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1. 1. 1. 1. 心大血管手術の麻酔心大血管手術の麻酔心大血管手術の麻酔心大血管手術の麻酔    

(1)(1)(1)(1)術前回診のポイント術前回診のポイント術前回診のポイント術前回診のポイント    

血行動態の評価（バイタルサイン、心エコー（収縮能・拡張能）、心

臓カテーテル検査、心拍出量）、合併症の評価（糖尿病、高血圧、脳

血管障害、腎機能障害）、胸部手術の既往、出血傾向、人工心肺を使

用する場合は AT-III 値を確認、投薬の内容の確認 

(2)(2)(2)(2)術前からの投薬術前からの投薬術前からの投薬術前からの投薬    

・アスピリン ジピリダモール：血小板機能抑制薬７日前までに中止 

・ワ―ファリン：７日前までに中止  

・ヘパリン持続静注：継続 

・降圧薬、利尿薬 抗不整脈薬は当日朝まで継続 

ARB や ACEI は当日朝は中止 

ジギタリスは一般的には２４時間前に中止、心拍数コントロール目的

で投与されているなら直前まで投与 ＊血清電解質注意（カリウム） 

(3(3(3(3))))前投薬前投薬前投薬前投薬        

1)鎮静・鎮痛薬 (成人)  

・最近の傾向は軽い前投薬が主流で H2 ブロッカーのみのことが多い 

・Heavy Sedation にする場合 

塩酸モルヒネ 0.1 mg/kg＋スコポラミン 0.3-0.4 mg (im,45 分前)  

セルシン 5-10 mg(po,90 分前)＋モルヒネ 0.2 mg/kg (im,45 分前)  



 5 

・重症心不全(NYHA Class3-4)では半量にするか、セルシンのみにする

など 

・僧帽弁疾患の患者では、鎮静による低換気・低酸素で肺動脈圧の上昇

を招くことがあるので注意する 

2)前投薬投与後、入室まで O2 3L/分 フェイスマスクで投与（軽い前投

薬では必要ない） 

((((4444))))モニタリングの準備モニタリングの準備モニタリングの準備モニタリングの準備    

・標準的モニター:（心電図（成人では５点誘導）非観血的血圧、パル

スオキシメーター（2 箇所以上につける）、呼気ガスモニター） 

・体温（鼻咽頭温、肺動脈カテーテル温、膀胱温、直腸温、皮膚温） 

・動脈、中心静脈圧モニタリング：(小児（BW<5kg）では加圧バッグの

代わりにシリンジポンプを使用) 

・肺動脈カテーテル：中心静脈圧 肺動脈圧 連続的心拍出量 混合静

脈血酸素飽和度（Sv
＿

O2）、（ステント挿入などではペーシングワイヤ挿

入孔つきカテーテル、電極カテ） 

・経食道心エコー:(小児でも BW＞8 kg なら挿入を考慮する) 

 

＊＊＊＊小児循環器外科の小児循環器外科の小児循環器外科の小児循環器外科の CVCVCVCV 穿刺時の消毒はイソジンで穿刺時の消毒はイソジンで穿刺時の消毒はイソジンで穿刺時の消毒はイソジンで行う行う行う行う（アルコール消（アルコール消（アルコール消（アルコール消

毒後の発赤で手術開始が遅れる症例が多発したため）毒後の発赤で手術開始が遅れる症例が多発したため）毒後の発赤で手術開始が遅れる症例が多発したため）毒後の発赤で手術開始が遅れる症例が多発したため）    
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(5)(5)(5)(5)薬の準備薬の準備薬の準備薬の準備（この中から状況に応じて選択） 

局麻用キシロカイン(0.5%)；麻酔前に取るライン用 

＊麻酔鎮痛薬 

 ドルミカム(ミダゾラム)  2-5 mg/回  0.5-1 µg/kg/min  

デュプリバンキット   TCI 2～3 µg/ml 

フェンタネスト   2-10 µg/kg 

レミフェンタニル   0.25-0.5 µg/kg/min 

＊筋弛緩薬 

 エスラックス    0.6 mg/kg  

マスキュラックス(Vec)  0.1-0.2 mg/kg 

＊昇圧薬、抗不整脈薬 

エフェドリン (1A＋生食 7 ml)  0.1 mg/kg  

ネオシネジン (1A＋生食 19 ml) 0.05-0.2 mg/回 (成人)  

 アトロピン    0.01 mg/kg 

2％静注用キシロカイン   1 mg/kg  

＊凝固系薬剤 

へパリン (人工心肺開始前)  200-300 U/kg （0.3 ml/kg） 

プロタミン (ACT 値より計算)  ヘパリンの 1/2～2/3 

＊その他  

メイロン  
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塩化カルシウムまたはカルチコール  

塩化カリウム（KCl）  

 

((((6)6)6)6)カテコラミンカテコラミンカテコラミンカテコラミン    投与量投与量投与量投与量    

・・・・カテコラミンは中心静脈ラインの先端につなげる 

・・・・逆流防止弁をつける 

＊ドーパミン（DOA、イノバンシリンジ） 

成人はイノバンシリンジを使用 

小児は 1 ml/hr=5 µg/kg/min になるように希釈 

3-10 µg/kg/min  

＊ドブタミン（DOB、ドブトレックス or ドブポンシリンジ） 

成人はドブポンシリンジを使用 

3-10 µg/kg/min  

＊ノルアドレナリン 

0.02- µg/kg/min  

＊ボスミン  

小児は 1ml/hr=0.05 µg/kg/min に調製 

0.02- µg/kg/min  

＊プロタノール (イソプロテレノール)  

0.02- µg/kg/min 
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＊ミルリーラ (1 mg/ml) 

初回投与量 50 µg/kg、維持量 0.5 µg/kg/min  

小児は 1 ml/hr=0.5 µg/kg/min に調製 

＊コアテック (5 mg/ml)  

初回投与量 10 µg/kg  維持量 0.1-0.3 µg/kg/min  

 

((((7)7)7)7)血管拡張薬血管拡張薬血管拡張薬血管拡張薬            

＊NTG（ミリスロール） 

原液のまま、専用ラインを使用 

0.5-1 µg/kg/min        

＊SNP（ニトロプルシッド） 

1-2 µg/kg/min 

＊PGE1（プロスタンディン 500） 

1V＋生食 50 ml 

0.02- µg/kg/min  

＊フェントラミン（レギチン） 

1 ml/hr=1 µg/kg/min   

3- µg/kg/min  

＊ニカルジピン（ペルジピン） 

2-10 µg/kg/min  
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＊トリメタファン（アルフォナード） 

5-20 µg/kg/min 

＊ジルチアゼム（ヘルベッサー） 

1 ml/hr=1 µg/kg/min に調製→(体重×3)/50 ml 

1-5 µg/kg/min 

 

・小児の循環作動薬計算用エクセルは、麻酔科医室の小児の循環作動薬計算用エクセルは、麻酔科医室の小児の循環作動薬計算用エクセルは、麻酔科医室の小児の循環作動薬計算用エクセルは、麻酔科医室の PCPCPCPC にあるにあるにあるにある    

・ICUでも持続投与することが多いので、主治医と希釈方法を打ち合わ

せておくとよい。 

・・・・帰室時、指示表を受け持ち医に手渡すこと帰室時、指示表を受け持ち医に手渡すこと帰室時、指示表を受け持ち医に手渡すこと帰室時、指示表を受け持ち医に手渡すこと    

 

((((8888))))モニターモニターモニターモニター    

・ECG(II or V5)、  

・A ライン：通常は左橈骨動脈、左撓骨動脈をグラフトに使う場合は右 

撓骨動脈に挿入 

・CVP (通常は Edwards AVA 3Xi を用いる)  

・Swan-Ganz Catheter (CCO) 

・右室圧測定：小児の VSD closure などで一時的に測定。術野から出さ

れた耐圧チューブを雄雄コネクタを用いて圧ラインの側管に接続 
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・左房圧 ：小児の複雑心奇形の手術などで体外循環よりの離脱とその

後の管理の目的で術中にカテーテルを左房に留置。気泡の混入や血栓

形成はきわめて危険（必ず持続加圧のできるラインで） 

・TEE：TEEページを参照、（ポイント）弁疾患の術前評価、心内血栓、

心内シャント、大動脈プラーク、大動脈解離、心筋虚血診断、人工心

肺離脱時の心腔内気泡、心室の拡張機能 

 

((((9)9)9)9)体位体位体位体位    

成人：両腕を体幹につける。動脈グラフトをとる場合は左腕を外に出   

す 

小児：術者と相談、両腕はガッツポーズにする 

頭部の虚血により脱毛、褥創の症例があるので気をつける 

 

((((10)10)10)10)必要な器械類必要な器械類必要な器械類必要な器械類    

通常の全身麻酔の準備に加えて通常の全身麻酔の準備に加えて通常の全身麻酔の準備に加えて通常の全身麻酔の準備に加えて        

1)ペースメーカー  

2)ヘモクロン及び専用試験管 

3)６連シリンジポンプ  

4)心拍出量計（CCO 用、SVO2 用コード） 

5)移動用モニター 
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((((11111111))))麻酔導入麻酔導入麻酔導入麻酔導入        

1)導入前に局所麻酔使用し、末梢確保（16G、18G） 

2)A-line 20G  

3)疾患の種類、重症度 (例えば、不整脈、左室機能、心筋虚血) に 

よって麻薬の量、筋弛緩薬の選択をする。薬に対する心拍数・血 

圧の反応を見ながら導入する 

 4)気管挿管（喉頭展開の際に HR↓することもあるので注意） 

 5)TEE挿入：CV catheter 挿入に備えて、bicaval viewにする 

 6)CV 挿入、S-G catheter 留置：CV catheter 挿入の前に体表エコーで 

内頚動静脈を観察。ガイドワイヤー挿入時には TEE で確認。 

万が一、動脈に CV catheter（Edwards AVA 3Xi）を挿入した場合は、 

手術は中止になるので注意 

 7)CV catheterに血管作動薬を接続 

・CVトリプルの場合は、先端がカテコラミン、中央が血管拡張薬、 

手前が圧ライン 

  ・Edwards AVA 3Xi の場合は、先端が S-G catheter、中央がカテコ  

ミン、手前が血管拡張薬（圧ラインは S-G catheter へ接続） 

8)動脈血、混合静脈血の血液ガス分析、ACT測定(Baseline) 

9)術中通して、心拍出量計コンピューターを使って循環動態やシャン 

ト率などを把握しながら管理する 
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((((12)12)12)12)人工心肺前人工心肺前人工心肺前人工心肺前        

1)必要に応じてレミフェンタニル・ミダゾラム・筋弛緩薬の追加投  

与をする。また、投与ルートを考える 

2)胸骨切開時、用手的換気に切り替え陽圧を加えないようにする  

3)カニュレーション前にヘパリン(200-300 U/kg)を投与する  

3 分後 ACT を測定し、400秒以上であることを確認する  

4)大動脈カニュレーション時、血圧変動を最小限にするよう注意 

5)上大静脈(SVC)カニュレーション時、SVC 圧の上昇あるいは顔面の 

欝血、BIS の低下が認められれば、カニュレーションの異常を考 

える  

6)下大静脈(IVC)カニュレーション時、出血が著しければ人工心肺よ 

り送血をするか人工心肺を開始するよう指示する 

 

((((13)13)13)13)人工心肺中人工心肺中人工心肺中人工心肺中        

1)人工心肺がスタートしたら、輸液はすべてとめる。 ただし、レミフ

ェンタニルやエスラックスなどの投与にキャリアを用いている場合

を除く 

・ミリスロールなどの拡張薬はそのまま持続する。  

2)水分バランスのチェックは人工心肺前、中、後、になるように ORSYS 

への入力時間を調整する 
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3)TEE を用いて、送血の異常がないか確認する。 

4)ヘモクロン(ACT)のチェックは 30-60 分ごと 、400秒以上でなけれ 

ばならない。 ヘパリン長期使用者では術前に AT-Ⅲの値を測定して 

おく。AT-Ⅲの減少時は、ヘパリンを使用しても ACT が延びない場 

合があるので AT-Ⅲ製剤の投与も考慮する 

AT-Ⅲは、room 11外の冷蔵庫に１V確保してある 

5) SVCおよび IVC のターニケットをしめたら Total Bypass 

・空気 1-2L/分、CPAP 5-10 cmH2O で維持  

・灌流圧 50～90mmHg  

・肺動脈圧＞15mmHg 上昇する時は、ベントからの脱血が不十分で 

 あり、右心系の拡張があるので術者に注意する。TEE で確認。ベ 

ント先端は LA か LVか。 

・中心静脈圧＜5mmHg  

・鎮痛・鎮静度は? BIS 血圧  

・筋弛緩は十分か? エスラックスの投与 ？  

・脳灌流は保たれているか?  

・顔面紅潮・浮腫はないか? BIS の急激な低下はないか？ 

・瞳孔は? (瞳孔径・左右差) 

・尿量:＞1mg/kg/hr、色は?  

(溶血が強いとき、ハプトグロビン 1-2ml/kg 投与する) 
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    ((((14)14)14)14)人工心肺離脱時人工心肺離脱時人工心肺離脱時人工心肺離脱時        

1)開心後の空気抜き時には術者と協力して肺を用手加圧する（脱血 

チューブ抜去時、肺静脈からの脱気操作）空気の有無を TEE で確認） 

2)大動脈遮断解除時は、Head Down、内頚（総頚）動脈圧迫 

3)人工心肺離脱の条件：直腸温 >35℃ 

4)Preload の評価 

  PPV、CVP、PCWP、LAP、TEE をモニターする 

5)カテコラミン・血管拡張薬の投与 

 

((((15)15)15)15)人工心肺後人工心肺後人工心肺後人工心肺後        

1)輸液・輸血量は適当か？  

2)ヘパリンのリバース  

ヘパリンの量を滴定しプロタミンの必要量を算出する 

 血圧低下に注意し、ゆっくり投与(最初は 25－50 mg/5 分の速さ)  

・プロタミンの投与量算出にはいくつかの方法がある。0.15 mL/kg 

を推奨する 

・半量投与したら心肺のサッカーは中止 

ACT 値は回復しているか？ 

人工心肺の血液を使用した場合は特に頻回に測定し、延長してい 

たらプロタミンを追加投与 
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3)小児では MUF中に脳の還流が悪くなることがあるので顔面やBISに 

注意する 

4)胸骨縫合前後には、TEE で胸腔内血液貯留、心タンポナーデの所見 

がないことを確認する 

5)TEE抜去後、NG チューブを入れる 

6))))成人の開心術では成人の開心術では成人の開心術では成人の開心術では PCAPCAPCAPCA は付けない。は付けない。は付けない。は付けない。フェンタニルをつないで帰室さ 

せるときには、フェンタニル 0.5 mg/1A (10 ml)を原液で 20 ml吸 

ってつなげる 

 

((((16)16)16)16)ICUICUICUICU への移動、術後管理への移動、術後管理への移動、術後管理への移動、術後管理        

1)移送用モニターで、心電図・動脈圧・SpO2をモニターしながら移送 

する 

 ・移送中は、循環動態が不安定になったり、低換気になり易い移送中は、循環動態が不安定になったり、低換気になり易い移送中は、循環動態が不安定になったり、低換気になり易い移送中は、循環動態が不安定になったり、低換気になり易い        

2)移動後少なくとも患者の呼吸循環動態が安定するまではフォロー 

する 

3)430 病棟で ECG・動脈圧・肺動脈圧・中心静脈圧、Swan-Ganz Cathet 

のモニターをコメディカルと協力して接続し、セットアップする。 

呼吸器の換気条件を調節し、接続後 3-5 分に動脈血ガス分析で評 

価・必要があれば再調節する  

4)ICU帰室後数時間は循環変動も起きやすいので注意する 
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5)胸部Ｘ線写真で肺野・心陰影・カテーテルやドレーンの位置を確認 

する 

        

腹部大動脈瘤の麻酔腹部大動脈瘤の麻酔腹部大動脈瘤の麻酔腹部大動脈瘤の麻酔    

(1)(1)(1)(1)術前準備術前準備術前準備術前準備    

・動脈ライン、中心静脈ライン、末梢静脈ライン 

・腹部大動脈瘤は、動脈硬化性で、高齢者であることが多く、高血圧、 

糖尿病、腎機能障害、脳血管障害、冠動脈疾患を伴うことに注意する 

・腎動脈上か腎動脈下か 

 

(2)(2)(2)(2)麻酔麻酔麻酔麻酔    

・全身麻酔で行う。硬膜外麻酔は行わない 

・PCIA を使用する 

 

(3)(3)(3)(3)麻酔管理麻酔管理麻酔管理麻酔管理 

・全身麻酔を導入、気管挿管する。亜酸化窒素は原則用いない 

・術中は、レミフェンタニルを用いると循環が安定するが徐脈に注意が

必要である 

・ライン類を確保し手術を開始する 

・大動脈遮断前に、ヘパリンを投与する（0.1 ml/kg） 
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・ACT は 200秒以上。30-60 分毎に測定し、適宜追加 

・腎動脈下の遮断でも腎血流が低下するので尿量維持に努める 

 遮断前にマニトールを投与することもある 

・遮断解除前にはボリュームを入れて、解除に備える 

・遮断解除時は術者にゆっくりと解除してもらう 

・低血圧は、フェニレフリンやメトキサミンで治療する 

・遮断解除後に血液ガスを測定し、必要なら補正を行う 

・プロタミンでリバースする（しない場合もあるので、術者に確認） 

・レミフェンタニル麻酔では、麻酔終了後の鎮痛に注意する 

効果器濃度（1.5 ng/ml位から 0.5 µg/kg/h）を考慮したフェンタニ 

ルを持続投与しておく 

・合併症がなければ抜管する                           
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心臓手術の麻酔準備心臓手術の麻酔準備心臓手術の麻酔準備心臓手術の麻酔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    

モニター類モニター類モニター類モニター類    

□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 

□麻酔車にゴミ袋をつける 

□保温庫にソルアセト、サリンヘスを準備 

□生食 500 ml パック 2つ （圧ライン用、薬用） 

□圧ライン（トリプル）の準備 

□圧ラインをモニターに接続、ゼロ点調整 

□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 

□駆血帯、A-line 用まくら 

□ TEE:プローブにカバーをつける、点滴台にホルダーをつける、 

□ エコー本体に患者名を入力、マウスピースの準備 

□ビジランス：電源 ON、身長・体重を入力、SvO2 コードはある？ 

□シース、Swan-Ganz：三方活栓 4 つ、ヘパリン生食 2 つ、テガダーム

大、手袋・ガウンの準備 
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くすりくすりくすりくすり    

□ ネオシネジン：20 ml のシリンジにネオシネジン 1A(1ml)+生食 19 ml 

□ ヘパリン原液：20 ml のシリンジにヘパリン 0.3 ml/kg 

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

もしくはデュプリバンキット 

□ レミフェンタニル：100 µg/ml に 

□ エスラックス：原液（持続で使用するときは 20 ml ロックつきに） 

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

□ 2%キシロカイン静注用：5 ml のシリンジに 2%キシロカイン 1A(5 ml) 

□ アトロピン：2.5 ml のシリンジにアトロピン 1A(1 ml) 

□ 局麻用 0.5%キシロカイン：1 mlもしくは 2.5 ml のシリンジに 25G針 

□ ペルジピン：2.5 ml のシリンジにペルジピン 1A(2 ml) 

＊持続投与薬は X1-120 の延長管 2本と逆流防止弁をつける 

□イノバン 0.3%注 

□ ミリスロール原液：50 ml のロック付きシリンジに 

□コアテック：50 ml のロック付きシリンジに 1A(5 ml)+生食 45 ml 

□プロスタンディン：50 ml のロック付きシリンジに 1V+生食 50 ml 

□シグマート：50 ml のロック付きシリンジに 4V+生食 48 ml 
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２２２２. . . . 開胸手術の麻酔開胸手術の麻酔開胸手術の麻酔開胸手術の麻酔    

(1)(1)(1)(1)術前回診術前回診術前回診術前回診    

1)日常生活（Hugh-Jones 分類）、喫煙歴、喀痰量 

会話中に息切れをするようであれば重症 

2)呼吸機能検査、血液ガス所見 

1秒量 1L以下、PaCO2 50mmHg以上は要注意、 

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、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 

(2)(2)(2)(2)前投薬前投薬前投薬前投薬    

1)H２ブロッカー 

2)抗不安薬（重症筋無力症では少なめに） 

 

(3)(3)(3)(3)準備準備準備準備    

1)1)1)1)ダブルルーメンチューブ（ダブルルーメンチューブ（ダブルルーメンチューブ（ダブルルーメンチューブ（DLTDLTDLTDLT）、気管支ブロッカー）、気管支ブロッカー）、気管支ブロッカー）、気管支ブロッカー 

・胸部エックス線写真と身長からサイズを決め、その上下のサイズも 

用意する。あまり細いサイズの DLT は、手術中にチューブが動きや 
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すいので管理に苦労する。逆に太すぎると挿入できなかったり、上 

葉支口を塞ぎやすい 

・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 

・原則的原則的原則的原則的としてとしてとしてとして、、、、左左左左肺の手術で肺の手術で肺の手術で肺の手術では右用は右用は右用は右用 DLTDLTDLTDLT をををを使用する。ただし、クリ使用する。ただし、クリ使用する。ただし、クリ使用する。ただし、クリ    

エートメディック社製の右用エートメディック社製の右用エートメディック社製の右用エートメディック社製の右用 DLTDLTDLTDLT は表示に比べは表示に比べは表示に比べは表示に比べ外径外径外径外径が太いが太いが太いが太い（右用（右用（右用（右用    

32Fr32Fr32Fr32Fr は左用は左用は左用は左用 35Fr35Fr35Fr35Fr以上以上以上以上の太の太の太の太ささささがある）がある）がある）がある）ので、ので、ので、ので、左用左用左用左用 DLTDLTDLTDLTよよよよりりりりもワもワもワもワンンンンササササ    

イイイイズズズズ小小小小ささささいいいいササササイイイイズズズズをををを選択選択選択選択する。する。する。する。気管が気管が気管が気管が細細細細い患者ではい患者ではい患者ではい患者では左用左用左用左用 DLTDLTDLTDLT ででででももももかかかか    

まわまわまわまわないないないない    

・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 

DLT は左右の開胸手術、気道出血、下行大動脈置換などで、気管支 

ブロッカーは食道全摘術、左開胸の手術などで適応となる 

2)2)2)2)気管支気管支気管支気管支鏡鏡鏡鏡 

・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 

・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 

ーがぎりぎり挿入できる程度なので、ゼリーやスプレーが用意され 

ていないと、無理な力がかかりファイバーを折る可能性がある 

・ファイバーは使用前にチェックする（サクション用の穴が詰まって 
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いないか、視野に汚れがないか、ピントや画面の上下が合っている 

か、暗くないかなど） 

・内径 7.0 のチューブに気管支ブロッカーの場合、小児用ファイバー 

が必要 

3)3)3)3)動脈ライン、動脈ライン、動脈ライン、動脈ライン、CVPCVPCVPCVP ライン（必要なら）ライン（必要なら）ライン（必要なら）ライン（必要なら）    

    

(4)(4)(4)(4)麻酔麻酔麻酔麻酔方法方法方法方法    

・胸部硬膜外麻酔を原則として用いた全身麻酔  

・硬膜外麻酔が使えない場合にはフェンタニルを用いた IVPCA を行う 

（開胸している場合高い濃度の効果器濃度が必要） 

 ・気胸手術では原則的に硬膜外麻酔・IVPCA は行わないが、若年者で 

は痛がることが多いので、術野から肋間神経ブロックを行ってもら 

う 

1)1)1)1)麻酔導入麻酔導入麻酔導入麻酔導入    

・モニター。静脈路の確保 

・硬膜外麻酔 

・全身麻酔の導入 

・気管支内挿管 

道具の確認（ペアン、コネクター、気管支鏡など）。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 
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させる。回転させる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を 

0.5-1cc膨らませる。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はじめから挿管しなおすか、気管支内チュー 

ブの先端に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、正しいほうへ導く。右用チューブの場合は右の上葉支口を確 

認する 

・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（①手術で食道をわかりやすくするため、②反回神 

経麻痺がおきることがあるので術後の嘔吐は避けたい） 

・A-line （CVP）の確保 

・体位 

麻酔科医が体位変換の号令をする。体位変換時に気管支内チューブ 

が抜けたりずれたりしないよう、少し首を前屈ぎみにするとよい。 

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 

・一側肺換気が始まったらサクションしにくいので、健側の肺は、手 

術が始まる前にサクションしておくとよい 
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2)2)2)2)麻酔麻酔麻酔麻酔維維維維持持持持    

・一側肺換気が始まったら、FIO2 1.0。SaO2をみながら、随時空気 

を使用して FIO2を調節 

・気管支内チューブの位置、ブロッカーの位置に注意。頭を後屈す 

るとチューブが抜け、前屈するとチューブが深くなる 

・気道内圧や１回換気量の変化、呼気炭酸ガスの波形に注意を払う。 

チューブの位置異常を早期に発見できる。リークの音にも注意 

・FIO2 1.0 でも SaO2 が低下する時は、手術側の肺に 3-5 L/min の酸 

素を流し 3-5 cm の CPAPをかける。どうしても SaO2 が低下する時は 

術者に手術を時々停止してもらい換気する 

 ・手術中も適宜吸痰を行う。場合によっては気管支鏡を用いて吸痰を 

行う 

3)3)3)3)麻酔麻酔麻酔麻酔終了終了終了終了    

・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。無理なら麻酔を 

覚まさずに挿管のまま帰室することも考慮しなければならない。ス 

ーパーバイザーとともに血液ガスが悪い原因を探る 

・抜管時に十分な鎮痛が得られるよう準備をする。特に硬膜外麻酔を 

使わずレミフェンタニルで維持した場合は注意。鎮痛が十分でない 

と痛みのために低換気・頻呼吸になり、酸素化が悪化する 
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・手術終了後、胸部 X線写真をとる 

・X線写真に問題がないことを確認したら、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。PaCO2 50 mmHg 

以下が目安 

・意識、筋力、喉頭反射などの回復が確認出来たら、気管内と口腔 

内をよくサクションして抜管 

・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 

 

＊食道手術の術後は、数時間して血液ガスが悪化してくることが多い 

ので、一晩人工呼吸管理するほうが安全。また、疼痛部位が広範囲 

にわたるので、十分な鎮痛を図る 

 

 ＊その他の注意 

・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 

・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 

・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 
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アを事前に確認 

・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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３３３３. . . . 脳神経外科の麻酔脳神経外科の麻酔脳神経外科の麻酔脳神経外科の麻酔    

(1)(1)(1)(1)一般一般一般一般的的的的注意事項注意事項注意事項注意事項    

・もっとも注意する点は脳血流と頭蓋内圧（ICP）である。 

・脳血流は脳灌流圧が 50～150 mmHg では一定であるが、頭蓋内病変 

がある場合この autoregulation は破綻していることが考えられる。 

したがって血圧の上下動はそのまま脳血流を反映する可能性がある 

ことを念頭にいれること。血圧低下は脳虚血になる 

・脳血流の上昇：血圧↑、心拍出量↑、PaCO2↑、吸入麻酔薬 

脳血流の低下：血圧↓、心拍出量↓、PaCO2↓、静脈麻酔薬 

・ICP：基本的には脳血流に依存する。しかし NTG や SNP により血圧を

下げた場合、脳圧は低下しないので注意。ICP を下げるのにもっとも

効果の高い方法は、過換気による CO2 の低下と head up。Mannitol や

flosemideも有効 

・輸液は量が多ければ ICP が上がる。頭蓋内病変では 1～3 ml/kg/h と

少なめにするのが基本である 

・MEP・SEPのモニターが必要な場合 TIVA で行う 

 

(2)(2)(2)(2)脳脳脳脳腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍、、、、頭蓋内圧上昇頭蓋内圧上昇頭蓋内圧上昇頭蓋内圧上昇患者の麻酔患者の麻酔患者の麻酔患者の麻酔    

・術前評価で ICPの上昇があるかを評価：頭痛、嘔吐、高血圧、徐脈、 

意識レベルの変化、画像上病巣が大きい、midline shift、脳浮腫、 
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脳室圧排 

・前投薬：多くの場合鎮静薬は不要、術中蛍光診断を行う場合は、H2ブ 

ロッカーの投与はしない 

・モニター：ECG、ETCO2、動脈ライン、中心静脈ライン（必要なら）、筋

弛緩モニター 

・ICP上昇が著しいとき：脳外科が術前からマニトールやグリセオール 

などを投与してきていることが多い。術中にも投与を依頼されること

有り。マニトール 0.25-1g/kg を投与 

・麻酔導入：プロポフォールもしくはサイアミラールで導入し、直ちに 

過換気とする。気道閉塞にはためらわずにエアウェイを挿入する。筋 

弛緩薬を投与すると換気が容易になる。ICP上昇が著しいときは head  

up で導入するのもよい 

・気管挿管：筋弛緩が効いたことを確認する。喉頭展開 1～2 分前にリ

ドカイン 2mg/kg を静注。レミフェンタニルかフェンタニルをしっか

り効かせて、血圧上昇を防ぐ。血圧が上昇したら、積極的に降圧する 

・麻酔維持：レミフェンタニルによる鎮痛が調節性がよく脳外科の麻酔

維持に向いている。体位を取る前に head pin で固定する際の刺激は

とても強い。そのため持続注入の速度を上げる必要がある。術者に局

麻してもらってから固定してもらうと使用量を抑えられる。開頭中は

鎮痛薬の必要量は減る。吸入麻酔薬は脳血流を増加させるが、
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sevoflurane 1MAC、isoflurane 0.6MAC なら ICP は上がらない。 

bucking 及び気管チューブのトラブルは絶対に起こらないよう配慮す

る 

・気管チューブの抜管：大量出血、著明な脳浮腫、調節呼吸を要する場 

合は挿管したまま帰室とする。抜管時はリドカイン 1.5～2mg/kg を静 

注し咳反射を予防して抜管する方法もある 

 

((((3)3)3)3)脳動脈瘤、脳動脳動脈瘤、脳動脳動脈瘤、脳動脳動脈瘤、脳動静静静静脈脈脈脈奇形奇形奇形奇形の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・前投薬は投与してよい。ただし破裂脳動脈瘤の場合は患者の様子を見

て決める 

・高血圧は防ぐ。ただし破裂で ICP上昇が考えられるときは下げすぎ 

ると脳虚血に陥るので注意が必要 

・temporaly 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 がかかっている間に血圧を下げすぎないように 

・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 

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

 

(4)(4)(4)(4)VVVV----PPPPシャシャシャシャントントントントの麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・ICP上昇患者の麻酔に準ずる 
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・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)(5)(5)(5)頭蓋形頭蓋形頭蓋形頭蓋形成術成術成術成術の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・出血量が多い 

・動脈及び中心静脈ラインが必要なこともある 

 

(6)(6)(6)(6)経鼻経鼻経鼻経鼻的下的下的下的下垂垂垂垂体手術体手術体手術体手術の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・気管チューブは、左口角に固定する 

・鼻から胃管を挿入しない 

・術野にエピネフリンを使用するので、血圧、心拍数の変化、不整脈の

出現に注意する 

・静脈ルート 1本で充分である 

 

(7)(7)(7)(7)CEACEACEACEA の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・血圧を保つこと 

・動脈ラインは必須。中心静脈ラインが必要になることもある 

・心臓合併症のある確率が高いので注意 

・術前の脳血流シンチの結果によっては（術後、虚血部位の血流が過度 
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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。400 オープン帰室が望ましい 

 

(8)(8)(8)(8)脊髄係留脊髄係留脊髄係留脊髄係留手術手術手術手術（小児）（小児）（小児）（小児） 

・PCIA 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 

 

(9(9(9(9))))座座座座位手術位手術位手術位手術    

・やめるように術者を説得する。 

・座位手術の最大の問題点である空気塞栓のためのモニターを準備する 

・モニター：動脈ライン、中心静脈ライン、食道内聴診器、呼気炭酸ガ 

スモニター、ドップラー血流計、肺動脈カテーテル 

・術前に中心静脈ラインの先端の位置をレントゲンで確認する。上大静 

脈と右心房の境界部分が最適 
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静静静静脈脈脈脈空空空空気気気気塞栓塞栓塞栓塞栓    

所見 

経食道エコー（リアルタイムに観察可能） 

胸壁ドップラー、食道内聴診器の音の変化 

呼気炭酸ガス濃度の低下（鋭敏） 

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 

空気塞栓が発生したら 

1)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） 

2)亜酸化窒素を切り 100％酸素とする 

3)空気を中心静脈ラインより引く 

4)患者を左側臥位、頭低位にする
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４４４４. . . . MEPMEPMEPMEP・・・・SEPSEPSEPSEP をモニターする際の麻酔をモニターする際の麻酔をモニターする際の麻酔をモニターする際の麻酔 

MEP（経頭蓋的運動誘発電位）（図 1）と SEP（体性感覚誘発電位）（図

2）のモニターは脳外科・整形外科で運動に関係する領域の手術を行う

際や血管外科における下行大動脈手術においてその有用性が報告され、

麻酔科医もこれらのモニターについて知り、そのモニターに極力支障を

きたさない麻酔管理が求められている。琉球大学で MEPについて研究を

されている垣花先生の御好意で垣花先生の作成された図の公開の許可

を得たのでその図を使い解説する 

MEP は脊髄の障害（可逆的）が起きてから秒単位で振幅が低下し、そ

の回復は分単位で起こる。（図 3、4）一方 SEPは障害（可逆的）が起き

ても分単位でしかその振幅は減少しないが、SEP は可逆的な障害が不可

逆的になる End Point を示唆している。（図 5、6）しかしこれらのモニ

ターは麻酔方法、体温（おもに 30度以下）によって影響を受け、また、

脊髄介在神経の障害を反映しないため神経障害を完全に予測するもの

ではない。（図 7） 

MEP・SEPは亜酸化窒素を含め吸入麻酔薬によって抑制される為、原則

として TIVATIVATIVATIVAにて管理を行う。筋弛緩薬は図 8（MEP 測定を行う筋の単刺

激の振幅の変化と MEPで得られた振幅の変化の関係）のようにその作用

により直線的に振幅を低下させる。したがって定量評価が必要な場合

（脊髄腫瘍や下行大動脈の手術などの場合）、原則的には筋弛緩薬は用
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いないで挿管（麻薬の項参）、もしくはロクロニウムを用いて挿管し、

その後リバースを行う。術中に筋弛緩薬を使う場合は TOFで 50％以上に

なるように保ち、MEP の振幅の変化がモニター上重要な場合には筋弛緩

の程度を測定者に伝える。 

    

実際実際実際実際の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・基本的にはプロポフォールとレミフェンタニルによる TIVA で行う 

・プロポフォール、レミフェンタニル、（ケタミン）は BISも参考にし 

ながら投与する。但しケタミンは BIS 値を下げないので注意が必要で 

ある 

・筋弛緩モニターを行う 

・脊椎・脊髄疾患で痙性がある場合、このような麻酔を行っても MEPが

出ない場合がある。除圧とともに出現することもあるのであきらめな

いで続ける。場合によっては、一度麻酔から覚醒させ、四肢の動きを

確認することもある 

・プロポフォールの維持に関しては全身麻酔の項をよく読む 

・顔面の MEPで強く歯をかみしめてしまうので、術後に歯牙損傷が問題 

になることがある。術前に歯の状態を確認し、ガーゼを丸めたものを

バイトブロックとして使用し、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（脳外科ら歯科に依頼が行く） 



 35 

図 1 

経頭蓋的運動誘発電位（経頭蓋的運動誘発電位（経頭蓋的運動誘発電位（経頭蓋的運動誘発電位（MEPMEPMEPMEP）：）：）：）：

高圧電気刺激を用い経頭蓋的に高圧電気刺激を用い経頭蓋的に高圧電気刺激を用い経頭蓋的に高圧電気刺激を用い経頭蓋的に
大脳皮質運動神経を刺激し、その刺大脳皮質運動神経を刺激し、その刺大脳皮質運動神経を刺激し、その刺大脳皮質運動神経を刺激し、その刺
激が脊髄前角運動神経を経て筋肉を激が脊髄前角運動神経を経て筋肉を激が脊髄前角運動神経を経て筋肉を激が脊髄前角運動神経を経て筋肉を
収縮させた時の複合筋電図を記録。収縮させた時の複合筋電図を記録。収縮させた時の複合筋電図を記録。収縮させた時の複合筋電図を記録。

電気刺激電気刺激電気刺激電気刺激 MEP

 

図 2 

体性感覚誘発電位体性感覚誘発電位体性感覚誘発電位体性感覚誘発電位 ((((SEP)SEP)SEP)SEP)：：：：

末梢神経を刺激し、求心性伝導を脳末梢神経を刺激し、求心性伝導を脳末梢神経を刺激し、求心性伝導を脳末梢神経を刺激し、求心性伝導を脳

の知覚野あるいは脊髄レベルで導出の知覚野あるいは脊髄レベルで導出の知覚野あるいは脊髄レベルで導出の知覚野あるいは脊髄レベルで導出

する。する。する。する。200200200200----500500500500回の刺激を行いそれを回の刺激を行いそれを回の刺激を行いそれを回の刺激を行いそれを

加算することで得られる。加算することで得られる。加算することで得られる。加算することで得られる。

 

図 3 

＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時のMEPMEPMEPMEP振幅変化　＞振幅変化　＞振幅変化　＞振幅変化　＞

(Kakinohana M, et al. 米国麻酔学会米国麻酔学会米国麻酔学会米国麻酔学会 2002)

＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時の＜　脊髄虚血時のMEPMEPMEPMEP振幅変化　＞振幅変化　＞振幅変化　＞振幅変化　＞

(Kakinohana M, et al. 米国麻酔学会米国麻酔学会米国麻酔学会米国麻酔学会 2002)
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図 4 
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図 5 

脊髄虚血時の脊髄虚血時の脊髄虚血時の脊髄虚血時のSEPSEPSEPSEP、、、、MEPMEPMEPMEP振幅変化振幅変化振幅変化振幅変化

（　（　（　（　MEP　　　　ｖｓ　ｖｓ　ｖｓ　ｖｓ　SEP　）　）　）　）

脊髄虚血時の脊髄虚血時の脊髄虚血時の脊髄虚血時のSEPSEPSEPSEP、、、、MEPMEPMEPMEP振幅変化振幅変化振幅変化振幅変化
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図 7 

MEP波形に関与する波形に関与する波形に関与する波形に関与する

解剖学的因子解剖学的因子解剖学的因子解剖学的因子
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脊髄前角細胞脊髄前角細胞脊髄前角細胞脊髄前角細胞

末梢神経末梢神経末梢神経末梢神経
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運動機能に関与する運動機能に関与する運動機能に関与する運動機能に関与する

解剖学的因子解剖学的因子解剖学的因子解剖学的因子

大脳皮質運動神経大脳皮質運動神経大脳皮質運動神経大脳皮質運動神経
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図 8 

筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによるtctctctc‐‐‐‐MEPMEPMEPMEPの振幅の補正の振幅の補正の振幅の補正の振幅の補正筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによる筋弛緩モニターによるtctctctc‐‐‐‐MEPMEPMEPMEPの振幅の補正の振幅の補正の振幅の補正の振幅の補正
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図 10 

＜琉大附属病院における＜琉大附属病院における＜琉大附属病院における＜琉大附属病院におけるMEPMEPMEPMEP測定症例の麻酔＞測定症例の麻酔＞測定症例の麻酔＞測定症例の麻酔＞

麻麻麻麻 酔酔酔酔 薬薬薬薬 ：：：： プロポフォール、ケタミン、フェンタニルプロポフォール、ケタミン、フェンタニルプロポフォール、ケタミン、フェンタニルプロポフォール、ケタミン、フェンタニル

筋弛緩薬筋弛緩薬筋弛緩薬筋弛緩薬 ：：：： スキサメトニウム（導入時）、ベクロニウムスキサメトニウム（導入時）、ベクロニウムスキサメトニウム（導入時）、ベクロニウムスキサメトニウム（導入時）、ベクロニウム

麻酔深度麻酔深度麻酔深度麻酔深度

モニターモニターモニターモニター ：：：： バイタルサインバイタルサインバイタルサインバイタルサイン （血圧、心拍数）、（血圧、心拍数）、（血圧、心拍数）、（血圧、心拍数）、BISBISBISBIS値値値値

筋弛緩筋弛緩筋弛緩筋弛緩

モニターモニターモニターモニター ：：：： 左前脛骨筋誘発筋電図左前脛骨筋誘発筋電図左前脛骨筋誘発筋電図左前脛骨筋誘発筋電図

「「「「NeuropackNeuropackNeuropackNeuropack μμμμ、（、（、（、（日本光電）を使用」日本光電）を使用」日本光電）を使用」日本光電）を使用」
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５５５５. . . . 小児麻酔小児麻酔小児麻酔小児麻酔    

・小児は身体的、生理的に発達の途上にあるため、年齢ごとに麻酔管理 

が異なる。そのため疾患についてのみならず、患児の年齢における解 

剖、生理、薬理学上の特徴を理解することが必要である 

((((1)1)1)1)術前診術前診術前診術前診察察察察    

・基本的に親（保護者）への問診と説明が必要である。患児が意思疎通 

可能な年齢の場合は、不安を与えない程度に、導入までの流れを説明 

する（マスクを顔にあてることなど） 

・BIS を使用する場合は、しばらく額に痕が残る可能性があることも伝

える 

1)問診 

・出生時の異常の有無（出生週数、出生時体重、帝王切開の有無、帝王 

切開なら理由など） 

・既往歴（特に喘息、アレルギー、最近の風邪症状）、麻酔歴（その際 

の異常の有無） 

・過去 1ヶ月以内の予防接種、血縁者の筋疾患や悪性高熱症の有無 

2)診察 

・顎の大きさ、咽頭（発赤、アデノイド肥大の有無）、胸部の聴診、動 

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

・発熱（38℃以上）、中程度以上のかぜ症候群（かぜスコア参照）、伝染 

性疾患（麻疹、水痘、風疹）の罹患や潜伏の可能性がある時、下痢嘔 

吐、過去 4週間以内の喘息急性発作、最近の予防接種（生ワクチンな 

ら 1ヶ月以内、死菌ワクチンなら 1週間以内）  

・これらがある場合は、手術の緊急度と照らし合わせて麻酔の可否を 

決定する 

 

乳幼児のかぜスコア 

項目（各 1 点） 

鼻閉・鼻汁・くしゃみ    食思不振・嘔吐・下痢 

咽頭発赤・扁桃腫脹   咳そう・喀痰・さ声 

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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((((3333))))術前術前術前術前オオオオーダーーダーーダーーダー    

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 

 ミルク    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 

 クリアリキッド  2 時間前まで 10 ml/kg まで可 

 

年齢ごとの絶飲食時間 

    固形物 粉ミルク/牛乳 母乳   clear water 

新生児～3ヶ月   －   6時間   4 時間   2 時間 

3ヶ月～    8時間   6時間  4 時間   2 時間    

 

2)前投薬 

・全身状態が良好な患児（人見知りが始まる 6ヶ月以上）では、前投薬

を投与した方が、手術室への入室、マスクの受け入れなどを円滑に行

うことができる。ただし、気道狭窄や呼吸不全、意識障害などの合併

症がある患児には慎重に投与を検討する 
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前投薬の処方方法 

 薬剤     投与量  最大量  内服時間      

ドルミカムシロップ  0.5 mg/kg  10 ml  入室 60 分前 

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

クロニジンラムネ   4 µg/kg（10 kg以上）  入室 60 分前  

 

・前投薬のドルミカムシロップは、E500 病棟は JMS 注入器にあけて投与

していることから、はじめから JMS 注入器で処方する 

＊経口投与不可の場合、入室時にケタミン 5 mg/kg またはドルミカム 

1 mg/kg 注腸する方法もある 

 

((((4444))))麻酔準備麻酔準備麻酔準備麻酔準備    

1)麻酔回路 ・5kg以下 ：F回路＋ベイン回路＋人工鼻 

・5kg以上 ：小児用半閉鎖回路 

2)バック：体重 Kg/10L を目安 

3)気管チューブ：下記のサイズを参考にし、予測されるサイズのチュー 

ブとその前後の径のものを含めて 2つずつ準備する。 

年齢    ID       

新生児（満期）  3.0 mm 

乳幼児（1歳未満）  3.5 mm 
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1－2歳    4.0 mm 

2－3歳    4.5 mm 

3－4歳    5.0 mm 

4－5歳    5.5 mm 

5－6歳    6.0 mm 

6歳以上    5.5-7.0 mm 

4)ラリンゲルマスク（原則として 6ヶ月以上） 

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)薬液：生食か 5%糖液にて希釈する。1回使用分ずつ小分けにする 

 希釈例：硫酸アトロピン 0.1mg/ml（原液を 5倍希釈） 

6)輸液：小児用の末梢ラインセット（60滴≒1ml）、持続輸液ポンプ 

7)麻酔準備室から持っていくもの（適切なサイズを確認） 

マスク、喉頭鏡、エアウェイ、バイトブロック、スタイレット、 

人工鼻、N-G チューブ、サクションカテーテル、 

小児用ツリー（ゴジラ）、胸壁聴診器、小児用 BIS センサー、 
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小児用パルスオキシメーターのセンサー 

8)手術室で準備するもの 

自動血圧計のマンシェット、パルスオキシメーター、終末呼気炭酸 

ガス濃度モニター、小児用の換気流量計コネクター 

9)Room 10 前のカートに、小児麻酔に必要な物品が揃えてあるので、適 

宜補充できる 

 

((((5555))))麻酔導入麻酔導入麻酔導入麻酔導入    

・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、可能な限り速やかに麻酔導入を行うことが望

ましい 

1)心電図、自動血圧計、パルスオキシメーターを装着する。 

2)末梢ラインを確保されてない ASA1-2 の患児では、GOS（AOS）による 

緩徐導入を行う。マスク換気下に意識が消失したら、末梢ラインを 

確保し、必要に応じて硫酸アトロピン(0.01mg/kg)やフェンタニル、 

筋弛緩薬を投与する 

＊末梢ラインが確保されている場合は急速導入を行うこともある 

＊術前の胸部写真で、胃泡胃泡胃泡胃泡がががが目立つ場合目立つ場合目立つ場合目立つ場合はははは急速急速急速急速導入を導入を導入を導入を考慮考慮考慮考慮するするするする 

3)十分な麻酔深度を得た時点で経口気管挿管を行う 

4)気管に入ったら左胸を聴診しながら片側換気になる位置を確認し、適 
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切な距離まで引き抜いて固定する 

5)固定後リーク圧を確認する。20-25mmHg の圧でリークするのが適切で 

ある。30mmHg でもリークしない場合は、0.5mm細いチューブに入れ替 

えることもある 

 

((((6666))))術中管理術中管理術中管理術中管理    

1)麻酔維持：GOS(AOS)にて維持。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  心拍数(/min) 収縮期血圧(mmHg) 拡張期血(mmHg) 

早期産児      120-180   45-60   30 

満期産児      100-180   55-70   40 

乳児(-1歳)    100-140   70-100   60 

幼児(1-6歳)     90-110   90-100   60-65 

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

・維持輸液  4ml/kg/hr  

・小手術  4-6ml/kg/hr･･･ヘルニア、副耳、口蓋裂など 

・開腹手術  10ml/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 

 

3)呼吸管理：呼吸数 20-30回/min 1回換気量 7ml/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換気で行うことが多い 

 

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 

 

((((7777))))麻酔麻酔麻酔麻酔覚醒覚醒覚醒覚醒    

・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(0.05mg/kg)と硫酸ア

トロピン(0.02-0.03mg/kg)を用いて拮抗する 

・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 
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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  

（筋注では 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 

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の麻酔新生児の麻酔新生児の麻酔    

・新生児は出生後に胎児循環から新生児循環へ大きく変化しながら移行

していく。呼吸、循環が生理的に安定するまで約 1 ヶ月かかるため、

手術予定日の時点の患児の呼吸循環の変化がどの時期にあるかを把

握しておく必要がある 

1)術前診察での注意点 

・循環：血圧、心拍数の正常値を確認（表参照）、心奇形、PDA の状態 

を確認 

・呼吸：顔貌（小顎、ダウン様）、呼吸回数、酸素の必要性、無呼吸発

作の有無、サーファクタントの必要性などを確認、術後呼吸器管理の

必要性について検討 

・神経系：意識状態、頭蓋内出血の有無 

・体温：容易に低体温に陥るので、室温を 32℃程度に上げておく 

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

・その他：染色体異常など奇形症候群が疑われるときは、挿管困難の可 

能性を念頭におき、気管支ファイバーの準備もしておく 

2)術中管理の注意点 

・薬剤は 5％糖液にて希釈し、1 ml のシリンジに小分けにしておく 

・生後生後生後生後 1111ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月くらいくらいくらいくらいままままでは、では、では、では、オピオオピオオピオオピオイイイイドドドド受受受受容容容容体の感受体の感受体の感受体の感受性性性性がががが高高高高く、く、く、く、フフフフェンェンェンェン    

タニルの投与はタニルの投与はタニルの投与はタニルの投与は 1 1 1 1 µgµgµgµg////kgkgkgkg 程度程度程度程度でででで十分十分十分十分なことが多いなことが多いなことが多いなことが多い    
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・薬剤投与時は空気が混入しないように注意 

・維維維維持持持持輸液輸液輸液輸液はははは 5555----10101010％％％％糖糖糖糖液液液液を用いるが、開を用いるが、開を用いるが、開を用いるが、開腹手術な腹手術な腹手術な腹手術などどどどでででで喪失喪失喪失喪失する不感する不感する不感する不感蒸蒸蒸蒸    

散分散分散分散分は、は、は、は、細胞細胞細胞細胞外外外外液や液や液や液や 5555%%%%アルブミンでアルブミンでアルブミンでアルブミンで補補補補うううう    

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

・不必要な高濃度酸素の投与は避ける 

・低血糖、低 Ca 血症に注意する 

・メイロンが必要な際は蒸留水にて希釈し、急激な補正は絶対さける 

 

硬性硬性硬性硬性気管支気管支気管支気管支鏡鏡鏡鏡の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

・術者と十分にコミュニケーションをとって麻酔管理を行う 

・硬性鏡を使用中は気道抵抗が非常に高いので、視診および胸壁聴診器 

などを用いて換気が出来ていることを十分に確認すること 
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６６６６. . . . 小児の区域麻酔小児の区域麻酔小児の区域麻酔小児の区域麻酔    

・ターゲットが小さく、全身麻酔下で行うことがほとんどで、道具も繊 

細であるため、成人である程度慣れてから段階を踏んで施行すること

が大切 

・薬剤動態が成人と異なる。思わぬ事態（局所麻酔薬中毒など）に注意

が必要 

・腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の際には、同意が得られれば仙骨麻酔か

硬膜外麻酔（one shot）を行う 

 

(1)(1)(1)(1)小児小児小児小児仙骨仙骨仙骨仙骨麻酔（麻酔（麻酔（麻酔（CCCCauauauauddddalalalal））））    

1)適応：下腹部、会陰、下肢の手術（鼠径ヘルニア根治術、陰嚢水腫 

根治術、尿道下裂など） 

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、脊髄髄膜瘤のあるとき、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 

・10ml 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（X1-50cm） 
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4)方法 

・気管挿管又はラリンゲルマスクによる全身麻酔下に行う 

・右側臥位をとり、穿刺の前に後上腸骨棘と仙骨裂孔を確認する 

・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、 

逆流を確かめ、薬剤を注入する。皮膚の膨瘤や極度の抵抗がなく、注 

入がスムーズであることが大切 

・仙骨麻酔施行時には別の麻酔科医に頭側に立ってもらい、呼吸、循環 

を管理してもらうこと。 

5)局所麻酔薬の選択と量  : 0.2％ Ropivacaine 0.8-1.0 ml/Kg 
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(2)(2)(2)(2)硬膜硬膜硬膜硬膜外麻酔外麻酔外麻酔外麻酔 

・ほとんどの症例で全身麻酔下に行う 

・皮膚から硬膜外腔までのおおよその距離を頭に入れて針を進める 

腰部：(10＋体重(Kg))×0.8、胸部ではそれより浅い 

＊エコーで硬膜外腔までの距離を測定してもよい 

・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 

 能である 

・後腸骨棘を結んだ線が S 2/3 であることがほとんどである、棘間を数 

える目安にする。 

・“しっかり体位をとり、きちんとした道具を使い、ある程度成人の硬 

膜外麻酔に慣れた者が、指導医のもとで行う” 

1) 適応：ヘルニア、陰嚢水腫、包茎、肥厚性幽門狭窄、下肢の抜釘な

どでは one shot のみ。2 時間以上の開腹、開胸手術、下肢の手術な

どではカテを留置する 

2)禁忌：仙骨麻酔に準ずる 

3)準備 

・局麻セット 

・5−10ml 注射器、18G針、X-1 50延長管（できればロックなし）、 

 八光 20G 3.5cm or 5cm針、ユニシス 19G針、 

50ml生食ボトルに小児用点滴セットつないでみたしておく 
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・カテを留置するときはさらに、ユニシスカテキット（19G）、 

アトムチューブを 1−2cm程度に切ったもの（イントロデューサー）、 

ステリーストリップ 

4)方法：（点滴法） 

・患児を側臥位にして、介助者に大腿を腹部につけるようにしてもら 

い、背中を丸めてもらう（気管チューブや LMA の位置、換気に注意） 

・左手でしっかりと棘間を押さえ、針を 5mm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 

・針の羽を両手でもってゆっくり進めていく 

・介助者は点滴が落下し始めたら教える （施行者は、硬膜外針の中 

の小さい空気泡が吸い込まれるのでも分かる） 

・One shot の場合はここで薬液を注入する 

・カテを入れる場合は硬膜外針の先端を頭側に向け、イントロデュー 

サーをつかってカテーテルを進めていく 

・目的の棘間までカテーテルを進めたら針を抜き、ステリーとテガダ 

ームでしっかりと固定する。 
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5)局所麻酔薬の選択と量 

・小児ではエピネフリンを添加する意味はあまりないので添加しないこ 

とが多い 

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

では 0.5 ml/Kg 

・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、0.2-0.4％ropivacaine を 

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

度、量、追加を減らす 

・術後は、0.2% ropivacaine 100ml を 0.1 ml/hr(10kg 以下)～0.2 ml/hr 

で持続投与 
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＊ケースによっては、フェンタニル（新生児、乳児では 0.5 µg/ml、

幼児以上では 1 µg/ml）を加味する。塩酸モルヒネは遷延性呼吸抑制

をきたすことがあるので、一般病棟に帰室するときは注意が必要。フ

ェンタニルを追加したときも帰室後パルスオキシメーターは付けて

もらう 

・カテーテル留置が 2 日以上になるときは必ず毎日包交してカテ刺入 

部を観察する 

 

(3)I(3)I(3)I(3)Illllioioioio----IIIIngungungunguiiiinalnalnalnal    BlBlBlBloooockckckck    

・硬膜外麻酔などより手技的には簡便。仰臥位のまま施行できる。脊 

 髄髄膜瘤の手術後や脊椎に奇形をともなう患児の下腹部の手術には

特に適応がある 

1)準備 

・局麻セット 

・ブロック針（先端が 45度で鈍であるため穿通感が得やすい） 

・2.5ml-5mlディスポシリンジ 

・エコー（TITAN） 

2)方法 

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

行し、この少し頭側で内腹斜筋の下にもぐり、外腹斜筋との間を走行 
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する 

・臍と前上腸骨棘を結んだ線の外側 5 分の 1 のところで穿刺し、まっ 

 すぐ下に針をおろす 

・2度の穿通感が得られたところで吸引し血液の逆流が無いことを確 

かめて、局所麻酔薬を投与する 

・稀だが、腸管損傷、大腿神経ブロックがおこった報告もある。穿刺 

位置、深さに注意 

2) 局所麻酔薬の選択と量：0.2% Ropivacaine 0.2 ml/kg 
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７７７７. . . . 持続疼痛管理持続疼痛管理持続疼痛管理持続疼痛管理    IVIVIVIV    opioidopioidopioidopioid    小児用小児用小児用小児用    

・開腹、開胸手術など術後疼痛の強いもので、硬膜外麻酔等を使用し 

ない時の術後鎮痛に用いる 

・薬物動態が成人とは異なる、また、呼吸循環予備能が低いので、術 

後よく観察し、その評価によって適宜使用量を調節する 

 

((((1)1)1)1)PCA(pPCA(pPCA(pPCA(patatatatiiiientententent    ccccoooontntntntrorororollll    analgesanalgesanalgesanalgesiiiiaaaa))))    

・fentanyl を用いる 

・7-8歳以上で理解力のある小児で使用 

・back ground : 0.15μg/kg/hr 

lock out time : 7-12 min 

bolus : 0.25μg/kg 

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

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

・手術部位や疼痛により調節 

 

((((2)2)2)2)mmmmorporporporphhhhiiiinenenene持続持続持続持続（（（（PCAPCAPCAPCA でないでないでないでない））））    

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

 として 1-4 ml/hr 
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＊＊＊＊注意点注意点注意点注意点    

・呼吸抑制、嘔気等の副作用の出現や疼痛状態により、適宜調節する 

（小児は自分で表現するのが難しいこともあるので、よりこまめに） 

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

はつけてもらう。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、lockout time を短くする。

ドロペリドールは小児の場合錐体外路症状がでやすいので原則使用

しない 

・bolus を押す回数が減ってきたら back bround 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、減量、慎重 

投与、または使用しない 

・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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８８８８. . . . TURTURTURTUR（経尿道的切除術）の麻酔（経尿道的切除術）の麻酔（経尿道的切除術）の麻酔（経尿道的切除術）の麻酔    

(1)(1)(1)(1)術術術術前前前前評価評価評価評価    

・ 患者は高齢者が多く、高血圧、糖尿病、虚血性心疾患、脳梗塞などの

全身の合併症を有していることが多い 

・ 抗凝固療法の有無もチェック 

・  

(2)(2)(2)(2)麻酔麻酔麻酔麻酔方法方法方法方法    

・ 後述する合併症を早期に発見するために、患者の意識レベルを維持し

ておく必要があるので、麻酔方法は脊椎麻酔および硬膜外麻酔を選択

する 

・ 麻酔高は Th10 までで十分であり、異常な腹部膨満感などの自覚症状

を重視する観点から、それ以上の麻酔高は不要である 

・ 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ので、閉鎖神経ブロックを行う 

・  

(3)(3)(3)(3)術中・術後術中・術後術中・術後術中・術後合併合併合併合併症症症症    

・ 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
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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 

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 

 

(4)(4)(4)(4)閉鎖神経閉鎖神経閉鎖神経閉鎖神経ブロックブロックブロックブロック    

・ 準備は、電気刺激装置（Stimuplex）、絶縁電極注射針（10cm のポール

針）、電極パッチ 1個、1％キシロカインまたは 0.5％アナペイン 10ml

位（片側）。消毒は麻酔で使用したものをそのまま使用。エコーガイ

ドで行なう場合は TITANも準備 

・ 針はあらかじめ刺激装置と接続。電極パッチは下肢のブロック側に接

地。針先まで薬液で満たしておく 

・ ランドマーク法では、刺入点は恥骨結節の 1.5cm外側、1.5cm下方 
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・ 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、1%リドカインを 10ml 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 

＊電気刺激を 0.5mA以下に下げ、弱い刺激でも収縮が見られる場所を

探して、2～3mlずつ分割投与する方が better 
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９９９９. . . . 帝王切開の麻酔、妊婦の麻酔帝王切開の麻酔、妊婦の麻酔帝王切開の麻酔、妊婦の麻酔帝王切開の麻酔、妊婦の麻酔    

・・・・帝王切開は、帝王切開は、帝王切開は、帝王切開は、難難難難易易易易度度度度がががが高高高高い麻酔のい麻酔のい麻酔のい麻酔の一つ一つ一つ一つであるであるであるである    

・・・・妊婦妊婦妊婦妊婦のののの特性特性特性特性を理を理を理を理解解解解する必要があるする必要があるする必要があるする必要がある    

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、胃食道括約筋のトヌース低下、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)(1)(1)(1)麻酔麻酔麻酔麻酔方法方法方法方法のののの選択選択選択選択 

1)定時手術：原則は脊椎麻酔＋硬膜外麻酔 

・BMI が 28 以上の場合は、術後抗凝固療法を行うため脊椎麻酔のみ 

・母体の凝固障害がある場合は、程度により脊椎麻酔か全身麻酔を選択 

する 

・母体が HIV 陽性の場合は、全身麻酔を選択する 

2)緊急手術：緊急度緊急度緊急度緊急度にににによよよよって麻酔って麻酔って麻酔って麻酔方法異方法異方法異方法異なるなるなるなる 

緊急度緊急度緊急度緊急度１１１１    

母体適応：常位胎盤早期剥離（DIC）、前置胎盤大量出血、子宮破裂、 

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

late deceleration without variability） 

目標娩出：手術申し込みから 15-30 分以内（ASAP） 

麻酔方法：全身麻酔 

 

緊急度緊急度緊急度緊急度２２２２    

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 

  

緊急度緊急度緊急度緊急度３３３３        

母胎適応：前置胎盤の少量出血、重症妊娠中毒症、分娩停止、分娩遷 

延、破水後遷延 

胎児適応：子宮内胎児発育遅延、胎児異常（新生児科、小児外科の 

希望） 

その他：定時帝切予定患者の自然陣痛発来や前期破水 

麻酔方法：脊椎麻酔（＋硬膜外麻酔） 
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((((2)2)2)2)脊椎脊椎脊椎脊椎麻酔、麻酔、麻酔、麻酔、硬膜硬膜硬膜硬膜外麻酔外麻酔外麻酔外麻酔    

 ＊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)酢酸リンゲル液 1000～2000ml輸液 (糖を含まない物、加温した物 

が望ましい)。禁忌がなければサリンヘス 500～1000 ml を使用しても 

よい。 

3)Aortocaval Compression (Supine Hypotension Syndrome：増大した 

子宮による大動脈、下大静脈の圧迫) 防止のため、右側臥位で穿刺後、

左側臥位とするか右腰部 に枕を入れる 

4)麻酔レベルはＴ4 の高さまで必要 

 

脊椎脊椎脊椎脊椎麻酔麻酔麻酔麻酔    

・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 

・埼玉医大、照井先生のレシピ 

0.5%高比重マーカイン 2.4ml＋フェンタニル 10 µg＋モルヒネ 150 µg 

（どんな体重でも） 

＊ただし当院では術後 SpO2モニターをすることがルーチンではない 

のでモルヒネは少し減らした方がよい 
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脊椎脊椎脊椎脊椎麻酔・麻酔・麻酔・麻酔・硬膜硬膜硬膜硬膜外麻酔外麻酔外麻酔外麻酔併併併併用用用用法法法法    

・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 

・急激な血圧低下を避けるため、脊椎麻酔を控えめにし、不足は硬膜外 

麻酔で補うとよい。硬膜外麻酔は胸部のレベルで行うことが望ましい 

 

硬膜硬膜硬膜硬膜外麻酔外麻酔外麻酔外麻酔 

・2％リドカインで分節あたりの投与量は 1～1.4 ml 

・局麻への 20万倍エピネフリン添加による硬膜外腔からのエピネフリ 

ンの吸収は、子宮血流量、子宮収縮力を減少させない 

 

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

的に子宮を左側に圧排、輸液速度を速める。エフェドリン 5-10mg/回 

の投与などで対処する。子宮胎盤血流低下を示唆する所見のない母体 

の場合には、フェニレフリン 50 µg 投与してもよい 

6)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 
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注意 

7)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 

 

((((3)3)3)3)全身麻酔全身麻酔全身麻酔全身麻酔    

＊＊＊＊妊婦妊婦妊婦妊婦は常には常には常には常に    FFFFullullullull S S S Sttttoooomachmachmachmach！！！！    

1)酸素の投与 (導入前 3〜5 分間の 100%酸素吸入)  

2)枕などを工夫し、頭部を気管挿管しやすいような位置に置く。気道確 

保器具（様々なサイズの物）と吸引を用意する 

3)術野の消毒、執刀準備を進める 

4)新生児科の準備が出来たことを確認する 

5)術者がメスを持ち執刀できる状態になってから迅速導入を行い、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 
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とが示されているが、Sleeping Baby になる可能性があるので、それ

を嫌う場合には臍帯結紮まで投与しない。横隔膜ヘルニアでは

Sleeping な状態で娩出させるため、それを利用することもできる 

8)児娩出後、アトニン（オキシトシン）5単位またはめてなりんメチル 

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 

 

☆児の児の児の児の娩出娩出娩出娩出時に、麻酔科医と外回り時に、麻酔科医と外回り時に、麻酔科医と外回り時に、麻酔科医と外回り看護師看護師看護師看護師は麻酔モニターの時は麻酔モニターの時は麻酔モニターの時は麻酔モニターの時間間間間をををを出出出出    

生時生時生時生時間間間間としてコールし、としてコールし、としてコールし、としてコールし、ORSORSORSORSYYYYSSSS ににににそそそそのののの旨旨旨旨をををを記載記載記載記載する。する。する。する。ままままた、た、た、た、性別性別性別性別、、、、APAPAPAPGGGGAAAARRRR    

スコアースコアースコアースコアーもももも ORSORSORSORSYYYYSSSS にににに記載記載記載記載するするするする（（（（ORSORSORSORSYYYYSSSS のののの記録記録記録記録がががが正式正式正式正式なななな出出出出生生生生記録記録記録記録となるとなるとなるとなる

ので、患者のので、患者のので、患者のので、患者の退出退出退出退出時に時に時に時に記載忘記載忘記載忘記載忘れがないかれがないかれがないかれがないかももももうううう一度確認一度確認一度確認一度確認する）する）する）する）    

 

(4)(4)(4)(4)妊妊妊妊婦婦婦婦のののの非産非産非産非産科手術科手術科手術科手術 

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 1MAC程度とし、レミフェンタニルかフェンタニルを用 

いる。議論があるが亜酸化窒素は用いない。 

・筋弛緩薬の拮抗は緩徐に行う 

・腹腔鏡下手術：動物実験的に、CO2 による気腹は胎児の循環に影響を 

与えるという報告はない。母体の呼吸性アシドーシスには注意する。 

気腹圧は可能な限り低くする 

5)局所麻酔 

・胎児への薬剤暴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＞５rad、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

ショナル 

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

Livingstone 
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11110000. . . . 肝切除時の麻酔管理肝切除時の麻酔管理肝切除時の麻酔管理肝切除時の麻酔管理    

・肝切除術では輸血をできるだけ避けることが勧められている。理由と 

して輸血による癌の再発促進、高ビリルビン血症、肝不全の可能性、 

またヘマトクリット値が低い方が肝の微小循環に望ましいなどが挙 

げられる。主に肝実質切離時に出血するが、この時は間欠的肝流入血 

流遮断（プリングル法=肝動脈・門脈の同時クランプ、当院では左葉、 

右葉を分けてクランプ）が行われているので、出血は肝静脈圧に依存 

する。肝静脈圧は下大静脈圧に影響されるので、中心静脈圧を上げな 

い工夫が望まれる（肝切離中 5 mmHg程度）。一方中心静脈の低下は空 

気塞栓の危険性を増すので常に全身状態と術野の出血を考慮し麻酔 

管理する 

(1)麻酔 

・AOS＋硬膜外麻酔（or remifentanil)、A-line、末梢１本 

 ＊CVラインは麻酔管理で必要あれば挿入する 

(2)人工呼吸 

・中心静脈圧を下げるために 1回換気量を 6 ml/kg程度、ZEEP（PEEP ゼ 

ロ）、換気回数 15, 6 回にして、最大吸気圧 12～15 cmH2O程度になる 

ように設定する。PCV機能のある麻酔器では初めから吸気圧を設定し 

ても良い。ただし PaO2 が保てない場合、PaCO2 が上昇続ける場合はこ

の限りではない 
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・中心静脈圧を下げると肝切離面から空気が血管内に入り、空気塞栓を 

起こす可能性があるので術野を良く見て、ETCO2の変化にも注意を払 

う。特に肝臓が心臓より高くなる頭低位には十分注意する。 

(3)循環 

・血圧の変動を避けるため、硬膜外薬液投与は持続にする 

・収縮期血圧は 100 mmHg程度 

(4)輸液 

・AR を中心に晶質液輸液は 6-10 ml/kg/hr程度にする。大量出血の場合 

は症例ごとに投与量を検討する。 

・肝切離中は中心静脈圧を下げるために少なめに 

・過度の脱水では脳梗塞のリスクが上がるので注意 

(5)出血と輸血 

・正常肝の場合は、出血量の報告が正しい出血量を表すが、肝硬変のあ 

る場合は腹水などが混じることがあり不正確である。血液検査を参考 

に症例毎に予想する。 

・出血に対しては Ht20%まではアルブミン製剤で補う（2 本にこだわら

ず、TP 5.0g/dL以上を目標に投与 

・Ht が 20%以下の時は濃厚赤血球液を投与（虚血性心疾患の場合は 30%） 

・FFPは出血傾向のある時のみ投与（PT＜30%, APTT＜25%, fibrinogen 

＜100mg/dL) 
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(6)尿量 

・0.5 ml/kg/hrを保つ 

(7)その他 

・血圧が低い時には dopamine (dobutamine) 5 µg/kg/min 程度を考慮 

・プリングル法の前にステロイドを投与（ソルメドロール 250 mg） 

・PGE1 は予後を改善しないという報告がでた上に、コストがとれなくな 

ったため、必須ではなくなった 
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11111111....    電気痙攣療法電気痙攣療法電気痙攣療法電気痙攣療法(ECT: E(ECT: E(ECT: E(ECT: Electrolectrolectrolectro----Convulsive TConvulsive TConvulsive TConvulsive Therapy)herapy)herapy)herapy)のののの    

麻酔麻酔麻酔麻酔     

(1)(1)(1)(1)術前術前術前術前評価評価評価評価・麻酔・麻酔・麻酔・麻酔説明説明説明説明・・・・    

1)通電によって交感神経が興奮するため、頭蓋内圧亢進状態、脳動脈瘤、 

脳動静脈奇形、脳出血の急性期、心筋梗塞急性期、心不全、高血圧症、 

褐色細胞腫などが危険因子として挙げられる。また、呼吸器疾患、緑 

内障、網膜剥離なども危険因子となる 

2)筋弛緩薬として suxamethonium を基本的に用いるので、筋・神経疾患 

の既往・家族歴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 

3)麻酔の説明については、初回の場合は他患への影響も考え、病室で行 

わない方が賢明である。本院では精神科病棟（B701 病棟）内に面談室   

があるので、そちらで行うとよいと思われる。病棟スタッフに申し出 

れば、面談室の鍵を開けてくれる。2回目以降は前回と同じように行 

うと説明すればよい 

4)ECTECTECTECT の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔同意書同意書同意書同意書は、は、は、は、原則として原則として原則として原則として 6666ヶ月間有効ヶ月間有効ヶ月間有効ヶ月間有効とする。とする。とする。とする。但但但但ししししそそそそのののの場場場場合合合合

はははは同意書同意書同意書同意書ににににそそそそのののの旨記載さ旨記載さ旨記載さ旨記載されているれているれているれている場合場合場合場合にににに限限限限るるるる。。。。オオオオーダリングーダリングーダリングーダリング画面画面画面画面のののの掲掲掲掲

示示示示板板板板ににににもももも、、、、同意書取得同意書取得同意書取得同意書取得とととと 6666 かかかか月間有効月間有効月間有効月間有効のことを入のことを入のことを入のことを入力力力力するするするする    
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((((2)2)2)2)食止食止食止食止め・前投薬め・前投薬め・前投薬め・前投薬・準備・準備・準備・準備    

1)前投薬、術前の処方は精神科指示 

2)薬剤：イソゾールまたはディプリバン、スキサメトニウム(禁忌の時 

はエスラックス)、アトロピン、ペルジピン（ヘルベッサー）を用意 

その他に、患者の合併症に応じて必要な薬剤、痙攣発作が遷延した 

ときなどの緊急時に必要な薬剤も麻酔車に載せておく    

3)前回までの使用薬量などを確認する 

4)他の麻酔同様、挿管に必要な器具 

5)ターニケット(看護サイドで準備する) 

6)モニターは ECG、SpO2、NIBP（DIVと同側に）、筋弛緩モニター 

 

(3(3(3(3))))入室後入室後入室後入室後    

1)モニター装着(ECG、マンシェット、SpO2、TOFウォッチ)、ターニケッ 

ト装着(血圧の 1.5～2倍程度に設定) 

2)ラインの確保。NIBPと同側に、短時間のため逆流防止弁はいらない 

3)酸素化は十分に行う。導入直前、全歯用バイトブロックを装着する 

4)酸素化中にコントロールの脳波測定を行ってもらう 

5)導入：イソゾール 2～5mg/kg またはディプリバン 1～2mg/kg（前回の 

ECT施行後の覚醒状態によって増減する） 

6)バッグ換気：うつ病患者には Obesity がある患者が多い傾向にあるた 
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め、気道確保は確実に。エア・ウェイの使用も考慮 

7)ターニケット on 

8)筋弛緩薬投与：スキサメトニウム 1mg/kg 程度（前回の筋弛緩からの

回復を考慮に入れて増減する）、降圧薬が必要なら投与 

9)筋弛緩モニターで single twich での刺激を開始し筋弛緩効果を確認

する 

10)筋弛緩が確認できたら、精神科の医師が通電（約 5 秒間）を行う。

その際、バッグ換気は中断 

11)ターニケットの巻いてある肢で間代性痙攣と脳波上で痙攣波が出現。 

出ない場合もあり、その際にはもう一度通電することもある 

12)通電後、バイトブロックを外してすぐに換気を再開する。ターニケ

ットは off。 

13)筋弛緩が回復し、覚醒したら、酸素マスク装着の上、帰室 

14)次回の参考のために、今回の m-ECT の評価と麻酔薬の使用量が適切 

だったかを評価し、ORSYS の「麻酔サマリー一番下のコメント欄」に 

記載する 

 

(4(4(4(4))))そそそそのののの他他他他のののの注意点注意点注意点注意点    

1)スキサメトニウムが使えない症例ではエスラックスを用いるが、筋弛

緩が得られる程度の量にとどめる。リバースはフルに行う（スガマデ
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ックスを用いれば確実） 

2)短時間の処置の麻酔であることを念頭に置いて薬剤量を決定する。前

回の麻酔記録を参考にする 

 

(5(5(5(5))))初初初初回回回回 mmmm----ECTECTECTECT 時の時の時の時の注意事項注意事項注意事項注意事項    

 1)患者や家族に説明し、同意書をいただく（初めから上級医と一緒に行 

く） 

 2)合併症の多くは初回に発生している。注意深く観察し、施行する 

 3)患者の状態について、必要があれば事前に精神科医と相談する 

 4)痙攣遷延や不整脈などの合併症に備え、以下のものを準備する 

 （吸わずに）セルシン１A（ドルミカム１A）、アレビアチン１A、 

 静注用キシロカイン１A、エフェドリン１A 
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12121212. . . . 手術部外での麻酔手術部外での麻酔手術部外での麻酔手術部外での麻酔    

(1)(1)(1)(1)小児小児小児小児検査検査検査検査麻酔麻酔麻酔麻酔（（（（含む含む含む含む MRIMRIMRIMRI、、、、CTCTCTCT））））    

＊手術室外での麻酔は危険がいっぱい 

  ①あると思ったものが無い、でも取りには帰れません 

②看護スタッフが麻酔に習熟していない、でも他に助けてくれる人  

はいません 

③病棟･家族（場合によっては主治医も!）は検査と思って油断して 

いる 

⇒準備を準備を準備を準備を十分十分十分十分にににに＆副＆副＆副＆副麻酔医麻酔医麻酔医麻酔医･オ･オ･オ･オーーーーベベベベンとのンとのンとのンとの打打打打ちちちち合わせや協力合わせや協力合わせや協力合わせや協力体体体体制制制制をををを確確確確    

認認認認。。。。ままままたたたた ICICICIC では麻酔リスクは手術とでは麻酔リスクは手術とでは麻酔リスクは手術とでは麻酔リスクは手術と同じ同じ同じ同じ((((あるいはあるいはあるいはあるいはササササテライトなテライトなテライトなテライトな分分分分    

そそそそれれれれ以上以上以上以上))))というというというという認識認識認識認識でででで!!!! 

1)準備 

・麻酔車に必要物品を満載する(輸液、シリンジポンプ、合併症に 

あわせ必要薬剤等) 

・気道確保物品は患児にあわせた豊富なサイズを(含ジャクソンリース･

吸引カテーテル) 

・手術部に直通のエレベーターの鍵は向精神薬の入っている金庫の中 

2)麻酔 

・末梢静脈路は診療科に依頼 

・全身麻酔で行うが、患児の状態やスキャン時間に合わせ LMA･挿管･マ
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スク麻酔を選択  

・迷ったら挿管。麻酔は CT では静麻、MRI では吸麻がおすすめ 

・MRI では金属入りのプロシール LMA やスパイラルチューブは使えない 

・MRI 室横のモニタリングスペース（ORSYS の接続あり）で導入。カー 

テンは閉まるが他患がいるので言動に注意 

・患児の不安が強いときは家族同伴導入を考慮。この場合入眠後病棟で 

待っていてもらう 

・気道確保できたらば検査前最終バイタルを測定後移動の準備 

・検査室内のセットアップ 

① CT 室 

酸素配管(scan 時間は短いので自発呼吸 orバッグ換気) 

モニタは短時間で検査が終了するために多くは SpO2 のみ、不安定 

な患児はモニタリングスペースのモニタをそのまま移動して使用 

② MRI 室 

MRI 用の麻酔器（設置場所に注意）、蛇管は長くできるものがよい 

propofol 持続で行うときは、延長（7m）してシリンジポンプは 

検査室外へ 

モニタは MRI対応は SpO2 と HR のみ 

・移動後呼吸循環が安定して確立できたら検査開始。検査中はよほど落 

ち着いてない限りそばにいたほうがよい。離れるときは室内カメラを 
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セッティングして患者･バイタルがきちんと映るようにする 

・検査終了後はなるべく速くモニタリングスペースに移動する 

・覚醒後帰室は念には念をいれて（病棟は検査麻酔のため油断がありま 

す。くれぐれも注意） 

 

(2)(2)(2)(2)小小小小児心臓カテーテル児心臓カテーテル児心臓カテーテル児心臓カテーテル検査検査検査検査の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

＊患児の(そのときの)血行動態を把握しないと始まりません。カルテ 

が厚かろうが、分冊化されてようが必ず目を通す。主治医や術者が何 

の情報を得る為に検査を行うか知っておく。知らずに検査結果を修飾 

する麻酔を行うと、その検査は最悪無効になりますので、主治医と情 

報の共有を行ってください 

＊先天心の患児には高率に奇形症候群が含まれています。挿管困難を 

はじめとする合併奇形の評価も重要です。例えば水腎症や腎欠損では 

腎予備力が無い為造影剤の量が制限されたり、hydration が必要だっ 

たりします 

1)準備 

・手術室の麻酔に準じる 

・心血管作動薬･抗不整脈薬など病態に応じ準備 

・気道確保デバイスはいつも以上に幅広いサイズの準備を、細い気管チ 

ューブしか入らないことはざらです 
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2)麻酔 

・末梢静脈路は主治医グループで確保されてきます 

・心疾患の程度･データへの影響にあわせて吸麻･静麻を選択、基本は気

管挿管で FiO2 = 0.21、Normoventilation 

・麻酔器は放射線科専用のものがありそれを使用。記録は ORSYS。患者 

入室前に扱いに慣れておくこと 

・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 

確認します。通常 100 U/kg。1 時間たったらコール 

・止血が重要。あまり急いで麻酔を覚まさない 

・状態をよくよく観察してから帰室させる 

 

(3)(3)(3)(3)脳外脳外脳外脳外 AAAAGGGG室での麻酔室での麻酔室での麻酔室での麻酔（（（（造影･造影･造影･造影･ステントステントステントステント））））    

＊通常の麻酔管理を行えばよい。強いて言えば血圧･EtCO2 の変動を避け

るぐらいか 

1)準備・麻酔 

・通常通り。症例によっては A ラインを準備 

・通常造影時呼吸を止めるため気管挿管による全麻。頭や首の向きが変 

えられることがあるため心配ならキンクしづらいチューブにしたほ 

うがよいかも(普通チューブで十分可能) 

・ヘパリンの投与や ACT測定を依頼されることがある 
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重重重重要要要要    

・後片付けは、20 時 30 分までであれば、日本ステリ（PHS 90113）に電 

話をすると片づけをしてくれます。必ず電話をすること。その時間以 

降は自分で後片付けする。 

・麻酔器マウントのモニタ＆ORSYS を使用する際は、ORSYS の役割を「出 

張麻酔１」にして使用して下さい。間違えて「出張麻酔２」にすると、 

バイタルデータが取得できません 

・また、MRI 室にあるモニタ＆ORSYS（2010年 3月まで Angio 室にあっ 

た）を使用する際は、ORSYS の役割を「出張麻酔２」にして使用して 

下さい。上記と同様にバイタルデータの取得が出来なくなってしまい 

ます 
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13131313. . . . 日帰り麻酔（手術・検査）日帰り麻酔（手術・検査）日帰り麻酔（手術・検査）日帰り麻酔（手術・検査）    

(1)日帰り麻酔患者・病棟の条件 

・事前に麻酔科医が術前評価している（術前外来、NPO の徹底確認） 

・重症な合併症が無い（ASAI or II） 

・患者本人、保護者が日帰り麻酔の主旨と危険性について理解している 

（特に予定外入院の可能性、麻酔前の絶食について） 

・帰宅時の付き添い、自宅で介護できる人がいる 

・術後必要に応じ速やかに再受診できる範囲に居住している（約 1 間以 

内） 

・予定外入院の病床が確保できている 

・午前中に開始し、手術時間は長くない（外来での看護観察は 17時ま 

で、長時間では合併症が増加） 

(2)当日の流れ 

・朝、来院時に外来にて麻酔科医が診察（全身状態、発熱、上気道感染 

などの有無。あれば、延期も考慮） 

・診察後、外来から OR に入室 

・終了後は外来へ移動（193外来）、外来看護師が vital sign をチェッ 

ク、観察 

・緊急時は、まず診療科主治医が呼ばれる 
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・手術 1 時間後：飲水（お茶、スポーツドリンク）開始。固形物は帰宅

後約 4 時間後   

・外来がしまる 17時までに麻酔科医が患者の状態を評価 

意識、呼吸、循環 

運動能力（座っていられるか、歩行可能か、ふらつかないかなど） 

排尿の有無、出血、嘔気、嘔吐、疼痛 

・問題が無ければ帰宅させる。かならずオーベンに伝える 

・帰宅後の緊急連絡先を患者家族に伝えておく 
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日帰り手術チェックリスト日帰り手術チェックリスト日帰り手術チェックリスト日帰り手術チェックリスト    

◇チェックチェックチェックチェック項目項目項目項目 

 帰室後 30 分後 1時間後 2 時間後 3 時間後 4 時間後 

時刻       

血圧    /    /     /     /     /     / 

心拍数       

SPO2       

飲水       

嘔気・嘔吐       

排尿       

意識レベル       

 

○飲水は帰室 1 時間後に開始。半覚醒の場合は覚醒してから飲水。 
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◇帰帰帰帰宅宅宅宅時チェックリスト時チェックリスト時チェックリスト時チェックリスト 

□Vital sign が安定している 

□意識が清明 

□飲水できる。飲水して、嘔気・嘔吐がない 

□痛みのコントロールがついている 

□排尿があった 

□自力で運動できる（ベット上で起きて座っていられる。一人で歩ける） 

□創部の出血などがない 

□保護者が帰宅に同意している 
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14141414. . . . 腎移植の腎移植の腎移植の腎移植の麻酔麻酔麻酔麻酔    

生体腎移植生体腎移植生体腎移植生体腎移植 

(1)ドナーの麻酔 

・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 

・麻酔方法は全身麻酔に硬膜外麻酔（術後鎮痛にも用いられる）を併 

用する。腹腔鏡手術の場合には、硬膜外麻酔をしないことも多いが 

術者と相談する 

・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。尿管切断までは輸液を多めにして、

必要に応じてフロセミドを用いる 

(2)レシピエントの麻酔 

・腎不全患者の麻酔に準ずる。術前準備として透析は重要である。前日 

に透析を行い、Dry Weight + 1 kg で終了する（浣腸などの分）。ま 

た当日朝の体重を測定する 

・脊椎麻酔および硬膜外麻酔は、出血傾向、感染のリスク、循環血液量 

のコントロールが難しいので全身麻酔のみで行う（術者から硬膜外麻 

酔を依頼されることもある。その場合、凝固機能などのリスクを考え 

て決める。PCIA での術後疼痛管理も考慮する） 

・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 
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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 

・尿が出るまで、維持＋術野蒸発分を輸液。尿が出てから（血管吻合さ 

れてから）の輸液は維持＋術野蒸発分＋尿量を目標とする 

・ソルメドロール 500 mg を血管吻合時に、ラシックス 20 mg を血流再 

開時にそれぞれ投与する。これらの薬物投与は外科医の指示に従って 

下さい 

 

死死死死体腎移植体腎移植体腎移植体腎移植 

・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 

・死体腎移植では、阻血時間が長いために移植腎の機能回復が遅れる。 

従って生体腎移植と比べて輸液量を減少させる必要がある。術後透析 

が必要な場合も多い 

 

＊（生体・死体）腎移植の麻酔管理は外科医との連携を大切にすること 

が重要です 
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15151515. . . . 小児生体肝移植の麻酔管理小児生体肝移植の麻酔管理小児生体肝移植の麻酔管理小児生体肝移植の麻酔管理    

    

<<<<主主主主麻酔医麻酔医麻酔医麻酔医編編編編>>>>    

    ＊麻酔科医の幅広い能力を駆使する 

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 

  （担当麻酔科医は全員出席することが望ましい） 

１) 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 

２) 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 

３) 検査科に確認 

凝固系測定、生化学検査の結果確認方法 

 

4) 4) 4) 4) 術前麻酔管理術前麻酔管理術前麻酔管理術前麻酔管理    

(1) 前投薬 小児麻酔の項参照 

(2) 麻酔導入 AOS 筋弛緩モニター 

良い DIV 確保、A-ラインはシーネ固定をして一発で入れテ
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ガダーム固定 

(3) 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、チューブ類の位置を確認 

(4) 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側から受け取り、頸～耳介後部まで丁寧に

貼る 

（術野から絶対に垂れ込まないようにし、体温低下を防ぐ） 

 

5) 5) 5) 5) 術中麻酔管理（肝の術中麻酔管理（肝の術中麻酔管理（肝の術中麻酔管理（肝の再再再再環環環環流ま流ま流ま流まで）で）で）で）    

(1)動脈圧（脈圧）、心拍数、CVPをモニター下に volume 管理 

PTPTPTPT がががが 60606060％％％％になるになるになるになるままままではではではでは FFPFFPFFPFFP 中心中心中心中心で、60％を超えれば FFPを即座

に中止しアルブミナー中心に 

(2)体温は 37 度台を維持し、肝の再環流前には 38 度台まで加温 

volume は多めにし、電解質（特に Ca）、BE等を補正しておく 

(3)肝の再環流前には、セボフルランを 1％まで下げ血圧低下を防ぐ 

(4)筋弛緩薬等を追加 

(5)bolus 用アルブミナー20mL 数本を用意 
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6) 6) 6) 6) 術術術術中麻酔管理（肝の中麻酔管理（肝の中麻酔管理（肝の中麻酔管理（肝の再再再再環環環環流流流流後）後）後）後）    

(1)凝固系および薬物代謝、lactate が急速に回復 

(2)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 

      (3)筋弛緩を頻回にモニタリング（体動厳禁） 

     (4)凝固系も重要であるが、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、HtHtHtHt はははは 25252525～～～～30303030％％％％にににに維維維維持する。持する。持する。持する。30303030％％％％をををを

超超超超えてはいけないえてはいけないえてはいけないえてはいけない 

(5)手術が終盤には、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） 

 

7) 7) 7) 7) 術後疼痛術後疼痛術後疼痛術後疼痛対策対策対策対策    

      フェンタニル PCAもしくは持続投与 4 日間程度。イレウスはグラ

フト肝血流を減少させるので避ける。最低限の投与量とし、小児外科医

と相談しながら決める 
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＜副＜副＜副＜副麻麻麻麻編＞編＞編＞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、V.S、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２）準備２）準備２）準備    

（１）基本的には、全身麻酔（A-line、DIV×２）の用意。CV は

小児外科が Triple lumen をいれる。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 50ml 2 箱、その他各 1 箱ずつ）、輸血用フィ

ルター５つずつ程、血ガスシリンジ多数など用意する。また、薬

や道具が足らなくなることを考え、麻酔車を２台持っていくとよ

い 

（２）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、GAYMER の位置などを調節する 

（３）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
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け取る 

 

３）術中３）術中３）術中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 の測定がある。また当然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・凝固能についてはしっかり把握しておく。

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

A-line の呼吸性変動など）により決めていき、かなり in overな

印象となるので注意する。小児外科から採血の依頼が時々来るの

で、A-line より 5～6mlほど採血する 

 

＜輸液＜輸液＜輸液＜輸液管理管理管理管理係＞係＞係＞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 50ml の

シリンジ（50505050mlmlmlmlを１を１を１を１単単単単位とし位とし位とし位としシシシシリンジにリンジにリンジにリンジに番号番号番号番号を付けるを付けるを付けるを付ける）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 120ml、FFPは１単位 120ml として計算する。伝票を記入すると
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きには、Epi を開けるときに使う台をもう一台用意しておくと便

利である。手術後半になり、移植した肝臓が機能しだすと FFP の

代わりに PPF を使用するので、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：

VeenF の後ろに入っているものを利用）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 

大量輸血用の伝票を数枚用意する 

 

 

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 V.S.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（Fentanyl, Rocuronium, 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 100ml/h FFP 200ml/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。 
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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。アルブミナーを one shot 用に 20ml のシリンジで 2、3

本用意しておく。血ガスでは Lac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 がとられる

のと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 50ml 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、

Lac、尿の色調も参考になる。閉腹とともに CVPが上昇し、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 430へ帰室となる 
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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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11116666. . . . ICDICDICDICD 植え込み術の麻酔植え込み術の麻酔植え込み術の麻酔植え込み術の麻酔    

1)麻酔方法と準備 

 ・前投薬：必要があれば、心機能に応じて出してもよい 

   抗不整脈薬は手術当日まで継続する 

 ・麻酔方法：全身麻酔 

 ・気道確保 ：気管挿管（TEE 使用症例では必ず）または LMA 

 ・ライン：A ライン、末梢ルート 1本 

   高度心機能低下症例では、中心静脈ライン・TEE 

 ・体外式除細動パット・ペーシング 

   11番、7番横にある。パットがあるかを前日日中に必ず確認 

   使用後は受付に補充を依頼 

 ・BISもしくは INVOS 

2)注意 

・必ず最初に除細動パットを貼る 

・パットを使用したら補充を依頼すること 

・患者は致死的不整脈を持つ患者であることを認識する 

・透視下に経静脈的リード電極を挿入した後、心室細動を誘発し除細動 

テストを行う。心機能低下症例や頻回の除細動を要した場合などでは 

除細動テスト後に血圧が低下し、カテコラミンの持続投与が必要にな 

る場合もある 
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11117777. . . . 呼吸機能低下症例の麻酔呼吸機能低下症例の麻酔呼吸機能低下症例の麻酔呼吸機能低下症例の麻酔    

喫煙喫煙喫煙喫煙    

・ 喫煙による影響は、ニコチンによる心負荷、CO-Hb増加による酸素運

搬能の低下、線毛上皮の障害による気道過敏性の亢進と喀痰排泄能の

低下がある。また、閉塞性換気障害のリスクとなる。IHDの危険因子

のひとつでもある 

・ 禁煙によって、24 時間以内に血中ニコチン濃度と CO-Hbは低下し、48

～72 時間で CO-Hbは正常化する 

・ 禁煙 1週間～4週間では、線毛上皮の回復による喀痰排泄量増加のた

め、一過性に術後呼吸器合併症が増加する（禁煙パラドックス） 

・ 術後呼吸器合併症の減少のためには、8週以上の禁煙期間が望ましい 

 

喘息喘息喘息喘息    

・ 術前で確認しておくことは、どんな治療がされているのか、最終発作

はいつか、発作の頻度はどれくらいか、増悪因子は何かである 

・ 無治療で 1年以上喘息発作がなければ、ほとんど影響はないと考えら

れる 

・ 1 ヶ月以内の発作は気道過敏性亢進群と考えられ（2 週間以内の発作

は大発作予備群）、喘息のコントロールがつくまで手術を延期するこ

とを前提として、指導医と相談する 
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・ 内服・吸入は手術当日も継続し、β刺激薬の吸入器は手術室に持参さ

せるとよい 

・ 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 は有効な気道確保の手段として考慮される 

・ 鎮静度・鎮痛度を深くすることによって、挿管に伴う刺激や手術操作

による気道の反射性収縮を抑制する。 

・ 術中、気道内圧の上昇やカプノモニターで CO2排泄遅延パターンを認

めたら喘息発作を疑い、次のことを確認する。聴診、バイタルサイン、

気管チューブのキンクや深さ、可能なら BGA。鑑別にはチューブトラ

ブルの他に、胃内容誤嚥、肺水腫、緊張性気胸、アナフィラキシー 

・ 術中喘息発作の対応としては、①可能なら手術を中断してもらう、②

吸入酸素濃度を上げる（循環動態が許せばセボフルレンを 2～3 MAC

に上げる）、③吸痰をする、④1回換気量は少なめに、呼気相は長めに

して、PEEPはかけず、高 CO2 血症は許容する、⑤β刺激薬の吸入を行

う（通常量の 2 倍程度が適当とされる）。ここまでで改善がみられな

ければ、⑥アミノフィリンを静注する（6 mg/kg を生食に溶き、初め

の 15 分間で半量投与し、次の 45 分間で残りを投与） 

・ 十分な吸痰を行った後、聴診しながら麻酔覚醒を行う。リバースは、

ネオスチグミンが発作を誘発するおそれがあるので、ブリディオンを

用いる 
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・ 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へ入れ替えてもよい 

・ 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 

・ NSAIDs は発作を誘発させるおそれがあるので投与しない 

 

1111秒率＜秒率＜秒率＜秒率＜70707070％％％％（（（（閉塞性閉塞性閉塞性閉塞性換気換気換気換気障害障害障害障害））））    

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

の場合も注意を要する 

・ 代表的疾患は、COPD（肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息） 

・ 揮発性吸入麻酔薬は気管支拡張作用があり、よい適応である 

・ 亜酸化窒素はブラ・ブレブの容積や内圧を増加させる。また、肺血管

抵抗と肺動脈圧を上昇させるため、原則禁忌である 

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

がかかる。これにより、肺の過膨脹、前負荷の減少と肺血管抵抗の増

大による血行動態の悪化、ガス交換能の障害がおきる。換気回数は減

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） 
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％％％％肺肺肺肺活活活活量量量量＜＜＜＜80808080％％％％（（（（拘束性拘束性拘束性拘束性換気換気換気換気障害障害障害障害））））    

・ 代表的疾患は、肺線維症（間質性肺炎）、肺水腫、うっ血、無気肺、

血気胸、筋疾患、胸郭・横隔膜の運動を制限する種々の疾患 

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

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 

 

睡眠睡眠睡眠睡眠時時時時無無無無呼吸症呼吸症呼吸症呼吸症候群候群候群候群    

・ 中枢性か末梢性（閉塞性）かを評価する。 

・ 前投薬に鎮静薬は出さないほうが良い。 

・ 閉塞性であれば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。 

・ 十分覚醒させてから抜管する。 
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＜付録＞ 

HughHughHughHugh----JJJJoooonesnesnesnesのののの分分分分類類類類    

Ⅰ度：同年齢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歩行はできるが、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：休み休み出なければ 50 yd（約 46 m）も歩けない 

Ⅴ度：会話、着物の着脱にも息切れする。息切れのため外出できない 

呼吸不全呼吸不全呼吸不全呼吸不全   PaO2 ≦60 mmHg 

Ⅰ型  PaCO2 ＞45 mmHg：肺胞低換気 

Ⅱ型  PaCO2 ≦45 mmHg：拡散障害、shunt、換気/血流不均等 

肺肺肺肺胞胞胞胞気気気気式式式式： 

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 

肺肺肺肺胞胞胞胞----動脈血動脈血動脈血動脈血酸素分圧格差酸素分圧格差酸素分圧格差酸素分圧格差：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） 



 101 

11118888. . . . 糖尿病患者の麻酔糖尿病患者の麻酔糖尿病患者の麻酔糖尿病患者の麻酔    

(1)(1)(1)(1)術前の術前の術前の術前のチェックチェックチェックチェック項目項目項目項目    

通常の術前チェック（既往歴、現病歴、胸部 Xp、心電図、採血など） 

に加えて･･･ 

1)１型糖尿病か、2型糖尿病か、薬剤性（ステロイドなど）か 

・常時インスリンを使用しているのか、内服薬などの治療なのかをチェ 

ック！ 

・耐糖能異常を示しているだけで、他に重大な疾患が隠れている場合も

あるので要注意。 

2)治療歴は長期なのか、合併症はないか 

・糖尿病の 3大合併症（網膜症、神経症、腎症）をチェック！ 

・糖尿病の長期罹患患者の中には、心血管系合併症（無症候性心筋梗塞 

や動脈硬化症など）のある方もいるので、麻酔導入・維持には要注意 

・糖尿病では、健常人より 4～5倍冠動脈疾患の罹患率が高い。心電図 

は必須。 

3)現在の治療形態は何なのか 

・食事療法、経口血糖降下薬、インスリン療法（定時 orスライディン 

グスケール）、 

・手術当日の麻酔科オーダーに関係することなのでチェック！ 
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4)手術直前の血糖状態はどうであるのか 

・空腹時血糖、随時血糖、食後血糖、HbA1c、尿ケトン体、低血糖発作 

の頻度などをチェック！ 

5)手術の術式、手術時間、手術の規模 

・実際行う手術が high risk であったり、長時間であったりすると、術 

中血糖コントロールが必要になったりするのでチェック！ 

6)体型（身長、体重、BMI）、他の合併症 

・肥満があると、マスク換気が困難であったり、維持中に呼吸状態が変 

動することがあるので要注意 

・糖尿病のほかに、高脂血症、高尿酸血症、高血圧症などを合併してい 

ることがあるので、術前に注意しましょう 

 

    (2)(2)(2)(2)待待待待機手術での術前コントロールでの手術中機手術での術前コントロールでの手術中機手術での術前コントロールでの手術中機手術での術前コントロールでの手術中止基止基止基止基準（準（準（準（目目目目安）安）安）安）    

・空腹時血糖 200mg/dl 以上 

・随時血糖 250mg/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 
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    (3)(3)(3)(3)麻酔導入・麻酔導入・麻酔導入・麻酔導入・維維維維持持持持    

1)指導医と相談して麻酔計画をたてる 

・術式に合った麻酔計画（全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔） 

・術中の血糖コントロールが必要なときは、OR 6-8間の薬ボックス辺り 

にある簡易血糖測定器を持ち出しましょう。 

・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 

応を指導医と相談しましょう。（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 時から絶飲食の指示を出すの 

で、経口糖尿降下薬の中止を忘れずに！  

・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

ど必要に応じて行いましょう。 

3)麻酔導入 

・入室後通常のモニタリングを行う。 

・動脈硬化症、高血圧症、自律神経障害のある場合など、心血管系リス 

クのある場合は、導入後低血圧や徐脈に陥ることがあるので要注意！ 

4)麻酔維持 

・麻酔計画に則った麻酔維持を行う 

・定期的に血糖を測定する。（簡易血糖測定器、BGA）  

・術中血糖は 150～200mg/dl が目安 
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・血糖コントロールが必要ならば、以下のことを考慮します 

 

低血糖（＜70mg/dl）では、血糖をあげるかどうか考える 

  ＊手術術式による（周術期高血糖の傾向） 

  ＊50％ブドウ糖液 15～20ml 静注して、30 分後に血糖測定する 

＊血糖＞70mg/dl になるまで繰り返す 

術中血糖＞250mg/dl となったら、血糖を下げる手立てをうつ！ 

（＝レギュラーインスリンを使う！） 

  ＊周術期の高血糖は、創傷治癒や感染に悪影響を及ぼす 

  ＊緊急時は、血糖値の 1/20 のレギュラーインスリンを静注 

  ＊少量持続投与では、シリンジポンプを用いてレギュラーインス 

リン 5単位/時間で開始 

＊末梢ラインが 2本以上あれば、ヴィーン D（25g/500ml）＋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 

方もあります。 

  ＊インスリンは、点滴のラインに吸着されるという性質があるの 

で、点滴に混注するときはやや多めがよいと思われます 

  ＊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 

 

 



 105 

＊TOPICS 

・経口血糖降下薬の「メルビン」（ビグアナイト類、半減期 8～12 時間） 

を内服している方の麻酔時には要注意！術中 Lactic acidosis となる 

症例が報告されています。術前内服は中止とするよう、主治医と相談 

しましょう 

・レミフェンタニルは術中のストレスレスポンスを抑制するので、これ 

まで見られていた「周術期高血糖」がおこることはほとんど見られな 

い。それよりも、むしろ低血糖になることがあるので注意 
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11119999. . . . 透析患者の麻酔透析患者の麻酔透析患者の麻酔透析患者の麻酔    

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）は補正しない。通常は、術前術後に透析スケジュ

ールが組まれる 

 

1)術前評価の注意点 

・透析スケジュール 

・dry weight と除水量 

・透析中の循環動態の変動の有無 

・合併疾患（心血管系、糖尿病など） 

・電解質（高カリウム、低ナトリウム、低カルシウム）、出血傾向、貧 

血など 

・シャントの位置 

 

2)術中管理 

・非観血血圧計やライン類は、非シャント側で確保する。 

・輸液過剰や透析による水分過剰除水に注意。 

・高血圧を合併しているので、血圧管理が重要 

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

・局所麻酔薬：アミド型を使用。アシドーシス下ではイオン化されやす

く、効きにくい。高カリウム血症があると心毒性が増強される 

・吸入麻酔薬：セボフルラン、イソフルランは腎に対して影響が少ない 

・筋弛緩薬：サクシニルコリンは血清カリウム値を上昇させる。非脱分

極性筋弛緩薬は作用時間が延長する。ベクロニウムは主に肝代謝だが、

筋弛緩モニターを使用し投与量に注意する。ロクロニウムではあまり

問題にならない 

・静脈麻酔薬：プロポフォールは腎機能に影響しないとされるが、BIS 

モニター下で注意して使用 

・オピオイド：モルヒネは主に肝代謝で、腎機能は影響を与えないが、 

活性度の強い代謝産物による呼吸抑制の遷延を認めるので使用しな 

い。フェンタニルは肝代謝・腎排泄であり、Palmacokinetics でのシ 

ミュレーションより遷延するので、注意が必要 
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20202020. . . . 感染症患者感染症患者感染症患者感染症患者の麻酔の麻酔の麻酔の麻酔    

手術棟内感染のリスクを抑えるため、手術は Room1 あるいは 2 で行う 

HHHHIVIVIVIV陽性陽性陽性陽性患者患者患者患者    

1)準備 

・あらかじめ主治医から手術部への連絡（麻酔科にコンサルテーション 

がある） 

・必要最小限の人数で手術を行い、見学者の入室は禁止 

・片付けが終わるまで、使用する手術室は隔離室と考えて対処する 

・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 

使用し、袖から肌が露出しないようにする 

・バイトブロック、エアウェイなどもディスポ製品を用いる 

・咳の多い場合、白血球の少ない場合などは病室よりマスクを着用させ 

 る 

2)麻酔 

・可能な限り針を使用しない麻酔方法を選択する 

・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、施行者は手袋を二重に着用、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 



 109 

・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 

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 0.5%次亜塩素酸アトリウム（ピューラ 

ックス）または消毒用エタノールで清拭する 

・ゴミ袋の運搬時は、上の縛り口をつかみ、下からは抱えないこと 

 

結核結核結核結核患者患者患者患者    

1)準備 

・予定手術は、感染力がなくなるまで延期すべきである 

・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 

・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 

・全例、感染症用ディスポーザブル製品・除菌フィルタを使用し、使用 
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後廃棄する 

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 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 

 

疥癬疥癬疥癬疥癬    

1)原因 

・疥癬虫（ヒゼンダニ、0.2～0.4mm）が人の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 
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・25℃・湿度 90％で 3 日、12℃・高湿度で 14 日間、50℃では 10 分程 

で死ぬ 

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 
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21212121. . . . 『エホバの証人』『エホバの証人』『エホバの証人』『エホバの証人』((((輸血拒否輸血拒否輸血拒否輸血拒否))))患者の麻酔患者の麻酔患者の麻酔患者の麻酔                                                                            

対応は症例毎で異なります。ここに書いたのはあくまでも一般論です。

診療科との協調はもちろん、病院全体で一致した対応をすることが重要

です。決して勝手に一人で患者に説明したり、同意をとったり、安易に

約束したりしないように 

 

(1)麻酔を行なうことが決まったら・・・ 

・まずオーベンにそのことを伝える。同時に手術当日のインチャージに 

もその旨伝える(当日の責任者となるため)。さらにリスクマネージャ 

ー(2011年は山下先生)と田中教授にも連絡する 

・術前診察・説明には少なくとも上記のうち誰かには同席してもらうこ 

と。症例によっては説明の前に診療科との協議や診療科同席による説 

明が必要な場合もある 

・特にある程度輸血の可能性がある場合は病院長まで報告する必要があ 

るとされる(決定事項) 

(2)可能な製剤は？（どこまで OKか確認すること） 

・エホバの証人患者（以下 エホバ患者）はいかなる場合も輸血を拒否 

(絶対的無輸血)する教義を持っている。彼らの中で『輸血製剤』にあ 

たるものには全血、FFP、WBC、RBC、PLT がある。これらは必ず拒否さ 

れるといっていい（ごく稀に細胞成分を含まないから FFPは良いとす 



 113 

る人もいる) 

・貯血式の自己血輸血も禁止されているため注意 

・人工血漿増量剤（ヘスパンダーやサリンへス）はほとんどすべての人

で投与可能である 

・心臓手術に伴う人工心肺、血液透析やワクチンは容認されている 

・グロブリン製剤、アルブミン製剤、凝固因子などについては個人の裁

量に任されている 

・希釈式・回収式自己血輸血についても個人の裁量内 

(3)いわゆる『輸血にかかわる免責書』について 

・証人患者は上記のような書類をもっており、サインするよう求められ 

ることがある。輸血を行わなかったことにより生ずるいかなる不利益 

にも抗議しない旨が記されている。しかしながらこれは民事上の責任 

を問われないということであり、刑事責任を問われないかは現時点で 

は不透明 

(4)いわゆる『医療機関連絡委員会』について 

・大都市（つくば市にも）には委員会があり、証人患者は多くがこの委 

員会に医療について相談しており、術前の説明の席に同席することが 

ある。院内での検討の結果、当院での治療(手術)が不可能となればこ 

の人たちが患者に他の協力病院を紹介することもある 
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(5)法的事項について 

・世間で大きく取り上げられた事例はいくつか存在する 

 ①聖マリアンナ医大(85年) 

交通事故の少年が両親の輸血拒否のため輸血を受けないまま亡く 

なった（輸血すれば必ず助かったかどうかは不明) 

⇒2つの特殊な状況を含んだ事例。すなわち緊急事態(緊急手術)の 

輸血と小児に対する対応である。前者については医師の良心に従っ 

て最善の治療を行えば輸血しようがしまいが医師の法的責任は問 

われない。後者については日本輸血学会をはじめとする 5学会(日 

本麻酔科学会を含む)がガイドラインを示しており 18歳以上は本人 

の主張を最優先、15～17歳は親・本人両方が輸血を拒めば輸血しな 

いが両者の見解が一致していない場合は輸血を行う、15歳未満は親 

の輸血拒否は親権乱用と考え拒否しても輸血を行う(本人が拒否し 

ても)という内容になっている。が、あくまでもガイドラインで法 

的な根拠はない 

⇒緊急緊急緊急緊急時は成人の時は成人の時は成人の時は成人の明確明確明確明確なななな自己決自己決自己決自己決定が定が定が定が確認確認確認確認ででででききききないないないない場合場合場合場合は医は医は医は医師師師師のののの判判判判    

断断断断でででで輸輸輸輸血は血は血は血は容認さ容認さ容認さ容認される。れる。れる。れる。反対反対反対反対に成人のに成人のに成人のに成人のききききちちちちんんんんとしたとしたとしたとした自己決自己決自己決自己決定定定定がががが確認確認確認確認    

ででででききききるるるる場合場合場合場合はははは緊急緊急緊急緊急・・・・待待待待機手術機手術機手術機手術問わずそ問わずそ問わずそ問わずそれにれにれにれに逆逆逆逆らってらってらってらって輸輸輸輸血することは血することは血することは血することは    

法法法法的的的的((((民事民事民事民事))))責任責任責任責任をををを問わ問わ問わ問われるれるれるれる可可可可能能能能性性性性があるがあるがあるがある 
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②東大医科研(92年) 

術前の説明で他に救命手段がないときには輸血する旨をきちんと 

説明していなかったため自己決定権を侵害したとして医師側敗訴 

⇒輸血を拒否する患者に輸血をすること自体はやむを得ない場合 

容認されるが、本例ではきちんと説明していれば手術を受けない、 

或いは他院で手術を受けた可能性があるとの主張が認められ説明 

責任を果たしていないことが糾弾された 

⇒スタンスはスタンスはスタンスはスタンスはどどどどうあれうあれうあれうあれききききちちちちんんんんとととと説明説明説明説明((((++++記録記録記録記録にににに残残残残すすすす))))することがすることがすることがすることが重重重重要要要要 

③大阪医科大(07年) 

妊婦が大量出血して輸血を受けないまま亡くなった事例。病院は対 

応マニュアルを 2年前に策定しており、それに基づき対応した。丁 

寧な説明を繰り返し行い、記録に残し、同意を得た。本事例につい 

て法的論争はおこっていないし、異状死の届け出はされていないが 

責任は問われていない。妊婦であるため十分な対応時間がとれたこ 

とが奏功した 

⇒十分十分十分十分な時な時な時な時間間間間をとってをとってをとってをとって組織組織組織組織全体で全体で全体で全体で対応対応対応対応することがすることがすることがすることが重重重重要。要。要。要。繰繰繰繰りりりり返返返返しししし説説説説    

明明明明することがすることがすることがすることが重重重重要要要要    
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学会学会学会学会ののののガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン（http://www.anesth.or.jp/news/000858.html） 

1)当事者が18 歳以上で医療に関する判断能力がある人の場合（なお、 

医療に関する判断能力は主治医を含めた複数の医師によって評価 

する） 

(1) 医療側が無輸血治療を最後まで貫く場合 

当事者は、医療側に本人署名の「免責証明書」（注１）を 

提出する 

(2) 医療側は無輸血治療が難しいと判断した場合 

医療側は、当事者に早めに転院を勧告する 

2)当事者が18 歳未満、または医療に関する判断能力がないと判断さ 

れる場合 

(1) 当事者が15 歳以上で医療に関する判断能力がある場合 

①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 

②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 

③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。 
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(2) 親権者が拒否するが、当事者が15 歳未満、または医療に 

関する判断能力がない場合 

①親権者の双方が拒否する場合 

医療側は、親権者の理解を得られるように努力し、なるべ 

く無輸血治療を行うが、最終的に輸血が必要になれば、輸 

血を行う。親権者の同意が全く得られず、むしろ治療行為 

が阻害されるような状況においては、児童相談所に虐待通 

告し、児童相談所で一時保護の上、児童相談所から親権喪 

失を申し立て、あわせて親権者の職務停止の処分を受け、 

親権代行者の同意により輸血を行う 

②親権者の一方が輸血に同意し、他方が拒否する場合 

親権者の双方の同意を得るよう努力するが、緊急を要する 

場合などには、輸血を希望する親権者の同意に基づいて輸 

血を行う 

3)輸血同意書・免責証明書のフローチャート 

当事者と親権者が輸血同意、拒否の場合に医療側が行うべき手 

順のフローチャートを図1 に示す。 

4)輸血療法とインフォームド・コンセント 

厚生労働省は平成17年9月、「輸血療法の実施に関する指針」 

（改定版）及び「血液製剤の使用指針」（改定版）を通知し（平
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成17年9月6日付、薬食発第0906002 号、医薬食品局長通知）、

その中で医療関係者の責務として次のような内容を盛り込ん

だ。血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の適正な使用

のために必要な事項について、患者またはその家族に対し、適

切かつ十分な説明を行い、その了解（インフォームド・コンセ

ント）を得るように努めなければならないことを記し、さらに

輸血による危険性と治療効果との比較考量に際し、輸血療法に

は一定のリスクを伴うことから、リスクを上回る効果が期待さ

れるかどうかを十分に衝量し、適応を決めることとした。輸血

量は効果が得られる最小限にとどめ、過剰な投与は避ける。ま

た、他の薬剤の投与によって治療が可能な場合には、輸血は極

力避けて臨床症状の改善を図ることを明記している。さらに、

説明と同意（インフォームド・コンセント）のところには、患

者および/またはその家族が理解できる言葉で、輸血療法にか

かわる以下の項目、すなわち 

①輸血療法の必要性 

②使用する血液製剤の種類と使用量 

③輸血に伴うリスク 

④副作用・感染症救済制度と給付の条件 

⑤自己血輸血の選択肢 
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⑥感染症検査と検体保管 

⑦投与記録の保管と遡及調査時の使用 

⑧その他、輸血療法の注意点 

を十分説明し、同意を得た上で同意書を作成し、一部は患者に

渡し、一部は診療録に添付しておく（電子カルテにおいては適

切に記録を保管する）。輸血の同意が得られない場合、基本的

に輸血をしてはならない 

5)医療側がなすべき課題 

ガイドラインでは、今までの裁判例を踏まえて、輸血を含む治

療を行わなければ生命の危険がある場合など特殊な状況では、

親の同意が得られなくても、輸血を可能とする道を示した。ガ

イドラインの運用にあたっては、各医療施設は本ガイドライン

の趣旨を尊重しつつ、充分に討議を行い、倫理委員会などで承

認を得た上で、その施設に見合う形で運用することも可能であ

る。さらに、患者の医療に関する判断能力の有無を判定する、

主治医を含めた複数の医師による委員会などの整備、具体的な

手順などについてコンセンサスを得て定めておくことが望ま

れる 
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