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１１１１．全身麻酔．全身麻酔．全身麻酔．全身麻酔    

準備準備準備準備    

1)マスク、喉頭鏡、気管チューブ、カフ用注射器、エアウェイ、 

スタイレット、バイトブロック、聴診器、チューブ固定用絆創膏、  

(ヘッドストラップ) 、蛇管、バッグ 

＊成人用のものは、蛇管とバッグを除いて麻酔車に常備されている  

2)麻酔器のセットアップ、各種モニター（心電図、SpO2、血圧計カフ、 

EtCO2モニターなど）の確認、吸引の準備 

3)手術台の高さは、患者の下顎を挙上しマスクを保持したときに、麻酔 

医の肘関節の角度が 90 度くらいになるように調節する。患者の体格 

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

  

急速導入による気管挿管急速導入による気管挿管急速導入による気管挿管急速導入による気管挿管    

(1)Rapid Induction(1)Rapid Induction(1)Rapid Induction(1)Rapid Induction―病棟から入ってきた点滴は必ず逆流を確認―病棟から入ってきた点滴は必ず逆流を確認―病棟から入ってきた点滴は必ず逆流を確認―病棟から入ってきた点滴は必ず逆流を確認    

1)O2 6 L/分 投与。プロポフォール TCI で目標濃度を 3～4 µg/ml で持 

続投与、もしくはプロポフォール 1.0-2.5 mg/kg またはチアミラール 

3-6 mg/kg をゆっくり静脈内投与 

＊高齢者やレミフェンタニル投与下では、サイアミラール 3 mg/kg、プ

ロポフォール 1-1.5 mg/kg 程度に減量する 

2)入眠し、睫毛反射が消失、自発呼吸が減弱ないし消失したら（TCI で 
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行なっているときは、このときの効果器濃度を確認する）、マスクを 

密着させ下顎を挙上して気道を確保し、補助呼吸もしくは調節呼吸を 

行いながら、 吸入麻酔薬や静脈麻酔薬を用いて鎮静度と鎮痛度を気 

管挿管に耐えられるところまで深くしていく。患者が十分に換気され 

ていることを視診（胸郭が換気に同期して挙上するかどうか）、聴診、 

ETCO2の波形、換気量等により確認する 

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

にガスを送り込むので注意 

3)マスクで十分に換気ができることを確認してから、筋弛緩薬の投与を 

行う。通常、筋弛緩薬にはロクロニウム (0.6-1 mg/kg)を用い、気管 

内挿管を行う。ロクロニウムでは、筋弛緩モニターによりほぼ 100% 

の収縮抑制を確認するか、90 秒以上待って臨床的に充分な筋弛緩が得 

られていることを確認した上で挿管操作に移る 

4)右手で開口させ、左手で喉頭鏡を持ち、舌の右側から舌や唇を巻き込

まない様に注意してブレードを挿入し、舌根部まで進める。ブレード

を挙上すると喉頭蓋を確認できる。さらに挙上して声門を展開する。

喉頭展開したら、麻酔科医は声門部から目を離さないこと。右手に介

助者（看護師）がチューブを渡してくれるので、チューブを気管内に

進める。チューブはカフの上縁が声帯を 2-3cm 越えたところ(チュー

ブの黒い線が見えなくなるところ)で止め、切歯の位置での長さを確
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認する (通常、男 20-23 cm、女 18-21 cm)  

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

しながら、チューブと気管との間の漏れがなくなるまで、介助者にカ 

フに空気を入れて膨らませてもらう。 換気を行いながら、両肺野 (特 

に肺尖部) および心窩部（基本は 5点聴診）を聴診し左右差（片肺挿 

管になっていないことの確認）・Wheezing のないこと、食道挿管で無 

いことを確認する 

6)脈拍、血圧、BIS の値や波形をみながら吸入麻酔薬や静脈麻酔薬の濃 

度を調節する。 

7)チューブを絆創膏で固定し、バイトブロックを挿入する 

8)必要により、経鼻胃管、食道内聴診器、各種体温計、導尿カテーテル 

等を挿入留置する 

＊消化器外科開腹術では全例胃管を入れるが、病棟に持ち帰るかどうか

は術者に確認する 

9)気管挿管後 CormackCormackCormackCormack    &&&& LehaneLehaneLehaneLehane分類（下図）を記載する 
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☆☆☆☆導入時の注意点導入時の注意点導入時の注意点導入時の注意点    

1)換気が充分であることの確認はもちろん、心電図変化の有無やパルス 

オキシメーター、血圧のチェック怠らないこと 

2)エアウェイが必要な時は、十分に鎮痛･鎮静度が深くなってから挿入 

すること。麻酔が浅いうちに挿入すると、喉頭痙攣を誘発し換気困難 

になることがある 

3)挿管時、介助者は、患者の右口角部を引き、麻酔科医の視野を確保す 

る。もし、十分に声門が観察できなければ、輪状甲状軟骨を圧迫する 

（後上方右側 BURP を行うのも有効） 

    

☆☆☆☆挿管困難が予想される場合挿管困難が予想される場合挿管困難が予想される場合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、および頚椎固定術後) 

5)気道に変形のある患者 (喉頭腫瘍、気管腫瘍、気切後など)  

6)大きな上顎または突出した門歯 
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☆☆☆☆MallampatiMallampatiMallampatiMallampati の分類の分類の分類の分類 

・声を出さずに、図のように舌を前方の出させた時の口腔内の眺めで分

類する 

・Class I に比べ、Class II・Class III となるほど挿管困難の頻度が 

高いとされる 
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その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法その他の全身麻酔導入・気管内挿管方法    

(1)(1)(1)(1)Rapid Sequence InductionRapid Sequence InductionRapid Sequence InductionRapid Sequence Induction    

適応：適応：適応：適応：誤嚥を生ずる可能性のある患者(Full Stomach、イレウス患者、 

 妊婦、術前 NPO が守られなかったなど) 

方法方法方法方法：：：：    

1)（胃内容の吸引） 

2)（Precuralization ） 

3)十分に酸素を前投与する（100%酸素を８呼吸以上） 

4)サイアミラール 4-6 mg/kg、スキサメトニウム 1.5-2 mg/kg（または    

ロクロニウム 0.6-1.2 mg/kg）静注後、介助者はクリコイド・プレッ 

シャーを行う。原則として陽圧換気はしないこと 

5)気管挿管は、下顎の筋弛緩が得られたらすぐに行なう 

6)挿管後、カフに空気を入れ（気管とチューブとの間をシールする）、 

チューブが気管内に正しく留置されたことを確認してから、クリコイ 

ド・プレッシャーを解除する 

7)  カフ圧が適正になるように、調節することを

忘れずに（気管挿管：20 mmHg 程度、LMA:60 

mmHg 程度） 

 

＊＊＊＊cricoid cricoid cricoid cricoid pressure pressure pressure pressure (Sellick(Sellick(Sellick(Sellick’’’’s maneuver)s maneuver)s maneuver)s maneuver)    
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(2)(2)(2)(2)覚醒下挿管覚醒下挿管覚醒下挿管覚醒下挿管(Awake Intubation)(Awake Intubation)(Awake Intubation)(Awake Intubation)         

適応：適応：適応：適応：新生児、Full Stomach、挿管困難症、shock、頚椎症、 

    RAの環軸椎亜脱臼 

方法：方法：方法：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 2 µg/kg、ミダゾラム 1-2 mg、ドロペリドール 2.5-5 mg など) 

2)気道の表面麻酔(咽頭、喉頭、気管、(鼻腔)) 

3)挿管方法 

①喉頭鏡をかけて、直視下に挿管する 

②エンドトロール®・チューブを用いて盲目的に経鼻挿管する 

③ファイバー・スコープのガイド下に挿管する 

④lightwand（トラキライト）のスタイレットをはずしたものを入れ、 

光ガイド下に挿管する 
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(3)(3)(3)(3)盲目的経鼻挿管盲目的経鼻挿管盲目的経鼻挿管盲目的経鼻挿管(Blind Nasal Intubation)(Blind Nasal Intubation)(Blind Nasal Intubation)(Blind Nasal Intubation)    

適応：適応：適応：適応：頚椎症、RAの環軸椎亜脱臼など頚部後屈が禁忌である患者、 

2横指以下の開口障害 

術前チェック項目：術前チェック項目：術前チェック項目：術前チェック項目：左右どちらの鼻腔に空気の通りがよいかを確認する 

(鼻中隔は、必ずどちらかに偏位している)  

準備：準備：準備：準備：エンドトロール(マリンクロット社製、φ 6.0, 7.0, 8.0 mm)  

     4%リドカイン液 (テルモシリンジ＋23G 針で準備) 

     綿棒、シャーレ、ハイアミン液、エピネフリン、マギール鉗子 

方法：方法：方法：方法：        

1)レミフェンタニルもしくはフェンタニル、ミダゾラム、ドロペリドー 

ルなどを用いて軽く鎮痛・鎮静する 

2)表面麻酔用 4%リドカインで気管内を十分に表面麻酔する 

・気管内には 23G 針とシリンジを用い（成人で約 2ml）輪状甲状膜を 

穿刺して行う 

3)エピネフリンを含むハイアミン液を浸した綿棒でチューブの挿入方 

向を確認し、同時に鼻腔の清掃も行う(消毒および出血予防) 

4)気管チューブはエンドトロール®を用いる 

5)口と挿管チューブの反対側の鼻孔を閉塞し、患者の吸気に合わせてチ 

ューブをゆっくり進める 

6)呼気時には呼気によるチューブの曇り・呼気音をモニターする。チュ 
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ーブの先端の左右への偏位は前頚部の膨隆、前後への偏位は食道内挿

管や抵抗として認識される 

7) 気管内に挿管されたらサイアミラールあるいはプロポフォールで 

入眠させ、カフを膨らませて流入した血液や分泌物を吸引する 

8)聴診により、両肺が換気されていることを確認する 

 

☆☆☆☆成功の秘訣成功の秘訣成功の秘訣成功の秘訣 

患者の十分な理解と協力、適度な鎮痛・鎮静、十分な表面麻酔、頭の 

位置 

 

(4)(4)(4)(4)その他の気道確保法その他の気道確保法その他の気道確保法その他の気道確保法（各項目を参照のこと）    

・ラリンゲルマスク 

・挿管用ラリンゲルマスク 

・トラキライト® 

・エアウェイスコープ® 

    

    

    

    

    



 13 

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

適応：適応：適応：適応：乳幼児、導入前に静脈路の確保が困難な症例、喘息患者の一部 

方法：方法：方法：方法：    

1)O2 6L/分にセボフルラン 5％で導入開始。セボフルランは気道刺激性 

が少ないので、始めから高濃度で投与してもかまわない。数回深呼吸 

させると迅速な就眠が得られる 

2)入眠後、静脈路を確保し、ラリンゲルマスクを挿入、または筋弛緩薬 

を投与して気管挿管する 

 

(6)(6)(6)(6)ケタミンの筋注・静注ケタミンの筋注・静注ケタミンの筋注・静注ケタミンの筋注・静注                                            

適応：適応：適応：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（5 mg/kg）    

・ケタミンは気道分泌物を増やすことに注意する。 

 

    

    

        



 14 

(7)(7)(7)(7)静脈麻酔静脈麻酔静脈麻酔静脈麻酔    

適応：適応：適応：適応：D&C、股関節脱臼整復 

方法：方法：方法：方法：静脈麻酔薬と鎮痛薬の組み合わせで行う。当院では、レミフェン

タニル・プロポフォールもしくはフェンタニル・プロポフォールを用い

ることが多い 

例）例）例）例）D&CD&CD&CD&C    

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

就眠時の脳内濃度の計算値を確認する。必要がある場合には目標設定 

値をあげる。維持には就眠時の濃度＋1 もしくは×1.5 程度の目標値 

が適正である 

2)呼吸状態に注意し、必要ならマスクで補助換気とする 

3)子宮把持鉗子がかかる前に、十分な鎮痛薬を投与する 
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(8)(8)(8)(8)プロポフォールを用いた麻酔導入プロポフォールを用いた麻酔導入プロポフォールを用いた麻酔導入プロポフォールを用いた麻酔導入        

適応適応適応適応：通常の麻酔導入、導入だけでなく麻酔維持にも用いられる 

禁忌禁忌禁忌禁忌：卵・大豆アレルギーの患者 

投投投投与与与与注意注意注意注意 : 小児・妊婦 

方法方法方法方法： 

<<<<鎮鎮鎮鎮静の維持にプロポフォールを用い静の維持にプロポフォールを用い静の維持にプロポフォールを用い静の維持にプロポフォールを用いなななない場合い場合い場合い場合>>>> 

・静注時の痛みを予防する目的で、レミフェンタニルを 3～5 分程度前 

から投与しておくか、プロポフォール静注前に、末梢静脈路の上流を 

駆血して静注用リドカイン 1 mg/kg を投与し、局所血管内麻酔を行う 

こともある 

・プロポフォール 1～2.5mg/kg をゆっくりと静注する 

<<<<TIVATIVATIVATIVAでででで維持する場合維持する場合維持する場合維持する場合    ----    鎮鎮鎮鎮静の維持にプロポフォールを用いる時静の維持にプロポフォールを用いる時静の維持にプロポフォールを用いる時静の維持にプロポフォールを用いる時>>>>     

・プロポフォール は TCI で投与し、3-4 µg/ml 程度の目標値で開始 

し、就眠時の脳内濃度の計算値を確認する。必要がある場合目標値を 

上げる必要がある。維持には就眠時の濃度＋1 もしくは 2 以上のどち 

らか低い数値で維持するのが適正である 
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麻酔の維持麻酔の維持麻酔の維持麻酔の維持    

(1)(1)(1)(1)鎮痛度鎮痛度鎮痛度鎮痛度・・・・鎮鎮鎮鎮静静静静度度度度のののの評価評価評価評価    

・血圧・心拍数・BIS値・BIS の波形・自発呼吸（呼吸数、呼吸の深さ）・

体動・瞳孔径・手術侵襲などから総合的に判断し、必要な鎮痛薬量・

鎮静薬量を把握しながら調節する。通常は鎮静薬の濃度を変化させる

必要はなく、侵害刺激が変化するのであるから鎮痛薬でコントロール

する 

 

(2)(2)(2)(2)吸入麻酔薬の吸入麻酔薬の吸入麻酔薬の吸入麻酔薬の設設設設定定定定    

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

        MAC(100%O2) MAC(70%N2O)  常用濃度   MAC-awake＃ 

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

   N2O        105% 0.66 MAC   0-66%        70% 

 エンフルラン    1.68% 0.57%     1-2%     0.51% 

 イソフルラン   1.15% 0.5%      0.5-1.5%  0.46% 

 セボフルラン   1.71% 0.66%    1-2%      0.75% 

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

            ＃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 
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・小児では MAC が高くなる。 

  セボフルランでは、新生児 3.3%、乳児-12歳 2.5%、16-59歳 1.58% 

・硬膜外麻酔またはレミフェンタニルが主体のときはイソフルラン

0.5-0.7%、セボフルラン 1.0-1.2%程度で維持することが多い 

・呼気吸入麻酔薬濃度をモニターする 

＊MAC はあくまで脊髄への影響を試ているものと考えられてきているの

で、脳への影響を見ているのではない可能性が高いことに注意 

 

(3)(3)(3)(3)プロポフォールによる維持プロポフォールによる維持プロポフォールによる維持プロポフォールによる維持    

・通常、血中濃度約 2.5 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、維持をプロポフォールで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る。ORSYS へ就眠時の脳内濃度の

計算値を必ず記載する 

・プロポフォールは効果が消失する濃度が高いため作用（鎮静）の消失

は早いが、体内からの消失は比較的遅い薬である。維持濃度を間違う

と覚醒遅延を容易に起こす 

・一般的には高齢者では、必要量は少なくなる 
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(4)(4)(4)(4)適適適適正な正な正な正な麻酔維持のた麻酔維持のた麻酔維持のた麻酔維持のためめめめにはにはにはには    

・麻酔維持中は適正な気道確保(Airway)、呼吸(Breathing)、循環 

(Circulation) 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 

・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。たとえば、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 

・側臥位・腹臥位の手術では気管内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、体位変換時にも気道の保持に 

注意をはらう 

・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 

    

麻酔の覚醒と抜管麻酔の覚醒と抜管麻酔の覚醒と抜管麻酔の覚醒と抜管    

(1)(1)(1)(1)抜管抜管抜管抜管までまでまでまでの流れの流れの流れの流れ    

・通常、手術終了直後に抜管できるよう吸入麻酔薬濃度やプロポフォー

ル投与速度を徐々に減少させる。筋弛緩薬使用時は充分な自発呼吸の

回復を確認してからリバースを行う 

・リバースにはアトロピン 0.02 mg/kg、ネオスチグミン 0.05 mg/kg ま 

たはブリディオン 2-4 mg/kg を用いる 

・筋弛緩モニターを使用することが望ましい（すべての部屋にある） 
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・術後呼吸器合併症発生の可能性 (食道全摘術後など) 、意識障害 (開 

頭術後、脳圧亢進例など) 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、網膜剥離の手術、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)(2)(2)(2)麻酔の覚醒麻酔の覚醒麻酔の覚醒麻酔の覚醒及び及び及び及び筋弛緩の回筋弛緩の回筋弛緩の回筋弛緩の回復復復復のののの評価評価評価評価    

・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 5 秒間頭を持ち上げることができるか (TOF70%に相当) 、 

深呼吸できるか、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) 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 

・血液ガス測定、SpO2値、分時換気量測定など客観的な測定も行うこと 

・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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(3)(3)(3)(3)抜管の手抜管の手抜管の手抜管の手順順順順    

1)すぐに気道確保のできる用意(マスク、喉頭鏡、聴診器)をしてから抜 

管に臨む 

2)気管内、口腔内、胃内を充分に吸引する。気管内を陰圧で吸引したあ 

とは、必ず陽圧で換気し（自発呼吸があるときには、患者の吸気に合 

わせて）、肺胞の虚脱を防ぐ 

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

で加圧しながら、介助者にカフの空気を抜いてもらい、抜管する 

4)口腔内分泌物をサクションする。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こと。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、等を確認してから帰室を許可する(麻酔終了)  

    

(4)(4)(4)(4)手術室手術室手術室手術室でででで CVCVCVCV カテーテルカテーテルカテーテルカテーテルやややや PACPACPACPAC をををを留留留留置置置置しししした場合の注意た場合の注意た場合の注意た場合の注意    

・必ず手術終了時に胸部レントゲンを確認し、カテーテルの先端位置 

や気胸の有無を確認する 
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(5)(5)(5)(5)麻酔覚醒ス麻酔覚醒ス麻酔覚醒ス麻酔覚醒スココココアーアーアーアー（（（（PostanesthetiPostanesthetiPostanesthetiPostanesthetic Recovery Scorec Recovery Scorec Recovery Scorec Recovery Score：：：：PAR ScorePAR ScorePAR ScorePAR Score））））    

 項目                       点数    

   運動 自発、命令により活発に動く、頭部挙上可能(15 秒)  2  

  動きが弱い                      1    

 動きが無い                        0       

  呼吸 咳・深呼吸、あるいは泣く     2       

  気道が充分に確保されている      1       

  エアウェイの挿入が必要       0       

  血圧 術前と比較し  ±20 mmHg 以内     2       

            ±(20-50) mmHg     1       

          ±50 mmHg 以上     0       

  意識充分に覚醒している、あるいは呼名にすぐ反応する 2       

  痛みに反応し、防御反射がある        1       

  痛みに反応しない               0       

  色  血色良好              2       

  血色不良、蒼白、鳥肌様       1       

  チアノーゼ          0       

合計 10      
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<<<<準備準備準備準備チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト>>>>    

麻酔準備 

□ 配管をつなぐ、サクションチューブを手元に、排ガスのつまみを 

OPEN 

□ 麻酔器、モニターの電源を ON 

□ 水筒に水をくむ 

□ 麻酔車に白・黄色のゴミ袋をつける 

□ ソルアセト、サリンヘスを準備 

□ 輸液ラインがあることを確認（患者入室後開封） 

□ 蛇管、バッグ、人工鼻、（L字コネクター）をつけてリークテスト 

□ 気管チューブの準備、喉頭鏡、スタイレット、カフ注、エアウェイ 

□ BIS モニターの準備 

□ 薬を借りてくる 

□ 圧ラインの準備、モニターにつないでゼロ点調整 

□ 硬膜外セット、手袋 
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くすり 

□  プロポフォール： 20ml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 

□  ドルミカム：  10 mlシリンジにドルミカム 1A(2 ml)＋生食 8 ml 

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

を使用。希釈する場合は 5 ml/A を 25 ml に希釈 

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

に 100 µg/ml になるように希釈 

□  エスラックス： 原液を吸っておく 

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

□  局麻用 0.5%キシロカイン： 

1 ml または 2.5 mlシリンジに 0.5%キシロカイ 

ン、26G 針 

□ （硬膜外用）1.5%キシロカイン＋E：  

20 mlシリンジに 1%キシロカイン 10 ml＋2%キシ 

ロカイン 10 ml＋ボスミン 0.1 ml 
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<<<<小児小児小児小児麻酔の準備チェックリスト麻酔の準備チェックリスト麻酔の準備チェックリスト麻酔の準備チェックリスト>>>>    

麻酔準備 

□ 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=1ml）＋三方活栓 2つ＋延長管 X1-120 1本 

□  輸液ポンプ 

□  ヴィーン F＋50%グルコース 20 ml 

□ 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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硬膜外麻酔 

□ 小児硬膜外セット 19G X 35 mm 

□ 100 ml or 50 ml生食 

□ 1%キシロカイン 

□ 延長管 X1-120 

□  エコー 

腸骨鼡径神経ブロック 

□ ブロック針 

□  0.33%-0.5%アナペイン 

□  エコー 

小児麻酔で使用するくすり 

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

□  エスラックス： 必要に応じて小分けをする 

□  アルチバ： 

□  フェンタネスト：小児の場合希釈して使用する 

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 
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<<<<全全全全体体体体の流れの流れの流れの流れ>>>>    

麻酔導入（全身麻酔、挿管） 

入室 

→血圧計、心電図、SpO2 モニターを付ける 

→血圧を測る、心電図を記録する 

→末梢静脈路を確保 

（→硬膜外カテーテル挿入） 

→酸素 6L/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 

→換気できたら筋弛緩薬投与、（吸入麻酔で維持する場合セボフルラン 

を入れる） 

→気管挿管 

→リーク音を聞きながらカフをふくらます 

→視診、5点聴診、EtCO2 で気管挿管であることを確認 

→チューブをテープで固定 

→ベンチレーターに乗せる 

→作動していることを必ず確認 

→バイトブロック、目パッチ、L字を立てる 
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２２２２. . . . モニターモニターモニターモニター    

<<<<全身麻酔全身麻酔全身麻酔全身麻酔中中中中のモニター項目のモニター項目のモニター項目のモニター項目>>>>    

① 心電図 ECG 

② 血圧（非観血）NBP 

③ 心拍数 HR・脈拍数 PR 

④ 脈波型（非観血）動脈血酸素飽和度 SpO2 

⑤ 体温（核心温度 core temperature）：膀胱、直腸、鼓膜、食道、

肺動脈など 

⑥ 終末呼気二酸化炭素濃度 PetCO2 

⑦ 吸入酸素濃度 FIO2 

⑧ 麻酔ガス濃度 

⑨ 気道内圧・換気量 

⑩ 体液バランス 

⑪ 血液ガス分析 

⑫ 観血的動脈圧 

⑬ 中心静脈圧 CVP 

⑭ 肺動脈（スワン・ガンツ）カテーテル 

⑮ 筋弛緩状態 

⑯ 経食道エコーTEE 

⑰ BIS 
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1111))))EEEECCCCGGGG    

• 通常胸部 3点（モニター）誘導（Ⅱ誘導） 

• 心筋虚血の評価が必要な場合、四肢誘導+胸部（V5）誘導 

• 術野・術式との兼ね合いで電極貼付部位および固定に注意 

2)NBP2)NBP2)NBP2)NBP    

• 頭頚部手術以外（麻酔科医が患者頭側に位置）では管が頭側にな

るようにカフを巻く 

• カフに表示があるとおり上腕動脈とカフの位置関係を配置 

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

定。必要以上に頻回に測定すると皮膚点状出血を来すので注意 

• 初回測定時は特に高圧で圧迫するので患者さんに予め説明する    

3)3)3)3)心拍数心拍数心拍数心拍数 HHHHRRRR・脈・脈・脈・脈拍数拍数拍数拍数 PRPRPRPR    

• HR：通常 ECGの QRS 波から算出される。電気メス等の干渉が多く

QRS 波検出が困難な場合は SpO2の(指尖)脈波から算出（表示 PR、

自動設定あり）    

4)4)4)4)脈脈脈脈波型波型波型波型（非（非（非（非観観観観血）血）血）血）動動動動脈血脈血脈血脈血酸素飽和度酸素飽和度酸素飽和度酸素飽和度 SpOSpOSpOSpO2222    

• 通常 NBP を装着した上肢と反対の上肢指尖にセンサを装着。装着

指の鬱血を避ける。 

• ショック時等では不正確。機種変更で検出可能となる場合あり 
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5)5)5)5)体温体温体温体温：：：：膀胱、直腸、鼓膀胱、直腸、鼓膀胱、直腸、鼓膀胱、直腸、鼓膜膜膜膜、食、食、食、食道道道道、肺動、肺動、肺動、肺動脈脈脈脈    

• 膀胱、直腸：ほぼ同じ意義、急激な変化に対する応答は不良。通

常人体で最高温（肺動脈に比べ 0.5-1.0℃高い）を示す。下腹部開

腹中は不正確 

• 鼓膜：内頚動脈血液の温度を反映。（接触型では特に）センサの位 

  置に注意 

• 食道：センサの位置重要（食道下部 1/3 程度の深さ）、食道聴診器 

  付属タイプなら心音最強の場所 

• 皮膚温：血流の指標にはなるが核心温度のモニタには不適 

6)6)6)6)終末呼終末呼終末呼終末呼気気気気二酸化炭素濃度二酸化炭素濃度二酸化炭素濃度二酸化炭素濃度 PetCOPetCOPetCOPetCO2222（6-8の項目は定期的較正が必要） 

• 基本的には PaCO2を反映 

• 死腔、心拍出量変化その他により修飾される 

• 再呼吸、自発呼吸出現、麻酔器トラブル（バルブ故障等）の発見 

  が可能 

＊呼気ガスモニターの吸引ポートは、人工鼻より遠位につけない。 

水分でモニターが壊れることがあります 

7)7)7)7)吸入吸入吸入吸入酸素濃度酸素濃度酸素濃度酸素濃度 FIOFIOFIOFIO2222    

• 高濃度酸素吸入が特に有害な症例（未熟児、ブレオマイシン投与 

患者）で要注意 
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8)8)8)8)麻酔ガス麻酔ガス麻酔ガス麻酔ガス濃度濃度濃度濃度    

• 気化器設定濃度とは一致せぬ事に注意 

9)9)9)9)気道内気道内気道内気道内圧圧圧圧・・・・換換換換気気気気量量量量    

• 患者状態・体位変化、術操作、チューブのトラブル等により変化 

• 定期的チェック    

10)10)10)10)体体体体液バランス液バランス液バランス液バランス    

• 術式・出血量により異なる。「輸液・輸血」参照 

11)11)11)11)血液ガス分血液ガス分血液ガス分血液ガス分析析析析    

 アシドーシス補正のガイドライン(Shapiro) 

• BE –10 mmol/L まで、pH7.20 以上なら、（血行動態が安定していれ 

 ば）ルーティンの補正は不要。アシドーシスを来す原因治療が重 

  要。補正が必要なら、半量補正から行う 

  BE の絶対値 X BW(kg) X 0.2(細胞外液量) X 1/2(半量補正)＝  

  重炭酸ナトリウム投与量（mmol） 

• 以後血液ガス分析再検、追加投与量決定 

• その他成書参照 

12)12)12)12)観観観観血的血的血的血的動動動動脈脈脈脈圧圧圧圧    

• 適応：いわゆる major surgeryの大半、心血管系・呼吸器系合併

症、術中頻回採血、全身状態不良、その他 

• 第 1選択は左（右利きの場合）橈骨動脈（術前 Allen’s test） 
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• 使用カニューラ：成人 20G（男）もしくは 22G(女)、小児 24G（新

生児・乳児）もしくは 22G(幼児以上) 

• 加圧バッグには 500 mL生食に対し 1.0 mL のヘパリンを添加 

• ラインは通常延長の必要なし（延長→測定精度低下、外れリスク+

コスト増大） 

• 採血は、原則的に患者近位プラネクターから行い、体位等の関係

で接近できない場合のみ遠位プラネクターから採血 

• 清潔操作を遵守。採血前後にアルコール綿でプラネクターを拭く 

• フラッシュする場合にはシリンジで緩徐に（急速大量フラッシュ

では脳血管に血栓等が達する可能性） 

• 必要に応じ、シリンジを用いエア抜きを行う 

13)13)13)13)中心中心中心中心静脈静脈静脈静脈圧圧圧圧 CVPCVPCVPCVP    

• 適応：術中血管内容量・心機能の評価、出血量大と予想される場

合、術中・術後に確実（あるいは末梢静脈からの投与を避けるべ

き）な薬物（カテコラミン等）投与経路が必要な場合、術後 TPN

の適応症例、その他 

• 経路等：（第１選択）右内頚静脈、他に、大腿、外頚、鎖骨下、肘

正中など。術式等を考慮して選択 

• 無菌操作（ガウン着用）厳守 

• 基本的に、血管用エコーを用いて血管を確認 
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• カテーテル：ルーメン数でシングル、ダブル、トリプルの各製品、

長さ、太さにも多種あり、年齢、体格、術式等で選択。（上半身か

ら挿入の場合）最適カテ先端位置は右内頚から留置の場合、上大

静脈内 

• 合併症：動脈穿刺（起きた場合、止血するまで（5-15 分間）用手

圧迫、術中全身ヘパリン化を行う際は特に厳密に）、出血、血腫、

気胸、空気塞栓、その他 

14141414))))肺動肺動肺動肺動脈（ス脈（ス脈（ス脈（スワワワワン・ガンン・ガンン・ガンン・ガンツツツツ）カテーテル）カテーテル）カテーテル）カテーテル    

• 適応：術中血管内容量・心機能の詳細評価、心・大血管手術、心

不全、空気塞栓の予想される術式、その他 

• 経路・手技等：（第１選択）右内頚静脈、大腿、鎖骨下、肘正中。

無菌操作厳守（術者はガウン着用）。独立した CVカテと併用の場

合、ガイドワイヤーを先に 2本留置（メスでカテを損傷せぬため）

皮切は真皮までに止め、皮下（広頚筋）はモスキートペアンで剥

離（術中・術後出血予防、特に開心術） 

• 肺動脈楔入後は定期的に先端位置を確認。空気 1.5mL の注入で楔

入する位置が最適もしくは TEE で確認。深すぎたら 0.5-1.0cmづ

つ引き抜く（通常経時的に深くなる）。楔入したまま放置されると

肺梗塞（致死的）発症 
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15)15)15)15)筋弛緩筋弛緩筋弛緩筋弛緩状態状態状態状態    

• 筋弛緩薬の項参照 

16161616))))経経経経食食食食道道道道エコエコエコエコーーーーTTTTEEEEEEEE    

• その他のモニタその他のモニタその他のモニタその他のモニタ項参照 

17171717））））BISBISBISBIS    

• その他のモニタその他のモニタその他のモニタその他のモニタ項参照 
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３３３３. . . . その他のモニターその他のモニターその他のモニターその他のモニター、、、、BFSBFSBFSBFS、、、、FloTracFloTracFloTracFloTrac    

1)1)1)1)BISBISBISBIS    

準備準備準備準備    

• 成人用のセンサーは 1～2枚は麻酔車に準備されているが、一日に

何件もの麻酔が当たっている場合や小児用が必要な場合には麻酔

準備室から必要な分だけのセンサーを準備する 

• 原則として全ての全身麻酔症例で使用する 

• センセンセンセンササササーとケーーとケーーとケーーとケーブブブブルのルのルのルの接続部接続部接続部接続部はははは水水水水分に非分に非分に非分に非常常常常にににに弱弱弱弱いいいい。。。。そのたそのたそのたそのため脳め脳め脳め脳外外外外

科や頭頸部科や頭頸部科や頭頸部科や頭頸部の手術の手術の手術の手術などなどなどなどの場合はの場合はの場合はの場合は、接続部、接続部、接続部、接続部ををををブレブレブレブレンンンンダダダダーーーームでしムでしムでしムでしっかっかっかっか

りとりとりとりと止め止め止め止めてててて水水水水が入らが入らが入らが入らなななないよいよいよいよううううにするにするにするにする    

• センサーは付けただけでは値を出さない。付けた後、抵抗値が低

くモニターが働き始めるのを必ず確認すること 

• センサーの部分も消毒等で濡れる事が予想される場合、センサー

部分もブレンダームなどで固定する 

モニターとモニターとモニターとモニターとししししてててて    

• 麻酔薬による脳波変化を捉え、0－100 のスケーリングで沈静の度

合いを示すモニター    

• 装着が簡単であるというメリットを持つ 

• EMGなどのノイズが混入すると不正確になる為、EMGレベルや SQI

に注意を払う 



 35 

• Propofol や揮発性吸入麻酔薬による麻酔の鎮静はよく反映する 

が、ケタミンなど一部の麻酔薬ではあまりよく反映しないことに

注意 

• 術中の BIS値が低めだと予後が良くないというデータもある 

• BIS 50 の時には 97％の確率で意識はない。97％以上にするため

にはモニター上に表示されている脳波波形を見て徐波化されて

いるか、筋電図は拾っていないか、電メスなどのアーチファクト

をひろっていないかなどをよく観察すること 

• BIS モニターを十分に活用し、必要以上の鎮静薬（セボフルラン

やプロポフォール）の投与を避ける 

2)2)2)2)TTTTEEEEEEEE    

準備準備準備準備    

• infection control の分類では semi-critical に分類される。（粘

膜に直接接触する）そのためゴムのカバーを用いる 

• ゴムのカバーを用いる際、十分にゼリーを用い探触子の部分に空

気が入り込まないように注意する。探触子の部分に空気があると

エコーは役に立たない 

• 歯のある患者さんにおいてはマウスピースの使用を考慮する 

• エコー本体とプローベの接続、取り外しなどの際はフリーズにし

て行うこと 
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• 使用後はゴムのカバーをはずし、ゴムカバーは黄色のゴミ袋へ、

プローべは専用の容器（11番 12番間の前室にある）に入れ、ケ

ースを傍に置いておく。22 時までに行なえば日本ステリが洗浄

を行いケースに入れておいてくれる。22 時以降になってしまっ

た場合で、翌日も朝から使用する場合は自分たちで消毒・洗浄を

行なう。専用の容器を用いてステリハイドに 15 分以上浸けて消

毒をする。その際に本体との接続部分は絶対に濡らさないように

する。消毒後は十分に水洗いをして消毒薬をおとして、専用のケ

ースに収納する 

モニターとモニターとモニターとモニターとししししてててて    

• 合併症が 0.2%に生じる。決して非侵襲的なものではないため使

用するからには十分活用すること 

• レポート用紙がエコー本体にぶら下がっているので、必ず記載を

すること 

• TEE を操作するものはその操作方法、診断についてを日本心臓血

管麻酔学会主催のセミナーが日本心臓血管麻酔学会、春に東京で、

夏から秋に大阪で行われている。極力参加すること 

• 心電図ケーブルをつないで、時相も意識すること 

• 加算を術後に取り忘れないこと 
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3)3)3)3)BFSBFSBFSBFS（フ（フ（フ（ファァァァイバー）イバー）イバー）イバー）    

• ファイバーは非常に故障しやすく、またその修理にも高額が必要

である。管理者は戸松さん（PHS 90041）であり、定時手術につ

いてはファイバーとモニターを準備してくれる。用意されていな

い場合は連絡する 

• ファイバーの定位置は ME 室前のファイバー保管庫、光源の定位

置は 3番の手術室内と 2番 4番間の廊下にある 

• ファイバーを自分で持ち出すときは、まず小児用か成人用かを確

認し、ケースに書いてある本体と同じ番号の備品ケースも一緒に

持ち出す 

• 使用後は光源から外し白い籠に入れておくと 22 時までなら洗浄

してくれる。同じファイバーを次の症例などでも使いたい場合

（急ぐ場合）、内線 3773（洗浄室）に電話をし、「○番のファイ

バーを次ぎに△番の部屋で使うので急いで洗浄してください」と

伝えると、約 30 分で洗浄をしてもらえる 

• 22 時以降に終了し、翌日朝から使用予定がなければ、白い籠に

入れておいておけばよいが、翌日朝から使用予定がある場合は、

軽く水洗いの後、必ず水を吸引し、中も洗う。その後、洗浄室の

ファイバー洗浄器にマニュアルがぶら下がっているので、それを

よく見て各自洗浄する 
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4)4)4)4)DDDDDDDDGGGGアナライアナライアナライアナライザザザザーーーー    

• 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 指先にパルスオキシメータと同様なセン

サーを装着する 

• 測定時のヘモグロビンの値が必要である 

• ICG投与によるアナフィラキシーの可能性がある 

• 褐色細胞腫の術前の血管内容量の測定に良く用いられている。血

管内容量の正常値は他の方法で測定したものと多少異なり、男性

で 84.2 ml/kg、女性で 80.0 ml/kg である 
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5)5)5)5)INVOSINVOSINVOSINVOS    

• 脳内酸素飽和度（SrO2）モニター 

• 毛髪の無いところにセンサーを貼る必要があり、通常前頭部しか

モニターできない 

• SjO2 と rSO2 は相関するけれども、rSO2 の絶対値には大きな意味

は無いともされる 

• いくつ低下したら危険なのか、action を起こすべきかは不明 

• 内頚動脈や内頸静脈を操作する手術の際のトレンドモニターと

しては有用 

• 11室―12室間が定位置 

6)6)6)6)ソソソソノクロットノクロットノクロットノクロット    

• ACT、フィブリン形成、クロット退縮を解析可能 

• 血小板機能を含めた評価が可能 

• 11室―12室間が定位置 

 

 

 

 

 

 



 41 

7777））））FloTracFloTracFloTracFloTrac////VigileoVigileoVigileoVigileo モニタモニタモニタモニタ    

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。肺動脈カテーテルを挿入できない症例や肺動脈圧モニタま

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。SVV（Stroke Volume Variability）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 

構成：Vigileo モニタというモニタと FloTrac™センサーからなる 

 

1)FloTrac™センサーのプライミング 

動脈圧ラインの準備と同様に生食 500ml にヘパリン 1000 単位

（1ml）を加え、フロートラックセンサーのチューブ内を満たし、

加圧バックで 300 mmHg で加圧する 

（CVP も同時に測定する場合には混乱を避けるため、ダブルの圧 

ラインを用意し、術後病棟に帰室する時、動脈圧ラインはフロー

トラックのデュアルトランスデューサを外し、ABP のトランスデ

ューサに変更すること） 
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2)Vigileo モニタ、患者モニタとの接続 

FloTrac™センサーのケーブルの色が白→フィリップス ABP ライ 

ンに接続 

緑→Vigileo モニタの緑ケーブルに接続 

3)Vigileo モニタのセットアップ 

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）。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

患者モニタと Vigileo モニタ両者のゼロ点調整を行う 

4)データの保存 

専用 PCへの保存（表示されている全パラメータが保存される） 

PC を立ち上げる（パスワードが必要な場合は「FloTrac」と入力）。

「MDLへのショートカット」アイコンをダブルクリックするとソ    

フトが立ち上がる 

CaseIDに年月日と患者姓（ローマ字）を入力する（例、20080401

○○○）とこれがファイル名になる 

赤字のスタートボタンを押すとここが「Stop」ボタンに切り替わ

りデータが蓄積されはじめる。終了する場合はこの「Stop」ボタ

ンを押し、コンピュータをシャットダウンする 
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5)ORSYSへのデータ手動入力 

データを ORSYS に保存するために手動入力する 

オルシス画面左上のドレンド入力を展開し、適宜ＣＯを入力する 

6)正確な SVRを求めたい場合 

中心静脈圧がモニタされている場合、中心静脈圧のデータをフ 

ィリップスモニタから Vigileoモニタに反映させる必要がある。 

通常ルーム 3 にある、出力端子を持った、フィリップスの圧モ 

ジュールと Vigileo モニタを黒い専用ケーブルで接続すると、 

自動的にＣＶＰが反映され、より厳密なＳＶＲが表示される 

7)Scvo2測定方法 

トリプルルーメンをもったＣＶカテーテルであるプリセップＣ 

Ｖオキシメトリカテーテルを使用し Vigileo モニタと接続する 

と上大静脈の酸素飽和度が測定できる。キャリブレーションが 

必要で、in vivo と in vitro の方法がある。どちらもＰＡカテ 

ーテルの方法と同様なので、ここでは割愛する 

 



 44 

４４４４. . . . 輸液・輸血輸液・輸血輸液・輸血輸液・輸血    

輸液輸液輸液輸液    

1)輸液製剤 

・晶質液と膠質液 

① 晶質晶質晶質晶質液液液液：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 膠質膠質膠質膠質液液液液：ヒドロキシエチルデンプン（サリンヘス、ヘスパンダー）、

低分子デキストラン、アルブミン製剤など 

・手術中の輸液は基本的には糖なしの細胞外液製剤（ソルアセト、ヴィ 

ーン Fなど） 

・透析患者は基本的には K free（ソリタ T1 など） 

・人工膠質液は 10-20 ml/kg、最大投与量 1000 mL 

最近の学会の動向としては、大量出血の場合、尿量が保たれていれば 

10-20 ml/kg を越えて使ってもよいとしている 

 

2)投与量 

・維持輸液（4-2-1 ルール） 

体重 10 kg まで  4 ml/kg/h 

      10-20 kg    2 ml/kg/h 

      20kg 以上  1 ml/kg/h 
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・術前脱水 

最終経口から入室までの時間 (h)×維持輸液（4-2-1 ルール）(ml) 

これを 3-4時間で補正する 

・術中の喪失量 

サードスペースロス（手術部位により異なる） 

不感蒸泄（1-2 ml/kg/h） 

・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 

である 

 

輸血輸血輸血輸血 

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 

※赤血球不足による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 
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輸血 

適宜等張アルブミン製剤を投与 

（血清アルブミン濃度 3 g/dL未満または人工膠質液 1000 ml  

以上必要とする場合） 

 

2)血液製剤 

・赤赤赤赤血血血血球濃厚球濃厚球濃厚球濃厚液液液液[1単位 140 ml]、Ht 約 60%, 

Hb 含有量 1単位 29±2.7 g 

＊通常Hb 7-8 g/dL程度あれば十分な酸素の供給が可能だが心疾患、 

肺機能障害、脳循環障害がある患者では Hb 10 g/dL 程度を保つ 

・血血血血小板濃厚小板濃厚小板濃厚小板濃厚液液液液[１単位 20 ml] 

一般に血小板数が 5万/µL 以上では必要となることはない 

急速失血により循環血液量相当ないし2倍量以上の大量輸血が行 

われ、止血が困難症状とともに血小板減少が認められる場合適応 

となる 

・新鮮凍結新鮮凍結新鮮凍結新鮮凍結血血血血漿漿漿漿 [用量は 120 ml（1単位）、240 ml(2単位)] 

血液凝固因子の補給が目的 

大量輸血時、希釈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 
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クマリン系薬剤の緊急補正 

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)輸血時の確認事項 

輸血同意書の確認 

ダブルチェック 

輸血実施チェックリストを確認、記入する 

バーコードを ORSYS で読み認証 

加温（加温コイル、Hotline®,） 

 

4)輸血合併症 

低体温 

高カリウム血症：必要ならカリウム吸着フィルターを使用する 

クエン酸中毒：低カルシウム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） 
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＊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

必要がない。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） 

 

5)その他 

大量輸血の時は麻酔室においてある大量輸血用チェックリストを

使用する 
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５５５５. . . . RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanil とととと FentanylFentanylFentanylFentanyl    

(1)(1)(1)(1)RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanil    

一番一番一番一番のののの特徴特徴特徴特徴    

 CSHT が投与時間にかかわらず 3-5 分 

  非特異的コリンエステラーゼで分解 

   ネオスチグミンでリバースされる 

   コリンエステラーゼとは別物 

   肝不全・腎不全も関係が無い 

  ヒスタミン遊離作用はない 

  Rigidityが 0.8～8%で生じる（ボーラスすると多い⇒ボーラス禁） 

基本的には propofol などで導入し、換気を確認後筋弛緩薬

の投与と同時に開始する 

脂溶性が高く、BBBを容易に通過 

ほとんど 1コンパートメントモデルで考えられる 

 

RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanil による気管挿管による気管挿管による気管挿管による気管挿管（Can J Anesth 2003;50:108）    

  筋弛緩なしでの気管挿管 

  レミフェンタニル 3 µg/kg＋プロポフォール 2 mg/kg 

  90 秒後に 93％が良好な状況で挿管 
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つまり筋弛緩なしで挿管したい場合ボーラスは避けたほうがいい

ことを考えると、下記のグラフから投与開始から 500 秒程度待て

ばかなり良い状態になるはず 

ファイバー挿管の場合 0.1 µg/kg/min が良いと報告されている

（Acta Anaesth Acand 2002;46:350） 

2 μg/kgではあまりよくない 

この量ではMaxでも7.2 μg/ml、 

7以上なのは60秒から100秒後まで 

90秒後に効果器濃度はMax 

30秒後から170秒後までは 8 ng/ml 以上 

3 μg/kg iv 
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PropofolPropofolPropofolPropofolととととRemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanilででででの挿管の挿管の挿管の挿管    

41.7±17歳、ASA I-III、気管挿管によりHR上昇が20％以下を 

no responseとしたとき (Eur J Anesth 2005;22:919) 

 

 

 

個人差があり、PropofolによりLoss of responsivenessが得られ

ていると考えられる状態で、3-10 ng/mlと幅を認める。 
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また、PropofolでBISを40－50にしたとき 

（Anesth Analg 2005;101:125） 

 

 

Ce50 5.0 ng/ml (95% CI 4.7-5.4) であり、挿管時はこの程度の

濃度がある方が、高齢者やリスクの高い患者においても望ましい

とされている。ただし挿管前に低血圧を起こすことがあり、予防

的な昇圧薬投与が必要なこともある 

Remifentanilのシミュレーション係数を発表したMintoも、

FentanylのShaferもLean body mass（LBM）で導き出している。そ

のため軽度の肥満であればLBMで計算する。高度肥満の場合は当て

はまらないので注意。高度肥満の場合の体重の入れ方のStandard

はない 
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＊＊＊＊LBMLBMLBMLBMのののの求め求め求め求め方方方方    

        男性：1.10*weight(kg)-128*(weight2/(100*Height(m))2) 

  女性：1.07*weight(kg)-148*(weight2/(100*Height(m)2) 

    

RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanil投投投投与量与量与量与量と血と血と血と血中濃度中濃度中濃度中濃度のののの関係関係関係関係（定常状態、Minto 1997） 

 投与速度（µg/kg/min） 血中濃度（ng/ml） 

0.05  1.3 

0.10  2.6 

0.25  6.3 

0.40 10.4 

0.50 12.6 

RemifentanilとFentanylの力価はほぼ同じと考えられる 

これより術中投与量は 0.1 µg/kg/minで十分なことが多い 

ただし、定常状態になるには0からの開始の場合15分程度かかる 

 

TIVATIVATIVATIVAににににおけおけおけおける必る必る必る必要な要な要な要なRemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanilの血の血の血の血漿濃度漿濃度漿濃度漿濃度の目の目の目の目安安安安    ngngngng////mlmlmlml    

         Remifentanil 

Major surgery       2-4 

 Minor surgery       1-3 

 Spontaneous ventilation   0.3-0.6
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RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanilによる導入時のによる導入時のによる導入時のによる導入時の濃度濃度濃度濃度予予予予測測測測 

        0.5 µg/kg/min で投与 

 
 

     210 秒後に 5 ng/ml 以上に 

     360 秒後に 7 ng/ml 以上に 

     500 秒後に 8 ng/ml 以上に 

  

麻酔の維持麻酔の維持麻酔の維持麻酔の維持    

0.25 µg/kg/min で投与をすると、血中濃度は 5-6 ng/ml 

  0.125  µg/kg/min で投与をすると、血中濃度は 3 ng/ml  

したがって体表の手術などでは 0.125 µg/kg/min 程度の量で十分

なことが多い 
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年齢年齢年齢年齢とととと RemifentanilRemifentanilRemifentanilRemifentanil    

高齢者では分布容量もクリアランスも減少し（pharmacodynamic

な変化）またさらに EC50 も低下することから（pharmacokinetic

な変化）使用量を減らす 

  

transitional opioidtransitional opioidtransitional opioidtransitional opioid    

Remifentanilはその効果消失が非常に早いため、transitional 

opioidなどを早期から考える必要がある 

 

①モルヒネ  

・作用発現まで 30 分、最大効果まで 100 分かかる 

  ・0.1～0.2 mg/kg を手術終了 60 分くらい前に 

・0.3 mg/kg 入れると術後時間がたってから呼吸抑制が出現 

した報告があるので注意が必要 

・モルヒネは代謝産物の M6G (morphine-6-glucuronide)は 

活性を持ち、その蓄積によって副作用を起こす事もあるの 

で、腎機能低下患者では注意して投与すること 

・モルヒネとフェンタニルの相互作用に関しては、不明であ 

り、両方の薬をそれなりの量使う場合は、充分に注意する 
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②フェンタニル 

・後でも述べるが最初に肺などに分布するために、最後の方 

で投与しただけではすぐに効果器濃度は低下してしまう。 

ある程度効果器濃度が維持できるように術中から投与 

を開始する。PCIAを術後用いるときも同様である 

   

(2)(2)(2)(2)FentanylFentanylFentanylFentanyl    

特徴特徴特徴特徴：：：：    

①肺や脂肪に多く分布する 
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②context sensitive half time（CSHT） 

        
    

    

この図は白白白白いいいい線線線線はははは CSCSCSCSHHHHTTTT、赤、赤、赤、赤いいいい線線線線はははは CSCSCSCS（（（（65656565%%%%））））TTTT、緑、緑、緑、緑のののの線線線線はははは CSCSCSCS（（（（80808080％％％％））））TTTT

です。血中濃度が半分になるまでの時間は投与時間が長くなればなるほ

ど長くなりますが、血中濃度が８０％になるまでの時間はそれほど延び

ないのがわかります 

つまり覚醒させるときの目標濃度が 2.0 ng/ml であれば、術中は 2.5 

ng/ml を keep するように投与していれば、それほど待たなくても目標の

2.0 ng/ml まで低下する。しかも長時間にわたりある程度の血中濃度を

維持してくれる 

（図は http://blog.conoco.jp/より引用） 
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＊＊＊＊セセセセボボボボフルランとフェンタニルフルランとフェンタニルフルランとフェンタニルフルランとフェンタニル    

   

“フェンタニルを手術終了間際に入れると覚醒が遅くなるから入れて

はいけない“ということを言う先生がいるが誤りである 

Anesthesiology 1998,88:18の下図を見てもフェンタニル濃度が2 ng/ml

程度であってもセボフルランの覚醒濃度はほとんど（0.1％位？しか）

変わらない。十分な鎮痛を図るべきである 

 

 
 

ここで注意しなければいけないのは、日常臨床で覚醒の時の呼気中のセ

ボフルラン濃度を測定しているが、その濃度とこのような研究のときの

濃度の違いである。この研究では呼気のセボフルラン濃度を 15 分間保

っている。つまり脳の濃度と呼気の濃度を同じにしている。日常の覚醒

させているときは脳の濃度＞血中濃度＞肺胞濃度＝呼気中濃度になっ

ているはずなので、モニターに出ている濃度は、鎮痛されている場合 0.6

よりかなり下で覚める。逆に高い濃度で覚めるのは痛み刺激で無理やり

起こしている可能性がある 

 

ただし、上記の図を少し改変した次ページの図を見てわかるように、鎮

痛薬の濃度を上げると、鎮静薬（この場合セボフルラン）が意識を取る

のに十分な量入っていなくても循環動態が安定する。従って次ページの

図の塗りつぶした部分のような濃度では、術中覚醒になるので注意が必

要である。手術において変化するのは通常手術侵襲であるので、基本的

には鎮静薬は必要十分な量投与し、あまり動かさず、鎮痛薬の濃度のコ

ントロールをする 
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また、次ページのグラフのようにセボフルランは濃度をあげても交感神

経刺激を抑えられない(鎮痛効果が無いもしくは弱い)。そのため麻薬・

硬膜外などで十分な鎮痛が図れるように考慮すること 

（Anesthesiology 1988;89:1407） 
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６６６６. . . . 筋弛緩薬筋弛緩薬筋弛緩薬筋弛緩薬    

ここでは代表的な脱分極性筋弛緩薬スキサメトニウムと非脱分極性

筋弛緩薬のロクロニウム、ベクロニウムについて述べる 

脱分極性筋弛緩薬脱分極性筋弛緩薬脱分極性筋弛緩薬脱分極性筋弛緩薬    

(1)(1)(1)(1)ササササクシニルクシニルクシニルクシニルココココリン（スキリン（スキリン（スキリン（スキサメサメサメサメトニウトニウトニウトニウムムムム TMTMTMTM）（）（）（）（SCCSCCSCCSCC））））    

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

縮が現れ、全身に波及する。この間約 1 分でその後、完全な筋弛緩状

態が得られる。作用持続時間は 4－5 分 

・ 非脱分極性筋弛緩薬で遮断が拮抗される 

・ 抗コリンエステラーゼで遮断が増強される 

・ 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 
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非脱分極性筋弛緩薬非脱分極性筋弛緩薬非脱分極性筋弛緩薬非脱分極性筋弛緩薬    

・線維性攣縮の欠如 

・テタヌス刺激と四連反応（TOF）を行っている間は、fadeがある 

・テタヌス後増強が見られる 

・脱分極性筋弛緩薬と抗コリンエステラーゼによって遮断の拮抗がみら

れる 

・他の非脱分極性筋弛緩薬で遮断が増強される 

・神経筋遮断の拮抗 

� 抗コリンエステラーゼ薬を投与する前にどれだけ自然に回復して

いるかによる。TOF 刺激で 3 発以上収縮がでてから拮抗すべきであ

る。反応がでなければ拮抗はしてはならない！！ 

� ネオスチグミンを 0.03-0.06 mg/kg、最高 5 mg まで、最大効果は 7

分後。拮抗作用は 55-75 分間持続。アトロピン半量（15-30 µg/kg）

を前または同時投与する 

 

(1)(1)(1)(1)ロクロニウロクロニウロクロニウロクロニウムムムム（（（（エエエエスラックススラックススラックススラックス TMTMTMTM））））        

・非脱分極性筋弛緩薬 

・水溶液製剤なので溶解する必要はない 

・バイアルはベクロニウムに似ている 

・作用発現時間；0.6 mg/kg で 1 分 25 秒、0.9 mg/kg で 1 分 15 秒 
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1 mg/kg 投与するとほとんどの症例で 1 分後に挿管できる 

・作用持続時間；0.6 mg/kg で 37分、0.9 mg/kg で 53 分 

0.6 mg/kg はベクロニウム 0.1 mg/kg とほぼ同じ 

・追加投与量；0.15～0.3 mg/kg 

0.2 mg/kg はベクロニウム 0.04 mg/kg と同じような感覚で使える 

・代謝産物に効力がないので持続投与可能 

ボーラス投与後、TOFの T1 が出現したら 7 µg/kg/min で開始（吸入麻 

酔薬を併用した場合はその半分の速度で投与） 

・呼吸器系、循環系への作用はない。アナフィラキシーの頻度が高いと 

いわれている 

・腎不全には通常通りの投与が可能。肝不全では作用持続時間が延長 

・3才以上の小児では onset が速く、回復も速い 

・高齢者では onset が遅く、回復も遅い 

・Crush induction では 

プロポフォール 2.5 mg/kg で導入し、ロクロニウム 1 mg/kg またはサ 

クシニルコリン 1 mg/kg で筋弛緩を得て、50 秒後に挿管したときの挿 

管スコアはほぼ同等 

・Priming principle 

Priming dose 0.06 mg/kg 投与 3 分後に Intubating dose 0.54 mg/kg 

を投与すると作用発現時間は 1 分 03 秒（0.6 mg/kg を単回投与した時 
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に比べて 20 秒短縮） 

ただし患者が呼吸困難を訴える事もあるので注意 

 

(2)(2)(2)(2)ベベベベクロニウクロニウクロニウクロニウムムムム（マスキュラックス（マスキュラックス（マスキュラックス（マスキュラックス TMTMTMTM））））    

・ 0.1 mg/kg の静脈内投与で作用発現時間 220 秒、作用持続時間 45 分 

・ 代謝産物にも筋弛緩作用があるので、反復投与や長期投与時は注意 

・ ヒスタミン遊離作用、交感神経刺激作用､迷走神経抑制作用や神経節

に対する作用はない 

・ Precurarization：SCC の静注によってひきおこされる術後筋痛、血 

清カリウム値の上昇、眼圧上昇などを防ぐために､SCC 静注に先立って

少量の非脱分極性筋弛緩薬を投与しておくこと。通常ベクロニウムは

0.01 mg/kg 程度が用いられる。SCC の作用はやや減弱するので 1.5 

mg/kg使用する 

・ Priming principle：初回投与量(0.1-0.15 mg/kg)を少量前投与

(priming dose：初回投与量の 15%)と本投与(intubating dose：初回

投与量の 85%)に 2 分する。これにより、単回投与よりおよそ 30 秒短

縮する 

・長時間の麻酔で非脱分極性筋弛緩薬を使用後、腹膜閉鎖時の SCC の使

用には賛否がある。SCC の効果は、投与時の非脱分極性筋弛緩薬の遮

断の程度に依存し,遮断が高度であるとSCCは作用薬として働き,遮断



 65 

効果が拮抗されるため、この場合には少量の非脱分極性筋弛緩薬の追

加投与がよいとする者もある。また、手術終了時に非脱分極性筋弛緩

薬の効果を抗 ChE 薬で拮抗後短時間で再開腹術を行う場合もある。ネ

オスチグミン 5 mg 投与後に SCC 1 mg/kg を投与すると、SCC の作用持

続時間は通常より 11-35 分ほど延長する 
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神経刺激装置の使用方法と筋弛緩モニター神経刺激装置の使用方法と筋弛緩モニター神経刺激装置の使用方法と筋弛緩モニター神経刺激装置の使用方法と筋弛緩モニター    

(1)(1)(1)(1)テタテタテタテタヌヌヌヌス刺激ス刺激ス刺激ス刺激反反反反応の応の応の応の反反反反応高と応高と応高と応高と減衰減衰減衰減衰はははは何何何何をををを反映し反映し反映し反映しているのかているのかているのかているのか    

・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 50Hzの刺激頻度が用いられている 

(2(2(2(2))))Single Twitch responseSingle Twitch responseSingle Twitch responseSingle Twitch response単一単一単一単一刺激刺激刺激刺激反反反反応応応応    

・クラーレを投与すると 0.1～1Hz の単一刺激に対する反応は、刺激神

経支配下の全 AchR の 75－80％占拠されて初めて反応が減少し始め、

90-95％占拠されると反応が完全に消失する。一方、回復相では、単

一刺激反応がコントロール値に戻った直後は、まだ AchRは 70-75％占

拠された状態にある。このクラーレによってブロックされても筋力に

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

safety”と呼ぶ (iceberg theory) 

・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 

(3)TOF ratio(3)TOF ratio(3)TOF ratio(3)TOF ratio    

・5 秒毎に 4 回電気刺激を加えたときの筋収縮反応を順に T1,T2,T3,T4

とすると 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 



 67 

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での単収縮で 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‐

20ml/kg；呼気力－25cmH2O；有効

な咳 

呼気流速、肺活量､吸気力が正常 

 

(3)(3)(3)(3)Posttetanic count (Posttetanic count (Posttetanic count (Posttetanic count (PTC)PTC)PTC)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、50 秒のテタヌス刺激を加え、その 3 秒後から単一刺激

（1Hz）を与え、その刺激に収縮反応が何個出現するかを数える。AchR

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

いる 
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(4)(4)(4)(4)DDDDouble burst stimulation (DBS)ouble burst stimulation (DBS)ouble burst stimulation (DBS)ouble burst stimulation (DBS)反反反反応応応応    

・50Hzのテタヌス刺激を 20ms毎に 3回を 750ms後に 2 セット行う。TOF

反応より反応高が高く、かつ fade 現象も大きく出現する。したがっ

て、DBS は TOF反応よりはるかに fade現象を感知しやすい。 

・DBS3.2 で fadeを感知しなければ TOFは 0.8以上になっている 

 

TOFTOFTOFTOF ウォッチウォッチウォッチウォッチ    ((((日本オルガノン日本オルガノン日本オルガノン日本オルガノン))))    

・現在大学附属病院および関連施設で使用できる下記モニターについて

解説する。 

 

 

・筋弛緩モニターと閉鎖神経ブロックモードがある。コードを接続すれ

ば、器械が自動的にモードを選択してくれる 
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・術中の筋弛緩モニタリング（刺激電流範囲 0-60 mA） 

1. 電極、加速度トランスデューサーを適切な位置に取り付ける。 

2. 電源を入れ、麻酔を導入後、CAL ボタンを 1 秒間以上押し、コント

ロール Twitch Height を自動測定する 

3. TOFボタンを 1 秒間押すと、TOF連続モードになる。 

4. その他、単一刺激（1Hz,0.1Hz）、PTC,テタヌス刺激、DBS の刺激パ

ターンが選択できる 

5. 表面電極貼付時の注意 

・ 手首近くの尺骨神経上の皮膚をよくアルコール綿で拭く。電極は

中枢側が白（+）、遠位側は黒（-）。電極は 2-3ｃｍ離して貼る。

位置は正確に！！ 

・ 腕を使えないときは顔面神経を刺激して眼輪筋の反応をモニタ

ーしたり（専用の固定用テープがある）、脛骨神経を刺激して短

拇指屈筋の反応をモニターする 

・ 加速度トランスデューサーは、平らな面を拇指になるべく先端に

貼りつける 

・加速度トランスデューサーが垂直に振れるように適切な位置につ 

ける 

注）筋弛緩薬投注）筋弛緩薬投注）筋弛緩薬投注）筋弛緩薬投与与与与前にキ前にキ前にキ前にキャャャャリリリリブレブレブレブレーシーシーシーショョョョンをンをンをンを行なわな行なわな行なわな行なわないといといといと ORSORSORSORSYYYYSSSS へのへのへのへの

自動自動自動自動取り込みは取り込みは取り込みは取り込みは行なわ行なわ行なわ行なわれれれれなななないいいい    
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・閉鎖神経ブロック時の神経部位の確認 

1. 閉鎖神経ブロック専用コードを使用する。自動的に刺激電流範囲は

0-6.0 mAに設定される 

2. 1Hz ボタンを 1 秒間押すと 1Hz の反復刺激を開始する。刺激電流は

増減ボタンで調節する 

 

StimupleStimupleStimupleStimuplexxxx (B.Braun) (B.Braun) (B.Braun) (B.Braun)    

Regional Block時の神経刺激装置である 
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IMIIMIIMIIMI;;;;AS3AS3AS3AS3 モニターの筋弛緩モニター（モニターの筋弛緩モニター（モニターの筋弛緩モニター（モニターの筋弛緩モニター（関連施設関連施設関連施設関連施設ににににあああある）る）る）る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） AS3 の Display Setups キーからどれかの Field に NMT を選

択。 

2） AS3 の Others から NMT の次に、刺激モードを TOF, DBS, 

Swingle Twitch から選択する。 

3） Set Cycle Time を manual～15min の中から選択する。 

4） 別のモードとしてテタヌスと PTC（posttetanic Count）がある。 

5） NMTsetup から刺激電流を選ぶ。最初は Supramaximal を

選択。 

Pulse width は通常 200μs を選択して準備完了。スタート

ボタンを押す。 

6） 例）TOF、刺激間隔 12ｓを選び、患者鎮静後、スタートボタン

を押す。刺激電流はリサーチされ、セットされる。その後筋

弛緩薬投与。T1 が 0 になって、数十秒してから、気管挿管し

たほうが良い。リバースは TOF,または DBS で筋弛緩薬の作

用が切れ掛かっていることを確認してから行う。 
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患者の服用する薬物と筋弛緩薬の相互作用患者の服用する薬物と筋弛緩薬の相互作用患者の服用する薬物と筋弛緩薬の相互作用患者の服用する薬物と筋弛緩薬の相互作用 

＊Concurrent medication and the neuromuscular junction. Haywood PT,    

Divekar N, Karalliedde LD. Eur J Anaesthesiol. 16(2):77-91. 1999 

［［［［刺激の神経筋の刺激の神経筋の刺激の神経筋の刺激の神経筋の概要概要概要概要と薬物と薬物と薬物と薬物］］］］ 

・神経末端では,AMP がアデニルサイクレースとフォスフォディエステレ

ースの作用で cAMP となる（阻害薬はアミノフィリン、ラシックス 

・ついで,プロテインカイネースと Ca イオンの作用を受けてアセチルコ

リンが合成される（アミノグリコシド系抗生物質、Caチャンネルブロ

ッカー) 

・このアセチルコリンが動員されて放出される（ボツリヌス、フェニト

イン、プロカインアマイド、クロニディン、H2 ブロッカー、キニジン） 

・これを筋肉側の受容体が受け取る（β ブロッカー、Ca チャンネルブ

ロッカー) 

・筋肉が収縮する（アミノグリコシド系抗生物質、ベンゾジアゼピン) 

 

1)アミノフィリン 

・喘息でこの薬物を受けていた患者でパンクロニウムがなかなか効か 

なかったという症例が報告されている。アミノフィリンはフォスフォ 

ディエステレースを抑制し,ｃAMP→アセチルコリンが増したと推測 

している  
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2)ラシックス(フロセマイド) 

・データは混乱して解釈がむずかしい。少量では筋弛緩薬を増強するが 

大量では抑制する 

・ヒトの研究報告はほとんどない 

3)サイアザイド系利尿薬 

・Kが低下するので、筋弛緩薬の作用は増強する. 

4)アミノグリコシド系抗生物質 

・作用点が二つあり、いずれも筋弛緩薬の作用を増強する。Caイオン投 

与が通常有効である。古典的な筋弛緩薬ではこうした点は明らかだが、

最近のステロイド系筋弛緩薬では研究が乏しい 

5)Caチャンネルブロッカー 

・一般に筋弛緩薬の作用を増強するが,実際の問題は薬物で異なる。デ 

ータの乏しいものも多い 

・ニカルジピンは日本の研究者が調べて、臨床使用量で筋弛緩薬の作用

を増強することを示している 

6)マグネシウム 

・妊婦が投与を受けることが多く,筋弛緩薬の作用の増強が報告されて 

いる 

7)抗けいれん薬 

・慢性投与を受けている患者では筋弛緩薬が効きにくい。アセチルコリ 
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ン合成の促進の他,筋弛緩薬の代謝も亢進させるためかも知れない 

・逆に筋弛緩薬を投与しておいてフェニトインなどを投与すると、作用  

が長引く。こちらはフェニトインに筋弛緩作用があるためとされる 

8)H2 ブロッカー 

・動物実験で筋弛緩薬の作用の増強を示すデータは多いが,ヒトでのデ 

ータは乏しく決定的でない 

9)βブロッカー 

・動物では筋弛緩薬の作用を増強する。 

・プロプラノロールを摂取している患者で筋弛緩薬の作用が長引いたと 

いう報告がある。説明はすっきりしない 

10)ベンゾジアゼピン 

・当初は筋弛緩作用があって筋弛緩薬を増強と考えられたが、詳細な研 

究はこれを支持しない。結局たいした作用はないとされている 

11)ステロイド 

・ベクロニウムの作用が確実に延長する。クリアランスが低下すること 

が判明している。メカニズムは不明 

 

＊筋弛緩薬と相互作用を起こす可能性のある薬物は多いが、ヒトでのデ

ータ、特に臨床濃度や臨床投与量でのデータ、純粋の臨床データなど

は多くない 
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12)セボフルラン 

・麻酔でベクロニウムの作用は時間経過で変わる 

・Sevoflurane exposure time and the neuromuscular blocking effect    

of vecuronium. Ahmed AAK, Kumagai M, Otake T, Kurata Y, Amaki Y.  

Can J Anaesth 1999;46:429 

ベクロニウムの筋弛緩作用は、セボフルレンの投与持続時間が長くな

ると延長した.25%回復時間は,セボフルレンの 30 分投与で 89%延長

し,60 分投与では 100%以上延長した 

・麻酔 2006;55:963 

一方日本人において、プロポフォールによる麻酔では 7 µg/kg/min の

ロクロニウム持続投与で安定した筋弛緩効果が認められている 

  

＊筋弛緩モニターで偽陰性（筋弛緩が切れてきてる頃なのに動かない）

場合、Palmacokinetics のパラメータに次の数値を入力し、シミュレ

ーションをして確認する 

V1:45、K10：0.1、K12：0.21、K21：0.13 、K13：0.028 、K31：0.01 、

Ke0：空欄。 

Central compartment 濃度は表示（効果器部位濃度は出ない、エスラ

ックス用の数値です） 
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７７７７. . . . 脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔脊髄くも膜下麻酔と硬膜外麻酔 

・術前に全身麻酔の場合と同様の術前評価を行う 

・ブロック施行部位についてブロック困難でないか、異常がないかを診

察。投薬歴、出血傾向の有無についてチェックする 

(→抗凝固薬と脊椎麻酔、硬膜外麻酔参照) 

・患者に麻酔方法、リスクについて説明する。術中に全身麻酔に変更す

る可能性があることについても説明する 

・対応する手術操作に必要な麻酔レベルを確認し、必要薬液量をあらか

じめ考えておく 

・全身麻酔の場合と同様のモニター、静脈路を確保 

 

・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) 
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・相対的禁忌 

施行部位よりも遠位の局所感染 

循環血液量減少 

中枢神経系疾患 

脊柱管狭窄などの慢性腰痛 

    

脊髄くも膜下麻酔脊髄くも膜下麻酔脊髄くも膜下麻酔脊髄くも膜下麻酔    

・局所麻酔をくも膜下腔に注入し、脊髄神経を遮断する方法 

 

・準備 

クリーントレイ、脊麻セット（スパイナル針 25G 70mm×2、25G 90mm 

×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 10ml、5ml)、26G 針、エフェドリン、輸液（帝王 

切開ではヘスパンダー）、全身麻酔の準備 

 

・手順 

1.体位を取る(右あるいは左側臥位。使用薬品、対象疾患により変更) 

2.穿刺部位を決めてマーキングする 

3.清潔に手袋をつけ、消毒、穴あきシートをかぶせる 

4.（26G 針で穿刺部位を浸潤麻酔する） 
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5.針先を上にし、スパイナル針をすすめる 

6.CSFの逆流が確認できたら薬液の入ったシリンジをコネクトし、シ 

リンジを吸引（少量）、逆流を確かめる 

7.薬剤をゆっくり注入する 

8.残り少なくなったら再度逆流を確認 

9.穿刺部位にバンドエイドを貼り仰臥位にする 

10.血圧測定を頻回にし、無痛域を確認する（麻酔域が確定するの 

には 20 分ほど。必要に応じ酸素投与する） 

 

＊詳しくは成書参照。加えて施行前に必ず他者が行っているのを見学 

 

・退室の基準 

無痛域が T4-5 以下で、vital signs が安定している 

無痛域が T4 以上の場合は下がる傾向となるまで待つ 
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・脊髄くも膜下麻酔に最小限必要とされる皮膚分節 

手術手術手術手術部位部位部位部位    麻酔高麻酔高麻酔高麻酔高    

下下下下肢肢肢肢    T12 

股関節股関節股関節股関節    T10 

膣、子宮膣、子宮膣、子宮膣、子宮    T10 

膀胱、膀胱、膀胱、膀胱、前前前前立腺立腺立腺立腺    T10 

下下下下肢肢肢肢((((ターニケット使用時ターニケット使用時ターニケット使用時ターニケット使用時))))    T8 

睾丸、卵巣睾丸、卵巣睾丸、卵巣睾丸、卵巣    T8 

下下下下腹部腹部腹部腹部    T6 

そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの腹部腹部腹部腹部（（（（CCCC////SSSS も）も）も）も）    T4 

 

・脊髄くも膜下麻酔のレベルを決める因子 

薬物の用量 

薬物の容量 

CSFの乱流 

局所麻酔の密度比（baricity） 

腹腔内圧 

脊柱の湾曲 
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・脊髄くも膜下麻酔の持続時間の決定因子 

局所麻酔薬の種類と用量 

血管収縮薬添加の有無 

 

・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 

 

硬膜外麻酔硬膜外麻酔硬膜外麻酔硬膜外麻酔    

・局所麻酔薬を硬膜外腔に注入して行う。多くの場合カテーテルを挿入 

する 

 

・準備 

アロー社性硬膜外麻酔セット、局所麻酔薬（1.5％リドカイン＋E：1％

リドカイン 10ml＋2％リドカイン 10ml＋ボスミン 0.1ml、1～0.2％ロ

ピバカイン等、症例にあったもの）、フェイスマスク、エフェドリン、

全身麻酔の準備、術後 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 
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・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 

4.23G 針で穿刺部位を浸潤麻酔する（長い 25Ｇ針は使わない） 

5.棘突起間の正中から Tuohy 針の切り口頭側に向けて穿刺し、棘上、 

棘間靭帯を抜け、弾性があって抵抗が強い黄色靭帯まで進める 

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

につける 

7.ガラスシリンジに圧をかけながら少しずつ Tuohy 針を進め、抵抗の 

消失によって硬膜外腔を確かめる(抵抗消失法、このほかに間歇的抵

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 3-5 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.カテーテルをテガダームで固定、カテ全体を背中にテープで固定 

する 
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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3ml 

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 脊椎麻酔の神経学的所見が現れる 

 

・硬膜外麻酔溶液の量 

多いほど広がりやすい。一般的に 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 

 

・硬膜外麻酔の追加投与 

タイミング ：前回投与した局所麻酔薬が切れる前 

投与量：初回投与量の半分程度。症例によって増減 

 

 

 

 



 83 

・局所麻酔薬の発現時間、持続時間、極量 

    使用使用使用使用濃度濃度濃度濃度

((((％％％％))))    

発現発現発現発現時時時時間間間間

（（（（minminminmin））））    

持持持持続続続続時時時時間間間間

（（（（minminminmin））））    

極極極極量量量量

（（（（mgmgmgmg////kgkgkgkg））））    

リドカインリドカインリドカインリドカイン    1～2 5～15 60～90 7 

ブピブピブピブピバカインバカインバカインバカイン    0.25～0.75 10～20 60～240 1.5 

ロロロロピピピピバカインバカインバカインバカイン    0.2～1 10～20 60～240 ？ 

 

・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 

 

・硬膜外麻酔の合併症 

急性期 

硬膜穿刺、カテーテル血管内迷入、カテーテル断裂、結さつ、く 

も膜下腔への注入、局所麻酔薬過量投与、直接的脊髄損傷 

術後 

硬膜穿刺後頭痛、感染、硬膜外血種、呼吸循環抑制、局所麻酔薬 

過量投与、尿閉、悪心、嘔吐、掻痒感、便秘 
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・神経支配領域 

 

内臓支配領域内臓支配領域内臓支配領域内臓支配領域            

甲状腺 T1-2 食道 T6-L2 腎 T10-12 

横隔膜 C3-6 胃 T6-9 尿管 T11-L2 

外・内肋間筋 T1-11 肝・胆嚢 T6-9 膀胱底部 T11-L1 

気管・気管支 T2-7 脾 T6-8 膀胱頸部 S2-4 

肺 T1-7（主に 2－5） 膵 T6-10 精巣、卵巣 T10-L1 

心臓 T1-5（主に左） 小腸 T6-10 前立腺、精索 T10-L1 

胸部大動脈 T1-6 虫垂 T10-L1 子宮 T10-L1 

腹部大動脈 T6-L2 左結腸曲まで T12-L1 膣、会陰 S2-4 

    直腸まで L1-2,S2-4 腹膜 T5-L2 
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８８８８. . . . 抗凝固療法と硬膜外麻酔・脊椎麻酔抗凝固療法と硬膜外麻酔・脊椎麻酔抗凝固療法と硬膜外麻酔・脊椎麻酔抗凝固療法と硬膜外麻酔・脊椎麻酔    

術前の術前の術前の術前の休休休休薬薬薬薬期間期間期間期間    

(1)血小板凝集抑制剤 

7日前―小児用バファリン、パナルジン、ブラビックス、エパデール 

4日前―ドルナー 

3日前―プレタール 

2日前―ペルサンチン、アンプラーグ、ロコルナール、コメリアン 

(2)血液凝固阻止剤 

4日前―ワーファリン 

1日前―ノバスタン 

2時間前―ノボ・ヘパリン 

出出出出血血血血傾向傾向傾向傾向のののの評価評価評価評価    

(1)血小板異常―血小板数、出血時間、血餅退縮能（ソノクロット） 

(2)凝固系異常―PT（外因系、VII因子欠乏、ワーファリン）、  

        aPTT（内因系、II,V,VIII,IX,X因子欠乏、ヘパリン） 

硬膜外麻酔・脊硬膜外麻酔・脊硬膜外麻酔・脊硬膜外麻酔・脊椎椎椎椎麻酔を麻酔を麻酔を麻酔を施行可能な止施行可能な止施行可能な止施行可能な止血血血血機能機能機能機能のののの値値値値    

(1)血小板＞8万/uL 

(2)出血時間＜8分 

(3)PT＞50％ 

(4)aPTT＜10 秒延長 
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硬膜外硬膜外硬膜外硬膜外穿穿穿穿刺刺刺刺後後後後ののののヘパヘパヘパヘパリンリンリンリン開始開始開始開始時時時時期期期期はははは？？？？    

・ヘパリンは硬膜外穿刺後 1時間以上経過してから投与 

硬膜外カテーテルはい硬膜外カテーテルはい硬膜外カテーテルはい硬膜外カテーテルはいつつつつ抜抜抜抜去で去で去で去できるのかきるのかきるのかきるのか？？？？    

・出血傾向の場合やヘパリン中止後には出血時間・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 

 

婦人科婦人科婦人科婦人科手術に手術に手術に手術におけおけおけおける術る術る術る術後後後後 DVTDVTDVTDVT 予予予予防防防防    

・クレキサン（エノキサパリンナトリウム）を使用する患者は、原則と

して硬膜外麻酔を施行しない 

・対象患者  

1)リンパ節郭清を施行予定の患者 

2)BMI 28以上の患者 

3)術前に VTE を指摘されている患者 

4)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 

5)緊急手術患者で、術前の D-dimer 1.5 以上であった患者 
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９９９９. . . . Patient Control AnalgesiaPatient Control AnalgesiaPatient Control AnalgesiaPatient Control Analgesia    (PCA)(PCA)(PCA)(PCA)        

・薬剤及び薬剤濃度は統一し、逆流防止弁は必ず付けて下さい。 

 

PCIAPCIAPCIAPCIA の場合の場合の場合の場合    

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

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

を加える（Total 500 ml） 

 

・必ず帰室時には pain freeの状態から PCIAを開始してください。  

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

さい。Remifentanil で pain freeにしても Remifentanil が先に 

切れてしまいますのでしてはいけません。 

 

・紫色のバッグを用いるため、ポンプと一緒に用意する 

 

・投与例 

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

Bolus dose   1 or 2 ml 

Lock out time  5～10 min（6～12回/ｈまで） 
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PCPCPCPCEEEEAAAA の場合の場合の場合の場合    

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

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

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

 

・緑色のバッグを用いるため、ポンプと一緒に用意する 

 

・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） 

 

末梢末梢末梢末梢神経神経神経神経ブブブブロックの場合ロックの場合ロックの場合ロックの場合    

・薬剤や薬剤濃度に関しては、各オーベンの指示に従って下さい 

 

＊PCIAの場合も PCEAの場合も持続のボリューム、ボーラスのボリュー

ム、ロックアウトタイムは各個人に合わせて変えて頂いてかまいませ

ん。ただし薬剤の濃度は一定にお願いします。 

 

＊パスへの記載を忘れずに 
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PCAPCAPCAPCA のポンプとポーチのセットアップ方法のポンプとポーチのセットアップ方法のポンプとポーチのセットアップ方法のポンプとポーチのセットアップ方法    

・スパイクの一段目まで刺し、バッグをスクイズしてバッグ内の空気を

除去する。ポンプの薬剤量などを入力後プライミングでチューブ内を

薬液で満たし、クランプを閉じます 

・バッグ内のエアーは薬剤混注時におおかた除去しておきます（スパイ

クを刺すと空気が入りますので、神経質に抜く必要は有りません）

 

・スパイクを奥まで差し込みます。奥まで差し込むことで、スパイクの

抜けのリスクを低くすると共に、差込口に残った気泡がラインに入り

込む事を防止します 
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・最初にスパイク部分を図の様にマジックテープで固定します。スパイ

ク下のラインが折れ気味になりますが、スタールーメンチューブなの

で、よっぽどでない限り閉塞はしません 

  

・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します。バッ

グが飛び出ていますが、そのままでマジックテープを通してください 
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・上の部分を裏側に織り込む様にたたんで入れます 

  

・大きなマジックテープでバックを包み、細長いテープをクロスさせて

固定します。ポンプ本体を入れて完了です 
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PCAPCAPCAPCA ポンプの運用方法ポンプの運用方法ポンプの運用方法ポンプの運用方法    

1)回復室が定位置 

2)APS係によりデータ移行済みを確認し、タグをはずしタグ入れへ 

3)PCIA,PCEAが必要な場合、回復室からポンプ、バッグ（静注は青・硬 

膜外は緑・末梢神経ブロックは赤）、麻酔準備室からアドミニストレ 

ーションセットをもつ 

4)ポンプの箱の中に中身を確認し、番号がそろっていることを確認 

5)前ページに記載のあるように、薬液を詰め、エア抜きをして、プラ 

イミングをする。バッグに薬液内容を記載もしくはテープを貼る 

6)持続流量、PCAドーズ、ロックアウト時間などを設定する 

7)患者に接続し、スタートする。接続したときには必ず、接続部位と 

設定の確認をチーフレジデント以上が行い、指示書（パス）の担当者 

のサインの横にサインをする 

8)箱とオーダー用紙（静注は青、硬膜外はうす緑、末梢神経はピンク） 

を外回り看護師に必ず渡す 

9)麻酔医室の PCAポンプ表に何番のポンプを使用したか、患者名、処 

方者名、帰室病棟、設定、IV/Epi などを書き APS に伝わるようにする 

10)必要があれば APS係へ詳しい申し送り 

11)患者と一緒に PCAポンプ、箱が動く 

12)終了後病棟から箱に全てを入れて物流センターへ 
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13)電池交換などされて ORへ→APS が履歴を移行しタグをつける 

14)PCA ポンプの電池はエネループを使用していたが、2011 年から順次

エネループを取り外し、単 3 電池を使用するようにしている。新たに

PCA ポンプを使用する場合は、麻酔車の上の引き出しの奥に入ってい

る単 3 電池に取り換えてから開始する 

 

＊＊＊＊PCAPCAPCAPCA ポンプにポンプにポンプにポンプにつつつついていていていての注意点の注意点の注意点の注意点    

・PCA ポンプを使用する場合は、薬剤濃度を統一して下さい。マニュア

ルからはずれる場合は、APS に必ず申し送って下さい 

・薬剤を詰めたら、必ず患者名と組成をバッグに記載して下さい。フェ

ンタニルは「µg」の単位で書いて下さい（「A」だと規格が 3つあるた

め混乱します） 

・PCA ポンプを使用する場合は、必ず赤いボードの使用表に記入して下

さい。特に緊急手術での記入漏れは、APS が把握できず、全くフォロ

ーされない危険があります 

・PCAポンプを使用する場合は、「データ移行済み」のタグをはずして下

さい。持って行ったが使用しなかったという場合には、またタグを取

り付けておいて下さい 

・・・・重要重要重要重要：：：：設設設設定の定の定の定の変更変更変更変更をををを行う行う行う行うときはときはときはときは、、、、必ず必ず必ず必ずダダダダブブブブルチェック（病棟ルチェック（病棟ルチェック（病棟ルチェック（病棟でででではははは看護看護看護看護

師師師師ささささんなどんなどんなどんなどと）をと）をと）をと）を行行行行ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい    
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10. 10. 10. 10. Acute Pain Service Acute Pain Service Acute Pain Service Acute Pain Service <<<<APSAPSAPSAPS>>>>    

・麻酔科で3か月間研修する場合、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はすべて

回診する。また、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 

 

症症症症例の例の例の例の把握把握把握把握 

1) 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 

2) 余裕がある場合には、朝一番の症例の導入を手伝う（APSの仕事を優

先すること） 

 

回診（回診（回診（回診（平平平平日）日）日）日）    

1) 患者を、朝（9～12時の間）と夕（14～17時の間）に回診し、pain scale

を評価・記録する。ポンプ薬液残量を確認し、必要であれば追加する。

朝・夕だけでなく、必要に応じ適宜回診を行う 

・ 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（そのケースのオーベン→APS担当スタ

ッフ→回診した日のインチャージの順で相談)と相談する 
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・ 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 

・ 疼痛コントロールが不良の患者については、ADL、呼吸状態（回

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

test）、X線写真で硬膜外カテーテルの位置を確認し量を増やせ

ば解決するのかを考察し、また、カルテに痛みの原因（創離開、

縫合不全、SSIなど）さらに副作用の有無（嘔気・嘔吐、掻痒、

しびれ・麻痺）などの診察を行い、上級医（1. そのケースのオ

ーベン、2. APS担当スタッフ、3. 回診した日のインチャージの

順で相談)に相談する 

2) 回診を行った場合、特にポンプの変更を行った場合は必ずカルテに記

載を行う。カルテの記載は主診療科とのコミュニケーション・疼痛管

理方針の引き継ぎに非常に重要である 

3) 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、パソコンのAPS回診記録に入力する 

4) 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 

5) APS回診記録の回診用テーブルの前日データは、5POD以降は前日の正

しいデータを反映していないので注意すること 
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6) 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

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導入など積極意

的な介入の必要がないかを評価する 

7) 平日17時からの症例報告会に必ず出席し、当日手術の術後患者のうち、

主麻酔が術後回診を行えていない患者について報告する 

8) 夕回診後、必要な仕事が終わったらB当直に申し送りをする（疼痛コ

ントロール不良の患者、嘔気の強い患者、不定愁訴の多い患者、キャ

ラクターに問題のある患者など） 

9) 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 

10)翌朝、B当直から夜間の申し送りを受ける 

 

昼食交替昼食交替昼食交替昼食交替    

1) 昼食時間帯は、手術室内で積極的に昼食交替をし、その日に行われ

ている手術の麻酔を術後管理の観点から観察する（術中の硬膜外の

効きはどうか、オピオイドは多く必要なのか、など） 

 

PCAPCAPCAPCAポンプのデータ取り込みポンプのデータ取り込みポンプのデータ取り込みポンプのデータ取り込み    

1) 物流センターから戻ってきたPCA ポンプの中身が全て揃っているか、

番号が正しいかを確認する。番号がバラバラのものや欠損部品のあ



 97 

るものは、使用しないよう貼り紙をし、最後に使用した病棟に確認

するとともにAPS担当スタッフに連絡をする。その後、緑や紫のバッ

グを箱から取り出し、指定の入れ物にバッグのみ入れる 

2) PCAポンプの履歴をパソコンへダウンロードする（手順は後述のマニ

ュアル参照）。その後「データ移行済」のタグをつけておく。履歴

のダウンロードは基本的に毎日行うこと 

 

引引引引きききき継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ    

1) 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、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B当直が最低1回は回診） 

2) 薬液の補充は多めに行い、日曜日に薬液がなくなることがないように

しておく（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） 

3) 金曜日夕方もしくは土曜日に予定手術患者をAPS回診記録に取り込む 

（後述マニュアル参照） 

4) 土曜日のB当直に申し送りを行うとともに、回診記録をAPS専用PCから、

麻酔科医室のPCの「麻酔科へのショートカット」内の「APS」フォル

ダにバックアップする 
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ドルミカドルミカドルミカドルミカムムムムシロップのシロップのシロップのシロップの補充補充補充補充    

1)隔週の水曜日に薬剤部の製剤担当（90608）に電話し、薬剤請求票を 

気送子で150に送る。 

2)木曜日の夕方に再度製剤担当に電話し、地下1階B039にシロップを受

け取りに行く（この時、シロップの残液と使用表を持って行く） 

3)受け取ったシロップは、受け取った日付をマジックで記入し、鍵のか

かる冷蔵庫に保管する（ただし足りなくなりそうな場合、隔週にこだ

わらない。水曜日に残量を確認する） 

4)シロップを入れる容器の数もチェックし、足りないようであれば薬剤

部からもらってくる 

 

その他その他その他その他    

1)個人情報の記載された文書のシュレッダー処理や、各種伝票の補充な

どを、手の空いている時に行う。また、緊急手術の準備の手伝いなど

も行う 

2)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、

APS専用のハンコで押印する 

3)APSの仕事について不明な点がある場合には、APS担当スタッフに相談

する 
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回診データ回診データ回診データ回診データベベベベースにースにースにースに記載記載記載記載するスケールするスケールするスケールするスケール 

1)1)1)1)Prince Prince Prince Prince HHHHenry Pain Scaleenry Pain Scaleenry Pain Scaleenry 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 

 

2)2)2)2)Modified Prince Modified Prince Modified Prince Modified Prince HHHHenry Pain Scaleenry Pain Scaleenry Pain Scaleenry Pain Scale    

０． 傷に負荷をかけても痛くない 

１． 傷に負荷をかけると痛いが、体位変換では痛くない 

２． 体位変換では痛いが、安静にしていれば痛くない 

３． 安静時にも少し痛い 

４． 安静時にもかなり痛い 

 

3)嘔気Score          

０． 全くない 

１． 軽い吐き気がある     

２． 強い吐き気がある     

３．  嘔吐している     
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4)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 

 

5)ADL 

 床：床上安静 

 座：座位まではおこなえる 

 立：立位まではおこなえる、ポータブルトイレが使える 

 歩：歩行までおこなえる 
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PCAPCAPCAPCAポンプデータ取り込みマニュアルポンプデータ取り込みマニュアルポンプデータ取り込みマニュアルポンプデータ取り込みマニュアル    

① 右端の DELL のパソコンから「CADD Sentry」を立ち上げ、Pump Report

をクリックする 

② プルダウンメニューから Configure → Hardware → Serial Ports

を選択し、Modem Port と Direct Connection Port の両方を「１」に

する 

③ ケーブルで dose ジャックと USBポートを接続し、PCAポンプの電源を

入れると、ポンプが認識されるので、OK をクリックする（ポンプの

電源が入りにくい場合には、電源を入れてからケーブルを接続する） 

④ 右上のウインドウで「Event Log Since New Patient」の左の□にチ

ェックを入れ、Viewをクリックする 

⑤ データの表示が終わったら Saveをクリックし、New Patient で「Last 

Name」、「First Name」、「Patient ID」、「Therapy（PCAを選択）」

を入力し、OKをクリックする（連続してデータを入力する場合は、2

人目からは Save → Select Patient → New Patient の順で選択す

る） 

⑥ 「Save Report(s)」の画面で、「Clinician」の欄に APS 係の名前を

入力し OK をクリックすると、自動的に新しい画面（CADD Press）が

開く 

⑦ 未確認データ最新表示をクリックし、一覧から患者を選択して（大体
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リストの一番下にある）、治療基本情報をクリックする 

⑧ 治療期間選択の横の日時の欄で、PCAを開始したと思われる日時と、

PCAを終了した日時を選択し、確認 → 閉じるの順にクリックする（ア

ラームは無視） 

⑨ Pump Report画面に戻るので、Window から Manual Programming を選

択する 

⑩ Set New Patient Marker → OK、Set Time/Date → OKとし、Window

から Pump Reports を選択する 

⑪ Connection から Disconect を選択し、Yes → OKをクリックした後、

PCAポンプとケーブルの接続を外す 

⑫ 「Save the communication log now?」でいいえを選択、「Print the 

communication log now?」でいいえを選択する 

⑬ 連続してデータを入力する場合は③から繰り返す 

 

＊薬液の組成がマニュアルから外れている症例や、PCA ポンプの機械的

トラブルがあった症例では、④～⑧の操作をスキップする（データの

ダウンロードは行わず、リセットのみ行う） 

＊APSの回診表は、APS用のPCに保存されている。金曜日の仕事終了時も

しくは土曜日にDellのPCにUSBメモリを用い、ファイルごとバックア

ップを行う 
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APSAPSAPSAPS回診表回診表回診表回診表への予定手術患者入力マニュアルへの予定手術患者入力マニュアルへの予定手術患者入力マニュアルへの予定手術患者入力マニュアル    

① データ移行用のUSBメモリーはドルミカムなどが入っている金庫内に

専用のものが入っている（（（（移動移動移動移動は禁は禁は禁は禁止止止止）））） 

②HOPE/EGMAINにログイン 

③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 

④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 

⑤「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 

⑥APS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 

⑦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 

⑧USB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 

⑨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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11. 11. 11. 11. Difficult Airway ManagementDifficult Airway ManagementDifficult Airway ManagementDifficult Airway Management    
困難気道とは困難気道とは困難気道とは困難気道とは    

・訓練された麻酔科医でも、マスクによる換気不能、気管挿管不能、あ

るいはその両方である状態 

    

気道の気道の気道の気道の評価評価評価評価    

・上顎門歯の長さ（長い） 

・閉口時の上下顎の門歯の関係（下顎小さい） 

・下顎の前方移動（前突が出来ない） 

・開口幅（3 cm 以下） 

・口蓋垂の見え方（Mallampati 2 以上） 

・口蓋の形（狭口蓋） 

・thyromental distance（6 cm 以下） 

・首の長さ（短い） 

・首の太さ（太い） 

・頭頚部の可動域（制限されている） 

    

困難気道の患者に麻酔をする場合困難気道の患者に麻酔をする場合困難気道の患者に麻酔をする場合困難気道の患者に麻酔をする場合    

1)患者に説明する 

2)気道確保の道具の準備 

喉頭鏡、LMA（Proseal、Fastrac）、トラキライト、Airway scope、  

チューブチェンジャー、気管支鏡、逆向性挿管セット、緊急気切、 

Criothyrotomyセット、ミニトラック 

3)プランの妥当性を検討 

4)人を呼ぶ 

    

困難気道に困難気道に困難気道に困難気道に対対対対するするするする対策対策対策対策    

1)ラリンゲルマスク（別項参照） 

2)トラキライト 

3)Airway Scope 

4)Fiber下挿管 

5)Blind Nasal Intubation 

6)逆向性気管挿管 

7)気管切開 
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＊いずれの方法も平時から慣れておく必要がある 

    

アルアルアルアルゴゴゴゴリリリリズムズムズムズム    

1)基本的な気道管理上の問題の発生見込みと臨床上の重要度を評価す    

 る 

・換気は困難か 

・挿管は困難か 

・協力や承諾を得るのが困難か 

・気管切開は困難か 

2)選択した管理方法の損失を考える 

・意識下挿管か、全身麻酔下挿管か 

・非侵襲的気道確保か 侵襲的気道確保か 

・自発呼吸を残すか 自発呼吸を消すか 

3)最初の方針が失敗した場合の代替えの方針を立てる 

4)DAMに慣れている人を複数集める 

5)気道確保困難時でも積極的に酸素投与を行う 

6)アルゴリズム（次ページ） 

    

＊突然に換気不能、挿管不能に陥ったら、０番コールして人を集める。 

「コール０番、ルーム○○で挿管困難発生！」 

これを聴いたらすぐに、挿管困難セット(6室と 8室の間の廊下の棚に

ある）や Airway Scopeなどを持って駆けつけること！ 
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トラキライトトラキライトトラキライトトラキライト    

・喉頭鏡を用いず気管挿管する道具 

・頸部可動域制限のある患者、開口制限のある患者、喉頭展開での視野

が悪い患者、歯牙のもろい患者で、気管挿管をスムーズにすることが

出来る 

・あくまでも盲目的な挿管操作なので、マスク換気が出来ない患者、フ 

ルストマックの患者では使用すべきではない 

・準備・手順 

1)トラキライトを気管チューブに挿入し Bend hereの部分で90°に屈 

曲する。チューブを挿入する際、リドカインゼリーなどで滑りを好

くしておく。ライトがチューブから出ないギリギリに先端を合わせ 

る 

2)ライトが明るく点灯することを確認する。（電池は単４型３本であ 

る。電池交換時に損傷することが多いので丁寧に扱う） 

3)喉頭鏡使用時と同様に、全身麻酔を導入する。（筋弛緩薬を用いな 

い方法では成功率が低いとされている） 

4)頭位は、Sniffing position よりも Neutral position の方が標準で 

ある 

5)可能なら大きく開口させると良い 

6)Handleは、左右どちらで持っても良い 

7)部屋の明るさは、暗い方がライトが見えやすいが、食道でも明るく 

感じることがあり注意が必要である 

8)舌の正中から舌根に向け、Wandで声門をすくい取るイメージで挿入 

9)ライトが正中に来るようにコントロールする 

10)Cricothyroid membraneの位置に明るく透過光が見えたら正しい 

位置である 

11)（Stylet のみを引き抜き）気管チューブを挿入する。Stylet のみ 

の引き抜きは原法であるが省略しても差し支えないことが多い 

12)気管チューブは抵抗なく挿入できるはずである。気管に沿った透 

過光の動きが見られることがある 

13)換気し、聴診、呼気炭酸ガス分圧などで気管内であることを確認 

する 

14)チューブの深さは、気管前面に指を当て、パイロットカフを押し 

位置を確認する 
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エエエエアウェイスアウェイスアウェイスアウェイスココココープープープープ    

・喉頭鏡を用いず気管挿管する道具 

・頸部可動域制限のある患者、喉頭展開での視野が悪い患者で、気管挿

管をスムーズにすることが出来る 

・準備・手順 

1)電池を確認（箱の中の予備の電池も） 

2)イントロックを取り付ける 

3)イントロックのスコープ窓に医療用曇り止めを塗布する 

4)気管チューブは 7-8 mm を使用する 

5)適正な位置にチューブをセットする 

6)口腔内に挿入し、喉頭蓋を引っかけるようにして上方に持ち上げる 

7)気管入口部がモニターの緑の十字の部分にくるように調節し、気管 

チューブを挿入する 

 

エエエエアトラックアトラックアトラックアトラック    

・喉頭鏡を用いず気管挿管する道具 

・基本的にディスポーザブル。ある一定時間を過ぎると電池が切れる 

・頸部可動域制限のある患者、喉頭展開での視野が悪い患者で、気管挿

管をスムーズにすることが出来る 

・専用のアダプターを接続するとテレビモニターでも観察できる 
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・アダプターはビデオ喉頭鏡のモニターのところに置いてある。定期的

にアダプターの充電が必要 

・小児用が 2 種類あり、内径 3 mm の気管チューブにも対応できる 

・準備・手順 

1)適正な位置にチューブをセットする 

2)エアトラックのモニター部分を覗き込みながら、口腔内に挿入し、 

気管入口部が見えるところまで進める。この時、エアトラックの先 

端は喉頭蓋より少し手前に位置させるのがコツ 

3)気管チューブを進める。チューブが気管入口部よりも下の方に進ん

でしまう場合は、チューブイントロデューサーをガイドにしてもよ

い 

 

ガガガガムエムエムエムエラスティックラスティックラスティックラスティックブブブブジー（ジー（ジー（ジー（GEGEGEGEBBBB））））    

・Cormack grade3 の時に、GEBの先端の曲がりを気管入口部に向けて挿

入する。気管に入ると、手に気管軟骨のコリコリ感を感じる。 

・GEB をガイドに気管チューブを挿入する。気管チューブの先端が気管

入口部でひっかかった場合は、チューブを回転させるとよい 

 

ググググライドスライドスライドスライドスココココープープープープ    

・ビデオ喉頭鏡の一種 

・頸部可動域制限のある患者、喉頭展開での視野が悪い患者で、気管挿

管をスムーズにすることが出来る 

・準備・手順 

1)専用のスタイレットにチューブをセット 

2)ハンドルと口腔内に挿入し、モニターに気管入口部が正面に見える 

ような位置で止める 

3)チューブをセットしたスタイレットの先端を気管内に誘導して、挿  

管する 
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12. 12. 12. 12. 悪性高熱悪性高熱悪性高熱悪性高熱    

(1)(1)(1)(1)悪性高熱とは悪性高熱とは悪性高熱とは悪性高熱とは    

・骨格筋内のカルシウム動態異常 

筋小胞体の Ryanodine受容体に異常があると推測されている 

・斜視や進行性筋ジストロフィー症のような筋疾患に注意 

家族歴、CPK値をチェック 

・Ca-induced Ca release (CICR) 現象が事態を悪化させる 

Ca遊離の悪循環を断ち切るには、ダントロレンと体温低下 

(2)(2)(2)(2)診診診診断基断基断基断基準準準準    

①①①①体温体温体温体温：：：：上昇上昇上昇上昇がががが 1.51.51.51.5度度度度////15151515 分分分分以上以上以上以上    orororor    最最最最高高高高体温体温体温体温 40404040度以上度以上度以上度以上    

②②②②その他のその他のその他のその他の症状症状症状症状：筋：筋：筋：筋強直強直強直強直（下（下（下（下顎強直顎強直顎強直顎強直））））、赤褐色尿、原因不明、赤褐色尿、原因不明、赤褐色尿、原因不明、赤褐色尿、原因不明のののの頻頻頻頻脈脈脈脈不不不不        

整整整整脈脈脈脈、不安、不安、不安、不安定定定定なななな血血血血圧、圧、圧、圧、チアノーチアノーチアノーチアノーゼ、暗赤色ゼ、暗赤色ゼ、暗赤色ゼ、暗赤色の血液の血液の血液の血液、自発呼、自発呼、自発呼、自発呼吸の吸の吸の吸の発現発現発現発現    

発汗、ソ発汗、ソ発汗、ソ発汗、ソーーーーダダダダライライライライムムムムのののの青色変化、青色変化、青色変化、青色変化、麻酔回麻酔回麻酔回麻酔回路路路路の高熱の高熱の高熱の高熱などなどなどなど    

 

①＋②①＋②①＋②①＋②の項目がの項目がの項目がの項目が 2222----3 3 3 3 以上あ以上あ以上あ以上ある場合る場合る場合る場合、、、、悪性高熱悪性高熱悪性高熱悪性高熱症症症症と診と診と診と診断断断断    

①①①①がががが無無無無くてくてくてくて②②②②の項目をの項目をの項目をの項目を多数示し多数示し多数示し多数示した場合はた場合はた場合はた場合は亜型亜型亜型亜型    

 

・ミオグロビン尿症 

・動脈血ガス分析で混合性アシドーシス（PaCO2＞60mmHg, BE＜-5～7  

mEq/L）が認められることが多い 
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・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)(3)(3)(3)治治治治療療療療    

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)手術をできる限り早く中止してもらう 

3)トリガーとなる麻酔薬の中止 

4)100％酸素で過換気。麻酔器、麻酔回路を交換する 

5)アシドーシスの補正（メイロンの投与） 

6)強力な冷却 

7)ダントロレンの投与（3mg/kg iv、5－10 分毎に追加。Max 10mg/kg） 

8)全身管理：循環維持、腎不全、DIC予防。必要なライン類の確保。 

 

＊記録と鑑別診断のための血液尿検査を忘れずに！ 

＊悪性高熱悪性高熱悪性高熱悪性高熱症症症症セットセットセットセットは、Room 6 と Room 8の間の棚の上。なお、このセ 

ットは毎年チーフレジデントが更新してくれています（多謝） 

＊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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13131313. . . . アナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシーアナフィラキシー    

(1)(1)(1)(1)予予予予防防防防    

・詳細な病歴聴取で既知のアレルギーを明確にする 

・以前の局所麻酔薬によるアナフィラキシー反応にはメチルパラベン 

（防腐剤）関係している物がある 

・アナフィラキシー反応の原因薬物同定には、異常反応発症６週経過し 

てから施行するのが適正である。IgE抗体を介する場合は以下の検査 

が役立つ。IgE抗体を介さない場合（アナフィラキシー様反応）は検 

査手段が乏しい 

(2)(2)(2)(2)検検検検査所見査所見査所見査所見とととと採採採採取時取時取時取時期期期期    

・血清ヒスタミン（発症直後） 

・血清肥満細胞トリプターゼ（発症１−３時間） 

・尿中メチルヒスタミン（初尿） 

・C3代謝産物（発症１−３時間） 

(3)(3)(3)(3)薬薬薬薬剤皮剤皮剤皮剤皮内テスト（内テスト（内テスト（内テスト（発症発症発症発症 4444----6666週間週間週間週間））））    

例）局所麻酔薬に対するアプローチ 

①インフォームド・コンセントを得る 

②使用する薬剤を決定する（アドレナリンを含まない） 

③局所麻酔薬でプリックテストを行う 

④陰性なら皮下に 100倍希釈液 0.1ml 注射する 
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⑤陰性なら皮下に 10倍希釈液 0.1ml 注射する 

⑥陰性なら皮下に原液を 0.1ml 注射する 

⑦陰性なら皮下に１，２ml を注射する 

（以上の操作で問題なければ、局所麻酔に対する反応に異常はない） 

・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 

・陽性 

10 分以内に 1cm 以上の発赤があり、30 分以上続くもの 

薬薬薬薬剤皮剤皮剤皮剤皮内内内内反反反反応を応を応を応を行う行う行う行うときはときはときはときは、、、、必ず必ず必ず必ず蘇生蘇生蘇生蘇生の準備をするの準備をするの準備をするの準備をするこここことととと    

上上上上級医級医級医級医と相と相と相と相談談談談ししししてててて行う行う行う行うこここことととと    

(4)(4)(4)(4)治治治治療療療療    

・エピエピエピエピネネネネフリンフリンフリンフリン 0.1〜0.5 mg を正常血圧に戻るまで繰り返し投与する 

・・・・カテカテカテカテココココラミンラミンラミンラミン：ドパミン 5µg/kg/min より始め、場合によってはアド 

レナリン、ノルアドレナリン 0.02〜0.06µg/kg/min を使用する 

・・・・抗抗抗抗ヒヒヒヒスタミン薬スタミン薬スタミン薬スタミン薬：：：：ジフェンヒドラミン 0.5-1.0mg を静注する 

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

ドニゾロン 125-250mg を必要であれば 6-8 時間ごとに投与する 

・動脈血ガス分析などをおこない、異常があれば補正する。 
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ラテックスアラテックスアラテックスアラテックスアレレレレルルルルギギギギーーーー    

1)ハイリスクグループ 

・頻回手術 

・医療従事者 

・美容師、園芸労働者 

・枯草熱、アレルギー性鼻炎、喘息、湿疹、アトピー 

・アボガド、キウイ、バナナ、栗、サクランボ、プラムなどによる植物 

アレルギー 

2)対処法 

・ラッテクスフリーのバックを用いる 

・駆血帯と NIBP はサランラップで巻き皮膚と接触しないようにする 

・マスクはシリコンの物を用いる 

・プラスチックの手袋を用いる 

・術者の手袋もラテックスフリーの物を用いる 
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14141414. . . . ステロイドカバーステロイドカバーステロイドカバーステロイドカバー 

1)生理的なコルチゾル分泌量は 20㎎/日で、周術期には 120～180㎎/日

となり、24～72時間後に元に戻る。現在 1週間以上ステロイドを投与

されているもの、過去 1年以内に１週間以上ステロイド剤投与をうけ

たものについても副腎機能の抑制がみられるため、周術期のステロイ

ドカバーを考慮する 

2)種々のステロイド製剤があるが、ヒ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 

3)大手術時には、以下の様な方法がある 

・ハイドロコルチゾン（ソル・コーテフなど）を 50㎎入室時に静注し、 

150㎎（長時間の大手術では 250mg）を 24時間かけて点滴静注。原則， 

術後 3日までは前日の半量ずつの持続静注もしくは点滴。術後経過が 

良好であれば４日目以降は術前の投与量・投与法とする 

・ハイドロコルチゾン 25㎎を手術直前に静注し、手術中に 100㎎、術 

後 24時間までは 8 時間ごとに 50㎎、その後 24時間は 8 時間ごとに 

25㎎静注 

4)小手術時には、 

・ハイドロコルチゾンを術前に 25㎎、術中 or術後に 50㎎静注 

・局所麻酔では術前の 25mgだけでもよい 
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15151515. . . . 400400400400・・・・430430430430 病棟への帰室病棟への帰室病棟への帰室病棟への帰室        

循環器外科等の術後患者を 430病棟へ帰室させる際の業務分担    

原原原原則則則則    

・ 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 

手手手手順順順順    

1. 患者を 430病棟に移送し、手術台からベッドへ移す －全員 

2. 人工呼吸器の装着・設定、人工呼吸再開の確認  －麻酔科医 

3. 430 病棟の SpO2、ECG、非観血的血圧計、体温計を装着し NIBP 測定                

（2.の処置と交錯しなければ並行して処置も可）   －ICU看護師 

4. 移動用モニターの SpO2、ECG、ABP をはずし、圧ライン（ABP、CVP、

PAP）のモジュールを接続し、モニタリングを再開 －ICU看護師 

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

O2のモニタ

リングを再開      －ICU 看護師・麻酔科医 

 

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 6.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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6. 12誘導心電図の測定   －看護師、外科医 

7. A-lineからの採血    －外科医 

8. 胸部レントゲン撮影   －看護師、放射線技師 

（6.以降の処置は順不同） 

参加参加参加参加人人人人員員員員    麻酔科医（2～3 人）、外科医（2 人）、430看護師（2～3 人）    

確認確認確認確認事事事事項項項項    

・麻酔科医は帰室時までに極力ラインを整理しておく 

・麻酔科医は CVおよび PCAクリニカルパスを看護師に渡し、持続投与 

している薬剤の組成・速度をオーダー用紙にまとめて外科医に渡し必 

要な申し送りを行う 

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

左右など）を連絡しておく 

・臨床工学技士は現状では人数が不十分であり、全例の帰室に関わる 

ことは困難であるが、今後、圧ラインや Vigilance monitorなどのモ 

二タ類の設定を中心に関与をめざす 

・原則として、3(6)連クーデックシリンジポンプは帰室後、状態が安定 

するまではそのまま使用し ORと 430 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 
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16161616. . . . Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator     

重要重要重要重要    

・各種 ventilatorは ME さんが事前に動作チェック・初期設定（下表参

照）済のため、ventilatorを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、必ず必ず必ず必ず「同「同「同「同一一一一患者患者患者患者」」」」をををを選択選択選択選択しししして使用するて使用するて使用するて使用するこここことととと 

 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

書かれたメメメメモがモがモがモがつつつついていいていいていいていなななない物（い物（い物（い物（＝＝＝＝MMMMEEEE ささささんんんんがチェックがチェックがチェックがチェックししししていていていていなななないもいもいもいも

の）の）の）の）については初初初初期設期設期設期設定がされてい定がされてい定がされてい定がされていなななないいいい可能性があり、要注意 
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人人人人工工工工呼呼呼呼吸吸吸吸器初器初器初器初期設期設期設期設定定定定（（（（成成成成人人人人））））    

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

定に注意すること。肺の状態が改善した際は体格に見合わない程の大 

きな換気となりうるので要注意 

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

量設定が不足している可能性がある。設定の見直し、もしくは

pressure controlへの変更を考慮 

・気道内圧は 25cmH2O 以上になるときは可能な範囲で設定を変え気道内

圧を抑えること。吸気圧波形を方形波から山なりにする、吸気流速を

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

るなど 

 

☆☆☆☆各各各各病棟病棟病棟病棟でででで使用使用使用使用ししししているているているている代代代代表的表的表的表的 ventilatorventilatorventilatorventilator ににににつつつついていていていて    

○○○○PB PB PB PB ----    840840840840    

特徴特徴特徴特徴    

・430病棟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 

・ベネット 7200 の後継機 

・成人・小児とも用いられる 

設設設設定の定の定の定の変更変更変更変更    

1)画面下部の設定タブに触れる 
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2)換気 mode、サポート方法など選択し、「次へ」に触れる 

3)FiO2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 

換換換換気気気気 modemodemodemode    

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

吸っている場合、そのまま吸気を続ける（吸気時間の設定はおおよそ 

の設定でしかない）ため、同調しやすい 

2)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 

3)Assist Control：強制換気も自発呼吸のサポートも volumeを基に行 

 う 

4)CPAP（PEEP＋自発呼吸のサポート） 

の 4 種類。BiLEVEL、VC＋、CPAP が主に用いられる 

自発呼自発呼自発呼自発呼吸吸吸吸ササササポートポートポートポート    

1)PS（pressure support） 

2)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 
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注意点注意点注意点注意点    

・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 

 

○○○○ベベベベネネネネットットットット 7200720072007200    

特徴特徴特徴特徴    

・成人用 

・PEEP の設定はダイヤル式 

設設設設定の定の定の定の変更変更変更変更    

1)変更する項目のキーを押す（呼吸条件の設定のうち pressure supportpressure supportpressure supportpressure support

だけだけだけだけははははパパパパネネネネルのルのルのルの一番上一番上一番上一番上、mode設定キーと一緒に並んでいるので注意） 

2)新しい値をキーで入力 

3)enter キーを押して、設設設設定が定が定が定が変わ変わ変わ変わったったったったこここことを確認するとを確認するとを確認するとを確認する。反応が悪いの

で注意 

換換換換気モード気モード気モード気モード    

1)SIMV：通常は volume control。パネル上部のキーで pressure control

にすることも出来る 

2)CPAP 
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3)CMV（continuous mandatory ventilation）：ひたすら強制換気して、

患者の呼吸努力は無視。脳死、もしくは麻酔中しか用いない 

注意点注意点注意点注意点    

・通常は画面上に PS の設定値が出ない。PS設定用のキーの後、enter 

キーを押すと設定値が確認できる 

 

○○○○ベベベベアーアーアーアー1000100010001000    

特徴特徴特徴特徴    

・成人用 

・PEEP の設定はダイヤル式 

設設設設定の定の定の定の変更変更変更変更    

1)設定したい項目のキーを押す（キー近くのランプが点滅を始める） 

2)ダイヤルで数値を変更 

3)もう一度、項目のキーを押す（ランプが点灯した状態になる） 

換換換換気モード気モード気モード気モード    

1)SIMV/CPAP：volume control。IMV を 0 にすると CPAP となる。PCV の

値も同時に表示されるが、反映されていないので注意 

2)PC-SIMV/CPAP：pressure control 

3)PCV（通常用いない） 

4)補助／調節（通常用いない） 
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注意点注意点注意点注意点    

・吸気時に振動が発生することがある→コントロールパネル右下のプレ

ッシャースロープ（吸気圧波形の立ち上がりを調整できる。＋で立ち

上がりが速く、－で遅くなる）を変えると落ち着くことが多い。痰 

の吸引で落ち着くこともある 

・無呼吸に対するバックアップとして、 MMV（mandatory minute 

ventilation：設定の分時換気量を下回った際に、その分時換気量を

保つように強制換気が入る）が設定できる。CPAP にする際、設定を確

認すること 

・設定変更時に項目のキーを押してもランプが点灯したままのことが 

多い（反応が悪いか二度押しになっている）。めげずに点滅するまで

押すこと 

    

    

 


