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一気にわかる麻酔管理 Ver1.7  2011.11.11 

若い医師に麻酔の全体像を早く把握してもらうために、成書にあまり書いていない麻酔

管理の実際の感覚について述べる。一つの事象に対して論文の研究結果は全く反対のこと

を示すことはよくある。エビデンスGradeAは麻酔科領域ではそう多くはない。患者背景、

施設背景、術者背景も含め様々な要因が異なるのも原因であろう。施設や個人によって麻

酔方法、使用麻酔薬が異なるのも当然である。考え方や感覚は個々の麻酔科医によって異

なる。本文に書いてあることをうのみにせずに、個々の症例に合わせて指導者に従ってい

ただきたい。以下に書くことは麻酔中、非公式に研修医に話す個人的な考え程度にとらえ

ていただいてよい。しかしながら一読していただければ、考え方の幅は大きく広がるもの

と考える。考察するための知識は多いほどよい。これから多くのことを勉強していく中で

取捨選択されるとよい。筆者の考えでは、大切なことは、麻酔、手術によって崩れていく

ものを経時的にとらえ、個々の患者に応じて、生体が対応できうる生理的範囲に近づける

ことだと思う。 

本文の不備、つけたし、筆者の考え方の変更等があれば随時改定していく予定である。 

 

注意：個々の患者には様々な因子が絡んでおり、ある特定の事象に対する対処において、

ここに記述した方法が必ずしも適切でないこともある。そのことは読んでいただければ理

解できると思う。よってここに書いてある情報を用いた結果生じたいかなる不都合に対し

ても、筆者は責任を負うものではない。この内容の臨床への適用に関しての責任は医師各

自のうちにある。 
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A 麻酔深度調節の一般論 

 

全身麻酔薬は、血管を拡張させ、心収縮力を弱め、心拍数を遅くし、呼吸を抑制する方

向に働く。手術による刺激はこれとは逆の方向に働く。 

つまり調度よい麻酔深度とはこのバランスがよいということである。麻酔薬が入ってい

ても、ある程度の刺激を体が感じて、ある程度の体内カテコラミンが放出され血圧や心拍

数が上がる。自発呼吸で管理されていれば、呼吸中枢が刺激され呼吸数が増える。 

挿管は強い刺激であるので強い麻酔が必要である。 

挿管後、手術開始までの間は、挿管されているということによる刺激はある。挿管時や

手術中より尐なめの麻酔薬投与量でよい。手術開始時には強い刺激（切っては焼く）なの

で強い麻酔。手術終了近くは比較的刺激が弱い（皮膚、皮下を針で刺す）ので弱い麻酔。

各状況において、ある程度の深さの麻酔にたいして、ある程度刺激を体が感じ体内カテコ

ラミンが出て、調度よい血圧になるように麻酔深度を調節するのである。程よく体が刺激

を感じ、体内カテコラミンが程良く放出されて、程良い心拍数と血圧、程良い心拍出量が

維持されるのである。過度の刺激侵襲を生体が感じると、免疫能低下など悪影響を生じる。

過度の交感神経緊張は予後を悪化させるのは常識となりつつある。日常生活の発熱を思い

出していただければよいが、ある程度の頻脈や発熱は生体の反応としてリーズナブルであ

る。必要十分な心拍出量が、各臓器の機能を最大に働かせながら手術部位組織の浮腫を軽

減させ創傷治癒を促し、感染を減らし予後を良くするのではないかと考える。まずは適切

な麻酔深度を保つことが大切である。麻酔が深すぎるためにドパミンなどレセプターに偏
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りがある昇圧剤を持続的に使ったり、大量に輸液するよりは、適度な体内カテコラミンの

方がより生理的なのではないかと考えている。日常生活において体内カテコラミンは必要

に応じて出ている。麻酔中の血圧、脈拍は日常生活よりも低く保たれる。日常生活よりは

低めの交換神経刺激で維持する分にはよいのではないかと思っている。 

手術が始まりそうになったら麻酔深度を深くして、執刀時の激しい刺激に準備する。す

ると執刀までの間に血圧が下がりすぎる場合がある。バランスが大きく崩れているからで

あるが、ここで体内カテコラミンを出すエフェドリンを使用するのはリーズナブルなこと

である。また、手術中にある程度刺激と麻酔のバランスが調度よくなった後に、一時的に

術野の刺激が弱くなって（術野が細かい作業をしていたりする場合等）相対的に麻酔深度

が深くなり血圧が下がることもある。その場合も体内カテコラミンを補う意味でエフェド

リンを使用する。一時的な刺激の低下にたいして麻酔深度を下げてしまうと、手術操作が

変わって再び強い刺激になった瞬間にバランスがくずれる。すると一時的に過剰放出され

てしまったカテコラミンの作用を拮抗させる、必要以上に深い麻酔深度にしなければなら

ない。しばらく血圧と麻酔濃度のシーソーゲームが続くことになる。また交感神経の過剰

状態を引き起こすという意味でも好ましくない。短期的な多尐の血圧の変化に合わせて細

かく麻酔深度を調節するよりも中期的に見て麻酔深度を調節する。皮膚を切る強い刺激操

作が続いていても血圧が低めならば麻酔深度を尐し浅くする。同じような操作が続くこと

が明らかなら、その刺激に合わせる。 

麻酔薬の血管、心臓、脳への影響のバランスは多くの人は同程度であろうが、当然臓器

によっても大きな差がある場合もある。麻酔薬が血管に対して強く作用する人なら（例ARB

内服）、血管収縮薬を持続投与する場合もある。心臓に対して強く作用してしまうなら（例 

心機能低下症例）、強心薬を持続投与することもある。 

 

血圧の変動をなるべく尐なくするために。 

患者が入室したらルーチンで橈骨動脈を触れることを絶対にやっていただきたい。 

橈骨動脈が触知可能ならおおまかに血圧70mmHg以上あると言われるが、その触れかたに

は個人差が非常にあり、血圧が正常域でも全く触れない人もいる。血圧70mmHgでもよく触

れる人もいる。入室時に自動血圧計で血圧を測り、その人の脈のコントロールの強さを知

っておく。その患者の脈の強弱の経時的変化から血圧の変動をタイムリーに知るのである。

自動血圧計は急激な血圧の変動がある場合や極端に低かったり高かったりする場合測るの

に時間がかかったり測れなかったりする。麻酔導入時は血圧の変動が大きいのでこまめに

触診する。瞬時に血圧が下がったか上がったかわかるので、自動血圧計で測定するよりも

早く対処でき、血圧の乱高下を減らせる。薬がどの程度効くか分からない重症患者では特

に有用である。 

頸動脈では50mmHgでも触れてしまうので橈骨動脈の方が鋭敏な指標となる。ただし手術

中、手はしまわれることもあるので、頸動脈も触れておく。 
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手術中は麻酔導入時より極端な変動は尐ない。極端な変動があるような症例ではA-line

が入っているであろう。 

抜管時も有用性が高い。抜管後嘔気を訴える時も血圧が下がったことを除外する必要が

あるが迅速に行える。 

また絶対的な指標ではないが、心機能が悪いと評価されている場合、脈が力強いのであ

るならば心拍出量は意外にあるのではないか、脈が細く押すと簡単に虚脱してしまうなら

本当にひどい低心機能ではないかと予測することもある。イレウス患者の場合の脱水の程

度も予測する。これらの予測も考慮し導入時のプロポフォールの初回投与量を決めている。 

 

 

B 具体的な麻酔薬投与法 

麻酔薬の使用方法はさまざまである。最近はレミフェンタニル使用が普及し、麻酔深度

の調節は容易になってきた。どの方法でも、どういうことに視点を置き、調節するかとい

うのはあまり変わらないと思う。筆者の方法を参考に各々の麻酔方法において対応してい

ただきたい。 

まずは吸入麻酔とフェンタニルよる全身麻酔の調節の仕方を説明する。次に吸入麻酔薬

と硬膜外麻酔併用の場合が比較的複雑なのでこの方法を説明する。その後にレミフェンタ

ニルを使用した場合を説明する。いつも同じ麻酔薬の使い方をすれば、麻酔深度が深いか

調度よいか浅いかがすぐに判断できる。 

 

1) 全身麻酔：セボフルレン、フェンタニル使用の場合 

モニターでバイタルを確認したらフェンタネスト１Aを静注し、酸素を数分投与する。 

フェンタネストは5分程度で最大の効果が得られるようになるので、挿管より5分以上前に

投与する。麻酔導入後換気不能などになったとき、酸素投与時間を十分取っていた方が余

裕が出る。あらかじめマスクを密着させて数分呼吸させれば、無呼吸状態になったとして

も通常数分SaO2は下がらない。 

 

ロクロニウム（エスラックス○R ）5-10mgを投与し続いてプロポフォールを2mg/kgを投与

する。麻薬を麻酔導入時に使用すると、筋硬直あるいは息こらえ、喉頭痙攣のようなもの

が起き換気不能になることがあるのだが、尐量の筋弛緩薬を入れておくと起きにくい。こ

の程度の量なら呼吸筋までは筋弛緩は効きにくい。プロポフォールの量は高齢者、ハイリ

スクでは減量し、とう骨動脈を触れながら尐量ずつ追加投与する。 

 

患者が寝てから（呼びかけ、捷毛反射）、下顎を挙上しバックをもんで、換気が可能な

ことを確認して、0.6-0.9mg/kgのロクロニウムを投与する。そして2％程度のセボフルレン

を投与することが多いがとう骨動脈を触れながら濃度を調節する。また血圧が下がらない
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場合プロポフォールを追加投与し、結果3－4mg/kg投与することもある。1分半待って筋弛

緩が効いたら挿管する。 

挿管後すぐに脈を触れセボフルレン濃度を調節する。呼吸を確認し、人工呼吸器に載せた

ら、チューブを固定し、airを混ぜて酸素濃度35％にする。 

手術開始が近づくまでは血圧を見ながらセボフルレン 1.5％前後を投与する。執刀数分前に

それまでに流していたセボフルレンの濃度より 1.5％濃くし、フェンタニル 1A、ロクロニ

ウム 5-10mgを追加投与する。手術開始までの間に血圧が下がってしまうならエフェドリン

5mg を投与する。執刀直前に麻酔を浅くしてしまうと執刀時に一気にバランスが崩れるので、

よほどのことがなければ血圧が下がったからといって麻酔は下げない。執刀したらフェン

タネストの最大効果が表れる 5分以上待って、セボフルレンの濃度が 2.5％を越えて必要な

らば、フェンタニルをさらに１A 追加する。その後もセボフルレンが 2.5％以上必要ならフ

ェンタニルを 1－1/4A 追加していく。フェンタニル総使用量は 60 歳 60kg 程度で手術時間

が 1 時間なら１A、2時間なら 2A、3 時間なら 3A、4時間なら 4A、5時間なら 5Aが目安であ

る。ただし手術の内容、年齢、体重により増減する。若い人は代謝が早いであろうし、開

腹術は術後痛が強いので 1A多くすることが多い。また体重 50kg と 75kg では単純に 1.5倍

必要量も違うかもしれない。だいたい 75歳以上ならフェンタニル使用量は半分量程度のこ

とが多い。患者の状態によりさらに減らす、あるいは使用しないこともある。また、フェ

ンタニルは蓄積するので総量は 10μg/kg は越えないようにする。こつはフェンニルを手術

の前半から中盤に使うということである。手術は初めの方は痛い事をするのでフェンタニ

ルをどんどん投与する。中間から終盤にかけては比較的痛くないことをするのでフェンタ

ニルの必要性は尐ない。手術がある程度経過して、刺激と麻酔のバランスが良い時間がし

ばらく続き、再び血圧が上がってきたならば、フェンタニル濃度が低下してきた可能性が

高い。フェンタニル追加投与の指標となる。手術終了までの時間によっては、追加投与量

を減らすこともある。逆に言うと当然フェンタニルの効き方には個人差があるので血圧が

あまりあがらなければ無理にフェンタニルは追加しない。血中、効果部位濃度シュミレー

ションソフトがあればなおよい。手術時間、年齢により、フェンタニルをあまり投与した

くなければ、セボフルランはそれほど長時間でなければ 3％にし、終盤は濃度を下げる。 

手術終了近くはあまり痛くないこと（皮膚皮下縫い）をやるので血圧が下がってくる。

それにあわせてセボフルレン濃度を下げる。 

毎回同じようにはいかないが、多くの症例は上記のような感じで調整する。 

抜管後痛みがあればフェンタネストを投与する。一回の投与量は1/2-1/4Aくらい（比較

的若い男性で唸るような痛みなら一回に1A投与することもある）であるが、毎回年齢、体

重、覚醒、痛みの程度を意識すると、適切な量を迅速に投与できるようになる。また胃が

悪い、腎機能が悪いなどといったことがなければフルルビプロフェン（ロピオン○R ）を終

刀と同時に投与している。 

手術終了後、麻酔を覚醒させるためには絶え間なく換気を続けることが重要である。自
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発呼吸を出すために二酸化炭素をためようとして換気をさぼるとその分覚醒は遅れる。自

発呼吸は二酸化炭素が増えれば出る。麻酔中は脳も体も休止中である。覚醒すれば一気に

二酸化炭素産生量は増加する。自発呼吸はすぐに出る。麻酔が排出されれば呼吸抑制もな

くなるという点からもそう言える。逆に言うと麻酔がまだ入っている段階で二酸化炭素を

ためても自発呼吸は出にくい。またハイパーベンチレーションはそれだけで失神を起こす

し脳の血管を収縮させるので吸入麻酔の脳からの排出を遅らせてしまう。よって手術終わ

り近くになったら呼気二酸化炭素が40mmHg弱になるように換気回数を調節し、手術が終わ

った後も麻酔薬が十分排出されるまで絶えず陽圧換気をする。 

手術終了後抜管までの間は極力刺激をしない。必要なら手術終了直後まだ麻酔が深いう

ちに一度口腔内、気管内を吸引しておく。その後は嚥下反射が自然に見られるか、軽い呼

びかけで目が醒めるまで静かに待つ。この時期に患者が言うことを聞かず暴れたりするの

は麻酔薬がまだ脳に入っていて頭がきちんと働かない状態で刺激（吸引や大声やたたいた

り）が加わるからである。つまり麻酔薬のせいで自分自身もコントロールできないのであ

る。刺激を加えずできるだけ吸入麻酔薬を排出させれば、目が覚めた時には自分で自分の

コントロールができるので、動かないで下さいとか、口を開けてくださいとかいう指示に

従うことができ、スムーズな抜管ができる。術後鎮痛目的にも入れてあるフェンタニルに

より、挿管されている苦痛はある程度和らげられてはいるがやはりつらいと思うので、覚

醒を確認したら速やかに抜管する。ロクロニウムを使用した場合、筋弛緩モニターを使用

しリバースの必要性を判定するのがベストである。筋弛緩モニターを使用しない場合は、

最後にロクロニウムを使用してから、抜管するまでに1.5時間経っている場合にはリバース

を使用しないことが多い。覚醒して呼吸がしっかりしている、手を握る力が十分であるな

どは当然として、筋弛緩薬の残存は開眼に影響するので、目がぱっちりと開かない場合に

はリバースを使用している。 

 

2) 全身麻酔（セボフルラン、フェンタニル）、硬膜外麻酔併用の場合 

筆者の方針 

適切な循環動態の維持を優先し、過剰な輸液を避け、術中覚醒を起こさない。 

 

手術中、全身麻酔に硬膜外麻酔の併用をする場合、薬や輸液のタイミングがいま一つ分

かりにくいと思う。 

筆者は全身麻酔併用の場合、硬膜外麻酔への薬液投与量は必要最小限にしている。 

薬液量が多くなると交感神経がブロックされ血管が拡張する範囲が広くなる。輸液も多

くしなければいけなくなる。また麻酔範囲を広くし、手術範囲を完全に無痛にすると、刺

激が全くなくなるので、併用する全身麻酔の濃度を下げるか、持続的に昇圧剤（普通はド

パミン）が必要になることがある。全身麻酔の濃度の下げすぎは術中覚醒につながるので

要注意である。持続的なドパミンの使用については後述する。それよりは手術により血圧
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を極端に上昇させない程度（ある程度刺激には反応する）のつもりで硬膜外麻酔を効かせ、

循環動態が維持できる程度には体内カテコラミンを放出させる方がよいのではないかと考

えている。全身麻酔のところで述べたのと同じである。 

下肢の手術では0.75％アナペイン6ml、婦人科、泌尿器科のへそ以下の開腹手術では

0.75％アナペイン5mlを投与する。上腹部、剣状突起から恥骨上まで切開する手術では0.75%

アナペイン4mlを投与する。胸部の手術では0.5％アナペイン5mである。高齢、体格が小さ

ければ1－2ml尐なくする。必要薬液量は硬膜外刺入部がどこであるかの影響が大きいので

あるが、各手術に対する刺入部は「一気に上級者になるための麻酔科のテクニック第二版」

硬膜外麻酔の項を見ていただきたい。これらの量で皮切の範囲は十分効いている。しかし

腹腔内、胸腔内では硬膜外麻酔が効いていない範囲が出てくることがある。 

開腹手術に入れる際の硬膜外刺入部位では骨盤底部のS領域は硬膜外麻酔は効きにくい。

また胃の操作をする時に胃を引っ張ると食道、喉頭までも引っ張られるが、その刺激も硬

膜外麻酔では抑えられない。気管も同様である。これらの領域まで効かせようと思うと大

量の局所麻酔薬が必要になり、血圧が下がる、輸液を大量にするということになる。これ

らの硬膜外麻酔が効きにくい領域は、それほど痛いことをせず併用している全身麻酔でカ

バーできていることが多い。上記の硬膜外への投与量で血圧が高くなる場合ももちろんあ

る。その際は初回投与量より1－2ml尐ない量を追加投与する。ただしアナペインは投与か

ら30分後に最大の麻酔範囲が得られるので、初回投与から30分待って効果を見てから投与

する。30分経つまでの間は全身麻酔を深くしておく。この追加投与で大体血圧の上昇はみ

られなくなる。追加投与して10分たっての効いてこなければ同量追加する。0.75％アナペ

インは大体90分程度効くので90分を目安に追加するのであるが、個人差はあるので、90分

前後で血圧が上がってきたら初回投与量の半分量を追加投与する。初回投与量で効きが悪

ければ半分より1ml増やして投与するか90分前に投与する。逆に効き過ぎであった場合には

0.5-1ml減らして投与する。0.5%アナペインの場合は60分が投与の目安である。 

セボフルレン 2％－2.5％で維持できるように硬膜外麻酔を尐量ずつ追加していくのであ

る。セボフルレンの濃度をこれ以上濃くして長時間維持すると覚醒が遅くなる。硬膜外麻

酔が効いていない範囲に刺激が及ぶとバッキングすることがあるので終わりが見えてくる

くらいまでは筋弛緩薬は効果が切れないように投与する。シリンジポンプ台数に余裕があ

ればロクロニウム 7μg/kg/min を持続投与する。 

終りが見えてきた時の最後の一回の硬膜外薬液追加投与は、フェンタニル(1/2-1A)をワ

ンショットし、それまで投与していた量と同量のアナペインで後押しする。フェンタニル

の量は年齢、体重、切開創の大きさで決める。また手術中血圧が低めで困った症例には尐

なくするし、それほど下がりにくかったなら1Aにする。 

術後の硬膜外持続注入速度は手術中のアナペインの必要投与量を参考にする。例えば、

超高齢、切開創が小さいなどで、追加投与が1mlで足りていたなら持続投与は2ml/hにする。

大切開などで切開が頭側から尾側に長くなれば持続注入速度は速くする。 
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プレエンプティブアナルゲジアという、手術時に痛みを全く感じなければ術後の痛みが

減るという概念がある。現実的には、硬膜外カテーテルがきちんと入っているか、刺入部

位が適切か、麻薬の量が適切か、持続流量が適切かの方が大きな要因になると思う。 

ちなみに筆者の硬膜外麻酔への投薬量は、皮膚に対してはプレエンプティブアナルゲジ

アは得られている。 

 

3) 全身麻酔：レミフェンタニル、フェンタニル、セボフルラン使用の場合 

レミフェンタニルはセボフルランの使用量を減らす程度の感覚で使っている。患者のバ

ッキングの頻度が激減するのと、長時間の手術では覚醒が早いのが実感できる利点である。

バッキングに関しては筋弛緩モニターが常備されてあればいうことはないのだが。 

挿管時の薬の使用法は同じである。 

挿管後、セボフルラン1.3％程度で血圧があまり下がらなくなったらレミフェンタニル

（0.1mg/ml）を体重50kgの人なら2.5ml/h、40kgの人なら2ml/h、つまり体重×0.05ml/h（0.08

γ程度）でボーラス投与なしで持続投与を開始する。ちなみにボーラス投与なしで持続注

入を開始すると20分程度で血中濃度が一定になってくる。 

執刀数分前にフェンタニル1A、ロクロニウム5‐10mgをiv、セボフルランを2％にし、レ

ミフェンタニルを体重50kgの人なら5ml/h（0.1mg/ml）、40kgの人なら4ml/h、つまり体重

×0.1ml/h（0.17γ程度）にあげる。 

執刀によって血圧、脈拍があがってくるならフェンタニルを1A追加する。ただしフェン

タニルは入れてから効くまでに5分程度かかるしレミフェンタニルも徐々に血中濃度が上

がるのでその効果を見てからである。また上記薬の投与タイミングが遅れていないことが

前提である。この5分間は血圧が脈拍があがるならゼボフルランの濃度を上げて場をもたせ

る。執刀時に一番大きくバランスが崩れやすく、患者が動く可能性があるので、執刀時に

は筋弛緩が効いている状態にしておく。 

執刀により血圧脈拍が上がらなければすぐにレミフェンタニルを7割（つまり体重か50kg

なら3.5ml/h、0.12γ程度）の速度にする。セボフルランは1.5％にする。 

開腹手術の場合は腹腔内に到達してから強い刺激が加わるのでセボフルラン、レミフェ

ンタニルの量はそのままにしておく。そして腹膜の操作をはじめたらフェンタニル１Aを追

加投与する。その後5分様子を見て必要なら、フェンタニルを追加投与する。血圧が下がっ

てくるならセボフルラン1.5%、レミフェンタニル7割を目標に尐しづつ下げていくが血圧が

さがらないなら無理には投与量をへらさずそのまま維持する。 

その後、血圧が上がってくるならフェンタニルを1－1/4Aづつ投与する。患者が動いた時

には短期的な処置として急激にセボフルラン濃度を深くする、筋弛緩薬を投与する。中期

的な処置としてレミフェンタニルの量を0.5ml/hづつ増やす。あるいはフェンタニルを投与

する。落ち着いてきたら、またセボフルレンの量を1.5％に戻す。あるいは1.7％にして維

持する。 



 

9 

 

現在のところ、フェンタニル総使用量はAのところで述べたのと同じにしているが、レミ

フェンタニル使用による耐性などの理由によりフェンタニルの必要量は多くなるので、１A

程度増やそうと思っている。 

一時的に術野で痛いことをしていないために、相対的に麻酔が深くなって一時的に血圧

が下がるなら短期的な処置として、エフェドリンを投与する。短期的に麻酔深度を下げて

調節しようとすると、刺激が加わりだした瞬間にバランスが崩れ、麻酔が安定しなくなる。 

痛いことをやっているにもかかわらず血圧が低下傾向ならば、麻酔が深すぎるというこ

とになるので、レミフェンタニルを0.5mlずつ下げる。輸液が足りないことは除外した上で

ある。 

 

血圧が高い場合、その他 variation 

若い場合はセボフルランを 1.7%にまずする（MAC が高いため）。それでも高ければ、代謝

が早いであろうからフェンタニルを通常 7割にしているのを 8割、9割にしたり、フェンタ

ニルの量をいつもより多めにする。 

体重が重い場合はセボフルランの量は 1.5％のままで、レミフェンタニルは体重あたりなの

で、フェンタニルの量をまずは体重にあわせて増やす。 

フェンタニルの予定総使用量を使ってしまい、あるいは通常よりも尐し多めにしたにもか

かわらず、依然血圧が高めなら、セボフルラン濃度を 1.7%に固定しレミフェンタニルを増

量していき調度よいところを見つける。セボフルラン、レミフェンタニルをその程度使用

する分には覚醒はそれほど遅延しないが、フェンタニルは過剰投与すると、覚醒遅延につ

ながるので目安より極端に多くはしない。覚醒を優先させる。もっとも、そのような場合

の多くは抜管後痛がることが多いので、痛がれば速やかにフェンタニルを投与する。 

 

血圧が低い場合、その他 variation 

80 歳程度の高齢者なら MACが低いのでセボフルランを 1.3%にする。フェンタニル、レミ

フェンタニルの代謝も遅いであろうから、通常より尐なくする。 

体重が40kg程度ならフェンタニルは2/3くらいにする（単純に体重が2/3なので）。セボ

フルランの量、レミフェンタニルは変わらない。 

挿管と執刀時にフェンタニルを 1A づつ使ったら、相対的に高齢者や体重が軽い人にはフ

ェンタニルの量が多いので、つまり全身麻酔が深くなるのでレミフェンタニルの量を尐な

くする。ただし、時間がたって血圧があがってきたら（フェンタニルの血中濃度が下がっ

てきたら）レミフェンタニルの量を通常よりは尐な目ではあるが、増やした上で（4割にな

っていたら 6 割にするとか）、さらに血圧が上がるならフェンタニルを尐なめ（1/4Aづつと

か）に投与していく。 

 

セボフルランの量は上記以下にすると、術中覚醒につながる。BIS モニターを使用しなが
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らであれば、レミフェンタニルを高容量にしてセボフルランの量を下げていくのも循環動

態が安定してよい。BISは実際の患者の状態から、数分から数十秒のタイムラグがあるので、

厳密に言うとリアルタイムな情報ではない。つまり、覚醒していてもその情報が遅れる可

能性がある。また、血糖、体位など様々なことに数値は影響を受ける。BIS モニターも参考

に麻酔深度を調節する場合にはそういったことに注意する。 

しかしながらBISモニターはどこの施設にも常備されているわけではないので、その場合

の薬の使い方も覚えなければならない。 

効果部位濃度、血中濃度のシュミレーションソフトがあれば試してみていただきたいが、

手術終了 30分前のフェンタニル単回投与のみでは急速に効果部位濃度、血中濃度濃度は減

尐する。筆者の方法でも、覚醒直後に痛みを訴えることはあるのでタイトレーション（痛

みが軽度あるいはなくなるまでフェンタニルを投与する）をすぐ行なうが、投与後の鎮痛

持続時間も終了前の単回投与のあとにタイトレーションを行なうより長くなる。手術終了

30 分前のみの単回投与だと、抜管後タイトレーションを行なってもその血中濃度は再び急

速に下がる。 

フェンタニルの術中使用量によって、術後の ivPCA の基礎注入のフェンタニル 1 時間当

たりの投与量、レスキュー投与量、ロックアウトタイムが異なってくる。筆者の使用法の

場合は尐なめになる。手術終了 30分前の単回投与なら多めが必要である。 

「一気に上級者になるための麻酔科のテクニック」の挿管の項でも記載したが、本で読ん

だ他の施設のある一部分だけ持ってきても、一連の流れの中では不合理なこともあるので、

施設のやり方に従うことは大切なことである。 

レミフェンタニルを高容量で使用した場合は術後にシバリングを起こす。シバリングは

交感神経の過剰状態を引き起こし、全身の酸素消費量を増加させ、循環動態を不安定にし、

患者の苦痛も引き起こす。創部の酸素消費量が増え、循環が悪くなれば創傷治癒にも悪影

響であろう。フェンタニルや NSAIDs、保温など防止策はいろいろあるが、病棟に帰室する

前には過度のシバリングは起こさないようにする。筆者の使用方法ではレミフェンタニル

よりシバリングが起きる印象は全くない。 

 

4)全身麻酔（セボフルラン、フェンタニル、レミフェンタニル使用）＋硬膜外麻酔 

硬膜外麻酔併用の場合はフェンタネストは導入時以外使用しない。執刀が近くなったら

セボフルランを 1.5％にし、レミフェンタニルを体重×0.05ml/h（体重 50kg の人なら

2.5ml/h）で開始する。以降セボフルランは 1.5％で固定し、レミフェンタニルの量は手術

野が完全に硬膜が麻酔でカバーされているかどうかにより増減する。硬膜外麻酔の薬の使

い方は初回投与量は 2)で述べた通りである。二回目はそれまでの薬液量が調度よければ、

フェンタニル 1-1/2A（年齢、体重によって増減）と初回投与量の半分の量を 90分後に投与

する。効きすぎなら時間をあけたり、アナペインの量を減らすし、効きが弱ければその逆

である。そして術後鎮痛用の持続投与を開始してしまう。以降はレミフェンタニルの調節
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程度であるがレミフェンタニルを体重×0.05ml/h で調度よいことが多い。 

麻薬による術後の吐き気に対してはドロレプタンを0.01ml/kg(体重50kgなら0.5ml)静脈

内投与する。吐き気が出ない患者の方が多いし、ドロレプタンも副作用があるので、吐き

気止め予防としてルーチーンでは投与していない。吐き気の出る患者のみに投与する。8時

間程度が平均的な作用時間であるので、持続硬膜外のボトルには1日当たりその3倍量程度

になるように混注する。 

 

5)全身麻酔（プロポフォール、フェンタニル、レミフェンタニル使用） 

違いはセボフルラン1.5%の代わりにプロポフォールをTCIで2.5-3μg/mlを使用する程度

である。BISモニターは必ず使用する。BISが40－60程度になるように、TCIの濃度を多尐増

減する。麻酔導入時、TCI濃度を徐々にあげていき、就寝した時のTCI濃度の2倍程度の濃度

で維持することが多い。 

フェンタニル、レミフェンタニルの使用法は変わらない。プロポフォール持続投与の際、

プロポフォールの必要量の個人差は、セボフルラン(1.5%を中心にせいぜい2割程度増減す

るのみ)より大きいことに留意する。 

 

6)全身麻酔（プロポフォール、フェンタニル、レミフェンタニル使用）＋硬膜外麻酔 

5)同様の違い程度である。 

 

 

C 輸液について 

 

1) 術前脱水分 

手術前日夜九時から手術当日朝九時まで絶食の場合、どのくらいの脱水分を補えばよい

か。維持輸液必要量はいろいろ計算法があり輸液製剤により異なるが、多くの研修医が単

純に12時間分が脱水分であると答える。例えば4－2－1ルールの場合、体重60kgの場合

100ml/h×12時間で1200mlと答える。ところが、日常生活を考えると夜九時に寝て朝九時に

起きて1200mlの水分をいきなり採りたいと思うか？個人差は当然あるが筆者なら固形物も

含めてせいぜい500ml程度かと思う。どういうことかというと、普通は多くの水分を寝る前

に摂るのである。よって術前の脱水分は朝食に摂る程度で、体の小さい高齢者なら200－

300ml、体の大きな若い人なら500－600程度かと考える。 

4－2－1ルール 

0-10kgまでの分は4ml/kg/h 

10-20kgまでの分は2ml/kg/h 

20kg以上の分は1ml/kg/h 

例 



 

12 

 

60kgの場合一時間当たりの必要量は10kg×4+(20kg-10kg)×2+(60-20)kg×1=100ml 

また夜九時以降絶食と決まっていても、夜七時に最後の飲水をする人もいるし夜九時に

しっかり飲む人もいるかもしれない。術前の浣腸によってひどく脱水になる人もいるし、

そうでない人もいるであろう。よって脱水の程度も当然個人差がある。 

術前に患者が脱水かどうか判断するには膀胱留置バルーン挿入直後の尿の濃さが一つの

目安になる。膀胱内に貯まっていた尿量は、手術室に来る前にトイレが行ったかどうかに

よる。 

また逆に言うと昼間は汗をかいたり、活動したりするので、夕方開始の手術に対して単

純に時間当たりで割った輸液量しか入っていなければ脱水の可能性がある。手術前日夜間

は逆に相対的に輸液が多い可能性があり、トイレに行く回数が増えるかもしれない。こう

いったことも、後述の術中輸液量を計算した際に、輸液量が適切かどうか判断する際の一

材料となる。 

 

2) 周術期の各時期ごとの輸液 

不感蒸泄、サードスペースなど必要量は成書を見れば書いてある。その上で総合的な手

術部位による術中の輸液量というのも書いてある。目安は必要である。極端に目安から外

れないようにする必要はあるが、目安と必要量が異なっていたとしてもなんらかの理由が

あればそれはそれでよい。目安通りであればいうことはない。 

深い全身麻酔によって血管は拡張し相対的な循環血液量不足になる。麻酔導入直後、挿

管前まではこの状況である。術前の脱水があれば血圧低下の程度も大きいであろう。では

導入の前に術前の脱水分を補うほど十分輸液をするのか？一般的に言われるプロポフォー

ルの使用量はおそらく、そういうことを加味しないで決められているので、薬液投与の都

合上導入時の輸液速度は速いが、通常の患者では、術前の脱水分すべてを麻酔導入前に補

っておく必要はないと思う。ただし、イレウス、前投薬等により、血管内脱水が明らかな

場合は麻酔導入前に十分輸液をするべきである。あるいはプロポフォール投与量を減量す

る。 

挿管中、直後血圧が上がっている場合は血管が収縮しているため相対的な循環血液量不

足ではなくなる。レミフェンタニルを完全に循環動態を抑制するまで投与するなら、とて

も深い麻酔になり、血管は拡張しっぱなしになるので、導入時に急速輸液は必要である。 

手術が始まるまでは刺激が尐ないため相対的に麻酔が深くなり、血管が開き、血管内の

循環血液量は変わらなくても相対的循環血液量不足となることが多い。よって浅い麻酔に

することにより、尐ない刺激（主に挿管されていることによる刺激）とバランスをとる。

輸液速度は血圧低下が激しくなければやや早め程度である。 

硬膜外麻酔、脊椎麻酔などで術野の刺激が完全に遮断される場合、血管は非常に拡張す

る。手術中でも深い全身麻酔は強い血管の拡張につながる。 

硬膜外麻酔を併用する場合は、硬膜外への薬液投与開始後から輸液負荷を始める。その
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量は硬膜外麻酔が効いている範囲による。局所麻酔薬を多量に使うほど血管が広がる範囲

が広がるし、麻酔範囲が腹部を目標にしている場合血管が多いので、より輸液が必要にな

る。 

そして手術が開始されると切っては焼いて切っては焼いてという、局部の炎症がどんど

ん作られていき、体液は血管内からその局所へどんどん逃げていくために輸液はどんどん

必要になっていく。開腹して腸管を広範囲にいじるほど、術野が広い範囲に及ぶほど輸液

が必要になってくる。初めは時間当たりの必要輸液量は一般的に言われる目安より多くな

る。手術終盤では術野が新たに広がることも尐なく、新たな炎症が作られることも尐なく、

時間当たりの必要量は尐なくなる。そして手術終了時には前半と後半が平均化されて、経

験的にも一般的に言われる各手術に対する総輸液量に近くなることが多い。逆にいえば、

輸液を多めに入れておけば、心機能、腎機能に問題なく、手術中の心拍出量、血圧などの

バイタルが適切に保たれれば、炎症によって逃げた水分以外の余剰な水分は尿量としてで

てきて、結果として一般的に言われるプラスバランスになるのである。ただし、同じ術式

でも症例によって手術の難易度も異なるし、炎症に対する個体の反応も異なる。例えば、

難しい症例で、同じところに到達するためにいろんな場所を処理しなければならない症例

では輸液は多くなるだろう。皮膚を引っ掻いただけでも膨隆してくる人がいることを考え

れば、同じ刺激が加わっても局所への水の集まり方も違うし、炎症による全身の反応も異

なる。高齢者は必要輸液量が尐なくて済む印象がある。高齢者は動脈硬化があったり、静

脈も硬くなっていたりして血管が開きにくいような気もするし、全身性の炎症反応も弱い

気がするのを筆者はその理由づけとしている。輸液が足りているかどうかの判断であるが、

血圧、心拍数が普通に保たれ、尿量が1ml/kg保たれていれば輸液は足りているということ

になる。 

血管の緊張度が低い、簡単に膨らむ水風船のような場合に対して輸液をし続けて血管内 

圧をあげ、血圧をあげるのはおかしいと思う。当然膨らみにくい血管、膨らみやすい血管

はある。動脈硬化もその一要因であろう。静脈路確保の際にも弾力性のある血管、すぐに

漏れてしまう血管、駆血帯を縛った時の血管の浮き出方などいろいろあることからも実感

できることと思う。輸液量を計算したうえで、短期的にはフェニレフリン、エフェドリン

を使用して昇圧し、中期的には麻酔深度を浅くしていき、調度よい麻酔深度を見つける。 

手術中、輸液量を計算して、麻酔が深すぎることを除外した上で、目安となる輸液量よ

りも輸液が多く必要な場合、あるいは尐なくて済んでいる場合、上記のような理由づけを

して自分なりに納得するのである。 

輸液は十分入れてある、尿量もよく出ている。でも血圧が低い。尿がよく出るというこ

とは炎症で水分が体に引かれているのではないことが示唆される。つまり血管拡張により

血圧が低いのかもしれない。ARB、ACE阻害薬などを内服している場合、麻酔による血圧低

下が起きやすい。その場合は末梢をしめるネオシネジンの方がリーズナブルかもしれない。

ネオシネジンを使用すると内臓血流量が減尐するのが使用しにくい理由である。しかし計
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算上十分輸液をしてあり、尿量が保たれるならその不安は軽減される。 

尿が出ない理由には、カテーテルの屈曲、カテーテル内での air trapもある。輸液が足

りないなら、輸液をするし、血圧が低いなら血圧を上げる。まずは適切な輸液量、適切な

麻酔深度の調節である。腎機能保護という意味では適切な循環血液量を保ち、適切な血圧

を維持し、適切な心拍出量を維持するのが最良である。それらを保って尿が尐ないなら薬

剤を使う。心不全、腎機能障害がからんでいるならハンプもよい。気腹や腹臥位により腹

腔内圧が上がって腎臓の血液還流が悪くなっているなら、マンニトールで腎臓のむくみを

とりつつ利尿するのもリーズナブルかもしれない。また、術前から利尿薬を内服している

なら、手術中も使用するのはリーズナブルなことである。 

多くの場合は必要な輸液をすれば、手術が終わればドッと尿が出すので短時間なら放置

するのも選択肢である。また一般的に使用する程度のセボフルラン濃度では腎機能障害を

起こさないとされているが、患者が1000人いれば何でもありである。どう考えても吸入麻

酔薬しか原因が考えられない場合もある。吸入麻酔薬を切った途端に尿が出だす症例は

時々ある。 

手術後36－48時間程度で起こるrefilling（炎症で組織に逃げていた水分が血管内に戻っ

てくる）が起こる。腎機能、心機能が悪い場合、余分な水を体外に出せないために急激に

血管内容量負荷になってしまう。そして、心不全、心房細動、肺水腫になる可能性がある。

侵襲の小さな手術では戻ってくる水の量も尐ないので問題とはならない。普段からこれら

の意識を持って輸液を行わないと重症例の場合のみ輸液を考えるのは無理である。 

手術後はrefillingが来るまでは適切な尿量が確保できる程度の輸液をして、心拍出量を

保ち各臓器の状態をよくしておく。手術後36－48時間程度で起こるrefillingも、患者の状

態によっては遅れる。術後経過が思わしくなく、炎症が治まらなければrefillingは来ない

かもしれない。Refillingが負担になりそうな患者では、経過が順調ならrefilling前に利

尿をかけるのもよいかもしれない。 

Refillingが始まると心臓への容量負荷になるため、心拍出量が増え、尿量が増える。脈

圧が大きくなる。CVPは上昇する。APC、VPCが増える。SaO2が低下する。そのような兆候が

36時間程度で見られ始めたら、利尿剤をワンショットして利尿をかけたり、心機能があま

り良くなければ、尐し前からドパミンで心臓をバックアップしながら利尿をかけるのもよ

い。患者の状態に合わせて薬剤を選択する。 

熱、白血球、CRPなどがRefillingか来るかどうかも目安の一つとなるかもしれない。 

経時的に血管内容量を保ち、適切な心拍出量を保つことが、各臓器の機能を創部の血流

を維持し、創傷治癒を促し、予後改善につながるのではないかと思う。 

 

3) 具体的な手術終了時の輸液総量 

 

肺切除術では5ml/kg/h 
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上腹部の手術、気腹による腹腔鏡手術では8ml/kg/h 

剣状突起からへそ下まで大きく開く手術では10ml/kg/h 

婦人科等の下腹部の手術では6ml/kg/h 

体表面の手術では3ml/kg/h 

食道手術： 

頸部操作時間×3ml/kg/h＋胸腔操作時間×5ml/kg/h＋腹腔操作時間×8ml/kg/h 

 

インアウトバランスをプラスにする。 

輸液量-尿量-出血量が上記の量である。 

ただし、出血を補うために必要とされる晶質液の量は出血量の3倍とされている。筆者は

実際の感覚としては2倍程度で足りているような気がする。多くの場合は時間をかけながら、

輸液を負荷しながら、血液が希釈されつつ出血するからかもしれない。よって出血があり、

晶質液のみ輸液するならば、目標とするバランスは上記の目安となるバランスより出血量

分多く輸液する。 

例として 

体重60kgで上腹部の手術で4時間かかったとする。 

目安となるインアウトバランスは8ml/kg/hなので、8×60×4＝1920mlプラスになっている

のが一つの目安である。 

そこで出血量が500ｍｌであったとする。すると1920ml＋500ml＝2420mlプラスが目安とな

る。つまり輸液量―出血量―尿量＝2420mlが目安である。 

逆に言うと、血圧が低めであったり、尿量が尐なかったりした時に2420mlプラスバラン

スになっていなければ、輸液負荷をするのである。 

また胃全摘手術で手術時間が仮に7時間であったとする。その場合単純に8ml/kg×7時間分

も輸液量が必要ないこともある。4－5時間分の輸液量でよいことも多い。これはおそらく、

手術野が無制限に時間に応じて広がって炎症を作り続けるわけではないからだと思う。ま

た逆にいえば、胃全摘手術が手術者の腕がよく3時間で終わったとする。この場合は単純に

8ml/kg×3時間分では足りない。ただし、例えば、胃全的手術＋腎臓摘出で手術が7時間か

かったならば、手術野は広範囲になるので4－5時間分では足りないであろう。 

 

膠質浸透圧が下がると血管外の浮腫を引き起こし、微小循環障害、血流不全などにより、

感染、縫合不全などを起こしうるので、出血量が500mlを超えたらHES投与する。前述のバ

ランスを考える際に、出血量をHESで補ったならば出血分をさらにプラスにはしない。 

上の例の中でHESを500ml使用していたら、+1920mlが目安となる。 

また麻酔により血管が広がると（特に硬膜外麻酔併用時）それに対して輸液を負荷する

必要がある。すると血液は薄まり膠質浸透圧は下がる。つまりそれだけで血管外へ水分が

移動し全身性に浮腫を起こす要因になる。創部の局所の炎症による浮腫もさらに増強され
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るかもしれない。深すぎる麻酔による輸液の過剰負荷はよくないであろう。もともとアル

ブミン値が低い症例に対しては出血していなくとも早めにHESを投与した方がよい。輸液量

を計算した際に、目安となる量よりも多くの輸液が必要な場合、膠質浸透圧の低下により、

無駄に血管外に水分が移動している可能性も考慮する。心機能障害、腎機能があれば体の

外に余分な水分を出すのが遅れ、浮腫増強期間は長期化し弊害はさらに強くなると思う。 

 

4) 具体的な時間経過による輸液量 

麻酔による相対的循環血液量不足に対応するという意味も合わせて、200ml（小さい患者）

から300ml（大きい患者）程度を麻酔開始から手術開始前くらいまでに補うことが多い。血

圧が問題なければあわてて術前の脱水分を投与する必要はない。朝起きた時、通常は軽度

の血管内脱水と軽度の細胞内脱水であると思われる。急速輸液により、急に血管内容量が

増えて心拍出量が増えても水分は細胞にいきわたる前に、腎臓から尿として出ていくだけ

である。硬膜外麻酔を使用する場合は、例えば0.75％アナペインの場合、投与から30分で

最大の血管拡張効果が得られるので、その時間までにさらに200－400程度（体格と薬液量、

部位による。腹部では広がる血管が多いので必要量は多くなる。）輸液する。ただし、筆

者は硬膜外への薬液の初回投与量が比較的尐ないので、筆者より薬液投与量が多い場合は

さらに多くの輸液をしなければならない。 

以下に例を示す。上腹部手術で60kg の60歳程度とする。 

手術開始から1時間程度たった時に、前述した術前脱水分400ml（適当）＋硬膜外麻酔分

300ml（適当）＋1時間分程度（体重60kgで上腹部なら8ml×60＝480ml）＝1180ｍｌが、プ

ラスバランス（輸液量‐尿量‐出血量）になっていると調度よい（血圧、脈拍、尿量が保

たれている）ことが多い。これが手術から一時間たった時の目安である。手術から1時間た

ったところでインアウトバランスを計算して、目安と比較して適切な輸液量か評価する。 

それ以上輸液量が必要なら（血圧が低い、乏尿なら）麻酔が深すぎるのかもしれない。

あるいは腸間膜牽引症候群が起こっているのかもしれない。腸間膜牽引症候群とは腸間膜

が牽引されることにより、ヒスタミン様物質が放出され、血圧が低くなることである。顔

が赤い、手術操作などにより判断する。血圧の低下は腸間膜牽引症候群の場合は40分以内

におさまってくることが多いので、昇圧剤（末梢血管が開くのが病態なので血管収縮薬の

フェニレフリンがまず第一選択）、通常より多めの輸液にてその間をやり過ごす。極端な

大量輸液はしない。尐し輸液が多くなったら数時間かけて目安となる量に近づけていく。

あるいは術前の浣腸にかなり反応し、脱水の程度が強かったのかもしれない。術前の降圧

剤（ACE阻害薬、ARB等）の内服も関連する。このようにいろいろ理由を考える。 

以降は輸液の時間当たりの投与量は8ml/kg/hより徐々に尐なくしていって、手術終了時

には平均して8ml/kg/hになるようにする。 

繰り返して言うが上記は目安であり、血圧、脈拍、尿量が問題なければ、無理に目安まで

入れる必要はない。例えば血圧脈拍が保たれ、尿量が時間100ml以上出ているならその時点
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では体はそれ以上水分は不要だと言っているのであり、輸液速度を落とす。必要ないのに

入れ続ければ膠質浸透圧下がり組織の浮腫を増強するかもしれない。晶質液は通常でも血

管内から血管外へ逃げていく。逆に、麻酔が深すぎるのを除外した上で、血圧が低く、尿

量が尐なければ、目安の輸液よりも多く輸液する。目安を計算して評価すれば、極端に過

小にも過剰にもなりにくいし、麻酔中全体を通してバイタルが安定する。大切なことであ

る。 

 

 

D 循環作動薬の使用 

手術中の非常に深い麻酔（心臓手術など）は体の反応を無くしてしまうので、体内カテ

コラミンも出ず、血圧、脈拍、心拍出量は減る。あるいは術後あまり刺激がない状態で挿

管され深く鎮静されているときも同様である。十分に深い鎮静や麻酔が必要な時はそれに

よる体内カテコラミン不足を補うためにカテコラミン等を使用するのは血行動態を保つた

めにリーズナブルな話である。各強心薬は血行動態に合わせて使う。何かの薬をルーチン

に使えば良いというものではない。例えば、PDEⅢ阻害薬は一回拍出量が弱ければ使う。弱

くなければ使わない。心拍出増加以外の目的があればそれなりの量を使う。必要以上に心

拍出量を増やしても心臓への負担へとなるであろう。その影響は強心薬を止めてから出る

かもしれない。ドパミン、ドブタミン､ノルアドレナリン、アドレナリン同様である。ただ

し、深すぎる鎮静、麻酔が必要なければそちらを減らして、ある程度は体内カテコラミン

で補うのも理にかなっている。術前から降圧剤を飲んでいて、術後に内服できないなら、

経静脈的に投与するが、それも血行動態に合わせる。普通はペルジピンを使用するが頻脈

ならヘルベッサーを使用する。目標は生理範囲内の心拍出量と血圧、脈拍である。必要な

ければ使用しない。また、心臓が悪い既往があるからと言って術後ドパミンをルーチンで

流すのは良くないと思う。ドパミンは体を脱水にするまで尿を出し続ける。脱水になり血

行動態が不安定になることがある。 

心拍出量を増やしたいなら血圧が低いならカテコラミンであるが、血圧が高いならニカ

ルジピンを使用する。目的は心拍出量を増やすことである。無意味に心臓を動かすのでは

ない。もちろん現在も心臓の動き自体が悪い場合や、手術の侵襲により心臓の動きが落ち

ているなら、カテコラミン等の心臓を動かす薬ということになる。 

最近は高容量のレミフェンタニルを使用し、ドーパミンをルーティンに使用する場合も

あるかと思うが、ドーパミンは極端な脱水になるまで尿を出し続け、循環血液量不足によ

る血圧低下をマスクする。また血圧が下がってくれば循環血液量の補正をせずにドバミン

の投与量を増加し血圧をあげるという安易な処置になりやすくなる。手術中は麻酔科医が

絶えず監視をしているので、尿量、血圧は保たれるであろう。しかしながら、手術が終わ

り、ドパミン投与を中止しても、ドパミンの影響はすぐには消えず、病棟に帰る時点で循

環血液量が適切でなければ、監視の薄い病棟では、術後脱水となり、乏尿、無尿、血圧低
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下、頻脈、心拍出量低下へとつながる。創傷治癒の面からも悪いであろう。病棟に帰る前

にはドパミンの効果がしっかり切れている上で、病棟でも患者のバイタルが適切に保たれ

るように循環血液量を補正していただきたい。 

 

 

E 炎症 

大きな手術による過剰すぎる生体の反応を抑える意味ではステロイド等も有効かもしれない。

侵襲に対する生体の反応には当然のことながら個人差がある。多くの人は同じような反応を示す

であろうが違うこともあることも頭においておく。例えばある研究においてある薬を投与した方

が結果が好ましいという有意差が出たとする。これは、好ましい場合が多かったのである。全て

ではない。逆に悪影響が出る場合もあるかもしれない。ある侵襲に対して、ある程度の炎症反応

が出るのが生体として合理的であろう。合理的な反応を起こす人もいるし、過剰な反応を起こす

人もいるし、反応が足りない人もいるであろう。侵襲の大きな手術に対してルーチンに例えばス

テロイドを投与すると、もともと反応が尐ない人には良くなさそうであることは想像がきる。手

術野が大きな手術なら炎症反応が大きくなるのは当たり前である。輸液が経験的に必要とされる

量よりも極端に多く必要となれば、生体が過剰反応を起こして全身性の炎症を起こして水をひき

つけているのかもしれない。そのような症例には血圧を上げるためにカテコラミンの使用や大量

輸液よりもステロイドが妥当なのかもしれない。侵襲小さなの手術ではステロイドは必要ない。

まだまだ議論のあるところではあるが、食道手術では患者によっては尐量ステロイドが有効かも

しれないし、人工心肺を二回まわすような極端な侵襲ではある程度の量が必要かもしれない。 

日常生活の感覚の延長上にとらえていく考え方もよいのではないかと思う。風邪で発熱してい

れば、体がむくみ、脱水になる。すると苦しい。点滴をすると楽になる。解熱剤で熱が下がり、

発汗すると楽になる。しかし熱を下げすぎてもいけないのも常識である。 

脱水もよくないであろうし、過剰な輸液もよくないであろうことは想像がつく。ある程度の頻

脈（発熱）もリーズナブルなことである。生体が処理できないような過剰な状態は良くないであ

ろう。 

 

 

F 呼吸器設定について 

通常は1回換気量＝体重×8ml（60kgなら480ml）呼吸回数は初期値を10回/分として呼気

終末二酸化炭素濃度を目安に増減すればよい。 

普通はボリュームコントロールベンチレーションを行えばよい。昔は呼気終末二酸化炭

素、一回換気量のモニターがなかったのでボリュームコントロールの方が一回換気量がは

っきりしていた。 

そういったモニターがあればプレッシャーコントロールベンチレーションもよい。 

輸液にしてもカテコラミンにしてもそうであるが、臓器をなるべく生理的範囲内に状態
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に近づけることがよいと考える。 

手術中は、人工呼吸、高濃度酸素によって無気肺が増える。肺を正常に近く保つための

正常範囲のPEEP4cmH20は基本的にかける。ただし、後述する呼吸器設定の条件によっては

かけないこともある。 

 

呼吸設定に苦慮する場合 

肥満者、COPD、肺分離換気が主な場合である。 

「目標は気道内圧を上げないで（可能な限り20cmH20以下）、分時換気量（一分間の換気

量）を多くする」である。 

気道内圧をさげるためにはいくつかの要因があるのでそれに基づき調節する。 

1、ボリュームコントロールベンチレーションとプレッシャーコトロールベンチレーショ

ン 

プレッシャーコントロールの方が気道内圧の早く高くなるので、同じ最高気道内圧、同

じ吸気時間でもより多くの一回換気量が得られる。よってプレッシャーコントロールにす

る。 

 

2、換気回数は多い方がいいか尐ない方がいいか。 

プレッシャーコントロールで気道内圧を一定にして呼吸回数を多くすると、一回当たり

の吸気時間が減るため一回換気量が減る。分時間気量は一回換気量×呼吸回数である。モ

ニターを見ながら、呼吸回数を増減してみて分時換気量の実測値が一番多く得られる呼吸

回数を探す。そして同じ分時換気量が得られるならば、換気回数は尐ない方が良い。一回

換気量には死腔も含まれる。換気回数が尐ない方が分時換気量中の死腔量が尐なくなるか

らである。 

 

3、I:E比  

吸気時間と呼吸時間の比である。 

通常は1：2。つまり60秒で10回呼吸をさせると1サイクルが6秒であり吸気時間2秒呼気時

間4秒となる。1：1なら3秒ずつになる。 

呼吸回数を15回にすると1サイクルが4秒になる。1：2なら吸気1.33秒、呼気2.67秒であ

る。1：1なら吸気2秒、呼気2秒である。 

COPDだと、二酸化炭素をはかせるため、呼気時間を長くとるというのが一つの定説であ

る。呼吸回数を15回にしてI：Eを1：2にするよりは10回にしてI:Eを1：1にした方が呼気時

間は長い。単にI:E比だけではなく呼吸回数も考慮に入れるのである。 

またI：Eが1：2より1：1の方が、同じ換気量を得るのにより低い気道内圧ですむ。逆に

言うと1：1の方が同じ気道内圧でより大きな一回換気量を得ることができる。つまり1：1

の方が二酸化炭素をより多く吐き出せる場合もある。分時間気量が多い方が二酸化炭素を
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多く排出させられるのである。 

肥満などで空気を送り込むのに高い気道内圧が必要な場合、逆に呼気が早く戻ってくる

ため、さらに短い呼気時間でよいこともある。つまりI：Eが1.5:1の方が一回換気量実測値

が多くなることもある。 

これらの調節も、実際に換気条件を変えてみてモニターの実測値から一番良いところを

探すのである。 

 

4、PEEP 

生理的程度のPEEPをかけるのは通常良い。換気条件が悪い時PEEPのかけ方が問題となる。 

同じ最高気道内圧でも、PEEPをかけると換気のために使用できる気道内圧は低くなって

しまう。つまり一回換気量は減ってしまう。例えば最高気道内圧を20cmH20にする。PEEPを

6cmH20かけると換気のためにつかえる圧は14cmH20である。PEEP0mmHgなら20cmH20が換気に

使え、一回換気量が増えて、二酸化炭素の排出が良好になる。ただしPEEPをかけることに

より逆に換気量が増えることがある。末梢の気道が、肺の空気を出しきる前に、周りから

の圧力に押されて早く虚脱してしまう場合である。肥満者や、COPD患者、肺の手術では側

臥位で心臓（縦隔）の重さ、あるいは偏った腹腔内臓器による横隔膜の挙上で押されるこ

ともある。これらの場合PEEPをかけることにより末梢の気道の虚脱が妨げられ、一回換気

量が増えることがある。しかし上記患者の全てに当てはまるわけではないし、どの程度PEEP

をかけるかもまちまちである。やってみて呼気量が一番多くなるPEEP圧を探すのである。 

肺分離換気の際、健側にPEEPは基本的にはかけない。健側の圧力が高くなると、患側に

血流が多くなる。つまり換気をしていないところを流れる血流が多くなり（シャントが多

くなる）、PO2が低くなる。ところが上記の理由も含めPEEPをかけるとPO2が改善すること

もある。やってみてうんぬんである。PEEPはかけすぎると心臓への静脈環流量が減り、心

拍出量や、血圧を下げたり、それに付随して組織血液還流も悪くなったり、脳圧をあげた

りする可能性もあるということも頭に置いておく。 

 

ちなみに肺の手術の場合手術が進んでいくほどPO2は改善する。理由は手術により血管が

処理されると換気をしていない方は血液が流れなくなる。つまりシャントが減るのである。 

片肺換気にする際には初期設定は以下のようにする。 

酸素濃度100%、プレッシャーコントロールベンチレーションにして気道内圧20cmH20、I:E

を1：1、呼吸回数10回、PEEPなし。 

あとは前述のファクターを考慮しつつ調節していく。 

 

5 その他の改善方法 

a) HPV(hypoxic pulmonary vasoconstriction) 

低酸素にさらされた肺血管が収縮し、換気をしていない無駄なところに血液が流れなく
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なりシャントが減り、PO2が上昇するという生理現象である。よってHPVを抑制しない薬を

使用すればPO2が上昇するのである。しかし肺分離換気中の血液酸素化が悪い時に、そのよ

うに麻酔薬を変更してみたこと数回があるが、血液ガスが劇的に良くなった経験は筆者に

はない。他のファクターの方が重要なのだと思う。 

 

b) 気管チューブを短く切れば多尐は死腔は減る。呼吸抵抗も短くなった分減る。 

 

c) 喘息の既往がない患者において、血液ガスの酸素化が悪く、気道内圧が高い時に、い

わゆる喘息に対する治療（アドレナリン0.3mgim＋ネオフィリン１Adiv）を行い換気条件が

改善することもよくある。COPD、痰の多い場合も有効である。 

 

e) 術野に関係なく上半身をヘッドアップできるなら肥満者においては有効であろう。 

 

以上のようなファクターを考慮して、一番良い条件を探すのである。やってみて云々の

世界である。 

 

 

G 鎮静 

概念として、下半身麻酔で完全に痛みを取った上で、緊張や不安がとれて、傾眠傾向であ

れば十分である。 

よくミダゾラムを投与していると抑制がとれて暴れるというが、たいがいは下半身麻酔の

効きが甘いのである。頭が働いている状態なら痛みがあってもある程度自制するが、ミダ

ゾラムが入っていると痛みに対して動くことが抑制できないのである。 

ドルミカム単独では寝るまで投与すると、舌根沈下することも多い。あるいは5mg投与して

も寝ない人も時々いる。 

プロポフォールを持続で投与するとありがちなのが、薄い濃度だと多幸感でしゃべりだす。 

寝かせると舌根沈下が起きる。手術中に咳き込む。麻酔科医としては管理は面倒だと思う。 

評価できる点は、手術終了後「気持ちよかったです」という感想が得られること。プロポ

フォールを鎮静に使用する時は唾液分泌抑制に硫酸アトロピンを使用する。 

筆者のお勧めの薬の使い方は以下のようである。 

ペンタゾジン15mg（女性）30mg（男性）を投与して、ミダゾラム1mgずつ数分おきに寝るま

で追加投与する。どんな薬でも副作用があるが、ペンタゾジンではめまいが起きることが

時々ある。ミダゾラムで寝てしまえば普通は問題ない。舌根沈下が起きる頻度はずっと尐

ないし、患者が咳き込むようなこともほとんどない。麻酔科医は非常に楽で患者も安全で

ある。フェンタニルとドルミカムを使用する場合はフェンタニル2A（すぐ目を覚ます人に

は3A）とドルミカム1mgずつだと管理がしやすい。フェンタニルは1Aずつ投与して5分は効
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果をみる。 

 

 

H 良く使う薬の使い方 

 

エフェドリン :生食7ml＋エフェドリン1A（40mg）=5mg/ml 

エフェドリン :生食9ml＋エフェドリン1A（40mg）=4mg/ml 

昇圧にはこれを基本的に使う。エフェドリンは直接的作用と同時に、交感神経系を刺激し

て間接的にα、βレセプターに作用し、心臓の収縮力を高めると同時に血管をしめる。心

拍出量を増やす。程度にもよるが虚血性心疾患でも脈拍が50台程度なら使用する。脈拍70

を越しているならフェニレフリンを使用する。ただし使用回数が増えると耐性ができるこ

とがあるのでその場合はフェニレフリンにする。 

それ以前に輸液量を計算して足りない場合はまずは輸液をする。作用時間は数分から10

分程度であるが耐性ができてくると、作用時間は短くなるし、昇圧しなくなることもある。

耐性と勘違いするのが、循環血液量不足である。循環血液量不足でいくら入れても昇圧時

間も効果も低い。 

 

フェニレフリン（ネオシネジン○R ）生食19ml＋フェニレフリン1A（1mg）=0.05mg/ml 

α１刺激薬であり血管を収縮させることにより血圧が上がる。血管抵抗が下がっている時

（麻酔と刺激のバランスで、相対的に麻酔深度が深い時など）に使用するのが基本である。 

虚血性心疾患では頻脈にしたくないので脈が速ければこちらを使うことが多い。血圧をあ

げて冠血流量を増やして心臓を元気にする。心臓が元気になれば心拍出量が増える。しか

しながら心臓にもともと元気がなければ、血管抵抗が増えるので、心臓は血液を送り出せ

なくなる。また心拍出量が減り、血管が収縮すると内臓血流量が減る。なのでエフェドリ

ン使用が危険でなければエフェドリンを使う。開腹手術に起こる腸管膜牽引症候群はヒス

タミン様物質による血管拡張が病態で４0分程度血でおさまることが多い。よってその間血

管を収縮させるフェニレフリンを使用する。 

急速な出血により急激に血圧が下がった時に一時的な血圧上昇を目的として投与すること

もある。一時的な処置であり、根本的には急速輸液を行う。作用時間 

 

ニカルジピン（ペルジピン○R ） 

原液で一回0.5mlずつ使う。抜管時には血圧が上がるので血圧をあまり上げたくない症例

（既往症にもよるが、脳外科手術、鼻手術など）に予防的に使うことが多い。投与しても

すぐに血圧が上がってくる症例では1mlずつ投与することもある。高血圧症の既往があり、

抜管後高血圧が持続する場合に持続静注することもある。 
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ランジオロール（オノアクト○R ）1Vを生食10mlに溶解＝5mg/ml 

抜管時に頻脈にしたくない患者に対して予防的に5mgづつ投与することが多い。 

 

アトロピン 

急激な除脈に対しては1A、迷走神経反射予防目的には0.3mg投与する。 

アトロピンを使用しないで迷走神経反射が起こることはたまにあるが、一度使えば迷走神

経が7－8時間の手術で起こったことはない。頻脈にする効果は個人差が大きい。年齢、体

重によるところが大きいのかもしれない。若い人では長時間かなり頻脈になるが、人によ

っては50台が60台になる程度のこともよくある。 

高齢者には譫妄の原因になる。パーキンソン患者では症状を悪化させる。なので可能なら

避けるが、急激な除脈に対しては、心臓の方が大切なのでためらいなく入れる（0.3mg）。

閉塞性隅角緑内障では禁忌で基本的にはエフェドリンで徐脈を戻す。命に代えられない場

合は入れる。入れてしまったら緑内障用点眼薬を使う。 

 

 

I 術前内服薬について 

どの本にも一覧として乗っていると思うので、そのつけたし位にしておく。 

＊カルシウムブロッカーは手術当日内服。 

＊ACE,ATⅡブロッカーは中止。 

＊βブロッカーは飲ませた方がよいというデータも飲ませない方がよいというデータもい

ろいろある。飲ませると、血圧が下がり過ぎて脳卒中の可能性が高くなる、飲ませないと

心臓イベントが起きやすくなるというのが主な理由である。筆者は以下のようにするのが

よいと思う。 

1、明らかに心臓疾患があり、βブロッカーによって心臓がよい状態に保たれているならβ

ブロッカーを内服させる。例えば、労作性狭心症で脈が遅いために狭心症発作が抑えられ

ている場合。 

2、数種類の降圧薬を飲んでいる場合。例えばACEとβブロッカーを飲んでいる場合はACEを

切るのでβブロッカーは内服させる。カルシウムブロッカーとβブロッカーを内服してい

て、心臓のイベントがなかった場合はカルシウムブローカーを飲ませるのでβブロッカー

は切る。あるいは術前の血圧、脈拍のコントロールが不良なら内服させる。 

このように、患者の状態に合わせて、内服させるのがよいと思う。 

＊ジギタリスは血液中K濃度が低下すると作用が強く出る。つまり中毒が起きうる。手術中

はK濃度が下がりやすいため手術当日ジギタリスは中止。ただし日常生活において、内服し

ていても有効血中濃度に達していない症例もあり、術前に血中濃度が測ってあればよりよ

い。それに基づき内服を決めた方がよい。 

＊アミノフィリンは手術当日内服。できれば血中濃度を術前に測っておきたい。手術中に



 

24 

 

喘息が起きた場合にアミノフィリンを投与するかどうかの判断になる。血中濃度がもとも

と高い場合にはアミノフィリンを投与すると中毒域に達するかもしれない。逆に普段から

血中濃度が有効治療域に達していなければアミノフィリンを迷わず投与する。 

＊喘息吸入薬の類はルーティンで使用している場合は継続。 

＊緑内障点眼薬は当日朝も点眼 

 

 

術中持続投与する薬 

いろいろな希釈方法、溶解方法がある。施設ごとのルーティンに合わせてほしい。 

筆者は簡単に暗算できるので以下の簡易式を使っている。 

 

DOA、DOB 1ml=1γにする。 

イノバン○R 、ドブタミン○R （1A 100mg/5ml） 

体重×0.06mlを生理食塩水で希釈し合計20mlにする。体重50kgの場合：50×0.06ml=3mlの

イノバンを生理食塩水17mlで希釈し合計20ml 

 

ノルアドレナリン、アドレナリン1ml=0.05γにする。 

ボスミン○R 、ノルアドレナリン○R （1A 1mg/ml） 

体重×0.06mlを生理食塩水で希釈し合計20mlにする。体重50kgの場合：50×0.06ml=3mlの

ボスミンを生理食塩水17mlで希釈し合計20ml 

 

ジルチアゼム 1ml=1γにする。 

ヘルベッサー○R  1A(50mg) 

1A(50mg)を834÷体重mlの生理食塩水で溶解  

体重50kgの場合：834÷50=16.7mlの生理食塩水でヘルベッサー○R  1A(50mg)を溶解 

 

プロスタグランディン 1ml=0.01γにする。 

プロスタンディン500○R  1A(500μg) 

1A(500μg)を834÷体重mlの生理食塩水で溶解  

体重50kgの場合：834÷50=16.7mlの生理食塩水でプロスタンディン500○R  1A(500μg) 

を溶解 

 

 

J 非心臓手術で心疾患を持っている時 

血圧、脈拍、心拍出量を正常範囲内に保つ。どの疾患でも収縮期血圧100-130程度、脈拍

50－70程度、心系数2.2以上であればいうことはない。言うまでもなく当たり前である。と
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ころが、筆者もそうであるが常にこの範囲に保つことなどできない。血圧を下げたくない

虚血性心疾患でも血圧が70台になってしまうこともあるし、後負荷がいけない大動脈弁閉

鎖不全で血圧が180台になってしまうこともある。ただしなっても数秒から数十秒である。

そこに至る前に一秒でも早く薬（ニカルジピン、吸入麻酔薬、フェニレフリン、エフェド

リン）を駆使して目標とする値に戻すことが大切である。仮に十数秒多尐好ましくない血

行動態が続いたとしても（もちろん程度にはよるが）、経験上、その後その影響が残り問

題になることはあまりない。その間は筆者も一秒が長く感じられ冷や冷やであるが・・・ 

A-lineが入っていればその変動はタイムリーに観察でき対応は早くできる。A-lineが入っ

ていない患者の、血行動態変動が大きい麻酔導入、抜管時は脈を頻回に触れ、その血圧の

変動をタイムリーに知り、自動血圧計の値が出る前にすぐに対処する。できるだけ早い処

置をすることにつきる。本当にヤバそうな症例（EF20%台前半）ではA-lineを確保してから

麻酔を導入する。 

また、麻酔中のコントロールの方向として、それぞれ特に危ない方向がある。許容範囲の

大きい方向もある。それをしっかり把握しておくことが早め早めに対処する。 

また当然であるが心不全になっているものとそうでないもの急性、慢性でも管理は異なっ

てくる。 

ここでは心臓手術を対象としていないので慢性の、危機的な状況までには心機能が落ち

ていない場合について書く。 

心機能が落ちている場合には、麻酔導入時にすぐにドパミンを使用できるようにしておく。

あまりに心機能が落ちているなら（EF20％台）ドパミン3γを投与しながら導入し、必要に

応じ5γにする。麻酔導入時にはフェンタニルが十分効くまでまって、尐量（0.5ml/kg）プ

ロポフォール（場合によってはミダゾラム）を加えて反応（血圧、就寝程度）を確認し、

寝ない、血圧も下がらないというならプロポフォール（0.5ml/kg）づつ寝るまでゆっくり

時間をかけて投与する。寝たら、必要に応じてセボフルランを投与する。喉頭鏡である程

度喉頭展開し反応を見て、血圧が非常に上がってくるならもう尐し麻酔を深くするし、そ

れほど上がってこないならそのまま挿管する。 

 

 

虚血性心疾患 

 

労作性 

 

まず頻脈が心臓の虚血を誘発する。 

血圧は多尐高めでも虚血に至りにくい。 

血圧が低いのは危ない。血圧が下がると冠動脈への血流が低下し、心臓は動けなくなる。

すると心拍出量は減り、血圧はさらに下がる。どんどん悪循環に陥る。 
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洞支配の冠血流が低下すれば除脈になる。 

極端な除脈も動脈内血液を減らし、血圧を下げる。 

血圧低めよりは高めの方が安全域が高い。血圧が下がらないように注意する。 

ニコランジルをルーティンで予防的に投与する。 

持続的に頻脈傾向にあればジルチアゼムを投与。 

挿管抜管時等の一時的な血圧上昇に対してはニカルジピンをある程度予防的に単回投与す

る。 

挿管抜管時等の一時的な頻脈に対してはランジオロールをある程度予防的に単回投与する。 

血圧脈拍が高く虚血（ST低下）が起きてしまったならまずは血圧脈拍を正常域に近づけそ

れでも虚血が続くならミリスロールも投与する。ただし、ミリスロールは血圧を低下させ

虚血を助長するのでフェニレフリンなどで昇圧をしっかり行う。ST回復に時間がかかるこ

とはある。 

さらに強力な組み合わせ一例。ミリスロール0.5γで冠血流を増加させ、血圧を上げるため

にノルアドレナリン0.05γを使用し、内臓血流を維持するためにドパミン3γを使用。 

 

異型狭心症 

βブロッカーはスパズムを誘発するので使用しない。 

ジルチアゼムを持続的にルーティンで投与する。同時にニコランジルもルーティンで投与

する。 

それでもスパズムが起きてしまったらミリスロールを投与する。ミリスロールの冠動脈を

広げる効果はあなどれない。 

心機能が良ければ輸液量はしっかり入れ、脱水気味にはしない。 

 

大動脈弁閉鎖不全 

中等度の逆流があるならある程度意識してかけた方がよいであろう。 

冠動脈には血液は心臓の拡張期に流れる。大動脈弁閉鎖不全では拡張期圧が下がる。脈

が遅くなると心臓に逆流していく量が多くなり動脈拡張期圧が下がる。大動脈から血液を

冠動脈へ送り出す圧力が減る。左室内の圧力は血液でいっぱいになるので高くなる。心内

膜下の血管に圧力が加わり、血液が流れにくくなる。つまり冠動脈への血液流量が尐なく

なる。すると心臓が動けなくなる。脈を速くすると血液がめい一杯心臓に逆流する前に心

臓が再び血液を送り出すので動脈拡張期圧は高くなるし、心臓内の内圧も低下し、冠動脈

血流は増え心臓は元気になる。脈拍は理論上90回/分がよいが、特に問題なさそうであれば

無理に90にはしない。除脈は絶対に避け、尐し脈拍が早い方に傾ける。血管抵抗が増えれ

ば心臓への逆流が増える。よって血圧が下がれば心臓を動かしつつ血管抵抗をあげるエフ

ェドリンを使用する。フェニレフリンは使用しない。血圧が上がればニカルジピンで早め

に対処する。心筋にもあるていど張力がなければいけない。血液の逆流により心臓（左室
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容量）は大きくなっているので、脱水にすると張力が減り心拍出量が減ってしまう。脱水

にならない程度に、血管内容量は保つように輸液は入れる。心不全になっていなければ、

普段から動脈圧に負けず、大量の血液を送り出している心臓なのである程度の負荷には耐

えられる。心不全になっているならば、血管内容量は多くなっているので利尿をかけるが、

ここでは手術可能な状態として記述しているので、それは別である。 

 

大動脈弁狭窄症 

狭窄という狭い穴に対して頑張って血液を送り出しており、必要以上にきたえられた心臓

（求心性左室肥大）である。肥大しすぎて拡張しづらくなくなるし、心内膜下の血流が障

害されやすい。狭い左室にしっかり血液を入れるためには洞調律を保つことが重要である。

上質性不整脈は積極的に治療する。輸液は必要な分はしっかり入れる。狭いところを通し

て十分血液を送り出すためには比較的尐ない心拍数がよい。ただし、一回に心臓が送り出

せる量は決まっているので徐脈は心拍出量を落としてしまう。いわゆる徐脈にはしない。

頻脈は冠動脈に血液を送るための時間（拡張期）が減る。心内膜血流が障害されていると

心筋虚血を起こすので頻脈は避ける。体血管の抵抗の低下も心筋虚血につながるので、早

めにフェニレフリンで昇圧する。狭窄の程度にもよるが、心拍出量は主に弁の狭窄により

抑制されるので、体血管抵抗が上がっても心拍出量は減尐しづらい。 

 

僧帽弁狭窄症 

左心房から左心室へ血液が流れるのに時間がかかる。左心室に血液がしっかりたまらない

と体に血液を送れない。左房には血液が停滞しているので、輸液を過剰にすると肺水腫に

なる。しかし左房がある程度充満しないと左室に血液が流れないので脱水もよくない。ま

た心房からきっちり心室に血液を送るためには洞調律は重要である。新たに心房細動にな

ったら除細動を行う。慢性心房細動では頻脈にならないようにする。ジギタリスは他の疾

患では手術当日中止にすることが多いが、この疾患では手術当日まで内服させる。術中は

カリウムが下がりやすく、ジギタリスの効果が強く出ることがあるので気をつける。左室

はそれほど多くの血液を送り出すことがないので弱り気味である。血圧を保つために通常

血管抵抗が増大している。輸液負荷してもそれほど心室にたまるわけではなく、輸液によ

る昇圧は期待しにくい。血圧が低ければ体血管抵抗をあげるとともにできれば心収縮力を

上げる。脈が遅ければエフェドリンもよいが、脈が速めならフェニレフリンを使用する。 

 

僧帽弁閉鎖不全 

前にも後ろにも大量の血液を送り出しているまあまあ働いている心臓である。血圧が低い

時に輸液負荷をすれば血圧が上がるなら輸液負荷をする。輸液を負荷してみて（200ml程度）

血圧が上がらないのならそれ以上輸液負荷はしないことを考慮する。心臓が小さければ、

僧帽弁輪も小さくなり逆流も減り、前に血液が流れやすくなる。輸液負荷しすぎると心臓



 

28 

 

が大きくなり弁輪が大きくなり逆流が増え、体に血液が送れなくなる場合もある。逆に、

スターリングの法則にあるように、心筋にある程度の張力がかからないと充分な拍出がで

きないので、ある程度の心臓の大きさを保つことも必要である。徐脈は左室容量を大きく

する。基本的には左室の中には血液が十分あるので正常から早めの心拍数でどんどん送り

出す。血圧低下時には体血管抵抗のみを上げるフェニレフリンは使用せず、エフェドリン

を使用する。 

血圧が上がった時には速やかにニカルジピンを使用する。 

 

麻酔導入時はバランスが一番崩れやすい。とても強い刺激が加わるので、強い麻酔が必

要であり、オン、オフが激しい。脱水の程度も手術中時間をかけて補正した状態よりも差

が大きい。高めがいいか低めがいいかといえば血圧は高めの方がよい。虚血性心疾患の場

合、血圧上昇は相対的な心臓への虚血、負荷をもたらすが、冠動脈自体には血液は流れる。

心臓への負荷を速やかにニカルジピン、ランジオロールで戻してやれば、尐し時間はかか

るが心臓は楽になる。血圧が下がると冠動脈自体に血液が流れなくなる。即心臓が動けな

くなる可能性がある。心臓の動きが悪くなれば、投与する薬の効きも遅くなり、代謝され

てほしい薬は代謝されにくくなる。血圧高め、脈は極端に遅いよりは早めの方がそういっ

た意味でも、許容範囲が広い。頻脈に関して言えば、プロポフォール投与後、血圧がそれ

なりにあり、脈が尐し速めならランジオロール５mgを投与する。また時間をかけて、薬の

反応を見ながら、輸液を必要なら負荷しつつ、喉頭鏡をかけてみて、その反応を確かめつ

つ、麻酔導入を行うとより安定する。そして脈を触れ思わしくない方向に動くならすぐに

補正する。 

 

 

K フルストマック 

もしも誤嚥性肺炎になった場合、そのダメージを尐しでも尐なくするために、胃酸の濃度

をさげるため入室一時間以上前にファモチジンを投与しておく。 

 

フルストマックの時に意識下挿管するか、クラッシュインダクションにするか？ 

患者の状態による。本当に胃の内容物が貯まっているなら意識下で行う。大したことはな

さそうであるならクラッシュにする。その判断には以下のようなことが参考になる。 

1、最終飲食時間から6時間以内ならフルストマックとして扱う。具体的に何をどのくらい

いつ食べたかを聞く。 

2、急性腹症なら、腹痛が始まった時点から腸管の動きは止まっているものとして扱う。 

外傷でも受傷時から腸管の動きは止まっているものとして扱う。 

3、入室時、腹部を触診して腹部がはっているか判断する。 

4、CTで胃内容物の程度を確認する。 



 

29 

 

5、もともとイレウスで入院しており絶飲食で、保存的に観察していたが、やはり手術しま

しょうという場合は基本的に胃の内容物が腸液の停滞である。ストマックチューブ、イレ

ウス管で吸引してしまえばそれほど胃の内圧は高くないであろう。麻酔導入直前にしっか

り吸引する。しかし吸引がうまくできないこともあるかもしれないので、吸引により腹部

がへこむか見る。 

 

クラッシュインダクションにするにしても先に意識下で喉頭展開してみる。 

フェンタニル100-200（体格年齢による）μgを投与して、しっかり5分待つ。五分待ったら

口を開けてもらって、キシロカインスプレーを口腔内に散布して、飲み込んでもらう。酸

素を吸わせながら数十秒待って（すぐには効かない）喉頭鏡を軽くかけ、喉の奥へ散布す

る。再び数十秒待って、喉頭鏡で軽く展開し、喉頭蓋谷に向かって散布する。数十秒待っ

て、しっかり喉頭展開してみる。 

意識下で喉頭展開してみて挿管が容易でありそうなことが確認できたら、軽いフルスト

マックの場合クラッシュにする。マランパチー、下顎引き出しテスト、体型などで挿管困

難が予想され、意識下の喉頭展開により、やはり挿管が難しそうであるなら、筋弛緩によ

り挿管が易しくなる場合もあるので、軽いフルストマックならクラッシュをしてみる。挿

管が実際に難しければすぐに覚ますことが大切である。 

その場合はプレキュラリゼーション＊１をしてプロポフォール投与後、サクシニルコリン

1.5mg/kg（作用時間は数分）を投与する。挿管できないなら薬が切れるのを待って覚醒さ

せる。マスクを密着させ、酸素を麻酔導入前に5分投与しておけば、仮に換気ができなかっ

たとしても5分程度なら、多くの場合ぎりぎり持ちこたえられる。ロクロニウムを使用した

場合はリバースして覚醒させる。必要に応じて、フェンタニルを追加投与し、そして意識

下で気管支ファイバーガイド下挿管行う。気管支ファイバーガイド下挿管は意識下かそう

でないかで難易度は格段にかわる。経口で難しければ経鼻にする。経口より経鼻の方が圧

倒的に容易である。 

意識下の際に喉頭展開できなかったら、エアウェイスコープがあるなら、意識下でエア

ウェイスコープで確認してみる。軽いフルストマックの場合、声門が確認できるなら、一

度抜いて、100%酸素で5分間しっかり換気させる。可能なら酸素を投与しながら、再びエア

ウェイスコープで声門を確認して、そのまま薬を投与してクラッシュにしてしまう。やば

そうなフルストマックなら必要に応じフェンタニルを追加しアウェイクのまま挿管する。 

 

＊１ロクロニウムを5mg程度投与することにより、サクシニルコリンによる筋繊維攣縮の頻

度と程度が減る。筋繊維攣縮が起きると胃の内圧が高まり、逆流が起きやすくなるのではないか

という考えがある。筆者は本当にパンパンに張っている胃ならやはり影響はあると思う。 
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クラッシュインダクション 

すべては吐かないために。 

1、逆流してくるかどうかは、胃の内圧による。ストマックチューブをあらかじめ入れてお

き、できるだけ胃内圧を減圧しておく。 

2、ベッドはヘッドアップにする。胃内容物（特に液体）は単純に重力に依存する。 

3、就眠と同時に喉（輪状軟骨）を押す。力の加減は測定値での議論はいろいろあるが実際

のところ測定できるわけではない。目的は食道から胃の内容物の逆流を防ぐこと、マスク

換気が必要になった時には胃に空気を行かないようにすること。気管をつぶしてしまうほ

ど強い力を加えてはいけないし、軽く指を当てるだけではだめである。ゆでたまごをぎり

ぎりつぶさない程度に押す感じをイメージする。 

4、就寝後マスク換気をすると胃に空気が入る可能性があり胃の内圧が高まり胃内容物の逆

流を誘発するかもしれない。よって就寝後マスク換気をしないで筋弛緩が効いてきたら挿

管する。 

あくまで状況にはよるが（実際にはそれほど胃の内容物は貯まっていなさそうであるが、

念のためクラッシュにしている場合など）、非常に軽い圧力で換気ができる場合、一回換

気量も回数も尐なくして換気をすることもある。腹部、胸郭を見れば胃に空気が入ってい

くかある程度わかる。胸郭が軽い圧力で上がらないなら換気は完全にしない。挿管が一度

でうまくいかなかった場合はそのように換気をする。 

5、マスク換気をしないので寝る前に5分間酸素マスクを密着させて呼吸させる。 

6、マスク換気をしないので寝てから最短時間で挿管できるように筋弛緩薬投与のタイミン

グを工夫する。いろいろ方法はあるが、意識下で確認したうえで挿管が難しくない場合、

筆者は輸液を全開にしつつ最初にロクロニウムを0.9mg/kg投与する。患者にしっかり目を

開けていてもらって、呼吸を頑張ってするようにうながしつづける。目が尐しトロンとし

たらプロポフォールを投与する。ロクロニウム投与から90秒待って挿管をはじめる。患者

にはあらかじめ、力が抜けてきたり、尐し息苦しくなったり、物が二重に見えてくるが、

薬のせいでそのまますぐに寝てしまうので大丈夫であることを説明しておく。 

7、挿管時のスタイレットの抜き方に気をつける。スタイレットを抜く際に、声門から外れ

てしまって食道挿管になってしまうと非常に危険である。はじめにスタイレット2－3cm抜

いて、十分挿管チューブを進めてから、スタイレットを完全に抜く。詳細は「一気に上級

者になるための麻酔科のテクニック」を参照。 

8、もしも胃液の逆流があったら、肺に落ちていかないようにするために、ヘッドダウンに

すると同時に迅速に吸引する。 

 

 

 

L マスク換気について 
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初心者はマスクの右側が密着させられず、うまく換気ができない。理由は当たり前であ

るが右側が抑えられない。マスク保持の仕方を教える時に、伝統的に、左手小指を下顎角

に当て、下顎挙状しながらマスクを押さえるような説明がなされることが多い。ところが

多くの場合は左手小指を下顎角にかける必要はない。女性など手が小さい人は、下顎角に

小指をかけようとするとマスクの左の方しか押さえられなくなる。物理的に無理なのであ

る。あるいは患者の顔が大きければ、普通の手の大きさの人でも同様に押さえられなくな

る。 

ではどうすればよいかというと、下顎角は無視する。左手第1指第2指でCの字を作り、Cの

字の中央にマスクの通気口がくるようにマスクを持つ。マスクを患者の顔に当て、第3,4,5

を自然に下顎に添える。第3,4,5指はマスクを固定させる程度の力を入れたまま左腕全体で

軽く頸部後屈させる。これでよい場合が多い。初心者はこれからはじめるとよい。余裕が

出てきたら小指をかけて下顎角も持ち上げてみるとよい。 

舌根部が落ちる人の場合は下顎角を天井側に持ち上げる必要がある。この場合左手小指

が届く人は下顎角にかけて天井側に持ち上げる。届かない人は介助者に両側の下顎角を天

井側に持ち上げてもらう。指が届かないのにどうしても1人で持ち上げたければ、マスクバ

ンドをマスク右側にかけマスクの右側を密着させ、左手はマスクの左寄りを押さえる。 

左手小指が下顎角に届かずにマスクを密着させられないことの方が、舌根部が落ちて下顎

角を持ち上げなければいけない頻度より、圧倒的に多い。 

 

 

M ポップオフ（APL）バルブ 

 

初心者はどうも理解しにくいようなので、分かりやすく解説するために実際とはことな

るのであるがイメージで説明する。鼻からは酸素を送り続けて、口から息を吐くのを想像

して欲しい。ポップホフバルブは口と考える。バッグは大きく膨らんだほっぺたである。

口の外は余剰ガス排泄につながっている。 

１）自発呼吸がある時（肺が自分で動いている時） 

口を完全に閉じると（ポップホフバルブをcloseにすると）、送られ続ける酸素を吐く出口

はなくなり、肺とほっぺた（バッグ）は膨らみ続ける。口を大きく開ける（Openにする）

と自分で動いている肺は、息を吸う時は酸素を取り込み、息を吐き出す時は抵抗なく吐き

出せる。 

 

例） 

挿管、あるいはラリンゲルマスクで自発呼吸（肺が勝手に動いている場合）にしている場

合には0penにする。 

ベンチレーターにのせていなく、手でバックをもんでいる時、他に何かをしようと思って、
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手を一時的に離したいなら、openにする。 

 

２）自発呼吸がない時（肺が自分で動いていない時でバッグで押して換気させる時） 

口を完全に閉じると（ポップホフバルブをcloseにすると）、送られ続ける酸素は肺とほっ

ぺた（バッグ）を膨らませ続ける。口を大きく開ける（完全にOpenにする）とほっぺたは

膨らまず肺を換気することができない。 

口の開き具合（ポップホフバルブ）を調節して、適度に膨らんだほっぺたを押すことによ

り、酸素をバランス良く肺と、口の外へいくようにする。ベンチレーターはほっぺたを自

動的に押してくれているようなものである。 

 調度よいバルブの閉じ具合は、メモリが付いているときは15mmH2O前後が調度よいことが

多い。ただし、肺の膨らみやすさ（胸郭の重さ）には個人差がある。肺が膨らみにくけれ

ば高い圧力が必要になるのでバルブはより閉じなければならない。バッグを押して見た目

に胸郭が上がればよい。一回換気量が測定できるモニターが付いていれば、適切な換気量

（例、50kgの人なら、400ml程度）になるように調節する。圧が高すぎると胃にまで空気が

入ってしまうことも考慮し、換気ができることを喜んでめい一杯換気しすぎないように注

意する。 

 

こんがらがる例 

 

1）まだ患者が起きているときにマスクをすきまなく密着させて呼吸させると息が吐けない

のでopenにする。マスクが密着していなければ、隙間から息は逃げるのでcloseでもよい。 

 

2）就寝後マスクを密着させて、バッグで押して換気をする時は、はじめは完全にcloseに

する。Closeのままだと吐く息の逃げ場所がなくなるので徐々にバッグが膨らんでくる。な

ので次のどちらかにする。 

a)完全にcloseにしたままで、バッグが膨らんできたらマスクをいったん顔から離して空気

を逃がして、バッグを縮ませる。そして、また換気をして、膨らんで来たら空気を逃がす

ことを繰り返す。 

b)始めは完全にcloseにして、バックが膨らんで来たら尐しづつバルブを開く。前述のよう

に15mmH2Oにすると調度よいことが多い。 

 

抜管間際 

刺激をする時はベンチレーターを止める。呼びかけるとか、口腔内を吸引するとか、頭

を動かすとかすると、咳をする。気管支への刺激は非常に強い。頭を動かすことにより気

管内チューブが気管支内で動くので反射が起きる。するとベンチレーターとファイティン

グするので気道内圧が上がってしまう。どのくらい上がるかはベンチレーターの設定によ
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る。ベンチレーターを止めてAPLバルブを開いておけば、咳が起きても息は抵抗なく吐き出

せるので気道内圧は上がらない。ちなみに健常人が起きているときに咳をすると声帯が一

瞬閉じるので一瞬気道内圧は上がる。 

 

 

N きままな・・・ 
 

a）腹部大動脈瘤、人工血管置換術の場合 

へパリンを使用するので、全身麻酔で行う。硬膜外カテーテル挿入からへパリン投与ま

で充分時間をおけるシステムをとっているなら硬膜外麻酔併用となるが、ここでは全身麻

酔を想定する。 

 

体重60kg 手術時間6時間とする。 

 

可能な限り太い（可能なら14G、16G）末梢ライン2本、CV1本を確保する。 

DOAは念のため準備をするが基本的には使用しない。 

酸素投与を行い、フェンタニル１A投与5分後、ロクロニウム10mg、プロポフォール120mg、

投与、換気ができることを確認し、ロクロニウム40mgを投与。脈を触れタイムリーに血圧

の変動を把握し、プロポフォールを必要に応じ追加投与、セボフルラン投与を行い挿管す

る。 

 

フェンタニルの総使用量は5時間なので５A であるが、開腹手術は痛いので６Aを目安と

する。導入後、セボフルラン1.3%で落ち着いたらレミフェンタニル3ml/hを開始。手術数分

前になったらフェンタニル1A、セボフルラン2%、ロクロニウム10mg、レミフェンタニル6ml

にして、執刀して血圧が落ち着くまではフェンタニル1Aづつ投与していく。さらに2A程度

必要になることが多い。血圧が落ち着いてきたら、セボフルラン1.7%、レミフェンタニル

4.2mlに下げる。ロクロニウムは30分ごとに10mgづつ投与する。いったん血圧が落ち着いた

後は、血圧が上がってくるということは、フェンタニルが切れてきたということが示唆さ

れ、そのたびにフェンタニルは1/4Aずつ追加し、血中濃度を元に戻してやる。 

 

麻酔を一定にしておけば、短期的に出血が多い時、血圧低下は出血によるものであるの

で、血圧が元に戻るまで急速輸液負荷ということになる。血圧が元に戻ればそのあとひた

すら負荷し続けるということはしない。 

 

腸管膜牽引症候群がおきたら数十分で血圧が落ち着くのでその間はフェニレフリンで対

応する。 
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中枢と末梢の血管テープがかかったころにマンニトール100ml急速div。術者の要請により

へパリンを投与。 

 

へパリンを投与すると血液粘調度低下により血管抵抗が下がり、血圧が落ちてくる。血

管抵抗低下に対してフェニレフリンで対応する。へパリンにより出血点よりの出血が増え

るならば輸液負荷をする。 

 

へパリン投与後通常はすぐに大動脈遮断を行う。心臓から見れば急激に出口が小さくな

り、心臓に後負荷がかかるので、へパリンの血管抵抗低下に対しては基本的には急速輸液

負荷では対処しない。 

 

マンニトールの意義 

腎動脈以下の血管置換であっても、腎血流は乱流、場合によってはひきつれなどにより正

常より落ちる可能性があるので、腎臓保護をする。 

へパリン投与による血圧低下に対しての血管内ボリューム負荷（気持ち）。 

のちのデクランプ時のラジカルスカベンジャー（気持ちだけ） 

 

血管吻合時はあまり痛い操作ではないので麻酔深度を一定に保っていても、出血していな

くても、相対的に麻酔深度は深くなり、血圧は下がり傾向になるかもしれない。血圧が下

がってくるなら時々エフェドリンを使う。麻酔は一定に保っておく。エフェドリンを頻回

に多用しなければならないなら、セボフルランを1.5%にする。 

 

ACTは30-40分おきに測定し、へパリンを必要に応じて追加投与していく。 

 

クランプ時間が長くなると、阻血自体が非常に強い刺激となり血圧が上昇してくることも

ある。その場合はセボフルランを尐し増やす。 

 

血液ガスを測定して、BEがマイナスならこまめに補正する。デクランプ後に一気にマイナ

スが増強されるので。 

 

デクランプ時の血圧低下は、心臓から血液の送り先が急に増える（血管抵抗の減尐）と

嫌気性代謝物が末梢から戻ってくるための血管拡張、（心抑制）によるので、デクランプ

と同時にフェニレフリン、メイロン20ml（量は左右どちらか一方ずつデクランプの場合、

クランプ時間、体重にもよるが）を投与する。また出血することもあるので、出血してい

ないことを確認して落ち着くまでは急速輸液をする。落ち着いたらすぐに急速輸液はやめ

る。心拍出量、血圧を保っておけば末梢にあった血液が送り出されてすぐに心臓に帰って
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くるので、血圧はすぐに落ち着くことが多い（出血していなければ）。 

 

手術中フェンタニルの総投与量が6Aになったら、覚醒が気がかりなので、それ以上は投

与せず、セボフルラン濃度を上げる。 

抜管後は速やかにタイトレーションする。最後に投与したフェンタニルの時間にもよる

が、痛みが出る時は、抜管後数分単位で強くなるので、抜管直後痛みがなくても頻回に繰

り返し痛みを尋ねて、尐し痛みが出てきた時点でフェンタニルを1/4から1/2Aずつ投与する。 

抗凝固薬を投与する予定がないならタイトレーションしながら硬膜外カテーテルを入れ

る。 

 

CVPは麻酔と、刺激の相対的なバランスの影響もうけるので、総合的な判断材料の一つと

してとらえる。 

 

 

b）帝王切開 

 

脊椎麻酔直後に行うこと 

1、輸液全開。血管は急激に広がっていくので。帝王切開では下大静脈症候群を予防するた

めに子宮左方移動も行う。 

2、血圧を一分おきに測定。ある程度落ち着くまで。 

3、麻酔範囲の確認。目標とする麻酔範囲に調整するため。 

 

エフェドリンかフェニレフリンか？ 

エフェドリンは胎児に移行しやすく胎児の交感神経を緊張させアシドーシスを起こしやす

くするなどいろいろな議論があるが、筆者の考えを述べる。 

 

血圧が下がる理由による 

血圧が落ち着くまでは基本的に輸液を負荷する。 

1、下大静脈症候群で、心臓にもどっていく血液が物理的に阻害され心臓内の血液量が急激

に減尐し、一回拍出量が減り、心拍出量が減り血圧が下がる場合。フェニレフリンにより

末梢の血管を強烈にしめ心臓へ血液を戻してやると同時に、動脈を細くし、尐ない血液を

より末梢まで血液が伝わるようにする。心臓内の血液が尐ないところでエフェドリンで心

拍数を上げても心臓は空打ちするようなものであり、子宮に届く血液も尐ないであろう。 

2、子宮を左方移動し、子宮による下大静脈圧迫を解除できている場合。脊椎麻酔により血

管拡張が起こる。急速輸液が追い付いていないために相対的に血管内容量の減尐がおこり

静脈還流量の減尐が起こっていて、さらに動脈血管抵抗の減尐により血圧が落ちる場合。
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フェニレフリンの上記作用による血圧上昇効果もよい。エフェドリンによる強心作用と血

管収縮作用（フェニレフリンより弱い）により昇圧するのもよい。 

3、脊椎麻酔の範囲がTh3まで上がってくると交感神経の心臓支配枝がブロックされ除脈に

なる。除脈になれば、動脈に送り出される血液が減尐するので血圧も下がる。その場合、

硫酸アトロピン0.4mgを投与すると同時にエフェドリンを投与する。脈が遅い時にフェニレ

フリンを投与すると心拍数はますます落ちる。つまり心拍出量は減る。子宮へ届く血液も

減るであろう。 

 

つまりエフェドリンとフェニレフリンを状況により使い分ける。 

帝王切開時の脊椎麻酔直後仰臥位にした際の血圧低下に関しては、通常下大静脈症候群に

よるのでフェニレフリンが適した状況であろう。用手的あるいは手術台を左下にすること

により下大静脈圧迫が解除され数分後に起こる麻酔範囲の上昇による脈が遅くなりつつあ

る血圧低下にはエフェドリンが適しているかもしれない。 

頻脈の時にはフェニレフリンを使う。 

 

 

最後に 

 

まず第一に輸液量の計算

を！ 
 


