肥大の有無）、胸部の聴診、 

 動揺歯の有無（乳歯の生え変わりの時期は特に注意）など 
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(2) 予定手術の延期を検討すべき状態 

・発熱（38℃以上）、中程度以上のかぜ症候群（かぜスコア参照）、伝染 

性疾患（麻疹、水痘、風疹）の罹患や潜伏の可能性がある時、下痢・  

嘔吐、過去 4 週間以内の喘息急性発作、最近の予防接種（生ワクチン  

なら 1 ヶ月以内、死菌ワクチンなら 1 週間以内）  

・これらがある場合は、手術の緊急度と照らし合わせて麻酔の可否を 

決定する 

 

乳幼児のかぜスコア 

項目（各 1 点） 

鼻閉・鼻汁・くしゃみ    食思不振・嘔吐・下痢 

咽頭発赤・扁桃腫脹   咳そう・喀痰・嗄声 

呼吸音異常    胸部Ｘ線写真異常 

白血球増多（乳児 12,000 幼児 10,000/mm3 以上） 

かぜの既往（入院前 2 週間以内） 

発熱（乳児 38.0 幼児 37.5℃以上） 

年齢因子（生後 6 ヶ月未満） 

⇒ かぜスコア 

0-2 点：健常群、 3-4 点：境界群、 5 点以上：危険 
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(3) 術前オーダー 

1）経口摂取制限 

・長時間の絶飲食は脱水、低血糖、空腹感によるストレスの増強を引き

起こすため、可能な限り避ける 

・病棟の指示受けミスが相次いだため、特別な事情がなければ一律に 

 固形物    0 時より禁 

 粉ミルク/牛乳   6 時間前まで 10 ml/kg まで可 

 母乳    4 時間前まで欲しがるだけ 

 clear water   2 時間前まで 10 ml/kg まで可 

 

2）前投薬 

・全身状態が良好な患児（人見知りが始まる 6 ヶ月以上）では、前投薬

を投与した方が手術室への入室・マスクの受け入れなどを円滑に行う

ことができる。ただし、気道狭窄や扁桃肥大ある患児には慎重に投与

を検討する。日帰り手術、全身状態がよくない場合などは処方しない 

内服前投薬の処方方法 

 薬剤     投与量  最大量  内服時間      

ミダゾラムシロップ  0.5 mg/kg  10 ml  入室 60 分前 

セルシンシロップ   0.3 mg/kg  10 ml  入室 90 分前 

クロニジンラムネ   4 µg/kg（10 kg 以上）  入室 60 分前  
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＊ミダゾラムシロップは院内製剤であり、処方が異なる 

・ 前日１５時まで：印刷した処方カルテ控えをファーマシー入り口ド

アにある専用ファイルに入る→薬剤師さんが該当病棟に届ける 

・ 前日１５時以降：麻酔科で準備し、病棟に届ける 

  手術室薬剤ファーマシー冷蔵庫内にある 

  内服薬なので、JMS 注入器（胃管用）で準備する 

＊経口投与不可の場合、入室時にケタミン 5 mg/kg またはドルミカム 

1 mg/kg を注腸する方法もある 

 

(4) 麻酔準備 

・大きさに注意！導入から抜管までイメージして、必要なものすべて体

格に合わせた小さいサイズを持っていく（前後のサイズも！多めに） 

・気道確保の道具は特に念入りに 

“SOAP ME” 

・Suction：吸引、吸引管（＜1 才 5, 6Fr、≧1 才 8, 10Fr） 

・Oxygen：酸素、酸素フェイシャルマスク 

・Airway：気道確保の準備：マスク、呼吸器回路（細いの）、人工鼻、 

 バック（体重(kg)/10）L、気管チューブ、LMA、スタイレット、 

 喉頭鏡（1-3 才 Mac1、≧4 才 Mac2）、スタイレット、バイトブロッ 

ク、小児用フレキシブルツリー（通称ゴジラ）、エアウェイなど 
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・Pharmaceuticals：薬：生食か 5%糖液にて希釈する。微量なので、 

 1 回使用分ずつ小分けにする 

硫酸アトロピン（アトロピン 0.5 mg/1 ml 1A＋生食 4 mL= 5 mL、 

0.1 mg/ml）0.01 mg/kg 

フェンタニル（フェンタ（小）250 ug/5 mL 1A＋生食 20 ml= 25 mL、 

10 ug/mL）1 ug/kg 

エスラックス 0.6 mg/kg 

・Monitors：モニター：胸壁聴診器、小児用 BIS モニター、体格に合 

 わせた非観血的血圧計など 

・Equipments：その他、輸液ポンプ、小児用の末梢ラインセット 

 （60 滴/1 ml）、N-G チューブ（6-12Fr）など。 

＊Room 5 奥のカートに、小児麻酔に必要な物品が揃えてあるので、適 

宜補充できる 

＊ 気管チューブ：カフなしとカフありがある。カフなしは、次の表を参

考に、予測されるサイズとその前後の径のものを含めて 2 つずつ準備

する。カフありは 0.5mm サイズダウンか、パッケージの対象年齢を

参照する。乳児以下は原則カフなしチューブを第一選択。乳児以下で

のカフありチューブ使用は合併症の報告もあり、適応をよく検討して

使用し、注意して管理すること 
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＊カフなしチューブ 

年齢    ID       

新生児（満期）  3.0 mm 

乳幼児（1 歳未満）  3.5 mm 

1－2 歳    4.0 mm 

2－3 歳    4.5 mm 

3－4 歳    5.0 mm 

4－5 歳    5.5 mm 

5－6 歳    6.0 mm 

6 歳以上    5.5-7.0 mm 

 

＊ラリンゲルマスク（原則として 6 ヶ月以上。小さいサイズは難あり） 

体重    サイズ  

 －10 kg   No.1.5 

10－20 kg   No.2 

20－30 kg   No.2.5 

30 kg－    No.3     

 

 (5) 麻酔導入 

・患児にとって親から離れて手術室にいるだけで大変強いストレスにな



 214 

る。入室後は、可能な限り速やかに麻酔導入を行うことが望ましい 

・ 元気な児は保護者の希望があれば同伴入室も可だが、オーベンに相談

して決める。保護者には事前に導入の様子を説明しておくこと（病棟、

看護師にも事前に伝えておくこと）。保護者が不安だと、同伴は逆効

果なこともある 

・ 人見知り前の乳児の場合、状態のよくない場合、導入に気道など問題

のある場合は、同伴にしない（結局余計に親もストレスになる） 

1）心電図、自動血圧計、パルスオキシメーターを装着する 

2）末梢ラインを確保されてない、誤嚥リスクのない ASA1-2 の患児で

は、GOS（AOS）による緩徐導入を行う。児がマスクを受け入れやす

い様に工夫する（好きな香りをマスクにつける、好きなキャラクター

の DVD を観ながらなど） 

 マスク換気下に意識が消失したら、末梢ラインを確保する 

＊末梢ラインが確保されている場合は急速導入を行うこともある 

＊術前の胸部写真で、胃泡が目立つ場合は急速導入を考慮する 

3）十分な麻酔深度を得た時点で経口気管挿管を行う 

4）気管に入ったら肺音に左右差がないか、よく確認する（カフがない 

  ので、片肺挿管でも音は聞こえる）。左胸を聴診しながら片側換気 

  になる位置を確認するのもよい。この時は適切な距離まで（約 2 cm） 

  引き抜いて固定する 
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5）リーク圧を確認する。20-25 mmHg の圧でリークするのが適切であ

る。低い圧でもリークが発生し、かつ換気が不十分になる恐れがある

場合は、0.5 mm 太いチューブに入れ替える。また、30 mmHg でも

リークしない場合は、0.5 mm 細いチューブに入れ替えることがある。 

 カフありチューブは、カフを入れた状態で 20cmH2O の加圧でエアー

リークがある様に調節する。カフ内圧通常 10cmH2O 以下（高くとも

20cmH2O を超えない様にする）。乳児以下はカフなしチューブを使用

するか、より低い圧で管理する 

 

(6) 術中管理 

1）麻酔維持：GOS（AOS）にて維持。セボフルランの MAC は年齢に

よって異なるので注意 

2）循環管理：血圧、心拍数の年齢ごとの正常値を確認しておく 

心血管系正常値 

年齢 HR（/min） sBP（mmHg） dBP（mmHg） 

早期産児 120-180 45-60 30 

満期産児 100-180 55-70 40 

乳児（-1 歳） 100-140 70-100 60 

幼児（1-6 歳）   90-110    90-100 60-65 

学童（6-12 歳）    80-100 100-120 60-70     
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輸液量 

・維持輸液       4 ml/kg/hr  

・小手術（ヘルニア、副耳、口蓋裂など） 4-6 ml/kg/hr 

・開腹手術       10-20 ml/kg/hr 

＊出血しなくても、小児では開腹しただけで不感蒸泄の増加により 

hypovolemia になることがあるので注意 

＊輸液は基本的にフィジオ 140 でよい 

 

3）呼吸管理：呼吸数 20-30 回/min 1 回換気量 7 -10 ml/kg 

カフなし挿管チューブはリークを前提にしているため、呼吸器の設定 

は上記数値を参考にして従圧式換気で行うことが多い 

LMA 管理では声門閉鎖に常に注意すること。筋弛緩薬を準備 

4）体温管理：小児では体重あたりの体表面積が大きいこと、体温調節

機構が未発達であることなどから環境温度に左右されやすい。室温を

上げる、頭部を覆う、輸液、輸血を加温するなど保温に努める 

 

(7) 麻酔覚醒 

・自発呼吸、咳そう反射、体動の出現を待って抜管する。非脱分極性筋

弛緩薬を使用している場合は、ネオスチグミン（0.05 mg/kg）と硫酸

アトロピン（0.02 mg/kg）、又はスガマデクス（2-4 mg/kg）で拮抗 
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・覚醒後興奮の頻度は高い。麻薬（フェンタニル 1 µg/kg）の使用や区

域麻酔の併用で軽減される 

・LMA は深麻酔下抜管を考慮する 

 

小児薬用量 

・導入  硫酸アトロピン  0.01 mg/kg 

   サイアミラール  3-6 mg/kg 

   プロポフォール  2-3 mg/kg 

   ミダゾラム   0.1-0.2 mg/kg 

   ケタラール   1-2 mg/kg （筋注 5-10 mg/kg） 

   ベクロニウム  0.1 mg/kg 

   ロクロニウム  0.6 mg/kg 

・鎮痛  ペンタゾシン  0.3 mg/kg 

   フェンタニル  1 µg/kg 

   塩酸モルヒネ  0.1 mg/kg 

・鎮静  ミダゾラム   0.1-0.2 mg/kg 

   ケタミン   1-2 mg/kg 

・その他  アミノフィリン  5 mg/kg を 5 分以上かけて投 

与した後 1 mg/kg/hr 

   ヒドロコルチゾン 5 mg/kg 
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新生児の麻酔 

・新生児は出生後に胎児循環から新生児循環へ大きく変化しながら移行

していく。呼吸、循環が生理的に安定するまで約 1 ヶ月かかるため、

手術予定日の時点の患児の呼吸循環の変化がどの時期にあるかを把

握しておく必要がある 

1）術前診察での注意点 

・循環：血圧、心拍数の正常値を確認（表参照）、心奇形、PDA の状態 

を確認 

・呼吸：顔貌（小顎、ダウン様）、呼吸回数、酸素の必要性、無呼吸発

作の有無、サーファクタントの必要性などを確認、術後呼吸器管理の

必要性について検討 

・神経系：意識状態、頭蓋内出血の有無 

・体温：容易に低体温に陥るので、室温を 32℃程度に上げておく 

・凝固：出生 24 時間以内の場合は Vitamin K の静注（小児科に確認） 

・その他：染色体異常など奇形症候群が疑われるときは、挿管困難の可 

能性を念頭におき、気管支ファイバーの準備もしておく 

2）術中管理の注意点 

・薬剤は 5％糖液にて希釈し、1 ml のシリンジに小分けにしておく 

・生後 1 ヶ月くらいまでは、オピオイド受容体の感受性が高く、フェン

タニルの投与は 1 µg/kg 程度で十分なことが多い（術後無呼吸のリス
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クがある） 

・腎機能、肝機能が未熟なため筋弛緩薬投与も最小限にする 

・薬剤投与時は空気が混入しないように注意 

・維持輸液は 5-10％糖液を用いるが、開腹手術などで喪失する不感蒸散

分は、細胞外液や 5%アルブミンで補う 

例）体重 3 kg→10％糖液 12 ml/hr＋側管からヴィーン F 18 ml/hr 

・不必要な高濃度酸素の投与は避ける 

・低血糖、低 Ca 血症、低 Na 血症に注意する 

・メイロンが必要な際は蒸留水にて 2 倍希釈し、急激な補正はさける 

 

硬性気管支鏡の麻酔 

・術者と十分にコミュニケーションをとって麻酔管理を行う 

・硬性鏡を使用中は気道抵抗が非常に高いので、視診および胸壁聴診器 

などを用いて換気が出来ていることを十分に確認する 

・気道抵抗、リークが多いので酸素の流量を増やし用手換気する 

・気管軟化症の診断目的の場合は自発呼吸の出現を求められる 
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27. 小児の区域麻酔 
・ターゲットが小さく操作も繊細であること、また、全身麻酔下で行う

ことから、成人である程度慣れてから段階を踏んで施行すること 

・薬剤動態が成人と異なる。思わぬ事態（局所麻酔薬中毒など）に注意 

(1) 仙骨麻酔（Caudal block） 

1）適応：下腹部、会陰、下肢の手術（鼠径ヘルニア根治術、陰嚢水腫 

根治術、尿道下裂など）。新生児期も適応になるが、硬膜下端が S3 

なので注意 

2）禁忌：刺入部の皮膚に炎症があるとき、血液凝固異常、循環血液量 

の減少が著しいとき、脊髄脊椎異常、脊髄髄膜瘤・くも膜嚢胞がある 

とき、肺高血圧と心疾患を合併するときなど 

3）準備 

・局麻セット 

・5-10 ml のディスポーサブル注射器 

・25G ブロック針：先端が鈍（45 度）であるため穿通感を得やすい 

・小児用延長管（X1-120 cm） 

・エコーカバー（エコーガイド下の時） 

4）方法 

・気管挿管又はラリンゲルマスクによる全身麻酔下に行う 

・左側臥位をとり、穿刺の前に後上腸骨棘と仙骨裂孔を確認する 



 221 

・あらかじめ刺入部に 22-18G 針で皮膚に孔をあけておく 

・皮膚、仙尾靱帯と 2 回の穿通感のあとに抜けた感じがしたところで、 

逆流がないのを確かめ、薬剤をゆっくり注入する。皮膚の膨隆や極度

の抵抗がなく、注入がスムーズであることが大切 

・仙骨麻酔施行時には別の麻酔科医に頭側に立ってもらい、呼吸、循環 

を管理してもらう 

5）局所麻酔薬の選択と量 : 0.2% Ropivacaine 0.7-1.0 ml/kg,  

  6 ヶ月以下 0.1% に薄める 
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(2) 硬膜外麻酔 

・ほとんどの症例で全身麻酔下に行う 

・皮膚から硬膜外腔までのおおよその距離を頭に入れて針を進める 

腰部：(10＋体重 (kg) ) × 0.8 mm、胸部ではそれより浅い 

・エコーで硬膜外腔までの距離を測定する 

・小児では仙骨がまだ癒合していないので仙椎椎間硬膜外麻酔も可能 

 後腸骨棘を結んだ線がほぼ S 2/3、棘間を数える目安にする 

・“しっかり体位をとり、きちんとした道具を使い、ある程度成人の硬 

膜外麻酔に慣れた者が、指導医のもとで行う” 

1）適応：ヘルニア、陰嚢水腫、包茎、肥厚性幽門狭窄、下肢の抜釘な

どでは one shot のみ。2 時間以上の開腹、開胸手術、下肢の手術な

どではカテを留置する 

2）禁忌：仙骨麻酔に準ずる 

3）準備 

・小児用硬膜外麻酔コンプリートセット（19G、35 mm） 

・100 ml 生食ボトルに小児用点滴セットつないでみたしておく 

4）方法：（点滴法：点滴の滴下で硬膜外腔を同定） 

・患児を側臥位にして、介助者に大腿を腹部につけるようにしてもら 

い、背中を丸めてもらう（気管チューブや LMA の位置、換気に注意） 

・左手でしっかりと棘間を押さえ、針を 5 mm ほど進めたところで内
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筒を抜く 

・生食で満たした小児用点滴セットに延長管を接続して生食で満たす 

・点滴を全開にしたまま延長管を硬膜外針に接続する 

・針の羽を両手でもってゆっくり進めていく 

・介助者は点滴が落下し始めたら教える ”ポタポタ“など声に出して

（施行者は、硬膜外針の中の小さい気泡が吸い込まれるのでも分かる） 

・One shot の場合はここで薬液を注入する 

・カテを入れる場合は硬膜外針の先端を頭側に向け、イントロデュー 

サーをつかってカテーテルをそっと進めていく 

・目的の棘間までカテーテルを進めたら針を抜き、ステリーとテガダ 

ームでしっかり固定する 
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5）局所麻酔薬の選択と量 

・小児ではエピネフリンを添加する意味はあまりないので添加しない 

ことが多い。投与前後の ST 変化に注意 

・one shot の場合：0.2%ropivacaine を、腰部では 0.7 ml/kg、胸部 

では 0.5 ml/kg、ゆっくり注入。6 ヶ月以下は 0.1%に減量 

・カテーテル挿入の場合：カテを挿入する前に局所麻酔薬を one shot 

投与する。維持は循環動態を見ながら、0.2％ropivacaine を 

0.2 ml/kg ずつ、1-1.5 時間ごとに追加投与していく。新生児では濃 

度、量、追加を減らす 

・術後は 0.2%ropivacaine を 0.2 ml/hr（10 kg 以下では 0.1 ml/hr）で

持続投与 

・ケースによっては、局所麻酔薬にフェンタニル（乳児では 0.5 µg/ml、

幼児以上では 1 µg/ml）を加える。帰室後はパルスオキシメーターを

付けてもらう。新生児は原則投与しない 

＊塩酸モルヒネは遷延性呼吸抑制をきたすことがあるので、一般病 

棟に帰室するときは注意が必要 

・カテーテル留置が 2 日以上になるときは包交して必ず毎日カテ刺入 

部を観察する 
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(3) 腸骨鼠径神経ブロック：Ilio-Inguinal Block 

・硬膜外麻酔などより手技的には簡便。仰臥位のまま施行できる。 

 脊髄髄膜瘤の手術後や脊椎に奇形をともなう患児の下腹部の手術 

 には特に適応がある 

1）準備 

・局麻セット 

・ブロック針（先端が 45 度で鈍であるため穿通感が得やすい） 

・2.5-5 ml ディスポシリンジ 

・エコー（S-nerve） 

2）方法 

・Ilio-Inguinal Nerve は Th12/L1 からでて前上腸骨棘のすぐ内側を走 

行し、この少し頭側で内腹斜筋の下にもぐり、外腹斜筋との間を走行 

する 

・臍と前上腸骨棘を結んだ線の外側 5 分の 1 のところで穿刺し、腸骨 

 に向けて針を穿刺する。腹腔内に入らないよう注意する。 

・2 度の穿通感が得られたところで吸引し血液の逆流が無いことを確 

かめて、局所麻酔薬を投与する 

・稀だが、腸管損傷、大腿神経ブロックがおこったという報告もある。

穿刺位置、深さに注意 

3）局所麻酔薬の選択と量：0.2-0.3%ropivacaine 0.2 ml/kg 
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28. 持続疼痛管理（IV opioid）小児用 
・開腹、開胸手術など術後疼痛の強いもので、硬膜外麻酔等を使用し 

ない時の術後鎮痛に用いる 

・薬物動態が成人とは異なる、また呼吸循環予備能が低いので、術後 

  よく観察し、その評価によって適宜使用量を調節する 

(1) PCA（patient control analgesia） 

・fentanyl を用いる 

・7-8 歳以上で理解力のある小児で使用 

・back ground : 0.15 μg/kg/hr 

bolus : 0.25 μg/kg  

lock out time : 7-12 min 

かつ、4 時間の fentanyl 量が 4 μg/kg を超えないように設定する 

・fentanyl 血中濃度が 1.3-1.5 ng/ml 程度を維持するように設定 

・手術部位や疼痛により調節 

 

(2) morphine 持続（PCA でない） 

・塩酸モルヒネ Wt (kg) / 2 mg を 50 ml（1 ml/hr=10 µg/kg/hr）として

1-4 ml/hr 
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＊注意点 

・呼吸抑制、嘔気等の副作用の出現や疼痛状態により適宜調節する 

（小児は自分で表現するのが難しいこともあるので、よりこまめに） 

・術当日は ECG（HR）、SpO2をつけてもらう。使用中は SpO2モニタ

ー装着。酸素投与・気道確保の準備はしておく 

・嘔吐が激しいときは、bolus 量を減らし、lock out time を短くする（ド

ロペリドールは小児の場合錐体外路症状がでやすいので原則使用し

ない） 

・bolus を押す回数が減ってきたら back ground 量を減量、off にして 

いく。2POD には活動度により、減量するか検討 

・新生児（特に未熟児）は元々apnea のリスクがあるので、原則使用し

ない。または減量、慎重投与 

・傾眠傾向、呼吸数減少などの症状に注意する。出現したときには減 

量や中止、またはナロキソンの投与も考慮する 
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29. TUR（経尿道的切除術）の麻酔 
(1) 術前評価 

□ 基本は脊髄くも膜下麻酔なので、その禁忌が無いことを確認する 

□ 血小板数が正常 

□ 凝固能が正常 

□ 抗凝固療法中ではない 

□ 脊椎および穿刺部皮膚に病変がない 

□ 循環不全の状態ではない 

□ 本人が拒否していない 

⇒禁忌が１つでもあれば、全身麻酔を選択 

□ 泌尿器外科から閉鎖神経ブロックの希望がでているか確認する 

ORSYS の手術申し込み、重要事項伝達欄に記載あり（左右を間違え

ない！） 

□ 希望あり（両側 or 右 or 左） 

□ 希望なし 

□ 同様の手術歴があれば、過去の麻酔記録をチェックする 

□ 麻酔記録あり⇒穿刺椎間、使用薬（量）を確認 

□ 初回 or 他院で手術 
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(2) 麻酔準備 

□ 脊髄くも膜下麻酔 

□ 酸素、酸素マスク 

□ 末梢ライン 

□ エフェドリン（5 mg/ml：1 A + 生食 7 ml） 

□ 脊椎麻酔セットの確認 

高比重・等比重マーカイン、スパイナル針 70 mm、 90 mm 

□ クリーントレイ（麻酔車の 1 番下の引き出し） 

□ 全身麻酔（合併症に備え常に準備する） 

□ 麻酔器の起動 

□ 脊髄くも膜下麻酔を予定している場合は、全身麻酔薬は持ち出す

だけで、シリンジにはすわない（プロポフォール 1A、臭化ロクロ

ニウム 1A、フェンタニル 1A など） 

□ 閉鎖神経ブロック 

□ クリーントレイ（脊麻で使用したものを、清潔に転用してもよい） 

□ 電気刺激装置（棚番号 S7－2） 

□ 電極パッチ 1 個（筋弛緩モニターに使用するもの） 

□ ブロック針（10 cm のステイムプレックス：棚番号 S6-3） 

□ 0.25－0.5％アナペイン（10－20 ml／片側） 

□ 場合によって、エコー（S-Nerve） 
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(3) 閉鎖神経ブロックの方法 

・ ランドマーク法では、刺入点は恥骨結節の 1.5 cm 外側、1.5 cm 下方 

・ エコーでは、長内転筋と短内転筋の外側の筋膜の交差点の筋膜肥厚部

が刺入目標 

・ 刺入点は麻酔がすでに効いているはずなので、局麻は不要 

・ ランドマーク法の場合、針を皮膚に垂直に刺入し、針先が恥骨下枝に

当たったら針を皮下まで引き抜き、やや外側、上後方に向けて再び刺

入 

・ このとき 1.0～1.5 mA で電気刺激を行い、大腿内転筋の収縮を観察し

ながら針を進める 

・もっとも強い収縮がみられたところで、吸引による血液の逆流がない

ことを確かめた後、局所麻酔薬を注入する。注入後に電気刺激による

収縮が消失することで、ブロックの効果を確認、分枝が多いので電気

刺激に反応する場所をしらみつぶしにブロックする必要がある 

 

(4) 術中・術後合併症 

・ 水中毒（TUR 症候群） 

前立腺には静脈が豊富に存在しており、手術によって切断された部位

から還流液が循環血液中に吸収されることによる。初期症状は血圧上

昇、悪心、嘔吐、不穏、興奮、視力障害などであり、進行すると痙攣
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からショック症状を呈する。診断は血清ナトリウム値の低下。治療は

輸液の制限と利尿薬（ラシックス）の投与であり、重症例では 3%高

張食塩水を用いることもある。なお最近では術中にバイポーラを用い

ることが増えており、灌流液に生理食塩水をもちいるため水中毒の発

生は減っている 

・ 出血 

前立腺には静脈が豊富に存在しているため、術中の出血量は多い。し

かし、その評価は還流液での洗い流しや排尿により困難となるので注

意が必要。目安としては切除時間 1 分間あたり 2～5 ml 

・ 膀胱穿孔 

膀胱腫瘍の部位が膀胱三角部にある場合には、電気刺激が膀胱側壁を

通過する閉鎖神経を刺激し、大腿内転筋群の急激な収縮を誘発して膀

胱穿孔を起こす可能性がある。穿孔をおこすと循環動態の変動、腹痛、

悪心、嘔吐、腹壁の緊張、腹部の膨満を認める。予防方法として、閉

鎖神経ブロックないし筋弛緩薬を使用した全身麻酔を行う 
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30. 帝王切開の麻酔、妊婦の麻酔 
・帝王切開は、難易度が高い麻酔の一つである 

・妊婦の特性を理解する必要がある 

生理的変化：高い酸素消費量、機能的残気量の低下、挿管困難、粘膜 

充血、血液希釈、心拍出量増加、胃食道括約筋のトーヌス低下、局所 

麻酔薬の必要量低下、吸入麻酔 MAC の低下、妊娠子宮の下大静脈圧 

迫（仰臥位低血圧）など 

胎児への配慮：母体の低血圧、低体温、低血糖、低酸素血症を避ける 

など 

 

(1) 麻酔方法の選択 

1）定時手術：原則は脊椎麻酔＋硬膜外麻酔 

・BMI が 28 以上の場合は、術後抗凝固療法を行うため脊椎麻酔のみ 

・母体の凝固障害がある場合は、程度により脊椎麻酔か全身麻酔を選択 

する 

・母体が HIV 陽性の場合は、全身麻酔を選択する 

2）緊急手術：緊急度によって麻酔方法異なる 

緊急度１ 

母体適応：常位胎盤早期剥離（DIC）、前置胎盤大量出血、子宮破裂、 

臍帯脱出 
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胎児適応：胎児仮死（回復しない prolonged bradycardia、 

late deceleration without variability） 

目標娩出：手術申し込みから 15-30 分以内（ASAP） 

麻酔方法：全身麻酔 

 

緊急度２ 

母胎適応：前置胎盤の中等度出血、子癇発作など 

胎児適応：胎児仮死（いったん回復した prolonged bradycardia、繰 

り返す late deceleration、持続的に出現する severe variable  

deceleration） 

目標娩出：手術申し込みから 1 時間以内 

麻酔方法：可能なら脊椎麻酔 

  

緊急度３  

母胎適応：前置胎盤の少量出血、重症妊娠中毒症、分娩停止、分娩遷 

延、破水後遷延 

胎児適応：子宮内胎児発育遅延、胎児異常（新生児科、小児外科の 

希望） 

その他：定時帝切予定患者の自然陣痛発来や前期破水 

麻酔方法：脊椎麻酔（＋硬膜外麻酔） 
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(2) 脊椎麻酔、硬膜外麻酔 

＊いつでも全身麻酔に切り替えられる準備はしておく 

1）フェイスマスクで酸素投与  

2）細胞外液剤 1000～2000 ml 輸液 (糖を含まない物、加温した物 

が望ましい)。禁忌がなければボルベン 500～1000 ml を考慮する 

3）Aortocaval Compression（Supine Hypotension Syndrome：増大し 

た子宮による大動脈、下大静脈の圧迫) 防止のため、右側臥位で穿刺 

後、左側臥位とするか右腰部 に枕を入れる 

4）妊婦が麻酔直後に嘔気やめまいを訴えたら血圧低下を疑う 

5）麻酔レベルはＴ4 の高さまで必要 

 

脊椎麻酔 

・妊娠により局所麻酔の拡がりが増すため、脊椎麻酔で、あるレベルを 

得るのに必要な局所麻酔量は 30～50％減少している。 

・脊椎麻酔薬注入後、最初の数分間は、1 分毎に血圧測定 

・L４/５間からの穿刺では頭側に広がらないことがある 

硬膜外麻酔 

・2％リドカインで分節あたりの投与量は 1～1.4 ml 

・局麻への 20 万倍エピネフリン添加による硬膜外腔からのエピネフリ 

ンの吸収は、子宮血流量、子宮収縮力を減少させない 



 236 

脊椎麻酔・硬膜外麻酔併用法 

・脊椎麻酔の利点（麻酔効果が速やかに現れ、仙骨領域のブロックが硬 

膜外麻酔よりも強く確実である）に加え、硬膜外カテーテルによりブ 

ロックの高さをコントロールし、作用時間を延長させ、術後鎮痛を提 

供できる 

・硬膜外麻酔は胸部のレベルで行うことが望ましい 

・硬膜外麻酔を脊椎麻酔よりも先に行う 

 

6）収縮期血圧が麻酔前の 30%以上減少、又は 100 mmHg 以下ならば、 

用手的に子宮を左側に圧排、輸液速度を速める。エフェドリン 5-10 mg 

の投与などで対処する。子宮胎盤血流低下を示唆する所見のない母体 

の場合には、フェニレフリン 50 µg 投与してもよい 

7）児娩出後、アトニン（オキシトシン）5 単位またはメテナリン（エル 

ゴタミン）1A を点滴内に混注することがある。 メテナリンは急速静 

注すると血圧上昇、不整脈、嘔気、嘔吐、腹痛、ST 異常を起こすの 

で注意 

8）硬膜外カテーテルを留置していた場合は PCEA、それ以外の場合は 

IVPCA を行う 
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(3) 全身麻酔（緊急度Ａではコミュニケーションに注意） 

＊妊婦は常に Full Stomach！ 

1）酸素の投与（導入前 3〜5 分間の 100%酸素吸入） 

2）枕などを工夫し、頭部を気管挿管しやすいような位置に置く。気道  

 確保器具（様々なサイズの物）と吸引を用意する 

3）術野の消毒、執刀準備を進める 

4）新生児科の準備が出来たことを確認する 

5）術者がメスを持ち執刀できる状態になってから Rapid sequence 

induction を行い Cricoid pressure をして、気管挿管。挿管が確認さ

れたら執刀を指示する 

6）維持は、娩出前は 50％酸素-笑気に加えて 0.5MAC のセボフルラン

（合計で 1.0MAC 前後に保つと、完全な麻酔濃度ではないものの鎮痛   

と健忘が得られる）   

7）臍帯が結紮された後、フェンタニルなどの鎮痛薬を投与。吸入麻酔

薬は子宮を弛緩させ、出血量を増加させるので、子宮の収縮が悪い場

合にはプロポフォールなどの静脈麻酔薬に切り替える 

＊レミフェンタニルは胎児でも成人と同等のスピード代謝されるこ 

とが示されているが、Sleeping Baby になる可能性があるので、それ

を嫌う場合には臍帯結紮まで投与しない。横隔膜ヘルニアでは

Sleeping な状態で娩出させるため、それを利用することもできる 



 238 

8）児娩出後、アトニン（オキシトシン）5 単位またはメテナリン（メチ

ルエルゴメトリン）1A を点滴内に混注することがある 

9）術後鎮痛として、IVPCA をおこなう 

 

☆児の娩出時に、麻酔科医と外回り看護師は麻酔モニターの時間を出 

生時間としてコールし、ORSYS にその旨を記載する。また、性別、 

APGAR スコアも ORSYS に記載する（ORSYS の記録が正式な出生記

録となるので、患者の退出時に記載忘れがないかもう一度確認する） 

☆ 緊急度Ａの手術の場合は、緊急依頼の連絡から児娩出までの時間を麻

酔記録に記載する。 

 

(4) 妊婦の非産科手術 

1）術前評価 

・妊娠反応、最終月経、妊娠週数、胎児の状態、手術の目的 

・使用する薬剤の催奇形性 

・産科医へのコンサルテーション 

・8～56 日：器官形成期なので可能な限り麻酔や手術を避ける。妊娠 

初期の手術は自然流産の危険性を増加する 

妊娠第 2 期：20 週以降は子宮の位置による低血圧に注意する 

妊娠第 3 期：胎児の心拍モニターをする 
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2）麻酔前投薬 

・プリンペランやクエン酸などを用いて誤嚥性肺炎に備える 

3）麻酔管理 

・低血圧、低酸素血症、低血糖、低体温を避ける 

・20～24 週以降は、間欠的あるいは持続的な胎児心拍モニター 

4）全身麻酔 

・十分な酸素化ののち、cricoid pressure をして Rapid sequence  

induction する 

・挿管困難、気道の浮腫を考慮する 

・吸入麻酔薬は 1MAC 程度とし、レミフェンタニルかフェンタニルを

用いる。議論があるが亜酸化窒素は用いない 

・筋弛緩薬の拮抗は緩徐に行う 

・腹腔鏡下手術：動物実験的に、CO2による気腹は胎児の循環に影響を

与えるという報告はない。母体の呼吸性アシドーシスには注意する。

気腹圧は可能な限り低くする 

5）局所麻酔 

・胎児への薬剤曝露が少ない点で催奇形性などに有利 

・低血圧に注意する 

・必要量減少に注意する 

6）術後管理 
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・胎児の継続的なモニタリング 

・前期陣痛発来は積極的に治療する 

・術後血栓症に注意する（早期離床をはかる） 

7）催奇形性の報告がある薬剤 

ACE 阻害薬、アルコール、抗甲状腺薬、カルバマゼピン、抗腫瘍薬、

コカイン、クマリン、鉛、リチウム、水銀、フェニトイン、 

放射線＞5 rad、ストレプトマイシン、カナマイシン、 

テトラサイクリン、バルプロ酸、（ベンゾジアゼピン）など 

 

＊参考図書 

・BWH 産科の麻酔, 照井克生監訳, メディカルサイエンスインターナョ 

ナル 

・Textbook of Obstetric Anesthesia, Birnbach DJ et al., Churchill  

Livingstone 
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31. 肝切除時の麻酔管理 
(1) 術前評価 

□ 肝機能評価（Child- Pugh 分類,  MELD score）、肝機能障害の原因、

急性か慢性か 

□ 酸素化能、腎機能、耐糖能、貧血・出血傾向の有無 

□ 急性肝機能障害： 

原因にかかわらず周術期死亡率が 10%程あるため、トランスアミナ

ーゼがピークアウトし、AST・ALT＜100 となるまでは手術延期が推

奨されている。 

□ 血小板、凝固能の確認 

□ 準備血液の確認 

 

(2) 麻酔方法 

・血小板数、凝固能が問題なければ硬膜外麻酔併用可だが、大量出血が

予想される場合、術後に凝固障害が生じる可能性があるため、適応は

慎重に決定する 

・吸入麻酔、静脈麻酔どちらも安全に施行できる（静脈麻酔では効果遷

延に注意が必要） 

・大量腹水がある症例は、フルストマックとして扱う 

・胃食道静脈瘤がある症例では、胃管や経食道心エコープローブを挿入
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する際は、慎重に適応を決める 

 

(3) 術中管理 

術前のリスク評価をよく行い、肝毒性のある薬剤を減らし、肝臓への酸 

素供給を最大限確保することで、術後の肝不全や肝機能障害の増悪を予 

防することが目標である 

 

・出血量は、術後生存率の独立因子である 

・肝実質切離時には、間欠的肝流入血流遮断（プリングル法＝肝動脈・

門脈の同時クランプ）が行われる。出血は肝静脈圧に依存し、肝静脈

圧は下大静脈圧に影響されるので、輸液量の調整や体位、薬剤投与に

より中心静脈圧を低く維持した方がいいという報告がある（肝切離中

5 mmHg 程度）。しかし、最も大切なことは肝血流と酸素化を維持す

ることである。輸液制限により静脈血の酸素飽和度が低下し、乳酸値

の上昇や代謝性アシドーシスの進行が見られること、静脈圧を低く保

つ方が予後を低下させるという報告や、静脈圧の低下は空気塞栓の危

険性を増す、突然の大量出血に対応できない、などの問題もあるため、

常に全身状態と術野の出血を考慮し麻酔管理する必要がある 

・アセトアミノフェンや NSAIDs の使用は慎重に行う 
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また、肝硬変を合併している場合、多臓器に合併症を有するため以下の

点にも注意が必要である 

1）呼吸 

・肺内シャントの増加、機能的残気量の減少、胸水等による低酸素血症

と呼吸性アルカローシスなどが術前から存在する 

2）循環 

・全身の動静脈シャントによる hyperdynamic state 

・肝血流の維持や、術中循環動態の変動に対し必要に応じてカテコラミ 

ン類を使用 

3）腎機能障害、代謝・電解質異常 

・低 Na 血症、低 K 血症、低 Mg 血症、低 Alb 血症、低血糖、高血糖 

4）輸液、輸血 

・肝血流を維持するために適切な輸液負荷を行う。過剰輸液は術中の出

血量の増加、術後の浮腫や胸腹水の増加につながるため注意深い観察

と適切な管理が求められる。 

5）その他 

・肝硬変患者の周術期死亡率や合併症発生率は非常に高い。肝機能障害

の程度によっては手術の中止または変更も考慮しなければならない 
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32. 電気痙攣療法（ECT）の麻酔  
目的は、けいれん発作時の骨折事故を減らすこと（筋弛緩）と、痙攣発

作時や筋弛緩薬使用時の恐怖感を静脈麻酔薬を用いて回避することで

ある。筋弛緩を使用すると自発呼吸が消失するため、麻酔科的な管理が

必要となる 

 

(1) 初回時術前評価 

絶対的な医学的禁忌はないが、高度の危険性を伴う場合も多いため、十 

分な術前評価を行う。主に中枢神経系と心血管系に及ぼす影響が問題と 

なるが、死亡のほとんどは心血管系の合併症に起因するものである 

1）電気刺激によって全般発作が惹起される。発作時には脳血流・脳代

謝は増大し、発作後数日間は減少する。心血管系への影響では、刺激

直後に副交感神経興奮による徐脈、心停止、心収縮不全が生じ、発作

の進行とともに交感神経興奮による心拍数・血圧・心負荷の増大が現

れる。発作終了後には再び副交感神経興奮による徐脈と異所性収縮な

どの不整脈が認められ、動揺性に経過しながらベースラインに回復す

る。頭蓋内圧亢進状態、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳卒中の急性期、

心筋梗塞急性期、不安定狭心症、心不全、重度の心臓弁膜症、褐色細

胞腫、ASA-PS 4 または 5 の状態などが危険因子として挙げられる。

また、重度の呼吸器疾患、緑内障、網膜剥離なども危険因子となる。 
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2）基本的にスキサメトニウムを用いるので、悪性高熱症の家族歴、筋・

神経疾患の既往は確実に問診する必要がある。CPK は向精神薬の内

服によって上昇していることがあるため、注意が必要。スキサメトニ

ウムが使えない症例ではロクロニウムを用いるが、筋弛緩が得られる

程度の量にとどめ、リバースにはスガマデクスを用いる 

3）ポルフィリン症、喘息患者は非バルビツレート系麻酔薬を使用する 

4）通常の術前評価（胸部レントゲン、血液検査、心電図、頭部 CT･MRI。

歯と口腔内の観察も忘れずに）。必要に応じ専門医にコンサルテーシ

ョンを行う 

 

(2) 同意書と説明 

1）精神科医が同意能力ありと判断した患者については、当人のみのサ

インでも可能。それ以外は、家族にも同伴してもらい説明する 

・麻酔同意書：6 ヶ月間有効（同意書内にも明記する）。6 ヶ月経過後に

再度取得することが多いため、オーダリング画面の掲示板に、同意書

を取得した旨を入力する 

2）通常の麻酔説明に加え、以下の点も確認。 

心停止、高度徐脈、異常高血圧（肺水腫）、高度低血圧、不整脈、電解

質異常、QT 延長、遷延性痙攣、痙攣重積、骨折、脱臼、筋肉痛、歯

牙（舌）損傷、嘔気・嘔吐、誤嚥、気道確保困難、薬剤アレルギー、
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点滴漏れ、悪性高熱症 

(3) 術前オーダー・麻酔準備 

1）術前オーダー 

セット展開→麻酔科頻用→成人術前→ECT を選択 

（前投薬なし、常用薬は精神科一任、0 時から NPO、入室時間を入力） 

・胃食道逆流のリスクを有する患者には H2ブロッカー 

・心血管系作動薬を内服している患者は、頓用も含め継続 

・動揺歯がある場合、抜歯や保護装具を作成 

・緑内障を有する場合、コリンエステラーゼ阻害薬以外は継続 

2）前回までの施行回数、合併症、使用薬量を確認 

3）薬剤 

サイアミラール（プロポフォール、ケタミン）、スキサメトニウム（ロ

クロニウム）、アトロピン、ニカルジピン（ジルチアゼム） 

＊初回必須の準備：アトロピンは吸っておく 

（ジアゼパム、ミダゾラム、フェニトイン、リドカイン、エフェドリ 

ンは吸わずにおいておく） 

合併症の大半は初回に発生している！ 

 十分な麻酔薬、循環作動薬、痙攣重積の一次治療に必要な薬剤、蘇生

に必要な物品を備えておく 

4）麻酔器のリークテストと気道確保・挿管に必要な道具（気管チュー
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ブは開封しない）、サクションの開通を確認 

5）モニターは心電図、SpO2、NIBP と筋弛緩モニター 

 

(4) 麻酔方法（  は麻酔科医が行うところ） 

□ モニター装着 

□ 静脈路の確保 

□ コントロール脳波の記録（精神科） 

□ バイトブロックの装着と十分な酸素化 

□ 導入：チアミラール 2～5 mg/kg またはプロポフォール 1～2 mg/kg

（前回の ECT 施行時の状況によって増減する） 

□ マスク換気 

□ 筋弛緩薬投与：スキサメトニウム 1 mg/kg 程度（前回の状況によっ

て増減する）、降圧薬が必要なら投与 

□ 筋弛緩モニター（single twich）で刺激し筋弛緩を確認 

□ 換気中断。通電（約 5 秒間） 

□ 四肢の間代性痙攣と脳波で痙攣波を確認 

（出ない場合、もう一度通電することもある） 

□ 痙攣終了後、すぐに換気を再開する 

□ 筋弛緩が回復し覚醒したら、酸素マスクを装着し、帰室 

□ 次回の参考のため、今回の ECT の評価と麻酔薬の使用量を ORSYS
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の「麻酔サマリー一番右タブのコメント欄」に記載しておく 
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33. 手術部外での麻酔 
＊手術室外での麻酔は特に注意を払いましょう 

① 物品が十分揃っていない！というか、ない 

② スタッフが全身麻酔に慣れていない 

③ いつもと違う環境での麻酔 

などアウェイはいろいろ大変です。準備を十分にしましょう。事前に 

一度下見もしておきましょう 

 

(1) 小児 CT･MRI 検査の麻酔 

1）準備 

・出張用麻酔カートに必要物品を不足なく積載する(輸液・薬剤関連、挿

管困難時のデバイスを含む気道管理関連) 

・出張用麻酔カートのダイヤル鍵は 000 で解けます 

・特に気道確保物品は患児にあわせた豊富なサイズと種類を（バッグ、

マスク、気管チューブ、LMA、喉頭鏡、エアウェイ、ジャクソンリー

ス、吸引カテーテルなど） 

2）麻酔 

・末梢静脈路は診療科に依頼 

・全身麻酔で行うが、患児の状態や撮影部位、スキャン時間に合わせ

LMA･挿管･マスク麻酔を選択  
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・金属が入っているプロシール LMA やスパイラルチューブは使わない 

・検査室に合わせた麻酔器・モニターのセットアップが必要 

① CT 室（けやき棟１F）出張麻酔 1 

･麻酔器は救急外来のカテ室のものを移動して使用 

・麻酔器の配置については事前に主科と相談しておく 

②  MRI 室（けやき棟３F）回復室 1 

（詳細は、麻酔科フォルダー＞イムリスぽりぽり改訂版を参照） 

・MRI 操作室入って右の iMRI 入室時チェックリストを記入 

・7 時 30 分頃より技師さんがテストをするため MRI 検査室内に入

室できない時間帯がある 

・麻酔カートは麻酔前室内に置いてあるものを使用 

・麻酔導入は MRI 前室で行う 

・MRI 検査中は MRI 検査室内の麻酔器を使用するため、MRI 前室

と MRI 検査室内それぞれの麻酔器を両方とも始業点検とセット

アップを行う 

・導入中のモニターは philips（Intellivue）を使用 

・導入後、MRI 検査室内に移動 

・移動前に ORSYS 麻酔記録のメニューより麻酔記録を一時終了し

ORSYS のシステム終了する 

・MRI 検査室に入室できる状態か（金属類等ないか）再確認 
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・移動中は移動用バッグで換気 

・MRI 撮像時のモニターは MRI 対応の MEDRAD 

・MEDRAD のモニターを確認し、MRI 操作室の PC の ORSYS を

起動、症例を選択し麻酔記録開始、この時のモニターは MEDRAD

を選択（Intellivue のままだと vital sign が記録されない） 

・移動後呼吸循環が安定しているのを確認後、検査開始 

・検査終了後は逆の手順でモニター変更・ORSYS の操作（モニタ

ーは Intellivue を選択）を行い、MRI 前室に移動 

・MRI 前室で覚醒・抜管する 

 

      ここで導入・抜管     撮像中ここでモニター 
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(2) 小児心臓カテーテル検査の麻酔  出張麻酔 2 

（C 棟 1 階血管造影室） 

＊患児の心疾患に特徴的な病態生理や血行動態を理解して、麻酔管理法

に応用する。主治医や術者が何の情報を得る為に検査を行うか知って

おく。知らずに検査結果を修飾する麻酔を行うと、その検査の有用性

が低下するので、主治医と情報を共有する 

＊先天心の患児には高率に奇形症候群が含まれているため、挿管困難を

はじめとする合併奇形・合併症の評価も重要 

1）準備 

・麻酔器は C 棟内通路に置いてあるものを使用 

・麻酔カートは出張用麻酔カートを手術室より持ち出す 

・心臓麻酔セットと小児心臓（さいとか改訂）の表を持参 

・気道確保デバイスは、前回の麻酔記録を参考にしながら、幅広いサイ

ズ・種類を用意 

2）麻酔 

・末梢静脈路は確保されてくる 

・動脈ライン挿入を依頼されることがある。ラインは自分で用意する 

・全身麻酔、基本は気管挿管で FiO2 = 0.21、Normoventilation 

・動脈にシースを留置したら、術者にヘパリンが必要か、必要なら用量

を確認。通常 100 U/kg。1 時間たったらコール 
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・検査終了・シース抜去後に十分な圧迫止血を行う。この間麻酔は醒ま

さない 

・全ての処置が終了したら麻酔から覚醒させる 

・基本的に抜管帰室 

・検査終了後、清掃業者さん（PHS 3590）へ連絡する 

・気管挿管時に使用した物品は全て回収し、麻酔車の上に置いておく 

・針とシリンジ、プロテクターは自分で責任を持って片付ける。麻酔車

を持ち出し時の状態にしておく（引き出しにゴムバンドをしダイヤル

鍵をかける） 

・気管挿管時に使用した物品一式は必ず全て回収して麻酔車の上に置い

ておく（紛失の原因となります） 

 

(3) 脳外 AG 室での麻酔（造影･ステント）出張麻酔 2 

＊通常の麻酔管理、通常の血圧、通常の EtCO2 

1）準備・麻酔 

・麻酔器は C 棟 1 階内通路に置いてあるものを使用 

・麻酔カートは出張用麻酔カートを手術室より持ち出す 

・蛇管は長い方を使用・ラインの延長が必要なこともある 

・スパイロメトリのサンプリングチューブは短くて届かないので検査中

は使用しない 
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・ヘパリン投与や ACT 測定を依頼されることがある 

・検査終了後、清掃業者さん（PHS 3590）へ連絡する 

・針とシリンジ、プロテクターは自分で責任を持って片付ける。麻酔車

を持ち出し時の状態にしておく（引き出しにゴムバンドをしダイヤル

鍵をかける） 

・気管挿管時に使用した物品一式は必ず全て回収して麻酔車の上に置い

ておく（紛失の原因となります） 
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34. 腎移植の麻酔 
生体腎移植 

(1) ドナーの麻酔 

・泌尿器科入院、半側臥位で腹腔鏡下に施行 

・麻酔方法は全身麻酔（＋TAP ブロック） 

・動脈切離前にヘパリン 3000 単位を投与（切離後プロタミンでリバ

ース）→硬膜外麻酔は行わない 

・最も重要なことは、腎の臓器灌流を維持し、腎機能を良好な状態に

保つことである。そのため、術中は循環血液量を保持すること、血

圧を余り下げないこと、尿量を維持することが必要である 

 

(2) レシピエントの麻酔 

・消化器外科入院 

・ 手術前日に透析を行う、当日朝に体重を測定する 

・免疫抑制剤は手術の 4 日前から内服し当日も継続する 

・ H2 ブロッカーやプロトンポンプインヒビターは免疫抑制剤の薬剤代

謝に影響を与えるので禁忌 

・ 麻酔方法は全身麻酔＋TAP ブロック 

（PCIA による術後疼痛管理も考慮する） 

・ ラインは末梢 1 本、A ライン。透析用シャントがある患者では末梢ラ
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イン確保が難しいことがあるのでCVライン挿入を依頼されることが

ある（術前に確認を）。その場合はダブルを用いて、CVP もモニタリ

ングできるようにする 

・腎不全患者では筋弛緩の作用が遷延することがあるので、筋弛緩モニ

タリングを行って追加投与の指標とする 

・シャント側の上肢を保護する 

・輸液は基本的に T1 製剤を用いる。Dry weight と入室前の体重との差

を参考にして輸液量を決める。通常は尿が出るまでは維持＋術野蒸発

分を、尿が出てから（血管吻合されてから）は維持＋術野蒸発分＋尿

量を目標とする。尿量が多く K 濃度が低い場合は細胞外液輸液剤に変

更してもよい 

・薬剤の投与を外科サイドから依頼される 

 シムレクト 1 g 手術開始時 

 セファゾリン 1 g 手術開始時のみ（追加なし） 

 メチルプレドニゾロン 500 g 血管吻合開始時 

 フロセミド 20 g 血流再開時 

マンニトール 300 ml 尿流出不良時 

 

死体腎移植 

・ レシピエントの術前準備および麻酔管理は生体腎移植とほぼ同じで
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ある 

・ 死体腎移植では阻血時間が長いために移植腎の機能回復が遅れる。従

って生体腎移植と比べて輸液量を減少させる必要がある。術後透析が

必要な場合も多い 

 

＊（生体・死体）腎移植の麻酔管理は外科医との連携を大切にすること

が重要 
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35. 小児部分生体肝移植の麻酔管理 
・東京大学方式をさらに進化させた麻酔管理方法をとっている 

この麻酔管理で死亡例はない 

したがって、LiSA などに掲載されている他大学の麻酔管理法をまね 

することは厳禁。患児の状態が悪くなるばかりか、輸液が多くなり小 

児外科が術後管理に戸惑う 

 

＜主麻酔医編＞ 

＊麻酔科医の幅広い能力を駆使する 

1）術前準備 

・麻酔前回診では両親（希望がある場合には祖父母も）に説明 

・OR 看護婦に確認 

ベッドが麻酔側にきすぎていないか（ベッドの選択） 

加温器具類のコンセントは分散して差し込んであるか 

ワゴン（別名：局麻台、エピドラ台）2 台 

輸血用フィルター10 個 

・小児外科医に確認 

術中採血・生化学検査・抗生剤などのタイミングと量 

・検査科に確認 

凝固系測定、生化学検査の結果確認方法 
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2）術前麻酔管理 

・前投薬 小児麻酔の項参照 

・麻酔導入 AOS 筋弛緩モニター 

落ちの良い DIV 確保、A-ラインはシーネ固定をして一発で入れ、 

固定は折れないように 

・食道静脈瘤のため胃管は丁寧に（鼻腔はイソジン消毒） 

・CV ラインが透視下に入ったあと肩枕をとり、円座で頸をニュートラ

ル位にしたところで、チューブ類の先端位置を確認 

・両手と手台を万歳位にし、手台に点滴や加温用デバイスをテープ固定 

透明ドレープを外科から受け取り頸～耳介後部まで丁寧に貼る 

（冷やされたドナー肝や氷などに起因する冷たい液体が術野から垂れ 

込むと体温低下・再灌流時のショックを招くため） 

3）術中麻酔管理（肝の再環流まで） 

・動脈圧（脈圧）、心拍数、CVP をモニター下に volume 管理 

PT が 60％になるまでは FFP 中心で、60％を超えれば FFP を即座に 

中止しアルブミナー中心に 

・体温は 37℃台を維持し、肝の再環流前には 38℃台まで加温 

volume は多めにし、電解質（特に Ca）、BE 等を補正しておく 

・肝の再環流前には、セボフルラン濃度を下げ血圧低下を防ぐ 

・筋弛緩薬等を追加 
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・bolus 用アルブミナー20 mL を数本用意 

4）術中麻酔管理（肝の再環流後） 

・凝固系および薬物代謝、Lactate が急速に回復 

逆に Lactate が回復しない場合は、肝血流が悪い 

・30〜60 分ごとに凝固系を検査し、PT が 60％を超えたなら FFP を即 

座に中止し、アルブミナーに切り替える 

・筋弛緩を頻回にモニタリング（血管吻合のため体動厳禁） 

・volume が不足するとつないだ血管が詰まりやすくなるため血管内側

からシーネをあてるつもりで volume を入れる。ただし、Ht は 25％

程度に維持する。30％を超えてはいけない（Bil 上昇と血栓予防） 

・手術終盤には、手術室での抜管を意識して麻酔管理を行う 

（術後の陽圧人工呼吸は肝血流を減少させるため） 

5）術後疼痛対策 

・フェンタニル PCA もしくはシリンジポンプによる持続投与 4 日間程

度を予定するが、小児外科医と相談しながら決める。麻薬は普段の 1/4

程度・最低限の投与量とし、イレウスを回避する（理由：イレウスが

腹圧を上昇させ、グラフト肝血流を減少させるため） 
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＜副麻編＞ 

1）術前評価 

・時間があるならば、主麻と共に術前回診についていく。最低でも児の 

既往歴、手術歴、体重、vital signs、血算、生化を把握しておく。 

特に肝機能の指標として、PT、APTT、T-Bil、Plt は重要である 

2）準備 

・基本的には、全身麻酔（A-line、DIV×2）の用意。CV は Triple lumen

を麻酔科で入れることが多い。 

シリンジポンプを 6 台、輸注ポンプ 2 台、圧バッグ 1 つを用意、その

ほかホットライン 2 台、シリンジ（ロック式 50 ml 2 箱、その他各 1

箱ずつ）、輸血用フィルター5 つずつ程、血ガスシリンジなど多数用意。

また、薬や道具が足らなくなることを考え、麻酔車を 2 台持っていく

と良い 

・術直前までには、標準的な部屋の準備に加えて FFP を溶かす機械な 

どの機器を準備し、それ以外に輸液管理係（後述）の準備をする。主 

麻と相談しながら麻酔管理がしやすいように、シリンジポンプの位置、 

加温ブランケット（体の上下に設置しサンドイッチ）の位置を調節 

・小児外科から抗生剤（セフォタックス、ユナシン S など）、PGE1、フ

サン、ソルメドロールとその希釈の書いたプリントを受け取る 
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3）術中 

・副麻の主な仕事としては、主麻の補助に加え、輸液管理係と血ガス、 

PT・APTT のチェックがある。また当然のことながら術中主麻一人で

麻酔管理を行えるわけではないので、いつ交代してもいいように手術

の進行状態、患児の循環動態・凝固能についてしっかり把握しておく。 

特に in-outは通常の麻酔と異なり、vital signsの変動（HR、BP、CVP、

A-line の呼吸性変動など）により決めていく。かなり in over な印象 

となる。小児外科から採血の依頼が時々来るので、A-line より 5-6 ml

ほど採血する 

 

＜輸液管理係＞ 

・生体肝移植では輸血は必須であり、その使用量、手元にある残量を常

に把握し、伝票に記入する。輸血は MAP、FFP ともに 50 ml のシリ

ンジ（50 ml を１単位としシリンジに番号を付ける）に吸ってシリン

ジポンプで投与するので、輸血用フィルターを通して予備を吸ってお

く。投与中のものを除いて MAP は最低 1 本、FFP は最低 2 本予備を

用意しておく。使用開始時間については、MAP は 1 単位 120 ml、FFP

は 1 単位 120 ml として計算する。伝票を記入するときには、Epi を

開けるときに使う台をもう一台用意しておくと便利である。手術後半

になり、移植した肝臓が機能しだすと FFP の代わりに PPF を使用す
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るので、その量も把握しておく。それぞれの残量を把握するために壁

にダンボール（通称あまねボード：輸液の棚にあるものを利用）を張

り付け、１パック開けるごとにチェックしておくと分かりやすい 

1）導入から肝臓摘出まで 

・術前の状態にもよるが、肝機能障害による凝固能の低下や肝臓の脱転

による vital sign の変動を抑えるためにも、手術序盤より輸血が必要

となる。輸血は届き次第ダブルチェックを済ませ、FFP を溶かし始め

る。使用薬剤（フェンタニル, ロクロニウム, 抗生剤など）は 1 回使

用量を常にシリンジに吸っておくようにする。腸管の癒着剥離が終わ

り、脈管の処理が始まると出血量が増え始め、輸血量も増え始める

（例：MAP 100 ml/h、FFP 200 ml/h など）ので、輸血の予備の準備

が遅れないように気をつける。体温の維持にも十分気を配る 

2）無肝期 

・肝臓が摘出され冷やされていた移植肝が腹腔内に入ると、体温が急激

に下がるので、麻酔開始時から体温維持を心掛けるが、それに加えて

フル加温とする。また、脈管吻合時には IVC が圧迫され静脈還流が減

少するので注意する。門脈吻合のころより Re-perfusion に備え、PGE1、

フサンの使用を開始し、Volume を負荷する。PGE1 は、小児外科の

指示では上記のタイミングだが、手術開始後早々に始めると循環変動

が小さく、麻酔管理上この方が好ましい。アルブミナーを one shot 用
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に 20 ml のシリンジで 2、3 本用意しておく。血ガスでは Lactate が

上昇する 

3）Re-perfusion 以降 

・門脈が吻合され、移植肝に血液が流れ始めると volume がとられ体温

が下がるので注意する。移植肝が機能し始めると PT・APTT が改善

され始めるので、頻繁に PT・APTT を計測し、PT が 40％～70％(60%

前後)になるように FFP の輸血速度を調節し、アルブミナーに徐々に

移行するようになる。この頃より 50 ml のシリンジに PPF を吸って

おく。あまり FFP を入れすぎて PT が回復しすぎると凝固亢進状態と

なってしまう。移植肝の機能については PT のほか、Lactate、尿の色

調も参考になる。閉腹とともに CVP が上昇し、また大きな肝臓によ

って横隔膜が挙上され、気道のコンプライアンスが低下するので注意

を要する。出血量、動脈酸素分圧、気道コンプライアンスなど総合的

に判断し、可能ならば抜管して ICU へ帰室となる 

・その他、術中は大量輸血による K 上昇、Ca 低下に対しカルチコール

を使用したり、アシドーシスにメイロンを使用したりする。抗生剤は

6 時間ごとに投与するので忘れないようにする。非常に長時間（時々

24 時間以上）の手術となるので、人手が要らないときは主麻と交代で

休むようにし、Re-perfusion など忙しくなりそうなときに備える  
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36. ICD 植え込み術の麻酔 
1）麻酔方法と準備 

・前投薬：必要があれば、心機能に応じて出してもよい 

抗不整脈薬は手術当日まで継続する 

・麻酔方法：全身麻酔 

・気道確保 ：気管挿管（TEE 使用症例では必ず）または LMA 

・ライン：A ライン、末梢ルート 1 本 

高度心機能低下症例では中心静脈ライン・（TEE） 

・体外式除細動パッド・ペーシング 

 Room 5 もしくは器材庫横にある 

 パッドがあるかを必ず確認、使用後は受付に補充を依頼 

・BIS・（INVOS） 

2）注意 

・必ず最初に除細動パッドを貼る 

・患者の致死的不整脈を認識する 

・透視下に経静脈的リード電極を挿入した後、心室細動を誘発し除細動

テストを行う 

・心機能低下症例や頻回の除細動を要した場合などでは、除細動テスト

後に血圧が低下し、カテコラミンの持続投与が必要になる場合もある  
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37. 呼吸機能低下症例の麻酔 
(1) 喫煙 

・ 喫煙による影響は、ニコチンによる心負荷、気道分泌物の増加、気管

支収縮、CO-Hb 増加による酸素運搬能の低下、線毛上皮の障害によ

る気道過敏性の亢進と喀痰排泄能の低下などがある 

・ 喫煙者では術中喀痰量が多く、創感染、感染症、肺合併症、脳神経合

併症、骨癒合障害などの術後合併症が多い。また、受動喫煙は能動喫

煙と同様に周術期のリスクとなる 

・ 禁煙によって、24 時間以内に血中ニコチン濃度と CO-Hb は低下し、

48～72 時間で CO-Hb は正常化する 

・ 禁煙 1 週間~4 週間では、線毛上皮の回復により喀痰排泄量は増加す

るが、術前 2~4 週間ほどの短期間禁煙でも合併症は増加しない。した

がって、禁煙期間確保のために手術を遅らせる必要はない 

・ 術後呼吸器合併症の減少のためには 4 週間以上の禁煙期間が望まし

く、禁煙期間は長いほど良いが、術前禁煙はいつから始めてもよい 

 

(2) 喘息 

・ 術前に、どのような治療がされているのか、最終発作はいつか、発作

の頻度はどれくらいか、増悪因子は何かを確認しておく 

・ 無治療で 1 年以上喘息発作がなければ、ほとんど影響はないと考えら
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れる 

・ 1 ヶ月以内の発作は気道過敏性亢進群と考えられ（2 週間以内の発作

は大発作予備群）、喘息のコントロールがつくまで手術を延期するこ

とを前提として、指導医と相談する 

・ 内服・吸入は手術当日も継続し、β 刺激薬の吸入器は手術室に持参さ

せるとよい。持参できる β 刺激薬がない場合、手術室にもメプチンエ

アーが常備されているので（薬剤棚 K-3）準備しておくとよい 

・ 気道刺激を避けるために、可能なら気管挿管は行わない麻酔計画を立

てる。LMA、i-gel は有効な気道確保の手段として考慮される 

・ 鎮静度・鎮痛度を深くすることによって、挿管に伴う刺激や手術操作

による気道の反射性収縮を抑制する 

・ 術中、気道内圧の上昇やカプノモニターで CO2 排泄遅延パターンを

認めたら喘息発作を疑い、次のことを確認する。聴診、バイタルサイ

ン、気管チューブのキンクや深さ、可能なら BGA。鑑別にはチュー

ブトラブルの他に、胃内容誤嚥、肺水腫、緊張性気胸、アナフィラキ

シーなどがある 

・ 術中喘息発作の対応としては、①可能なら手術を中断してもらう、②

吸入酸素濃度を 100%にする（循環動態が許せばセボフルランを 2~3 

MAC に上げる）、③吸痰をする、④1 回換気量は少なめに、呼気相は

長めにして、PEEP はかけず、高 CO2血症は許容する、⑤β 刺激薬の



 268 

吸入を行う（通常量の 2 倍程度が適当とされる）。ここまでで改善が

みられなければ、⑥アミノフィリンを静注する（5~6 mg/kg を生食ま

たは 5%ブドウ糖 200~250 ml に溶き、初めの 15 分間で半量投与、次

の 45 分間で残りを投与）、術前からテオフィリンが投与されてる場合

は血中濃度の上昇に注意、⑦ステロイドを投与する（ヒドロコルチゾ

ン 200~500 mg、メチルプレドニゾロン 40~125 mg、アスピリン喘息

の場合はデキサメタゾン 4~8 mg）。それでも改善しなければ、⑧0.1%

アドレナリン 0.1~0.3 ml を皮下注射する。必要があれば 20~30 分前

後で反復投与する 

・ 覚醒は十分な吸痰を行った後、聴診しながら行う。リバースは、ネオ

スチグミンが発作を誘発するおそれがあるので、スガマデクスを用い

る 

・ 覚醒途中に喘息発作が出現したら、術中喘息発作の対処に準ずる。発

作が落ち着いたら深麻酔下での抜管を試みる。気道反射が抑制されて

いる状態で胃内・口腔内をよく吸引した後、抜管し、マスク換気で覚

醒させる。LMA、i-gel へ入れ替えてから覚醒させてもよい 

・ 発作の改善が認められなければ挿管帰室とし、改善するのを待つ 

・ アスピリン喘息は小児より成人に多く、成人喘息患者の 10％程度に

認められる。慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎、嗅覚障害、鼻茸を合併してい

ることが多い。アスピリン喘息患者は酸性 NSAIDs によって発作が
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誘発されるため、NSAIDs は禁忌である。喘息患者への NSAIDs 投

与の可否はオーベンとよく相談すること 

 

(3) 閉塞性換気障害（1 秒率＜70％） 

・ 混合性換気障害では見かけ上正常値となるため、1 秒量＜2.00 L/sec

の場合も注意を要する 

・ 代表的疾患は、COPD（肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息） 

・ 揮発性吸入麻酔薬は気管支拡張作用があり、よい適応である 

・ 亜酸化窒素はブラ・ブレブの容積や内圧を増加させる。また、肺血管

抵抗と肺動脈圧を上昇させるため、原則禁忌である 

・ 人工呼吸中、呼出が十分でない場合 air trapping の結果 auto PEEP

がかかる。これにより、肺の過膨脹、前負荷の減少と肺血管抵抗の増

大による血行動態の悪化、ガス交換能の障害がおきる。換気回数を減

らし、呼気相を長くする（実際に換気条件を厳密に調節しないと管理

できないような症例は少ない） 

 

(4) 拘束性換気障害（％肺活量＜80％） 

・ 代表的疾患は、肺線維症（間質性肺炎）、肺水腫、うっ血、無気肺、

血気胸、筋疾患、胸郭・横隔膜の運動を制限する種々の疾患 

・ ％VC＜60％、Hugh-JonesⅢ度以上で術後呼吸器合併症の頻度が増加
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する 

・ 機能的残気量が減少しており、肺実質の病変によるものではガス交換

能も障害されているため、容易に低酸素血症をきたす。圧損傷回避の

ため、1 回換気量は少なめ、換気回数は多めに設定する。PEEP をか

けることにより酸素化の改善が期待できる 

 

(5) 睡眠時無呼吸症候群 

・ 中枢性か末梢性（閉塞性）かを評価する 

・ 前投薬に鎮静薬は出さないほうが良い 

・ 閉塞性や肥満を伴う場合は各種エアウェイを準備し、導入後換気困難

であれば躊躇せず使用する。筋弛緩薬投与でマスク換気可能になるこ

とがあるので、筋弛緩薬投与前であれば筋弛緩薬を投与する。筋弛緩

薬投与後の換気困難であればリバースすることを考慮する 

・ 十分覚醒させてから抜管する 
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Hugh-Jones の分類 

Ⅰ度： 同年齢・同体格の健常者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降

も健常者なみにできる 

Ⅱ度： 同年齢の健常者と同様に平地では歩行できるが、坂、階段の昇

降は健常者なみにはできない 

Ⅲ度： 平地でさえ健常者なみに歩けないが、自分のペースなら 1 mile

（約 1.6 km）以上歩ける 

Ⅳ度：休まなければ 50 yd（約 46 m）も歩けない 

Ⅴ度：会話、着物の着脱にも息切れする。息切れのため外出できない 

呼吸不全  PaO2 ≦60 mmHg 

Ⅰ型；PaCO2 ＞45 mmHg：肺胞低換気 

Ⅱ型；PaCO2 ≦45 mmHg：拡散障害、シャント、換気/血流不均等 

肺胞気式 

・肺胞酸素分圧 ＝ 酸素濃度（大気圧－37℃飽和水蒸気圧）－動脈血二

酸化炭素分圧/呼吸商 

PAO2 ＝ FiO2（760－47）－ PaCO2 / 0.8 

肺胞-動脈血酸素分圧格差：A-aDO2 ＝ PAO2 － PaO2 

・理想的な肺胞で 0、基準値は 5～15 mmHg（room air で。酸素吸入 

だけでも開大する） 
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39. 糖尿病患者の麻酔 
(1) 術前のチェック項目 

通常の術前チェック（既往歴、現病歴、胸部 Xp、心電図、採血など） 

に加えて･･･ 

1）1 型糖尿病か、2 型糖尿病か、薬剤性（ステロイドなど）か 

・常時インスリンを使用しているのか、内服薬などの治療なのかをチェ 

ック！ 

・耐糖能異常を示しているだけで、他に重大な疾患が隠れている場合も

あるので要注意 

2）治療歴は長期なのか、合併症はないか 

・糖尿病の 3 大合併症（網膜症、神経症、腎症）をチェック！ 

・糖尿病の長期罹患患者の中には、心血管系合併症（無症候性心筋梗塞 

や動脈硬化症など）のある人もいるので、麻酔導入・維持には要注意 

・糖尿病では、健常人より 4～5 倍冠動脈疾患の罹患率が高い。心電図 

は必須 

3）現在の治療形態は何か 

・食事療法、経口血糖降下薬、インスリン療法（定時 or スライディン 

グスケール）、 

・手術当日の麻酔科オーダーに関係することなので留意する 
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4）手術直前の血糖状態はどうか 

・空腹時血糖、随時血糖、食後血糖、HbA1c、尿ケトン体、低血糖発作 

の頻度などを調べる 

5）手術の術式、手術時間、手術の規模 

・周術期の高血糖は感染症、創傷治癒の遅延、浸透圧利尿による脱水と

易血栓形成状態、脳障害などの原因となる。侵襲の大きい手術、長時

間の手術では、術中血糖コントロールが必要となる 

6）体型（身長、体重、BMI）、他の合併症 

・糖尿病のほかに、肥満、高脂血症、高尿酸血症、高血圧症などを合併 

していることがあるので、術前に注意する 

 

(2) 待機手術での術前コントロールでの手術中止基準（目安） 

・空腹時血糖 200 mg/dl 以上 

・随時血糖 250 mg/dl 以上  

・HbA1c 9％以上 （術直前に血糖コントロールがされていない場合） 

・術前に低血糖発作が頻発しているとき 

・尿ケトン体が検出されているとき    など 

 

(3) 麻酔導入・維持 

1）指導医と相談して麻酔計画をたてる 
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・術式に合った麻酔計画（全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔） 

・術中の血糖コントロールが必要なときは、OR の SPD 辺りにある簡

易血糖測定器を使用する 

・術前血糖コントロールが不良（HbA1c＞7％）の場合、硬膜外麻酔の

適応を指導医と相談する（カテーテル感染のリスクがあがる？） 

2）術当日の麻酔科指示 

・成人の場合はたいてい手術当日の午前 0 時から絶食の指示を出すの 

で、経口血糖降下薬を中止すること！ 

・インスリン療法を行われているときは、手術当日朝の血糖チェックな

ど必要に応じて行う 

3）麻酔導入 

・入室後通常のモニタリングを行う。 

・動脈硬化症、高血圧症、自律神経障害のある場合など、心血管系リス 

クのある場合は、導入後低血圧や徐脈に陥ることがあるので要注意！ 

4）麻酔維持 

・麻酔計画に則った麻酔維持を行う 

・定期的に血糖を測定する（簡易血糖測定器、BGA）  

・ 術中血糖は 150～200(または 120~180) mg/dl 程度が目安 

・ 血糖コントロールが必要ならば、以下のことを考慮 
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低血糖（＜70 mg/dl）では、血糖をあげる 

 手術術式による（周術期高血糖の傾向） 

 50％ブドウ糖液を 15～20 ml 静注して、30 分後に血糖測定す

る 

 血糖＞70 mg/dl になるまで繰り返す 

術中血糖＞250 mg/dl となったら、血糖コントロールを考慮 

（＝レギュラーインスリンの使用） 

 周術期の高血糖は、創傷治癒や感染に悪影響を及ぼす 

 緊急時は、血糖値の 1/20 のレギュラーインスリンを静注 

 少量持続投与では、シリンジポンプを用いてレギュラーインス 

リン 5 単位/時間で開始 

 末梢ラインが 2 本以上あれば、ヴィーン D（25 g/500 ml）＋

レギュラーインスリン 5 単位（～8 単位）を持続静注という

やり方もある 

 インスリンは、ポリ塩化ビニルに吸着されるという性質がある

ので、点滴に混注するときはやや多めがよい 

 皮下注射によるインスリンの吸収は信頼性が高くないので、周

術期は経静脈的な投与が望ましい 

 インスリンを使用するとカリウム値が低下するので注意 
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＊TOPICS 

・経口血糖降下薬（不妊治療にも使用）の「メルビン」（ビグアナイ

ト類、半減期 8～12 時間）を内服している方の麻酔時には要注意！

術中 Lactic acidosis となる症例が報告されている。術前内服は中止

とするよう、主治医と相談する 

・ レミフェンタニルは術中のストレスレスポンスを抑制するので、こ

れまで見られていた「周術期高血糖」がおこることはほとんど見ら

れなくなっている。むしろ低血糖になることがあり、最近では 1%

程度のブドウ糖を含有した輸液(フィジオ 140 など)の使用が推奨さ

れている 

・ 糖尿病患者においても、血糖値を上げないためにブドウ糖フリーの

輸液のみを投与し続けるという血糖管理は推奨されない。病態に応

じて適切な糖補給とインスリン投与を行うべきである 
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39. 透析患者の麻酔 
・透析により尿毒症の異常の一部（水や電解質のバランス、神経学的異 

常、尿毒症性凝固異常）は補正されるが、他の異常（レニンによる高

血圧、貧血、免疫不全）は補正されない。通常は、術前術後に透析ス

ケジュールが組まれる 

 

(1) 術前評価の注意点 

・透析スケジュール 

・dry weight と除水量 

・透析中の循環動態の変動の有無 

・合併疾患（心血管系、糖尿病など） 

・電解質（高カリウム、低ナトリウム、低カルシウム）、出血傾向、貧 

血など 

・シャントの位置 

 

(2) 術中管理 

・非観血血圧計やライン類は、非シャント側で確保する 

・輸液過剰や透析による水分過剰除水に注意 

・高血圧を合併しているので、血圧管理が重要 

・貧血と出血傾向を伴っているので、出血に対する対策を立てておく 
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(3) 薬物の選択 

・局所麻酔薬：アミド型を使用。アシドーシス下ではイオン化されやす

く、効きにくい。高カリウム血症があると心毒性が増強される。局所

麻酔薬中毒にも注意する 

・吸入麻酔薬：セボフルラン、デスフルランは腎に対して影響が少ない 

・筋弛緩薬：サクシニルコリンは血清カリウム値を上昇させる。非脱分

極性筋弛緩薬は作用時間が延長する。ベクロニウムは主に肝代謝だが、

筋弛緩モニターを使用し投与量に注意する。ロクロニウムではあまり

問題にならない 

・静脈麻酔薬：プロポフォールは腎機能に影響しないとされるが、BIS 

モニター下で注意して使用 

・オピオイド：モルヒネは主に肝代謝で、腎機能は影響を与えないが、 

活性度の強い代謝産物（モルヒネ－6－グルコロニド）の蓄積による

呼吸抑制の遷延を認めるので使用しない。フェンタニルは肝代謝・腎

排泄であり、Palmacokinetics でのシミュレーションより遷延するの

で、注意が必要。レミフェンタニルは肝腎機能の影響を受けずに使用

できる 

・拮抗薬：スガマデクスは透析による除去効果は確立されていないため、

スガマデクスを投与した場合は長期間血中に残存する。短期間での再

手術症例ではロクロニウムが効きにくいことがあるの注意 
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40. 感染症患者の麻酔 
・手術棟内感染のリスクを抑えるための陰圧手術は Room2 か 7 で行う 

・血液感染の可能性がある症例は針刺し事故に注意する 

(1) HBV・HCV・HIV 陽性患者 

1）準備 

・感染症の活動性を確認する 

・手技に慣れている人が担当する 

・ディスポガウン、シューズカバー、アイガード付マスク、目出し帽を 

使用することができる 

・喉頭鏡ブレード・バイトブロック、エアウェイなどは使用後破棄する 

・咳が多い場合、あるいは白血球が少ない場合は、病室よりマスクを着 

用させる（HIV） 

2）麻酔 

・誤って針刺しをしないように充分注意をする 

・硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔を行う場合、手袋は二重とする 

・輸液ラインは原則として病棟で確保。手術室で行う場合は、シートを 

 敷き、手袋を二重に着用、出来る限り血液汚染の無いよう注意する 

・針はキャップをせずに耐貫通性容器に入れる 

・処置の際は手袋を二重にし、汚染があれば外側の手袋を換え、手袋が 

破けていないことを確認する 
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3）退室 

・ディスポガウン、手袋、シューズカバー、マスク、帽子などを外し、 

所定の感染性用ゴミ袋に入れ、室外に出て患者を搬送する 

4）片付け 

・汚れていない場所や物に触れ汚染を拡大することの無いように、血液 

付着備品、壁、床などは早めに、アクセル TMまたは消毒用エタノー 

ルで清拭する 

・ゴミ袋の運搬時は、上の縛り口をつかみ、下からは抱えないこと 

 

(2) 結核患者 

1）準備 

・ 筑波大学附属病院では原則手術を行わない 

・ 予定手術は、感染力がなくなるまで延期すべきである 

・ 一般的には、空気感染するため手術室を陰圧設定にして行い、手術室

の入り口に表示する（Room 2 か 7） 

・手術室の出入りは最小限にする 

・他の患者が手術棟におらず、関係者が最小限の人数しかいないときに 

行うべきである 

・全例、感染症用ディスポーザブル製品・バクテリアフィルターを使用 

し、使用後廃棄する 
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2）麻酔 

・担当は免疫力の低下した（疲れている）人・ツベルクリン反応陰性の 

人を避ける 

・患者は外科用マスクを着用させる。挿管・気切の場合、バクテリ 

アフィルターを使用し、N95 マスク、ガウン、ゴーグルを着用 

3）片付け 

・回路・ソーダライムなど廃棄できるものは廃棄する 

・空調の効いている部屋であれば翌日より通常通り使用して構わない 

・バクテリアフィルターを装着しなかった場合、分解できる部分は清 

拭・洗浄する 

 

(3) 疥癬 

1）原因 

・疥癬虫（ヒゼンダニ、0.2-0.4 mm）が皮膚内に寄生することによる 

・雌が皮膚に取り付くと 10～40 分で角質内に進入、2～3 個/day の卵を 

産み、4～5 週で死ぬ。10～25 個の卵を産む。卵は 3～4 日で孵化し、 

14～17 日で成虫となる 

・人体を離れると短期間で死ぬ 

・25℃・湿度 90％で 3 日、12℃・高湿度で 14 日間、50℃では 10 分程 

で死ぬ 
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2）病型 

・通常の疥癬は隔離の必要なし 

・ノルウェー疥癬は隔離する（ヒゼンダニの数が 100万～200万と多い） 

3）麻酔 

・接触感染するためガウン･手袋を着用 

・ 繰り返しの使用は、疥癬虫が表から裏に入り込むため危険 

・ 医療機器・器具は一般的な消毒を行う 

・ 環境が汚染されるのでベッドなどにシートを使用する 
 
(4) その他 

・感染症の情報は上級医師と共有する 

・対応法がわからない場合は感染症管理部に相談する（内線 3896） 
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41. 『エホバの証人』（輸血拒否）患者の麻酔                    
(1) 基本的方針 

1) 当院の方針に基づく当科としての基本的方針 

・『本院では当該ガイドライン等は特に作成しておらず、原則として筑

波大学医の倫理特別委員会（平成4年10月14日）で確認された以下の

対応方法に従うこととしている。なお、手術を計画する場合には、あ

らかじめ麻酔科ともよく相談すること。 

輸血拒否患者（エホバの証人に限らず全ての患者）への対応について

は、患者の信教の自由と自己決定権の尊重により、免責証書を徴収の

上、できるかぎり無輸血代替治療を行うこととしている。その際の判

断は現場の医師に委ねることとし、問題がある場合については、病院

長と相談し、医の倫理特別委員会に諮ることとしている。』 

・以上の当院の方針に基づき、当科では担当となる麻酔科医師が輸血を 

しないでも手術が可能か否かの判断を行い、それに基づいてインフォ 

ームドコンセントを行うこととし、当院で手術を行うか否かはそのイ 

ンフォームドコンセントを受けて患者に判断してもらうこととする 

1) 輸血拒否患者に対する麻酔科医それぞれの個人的信条 

・輸血を拒否している患者が、手術などにより大量出血を起こし輸血療

法以外に救命できる手段がないような状況に陥ったときに、輸血療法

を選択するか否かという判断は個人の信条に大きくかかわってくる
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問題であり個々で違う。そのため、当科として一定の見解を出すこと

は不可能であり、それは別の言い方をすれば、担当麻酔科医によって

インフォームドコンセントの内容が大きく変わることを意味する 

2) 定時手術の場合 

・当科としては、あらかじめそれぞれの麻酔科医がどの程度の出血リス

クであれば無輸血代替療法での麻酔科管理を受け入れるかを把握し、

輸血拒否患者が受ける手術の出血リスクに応じて担当麻酔科医を割

り振る 

・遅くとも手術予定日の前の週の木曜日の手術部会議までに、診療科は

輸血拒否患者であることを麻酔科に伝える（ある程度の出血が予想さ

れる手術であれば前もってカンファランスで提示してもらうことが

望ましい） 

・もし無輸血代替療法での麻酔科管理を受け入れることができる麻酔科

医がいなければ、患者にはできる限り無輸血を追及するが輸血以外の

治療法がないときは輸血を行う旨を説明し、当院で手術を受けるか否

かの判断は患者に委ねる 

・もし手術予定日に無輸血代替療法での麻酔科管理を受け入れることが

できる麻酔科医がいなければ、手術日を移動するなどして対応する。

輸血拒否患者であることを伝えず手術当日に判明した場合、無輸血代

替療法での麻酔科管理を受け入れることができる麻酔科医がいれば
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担当者を変更することは可能であるが、いなければ手術を延期する 

4) 緊急手術の場合 

・無輸血代替療法での麻酔科管理を受け入れることができる麻酔科医が

いない場合は、患者にはできる限り無輸血を追及するが輸血以外の治

療法がないときは輸血を行う旨を説明し、当院で手術を受けるか否か

の判断は患者に委ねる 

・他院に転送する余裕がなく早急に手術が必要な場合は、診療グループ

長および臨床医療管理部に連絡し判断を仰ぐ 

 

(2) 麻酔を行うことが決まったら 

1) 麻酔担当者として 

・輸血の判断はオーベンが行う（責任はオーベンが負う）ので、初期研

修医は麻酔業務に専念する 

・インシデントレポートを診療科が提出する（病院側に知らせる目的、

診療科に確認する） 

・術前診察・説明にはオーベンに同席してもらうこと。症例によっては

説明の前に診療科との協議や診療科同席による説明が必要な場合も

ある 

＊もし担当する症例が輸血拒否患者であることが突如判明したら、オー

ベンに伝える。同時に手術当日のインチャージにも伝える（当日の
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責任者となるため）。さらにリスクマネージャーにも連絡する 

2）可能な製剤は？（どこまで OK か確認すること） 

・輸血拒否患者はいかなる場合も輸血を拒否（絶対的無輸血）する教義

を持っている。彼らの中で『輸血製剤』にあたるものには全血、FFP、

WBC、RBC、PLT があり、これらは必ず拒否される（ごく稀に細胞

成分を含まない FFP はよいとする人もいる） 

・貯血式の自己血輸血も禁止されているため注意 

・人工血漿増量剤（ボルベンなど）はほとんどすべての人で投与可能で

ある 

・心臓手術に伴う人工心肺、血液透析やワクチンは容認されている 

・グロブリン製剤、アルブミン製剤、凝固因子などについては個人の裁

量に任されている 

・希釈式・回収式自己血輸血についても個人の裁量内 

・輸血をしないことによる不利益、具体的に死亡するかもしれないこと

を患者自身が認識しているか説明・確認する必要がある 

3）いわゆる『輸血にかかわる免責証書』について 

・輸血拒否患者は上記のような書類をもっており、サインするよう求め 

られることがある。輸血を行わなかったことにより生ずるいかなる不 

利益にも抗議しない旨が記されている。しかしながらこれは民事上の 

責任を問われないということであり、刑事責任を問われないかは現時 
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点では不透明 

4）いわゆる『医療機関連絡委員会』について 

・大都市（つくば市にも）には委員会があり、証人患者は多くがこの委

員会に医療について相談しており、術前の説明の席に同席することが

ある。院内での検討の結果、当院での治療（手術）が不可能となれば 

この人たちが患者に他の協力病院を紹介することもある 

 

(3）過去の事例から法的問題について 

・世間で大きく取り上げられた事例はいくつか存在する 

聖マリアンナ医大（85 年） 

・交通事故の少年が両親の輸血拒否のため輸血を受けないまま亡くなっ

た（輸血すれば必ず助かったかどうかは不明） 

・2 つの特殊な状況を含んだ事例。すなわち緊急事態（緊急手術）の輸

血と小児に対する対応である。前者については医師の良心に従って最

善の治療を行えば輸血しようがしまいが医師の法的責任は問われな

い。後者については日本輸血学会をはじめとする 5 学会（日本麻酔科

学会を含む）がガイドラインを示しており 18 歳以上は本人の主張を

最優先、15～17 歳は親・本人両方が輸血を拒めば輸血しないが両者

の見解が一致していない場合は輸血を行う、15 歳未満は親の輸血拒否

は親権乱用と考え拒否しても輸血を行う（本人が拒否しても）という
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内容になっているが、あくまでもガイドラインで法的な根拠はない 

・緊急時の成人のケースで、明確な自己決定が確認できない場合は、 

医師の判断で輸血は容認される。反対に成人のきちんとした自己決定

が確認できる場合は、緊急・待機手術問わずそれに逆らって輸血する

ことは法的（民事）責任を問われる可能性がある 

 

東大医科研（92 年） 

・術前の説明で他に救命手段がないときには輸血する旨をきちんと説 

明していなかったため自己決定権を侵害したとして医師側敗訴 

・輸血を拒否する患者に輸血をすること自体はやむを得ない場合は容 

認されるが、本例ではきちんと説明していれば手術を受けない、ある

いは他院で手術を受けた可能性があるとの主張が認められ、説明責任

を果たしていないことで糾弾された 

・スタンスはどうあれきちんと説明（＋記録に残す）することが重要 

 

大阪医科大（07 年） 

・妊婦が大量出血して輸血を受けないまま亡くなった事例。病院は対応

マニュアルを 2 年前に策定しており、それに基づき対応した。丁寧な

説明を繰り返し行い、記録に残し、同意を得た。本事例について法的

論争はおこっていないし、異状死の届け出もされていない。医師の責
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任も問われていない。妊婦であるため十分な対応時間がとれたことが

奏功した 

・十分な時間をとって組織全体で対応することが重要。繰り返し説明 

することが重要 

 

 

資料 1：本院の輸血拒否（エホバの証人）患者の対応手順 

 

 

 



 290 

資料 2：学会のガイドライン

（http://www.anesth.or.jp/news/000858.html） 

(1) 当事者が18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合（なお、 

医療に関する判断能力は主治医を含めた複数の医師によって評価す 

る） 

1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合 

当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」を提出する 

2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合 

医療側は、当事者に早めに転院を勧告する 

 

(2) 当事者が18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断さ 

れる場合 

1）当事者が15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合 

・親権者は輸血を拒否するが、当事者が輸血を希望する場合 

当事者は輸血同意書を提出する 

・親権者は輸血を希望するが、当事者が輸血を拒否する場合 

医療側は、なるべく無輸血治療を行うが、最終的に必要な場合 

には輸血を行う。親権者から輸血同意書を提出してもらう 

・親権者と当事者の両者が輸血拒否する場合 

18 歳以上に準ずる 

http://www.anesth.or.jp/news/000858.html
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2）親権者が拒否するが、当事者が15 歳未満、または医療に関する 

判断能力がない場合 

・親権者の双方が拒否する場合 

医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべく無 輸

血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸血を行う。親権

者の同意が全く得られず、むしろ治療行為が阻害されるような状況

においては、児童相談所に虐待通告し、児童相談所で一時保護の上、

児童相談所から親権喪失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の

処分を受け、親権代行者の同意により輸血を行う 

・親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合 

親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する場合 な

どには、輸血を希望する親権者の同意に基づいて輸血を行う 

 

(3) 輸血同意書・免責証明書のフローチャート 

・当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手順のフ

ローチャートを図1 に示す 

 

(4) 医療側がなすべき課題 

・ガイドラインでは、今までの裁判例を踏まえて、輸血を含む治療を行

わなければ生命の危険がある場合など特殊な状況では、親の同意が得
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られなくても、輸血を可能とする道を示した。ガイドラインの運用に

あたっては、各医療施設は本ガイドラインの趣旨を尊重しつつ、充分

に討議を行い、倫理委員会などで承認を得た上で、その施設に見合う

形で運用することも可能である。さらに、患者の医療に関する判断能

力の有無を判定する、主治医を含めた複数の医師による委員会などの

整備、具体的な手順などについてコンセンサスを得て定めておくこと

が望まれる
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42. ICU（PICU）への帰室  

循環器外科等の術後患者を ICU（PICU）へ帰室させる際の業務分担 

1）原則 

・ 患者移動が完了するまでは人工呼吸およびバイタルサインモニタリ

ングの再開を最優先とし、それ以外の処置は原則として行わない 

・ 麻酔科医は気道と呼吸の処置を最優先に行う 

2）手順 

1. 帰室前に胸部レントゲン写真を撮影する  －全員、放射線技師 

2. 病棟看護師持ってきた移動用モニターを装着する －CE、看護師 

3. 患者を ICU（PICU）に移送し、手術台からベッドへ移す －全員 

4. 人工呼吸器の装着・設定、人工呼吸再開の確認 －CE、麻酔科医 

5. 移動用モニターを ICU（PICU）のモニターに設置し、SpO2、ECG、

A-line 波形を画面上に出し、続いて NIBP を測定する 

－CE、ICU 看護師 

6. ベッドを定位置に移動する            －ICU 看護師 

 

ここまで終了した段階で患者の移動完了とし、そののちに 7.以降の

処置を行う 

また、麻酔科医は外科医に必要な申し送りを行う 
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7. S-GカテーテルとVigilance monitorを接続し、CCO、Sv
-

O2のモニタ

リングを再開                －CE・麻酔科医 

8. 12 誘導心電図の測定        －看護師、外科医 

9. A-line からの採血              －外科医 

（7.以降の処置は順不同） 

 

3）確認事項 

・麻酔科医は帰室時までに極力ラインを整理しておく 

・麻酔科医は CV および PCA クリニカルパスを看護師に渡し、持続投 

 与している薬剤の組成・速度をオーダー用紙にまとめて外科医に渡し

必要な申し送りを行う 

・OR 看護師は閉胸時に ICU 看護師にライン位置情報（末梢・A-line の

左右など）を連絡しておく 

・原則として、3（6）連クーデックシリンジポンプは状態が安定するま

ではそのまま使用し、OR と ICU（PICU）で循環させて使用する 

・プレセデックスを使用する場合、必ず 10 μg/ml になるように希釈し 

て用いる 

・ICU（PICU）へは、手術台を使用し、手術室内 13 番のエレベーター

で移動する。PCPS と IABP の両方を装着し 13 番のエレベーターに

入りきらない場合は、手術室西側 8 番のエレベーターで移動する 
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43. Ventilator  
・各種 ventilator は CE が事前に動作チェック・初期設定（下表参照）

済のため、立ち上げた状態で設定を変えなくても、大部分の一般成人

（もしくは設定体重相当の患児）の呼吸管理を行うことが出来る 

・PB840 については立ち上げた直後の選択画面で「同一患者」を選択す

ると、初期設定通りになる。アラームの設定も適当な設定となってい

るので、必ず「同一患者」を選択して使用すること。但し、「この用

紙は人工呼吸器の使用を始めたら破棄して下さい」と書かれたメモが

ついていない物（＝CE さんがチェックしていないもの）については

初期設定がされていない可能性があり、要注意 

・pressure control は肺の状態によって換気量が大きく変わるので、設 

定に注意すること。肺の状態が改善した際は体格に見合わない程の大 

きな換気となりうるので要注意 

・volume control での強制換気中に吸気が始まる場合、強制換気の換気

量設定が不足している可能性がある。設定の見直し、もしくは

pressure control への変更を考慮 

・気道内圧は 25 cmH2O 以上になるときは、可能な範囲で設定を変え気

道内圧を抑えること。吸気圧波形を方形波から山なりにする、吸気流

速を下げる、TV を抑え目にして回数で稼ぐ、pressure control に変更

するなど 
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標準的な人工呼吸器初期設定（成人） 

mode：SIMV＋PS 

一回換気量（ml） 500 

呼吸回数（回/min） 12 

PEEP（cmH2O） 5 

流量（L/min） 40 

フロー波形 方形波 

プラトー（秒） 0.2 

PS（cmH2O） 10 

FiO2（％） 0.6 

フロートリガ（L/min）or 

圧トリガ（cmH2O） 

3 or 1.5 

一回換気量下限（ml） 200 

一回換気量上限（ml） 1500 

分時換気量下限（L） 2 

分時換気量上限（L） 25 

最高気道内圧上限（cmH2O） 40 

低圧（低吸気圧）（cmH2O） 10 

呼吸回数上限（回/分） 40 
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現在使用している代表的 ventilator について 

＜PB – 840＞ 

1）特徴 

・ICU で主に使われる機種で、BiLEVEL という独特の mode を持つ 

・タッチパネル式 

・成人・小児とも用いられる 

2）設定の変更 

①画面下部の設定タブに触れる 

②換気 mode、サポート方法など選択し、「次へ」に触れる 

③FiO2や呼吸回数など、設定したい項目の画面に触れて設定する 

④入力キーを押す 

3）換気モード 

以下の 4 種類。BiLEVEL、VC＋、CPAP が主に用いられる 

・BiLEVEL：pressure control の一種。吸気時間を過ぎても患者が息を 

吸っている場合、そのまま吸気を続ける（吸気時間の設定はおおよそ 

の設定でしかない）ため、同調しやすい 

・SIMV：VC（volume control）、VC+（基本は VC だが、最高気道内

圧を抑えられるよう、ventilator が自己調節する）、PC（pressure 

control）の 3 種類がある 

・CPAP（PEEP＋自発呼吸のサポート） 
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・Assist Control：強制換気も自発呼吸のサポートも volume を基に行 

 う 

4）自発呼吸サポート 

・PS（pressure support） 

・TC（tube compensation）：気管チューブを使用している際に用いる

（気切チューブではあまり用いない）。使用しているチューブの内径

を入力すると、呼吸回路・チューブの抵抗を打ち消すだけのサポート

をしてくれる。通常の PS で換気量が多すぎる場合に用いる 

5）注意点 

・BiLEVEL mode は PEEP の上限（これが最大気道内圧となる）と下

限を設定する。この差圧が換気圧となる。Pressure Control mode で

は PEEP と吸気圧を設定するが、こちらは最大気道内圧＝PEEP＋吸

気圧となる。設定する際勘違いしやすいので要注意 
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44. 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 

・ 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 

4）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 

5）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） 

6）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
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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 

7）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（患者

さんの ID や名前など個人を特定できるものは記載しない） 

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）で修了 
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45. PHS 番号 
麻酔科インチャージ    ９０３８２                        

麻酔科 APS      ９０６７７ 

手術室受付      ９７３４４ 

麻酔科医室     ９７３５７                            

術前外来受付     ９７３２１                              

看護師総リーダー    ９００７２                           

看護師リーダー    ９０３８３                             

夜勤看護師     ７５２３                                

寺田看護師長     ９０３２３                              

薬剤部      ９７１６５                                 

手術部担当薬剤師    ９００３０                            

手術室担当 CE     ９０８０９                             

薬剤部製剤（ミダゾラムシロップ） ９０１２３                    

薬剤部当直     ９０３５８                               

循環器内科当番医     ９１７４６ 

救急集中治療当番医         ９０１１０                           

ワタキュー（環境整備）   ９０１１３                         

ワタキュー（物品補充）   ９７３４６                         

輸血部                ３７９１                          
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教授         田中 誠  ９１６１１                      

准教授        猪股伸一  ７８８４      

 准教授（手術部）   髙橋伸二   ７８９８      

 講師         山下創一郎  ９１５４８     

 講師（手術部）     左津前剛   ７６９１             

  講師（物流センター） 山本純偉  ７９３８              

講師                 大坂佳子  ９００８２          

  講師                 中山 慎    ８８６８             

  講師          清水 雄    ９８３８８ 

病院講師             叶多知子   ９０１８０           

 病院講師        飯嶋千裕  ９０９３５          

 病院講師             石垣麻衣子  ９０１４２           
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病棟 番号 病棟 番号 

東 11 97577 97578 西 11 97586 97587 

東 10 97552 97553 西 10 97561 97562 

東 9 97527 97528 西 9 97536 97537 

東 8 97502 97503 西 8 97511 97512 

東 7 97467 97468 西 7 97476 97477 

東 6 97454 97455 西 6 97426 97427 

東 5 97399 97400 西 5 (MFICU) 97413  

   (NICU) 97375 97376 

   (GCU) 97373  

東 2 (HCU) 97310 97309 西 2 (ICU) 97289 97286 

801 3649 3650 (PICU) 97290 97286 

701 3641 3642 601 3633 3634 

630 3636 3637 501 3624 3625 
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