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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

 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）・マスク換気

 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

 マスク換気、一人法、二人法を収得する

 経口・経鼻エアウェイを使用する

 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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 マクグラス、エアウェイスコープなど、ビデオ付き喉頭鏡を研修す

る

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、内頚静脈穿刺は、実施前に施行方法と合併症

などを理解する

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、指導医の責任の

下に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

 ORSYSへの記載を忘れずに実施する

 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。配布されたプレテストを調べて提出する（髙橋メー
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ルボックスまで）。

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）に断わること

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に充分注意すること
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「麻薬処方箋」は Fixedレジデント・教員に依頼し HIS上入力して

もらう。定められた方法でファーマシーから薬剤を借りる。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・ 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、まず初めに「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に名前は出ない

14）個人情報の取り扱いには十分に注意すること

 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

 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

 麻酔科の USBメモリと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

トに相談して実施する

16）PHS、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。前の週の水曜日までに記入すること

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（個人情報は載せない）

5）麻酔の説明を行い、同意書を取得する

 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

※ 同意書がまだ取れていなかったり、オーダーをまだ出していない場

合は、遠慮せずにアピールすること（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（前日 15時まで）

 術前指示の入力を忘れないように（前日 15時まで）
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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(前日業務によって会えないこともあるが、なるべく会う)
 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

作成してもらえることもあるので相談する

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、ミダゾラ

ムシロップを処方する場合は、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、ミダゾラムシロップの同意書に署名を

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は歩行入室

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。ロトリガは原則 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）：原則的には 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（今後増やす予定）

 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）

 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）

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、「予約一覧」をクリックする。
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グループ/予約枠から麻酔（外来再診）→麻酔科術前外来を選択し、

表示された患者が当日の術前外来予約患者である

患者のカルテを開き ORSYS「WEBセンターメニュー（患者）」の

タブから画面右の「麻酔関連」→「術前診察」をクリックしバイタ

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。入力後は術前診察医で自分の名前を登録し、「入力

のみ」にしておく。

 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

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

 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

 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）

 診察が終わったら ORSYSの術前診察の状態を「診察済」にし、

保存する。簡単な内容をカルテにも記載しておく。

 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
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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

 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

(7) 術前オーダーの出し方

基本的には、セット展開から入って以下の 4つの指示を出すと簡単。

1）経口摂取

 富士通の Ordering PCで「処置カレンダー」を選択（入院モード

にしないと出ない）

 「処置カレンダー」から「新規処置」を選択
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 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

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。内服する時間もフリーコメント欄に書く

 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も含め前投薬は、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のオーダーも 2017 年よりオーダリングシス

テムからの処方となっている

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

 術前診察で記載された常用薬と内容が変わっていることがあるた

め、入院後に再度確認してから指示を出すこと

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
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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。

・担当麻酔科医は、患者の状態を医学的に把握し、麻酔計画を作成し、

患者もしくは保護者に知らせる。

・適切な麻酔計画の作成は、次の事項に基づく。担当麻酔科医は、下記

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。

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
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・以下の項目を診察し確認する。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。

・麻酔を行う上での問題点をまとめ、術前に対策を考え記載する。

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）

気道：気道確保困難の予測により術前よりの対応が可能

□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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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・禁煙からの期間 □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

□スパイロメトリー(必要時) □血液ガス(必要時)

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

□冠動脈ステントの種類と治療の時期（ステント治療後の場合)

※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）

循内の当番医（PHS 91746）に連絡し相談する。
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血液凝固：輸血の必要性、凝固障害を評価する

□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

肝機能：薬物の代謝に重要、また凝固因子産生にも影響

□肝酵素（AST ・ALT） □胆道系酵素（Bil ・γ-GTP ・ALP）

□飲酒歴 □Child-Pugh 分類

腎機能：術中の薬剤投与量や輸液、電解質バランスに影響

□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）

□スケジュール、シャントの位置、ドライウエイトの確認(透析患者)

免疫：自己免疫疾患では全身的な合併症にも注意が必要

□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
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代謝・内分泌：糖尿病患者ではコントロールに加え合併症を評価

□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

□脂質異常症 □BMI(肥満の有無)

□甲状腺機能 □副腎機能(ステロイド内服の有無)

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

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）
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(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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(4)各臓器評価のための分類

＜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）
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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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(4) 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

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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＜非心臓手術の心機能に対する評価と治療（フローチャート）＞

□ステップ１：手術の緊急度を決定する。

□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しうるか検討。

□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項目以下なら Low risk
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(5) 危機的偶発症の発生リスク

・麻酔関連偶発症例調査では、心停止あるいは重篤な後遺症を覚悟した

危機的偶発症の発生率は 18.27/10万症例であった。

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。

(6) 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＞

２件分の症例に対応可能な麻酔カートが各部屋に準備されている。

喉頭鏡ブレードなど，一つずつしかないものもあるため，症例準備中に

確認をすること。

小児に関しては「小児麻酔」の項を参照

(1) 全身麻酔の準備

・気管チューブ：男 8.0 mm、女 7.0 mm、カフあり

特殊なチューブが適応となる場合は機材室から持ってくる。事前に上

級医と相談を。

・RAE（頭部・顔面手術等），経鼻 RAE（口腔内手術），MLT（ラリンゴマ

イクロサージェリー/男 6 mm、女 5 mm），EMG（甲状腺・副甲状腺手術

の一部）

・声門上器具（i-gel，ラリンジアルマスクプロシール）：一般的には男

＃4，女＃3。挿管に代えて気道確保に用いるほか，気道確保困難時に

も用いられる。i-gel は麻酔車に搭載。

・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
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・スタイレット

・バイトブロック：大

・喉頭鏡ブレード：マッキントッシュ No.3、体格が特に大きいときは

No.4

・喉頭鏡ハンドル：接続しライトがつくかどうかチェック。それぞれ，

緑とシルバーがあるため，種類が異なると接続できない。

・挿管デバイス：喉頭鏡に代えてマクグラス，エアウェイスコープ，グ

ライドスコープなどを用いる場合がある。マクグラスは各部屋に，そ

れ以外は機材室にある。それぞれ対応するイントロックを接続する。

・人工鼻：直、曲

・バッグ：3 L

・蛇管、L コネクタ

・胃管（消化器手術等必要に応じて準備する）

（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 JMS 延長チューブ JV-PNP2060L

（2.2mL）を適宜プラネクタで接続し使用する。

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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＊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時のみ）

・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

(4) A ライン

確実に作成できるようになるまで，自分で準備すること。緊急手術の時

は自分で作成する必要がある。

上級医にサインをもらえたら，看護師に作成依頼ができる。作成依頼す

る場合は前日 17 時までに更衣室前の掲示板のリストにオーダーを記入

すること。
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・生理食塩水 500 mL、ヘパリン、加圧バック，Edwards Lifescience モ

ニタキットシングル VP084TSC (PL)

(5) CVC（中心静脈カテーテル）

・ 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)

・エコーを必ず使用し血管走行や周囲の組織を確認すること

・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/CEDV774H7538

・ 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

・エコーを必ず使用し血管走行や周囲の組織を確認すること

＊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、圧ラインホル
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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，中心静脈管理報告書の記載を忘れずに

(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 150 mg を目安に準備するが，体格を考慮し上級医に

確認する。

・神経ブロック用エコーとエコー用滅菌カバー

・必要時に電気刺激用の針、電気刺激装置

＜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）

・麻薬・劇薬はファーマシーステーションから持ち出し，空アンプルも

含めて返却する。麻薬は残薬も廃棄しないこと。あらかじめ Fix レジデ

ント以上から処方箋を印刷してもらい，サインまたは印鑑をもらってお

く（詳細は「麻薬・劇薬の取り扱い」参照）。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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) フェンタニル fentanyl：0.25 mg/5mL または 0.5 mg/10mL

レミフェンタニル remifentanil：5 mg/50 mL または 2 mg/20 mL に

なるように生理食塩水で希釈

4) エフェドリン（原液 40 mg/mL）：原液 1 mL+生理食塩水 7 mL（5 mg/mL）

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

児のみ用意）

6) ドロレプタン droperidol：25 ㎎/10mL

7) 弱ペチロルファン pethidine hydrochloride：35 mg/mL

＊ 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

＊注意

・麻薬の持ち出し時には、「麻薬処方箋」が必要（麻薬・劇薬の取り扱

いの項を参照）
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・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）

＜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。

電源を入れ，所定のセットアップを行う。同時にマルチガスアナライ

ザ，Intellivue 生体モニター，麻酔記録用パソコンの電源を入れ，

ORSYS を立ち上げる。

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）手動リークテスト: 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
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4）気化器内の麻酔薬の液量を確認し、必要なら追加補充する。

(2) 気道確保の準備

A) 気管挿管

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 k

完全に抜いた状態にする。

2) チューブの先端とカフは少量のゼリーや生理食塩水で潤滑してお

く。

3) 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

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。

4) 喉頭鏡または挿管デバイス（マクグラスなど）を組み立て，正常に

作動することを確認する。デバイスには曇り止めを塗っておく。これ

らの物品は，挿管ワゴンに載せておく。

B)声門上器具：ゼリーや生理食塩水で潤滑する。ラリンジアルマスクは

カフチェックも行う。

これらを固定用テープ，聴診器，カフ用注射器とともに挿管ワゴンに準

備する。
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いずれの場合も，吸引装置を作動させ、手の届く所にセットしておく。

適切なサイズのフェイスマスクとガスサンプリングラインを麻酔回路

に接続する。

(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バッグがある。大量輸液が見込まれる際は保温

庫に移しておく。

(4) 圧ラインの準備：

・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。

・モニタキットのコネクト部分にゆるみがないか確認する。

・生食バッグを加圧後モニタキットに接続し，完全に気泡を除去する。

・モニタキットを Phillips モニターのコードに接続し，モニター画面

に適切な圧ラインが表示されるようプロファイルを設定する（看護師に

作成依頼をした場合も行う）

(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



43

(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

4）原則として点滴挿入とは逆の上腕（多くは右）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）サインイン：看護師・診療科とともに、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する

8）静脈確保はサインイン後に行う。原則として左手（非利き手側）手

背静脈より症例に適したゲージ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。乳がん手術など，術式によってはライン確保部

位が対側に限定されることがあるため注意。

＜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
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する

3) 抗生剤の指示用紙（投与者のサインを記入），各種パス（末梢ライン，

中心静脈ライン，PCA，硬膜外鎮痛），PCA ポンプのケース，コストの

シール用紙は看護師に渡しておく。

4）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

5）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

6）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。吸入麻酔薬を補充する。

7）麻酔カートは、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。

8）使用した器具のうち、再滅菌するもの（チューブエクスチェンジャ

ーなど）は麻酔カートの右上方に設置したビニール袋に入れる

9）使用した器具のうち、次の症例でも使用するもの（喉頭鏡のハンドル

など）は麻酔カート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。
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10）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。

11）針は担当者自ら処分し、麻酔カートの上に放置しない。

12）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。

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時は、ME（90809）に連絡する。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）

「○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。最短で約 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＞

詳細は次項「麻薬・劇薬の取り扱い」を参照。

1）薬剤の返却時には、麻薬処方箋，薬剤伝票に必要事項を記入し、薬
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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）のチェックを受けてファーマシース

テーションの返却用金庫に返納する。

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

・麻薬は残液も返納する。シリンジを返却する際は、白い専用キャップ

を用いるか、延長管を硬く縛り、陰圧をかけて空気が混入しないこと

を確認すること

3）セボフルラン、スープレンは毎日薬剤師が配布・回収するので部屋

に置いておく。空ボトルも回収する。（決してゴミ箱に捨てないこと）

＜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。持続薬は、帰室時

に投与された分だけが反映されるので、必要であれば実際に開けた数

を入力する。

＜JSA 麻酔台帳の入力＞

・主麻酔医は、麻酔終了後すぐに 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。
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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

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 TIVA、手術部位は ECT を選択する

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

できない

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
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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

る

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

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（データ取り込みの時間を待つ）

④「手術台帳/麻酔台帳」をクリックし，「登録」をクリックする

⑤ 麻酔を行った日を指定し，「表示」をクリックする

⑥ 麻酔を行った患者の「選択」をクリックする

⑦「全て表示」をクリックし，全ての項目が入力されていることを確認

➀

②

③
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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」をクリックで登録終了

＜術後回診＞

術後回診は全例１POD，PCA ポンプ使用者はポンプが外れるまで APS が行

っている。主麻酔は担当症例の術後回診を行い，必要時は APS と連絡を

取り合うこと。

1）麻酔担当症例の術後回診を、（できれば当日と）翌日に行い，カルテ

に記載する。

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。

3）術後患者に麻酔と関係のあると思われる合併症が発生した場合には、

速やかに教官に報告し、対策を講じること。事実をカルテに記載する

こと。問題が解決するまで定期的にフォローアップする。

4）ORSYS の偶発症の術後情報と麻酔台帳に記載。

5）問題が生じた場合、インシデントレポートを提出し，当日のインチ

ャージおよび水曜クリニカルカンファランス担当にも報告する。
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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、マルチガスアナライザ、診療用パソコンの電源

を ON

□ ORSYS にログイン

□ 蛇管、バッグ、人工鼻、（L 字コネクタ）をつけてリークテスト

□ マスク、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

□ 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（2 mL）＋生食 8 mL

□ フェンタニル： 使用予定の場合は原液を吸っておく

□ レミフェンタニル： 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

□ ロクロニウム： 原液を吸っておく

□ エフェドリン： 10 mL シリンジに+生食 7 mL＋1A（1 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

□ ロクロニウム： 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

小児の神経ブロックの準備については「小児のエコーガイド下神経ブロ

ック」内に記載
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5. 麻薬・劇薬等の取り扱い方法

(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・劇薬など当院管理薬の種類

薬剤の種類 製剤名

麻薬 レミフェンタニル(5mg)、アルチバ(2mg)、

フェンタニル(0.5mg /0.25mg) 、塩酸モルヒネ(10mg)、

ケタラール(50mg)、弱ペチロルファン(35mg)

筋弛緩薬 ロクロニウム®、スキサメトニウム®

鎮静薬 プロポフォール®、ディプリバンキット®、

イソゾール®、ドロレプタン®

向精神薬 ミダゾラム®、セルシン®、ソセゴン®

揮発性吸入麻酔薬 スープレン®、セボフルラン®
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(3) インテリジェントキャビネットでの取り扱い方法と一般的注意事項

・ (2)の薬剤のうち、揮発性吸入麻酔薬以外はすべてファーマシーステ

ーションから借り出し、ファーマシーステーションに返却する

 薬剤の管理はインテリジェントキャビネットを使用している

一般的注意事項

・アンプル/バイアルは破損、紛失の原因になるため手やポケットで運

ぶことを極力避ける

・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、ファーマシーステーションから持ち出したす

べてのアンプル/バイアル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

・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。その後手術部薬

剤師（夜間休日は薬剤部当直 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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借り出し

1)麻薬処方箋をHIS(HOPE/EGMAIN-GX)から処方

 フィックス以上の IDでテンプレートから処方する

 処方数を変更しない

 日付は手術日にする

 処方者のサインもしくは押印する

2)ログイン

 カードリーダーに職員 IDカードをかざす

 暗証番号(４ケタ)を入力する

3)麻薬処方せん読み込み

 処方せんに印字されたバーコードを読み取る

4)麻薬保管庫開錠

 モニタで開ける保管庫を指定し、保管庫の扉で『＊暗証番号４桁

＃』を押す

5)麻薬の取り出し

 正しい数を取り出す。取り出しから 1秒以上待ち、モニタ上の薬

品名の表示がグレー背景に変わり音が鳴るのを確認してから保管

庫の扉を閉める

 空カセットは回収箱に入れる
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6)基本トレイの取り出し

 基本トレイの内容：プロポフォール 3A、ロクロニウム 5V、ミダ

ゾラム 1A、ドロレプタン 1V

 ディプリバンキット×5を取り出したい際は、ここで取り出す

7)定数薬の取り出し

 各種定数薬を取り出したい際はここで取り出す

 空カセットは同様に回収箱に入れる

8)ラベル発行とログアウトをする

9)追加処方時はラベルの QRコードをかざせば患者に紐付けられる
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返却

1)麻薬処方箋とラベルの記載を完成させる

2)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

 つまり両名とも初期研修医のみの場合が NGとなる

3)ログイン

4)患者選択

 ラベルのQRコード(複数あれば最新のもの)を読み込むと患者が自

動選択される

5)返却薬撮影

 トレイを置くと撮影される。それぞれのバイアル/アンプルの開閉

・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(特に小児用のフェンタニル(0.25))を希釈し

た場合は、全て使用したこととしてフェンタニル(0.25)なら施用

5mL、残液 0mLと記載する (残液は返却する)

・ 麻薬はアンプル/バイアルと残液も返却し、それ以外はアンプル/

バイアルを返却する
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が見えるように配置する

 ディプリバンキットは透明バッグにいれたまま撮影

 きれいに撮影できていることを確認し、かつ全ての薬剤が撮影で

きていれば『登録』を押して終了

6)回収 BOXへの収納

 空いている BOXを選んでタッチし開錠

 奥まで入れるとトレイや透明バッグに付属のタグが認識されて(そ

れぞれ音が鳴る)、

7)ログアウト

(4) 揮発性吸入麻酔薬(スープレン®、セボフルラン®)

・ スープレン/セボフルランは、朝(8:30-9:00頃)に薬剤師が各部屋に

配布し、夕(16時頃)に回収

・ 基本的に麻酔開始前後など、常に両方のタンクが満タンにするよ

うに留意すること(自分が使っていなくても補充する)

・ また回収前のタイミングでは麻酔中であっても満タンに(患者が覚

醒しないように注意)

・ これも管理薬であるので、ボトルを無くさないよう細心の注意を

はらうこと
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6. 患者生体モニタ IntelliVue™
準備

1） 本体 (IntelliVue MX800)左下の電源を on。ガスモジュール

(IntelliVue G5 麻酔ガス濃度と EtCO2を測定)の電源も入れる

2） 画面右上部の「プロファイル」欄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; 成人用(標準)、成人用(Aライン)、

小児用(標準) など)を選択し確認ボタンを押す。また、その右の表

示(BIS標準 など)から「スクリーン変更」画面を呼び出し、最適

な設定へと変更する。

3） 圧ライン (動脈カテーテルなど )の挿入を予定している際は

Edward’sの圧トランスデューサのケーブルを IntelliVue側に適切

に接続し、モニタリング可能となっていることを確認する

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） モニタリングを計画している項目が全て計測可能な状態か改めて

チェックする

6） 最後に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

りスタンバイ画面とする。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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麻酔中

7） 麻酔中は特にアラームが頻回に鳴ることもあるが、その内容を麻酔

科医は直ちに把握し必要であれば介入を行う。内容把握をせずに消

音のみ行うことは厳に慎むべきである

8） 仮にアラーム設定が不適切なために過剰に鳴る設定であれば、真に

重要なアラームが鳴っていても見逃す可能性が上がる(オオカミ少

年(crying wolf)現象として知られる)。一方で過小に鳴る設定であれ

ばアラーム自体が鳴らない。すなわち、患者一人一人それぞれにつ

き最適なアラーム設定に変更する必要がある

9） 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や波形部分

をタッチして変更可能である

終了後

10）患者が退出したら電源を offする。モニタスタンバイ状態にするの

は、アラーム設定等がそのまま次患者へ繰り越されてしまうので避

けるべきである
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7. 手術部門システム/自動麻酔記録システム 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。

そして診療録は、万が一トラブルや係争となった際に証拠となる唯一

のものでもありその意味合いでも適切な記載が求められる。「イベン

ト」欄のみならず「リマークス」も詳細に記載すること。

(2) 麻酔記録の開始

(2)-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

よりログイ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

・ここで仮に、既に主麻酔以外のログイン名でログインされている場合

は、その症例の主麻酔のアカウントで再ログインすること
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・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

HOPE/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）

(2)-2. 患者認証

・ORSYSにログインした後、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が一般的）、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。また担当麻酔科医が未入力であった

り変更がある際は、ここで入力する

・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

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
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・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

・あまりに性急で IDすら把握不能であったり ID未発行の際は、超緊急

申込からゼロ 10桁(ID: 0000000000)で入力しモニタ開始する

(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）

・麻酔科医が交代した場合はリマークスからその旨を必ず入力するこ

と。麻酔指導医(オーベン)の変更についても同様である

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。レミフェンタニル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
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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

(3)-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

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

(3)-2. 輸血の入力

・そもそも輸血施行するかどうかの方針は、

オーベンと相談の上で決定すること

・輸血を行う際は輸血バッグのバーコード
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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」を選択

② バーコード読み込み画面が表示されるので、輸血バッグの右上の

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

・最後にログアウトをする、もしくはソフトウェア自体を閉じることを

忘れないこと(次にその部屋を使用する麻酔科医があなたの名前でロ

グインした端末を使用継続することを避けるため)

(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

ストになる
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・ 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。両方とも行うこと

・ 特に麻酔加算（麻酔科標榜医加算・重症加算・腹腔鏡手術加算・側臥

位加算・腹臥位加算など）、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。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
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8. 手術部シリンジポンプ運用方法

(1)各部屋用、TCI用 シリンジポンプ

・各手術室の番号が記載された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を使用する。

(2)物流センター管理のシリンジポンプ

・ OR2-OR10間の廊下の棚が定位置。必要分を各部屋に持参して使用

・しかしこの場所には、一部に手術部のシリンジポンプも混在している

ので注意

・各部屋番号の記載のないもの、OR/手術部との記載がないものを使用

・輪ゴムでタグがついていたら、タグを外しかごに入れる

TCI 専用 部屋番号の記載がある
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(3) テルモ社製 9連シリンジポンプ

・心臓・大血管手術ではテルモ 9連シリンジポンプを使用する

・定位置は OR5と OR6に 1セットずつとする

・そこにない場合は手術室臨床工学技士(PHS: 90809)に連絡をすること
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9. 全身麻酔

全身麻酔の３要素

1.健忘(amnesia),鎮静

2.鎮痛(analgesia)

3.筋弛緩(muscle relaxation)

有害反射の抑制も加えて 4 条件とする場合もある

全身麻酔を成立させるために、鎮静薬、鎮痛薬、筋弛緩薬といった麻酔

の 3 要素に当てはまる薬剤を目的別に使い分け、それぞれの薬剤を適切

に組み合わせて行う。これをバランス麻酔という。

鎮痛、鎮静、筋弛緩の 3 要素をうまくコントロールすることにより、手

術侵襲（有害反射）を抑制する。

(1)全身麻酔の準備

1)麻酔器の準備・点検

全身麻酔でなくても、いつでも使えるように必ず確認

 麻酔器の電源を入れる

 酸素・空気・亜酸化窒素・余剰ガスの配管を接続し、それぞれの圧力

を確認

 蛇管・バッグ、人工鼻・カプノメータ・スパイロメータを装着

 麻酔器の呼気側（麻酔器に入っていく方）にインターサージカルフィ
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ルタを装着

 気化器の確認：吸入麻酔薬は足りているか

 麻酔回路のリークテスト

①新鮮ガス流量を 0 または最小流量にする

②APL（ポップオフ弁）を閉め、患者呼吸回路先端(Y ピース)を閉塞する

③酸素を 5～10L/分流して呼吸回路内圧を 30cmH2O に上昇させる

④少なくとも 10 秒間回路内圧が 30cmH2O に保たれることを確認する

⑤APL 弁を開き、回路内圧が低下することを確認する

⑥酸素フラッシュを行い、十分な流量があることを確認する

麻酔器により、リークテストプログラムが設定されているものがある

ので、その場合は、麻酔器の設定に従い操作する

2）麻酔機材の準備

 吸引の準備、サクションカテーテルも装着しておくこと。

 喉頭鏡（またはマックグラスなど）、気管チューブ（または声門上デ

バイス）、経口エアウェイ、カフ用注射器、固定用テープ、バイトブ

ロック、眼パッチ、マスク、聴診器を介助用カートの上に用意

気管チューブ

内径 8.0mm（男性）と 7.0mm（女性）は麻酔カートに常備。

カフを膨らませて破れをチェックし、その後完全に虚脱させる。カフ周
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囲にゼリーを塗布する。スタイレットを使用する場合には先端がチュー

ブからはみ出さないように挿入しておいて適当なカーブに曲げる。常に

清潔に準備すること。

3）薬剤の準備

鎮痛、鎮静、筋弛緩の薬、救急の薬（エフェドリンなど）
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(2)麻酔導入

〈麻酔導入の流れ〉まずは流れを確認

入室 リストバンドを認証し、ORSYSを開く

→血圧計、心電図、SpO2モニター、額に BIS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）

→麻酔開始 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は吸入麻酔薬を開始）

→TOF 0になったことを確認

→気管挿管

→蛇管接続、左手でチューブを固定、右手はバッグを押し、リーク音を

聞きながらカフをふくらます

→視診(チューブの曇り、胸郭の動き)、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

→ベンチレーター作動、呼吸できていることを確認
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→バイトブロック、目パッチ、体位を整えたら L字（離被架）

1. 急速導入(rapid induction)

2. 緩徐導入（slow induction）

3. 迅速導入(rapid sequence induction ; クラッシュ導入)

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

科医の肘関節の角度が 90度くらいになるよう調節する。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

1.急速導入(rapid induction)；静脈麻酔薬による導入

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（イソゾール®）

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減量する

3) 呼名反応および睫毛反射消失し、自発呼吸が減弱または消失したらマ

スクを密着させ下顎を挙上して気道確保し換気する。マスクで換気で

きることを確認した後に筋弛緩薬投与する。吸入麻酔薬または静脈麻

酔薬を用いて麻酔深度を深めていく。

＊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
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4) 筋弛緩モニターで TOFカウント 0になったことを確認するか臨床的

に十分な筋弛緩が得られていることを確認した上で気管挿管

＊導入時の注意点

①換気が十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、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。麻酔深度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ひき，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。

2.緩徐導入(Slow Induction)；吸入麻酔による導入（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、心機能が悪い症例。

フルストマック患者では禁忌

1)気道刺激性が少なく、血液/ガス分配係数の小さいセボフルランを用い

る。O2 6 L/min（＋N2O）にセボフルランで導入開始。セボフルラン

濃度を漸増させる方法や高濃度のセボフルランを一息に吸入させる方
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法がある。

＊投与開始からしばらくの間に、興奮期を通過する際に体動が見られる

ことがある。興奮期に刺激を与えると喉頭痙攣を引き起こす危険性が

ある。

2)入眠後，静脈路を確保し，ラリンジアルマスクを挿入，または筋弛緩

薬を投与して気管挿管する。

3. 迅速導入；Rapid Sequence Induction（クラッシュ導入）

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：

吸引を必ず用意、必ず挿管できるような準備で

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）

3) （Precuralization）

4) 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、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 cricoid pressureを行う。原則として陽圧換気はしないこと

5) 気管挿管は，筋弛緩が得られたらすぐに行う。

6) 挿管後、直ちに 10cc程度の空気をカフに注入し，チューブが気管内
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に正しく留置されたことを確認してから cricoid pressureを解除する。

7) カフ圧を適切な圧に調節する。

※Cricoid pressure（Sellick’s maneuver ;輪状甲状圧迫法）

フルストマックの逆流防止のために輪状軟骨を圧迫し，食道を輪状軟骨

と椎骨で圧迫する方法。30N(neuton，3kg程度)の力で圧迫する。ただ

し，近年では輪状甲状圧迫法の有用性は疑問が持たれており，かえって

気管挿管を困難にするという場合もある。

＊Cricoid pressure（Sellick’s maneuver）
M. Ramez Salem, M.D.; Arjang Khorasani, M.D.; Ahed Zeidan, M.D.; George J. Crystal,

Ph.D.Cricoid Pressure Controversies: Narrative Review Anesthesiology 4 2017, Vol.126,

738-752.

4. 意識下挿管；Awake Intubation

気管挿管困難が疑われる場合、イレウスなど誤嚥リスクが高い場合、

全身状態が悪く、麻酔導入に耐えそうもない場合など(後述)

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=M.+Ramez+Salem
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=Arjang+Khorasani
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=Ahed+Zeidan
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=George+J.+Crystal
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=George+J.+Crystal
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5. 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

(3)気管挿管

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

科医の肘関節の角度が 90度くらいになるよう調節する。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

1) 開口

右手の親指、人差し指を奥歯に当て、指交差法（クロスフィンガー）

で右口角部を大きく開く。同時に Sniffing Positionを維持する。

2) 喉頭鏡挿入

左手でマッキントッシュ型喉頭鏡のハンドル下部を持つ。喉頭鏡のブ

レードを舌の右側から口腔内に挿入し，舌やくちびるを巻き込まない

ように注意しながら舌を左によけつつ喉頭蓋を見つける。
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3) 喉頭展開

喉頭蓋根元、舌根部（喉頭蓋谷）までブレード先端を進め，挙上し、

声門部を確認する。

※ハンドルを手前に倒すと歯牙損傷を起こしてしまう!!!挙上の時は

ハンドルに対して長軸方向に押し出す。声門を確認するときは顔を近

づけないように!

4) 気管チューブ挿入

右手で介助者（看護師）からチューブを手渡してもらい，チューブを

気管内に進める。チューブはカフ上縁が声帯を 2-3cm超えたところ

（カフ上の黒い線が見えなくなるところ）まで挿入。口角あるいは切

歯の位置でチューブの深さを確認。(通常、女性で 20~23cm，男性で

22~24cm)

5) カフ注入（介助者が注入）

左手でチューブを固定し、麻酔器のポップオフバルブ(APL)を閉じて，

左手でバッグを 20cmH2O付近まで加圧しながら，チューブと気管と

の間のリークがなくなるまでカフに空気を入れる。



80

6) 気管挿管後の確認

視診（胸郭の上がり、チューブの曇り）、聴診（呼吸音）、EtCO2モ

ニター

7) 気管チューブの固定

8) 気管挿管後、Cormack & Lehane分類（下図）を記載する

＊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）

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

7）開口制限；開口 2横指以下

8) 肥満 など
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＊Mallampatiの分類

・声を出さずに、図のように舌を前方に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

意識下挿管（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：

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 1~2 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）

まず舌根部から喉頭蓋谷など喉頭鏡のブレードと接する部分にリド
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カインスプレーを散布し、喉頭展開が容易に行えるようにする。さ

らに喉頭や気管粘膜まで表面麻酔を行っておくと、咳などの気道防

御反射が抑制され、気管挿管が容易になる。ただし、フルストマッ

クなど気道の反射を保ちたい場合には喉頭入口部以下、気管内に表

面麻酔を行ってはならない。

3）喉頭鏡またはビデオ喉頭鏡で喉頭展開し、スタイレットを入れた気

管チューブ(通常より 1サイズ小さめ)を直視下に吸気にあわせて優し

く進める。

4）挿管されたら、プロポフォールまたはチ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

*意識下挿管では血圧上昇、不整脈が起こりやすい。脳動脈破裂、脳圧

亢進患者、大動脈破裂や協力が得られない場合は禁忌である。

経鼻挿管

適応：歯科、耳鼻科、形成外科などの口腔内手術

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：経鼻用 RAEチューブ(出血しやすいので、経口よりサイズダウン

する)、ネーザルエアウェイ、喉頭鏡、マギル鉗子、シャーレ、消毒

液（粘膜に使用可能のもの；イソジン®、ベゼトン®、ハイアミン®な
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ど）、アドレナリン（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）、潤滑ゼリー、綿棒

＊経鼻では出血しやすいこと、不潔になりやすいことを留意

方法：

1) 酸素化、麻酔導入、入眠後にアドレナリンを含んだ消毒液（+潤滑ゼ

リー）をつけた綿棒で鼻腔内を消毒

2) 筋弛緩が得られたら経鼻 RAEチューブを鼻腔から挿入、口腔内に入

ったところで喉頭展開し、マギル鉗子を使用しながらチューブを気管内

へ誘導する

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

準備：気管支ファイバー(5mm以上)、リドカインスプレー、4%リドカ

イン液、他 経鼻挿管用の準備、ファイバーにチューブを通しておく

＊方法は成書参照。基本的に初期研修医は見学で

(4)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
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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。

 BIS値は 40～60を保つように。適切な麻酔状態では幅広で振幅の大

きい睡眠紡錘波が多数見られる。SQI(signal quality index)は信号の

信頼度を表し、SQIが低い場合の BIS値は参考程度に留める。筋電

図を拾ってしまうと BIS値は高く表示される。

2) 吸入麻酔薬の設定 # 20-35歳の若い人での値

 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

 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
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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。ただし、必要な血中濃度は手術侵襲、オピオイドなどの併

用薬物、患者の合併症などにも影響されることを忘れないこと。また、

BISモニタリングは必須である

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
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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

 術中覚醒は重大な合併症である。血行動態変化がなくても術中覚醒の

可能性はあるので注意。気化器内の吸入麻酔は無くなっていないか、

点滴は落ちているか(静注薬がしっかり体内へ到達しているか)、常に

確認すること。

(5)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

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
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 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。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を

行わなければ痛みという強い苦しみを与えてしまう。

 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) 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
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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

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

3) 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

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
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10. 各種モニター

麻酔中の患者の安全を維持確保するために、日本麻酔科学会の「安全な

麻酔のためのモニター指針」に従うこと。この指針は全身麻酔、硬膜外

麻酔および脊髄くも膜下麻酔を行うときに適用される。以下に 2014 年 7

月第 3 回改訂版を示す。

現場に麻酔を担当する医師がいて、絶え間なく看視すること。

①酸素化のチェックについて

皮膚、粘膜、血液の色などを看視すること。

パルスオキシメータを装着すること。

②換気のチェックについて

胸郭や呼吸バッグの動きおよび呼吸音を看視すること。

全身麻酔ではカプノメータを装着すること。

換気量モニターを適宜使用することが望ましい。

③循環のチェックについて

心音、動脈の触診、動脈波形または脈波のいずれか一つを看視するこ

と。

心電図モニターを用いること。

血圧測定を行うこと。

原則として 5 分間隔で測定し、必要ならば頻回に測定すること。観血

式血圧測定は必要に応じて行う。
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④体温のチェックについて

体温測定を行うこと。

⑤筋弛緩のチェックについて

筋弛緩モニターは必要に応じて行うこと。

⑥脳波モニターの装着について

脳波モニターは必要に応じて装着すること。

なお、全身麻酔器使用時は日本麻酔科学会作成の始業点検指針に従って

始業点検を実施すること。
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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

さまざまな機種があるので、用途に応じて選択する。

定位置：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 8 kg 以上、乳児用は約 3 kg 以上で使用

する。

感染予防のため、カバーをつけて（小児用と乳児用はつけずに）

使用すること。

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、プローブを返却用ケースに入れておくこと。（洗浄して

もらう）

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

科手術以外にも、心疾患合併患者等で必要時には使用する。ただ

し、食道損傷などの合併症には留意すること。

(2) 気管支ファイバースコープ BFS

定位置：ルーム 13 の廊下をはさんで向かい側、東側の血液ガス分
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析器の横

ファイバーが折れて画像に支障をきたす故障が多いため、折らな

いように愛護的に扱うこと。

 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され

る。

ディスポ製品もある。

(3) フロートラックセンサー・ビジレオモニター

 定位置：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

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 にデータを残すことができる。使用時は必ず
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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。

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

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



95

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。

1 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、

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）のトレンドモニターと

して用いる。毛髪の無い前頭部にセンサーを貼り、センサー直下

の rSO2をモニタリングする。

 SrO2と rSO2は相関するが、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ている。変動を看視する

こと。

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
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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。

オキシテープエコを用いて、プローブを再利用する。

(5)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。

 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。超音波ガイド下穿刺も推奨される。

 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、太さにも多種ある。年齢、体格、術式、帰室病棟の希望等

で選択する。

 コネクターの選択にも留意が必要である。

 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、
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血腫、気胸、空気塞栓等。

(6) 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。種類により、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。

 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

 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、先にガイドワイヤーを 2 本留置する。

 肺動脈カテーテルの先端を、空気 1.5 mL の注入で楔入する位置に
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留置する。経時的に深くなることが多いため、定期的に位置を確

認する。遠位に移動した場合は 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。

(7) DDG アナライザー

定位置：現在は、代謝内科病棟

 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 によるアナフィラキシーに留意する

褐色細胞腫の術前の血管内容量の測定にしばしば用いられている。

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 アナライザー付属のマニュアルを参照すること。
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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剤（ソリューゲン F、ビ

カーボンなど）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フリー（ソルデム 1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の最大投与量は 20 mL/kg。腎機能障害は禁忌

・アミノ酸製剤（モリプロン F）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）

・ 4 mL/h × 体重の 10 kgまでの分

2 mL/h × 体重の 10 ~ 20 kgの分

1 mL/h × 体重の 20 kg以上の分 これらを足した量が速度
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＊体重が 60 kgなら、40 + 20 + 40 = 100 mL/hrで輸液

2）術前脱水

・飲水が 2時間前まで許可されているので、術前脱水のため急速な補正

が必要になるようなケースは少なくなった

・患者の状態（心不全や脳圧亢進などのために術前に利尿剤の投与を受

けていた場合、意識状態が悪いために飲水が十分できていない場合な

ど）によっては、術前脱水が麻酔によって顕在化するので必要に応じ

て補正する

3）術中の喪失量

・不感蒸泄、サードスペースロス（間質への水分の貯留）

これらを補うためには、開腹術では 10 mL/kg/hr、そのほかの術式で

は 4～6 mL/kg/hrが必要とされていたが、現在ではこの数値に基いて

輸液速度を決定することはない。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) 現在の輸液量に対する考え方

1）restricted 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、これら
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の数値よりも少なめに輸液を行い、尿量の低下や PPVの上昇など循環

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。漫然

と輸液しても間質への水分の移行を助長し浮腫を増強させるだけであ

る。ただし、必要最小限は投与しなければならない。輸液を行っても

血圧低下が持続し、それが麻酔にともなう血管拡張の影響が大きいと

判断される場合は、α刺激薬の持続投与を行う

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。SVV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、これらの数値の上昇は循環血液量の低下を示唆している。

一般に 13％を超えたときに輸液負荷を行うと、その反応性がよい（輸

液による効果が得られる）とされる

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
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＊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

(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 10 g/dL程度を保つ

・ 2単位の輸血で Hb 1.5 g/dL程度の上昇が期待できる

2）新鮮凍結血漿（1単位 120 mL）

・血液凝固因子の補給が目的

・大量出血時、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）血小板濃厚液（1単位 20 mL）

・一般に血小板数が 5万/L以上では必要になることはない

・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

められる場合に適応となる

(3) 輸血合併症

・低体温：加温コイルなどを用いて加温

・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）
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(4) 輸血施行時の確認事項（重要！）

・術前にオーダーされた輸血は、心臓手術の場合と自己血以外は輸血部

に保管されているので、必要なときに手術室に運んでもらうよう連絡

をする

・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

・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入

力は必ず行う

・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

・輸血をしながら帰室するときに、終了と副作用のチェックリストへの

入力を行っていない場合は、その旨を申し送る（病棟でしてもらうよ

う依頼）
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・小児などで分注して輸血する場合は、ルーム６の網棚にあるシールに

ID、名前、製剤番号などを記し、分注したシリンジに貼る。輸血バッ

グはビニール袋へ入れ、分注したシリンジとともに帰室病棟へ運ぶ

・使用済みの輸血バッグは、黒の危険物専用ボックスに棚が設置されて

いるので、そこに置いておく

・輸血を行った場合は、麻酔終了後に麻酔サマリの輸血製剤一覧を開き、

副作用のチェックリストへの入力漏れがないかを確認する

(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

・オーダリングと同時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）

・心停止が切迫しているような危機的出血では、異型適合血を輸血する
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ことも考慮する。

緊急時の適合血の選択

患者血液型 RBC FFP PC

A A＞O A＞AB＞B A＞AB＞B

B B＞O B＞AB＞A B＞AB＞A

AB AB＞A＝B＞O AB＞A＝B AB＞A＝B

O Oのみ 全血適合 全血適合

(6) 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 90 ug/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、後ほど記載し薬剤部に

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。筋弛緩モ

ニターを確認しながら必要に応じて追加投与する。すべての症例で筋

弛緩薬の術中追加が必要なわけではない。漫然と投与しないこと。

・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。持続投与量の目安は、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と言われる。

・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

・手術終了時に筋弛緩状態からほぼ回復している（TOFカウント 4）よ

うならネオスチグミンも使用可能。アトワゴリバースはアトロピンと

の合剤であり頻脈になるため副作用に注意して使用する。

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
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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

・ 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％
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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)

・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

・筋弛緩薬投与前から測定を開始する必要がある

2）TOF ratio

・0.5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、反応回数を TOFカウントという。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）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

4）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
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（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

5）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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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

（→抗凝固薬と区域麻酔・神経ブロック参照）

・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に準備し

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

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、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

④25G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、針を回転させ、どの向きでも CSFの逆

流が認められるのを確認する

⑦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

⑧薬剤をゆっくり注入する

⑨穿刺部位にバンドエイドを貼り仰臥位にする
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⑩血圧を頻回に測定し（少なくとも 5分間は 1分毎）、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）

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になるまで待つ

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

5）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
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(2) 硬膜外麻酔

1）準備

・アロー社製硬膜外麻酔セット

・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＋アドレナリン 0.1 mL、0.2-1%ロピバカインなど、症例に

応じて）

・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針の切り口を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
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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

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コネクターをつけて、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：脊髄くも膜下麻酔と同様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
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投与量：初回投与量の半分程度。症例によって増減

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
5

E入りは 7

ブピバカイン 0.25～0.5 10～20 60～240 1.5

ロピバカイン 0.2～1 10～20 60～240 3

レボブピバカイン 0.25～1 10～20 60～240 3

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・結紮

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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15. 抗血小板薬・抗凝固薬と区域麻酔・神経ブロック

・本項は抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドラインに基づい

て記述されているが、それよりは若干基準を厳しく設定している

1）区域麻酔・神経ブロック手技における出血リスク分類

高リスク 中リスク 低リスク

血小板数低下時

出血性素因がある時の

硬膜外麻酔

硬膜外麻酔

血小板数低下時

出血性素因がある時の

脊髄くも膜下麻酔

脊髄くも膜下麻酔

血小板数低下時

出血性素因がある時の

深部神経ブロック a

深部神経ブロック a

血小板数低下時

出血性素因がある時の

体表面神経ブロック b

体表面

神経ブロック b

a深部神経ブロック；腕神経叢ブロック（腋窩法を除く）、閉鎖神経

ブロック、坐骨神経ブロックなど

b体表面神経ブロック；腕神経叢ブロック（腋窩法）腹直筋鞘ブロッ
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ク、腹横筋膜面ブロック、大腿神経ブロックなど

2）以下の場合、硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔は出血リスクの高リス

クであると判断されるので施行しない。深部神経ブロックも出血リス

クの高リスクであると判断されるが、症例によっては施行せざるを得

ない場合もあるので、リスク・ベネフィットを考慮して判断する

・血小板数低下時；＜8万/uL

・出血性素因がある時；出血傾向のエピソード、重度の肝機能障害（肝

硬変含む）、透析、先天性または後天性の凝固異常（PT＜50％、aPTT

＞10秒延長）

3）抗血小板薬・抗凝固薬の休薬期間

・抗血小板薬

7日―バイアスピリン、タケルダ、ブラビックス、エフェイント、エ

パデール、ロトリガなど

2日―プレタール

・抗凝固薬

5日―ワーファリン

4日―プラザキサ（半減期：14-18 h、腎障害時は延長するので注意）、

アリクストラ（半減期：17-20 h）

3日―エリキュース（半減期：8-15 h）

2日―イグザレルト（半減期：5-9 h）、リクシアナ（半減期：6-11 h）、
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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）

4時間―ヘパリン

＊体表面神経ブロックでの抗血小板薬と NOACの休薬は、リスク・ベ

ネフィットに応じて継続することも考慮できる（圧迫で止血可能）

4）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、上述の休薬期間に準じる

・術前に抗血小板薬・抗凝固薬を内服している患者に硬膜外カテーテル

を留置する場合は、再開するときには必ず麻酔科に連絡するようあら

かじめ手配しておくこと

・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

5）硬膜外カテーテル抜去後の抗血小板薬・抗凝固薬の再開時期は？

・抗血小板薬、ワーファリン；抜去後より投与

・ヘパリン、クレキサン：抜去後 2時間以上経過してから投与

・ NOAC：抜後 6時間以上経過してから投与

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
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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

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



121

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

く教科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

・クリーントレー（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。

ロピバカイン（アナペイン R） 極量 3 mg/kg

レボブピバカイン（ポプスカイン R） 極量 3 mg/kg

（ただし、6 ヶ月未満の乳児・新生児では 1.5 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。

局所麻酔薬中毒発症時の治療のために、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ます）が準備さ
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れている。

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。

プレスキャン時に、針を穿刺するときに使用する「ブロック時に描出

する画像（勝負画像）」を前もって決めておく。その際、目標とする

神経やコンパートメントを画面の端に描出すると、平行法による穿刺

時の針の角度が浅くなり針先を描出しやすくなるのでお勧めである。

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。ベッドを穿刺しやすい高さにし、術者の向き・ブロ

ック針の刺入方向とプローブの向き・エコー画面ができるだけ一直線

になるように調整する。術者が正面に穿刺部位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。プローブをしっかりと固定す

ることが超音波ガイド下神経ブロックの成功のために大切であるが、

位置取りの良さもプローブの固定性に寄与する。椅子に座った状態で、

術者・穿刺部位・エコー画面の位置を調整するのも、神経ブロック時

の術者の視線およびプローブの固定のために有効である。
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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

ドン液 10％を用いる。

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
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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）、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）、

UNIEVER®穿刺針 20G 80 mm（ユニシス社）を選択できる。

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：スティムプレックスウルトラ）

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。針先が描出されてなければけして針を進めてはいけない。

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
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入角度をできるだけ小さくすることを意識するとよい。針刺入最初の

1 センチ程度は、超音波装置の画面を見ずに超音波ビームの面に針先

を合わせることに強く意識を注ぐことが、針先を上手に描出するため

のコツである。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。局所

麻酔薬投与後にも、薬液が目標とするコンパートメントに適切に広が

っているかどうかアフタースキャンで確認するとよい。

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。最近では、神経内

薬液注入による神経障害を回避するための役割が期待されつつある。

神経刺激装置の初期設定は、1 mA、0.1 msec、1 Hz とする。目的と

する神経の支配筋収縮を確認した後、徐々に刺激電流を下げていき、

0.5 mA で反応が得られ、0.3 mA で反応が得られない位置での薬液注

入が推奨される。0.3 mA で筋収縮がみられる際は、針先が神経内に

ある可能性があるので、針先を引き抜く必要がある。針先を適切な位

置に誘導できたら、血液の逆流および薬液注入時抵抗のないことを確

認しながら、少量ずつ薬液を注入していく。



126

図４：神経刺激装置 神経刺激対応針を使用する

４） 超音波ガイド下神経ブロックの難易度について

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。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（ロピバカイン：0.2%

程度、レボブピバカイン：0.1%程度）に設定しておく。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



127

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、大腿骨頸部骨折観血的手術な

ど）、膝関節手術（人工膝関節全置換術、前十字靭帯再建術など）

大腿神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、腸骨筋膜下ブロック

大腿神経ブロックは、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（腸骨筋膜の下）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。大腿神経ブロックを行う際には深

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。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しなくて

も、大腿神経のあるコンパートメント（腸骨筋膜の下）に薬液が注入

されれば鎮痛効果は十分発揮される。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。大腿神経ブロッ

クは大腿四頭筋の筋力を低下させるため、離床時の膝崩れ（転倒）に

注意が必要である。

外側大腿皮神経ブロックは、大腿神経ブロックよりもさらに外側で大
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腿神経と同じ層（腸骨筋膜の下）に薬液を注入する。

腸骨筋膜下ブロックは、大腿神経ブロックを鼠径靱帯よりも頭外側、

上前腸骨棘近傍で行う方法である。本手技により大腿神経と外側大腿

皮神経を同時にブロックできる。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

で腸骨筋膜を貫通し薬液を注入する。

・大腿神経ブロック、腸骨筋膜下ブロック：0.25-0.375%ロピバカイ

ン or 0.25%レボブピバカイン 20-30 mL

・外側大腿皮神経ブロック：0.25-0.375%ロピバカイン or 0.25%レボ

ブピバカイン 10 mL

・持続大腿神経ブロック： 0.2%ロピバカイン or 0.1%レボブピバカ

イン 4 mL/時間＋PCA

２） 膝関節手術（人工膝関節全置換術など）、足関節手術（人工足関節

全置換術、脛骨骨折など）

坐骨神経ブロック膝窩アプローチ

坐骨神経ブロック膝窩アプローチでは、坐骨神経が脛骨神経と腓骨神

経に分岐する付近でブロックを行う。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、
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神経を同定する。大腿外側より針を刺入し、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。

・坐骨神経ブロック膝窩アプローチ：0.25-0.375%ロピバカイン or

0.25%レボブピバカイン 10-20 mL

３） 肩、鎖骨、上肢手術

腕神経叢ブロック斜角筋間アプローチ、鎖骨上アプローチ

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、ブロック前に術者に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
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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。穿刺針のスペースを確保するために、

肩枕を使って半側臥位にすると穿刺が容易になる。

・腕神経叢ブロック：0.25-0.375%ロピバカイン or 0.25%レボブピバ

カイン 15-20 mL

・持続腕神経叢ブロック： 0.2%ロピバカイン or 0.1%レボブピバカ

イン 4 mL/時間＋PCA

４） 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

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、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
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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%ロピバカイン or 0.25%レボブ

ピバカイン 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

・ロピバカ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。

５） 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

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、
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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

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て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： 0.2-0.25%ロピバカイン or 0.2-0.25%

レボブピバカイン 0.1-0.2 mL/kg（片側） 通常は両側に行い、極量

は 3 mg/kg。6 ヶ月未満の乳児・新生児では 1.5 mg/kg。

６） 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

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



133

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。

・小児の腸骨鼠径・下腹神経ブロック： 0.2-0.25%ロピバカイン or

0.2-0.25%レボブピバカイン 0.1-0.4 mL/kg（片側） 極量は 3 mg/kg。

6 ヶ月未満の乳児・新生児では 1.5 mg/kg。
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17. Patient Controlled Analgesia (PCA)
・ PCAは、開胸や開腹、手術創が大きい場合など術後痛が強いことが

予想される症例で行う

(1) PCIA: Patient Controlled Intravenous Analgesia （経静脈）

・ 薬液：500 mLの生食バッグから 100 mL生食を抜き、フェンタニル

100 mL（0.5mg/10 mL/A を 10 A→5000 µg）を加え、フェンタニル

10 µg/mLにする（Total 500 mL）

・ 薬液には必要に応じてドロレプタンを加えるが、Total 500 mLとな

るように最初に生食を抜いておくこと

・ PCIAは、患者を pain freeの状態にして開始することが望ましい。

覚醒後に痛みを強く訴える場合は、pain freeになるまで、成人では

10～25 μgずつフェンタニルを加える

・帰室後にフェンタニルの血中濃度が上昇し、呼吸抑制をきたす恐れが

あるため、PCIAの開始から退室までは十分な時間をとること（オー

ベンと要相談）

・投与例

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

Bolus dose 1 or 2 mL

Lock out time 5～10 min（6～12回/hまで）
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(2) PCEA: Patient Controlled Epidural Analgesia （経硬膜外）

・薬液：500 mL の生食バッグから 130 mL 生食を抜き、1%アナペイ

ン 100 mLとフェンタニル 30 mL（0.5mg/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にする（Total

500 mL）

・薬液には必要に応じてドロレプタンを加えるが、Total500 mLとなる

ように最初に生食を抜いておくこと

・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/ｈまで）

(3) 末梢神経ブロック

・現在はほとんど行っていないため、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 薬液バッグに必要事項を記入した専用のシールを貼る

2 薬液バッグ内のエアはあらかた除去しておく

3 スパイクの一段目まで刺し、薬液バッグをスクイズしてバッグ内の空

気を除去する。ポンプの設定を入力後、プライミング機能でチューブ

内を薬液で満たす

4 スパイクを奥まで差し込む（スパイク抜けのリスクを低減し、差込口

に残った気泡がラインに入り込む事を防止できる）
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⑤スパイク部分を下図の様にマジックテープで固定する

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、よほどでない限り閉塞しない

⑦薬液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する

⑧大きなマジックテープで薬液バックを包み、細長いテープをクロスさ

せて固定する

⑨最終的にポンプ本体を入れると次の図のようになる
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（中） （外）

⑩ポーチの表示ラベル（紫色：PCIA or 緑色：PCEA）が閉じた状態で

見た時に、用途と合っているか確認し、違っていればラベルを反転さ

せる（一部のポーチは紫色、緑色のものがあるが、上記ラベルの色と

同じ用途とする）
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PCAポンプの運用方法

①PCAポンプは 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

②PCAのポーチ（ラベル）は用途によって色分けされている（PCIA：

紫、PCEA：緑）

③容器内にポンプとポーチがあること、容器とポンプの番号がそろって

いることを確認して使用する

④ポンプの電池が容器内にあるので、新品の電池をポンプに入れる

⑤前述ページに記載のあるように、薬液を詰め、バッグに薬液内容のシ

ールを貼り、セッティングする

⑥持続流量、PCAドーズ、ロックアウト時間などをポンプ上で設定する

⑦患者に PCAポンプを接続し、スタートする

⑧接続する時には必ず、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容器とパス（PCIA：青、PCEA：緑）を外回り看護師に必ず渡す

⑩通常と違うなど、必要があれば APS係へ詳しい申し送りを行う

⑪患者と一緒に PCAポンプとその容器が動く

⑫PCAポンプ終了後、パスの記載を行う。ポンプは病棟から容器に全て

を入れて物流センターへ運ばれる
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＊重要事項

・ PCAのパスは麻酔車の一番下のファイルに入っている

・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）

・薬剤を詰めたら、必ず組成が記された専用シールを薬液バッグに貼る

・接続部位（Iv or Epi）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の薬剤追加→術後鎮痛→CADD Legacy PCAの記載を忘れな

いこと（APSが把握できず、フォローされない危険がある）

・ポンプの設定変更を行うときは、必ずダブルチェック（病棟では看護

師さんなどと）し、パスへ記載する。
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18. Acute Pain Service（APS）
・麻酔科を研修中は、APSとして1週間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）

・前の週の土曜日に、前週のAPSから申し送りを受け、可能なら一緒に

回診する。金曜日に手術を受けた患者とPCAポンプを使用している患

者をすべて回診し、それ以外にフォローの必要な患者も把握する

・月曜日に、週末の当直から申し送りを受ける

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

する

・余裕がある場合には、朝一番の症例の導入の手伝いを行う（ただし、

APSの仕事を優先すること）

2）回診（平日）

・PCAポンプがついている患者を午前（9-12時の間）と午後（14-17時

の間）に回診し、pain scale（後述参考）を評価・記録する。ポンプ

薬液残量を確認し、必要があれば補充する。定時だけでなく、必要に

応じ適宜回診を行う

1 PCAを使用していて、痛みの訴えのない患者に関しては、ボーラス

履歴を確認し、上級医（同じ週のAPS上級医→その症例のオーベン→

APS担当スタッフ→回診日のインチャージの順）に相談する
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2 PCAを使用していて、痛みを訴える患者では、ドーズボタンを押し

ているか確認し、押していない場合にはボタンを押すよう指導する

3 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

のかを考察する。また、カルテに痛みの原因（創離開、縫合不全、

SSIなど）や副作用の有無（嘔気・嘔吐、掻痒、しびれ・麻痺）など

の診察を行い、上級医に相談する

・回診後、特にポンプの変更を行った場合は必ずカルテに記載する（カ

ルテの診療科を麻酔科にすること！）。これは、主科とのコミュニケ

ーション・疼痛管理方針の引き継ぎに非常に重要である。

・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回診記録に入力する（回診記録

の使い方はAPS上級医に確認すること）

・APS回診記録は夕回診後に回診用テーブルに入力し、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ないため注意する

・PCAポンプを使用していない患者については、手術当日の夕と翌日の
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朝に回診し、バイタルサインや麻酔による合併症の有無を確認する。

また、術後鎮痛の状況を確認し、鎮痛薬の処方・PCA導入など積極的

な介入の必要がないかを評価する。特に手術翌日の記録は、麻酔管理

料を請求する根拠となるために記載漏れがないように注意する

・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など）

・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

・翌朝、B当直から夜間の申し送りを受ける

3）週末の引き継ぎ

・土曜日に次週のAPSに患者および仕事内容の申し送りを行いながら

一緒に回診する（土曜日のAPS回診は、引継ぎをかねて新旧APS係が

回診、日・祝日は当直医が最低1回は回診する）

・薬液の補充は多めに行い、夜間や日曜日に薬液がなくならないように

する（入れ切り終了とする場合には、病棟看護師に伝え指示に書いて

おく）

・金曜日夕方もしくは土曜日に翌週予定手術患者をAPS回診記録に取

り込む（後述マニュアル参照）

4）昼食交替

・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
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はどうか、オピオイドは多く必要なのか、など）

5）その他

・基本的には午前の回診とカルテ記載が終わるまでは、その他の仕事を

頼まれても、APSの仕事を最優先に行う

・空いた時間は緊急手術の準備の手伝いなども行う

・初期研修医や麻酔科標榜医でないものが、カルテに回診の記録を記載

する場合は、麻酔科標榜医を上級医として承認が必要である

・薬液補充の際は、電子カルテで麻薬オーダーするが、ICU/HCUは

ACSYS、一般病棟はHOPE/EGMAINでオーダーすることになってお

り、ICU/HCUでのオーダーは通常と異なるため注意する。麻薬は処

方箋を持ってけやき棟１階の薬剤部に取りに行く。

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
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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、体位交換では痛くない

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

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
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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

上記のスケール以外で、

・numerical rating scale(NRS)：0から10までの11段階評価

・visual analogue scale(VAS)：10cmの直線で痛みが全くない左端から

最大の痛みを右端として現在の痛みを指し示してもらう評価は広く用

いられており、これらを痛みの評価に使ってもよい
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APS回診表への予定手術患者入力マニュアル（必須ではない）

1 HOPE/EGMAINにログイン

2 右下の「ツール」の「手術部門業務」をクリックし、「手術予定一覧」

をクリック

3 左上の「表示日付」を翌週の月曜日から金曜日の日付に変更し、「最

新表示」をクリック

4 「ファイル出力」をクリックし、「保存」を選択、適当な名前をつけ

（例：20090301）USBメモリに保存し、安全に取りはずす

5 APS回診記録の入っているPCにUSBメモリを挿入し、APS回診記録

（ファイルメーカーPro）を立ち上げる

6 左上の「ファイル」から「レコードのインポート」を選択し、「ファ

イル」を選択

7 USBメモリ内にある先ほど保存したCSVファイルを指定し、「開く」

をクリック

8 矢印の先の内容があっていることを確認し、インポートする
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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。覚醒下で挿管する可能性や、歯牙損傷が起

こりやすいこと、気管切開の可能性や命にかかわること

【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

第一選択はマクグラスで良い。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、直ちに挿管を試みることもあ

る。

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 0番コール
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「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

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】
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・とにかく、酸素投与

・声門上器具を使う

・筋弛緩薬をスガマデクスで拮抗して自発呼吸を出す、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、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、ライトワンド）

・光を頼りに盲目的に挿管するための道具

・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: トラキライトは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

・盲目的経鼻挿管に好んで用いられる

・大学附属病院にはないので、必要であれば取り寄せを

＊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・

筋剛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 0.5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

1 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。

＊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の冷蔵庫（SPD-冷 1）

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 mg、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

・アボカド、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 5mg/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＜5mg/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 ～100mgまたはメチ

ルプレドニゾロン 10～20mg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

5mgを静注
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23. 心臓大血管手術の麻酔

人工心肺を用いた開心術の麻酔手順

(1) 麻酔準備

□ 9連シリンジポンプ、ペースメーカー、S-nerveを準備

□ トランサミン、インスリン、心臓麻酔用薬剤セットを準備

□ 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

※ヘパリン生食 2、三活 3、プラネクタ（青）5、プローブカバー

□ シースの青いキャップをパッケージごと看護師に渡す

□ CV、シースの板クランプは外して看護師に渡す

□ ビジランスに身長体重を入力、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-1」にコードを接続

□ TEE本体と電子カルテの TEEオーダーを紐付け（方法は後述）

□ TEE本体に心電図のコードをつなぐ

□ ヘパリンは必要量を準備しておく。プロタミンは吸わないでおく

□ 人工心肺中の鎮静用の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
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(2) 入室～麻酔導入

□ モニター接続：5点心電図、SpO2、血圧計、BIS

□ 脳梗塞リスク、大血管手術の際は INVOSを使用

□ 末梢ラインできれば 2本、Aライン確保（局所麻酔を使用）

□ フェンタニル、ミダゾラムで麻酔導入、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」→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

□ 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

□ 手が空いたら TEEを見ておく
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(3) 執刀～人工心肺開始

□ 執刀前、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画像を本体に取り込み、記録用紙を記入

□ 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を中心静脈から投与

□ ヘパリン投与 3分後に ACT測定、200秒、400秒を超えたらコール

□ 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

□ IVCカニュレーション時は肝静脈への迷入がないか TEEでみる

□ 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、

人工心肺開始時の血中濃度低下に備える）

□ ポンプに乗る前に瞳孔をチェックして ORSYSに記録

□ 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（フルフローに戻ったら離してよい）

□ 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

□ モニターのアラームOFF、呼吸器を人工心肺設定に
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□ 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

□ 「人工心肺・低体温加算」の場合は人工心肺時間＝低体温時間

□ 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

□ 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

□ air抜き時、TEEにて airの残存を確認

□ 肺動脈圧の波形を見ながら換気量を増やす

□ ペースメーカー使用時、V（心室）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、ACTがベースライ

ンに戻るよう調節
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(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

□ 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、気道内圧の変化を確認

□ 閉胸後：再度、ACTと血液ガスをチェック

□ 閉胸後：TEEチェックして問題なければ抜去、画像をカルテに送信、

TEE記録用紙をファイルにとじる

□ 術後鎮痛：フェンタニル 20mL原液を持続投与

□ （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）、必要に応じて調整する

□ 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

□ 移動中も適宜モニターをチェック

(6) その他

□ 帰室後は呼吸器設定の調整、モニター、心電図、BGAを確認する

□ シース、CV、SGカテーテル、TEE、INVOSのコストをとる

□ 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

□ 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、症状や各種検査結果（心電図、心エコー、心臓カテ

ーテル検査、トレッドミルテスト、CT、心筋シンチ）を確認

 事前に AT-Ⅲを確認、低値の場合は AT-Ⅲ製剤を準備

(2) 前投薬

 成人では術前の鎮静薬は出さないことが多い

 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

 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

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、目標値を

決めておく。麻酔薬の投与は慎重に行う。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

 トランサミンは基本的に 2アンプル投与。腎障害、高齢者では減量。

人工心肺前に投与するのがよい
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＜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

 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。INVOSも参考に。

 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、

術者に報告する

 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。溶血に対して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、使用時は高血糖が必発である。インスリ

ンを大量に投与すると ICU帰室後に低血糖を起こすことが多いので

少量にとどめる。MVPで逆流試験に心筋保護液を大量に使用すると、

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＞

 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
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 術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

TEE検査データを電子カルテに取り込む方法 (EPIQの場合)

1)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

2）EPIQの操作（カルテ操作後）

 LANケーブルを本体から壁の差し込み口につなぐ

 Update Worklistを押し、患者の名前を選んで検査開始

3) EPIQの操作（検査終了、EndExam後）

 Reviewで検査一覧を出し、該当患者の名前を選ぶ

 Send toボタンを押し、送信する（送信先は一択）。右下の 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」で進行状況が見られる
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＜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

 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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各論

腹部大動脈瘤切除術の麻酔

 当院では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

 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

 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。鎮痛も十分に行う

TEVAR, EVARの麻酔

 Aラインの位置は確認が必要。当日まで手順書が来ないことが多い

 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

 露出が多く、体温が低下するので、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
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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

 非利き手の橈骨動脈はグラフトに使用する場合があるため、Aライン

は基本的に右に入れる

 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は可能なら抜管帰室。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

小児開心術の麻酔

 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挿入可能だが、気管チューブのずれや換気不

良などの合併症のリスクがある。術中の操作も注意深く行う。事前に

家族への説明を行う

 小児の薬剤の組成は「小児心臓（さいとか改訂）」エクセルシートを

使う。帰室時もこの用紙を持ち帰り、外科医に申し送る

 9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

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
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 術中の Aラインの取り直しは困難なため、大きいシーネで屋根を作

っ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

 NOを使用する場合、NO開始 1時間後に血液ガス採血をするよう外

科側より依頼されている

 患児が小さいばあいは輸血を 50mLシリンジに分注してシリンジポ

ンプで投与する。分注した場合は専用のシールを貼る。
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その他

<心臓手術関連のカンファレンス>

 水曜 18:30～ 循環器内科・外科カンファ＠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＠ICU裏の

カンファ室

<役立つ教科書・資料>

 心臓手術の麻酔 ※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

 参考資料：水曜カンファフォルダ・麻酔科フォルダ内の「LVADの

麻酔」「TF TAVIマニュアル」「TA TAVIマニュアル」「MICSの麻

酔」
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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＞

※小児の CVライン取り決めは現在調製中（６室壁の掲示参照）
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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

・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
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(2) 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！

※ファイバーは修理費が 60 万円～！
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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

・ディスポーザブルの気管支鏡もある。画面を他のモニターに共有する

ことはできない。

3）動脈ライン（気胸の手術では入れないことが多い）

(3) 麻酔方法

・基本は全身麻酔+胸部硬膜外麻酔（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）

・呼吸器外科の術後患者の 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、肋間神経ブロックは依頼すると術野から行ってもらえ

る）

・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
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1) 麻酔導入

・気管支内挿管

道具を確認（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

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、左用であれば左にファイバ

ーをすすめ、ガイドにしてチューブを進める（右の場合も同様に右に

ファイバーを進めガイドにする）。挿管したら上葉支口が開口している

ことを確認すること。

・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を避ける目的もある）

・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
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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

・分離前に純酸素で換気し（窒素は血液に溶けにくい）、痰をよく吸引

しておく

・肺が虚脱しない時は麻酔回路確認・カフの確認・チューブの位置確認・

痰がないかチェック・ファイバーで選択的に吸引（下葉から間欠的に

吸引、持続吸引では気管支内腔が閉塞することあり）

・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

2）麻酔維持

・HPV抑制の観点から TIVAを選択することが多いが、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で開始し、SaO2をみながら随時
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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

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

・それでもダメな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

・サクションは頻回に行う（30分～1時間に 1回を目安）

・非換気側（術野側）はファイバーで、換気側はサクションチューブで

すばやく行う

・肺動脈操作時は吸引しないこと！（バッキングで損傷の可能性）
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・気管支離断時、断端に痰が付着しないように痰は除去しておく

・リークテストは手動で行い、ゆっくりと加圧。空気漏れの感じがあれ

ば術者に伝える

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。鎮痛が不十分だと痛み

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(TOF>0.9)、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

・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、
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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し、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/
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25. 気管支ステントの麻酔

◎呼吸器外科に事前に必ず手順書を提出するようにお願いする。術中の

気道の変更は麻酔科と呼吸器外科の緊密なコミュニケーションで行う

べきであり、事前からの情報共有が重要である。

麻酔管理のポイント

①自発呼吸を残しつつ、侵害刺激に耐えられる状態にする

②声帯が閉じないようリドカインスプレーをしっかりと噴霧する

準備

挿管、マスク換気の用意（人工鼻は直）、経鼻エアウェイ各サイズ

i-gelまたはファーストトラック（挿管用ラリンジアルマスク）

シリンジポンプ 3 台程度（1 台はデクスメデトミジンをつないで帰室

することが多い）

サクションセイフ

4%リドカインスプレー

チューブエクスチェンジャー

胸壁聴診器（ETCO2が出ない間の自発呼吸の確認であると便利）

レミフェンタニル 2mg（0.08μg/kg/min以下が自発呼吸を残す濃度）
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フェンタニル

プロポフォール TCI用キット（TCIが便利）

デクスメデトミジン

吸入麻酔で管理する場合 セボフルラン

その他、循環作動薬や筋弛緩薬（吸っておかなくてよい。スキサメト

ニウムも。）

＊術前から鎮静下挿管状態で、デクスメデトミジン、プロポフォール、

フェンタニルがキープされてくることがある。

手順

1 麻酔導入前：確実な末梢静脈路を確保する。食道癌による狭窄の場

合など、大量出血の可能性がある。動脈ラインは麻酔前に awakeで

確保する。CVは症例による。

2 麻酔導入：自発呼吸を維持することが大事。口腔・後咽頭をリドカ

インスプレーで麻酔する。挿管されている場合は喉頭鏡で展開し声

門付近・喉頭をリドカインスプレーで局所麻酔する。声帯が閉じな

いようにするのが、この麻酔のポイントです。

3 術前から挿管されていない場合気道確保として i-gel かファースト

トラックを挿入し、換気が可能なことを確認する。その後、しばら

く自発呼吸を確認しながら 100%酸素で、十分に酸素化を行う。
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4 気管支ファイバーによる気管、気管支の表面麻酔：この間は自発呼

吸。気道確保デバイスにサクションセイフを取り付け、そこを通し

て軟性気管支鏡を挿入する。呼吸器外科医が 4%リドカインスプレ

ーを気管内に散布する。局所麻酔中毒にならないように注意し（上

限 10 mg/kg）、撒き過ぎていたら声をかける。（4%リドカイン 1mL

には 40mgのリドカイン）その後自発呼吸を確認しながら十分に酸

素化を行う。

5 気道確保デバイスを抜去し、すぐに硬性気管支鏡を挿入：ここから

手術開始となる。声帯を硬性気管支鏡が通過すれば、硬性気管支鏡

の側孔に麻酔回路を接続し酸素を吹き流すことができる。それまで

は全く酸素を投与できない。（リークがあるので、カプノグラムは

描出されないことが多い）手技としては、硬性気管支鏡挿入下で透

視を使い、体表にクリップを用いて気管、気管分岐部などのマーキ

ングを行う。必要時には電気メスで腫瘍を焼くことがある。電気メ

ス使用時は FiO2を下げる。電気メスを使うタイミングの時にはあ

らかじめ声をかけてもらう。侵害刺激が強い時には自発呼吸が消え

ないことを確認しながら慎重にレミフェンタニルの投与量を増や

すか少量のフェンタニル（25μg）を投与する。

6 呼吸器外科がステントの準備：いったん気管支鏡は抜いて、ステン

トの準備を行っている間に再度十分に酸素化を行う。自発呼吸が残
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っていればマスクで呼吸の補助を行う。（次の操作中一時換気不可

能になる。できるだけ長い時間操作してもらうためにも、十分に酸

素化を）

7 再度、硬性気管支鏡挿入後、ステント挿入：硬性気管支鏡内を通し

てステント、ステントイントロデューサを入れていく。この間は換

気が不可能になる。自発呼吸さえ残っていれば酸素投与の意味があ

る。術者の邪魔にならない程度に口のそばで酸素を吹き流す。ステ

ントをリリースし、イントロデューサを抜去すれば再び換気が可能

になる。

8 ステントの位置を透視で確認：必要に応じて把持鉗子などを用い、

ステントの位置を調節する。

9 処置が終了したら硬性気管支鏡は深麻酔下で抜去になる。必ず先に

声をかけてもらい、麻酔科側の気道確保の準備（経鼻エアウェイ、

挿管デバイスなど）をすませてから硬性気管支鏡を抜去していただ

く。麻酔から覚醒させる。

気をつけるポイント

◎自発呼吸を残しなるべく咳反射を抑える

自発呼吸が残るレミフェンタニルの濃度は文献によると 0.08μg/kg/min。

それより少ない量から開始し、様子を見ながら増量する。



190

◎セボフルランで術中の維持を行う場合

セボフルランは自発呼吸を残しながらの麻酔深度の調節が容易である。

セボフルランは 1.1MAC、1.4MAC(セボフルランの 1MAC= 2.05%)で

も自発呼吸が保たれる。（Doi and Ikeda. Anesth Analg, 1987;66:241-4）吸

入麻酔深度を上げると呼吸回数は増えるが浅呼吸になることに注意す

る。換気できない間に吸入麻酔薬が投与できない点と、硬性気管支鏡

の側孔から換気するときなど回路からリークが多い間は術者にセボフ

ルランのにおいがもれる点に注意する。

◎帰室時にデクスメデトミジンによる鎮静を希望される

術後帰室時には十分に効果を発現している必要がある。プライミング

ドーズの投与を行わない場合には、維持量よりも多めの量を術中から

投与し、術後に維持量に変更するなどの方法をとってもよい。

※デクスメデトミジン(200 μg、2 mL)の投与量

：2A＋生理食塩水 36 mL=計 40 mL （10 μg/mL）

初期負荷 6μg/kg/hを 10分間持続

維持量 0.2～0.7μg/kg/hの範囲で持続注入
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26. 脳神経外科の麻酔

(1) 開頭手術の基本的な麻酔

＜導入＞

・脳圧亢進時には Hypercapneaで脳血管は収縮するため導入直後から

過換気。ただし PaCO2 25 mmHg以下にはしない。

・ SAHの時には脳虚血を避けるためHypercapneaは避ける

・ ICP上昇が著しいときは頭部挙上で導入するのもよい

・挿管は筋弛緩が十分効かせ、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。喉

頭展開 1～2分前にリドカイン 2 mg/kgを静注するのもよい。

＜執刀前＞

・ head pin 固定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。術者に局麻してもらうと鎮痛薬使用量を

抑えられる。

・ナビゲーションなどで時間がかかると執刀前 1時間を越えることがあ

るので、抗生剤投与はナビゲーション後に開始するとよい

＜術中＞

・マンニトールは術者から指示されたら指示量を 15分かけて投与する

・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
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で維持し、必要ならフェニレフリンの持続投与を併用）

＜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

・抜管時・帰室後の血圧コントロールのため（一般的に＜120 mmHg

を求められる）覚醒させる前にニカルジピン 20 mLをロック式シリ

ンジに吸い持ち帰り可能なシリンジポンプにセットしつないでおく

・抜管時はニカルジピンボーラス投与で血圧をコントロール

(2) 脳腫瘍摘出術の麻酔

・術中 5-アミノレブリン酸（5-ALA）で蛍光診断を行う場合は胃内容を

決して吸引しない！（手術申し込みで確認しておくとともに、書いて

なくても一応術者に確認）

(3) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形の麻酔

・高血圧にしないように（挿管時の高血圧に注意！）。

・破裂脳動脈瘤で ICPが上昇している場合は、血圧が低下すると灌流

圧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 が掛っている間に血圧を下げすぎないように
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注意

・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

(4) 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

(5) 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

(6) 経鼻的下垂体手術の麻酔

・ 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
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・静脈ルート 1 本で充分である

(7) CEAの麻酔

・血圧を保つこと

・動脈ラインは必須

・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

(8) 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）
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(9) 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

＊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

(10) 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
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＜ポイント＞

・脳容積を増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（これが一番のポイント）。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。どうしても必要な時はフェンタニルを少量投与。

・嘔気・嘔吐が生じることがある→制吐剤投与、オンダンセトロンは手

術室にないので予め取り寄せておく

・痙攣発作が起きたら→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

(11) SEP・MEPをモニターする際の麻酔

・ 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



197

ョン開始時にはずさなくてはならないので、それまでに薬剤の必要量

の目安を得ておく）

・MEPでは筋弛緩が回復していることを必ず確認する

・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。

通常、ECT用のバイトブロックを用いるが、手術時間が長くなると

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

もあるため、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。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

(12) 術中MRI（iMRI）の麻酔（OR1を使用場合撮影がなくても麻酔

はこれに従う）

※7:30～8：00点検がありその間はMRI室に入れない。その前に蛇管・

ラインなどの準備をし、点検中に廊下の麻酔カートで薬を吸うとよい

※薬は全部プラスチック針で吸う（白はバイアルに刺せます、ピンクは

刺さりません）

＜OR1入室に際して＞

□ ポケット内の荷物は操作室入口右手の小物入れに全て出す

□ 入室前に操作室入口右手に置いてある金属探知機とマグネットで磁
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性体を身に着けていないことを確認する

□ MRI操作室入口右手にあるチェックリストを確認して記入、サイン

しホワイトボードに名前を書く

□ PHSは持ち込めないのでMRI操作室に置く

＜点検前＞

□ MRI用麻酔カートが手術室側の廊下に出ているので入れる

□ 各種電源がペンダントにささっていることを確認（図①）

□ 酸素・空気などのパイプは麻酔器と近いペンダントへ差す（図②）

□ 吸引は（MRI操作室側と反対側の）壁にあるものを使います

□ 呼吸回路は麻酔カートの一番下の引き出しにある、組み立て方は図

参照
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□ 回路組み立て終わったらリークテスト

□ 挿管セット用意、基本気管チューブはRAEチューブを使います！(挿

管セットは麻酔カートの上に置いておく、MEPの場合バイトブロッ

クは ECTで使っている発泡スチロールのバイトブロック、切ってお

くとよい)

□ 末梢ラインは延長します！（いつもの延長チューブ600 mm(1.9 mL)

を 2～3本つなげる。間にコネクタを使わないとつなげられない）

□ レミフェンタニルとディプリバンのラインも延長→まずトップエッ

クステンションチューブ（X1 120cm）（ブロックとかでよく使う緑の

パッケージのもの。同じ点滴系の引き出しの左奥に入っている（1～2

個））をつけその後にいつもの JMSの延長チューブ 1080mm(0.9mL)
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をつなげる

□ レミフェンタニルとディプリバン専用の箱（ポンプシールドボック

ス）にセットする（しっかりそれぞれ箱の中でコンセントを差す！画

面上で充電を確認）

□ Aラインも延長する。Aラインの延長は麻酔カートの右の「圧ライ

ン」の引き出しに Aラインと一緒に入っている。間に TOPの三方活

栓（緑の）をつける

＜入室後＞

□ PHILIPSとMEDRADの両方のモニターをつける（看護師さんがや

ってくれる）

□ 腕につけるものは体位とベッド回転後を考えて基本麻酔器に近い側

に。（特にMEDRAD）

ECG：PHILIPS・MEDRADの 2個分のモニター装着

NIBPカフ：PHILIPSは右上腕、MEDRADは左上腕（腹臥位時反対）

SpO2クリップ：PHILIPS・MEDRADとも左指（腹臥位時右）

TOF：左手（腹臥位時右）

＜導入時＞

□ Aラインは体位とベッド回転後の位置を考えて麻酔器に近い側に基

本とるようにする（仰臥位のとき左、腹臥位で右）

□ Aライン波形が表示できたら、PHILIPSの NIBPカフをはずす
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□ チューブは仰臥位の場合左口角固定、腹臥位の場合右口角固定（麻

酔器に向く方に）

□ バイトブロックを入れる（MEPの場合 ECTで使っている発泡スチ

ロールのバイトブロック）

□ ベッドに移す時ラインが体の下に回らないよう気をつけましょう

□ 導入が終わったら、TOFをはずす

＜ベッド回転＞

□ 気管チューブから回路をはずす

□ ライン・モニターのコード達を見守りながら回す

□ まず呼吸器回路をつなげる

□ 回路が長いのでベッド脇にテープで固定するときも

□ ライン・モニター類の表示を確認する

□ Aラインの高さを合わせる。脳外は開頭時と顕微鏡使用時などで手

術台の高さが変わるので気をつける

＜その他＞

□ 絶対にバッキングさせないように、交換用のディプリバンは早めに用

意する。また iMRIは撮影時間が長いのでルーチンで撮影前に新しい

ものに取り替えておく

□ ラインが長いので遠位側から薬液を入れるとなかなか届かない。緊

急時に対応できるように一番近位側のプラネクタにテープでしるし
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つけておくとよい

□ この部屋だけは特別、ラインは床に這わせても OK（這わせることで

どっかに引っかかってラインが切れたり抜けたりすることを防ぐ）た

だ踏まないように気をつける

＜MRI撮影前＞

□ MEDRADのモニターがついているのを確認（まだ麻酔記録が完全に

MEDRADに切り替わるまでは PHILIPSの ECG、SpO2はつけたま

まで）

□ AラインのケーブルをMEDRADに差し替える

□ EtCO2ライン差し替え（機器への接続部を外して移動させればよい）

□ Essential SpO2クリップの装着（MEDRADの SpO2は外れやすい）

□ MEDRADの横に光ケーブル（操作室側の壁引っかかっている先が 2

つになっている黒いケーブル）をつなぐ

□ 操作室にあるMEDRADモニターを ONにし、正常に作動しているこ

とを確認

□ 操作室の ORSYS を起動（右端から 2 番目のパソコンです）

→WARNING！同意→（ここで ope室内の PHILIPSの麻酔記録を「一

時終了」にすると）操作室の ORSYSに OR1が出てくるので選択（出

てこないときは「使用中役割表示」をチェックすると出てくる）→患

者を選び「麻酔記録開始」→モニター選択欄「MEDRAD」を選択！
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→「承認」

（麻酔記録に vitalの記録されない時間ができないよう、先に PHILIPS

を終了するのではなくてこの 2 つは並行に進めよう）

□ ここではじめて PHILIPSの SpO2、ECGをはずす（PHILIPSのコ

ード類はMRI対応じゃないので麻酔器側に引っかけておく）

□ ORSYSのパソコン自体をシャットダウンする

□ MRI対応ではない機器はMRI撮影のときは 5ガウスライン（床の色

枠）の外に置く

□ Aラインのホルダーは必ず外して 5ガウスラインの外に出す

□ 麻酔薬の投与量は減らさない

□ 輸液・麻酔薬の残液量やリンジポンプが正しく作動していることを確

認しておく

＜MRI撮影中＞

□ 造影剤を頼まれたら（薬剤は放射線技師が用意してくれます）、なる

べくラインの患者側から入れ生食 20 mLで後押しします。（レミフェ

ンタニルなど持続薬が投与されていない方のラインで）

＜MRI撮影後＞

□ シリンジポンプ・点滴の残量を確認

□ ペンダントから抜いた電源を入れ直す。そしてパソコン、モニター

を起動する。
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□ PHILIPSモニターを復帰させる。Aライン、EtCO2コードもつけ

かえる。

□ 操作室の ORSYSを一時終了にし、ログアウトする

□ ope室内の PHILIPSの麻酔記録を起動する。こっちも部屋が出てこ

ないときは「使用中役割表示」チェックボックスにチェックするとで

てくる→患者を選び「麻酔記録開始」→モニター選択欄「IntelliVue」

を選択！→「承認」

＜抜管時＞

□ TOFモニターを付け直す

□ 通常のバイトブロックに入れ替える

□ 麻酔器側に酸素専用アウトレットがないので細めのスリップジョイ

ント（挿管チューブ 5.5mm）を取り付けると良い（捨てないでと明

記しているので最初からついている場合もある）
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27. 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）

1）問診

・出生時の異常の有無

（出生週数、出生時体重、APGARスコア、帝王切開ならその理由）

・既往歴（アレルギー、最近の風邪症状、喘息とその最終発作時期）

・麻酔歴（その際の異常の有無）、血縁者の筋疾患や悪性高熱症の有無

・先天性疾患の有無

・最近の予防接種、

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

・上気道炎の症候の有無
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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

・10 kg以下では呼吸器合併症リスクが高いとの報告があり慎重に判断

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、意識に問題のある場合、日帰り手術、

全身状態がよくない場合には投与を避ける。

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

＊ミダゾラムシロップは院内製剤なので専用の同意書が必要

＊セルシンシロップは、麻酔・鎮静同意書のみで良い

＊経口投与不可の場合、入室時にケタミン 5 mg/kg又はミダゾラム 1 mg/kgを注腸する方法も

ある
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(4) 麻酔準備：

導入から抜管までイメージして、体格に合わせた小さいサイズを用意。

予想サイズのみでなく、前後のサイズも含めて、余裕を持って準備。

気道確保の道具は特に念入りに。

“SOAP ME”

・ Suction:吸引、吸引管 (１才以下 5,6 Fr、1才以上 8,10 Fr)

・ 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 Mac 1、 4才- Mac 2)、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

・ Pharmaceuticals：薬:生食か 5% 糖液（新生児）で希釈する。

微量なので、1回使用分ずつ小分けにする。

後述の小児薬容量を参照。

・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）、胃管（6-12Fr）など。

＊気管チューブ：カフなしとカフ有りがある。下記のサイズを参考に、

予測されるサイズとその前後のサイズを含めて 2つずつ準備する。
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乳児以下は原則カフなしチューブを第一選択。3.0 mmのカフ有りチ

ューブ使用は合併症の報告もあり、適応を検討して管理する。

カフ有りチューブはカフ管理に注意する。➀カフ位置：カフが浅く輪

状軟骨にかからない、かつ片肺にならない。➁カフ圧：20cmH2O以下

で。マイクロカフはより低圧 5-10cm程度でシールされる。気道内圧が

20cmH2O程度でリークする程度のカフ圧にする。カフ圧は変動するの

で適宜測定する。

マイクロカフチューブは、従来と異なりカフがポリウレタンで可塑性

が高く、より低いカフ圧が可能。カフがチューブ先端に寄っていて、輪

状軟骨にかかりにくい。マーフィー孔がないため、片肺換気に注意する。

【年齢別の標準チューブサイズ】

カフなしチューブ ID カフありチューブ(microcuff)

新生児（満期） 3.0 mm 3kg以上, <8か月

乳幼児（1歳未満） 3.5 mm 8か月 — 2歳

1歳 4.0 mm 2－4歳

2－3歳 4.5 mm 4－6歳

4歳 5.0 mm 6－8歳

5－7歳 5.5 mm 8－10歳

8歳 6.0 mm 10－12歳
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＊ラリンジアルマスク（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

・多くの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

スになる。入室後は、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（術前オーダーに記載する）。保護者には事前に導入の様

子を説明しておくこと。不安が強い保護者の同伴は、逆効果の可能性

・ 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）

・ 同伴したが、児が泣き止まなくてスムーズな導入が難しい場合には、

保護者を退室させてから導入する

1）パルスオキシメーター、心電図、を装着する。ASA-PS1,2では自動

血圧計は入眠してからでもよい。

2）学童以下で末梢ラインを確保されてない、誤嚥リスクのない
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ASA-PS1,2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。

＊学童以上で覚醒時に点滴受け入れできそうな場合、体重 30kg以上

の場合、すでに末梢ラインが確保されている場合は急速導入を行う。

＊術前の胸部写真で、胃泡が目立つ場合は急速導入も考慮する。

3）十分な麻酔深度を得た時点で気道確保を行う。

4）気管チューブは抵抗がないことを確認しながら挿入する。挿入した

ら、肺音に左右差がないか、よく確認する。（小児は片肺挿管でも、

伝播して聞こえる。）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。

気管チューブ先端の安全域は狭い。頚部位置や手術内容に合わせて、

チューブ先端位置を決める。

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、25-30 mmHgで

もリークしない場合は、細いチューブへの入れ替えを検討する。

カフありチューブは、カフを入れた状態で 20 cmH2Oの加圧でエア

ーリークがある様に調節する。カフ内圧はマイクロカフでは通常
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10cmH2O以下。（高くとも 20 cmH2O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：基本は AOS（GOS）± Remiで維持。

セボフルレンの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

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
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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）+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

・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の時は、乳幼児では深麻酔下抜管を考慮する
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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。特に最初の 1週間は変化が大きい。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、入室前から保温しておく。室温を 32℃

程度に上げておき、温風加温機を最初から利用する。

・凝固：出生 24時間以内の場合は Vitamin Kの静注（主科に確認）

・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、準備しておく。

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
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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

・硬性鏡からの換気は気道抵抗が非常に高く、EtCO2も検出困難とな

る。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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28. 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

・薬物動態が成人と異なる。局所麻酔薬中毒に注意する。

・ Ropivacaineの一回投与量は最大 3 mg/kgまで、６か月以下では最

大 1.5 mg/kgまで。

(1) 仙骨硬膜外麻酔（Caudal block）

1）適応：下腹部、会陰、下肢の手術（鼠径ヘルニア根治術、精巣固定、

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なので注意する。

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・くも膜嚢胞のある

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）

・エコーガイドの場合は、エコーカバー
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4）方法

・気管挿管又はラリンジア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

・あらかじめ刺入部に 22-18 G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

・施行中も呼吸状態・循環状態に十分注意しながら行う。特に気道トラ

ブルに注意

5）局所麻酔薬の選択と量

・ 0.2% Ropivacaine （アナペイン）0.7-1.0 mL/kg、

・ 6ヶ月以下は 0.1% に薄める。



219

(2) 硬膜外麻酔

・ほとんどの症例で全身麻酔下に行う

・体格によって皮膚から硬膜外腔までの距離は様々であり、合併症を

起こさぬよう、その距離を予測・測定し、頭に入れて針を進める

予測式：腰部では(10＋体重 kg ) × 0.8 mm、胸部ではこれより浅

い

測定：体位を取ってから穿刺前にエコーで測定

・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：仙骨硬膜外麻酔に準ずる

3）準備

・小児用硬膜外麻酔コンプリートセット（19 G、35 mm）

・ 100 mL生食ボトルに小児用点滴セットを繋ぎ満たしておく

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、大腿を腹部につけるように背中を丸めて介助
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者に保持してもらう（気管チューブや LMAの位置、換気に注意）

・施行前にエコーで硬膜外腔までの距離を測定し把握する。

・左手で棘間を押さえながら穿刺し、針を 5 mmほど進めたところで

内筒を抜く

・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

・針の羽を両手で持ってゆっくり進めていく

・介助者は点滴が落下したら教える ”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）

・単回投与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、ステリーとオプサイ

ト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不確定なので添加しない

ことも多い。投与前後の ECGの ST変化に注意

・単回投与の場合：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。以下、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、約 1.5時間ごとに追加投与する。乳児、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。(持続投与は 0.4 mg/kg/hr以下で使用。６か月以下では

0.2-0.25mg/kg/hr以下で使用)

・ 6か月以下は局麻のクリアランスが低い。持続投与は 36～48時間
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以内にとどめる。生児は術後持続投与を避ける

・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。新生児は原則併用投与しない

・塩酸モルヒネは遷延性呼吸抑制をきたすので、帰室後も注意が必要

・カテーテル留置が 2,3日以上になるときは包交して毎日カテ刺入部を

観察する



223

29. 持続静注での疼痛管理（IV opioid）小児用

・開腹、開胸手術など術後疼痛の強い術式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、術後は

よく観察し、その評価によって適宜使用量を調節する

・使用中は SpO2モニターを継続する

(1) PCA（patient controlled analgesia）

・ fentanyl を用いる

・ 7-8歳以上で理解力のある小児で使用

・手術部位や疼痛により適宜調節する

・ 4時間の fentanyl量が 4 μg/kgを超えないように設定する

・点滴の死腔が大きいので、lock out timeは長めに設定する

・設定の一例：back ground : 0.15 μg/kg/hr, bolus : 0.25 μg/kg, lock out

time : 10 min

・ 5歳程度で疼痛を自分で伝えられる場合は、NCR(Nurse controlled

analgesia)も考慮

(2)持続投与（非 PCA）

・自己判断能力のない乳幼児は PCAでなく、持続投与にする

・挿管帰室でない新生児には行わない。乳児は減量する
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・フェンタニル 0.5-1 μg/kg/hr。手術内容や乳児では減量する。

＊注意点

・呼吸抑制、嘔気等の副作用の出現に注意し適宜調節する

（小児は自分で表現するのが難しいので、よりこまめに）

・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注意する

・ 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。

・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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30. 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

□ 腰椎の Xpが撮影されているので開いている椎間を把握しておく

□ 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

□ 処置キット（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、ロクロニウ

ム 1A、フェンタニル 1Aなど）

□ 凝固系に異常がある場合や、患者の希望があるときは全身麻酔で

行う。しっかり筋弛緩を効かせれば閉鎖神経ブロックは不要。

□ 閉鎖神経ブロック

□ 処置キット（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

□ 電極パッチ 1個（筋弛緩モニターに使用するもの）
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□ ブロック針（10 cmのスティムプレックス）

□ 0.375％アナペイン（10－20 mL／片側）

□ 場合によって、エコー（S-Nerveなど）

(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。
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(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

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

・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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31. 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ことがある。麻酔方

法は上級医と相談する

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、



230

臍帯脱出

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



231

麻酔方法：脊椎麻酔（＋硬膜外麻酔）

(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、

左半側臥位とするか右腰部 に枕を入れる

4）麻酔直後に妊婦が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分毎に血圧測定する

・ 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
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ンの吸収は、子宮血流量、子宮収縮力を減少させない

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。フェニレフリン 50-100

µg、エフェドリン 5-10 mgの投与などで対処する。

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

意する

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



233

(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。気管チューブは 6 mm、

7 mmを選択する

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
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な状態で娩出させるため、それを利用することもできる

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（インチャージベルで

確認）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
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妊娠第 3期：胎児の心拍モニターをする

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 1 MAC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
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6）術後管理

・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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32. 肝切除時の麻酔管理

(1) 術前評価

□ 一般的な全身麻酔の術前評価

特に腎機能、耐糖能、貧血・出血傾向の有無を忘れずに

□ 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

□ 急性肝機能障害の有無：

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。腹腔鏡下手術ではブロックと IVPCAで良い。

・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
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・胃食道静脈瘤がある症例で、胃管や経食道心エコープローブを挿入す

る際は、慎重に適応を決める

・血圧管理のため動脈圧モニタリングは必須

・中心静脈カテーテルは必須ではないが、心機能低下など術中・術後に

カテコラミンを使用する場合には挿入する

(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（少なめにする）や

体位、中心静脈圧を測定しているときは低めの管理が望まれる（肝切

離中 5 mmHg程度）。輸液制限による静脈血の酸素飽和度が低下、乳

酸値の上昇や代謝性アシドーシスの進行、空気塞栓、突然の大量出血

に注意する。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
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ある。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。肝静

脈切除まではこの管理を続ける。

・肝臓を切っている間は中心静脈圧を下げるために PEEPゼロ（ZEEP）

で最大吸気圧を 12～15 cmH2O 程度になるように設定する。ある程

度の hypercapniaは許容する。腹腔鏡下に肝部分切除術を施行する場

合も同様で、肝臓を切り終わった後には PEEPをかけて換気し CO2

を排出する。なお、PaO2が保てない時や PaCO2が上昇し続ける時

には場合は術者と相談する。遮断解除時に術者の許可を得ればリクル

ートメント手技を行うことができる。

・アセトアミノフェンや NSAIDsの使用は慎重に行う。

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
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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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33. 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、けいれ

ん発作時や筋弛緩薬使用時の恐怖感を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。

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・
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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。通常

は精神科側で麻酔科術前外来を予約してくれる。

・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ことが望ましい。

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、歯科口腔外科に依頼し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、使用薬量を確認する。前複数回の麻

酔記録を参照するとよい。

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
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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

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、血圧計と筋弛緩モニター（同側に）

(4) 麻酔方法（ は麻酔科医が行うところ）

□ モニター装着

□ サインイン

□ 静脈路の確保

□ タイムアウト

□ チームメンバーの役割確認

□ コントロール脳波の記録（精神科）

□ バイトブロックの装着

□ 十分な酸素化（タイムアウト前から開始可）

□ 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 twitch）で刺激し筋弛緩を確認、スキサメト

ニウム使用時は筋攣縮も確認するとよい
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□ 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

（痙攣波が出ない場合、もう一度通電することもある）

□ 痙攣終了を精神科医に確認後、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

□ 帰室前に末梢ラインパスを記載し看護師に渡す

(5) 終了後

□ 次回以降の参考のため、今回の ECTの評価と麻酔薬の使用量、問題

点（あれば）を ORSYSの麻酔サマリ内一番右タブの「コメント欄」

に記載する

□ 麻酔サマリ送信 方法は全身麻酔（TIVA）、手術部位は「ECT（手術

室内）」を選択

□ JSA台帳入力
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34. 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

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。

(1) 小児 CT･MRI検査の麻酔

1）準備

・小児用出張麻酔車に必要物品はほぼ揃っている。追加分を積載する(輸

液・薬剤関連、喉頭鏡など挿管用デバイス)

・出張用麻酔カートのダイヤル鍵は 000で解く

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

・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
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・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

・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
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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



249

(2) 小児心臓カテーテル検査の麻酔 手術室 A

（2018年 11月より OR内に変更）

＊患児の血行動態を理解して、麻酔管理を行う。術者が何の情報を得る

為に検査を行うか知っておく。検査結果を修飾する麻酔を行うと、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

・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 単位/kg。1時間たったらコール

・検査終了・シース抜去後に圧迫止血を行う。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
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(3) 脳外造影･ステントの麻酔 手術室 A

（2018年 11月より OR内に変更）

1）準備・麻酔

・周術期の血栓塞栓症予防の目的で抗血小板薬を内服している患者が多

い。通常と異なりこれは中止しないので注意

・基本的に通常の麻酔管理、通常の血圧、通常の EtCO2

・アーチファクトを減らすため、一回換気量 400 mL程度で

・造影剤を使用するため、無理に輸液を絞らなくてよい

・気管チューブや蛇菅の固定を確実に（覆布や透視装置でアクセスが容

易でないため）

(3) C棟血管造影室での麻酔（ASD閉鎖等）出張麻酔 2

1）準備・麻酔

・麻酔器は造影室奥の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

（出張用麻酔カートのダイヤル鍵は 000で解く）

・ TEEの準備が必要かどうか、申し込みの伝達事項を確認

・麻酔は通常の麻酔管理、通常の血圧、通常の EtCO2

・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
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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全て回収して麻酔車の上に置いてお

く（紛失が問題になっている）
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35. 腎移植の麻酔

生体腎移植

(1) ドナーの麻酔

・半側臥位で腹腔鏡下に施行

・麻酔方法は全身麻酔（セボフルランは腎毒性を考慮して使用しない）

＋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

・マニュアルの変更が行われることがあるので最新版に従うこと（今回

は 2017年 3月の改訂版にもとづいている）

・術者と密にコミュニケーションを取ることが重要

・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（セボフルランは腎毒性を考慮して使用しない）

＋片側 TAPブロック、術後 IVPCA
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・ラインは末梢 1本、Aライン、CVライン（ダブル）。CVPもモニタ

リングできるようにする

・血圧は 110 mmHg以下にならないようにする。CVPは 10-15 mmHg

が目安

・輸液は腎吻合前までに wetな状態にしておく（1500-2000 mL/3hrく

らい）。総輸液量は 3000-4000 mL/6hr程度が目安。5000 mLは超え

ないようにする（ただし出血した場合はその限りではない）

・1号液を使用する場合は低 Na血症に注意

・Hb 7.0 g/dL以上に維持するように輸血を行う

・Alb 3.0 g/dL以下で、輸液量が 50 mL/kgをこえたらアルブミンの投

与を考慮する

・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

・薬剤の投与を外科サイドから依頼される

シムレクト 20 mg 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 mg 血管吻合開始時

フロセミド 40 mg 腎静脈吻合後、動脈吻合開始時

マンニトール 300 mL 腎静脈吻合後、動脈吻合開始時
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ヘパリン 40-50 単位/kgを投与するよう依頼されることがある

・以下に手順を示す

①開腹、血管 taping、腎臓到着待ち

②腎静脈 clamp、腎臓 out of ice、吻合

③腎動脈 clamp、吻合（ここまでの総輸液量を記録）、再灌流

④初尿記録

⑤バルーンクランプし、尿管吻合

⑥尿管吻合終了から 15分毎に尿量をカウント

⑦再灌流後 1時間で腎生検

⑧エコーで血流確認して閉創、Kをチェック

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

ある

・緊急手術になるのでフルストマックの可能性があることに留意する
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36. 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 mL2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
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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
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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

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 PICU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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37. 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

・内服薬：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、末梢静脈ライン 1本

高度心機能低下症例では中心静脈カテーテル

・モニタリング：基本的モニタリングに加えて ABP、BIS（TEE、INVOS

は必要に応じ考慮）

・体外式除細動パッド・ペーシング

Room 5・ 6、中央の機材保管スペースにある

パッドがあるかを必ず確認、使用後は受付に補充を依頼

・術前心機能に関わらず、心臓麻酔セットを持っていく

2）注意

・患者の致死的不整脈を認識する

・患者の適応となる基礎疾患と現在の心機能を把握する

・必ず導入前に除細動パッドを貼る

・パッドを貼る位置は術者と相談する
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・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

後に心機能が低下し、カテコラミンの持続投与が必要になる場合があ

る

3) 心室性頻脈性不整脈が発生したら

・迅速に体外式除細動を行う

・原因を検索（主に電解質異常、心筋虚血、心不全）

・治療戦略を立てる（β遮断薬、アミオダロン投与など）
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38. 呼吸機能低下症例の麻酔

(1) 喫煙

以下の項目を認識することが重要

（日本麻酔科学会ガイドラインより抜粋）

 喫煙で種々の周術期合併症は増加し、術後の回復が遅延する。

 術前患者には喫煙の有無を確認し、喫煙者には禁煙の意義と目的を理

解させ、禁煙を促す。

 手術前のいつの時点からでも禁煙を開始することは意義がある。

 手術直前の禁煙でも周術期合併症の増加はみられない。

 可能な限り長期の術前禁煙は、周術期合併症をより減少させる。

 受動喫煙も能動喫煙と同様に手術患者に悪影響を及ぼす。

 禁煙指導は術前禁煙を促進し、術後の再喫煙率を低下させる。

 周術期禁煙を契機とし、生涯の禁煙を目標にする。

 周術期医療チームや外科系医師、禁煙外来など他科や他職種と協同し

て周術期禁煙を推進する。

喫煙が手術患者に与える影響

禁煙後 2～3日で酸素需給は改善する。禁煙後 3週間で、術後の創合併

症発生が減少する。禁煙後 4週間以上で術後呼吸器合併症の頻度が低下

するが、より長い禁煙期間ではより効果が高い。
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麻酔薬の選択

・親の喫煙は児の周術期呼吸器合併症を増加させると報告されている。

この際の麻酔維持において、喉頭痙攣のリスクは

プロポフォール < セボフルラン < デスフルラン

とされている。

・気管挿管後 10 分間の麻酔薬投与でデスフルランは喫煙者では気道抵

抗が上昇すると報告がある。しかし LMA においては、喫煙者で合併症

を増やすがセボフルランとデスフルランの間で差はないとされる。

・どの麻酔薬も注意して使える範囲ではあるが、喫煙者の周術期リスク

を回避する麻酔方法はなく、禁煙が最も重要である。

(2) 喘息

A.術前評価（以下の内容を確認する）

 発作の頻度と程度

 通常時の治療・発作時の治療

 直近 2週間以内の発作の有無

 ステロイド内服の有無（ステロイドカバーの考慮）
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喘息の重症度分類（喘息予防・管理ガイドライン 2015）

症状の回数 症状の程度 夜間症状の頻度 %FEV1.0

ステップ１

軽症間欠型

週 1回未満 軽度 月 1~2回 80%以上

ステップ２

軽症持続型

週 1回以上

毎日ではない

日常生活や睡眠が妨げられる（月 1

回以上）

月 2回以上 80%

ステップ３

中等症持続型

毎日 日常生活や睡眠が妨げられる（週 1

回以上）

吸入β２刺激薬ほぼ毎日必要

週 1回以上 60%以上

80%未満

ステップ４

重症持続型

毎日 治療下でもしばしば増悪

日常生活に制限あり

しばしば 60%

ステップ３以下の状態であれば予定手術・麻酔可能と判断して薬物療法

を中心とした治療を行う。術前の１～２週間に発作のないことが望まし

い。1ヶ月以内の大発作および 2週間以内の中発作は気道過敏性亢進群

と考えられ、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。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

されているので準備しておく

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

麻酔導入直前に聴診をし、術前状態を確認しておく
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B.使用できる麻酔薬

・麻酔導入薬：プロポフォール、ミダゾラム、ケタミンは使用可

・麻酔維持薬：吸入麻酔薬（デスフルランは不可）、プロポフォール

・麻薬：喘息発作時のモルヒネは不可

・筋弛緩薬：スキサメトニウム、ロクロニウムはいずれも使用可

C.術中の注意点

・挿管は麻酔が十分深くなってから施行する

・浅麻酔にしない

・気道を加湿する

・輸液量をしぼる必要はない

・アスピリン喘息患者には NSAIDs は禁忌である 喘息患者への

NSAIDs投与はオーベンとよく相談すること

D.抜管時の注意点

・咳をすると喘息が誘発される

・深麻酔時に刺激せぬよう注意しながら吸痰を行う

・深麻酔下での抜管も考慮される

・喘息発作時のネオスチグミン（アトワゴリバースに入っている）の使

用は禁忌（非発作時は慎重投与）
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E.喘息発作が起こったら

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、聴診、バイタルサイン、気管チューブの状態

（深さ、折れてないか、など）、（可能なら）BGAを確認する。

鑑別：チューブトラブル、胃内容誤嚥、肺水腫、緊張性気胸、アナフィ

ラキシーなど

対応・治療

可能なら手術を中断してもらう

1 吸入酸素濃度を 100%にする（循環動態が許せばセボフルレンを 2~3

MACに上げる）

2 1回換気量は少なめ、I:E 比は 1：3～1：5 程度にし、呼気に時間をか

ける。PEEPはかけない。高 CO2血症は許容する

3 β刺激薬の吸入を行う（成人で 2パフから） 大発作、重篤な発作の

場合は吸入薬が有効でないため、最初からステロイドの投与を行う

ここまでで改善がみられなければ、

4 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）、術前からアミノフィリンが投与されてる場合は血中濃度

の上昇に注意



269

5 ステロイドを投与する（ヒドロコルチゾン 10 mg/kgまたはメチルプ

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

6 0.1%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

・アスピリンに対するアレルギーではなく、COX1 阻害作用を持つ NSAIDs

により強い気道症状を呈する

・コハク酸エステルステロイドの急速静注は禁忌であり、NSAIDs誘発

時にはエピネフリンが奏効する
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アスピリン喘息に対する静注用ステロイドの使用可否

コハク酸エステルステロイド

（禁忌）

リン酸エステルステロイド

（添加物に注意）

ヒドロコルチゾン サクシゾン、ソルコーテフ等 水溶性ハイドロコートンなど

プレドニゾロン 水溶性プレドニン等 コーデルゾール等

メチルプレドニゾロン ソルメドロールなど ー

デキサメサゾン ー デカドロン等

ベタメサゾン ー リンデロン等

(3) 閉塞性換気障害（気管支拡張薬吸入後の 1秒率＜70％）

・代表的疾患は、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

・人工呼吸中は換気回数を減らし、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）

・GOLDの分類 3 期、Hugh-Jones分類 Ⅲ 以上では、術後人工呼吸

器からの離脱困難となる可能性があるため、全身麻酔や気管挿管を可

能な限り避ける麻酔計画を立てる必要がある

(4) 拘束性換気障害（％肺活量（％VC）＜80％）

・代表的疾患は、間質性肺炎、肺線維症、胸膜炎、結核後遺症、胸郭(胸

の骨格)の変形、高度側彎など
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・％VC＜60％、Hugh-JonesⅢ度以上で術後呼吸器合併症の頻度が増加

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(OSAS)

・術前診察時に OSASを有する患者を見逃さない（病歴聴取、体形）

・在宅 CPAPを使用中であれば使用を継続するよう指示する

・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

・閉塞性の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

・麻酔導入後に気道確保困難が予測される、あるいはその既往がある患

者の場合は、意識下挿管も検討する

・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

GOLDの分類

対象：1秒率(FEV1/FVC)が 0.70未満の患者

GOLD 1：軽度 FEV1が予測値の 80%以上である

GOLD 2：中等度 FEV1が予測値の 50%以上、80%未満

GOLD 3：重度 FEV1が予測値の 30%以上、50%未満

GOLD 4：最重度 FEV1が予測値の 30%未満

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
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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

1)1型か、2型か、薬剤性（ステロイドなど）か

2)治療歴は長期なのか

3)合併症

・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、不顕性の心血管系合併症（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

4)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）

5)手術直前の血糖状態

・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

6)手術の術式、手術時間、手術の規模

・周術期の高血糖は創傷治癒の遅延、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
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血糖コントロールが必要となる

(2) 待機手術での手術中止基準（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)術式に合った麻酔方法を選択する

・高度な侵襲が加わると血糖コントロールが不良になるため、神経ブロ

ックなどは禁忌がなければ積極的に使用する

・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

・ただしビグアナイド系経口血糖降下薬は手術前日から休薬することが

望ましい。乳酸アシドーシス発症時に悪化するリスクがある。術後の経
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口制限がない手術では、術当日のみの休薬で可。

・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

・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注意する

4)麻酔維持

・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

 低血糖（＜70 mg/dL）では、血糖をあげる

 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になったら、血糖コントロールを考慮（＝レギ

ュラーインスリンの使用）

 インスリン使用時、ジュニアレジデントは必ずオーベンの指示を仰ぐ

こと

 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
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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

 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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40. 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、胸部症状の有無

・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

・シャント シャント位置

(2) 麻酔方法・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

・麻酔導入前のシャントスリルを評価し、術後に変化がないことを確認

する

・「抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン」では慢性腎
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臓病は出血性素因を有する患者に分類され、硬膜外麻酔・脊髄くも膜

下麻酔・深部神経ブロック時の出血の高リスク群であり施行は推奨さ

れていない。一方で末梢神経ブロックは超音波ガイド下で行うことが

できるため、積極的な併用が推奨されている。

・輸液は大量投与でなければリンゲル液で可、開始液（一号液）使用時

には高血糖に注意する。

・輸液過剰や透析による水分過剰除水に注意する。

・高血圧を合併しているので、血圧管理が重要である。

・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。

(3) 薬物の選択

・局所麻酔薬：アミド型（リドカイン、ロピバカイン、レボブピバカイ

ン、ブピバカイン）を選択する。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。ロクロニウムではあまり問題に

ならない。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。

・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
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モニター下で注意して使用する

・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、Pharmacokinetics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で注意する。
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41. 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、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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42. 『エホバの証人』（輸血拒否）患者の麻酔

1）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。

・しかし、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

ってくる問題であり個々で違う。

・また、このような状況で輸血療法を選択するか否かのいずれかの判断

を行った場合の、その後の刑事的・民事的な責任については過去の判

例を追う以外に方法はなく、未だ不透明である。

・よって、2017年に当科ではすべての手術患者に対して相対的無輸血

で対応することを決め、手術部会議で関係各所に周知し了承を得た。
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輸血を拒否している患者に対しては、出来る限り無輸血を追及するが

生命の危機に瀕した場合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こととした

2）他院に転送する余裕がなく早急に手術が必要な場合

・緊急手術の場合でも同様の対応を行うこととするが、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

3）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

・資料に示した学会のガイドラインにそって対応するが、当科では無輸

血治療を最後まで貫くことはない（相対的無輸血で対応する）

4）いわゆる『輸血にかかわる免責証書』について

・当科ではすべての患者に対して相対的無輸血で対応するので、免責証

書へのサインは行わない

資料；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

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

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

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
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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

ローチャートを示す
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43. 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

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

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

患者を ICU（PICU）に移送し、手術台からベッドへ移す －全員

人工呼吸器の装着・設定、人工呼吸再開の確認 －CE、麻酔科医

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

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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S-Gカテーテルと Vigilance monitorを接続し、CCO、S
-

vO2のモニタリ

ングを再開 －CE・麻酔科医

12誘導心電図の測定 －看護師、外科医

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・動脈ラ

インの左右など）を連絡しておく

・原則として、9連テルモ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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44. ICUの Ventilator
・各種 ventilatorは CEが事前に動作チェック・初期設定（下表参照）

を行っているため、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、注意

・pressure controlでは、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では、気道内圧が高値になるときは、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に変更するなどで対応する。また、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への変更を考慮する
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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。VC＋、BiLEVEL、CPAPが主に用いられる

・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

・BiLEVEL：定められた時間ごとに 2相の CPAPを切り替えるため、

換気中のどのタイミングでも自由に自発呼吸を可能にしたモード。高

CPAP相の時間を短くして、低 CPAP相に自発呼吸のサポートを付加

すれば、SIMV－PCと同様の換気モードになる。
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・CPAP（PEEP＋自発呼吸のサポート）

・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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45. 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）気管挿管実習の同意書の取得時に、実習生を紹介。患者さんに対し

て、その理解度に応じ、主として以下の事項を説明

・ 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）署名済同意書はカルテにはさむ

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

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
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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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46. 脳死下臓器摘出術の呼吸循環管理

(1) はじめに

1997年の臓器移植法では「本人の書面による意思表示」を必須とする

という厳格なものであったため広がりに欠けた脳死下臓器移植は、本人

の意思が不明であっても家族の承諾によって可能となった 2010年の改

正臓器移植法施行後には広く行われることとなった。

脳死下臓器提供施設の要件として大学附属病院・日本救急医学会の指導

医指定施設・救命救急センターらが指定されており、当院も脳死下臓器

摘出が行われうる施設となる。(2019年現在、茨城県内では当院の 2件

を含めて過去 6件が行われている)

なお、脳死ドナーには「麻酔」は行わず、「呼吸循環管理」を行うため

「麻酔同意書」は不要である。

(2) 入室までの大まかな流れ

突然緊急手術で脳死下臓器摘出術が行われることはない。なぜなら院内

に脳死とされうる状態の患者がすでに居り、その患者家族らに説明をし

た上で、6時間以上間隔を空けた 2度の脳死判定が必要となるためであ

る。すなわちある程度事前の情報はあり、準備の時間もあるということ

になる。

大まかなスケジュールが立った時点で日本臓器移植ネットワークから
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のコーディネーター、院内のコーディネーター、救急集中治療部主治医

らとミーティングを事前に行う。その際に下記の呼吸循環管理の一般的

要点や当該ドナーでの注意事項は説明される。

急ぎの緊急手術が別で入ったとしても、レシピエントへの移植術やヘリ

/航空機の都合もありドナー側のスケジュールは変更不能となるため、

勤務帯やメンバー的にリソースの不足が懸念される場合は事前に応援

を要請することも考慮せねばならない。

(3) 呼吸循環管理の要点

「脳死下臓器提供における手術室対応」というパンフレットをコーディ

ネーターから渡されることとなり、そこに要点は記載されているが概要

のみ述べる。

(3)-1 術前に行うべきこと: ライン等の入れ替え

挿入されている各種ライン等を入室までに入れ替えた方がよい。腹部臓

器摘出時に IVCクランプが必要なため静脈カテーテルや中心静脈カテ

ーテルは上肢・頸部に、腹部臓器摘出時や大量出血に大動脈クランプの

可能性があるため動脈カテーテルは上肢に、胸骨を大きく正中切開する

ために気管切開からの気切チューブは経口挿管に入れ替える。困難な場

合は適宜検討される。
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(3)-2 実際の呼吸循環管理

• 筋弛緩薬は使用する

• オピオイドは必要であれば使用する

• 鎮静薬は不要

• Hb >10 g/dL となるように RBC投与

• sBP >100 mmHgとなるように RBC+Alb+輸液投与

• それでも保てない場合は DOA使用(NorAdなどは臓器血流を考慮

し可能なら使用しない)

• FiO2 ≒ 0.5

• 大動脈遮断後も肺のために換気は継続する

• autoregulationは機能せず、侵襲時にもむしろ血圧低下するなど、

予測不能な血行動態を見せる

(3)-3 その他の留意事項

・ 摘出チームおよびコーディネーターは数多くの経験がある。予期せ

ぬ事象が発生した場合は適宜コミュニケーションを

・ 摘出腎の腎移植術が施行される可能性もある
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47. 災害時・非常時対応

(1) はじめに

災害時・非常時の対応については医療事故防止マニュアル・医療事故防

止ポケットマニュアル・災害対策マニュアル・事業継続計画書(BCP;

Business Continuity Plan)・手術部災害時対応マニュアルなど参照すべ

きものが多いため、ここでは概要をまとめる。

なお、ここで言う災害時・非常時とは地震や火災などの自然災害に近い

ものに限らず、統合医療情報システム(HIS(HOPE/EGMAIN-GX))や手

術部門システム(ORSYS)のトラブル・停電・医療ガスの喪失など手術進

行に支障を来しうるものなど諸々も含まれる。

また当院は災害拠点病院でもあり、院外からの患者受け入れや災害時医

療支援などの機能も有しているためそれらについても簡単に記載する。

(2) 非常時の登院義務について

医療事故防止ポケットマニュアル第 3版 p.20に「特記召集」の記載が

存在する。全職員につくば市またはその近郊で震度 5強以上の災害時は

登院の義務がある。

ただし当然、自身の安全確保が最優先である。
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(3) 職員自身の安否の報告

(4) 手術部内の災害時対応

「筑波大学手術部災害時対応マニュアル(2013.07.01改訂 Ver3.1)」に

準じている。要約すると以下の通りである

(4)-1. 指揮命令系統の確立

・ 手術部部長(副部長)・手術部看護師師長・麻酔科インチャージ・看

護師総リーダーが統率(最終的な統率は手術部部長(副部長))する

・ 手術部内連絡本部を手術部受付前に設置する(ホワイトボードも設

置)

災害時には各部署ごとに構成員の安否の

確認が必要となるが、「筑波大学安否確認

web」へ各人が登録すると把握が容易で

あるため使用を推奨する。

https://anpi.tsukuba.ac.jp/nologin.php
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・ 各手術室においては担当麻酔科医・主治医と協議し、外回り看護師

が主導し「災害状況報告カード」の完成を目指す

指揮命令系統
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・ PHSを含む連絡手段途絶の場合は人的往来によって行う

・ 設備被害・人的被害・電気系統・医療ガス・手術進行のチェック

・ 判断困難な場合・人的応援が必要の場合など 最終的には院内災害

対策本部と連携+指示を仰ぐ(適宜状況報告も)

重要なことは、ほんのわずかな異常であってもインチャージと共有し、

インチャージは看護サイドと共有する、といった情報共有を行うことで

ある。

そして結果的にオーバートリアージでも構わないので、積極的に手術

部内連絡本部を立ち上げ情報収集・指示に努めることである。必要であ

れば手術部内全館放送(0番コール)を活用する。

(4)-2. 手術の継続可否

・ 院内災害対策本部の設置が必要と判断された時点で、手術は原則的

に中止 困難な場合は最速最善の手段を執刀医と検討する。

(4)-3. 患者運搬

・ 上記指揮系統に基づき、病棟と協議の上決定

・ その際エレベータ使用不可時は担架を使用

(4)-4. 避難

・ 病院建物全体の被害状況から火災や崩壊の危険がある場合(生存者

の生命にも危険があると判断される場合) は院内災害対策本部あ
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るいは手術部部長の承諾のもと即刻手術を中止し避難する

(4)-5. 避難経路

・ 避難経路上にある全ての扉を開放し、避難経路を整える。経路は以

下の通りである

(4)-6. 火災時の初期消火について

・火災時は上記に加え、まずは火災発生の大声での宣言と初期消火を

行う。消火器の場所は各人で充分に確認をすること

・火災時の避難経路は上記経路にこだわる必要はない。火元の位置に

よって臨機応変な対応を
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(5) 麻酔科内 DMAT(災害派遣医療チーム)隊員について

「筑波大学附属病院総合災害・救急マネージメント室の組織及び運営に

関する細則」

(http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/innai/kisoku/PDF/sougosaigai.pdf)

の第１条から第 3条において、「大規模災害発生時において(DMAT 連

絡会議構成員を含む)室員は、当該業務(各種災害対応業務)を優先して行

うものとする」との記載がある通り、他地域での大規模災害発生時であ

っても通常業務以外が優先されうることを御理解頂きたい。
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48. 研修中の重要な PHS・院内番号

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、９７３５６

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

薬剤部 ９７１６５

手術部担当薬剤師 ９００３０

ファーマシーステーション ９７１８４

薬剤部当直 ９０３５８

薬剤情報 ９７１７１

手術室担当 CE ９０８０９

輸血部 ３７９１、３７９０

検査部当直 ９００１３

循環器内科当番医 ９１７４６

脳卒中コール ８０７０

救急部コール ９０１１０
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救急外来 ９０００９

救命士 ９０６５６

ワタキュー（環境整備） ９０１１３

ワタキュー（物品補充） ９７３４６

防災センター ３５２５

電算室 ９７２６４


