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 第二回日本周麻酔期看護医学会　会長挨拶

第二回日本周麻酔期看護医学会　会長
一般社団法人　日本周麻酔期看護医学会　理事長
聖路加国際大学大学院　周麻酔期看護学臨床教授

聖路加国際病院　麻酔科部長

長 坂  安 子

第二回日本周麻酔期看護医学会へようこそ

来る2020年2月23日（日曜日）、第二回日本周麻酔期看護医学会の開催を予定いたしました。

日本で麻酔に特化した看護師への大学院教育が始まったのは2010年のことでした。当時聖路
加国際病院理事長であった日野原重明先生と宮坂勝之先生が聖路加の周麻酔期看護学課程を開
講したのが始まりです。周麻酔期看護医学会の推奨する2年間の大学院修士課程を通して行わ
れる周麻酔期看護学教育は、教員の中心が麻酔科専門医・指導医であるという、世界でも独特
なものであり、これは特定看護師､ 診療看護師他のNPなどとは際だった特徴です。

学会の前身PAN (Peri-anesthesia Nurse) Network研究会の第1回は、2015年に聖路加国際大
学で開催されました。その後、研究会は聖路加国際大学大学院の在院生と卒業生、その支援者
を束ねる同窓会、親睦の場となり、2015から2018年までの4回は宮坂勝之特任教授（現・名誉
教授）が会長を務め、年度を追うごとに大きく成長しました。更に、2018にはより体系的な運
営を目的として周麻酔期看護医学会を発足させ、2019年2月に開催した記念すべき第1回周麻酔
期看護医学会大会は麻酔科に携わる看護師の教育をテーマに大盛会のうちに幕を閉じました。

さて、今回第二回のテーマは、「チームダイナミクス・周麻酔期看護師と麻酔科医師の協働」
です。
第一部では、前回第一回からの念願であった共通シラバスの発表を行います。
共通シラバス策定には、各大学院からの選りすぐりの教材を提供していただき、周麻酔期看
護師に必要な教育とは何かを定義し、それを教育の達成目標に因数分解して教育課程の最小要
件をまとめました。
さらに全国7大学院から独自の工夫を凝らしアレンジした教育環境の紹介を予定しております。

第二部は基調シンポジウムです。周麻酔期看護師と麻酔科医師の協働模範モデルの一つであ
る、ハーバード大学マサチューセッツ総合病院麻酔・集中治療・ペイン科のナンシー・ワイマン
看護師、イヴォン・ライ麻酔科医師が本学会のために来日し、ワイマン看護師には「職種間のコ
ラボレーション・麻酔科専属看護師による患者の安全への貢献」、ライ麻酔科医師には「チームダ
イナミクス」と題し講演をおこない、引き続き基調シンポジウム「患者の安全のために協働すると
いうこと」を開催いたします。随時通訳を加えながら皆様に熱いメッセージを伝えてまいります。
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機械展示では麻酔に用いる最新鋭の機器を実際に触れていただき、電子ポスター展示では周
麻酔期看護師、薬剤師、臨床工学技士らによる臨床研究の発表の場を設けました。

午後の部は、厚生労働省医政局看護課・習田由美子先生による特別講演「麻酔に携わる看護
師の特定行為研修のその後」、パネルディスカッション「開かれる周麻酔期看護学の未来」題し、
看護学教育の中心を担われておられます先生方に、看護師として周麻酔期の診療に携わること
の醍醐味をお話いただきます。

ランチョンセミナーとリフレッシャーコースには今を時めく麻酔の第一任者の先生方をお迎
えすることができました。呼吸、循環、体温管理、腎など、トピックを絞り最新情報をまとめ
てご教示いただきます。

周麻酔期看護教育は、急性期医療の看護師の素養を身につけた者に対する、麻酔科医との協
働作業のあり方、危機的状況での麻酔科医の思考、意志疎通のあり方を、看護師教育と合併し
た画期的な新分野です。周麻酔期看護師誕生から10年にあたる今年、盛りだくさんの充実した
1日を、第二回日本周麻酔期看護医学会で存分にお楽しみください。
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 会場案内図

聖路加国際大学　臨床学術センター

4F　シミュレーションセンター
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企業展示会場 
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 第2回日本周麻酔期看護医学会　参加者の皆様へ

＜参加について＞
• 参加登録方法
第2回日本周麻酔期看護医学会ホームページより事前参加登録をお願い致します。
会場での当日参加登録も可能です。
• 参加費（プログラム集、弁当費用等込み）　　すべ ての参加者 5000円
• 参加方法
すべ ての参加者は当日受付で 手続きをして下さい。事前登録者も受付で の手続きが 
必要で す。お支払い頂いた参加費は、いかなる理由が あっても返金はで きません。

＜参加に関する注意事項＞ 
• 本学会会場内で はネームカード を着用くだ さい。
• 口演の発表スライド の撮影は禁止とさせて頂いております。
• 本学会会場内で 使用で きるインターネット環境(WiFi)はありません。
• 質疑応答は座長の指示に従い、発表者は所属、氏名を明らかにして発言をお願いし
ます。

本学会会場内は飲食可能で す。4階テラスには無料のド リンク・お菓子コーナーが あ
りますので ぜ ひご 利用くだ さい。

＜情報交換会について＞ 
参加者対象の情報交換・親睦のための会として、軽食をご 用意しております。

情報交換会費　すべての参加者　　1000円

情報交換会にご参加希望の方は、当日受付でお支払いをお願い致します。なお学会員
の方は、お支払いの必要はありません。

＜日本周麻酔期看護医学会入会費について＞ 
本学会の運営にご 賛同いただ ける方は入会費5000円のお支払いをお願いいたします。
入会申請書は受付時に配布致します。後日指定口座への入金をお願い致します。
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 発表者・座長へのご案内 

＜発表者へのご 案内＞
口演発表の皆様へ 

• 演題登録・抄録提出
• 事前参加登録フォームより参加登録いただき、演題登録フォームより登録をお
願い致します。演題登録には事前参加登録の際に発行された「参加登録受付番
号」（「RE」で始まる番号）が必要となります。
• 抄録原稿はWordファイルでアップロードしてください。
• 抄録原稿には、演題名、演者・共同演者名、抄録本文を記載して下さい。抄録
本文は1000字以内でお願いいたします。
• 抄録提出期限は、1月10日（金）となります。

• 発表デ ータ受付
当日セッション開始の30分前まで に、PC受付にてプ レゼ ンテーションに使用する
ファイルをご 登録下さい。なお、事前にPC運営事務局の[ eposter_support@ 
dowell.co.jp ] まで メール添付等で 送信頂ければ 、当日のファイル登録は不要で す。

お預かりしたデ ータは本会終了後、責任をもって消去いたします。音声・動画を
PCから再生される場合、前日まで に事務局まで 御相談下さい。

• 発表について
発表はMicrosoft PowerPoint形式(Windows版)対応の機材を事務局で ご 用意致し 
ます。

講演開始時には会場内前方席におすわり頂き、座長の進行にあわせてご 発表くだ さ
い。発表時間の厳守をお願いしております。発表時間についてはプ ログ ラムをご 参
照くだ さい。会場係が 講演終了2分前に合図をします。

Macintoshをご 利用の場合、ご 自身のPCの持ち込みをお願い致します。

PCを持ち込みされる場合、映像出力はHDMI接続となりますので 、必要に応じ て
変換アダ プ タ等を準備下さい。

登壇と同時にスライド ショー1枚目を主催者側で 表示します。演台に設置された
キーボ ード あるいはマウスを使用し、発表者ご 自身で 操作をお願い致します。

ポ スター発表の皆様へ（一般演題は1月10日まで募集中です）
• 演題登録・抄録提出
• 事前参加登録フォームより参加登録いただき、演題登録フォームより登録をお
願い致します。演題登録には事前参加登録の際に発行された「参加登録受付番
号」（「RE」で始まる番号）が必要となります。
• 抄録原稿はWordファイルでアップロードしてください。
• 抄録原稿には、演題名、演者・共同演者名、抄録本文を記載して下さい。抄録
本文は1000字以内でお願いいたします。
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• 演題登録期限は、1月10日（金）となります。
• 演題登録後、学会事務局より採否結果のご連絡を致します。

• ポ スターについて
ポ スター発表は液晶デ ィスプ レイを使用したeポ スター形式と致します。当日、紙
等の印刷媒体の持ち込みは不要で す。

• デ ータ受付
デ ータ作成は単一ペ ージ のPDFとして頂き、複数ペ ージ や動画・アニメーション
には対応しておりません。

PDF作成時の規格については以下ご 参照下さい。
• ファイル形式：PDF、フォント埋め込みを推奨
• ファイルサイズ ：50MB以下
• サイズ ：横132.8 cm x 縦74.7 cm
• 音声・アニメーションには対応で きません
• 複数ペ ージ で 登録された場合、先頭のペ ージ のみ表示されます

ファイルは2/16(日) 17:00迄にPC運営事務局アド レス（以下、両アドレス宛て）ま
で メール添付等で 送信下さい。折り返し、デ ータ登録受付済の返信を致します。
• [ eposter_support@dowell.co.jp ] 
• [ mizukawa@luke.ac.jp ]

ご発表ファイルは事前データ登録となりますので、当日会場で のデータ登録受付は
ご ざ いません。参加受付は別途必要です。ご 自身の発表されるブ ースを確認のう
え、セッション開始時刻まで に発表場所にお越し下さい。

発表デ ータの修正は2/22(土) 17:00迄お受け致します。当日受付は修正が 間に合わない
場合が ご ざ いますので 、前日迄にメールで のデ ータ登録にご 協力下さい。

• 発表について
当日は60インチデ ィスプ レイにお預かりしたデ ータを表示致しますので 、脇に立っ
て頂き発表頂きます。

レーザ ポ インタは使用で きませんので 、指示棒を主催者側で ご 用意致します。発表
時は画面下に残り時間が 表示されます。スムーズ な進行にご 協力お願い致します。

＜座長へのご 案内＞ 
演題開始1分前まで に講演会場にお越しくだ さい。

口演の場合は進行係が 終了2分前に合図をだ します。ポ スター発表の場合はポ スター
画面に残り時間が 表示されております。設定時間内で の進行をお願いいたします。
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 第2回日本周麻酔期看護医学会
The 2nd Annual Meeting for the Japanese Society for Peri-Anesthesia Nursing 

and Medicine (JSPANM)

テーマ：周麻酔期看護師と麻酔科医師の協働
Theme: Collaboration and Team Dynamics

場所：聖路加国際大学 臨床学術センター（4階シミュレーションセンター）
日時：2020年2月23日（日）9:00 - 17:30
会費：5000円
主催：一般社団法人日本周麻酔期看護医学会

プログラム

【開会 Opening Remarks】　 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

9:00-9:05（5分） 開会の辞 会長　聖路加国際大学大学院　臨床教授　長坂　安子

【第一部・シンポジウム】　 学習ラボラトリー

9:10-10:30（80分） 共通シラバス
 「周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～」

進行　聖路加国際大学大学院　臨床教授　長坂　安子
聖路加国際大学大学院　名誉教授　宮坂　勝之

⑴周麻酔期看護学系大学院　共通シラバスの発表（15分）
聖路加国際大学大学院　臨床教授　長坂　安子

⑵各大学院の発表（各5分）
横浜市立大学 後藤　隆久
信州大学 川真田樹人
奈良県立医科大学 内藤　祐介
愛知医科大学 藤原　祥裕
国際医療福祉大学 倉橋　清泰
大阪大学 大瀧　千代
聖路加国際大学 宮坂　勝之

⑶ディスカッション（20分）
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【第二部・基調シンポジウム Keynote Symposium】　 学習ラボラトリー

10:40-11:40（60分） 基調シンポジウム Keynote Symposium　（テルモ財団助成金）
 Theme: Collaboration and Team Dynamics

座長　聖路加国際大学大学院　臨床教授　　　　　　　長坂　安子
演者　ナンシー・ワイマン看護師、イヴォン・ライ麻酔科医師

（米国ハーバード大学マサチューセッツ総合病院麻酔・集中治療・ペイン科）

Nancy Wyman, R.N. and Yvonne Lai, M.D
Massachusetts General Hospital, Department of Anesthesia, 
Critical Care and Pain Medicine, Harvard Medical School

 基調講演1：Keynote Lecture #1 （20分）
「Inter-professional Collaborations 職種間のコラボレーション; 
Anesthesia Critical Care Nurses work toward patient safety 麻酔科専
属看護師による患者の安全への貢献」

ハーバード大学マサチューセッツ総合病院麻酔科専属看護師　Nancy Wyman, R.N.

 基調講演2：Keynote Lecture #2 （20分）
「Team Dynamics チームダイナミクス」

ハーバード大学マサチューセッツ総合病院麻酔科集中治療科医師　Yvonne Lai, M.D.

 シンポジウム：Symposium （20分）
「Working together for patient safety 患者の安全のために協働するということ」

Nancy Wyman, R.N.

Yvonne Lai, M.D.
（一部通訳あり）

【第三部・ランチョンセミナー】 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

11:45-12:45（60分） ランチョンセミナー
座長　東京女子医科大学　麻酔科教授　　　尾崎　眞

聖路加国際大学大学院　臨床准教授　藤田　信子

「臨床面からみた体温管理について（仮）」　3Mジャパン（20分）
札幌医科大学麻酔科学講座・滝川市立病院麻酔科医長　立花　俊祐

「挿管、そして全身麻酔の呼吸生理（仮）」　コヴィディエンジャパン（20分）
順天堂大学麻酔科・ペインクリニック准教授　川越いづみ

「看護師として患者の安全のためのモニタリングの発展に携わること」
マシモジャパン株式会社（20分）

マシモジャパン株式会社マーケティング部シニアマネージャー　片桐　直子
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【第四部・企業展示と一般演題 e-poster発表】 4階テラス、シミュレーションセンター内

12:45-13:15（30分） 企業展示 4階テラス

13:15-13:45（30分） e-poster閲覧 4階テラス、シミュレーションセンター内

 Booth1： 座長 横浜市立大学　周麻酔期看護師 大須賀明里
  湘南藤沢徳洲会病院診療看護部 大川　誠幸

「緊急帝王切開の麻酔導入後に起こった抗生剤によるアナフィラキシーの
一例」

聖路加国際病院　麻酔科　麻酔専門研修医　五十嵐寧音

「術中低血圧は術後嘔気・嘔吐を増加させる」
奈良県立医科大学大学院　周麻酔期看護師　中谷　仁美

「片肺全摘後の冠動脈バイパス術の一例」
聖路加国際病院　麻酔科　フェロー　山口慧太郎

Booth2： 座長 横浜市立大学　周麻酔期看護師 井出悠紀子
  横浜市立大学　周麻酔期看護師 田中菜奈子

「帝王切開術中の母体体温」
聖路加国際病院　麻酔科　周麻酔期看護師　鈴木　怜夢

「心房細動アブレーションにおける全身麻酔の有効性」
聖路加国際病院　臨床工学科　臨床工学技士　柴田　信哉

「全身麻酔後における遷延性嗄声の発生率とその経過」
奈良県立医科大学大学院　周麻酔期看護師　佐藤眞理子

「大動脈解離と腸管壊死：高K血症が急激に増悪した偽腔閉塞型急性大
動脈解離症例」

聖路加国際病院　麻酔科　麻酔専門研修医　武石　健太

Booth3： 座長 聖路加国際大学　周麻酔期看護学准教授 中田　諭
  聖路加国際病院　臨床工学技師　
  アシスタントマネージャー 渡辺　竜徳

「一酸化窒素吸入療法と当院の臨床工学技士のかかわり」
聖路加国際病院　臨床工学室　臨床工学技士　坂口　瑞希

「奈良県立医科大学における周麻酔期看護師教育課程の教育内容および活
動報告」

奈良県立医科大学大学院　周麻酔期看護師　岡本　直子
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「周麻酔期看護師の活躍には麻酔科側の積極的な努力が重要である」
鳥取大学医学部附属病院　麻酔診療科群
（麻酔科・ペインクリニック外科）　准教授　舩木　一美

「メンタルヘルススクリーニング」
聖路加国際大学大学院　周麻酔期看護師　鈴木　祐華

【第五部・特別講演】 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

13:50-14:20（30分） 
座長　信州大学医学部麻酔蘇生学教室教授　川真田樹人

「麻酔に携わる看護師の特定行為研修のその後」
厚生労働省　看護サービス推進室　室長　習田由美子

【第六部・パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来】 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

14:30-15:30（60分） 
座長　横浜市立大学麻酔科教授・附属市民総合医療センター　病院長　後藤　隆久

東京都看護協会会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　山元　恵子

テーマ：看護師として麻酔を受ける患者のケアに貢献するということ
手術看護学会理事長（5分） 石橋まゆみ
元・聖路加国際大学学長（5分） 井部　俊子
信州大学医学部保健学科教授（5分） 深澤佳代子
国際医療福祉大学大学院准教授（5分） 松田　有子
聖路加国際大学大学院准教授（5分） 中田　諭

第2部：ディスカッション（30分）

【第七部・リフレッシャーコース　～スイーツを楽しみながら～】 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

15:40-16:40（各15分・60分）

座長　奈良県立医科大学麻酔科学教室教授　川口　昌彦
聖路加国際大学大学院臨床准教授　　吉田　奏

「術前評価と周術期腎合併症対策」
宮崎大学医学部麻酔生体管理学教室教授　恒吉　勇男
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「無痛分娩の安全確保」
名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科教授
（周産期麻酔部門・無痛分娩センター長） 　　　田中　基

「麻酔の臨床：計画8割、技術1割、そして残りは」
九州大学大学院医学研究院　麻酔・蘇生学教授　山浦　健

「TOKYO 2020ドーピング防止規定に基づくトップアスリートへの対応」
聖路加国際病院薬剤部アシスタントマネージャー・スポーツファーマシスト　高山　慎司

【第八部・特別講演】　 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

16:45-17:15（30分） 
座長　愛知医科大学麻酔科学講座教授・病院長　藤原　祥裕

「コックピット内の協働とコーディネーション」
日本航空株式会社国際線機長・医師　篠崎　恵二

【閉会の辞】　 4階シミュレーションセンター　学習ラボラトリー

17:20（5分） 閉会の辞 聖路加国際大学大学院　臨床教授　長坂　安子

【情報交換会】　 4階テラス

17:30-19:00 情報交換会 乾杯　聖路加国際病院副院長・小児外科　松藤　凡

 企業展示・e-poster閲覧（～18:00）

※プログラムは予告なく変更することがあります。
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 基調講演　Keynote Lecture

 Collaboration and Team Dynamics
チームダイナミクス

by Nancy Wyman, R.N., and Yvonne Lai, M.D.
ナンシー・ワイマン1）、イヴォン・ライ2）

1）米国ハーバード大学附属マサチューセッツジェネラルホスピタル　麻酔科クリティカルケア看護師
2）米国ハーバード大学附属マサチューセッツジェネラルホスピタル　麻酔科・集中治療医師

Multidisciplinary teams are often necessary for optimal patient care in the hospital. 
This is particularly relevant for the perioperative setting where team dynamics 
between surgeon, anesthesiologist, nurses, technicians and ancillary staff  are required 
to work in a high acuity setting. In particular, it should be recognized that the 
anesthesia team is not just the medical physician or the nurse anesthetist. It also 
encompasses the anesthesia technician, pharmacist, anesthesia assistant, and in some 
cases a critical care nurse. The goal of the anesthesia team is to provide best patient 
care in addition to improving effi  ciency, outcomes, and patient safety.

患者ケアを多職種チームが協働（チームダイナミクス）すると、より良い診療をおこな
うことができる。特に周術期は超急性の出来事が次々とおこるために、チームダイナ
ミクスは殊更重要で 、外科医、麻酔科医、看護師、臨床工学技師、スタッフらの協働
が強く求められる。米国の麻酔科診療では、麻酔科医とCRNAだけが診療の主役なの
でなく、麻酔科に精通する臨床工学技士、薬剤師、麻酔アシスタント 、そして麻酔科
クリティカルケア看護師（CRNAとは異なる）がそれぞれに重要な責務を負っている。
このチームの目指すところはずばり、最高級の患者ケアであり、診療の効率、アウト
カム、患者の安全に深く携わる。
 
This session aims to bring recognition to the cherished relationship between 
anesthesiologists and critical care nurses that contributed immensely to the 
perioperative team culture dynamics at Massachusetts General Hospital, Harvard 
Medical School, Boston, MA.
 
Here, we welcome Ms. Nancy Wyman, R.N., who dedicated her whole career to 
contributing many decades to create the professional, educational, diligent, warm and 
caring environment for the patients, anesthesia providers, and the surgical team at 
Harvard. Dr. Yvonne Lai, M.D. is a cardiac anesthesiologist and an intensivist at 
Massachusetts General Hospital, who has been closely working with Ms. Wyman for 
also a decade.
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基調講演　Keynote Lecture

このセッションは、米国ハーバード大学附属マサチューセッツジェネラルホスピタル
での麻酔科医との珠玉の協働を直輸入してご紹介する。
麻酔科クリティカルケア看護師ナンシー・ワイマン氏は麻酔科専属看護師として、数
十年かけて手術室のそこかしこに患者中心の暖かな診療文化を築きあげた中心人物で
ある。麻酔科・集中治療医師イヴォン・ライはワイマン氏のグループと10年以上とも
に働き、彼らの作り出す暖かな雰囲気のなかで、過酷な状況にある患者たちを救って
きた。

Both clinicians will provide us with their abundant of knowledge and experience on 
this important topic, and guide us to create our own team dynamics in the clinical 
settings in Japan.

今回、二人のプロフェッショナルには、臨床で患者のために最大限協働するための知
識と経験を紹介し、日本の臨床に役立つノウハウをふんだんに共有してもらう 。彼ら
のサクセスストーリーの背後には、どんな秘訣があるのだろうか。じっくりお楽しみ
いただきたいと思う。

President, The 2nd Annual Meeting for the Japanese Society for Peri-Anesthesia 
Nursing and Medicine (JSPANM)  Yasuko Nagasaka, M.D., Ph.D.

第2回日本周麻酔期看護医学会大会　長坂安子
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特別講演

麻酔に携わる看護師の特定行為研修について

 習田由美子
厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室長

超高齢化社会における質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に向
け、看護職員の確保と資質の向上を図ることはきわめて重要である。高齢化の進展の
中では、慢性疾患や複数の疾患を抱え、地域の中で暮らしながら医療を受ける患者が
増加する。
本制度は、2025年に向け、さらなる在宅医療などの推進を図っていくためには、個

別に熟練した看護師のみでは足りないことから、医師の判断を待たずに、あらかじめ
示された医師の指示（手順書）により、一定の診療の補助（特定行為）行う看護師を養
成し、確保することを目的としている。
制度施行後（平成27年10月）、4年経過した時点で（令和元年8月時点）、指定研修機

関134カ所（40都道府県）、修了生は1,685名、年間約1,500人規模の研修修了者が見込
まれるようになったが、2025年に向けて10万人の修了生を目指していることから、今
後さらなる研修機関の確保が必要と考えている。
平成29年4月に取りまとめられた「新たな医療のあり方を踏まえた医師・看護師等

の働き方ビジョン検討会報告書」では、今後のニーズの高まりと実践の蓄積に合わせ
て、特定行為研修修了者数を増やすべく、研修制度の現場の認知度の向上や、安全性
と効率性を踏まえながら拡大することが提言されている。
また、当制度は、制度創設時（法改正時）に、法律公布後5年後をめどとして、施行

状況等を勘案し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることになっており、
ある程度区分をまとめて研修した方が現場の活用に資すると考えられるような在宅・
慢性期領域、術中麻酔管理領域、外科術後病棟管理領域については、パッケージ化を
行い、教育内容との重複の削除や科目横断的に演習や実習を行い、研修内容および時
間数の洗練化を行うことになった。術中麻酔管理、外科術後病棟管理については、医
師の働き方改革に関する検討会において日本麻酔科学会、日本外科学会から特定行為
研修制度に関する見直しについての要望が出され、こうしたことの後押しもあって
パッケージ化を行うことにになった。
特定行為に係る看護師の研修制度を推進していく観点から、制度改正の内容、課題

や推進に向けた取組等について概観する。



― 17 ―

特別講演

コックピット内の協働とコーディネーション

篠﨑恵二
日本航空株式会社777運航乗員部

第2回日本周麻酔期看護医学会にご参加の皆様、こんにちは。日本航空でボーイン
グ777型機の機長をしております篠﨑恵二と申します。この度は学会へのお招き有難
うございます。
現代の航空機は機長と副操縦士の2名のパイロットによって運航されています。

コックピットでは、この資格や立場、役割の異なる2名のパイロットのコーディネー
ションにより、安全で質の高い運航を目指してフライトをしています。機長の仕事は
飛行機の操縦をすることだけではなく、フライト全体のマネージメントをすることで
す。副操縦士の仕事は、それを補佐することです。補佐すると言っても、ただ単に機
長に指示されたことだけをするのではなく、機長と異なる立場で意見やアドバイスを
行うことが求められます。必要な知識や技術を身に付けて十分な経験を積んだ機長で
あっても人間であって、気が付いていない状況もあり、間違えることもあります。副
操縦士の最大の仕事は、そのような機長の間違いを見つけて指摘することや、飛行機
の状況が適切でないことを見つけて指摘することです。言うならば、部下が上司の行
動言動を常に監視して間違いを指摘するという一般の組織ではあまりないであろう業
務の形です。機長は副操縦士の指摘を考慮して最終的な決断をします。ここで、たと
え副操縦士の指摘が間違っていても、指摘してくれたことに感謝します。このような
業務を、私たちパイロットは、航空機の運航に必要な技術の一つとして身に付けて
行っています。
講演においては、パイロットの業務の流れや、2名のパイロットの資格や役割の違

い、行う業務の分担、そしてコックピットにおいて、どのようなコーディネーション
によってフライトが行われているかお話させて頂きたいと思います。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

横浜市立大学大学院看護学専攻　博士前期課程
（修士課程）のシラバスについて

 後藤　隆久
横浜市立大学医学部麻酔科

本学の周麻酔期看護学修士（博士前期）コースは、大学院看護学専攻におかれており
修了のための取得単位数は，42単位以上と規定されている。
本学周麻酔期看護学コースは、以下の4つのパートから成る。

1．共通科目
大学院看護学専攻共通科目から14単位以上，420時間以上．

2．専門科目
周麻酔期看護師として必須な基礎医学の習得のため，本学医学部医学科の講義を履

修する．10単位，150時間以上だが、実際には200～300時間とる学生が多い。
主な科目は，薬理学，病態生理学，解剖学，生理学，麻酔科学，循環器内科学，呼

吸器内科学など．

3．演習および臨床実習
基本的な麻酔の導入，維持，覚醒の場面を想定した2単位60時間のシミュレーショ

ン教育と16単位，720時間以上の臨床実習．臨床実習は大学附属病院で麻酔科医とマ
ンツーマンの指導体制で行われる。

4．課題研究
修士論文作成，2年間で4単位，120時間．

3．の実習については、修了までに200例程度を目指しているが、本学修了生は現状で
は概ね140～150例程度を経験するようである。アメリカCRNAの教育課程では、2年
間で概ね700～1000例を経験すると言われており、最低症例数の基準は550例と定め
られている。これに比べると本学の経験症例数はかなり少ないが、他の学習との兼ね
合いで、現状ではこれが精いっぱいである。

4の課題研究は、おそらくCRNA養成校のような職業訓練学校ではないものと思われ
る。本学は、「本質はあくまで大学院」という認識から、履修生にきちっとした修士論
文の作成を課している。このため履修期間中の経験症例数とのトレードオフが生じる
が、修了生は病院で実務に着いた後も、研究の方法を身に着けているため、学会発表
や論文などに積極的に取り組んでいる。現在、周麻酔期看護師が社会で認知されるよ
う、そのあり方をきちっと発信していかねばならない段階と考えているので、周麻酔
期看護師が研究能力を身に着けていることは、非常に重要と考えている。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

信州大学の周麻酔期看護学シラバス

川真田　樹人
信州大学医学部麻酔蘇生学教室

信州大学では、周麻酔期看護学（修士課程）を保健学科に2017年度から設置した。設
置に際して、成人・老年看護学領域成人看護学の主任教授にシラバスを作成いただい
た。先行する聖路加国際病院と横浜市立大学のものを参考に、当大学として周麻酔期
看護師に習得を求める内容を加味して作成した。その結果、周麻酔期看護学特論（I、
II）、演習（I、II）、実習（I、II）を中心として、医療倫理学、臨床判断解析学、臨床推
論、高度実践臨床薬理学など、一部、医学科学生の講義と同等の内容も含んでいる。
修士論文のための研究は、実習開始と併せて手術部を中心として行い、周術期の患者
の病態生理や薬理に基づく看護学の知識の習得を中心としたシラバス内容といえる。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

奈良県立医科大学における周麻酔期看護師養成コースの概要

内藤祐介、川口昌彦
奈良県立医科大学　麻酔科学教室

奈良県立医科大学（以下、本学）では2016年より大学院看護学研究科高度実践コース
の1講座としてPANの教育を実施している。現状で3名の学生が在籍しておりうち2
名は2020年3月に卒業予定である。さらに本年も2名の入学を予定しており、今後
PANの教育を継続していく予定である。
大学院の教育内容としては、講義が12単位、実習・演習が20単位、研究指導が4単位
（1単位15時間相当）から構成されている。講義内容は基礎的な医学知識から解説する
ボトムアップ形式と、Problem Based Learning and Discussion形式のトップダウン形
式の両方向からの学習を実施している。
演習・実習は1年次は基礎的な麻酔の流れやトラブルシューティングに習熟してもら
うことを目標に指導医と1:1で症例にあたり鍛錬を行う。手技に関しては入学後3ヶ月
を目安に本人の習熟度を測りながら演習形式で手順の確認を行い、指導教官の合否判
定を経たのちに開始する。手技はマスク換気、気管挿管、抜管、橈骨動脈ライン確保、
麻酔器の設定などが主なものであるが、いずれの手技も医師の直接監視下でのみ実施
を許容している。2年次はより高度な小児麻酔、心臓麻酔などの症例をメインに学習
する。
また、研究遂行能力の養成も重要な要素の一つであると考えている。PAN自体が比較
的新しい制度であるため、今後後進の教育が可能となる人材の育成が重要である。そ
のため、単に修士論文を仕上げるだけでなく、日頃からリサーチマインドを涵養し、
クリニカルクエッションを臨床研究にまで昇華させることを目標としている。1年次
は教官が用意した研究に従事し、立案、データ収集、ポスター作成、論文作成を分担
することにより、研究の流れの概略について理解してもらう。2年目は自らクリニカ
ルクエッションを持参し研究計画書を書いて実行している。
当院では、臨床工学技士麻酔アシスタント、特定行為看護師と多くの他職種と連携を
行うことで地域の教育病院としての責務を果たしている。複数の職種で手術室を運営
する中でPANがいかにアイデンティティーを確立し、どのように高いモチベーション
を維持し続けるかは重要な課題であると考える。その一環として学会主導の共通カリ
キュラムおよび認定制度が待たれるところである。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

愛知医科大学の場合

藤原祥裕
愛知医科大学病院

愛知医科大学大学院看護学研究科では2013年より臨床実践看護学領域（診療看護師
コース）を設置し、クリティカルケア領域を中心に活躍できる診療看護師の養成を開始
した。当時私は医学部麻酔科学講座教授として本コースの設置と教育を微力ながら応
援してきた。本コースでは，(1) 日本NP教育大学院協議会が指定するプライマリケア
領域とクリティカルケア領域の診療看護師（NP）教育カリキュラムの基準を満たす大学
院診療看護師養成コース教育 (2) 厚生労働省認可の看護師特定行為研修教育 (3) 臨床
看護学に関する研究と修士論文作成の3つの教育を柱としている。
本コース、いわゆる「周麻酔期看護師」の養成とは異なり、必ずしも周術期管理に特

化したものではなく、周術期管理、集中治療管理、救急医療など急性期医療を全般に
網羅するものとなっている。看護学に関する教育のほか、解剖学、病態生理学、生理
学、薬理学など基礎医学に関する授業が組み込まれている。もちろん、臨床推論、フィ
ジカルアセスメント、各種呼吸循環管理、ドレーン管理・カテーテル管理、疾病と治療
など、臨床に関する授業、実習にも十分な時間が充てられている。もちろん特定行為
21区分38行為すべての研修を修了できる内容となっている。
本シンポジウムでは本コースの教育内容を紹介する。周麻酔期看護学教育の充実の

一助となれば幸いである。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　
～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

倉橋　清泰
国際医療福祉大学 医学部 麻酔・集中治療医学講座 主任教授

周麻酔期看護学に必須の内容は、手技でも主義でもない。
解剖学、生理学、病理学、薬理学等の基本的学問をより高いレベルで習得する。担当
患者に当たっては原疾患や手術の内容を熟知し、周術期に問題となる並存疾患に注意
を払い、術前の不安への対応から術中術後の 痛や合併症に到るまでシームレスに対
応するための知識と経験と人間性を具えることである。
極めるのは「看護学」。
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シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　
～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

大瀧 千代
大阪大学大学院 医学系研究科 生体統御医学講座 麻酔集中治療医学教室

大阪大学病院における周麻酔期に関与する看護師は、周術期看護チームに所属する手
術部配属の看護師チームがあり、主な周麻酔期の仕事としては術前麻酔外来の補助と
術後回診による 痛管理を行っている。将来周麻酔期に関与する看護師の教育として
は 1）修士課程の学生を対象とした大学院プログラム。2）来年度から開始される術中
特定行為研修プログララムがある。周術期看護チーム内には日本麻酔科学会の周術期
管理チーム資格を保有する看護師も数名いるが、この受験対策等の講義は行なってお
らず、自主的に取得するものとなっている。阪大病院においては将来、修士課程で麻
酔学を学んだ看護師と、術中特定行為研修プログララムを終了した看護師と現行の周
術期看護チームの3種の周麻酔期に関与する看護師が存在する可能性がある。周術期
チームは術前と術後の役割を担うが、術中特定行為研修プログララム終了者はこれに
加え術中麻酔管理に関与する可能性が高い。大阪大学で修士課程の学生を対象とした
大学院プログラムを開始する目的は、大阪大学附属病院における複雑な手術の術中麻
酔管理の看護を行うには、術中特定行為研修プログララムでのカリキュラムに加えて、
基礎的な医学を学びその上で麻酔学を学ぶ必要がある。例えば先天性心疾患の麻酔や
移植の麻酔、大血管の緊急手術、新生児の手術等で、低血圧が起こった場合の対応の
仕方はその病態によって大きく変わる。麻酔科医と共に術中麻酔管理を行う場合、そ
の病態整理の理解が必要であり、解剖学、生理学、薬理学の教育が必要である。これ
らの基礎医学の知識は術中特定行為研修プログララムと周術期管理チーム資格取得に
必要な講義のみでの習得は難しい。周麻酔期看護学教育には麻酔に必要な基礎医学を
学んだ後に特定行為研修と日本麻酔科学会の周術期管理チーム資格に必要な知識の習
得が必要であると思われる。



― 24 ―

シンポジウム

周麻酔期看護学の共通シラバス　～周麻酔期看護学教育に必須な内容とは～

周麻酔期看護学シラバス（聖路加国際大学の場合）

宮坂勝之
聖路加国際大学大学院

聖路加国際(旧看護)大学の周酔期看護学は、2010年に、それまでに存在しなかった全
く新しい看護領域の大学院修士課程（2年間）として開講した。

カリキュラム策定にあたってはまず、大学教授会で周麻酔期看護師の果たす役割を「麻
酔に関わる術前から術後までの医療の流れの中で、麻酔科医を中心とした麻酔医療チー
ムの一員として機能し、術前、術後管理を含め、患者にとって最善の麻酔が施されるよ
うに、看護師として麻酔業務を補助する役割を果たす」と定義し，麻酔科医の代役では
なく、看護師として麻酔科専門医の診療の補助を行う役割であることを明確にした。

既に急性期医療での実務経験を持った看護師（学士相当）を教育対象にすることで、そ
れまでの看護教育で欠けている、「麻酔に関わる病態生理学や臨床薬理学、臨床心理
学，臨床工学などの麻酔科学の基礎」と「麻酔科医との協働」に必要な非認知能力醸成
に集中することとし、教育の大半を専任の麻酔科専門医が行うこととした。

大学院修士課程の要件を満たすために、疫学・統計を含む研究法、教育学などの看護
基礎科目と学生の関心に基づく課題研究論文提出を取り入れ，全体として44単位のシ
ラバスを策定した。その後策定された看護師の特定行為研修の基本内容は既に全て網
羅されている。看護領域で一般に、臨床推論あるいは危機管理・医療安全学、フィジ
カルアセスメントとされる領域などは、明確に臨床医との協働の視点で内容を組み立
て，周麻酔期看護学特論という名前の下で，実際には実習とは別に，座学、PBLD、
高機能生体シミュレータを組み合わせた独自の授業を中心として展開した。

限られた授業時間は、できるだけ実技習得よりその適応と背景機序の理解、そして患
者の臨床状態の変化を的確に麻酔科専門医に伝えられる非認知能力の養成に仕向けた。
年度のはじめに担当教官は学生に、麻酔科医の日常的な診療業務(急性期の総合診療)
の補助を行える、患者の生命維持情報の基本的(病態生理学、臨床薬理学的)な評価が
できる、などの項目を含む「周麻酔期看護学の到達目標」を示し、年度末にその進捗を
書面および対面でお互い評価し、教育内容の充実を図ってきた。周麻酔期看護医学会
にリフレッシャーコースを設けたのも、卒後継続教育を希望した卒業生の希望であり、
それも大切な教育の要素である。

就学時間などでの改良の余地はあるが、卒業生および受け入れ先の評価は概ね良好で
ある。
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パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来

看護師として麻酔を受ける患者のケアに
貢献するということ

 石橋　まゆみ
日本手術看護学会　理事長
昭和大学経営戦略室　主幹

このたび第2回日本周麻酔期看護医学会におきまして私に与えられましたシンポジ
ウウムの演題は「看護師として麻酔科の診療に貢献するということ」でございます。本
シンポジウムでは，（一）手術室看護師として麻酔科医師から期待されること，（二）看
護師と麻酔科医師が協働・共同して麻酔診療を行うために必要となる備えるべき看護
師の知識と技術について、お話ししたいと思います。
本シンポジウムでは，麻酔科医師および手術室看護師を主たる周術期管理チームとし

て捉え、麻酔医療と手術看護が安全で安心を担保する管理により，患者が望む方向で病
の回復支援をすることが共通目標であり一致した認識をすることが大事となります。
現在，周術期管理領域における看護師に対する認定制度は，当日本周麻酔期看護医

学会が開校する修士課程教育を修了した周麻酔期看護師，麻酔科学会が制定した周術
期管理チーム看護師認定制度，厚生労働省が開始した医療提供体制を構築するための
特定行為看護師研修制度（医師の働き方改革にかかるパッケージ研修），また日本看護
協会が認定する手術看護認定看護師，さらに日本手術看護学会が認定する実践指導看
護師など数多くあります。その教育方法、認定過程などが異なる手術室看護師の皆さ
んが一つのチームとなり，安全性を確保し効率的な麻酔医療を実現するにはどうした
らよいのか真剣に考えていかなければなりません。
まず，周術期管理チームが麻酔科医療について麻酔科医師が行うべき範囲と看護師

にタスクシフトする麻酔医療を明確にすることで必要なことは，チーム員の持つ知識・
技術レベルの把握，看護師に期待するレベルと実際持つレベルの明確化であると思い
ます。チーム間でお互いを知り，調和し協力体制を構築できれば，各々がプロフェッ
ショナルとして力量を発揮しながら気持ちよく業務に専念でき，患者が望む麻酔医療
つながっていくと考えます。
日本手術看護学会は、全国の医療施設に従事する手術室看護師会員の賛同を得て組

織され，安全・安心・信頼の手術看護と医療の実現，推進を基本理念にしています。
周術期における手術，麻酔の侵襲を最小限にとどめた最良な治療を行うための看護援
助となります。そして患者が望む元の生活に戻るために専門性に裏付けされた看護援
助をすることがその看護実践であり，手術看護の達成感を得ることが出来やりがいに
繋げいくことを目標としております。
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パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来

看護師として麻酔を受ける患者のケアに貢献するということ

周麻酔期看護学の始まり

井部俊子
前聖路加国際大学学長

本稿では、周麻酔期看護学の始まりを記し、周麻酔期看護学の発展に伴って修了生のアイ
デンティティを考えたい。
聖路加看護大学（当時）の公式な会議（研究科委員会）に周麻酔期看護学のことが登場した

のは2009年9月15日である。議事録にはこのように記されている。
「日野原理事長の意向による、修士課程における周麻酔期看護コースの新設についてH研究
科長より下記の通り報告があった。K教授、U准教授、K医師、研究科長での話し合いが行
われ、周麻酔期コースを急性期看護学上級実践コースで実施することを検討したが難しいと
の結論に至り、他の可能性を検討している。」
翌月の研究科委員会では、「周麻酔期看護学のカリキュラム（案）」が配布された。次回委員

会で検討することが申し合わされた。2009年11月17日の研究委員会で検討され、学内担当
者が不明瞭であり、周麻酔期看護教育の適任者を探す必要性があること、米国では麻酔NP
のコースは3年間だが、本学の2年間で可能なのか、職能団体、学会、厚労省への働きかけが
必要なのではないか等という議論や、本学の領域としての位置づけを、実践看護学Ⅰのなか
の1領域とするか、実践看護学Ⅲをつくるか、新たな専攻をたちあげるか3通りが考えられ
た。聖路加国際病院との合同のNPに関する検討会結果もふまえ、次回の研究科委員会でさ
らに検討することとなった。　　
2009年12月15日では、配布資料＊をもとに意見の交換があり、「2010年度からの学生受け

入れを開始するため、2010年3月の修士課程Ⅱ期入試で募集を開始することはすでに決定し
ている。」と記されている。
＊配布資料（2009年12月）
表.聖路加看護大学大学院修士課程　周麻酔期看護学　　◎必修　〇選択
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パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来

看護師として麻酔を受ける患者のケアに
貢献するということ

深澤佳代子
信州大学医学部保健学科

医学の進歩が著しく現状をみると、高齢者に対しては一昔前には敬遠していた侵襲
度の高い手術も普通に行われるようになった。患者の術後のQOLは上がる場合もある
かも知れないが、同時にかなりリスクを伴う可能性が高い。
手術を行うには麻酔がなくてはならないが、2018年12月現在、厚生労働省の統計に

よると医療施設に従事する医師数のうち、手術に関係する診療科分類では整形外科医
25,488人(8.2%)、外科医24,842人(8%)に対し、麻酔科医11,501人（3.7%）とかなり少
ない。麻酔科医不足は手術治療を提供する医療機関にとって死活問題となりうる。
2010年度と2018年度にある県下の総合病院に勤務する麻酔科医を対象に周麻酔期看

護師（2010年の調査では臨床麻酔看護師という言葉を使用した）の導入について調査
した結果、「麻酔科医不足による安全性を脅かされる状況を回避する方法」として賛成
という意見が多くあったが、一方で、「教育体制の整備」や「医療安全の確保の保証」、
「責任の所在の明確化」が前提であるという意見も多々あった。しかし、周麻酔期看護
師の養成を行う大学院も徐々に増加している現状から、周麻酔期医療を補助する周麻
酔期看護師も徐々に受け入れられてきたのではないかと思われる。
認定看護師や周術期管理チーム研修を修了した看護師との役割や業務の棲み分けを

考えると周麻酔期看護師の主たる業務は麻酔科医の役割の1つである手術の麻酔の維
持・管理ということになる。しかし、前述した医療技術の進展やその医療を享受する
患者の現状を考慮すると、それだけにとどまらず、術前の患者のアセスメントと評価、
麻酔覚醒時のケアや術後管理、さらに 痛管理、緊急患者への対応など、保健師助産
師看護師法の範疇ではあるが、最大限、高度な知識や技術を駆使し幅広く実践するこ
とを求められる。その過程で患者に起きた事象を客観的に捉え、集積し、実践したこ
とを看護の立場から研究的な視点でまとめ、自分の業務に活かすというサイクルを繰
り返すことにより、患者に安全で安心な周麻酔期医療を保証することに貢献できるの
ではないだろうか。結果として、単なる診療の補助にとどまらない未来の周麻酔期看
護学という学問を確立することにつながることになるのではないかと考える。  
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パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来

看護師として麻酔を受ける患者のケアに
貢献するということ

松田有子
国際医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科

国際医療福祉大学では2017年より修士課程に周麻酔期看護学領域が開設され、3年
目を迎える。その間、麻酔科医の指導の下で麻酔支援看護実習が行われている。今回
は、実習を通して周麻酔期看護学領域の大学院生の視点から周麻酔期看護師が麻酔科
診療にどのような貢献ができるかを検討した。

シームレスな看護を提供できる周麻酔期看護師
周麻酔看護師は術前・術中・術後を通してシームレスに患者を支援できる存在である。

術前は外来看護師や病棟看護師、術中は手術室看護師、術後には病棟看護師といった
縦割の組織を超えて横軸で活動することができる強みがある。
患者を全人的に捉える看護の視点
大学院修士課程で周麻酔期看護学を学ぶにあたり、患者を全人的に捉えることや倫

理調整の役割を再認識する機会となっている。また、手術室看護師の経験が多い周麻
酔期看護学領域の大学院生は、手術を中心とした視点から麻酔管理の視点を持つこと
でより広い視野で患者をとらえ、全人的ケアに結びつけることにつながっている。
手術を受ける患者、特に全身麻酔下の患者は意思決定を自分ですることができず価

値や信念が尊重されずQOLの低下が懸念される。そこで、患者に術前から関わり麻酔
管理下の状態を理解している周麻酔期看護師は、患者・家族の代弁者として適任である。
多職種との協力・連携
麻酔科領域の役割が拡大する中、患者の安全を担保するためには、麻酔科医と協力

して麻酔管理ができる看護師の存在は重要である。手術室の外でも活躍できる周麻酔
期看護師は多職種との連携がとりやすく、またチームで働くことにも慣れているため
コーディネーターとしての役割を十分に発揮できる。

以上の役割を遂行できる周麻酔期看護師は、周術期において患者・家族のもっとも
身近な存在であり、麻酔科医と協働し麻酔科診療に携わることで、患者により安全か
つ安心できる医療・看護の提供に貢献できると考える。
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パネルディスカッション：開かれる周麻酔期看護学の未来

看護師として麻酔を受ける患者のケアに
貢献するということ

中田　諭
聖路加国際大学　大学院看護学研究科

近年の医療は、少子高齢化の進展、医療技術の進歩、医療提供の場の多様化により
変化を遂げ、看護師も高い専門性を前提にチーム医療における役割遂行に期待が寄せ
られている。看護の専門性については、1994年専門看護師制度、1995年認定看護師制
度の発足を皮切りに様々な学会や団体が認定資格教育を開始し、2015年に特定行為研
修制度が制度化されるに至っている。特定行為研修制度は多くの看護師に制度活用を
促すため2019年に「在宅・慢性期領域」「外科術後病棟管理領域」「術中麻酔管理領域」
「救急領域」の4領域をパッケージ化するなど、今後さらに他領域へ拡大し修了した看
護師が広く活躍する場が提供されつつある。
麻酔は手術など極めて侵襲の高い患者の判断や処置が求められ、安全な全身管理に

は様々な機器の活用のみならず、手術・麻酔の内容を理解した医療スタッフとの協働
が求められる。麻酔関連領域においても、周術期チームで様々な知識を統合して提供
することが求められ2014年からの周術期管理チームの制度が始まっている。
周麻酔期看護は、キュアとケアを融合したもので科学的な専門知とともに、経験知

として培われた技術を基に、患者の安全・安楽のために臨機応変に患者の状態に応じ
たケアを行う存在である。また、患者に寄り添うという言葉に代表されるように、常
に患者の立場に立ち患者を支える存在であり、その役割は周術期である術前評価や術
中、術後管理だけでなく、鎮静を必要とする場や産科領域など幅広い。
このような周術期管理チームや認定・専門看護師の資格取得や特定行為研修の研修

修了者は臨床現場における医療の質の向上に加え、業務のタスクシフティングによる
働き方改革や看護師のキャリア開発に有効である。しかしその一方、看護師の役割は
個々の臨床現場によって異なることから臨床におけるニーズと看護師の能力発揮にミ
スマッチが生じる可能性も存在する。
このセッションでは、これまで認定看護師の教育課程や特定行為研修、専門看護師

の教育に携わってきた経験を基に周麻酔期看護師の役割とケアについて考える機会と
したい。
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リフレッシャーコース　～スイーツを楽しみながら～

術前評価と周術期腎合併症対策

 恒吉勇男
宮崎大学麻酔生体管理学

腎機能は、電解質や有害物質の排泄に加え、糖新生やアンモニア産生といった代謝
反応、レニン・アンギオテンシンやエリスロポエチンなどのホルモン分泌など多彩な
機能を有している。したがって、腎機能が障害された患者では、体液バランスの失調
はもとより、電解質・ミネラル代謝と酸塩基平衡の異常、さらにホルモンバランスの
変化と血圧調節機構の破綻など多方面にわたる機能異常を生じる。
術前に確認する項目としては、血中尿素窒素（BUN）、血漿クレアチニン（Cr）濃度、

電解質、アニオンギャップ、腎性貧血がある。特殊検査としての糸球体濾過量（GFR）、
クレアチニン・クリアランス（Ccr）の意味合い、また腎機能の予備力とCcrとの関連
性を理解し、これらの予測因子から周術期腎合併症を生じないように対策を講じなけ
ればならない。
例えば、BUNとは、血液中の尿素に含まれている尿素窒素（UN）の量である。BUN

の上昇は、腎機能の低下を反映するが、その感度は鈍い。Crは、糸球体で濾過された
あと、尿細管での再吸収はなく、分泌もわずかである。したがって、Crの排泄は、糸
球体濾過量（GFR）とよく相関することから、腎不全の予測因子となる。血漿Crの低
下がわずかであってもGFRの低下は大きく、腎機能は高度に障害されていることに注
意する。
腎機能の低下は電解質異常に直結する。低ナトリウム血症の原因は、Na+とK+の消

失、または水分の貯留のいずれかである。高ナトリウム血症の主な原因は、水分摂取
不良による脱水である。K+は、一日平均の経口摂取量は40～100mEqであり、このう
ち90％が尿中に排泄され、少量が便中に排泄される。K+の血中濃度を4.6mEq/L前後
に厳密に管理するために、腎臓全体での再吸収率は状況により2～150% と大幅に変化
する。腎不全患者では腎臓の遠位尿細管におけるCa2+の能動的再吸収が低下し、血漿
Ca2+濃度が低下するため、副甲状腺ホルモンPTHが活性化し、骨からを再吸収させと
ともに異所性骨化を促進させる。
以上、手術前の所見および検査において何に着目し、どのように評価しておかなけ

ればならないか、チェック項目とその病態変化について解説する。
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わが国における硬膜外分娩の安全確保
Safety of Labor epidural in Japan

田中　基
名古屋市立大学　大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野　周産期部門
名古屋市立大学病院　無痛分娩センター

わが国においても無痛分娩が増えてきた。わが国の全出産における無痛分娩の割合
は、2008年は2.6%であったが、2016年は6.1%と倍増している。
無痛分娩の主たる方法は、硬膜外麻酔を中心とした「硬膜外分娩」である。硬膜外分

娩は、強力な鎮痛効果かつ児への麻酔の悪影響は最小限となる優れた産痛緩和方法で
ある。しかし2017年頃、わが国では硬膜外分娩に関連した医療事故報道が相次ぎ、社
会問題へと発展してしまった。このような状況を受け、2018年3月末に厚生労働科学
特別研究事業「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制の構築についての研究」（研究代
表者　海野信也）は、「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」を作成した。
この「海野班提言」を受け、2018年には日本麻酔科学会・日本産科麻酔学会・日本医
師会・日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本看護協会が構成団体となり「無
痛分娩関係学会・団体協議会 (JALA; Japanese Association for Labor Analgesia)」が
設立された。現在、JALAでは硬膜外分娩の安全講習会や妊産婦向けに硬膜外分娩施
行施設の診療内容の情報公開を行っている。
硬膜外分娩の麻酔合併症として、低血圧、高位脊麻・全脊麻、局所麻酔薬中毒の3つ

が挙げられる。手術麻酔に慣れたスタッフが少ない分娩室において、これらの合併症
への対応に「周麻酔看護師」の助けは貴重である。分娩室にいる周麻酔看護師は、麻酔
合併症だけでなく、産後危機的出血や緊急帝王切開への対応もスムーズにする。これ
らの貢献は、硬膜外分娩患者だけでなく、すべての分娩患者の安全性向上に寄与する。
麻酔科医にとってアウエイな環境である分娩室において、麻酔科医をサポートする

「周麻酔期看護師」の役割は、益々重要度を増している。

【参考文献】
厚生労働省ウエブサイト「無痛分娩について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912.html

JALA（無痛分娩関係学会・団体連絡協議会）ウエブサイト
https://www.jalasite.org/
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麻酔の臨床：計画8割、技術1割、残りは

山浦　健
九州大学大学院　医学研究院　麻酔・蘇生学分野

麻酔技術の多くは2-3年も修練すれば、最終的にはほとんど同じレベルに到達でき
ます。しかし、医療のどの分野でも患者を知ること、そしてその情報を深く掘り下げ
計画を立てることが重要であるように、麻酔管理でも患者評価と計画が重要です。
麻酔薬や生体情報モニターの発達により麻酔維持は比較的安定するようになりまし

たが、それでも医療は不確かさの上に成り立っています。このため患者や術野の状態
により匙加減が必要で、特に麻酔にとっては先読みが重要です。その中で「2つ先を考
える」ということが重要です。これには予め多くの可能性を考え、あるいはシミュレー
トしておかないと対応できません。常に多くのことを予測し考えながら準備している
医療者と、行き当たりばったりで対応している医療者では、数年後には大きな違いに
なります。麻酔手技でも同じで、2つ先を考えながら手技をすることは、術前計画の
中でシミュレーションしておかないと出来ないことであり、準備と計画が重要です。
担当麻酔科医にとって術後の診察も重要で、術後の患者さんは教科書あるいは成績

評価表みたいなものであり、いろいろなことを教えてくれます。術中・麻酔直後は安
定していたにも関わらず、結構痛がっていたり、良かれと思って使用したオピオイド
の影響で吐き気が強く、痛い方がまだましだと思われていたり、神経ブロックが効き
過ぎて痛みはないのは良いがその感覚が不快であったりと麻酔科医が感じている以上
に様々な反応があります。麻酔担当医自身が術後の患者を診ることで術中の管理や計
画も良くなります。
医療は不確かな上に成り立っている為、十分に計画した医療の中でも、予測不可能

なことも起こりえます、また力及ばないこともあります。術後0.3%の患者は亡くなる
のですが、その多くの場合は主治医が臨終を宣告しお見送りをしますが、我々麻酔科
医も関与した医療であり、医師であることを忘れてはいけません。お見送りをするこ
とで、人の尊厳とともに我々の医療・医学の限界を感じると共に感謝の気持ちが生ま
れます。人生のお見送りをするのは医療者としての最大の仕事であることは麻酔科医
にとっても変わりないことを自覚しなければなりません。
麻酔科医は術中だけの麻酔医でなく、術前術後を通しての周術期管理医（Perioperative 

physician）になることが重要です。
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TOKYO 2020 ドーピング防止規定に基づく
トップアスリートへの対応

高山慎司
聖路加国際病院薬剤部

【はじめに】
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会が目前となり、スポーツ界をはじめ、

日本国民をはじめ世界全体がその熱い興奮を待ちわびている。アスリートは競技会当
日に最大のパフォーマンスを発揮するめ、日々練習に取り組んでいる。一方、スポー
ツはフェアでなければならず、禁止薬物を使用して競技能力を高める行為＝ドーピン
グはフェアプレーの精神の対極である。
【ドーピング事情】
禁止薬物によるドーピング違反は2種類大別される。1つはアスリートが意図的に筋

力増強などを目的として薬物を使用するケースである。ドーピング検査の結果、薬物
陽性反応となりメダルや競技参加資格剥奪といったケースがある。最近ではロシアが
組織的にドーピング行為をしたとして問題となっていることは記憶に新しい。もう一
方は、非意図的な禁止薬物の摂取である。例えば、風邪を引いて内服した総合感冒薬
に禁止薬物が含有されていたケースや、サプリメントに禁止物質が含有していたため
にドーピング違反となってしまうケースである。したがって意図的、非意図的に関わ
らず禁止物質を摂取した場合はドーピング違反と見なされるため、アスリートはドー
ピングへの対応を理解しておく必要ある。
【アンチ・ドーピングの国際基準】
アンチ・ドーピングに関する世界統一の規則として「世界アンチ・ドーピング規程；

World Anti-Doping Code」がある。アンチ・ドーピング・プログラムの一環として「禁
止表国際基準；Prohibited List」が策定されている。これは「常に禁止される物質と方
法」「競技会検査で禁止される物質と方法」「特定競技において禁止される物質」に大
別されている。
【治療使用特例（Therapeutic Use Exemptions : TUE）】
TUEとは、アスリートが疾病や怪我などで禁止物質もしくは禁止方法で治療をする

必要がある場合の申請手続きである。また、緊急的に禁止物質・方法を使用しなけれ
ば人命に関わる場合などは、「遡及的TUE申請」制度がある。いずれの場合において
も申請が承認された場合に限りそれらを使用できる制度である。
以上より、本講演では怪我や疾患で受診したアスリートの患者に対して、医療従事

者が知っておくべきドーピング対応について解説する。
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ランチョンセミナー

臨床面からみた体温管理について

 立花　俊祐
札幌医科大学麻酔科学講座

実臨床の場において周術期体温管理は重要であるが、その核心は正確な体温モニタ
リングと有効な加温である．
周術期における正確な体温モニタリングは，低体温に起因する有害事象の発症を可

能な限り抑制するための保温指標として，加えて，悪性高熱症などにみられる致死的
な体温上昇をいち早く察知する手段として必須である．特に周術期低体温は，正確な
体温モニタリングと適切な加温によって予防することができるため，麻酔科医だけで
はなく周麻酔期看護師との情報共有と，周術期体温管理を協働して行うことが求めら
れる．低体温へのマネジメントは，単に患者の術後不快感やシバリングを緩和するだ
けでなく，周術期予後の改善に寄与することが知られており，まさにチームとしての
真価が問われる部分でもある．
麻酔科医師サイドの話をするならば，日本麻酔科学会は“安全な麻酔のためのモニ

ター指針”の中で，「麻酔を行うときには，患者の安全を維持確保するために体温の測
定を行うこと．」　と示しているが，残念なことに，体温モニタリングの手技手法や体
温維持目標に関しては，統一されたものがないのが現状である．また体温は，血圧や
心拍数，酸素飽和度などのモニタリング値と同等にバイタルサインとして重要である
が，麻酔科医師だけでは適温環境の維持や加温準備に手が回らず，実際のところは手
術室看護師に完全依存している施設もあるかもしれない．
本セミナーでは，臨床現場での体温モニタリングの現状を紹介することによって，

臨床に即した体温管理に関して知識を深めてもらうだけではなく，体温管理に関する
海外のガイドラインなどを共有することにより，体温モニタリングや加温管理に関し
て将来的に工夫できることはないか検討できるような場を作りたいと考えている．
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ランチョンセミナー

麻酔と呼吸のはなし。

川越いづみ
順天堂大学医学部　麻酔科学ペインクリニック講座

麻酔の三要素は鎮痛。鎮静。筋弛緩。
麻酔に使う薬のほとんどは、呼吸に対しては抑制的な作用がある。麻酔は手術侵襲か
らの防御という意味の「必要悪」であり、その必要悪の副作用の主役が「呼吸抑制」で
ある。
麻酔科医は、自分が患者に施した麻酔で「呼吸の危機シーン」を作る。自分で作った危
機を自分で救うヒーロー。「自作自演」みたいな仕事である。。。といつも思っている。
自作自演だからこそ、間違いがあってはならない。呼吸のトラブルは「低酸素血症」を
招き、重篤な後遺症を引き起こす可能性さえある。
麻酔導入時、維持中、抜管時、大事なのは「呼吸」である。麻酔科医が何を見て、何を
感じ、何に気をつけているのか。看護師さんには何を見て、何を感じ、何に気をつけ
ていてほしいのか。。。。
このランチョンセミナーでは、肺の麻酔をライフワークとし、気道管理を得意とする
（と思っている）麻酔科医が、周麻酔期の呼吸のポイントについて少々お話させていた
だく予定である。
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ランチョンセミナー

看護師として患者安全のためのモニタリング発展に
携わること

片桐　直子
マシモジャパン株式会社　シニアマーケティングマネージャー、看護師

周術期には、患者の状態を連続的に、多角的にモニタリングすることが求められるた
め、様々なモニタが使用される。また、病棟や在宅においてもモニタリングが必要な
患者が増加している。モニタなどの医療機器の開発には、開発、検証、製造、品質管
理、薬事承認、拡販戦略、研究、販売などの多くのステップが必要とされ、エンジニ
アや各部門の専門家の協働によって製品を提供することが可能となる。その中には、
医師などの医療の専門家も含まれ、開発から販売までのプロセスをサポートしている。
また、医療機器メーカーと医療機器を使用する医療従事者との橋渡しとして、看護師
を初めとする医療従事者が患者安全の為に様々な役割を担いながら奮闘していること
はあまり知られていないのではないだろうか。Masimo社を例に、メーカーでの看護
師らの役割と影響について考えたい。
Masimo社は"Improving Patient Outcomes and Reducing the Cost of Care®"をミッ
ションとして、非侵襲的なモニタを製造・販売している。複数の独自のパラメータ・
インデックスを開発しているが、それらの共通するゴールは「患者安全」である。
Masimoのパラメータ・インデックスにより、どのようにPatient Outcomeを向上させ
ることが期待できるか看護師の視点で紹介したい。
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一般演題（Booth1）

緊急帝王切開の麻酔導入後に起こった抗生剤による
アナフィラキシーの一例

 五十嵐寧音、林督人、前田歩、篠田麻衣子、飯塚雄介、長坂安子
聖路加国際病院　麻酔科

【症例】37歳，163㎝，58.3㎏，G2P1．既往帝王切開後妊娠で帝王切開予定であったが，
36週5日に陣痛発来し，同日緊急帝王切開の方針となった．高比重ブピバカイン12㎎，
フェンタニル20μg，モルヒネ0.15㎎を使用してL3/4から脊髄くも膜下麻酔施行後(麻
酔レベル両側Th4-S)，セフメタゾール(CMZ)1g，メトクロプラミド10㎎を投与し，
膀胱留置カテーテルを挿入した．抗菌薬投与から3分後，くしゃみ，咽頭の違和感を
訴え，両上眼瞼腫脹を認めた．さらに6分後，呼吸苦を訴え，気道狭窄音，皮疹が出
現した．酸素投与を開始し，d-クロルフェニラミン5㎎，ファモチジン20㎎，ヒドロ
コルチゾン100㎎を投与したが，皮膚・粘膜症状と呼吸器症状は急速に悪化した．ア
ナフィラキシーと診断し，エピネフリン0.01㎎/kgを上腕三頭筋に筋注した．筋注後，
症状は改善傾向でバイタルも安定しため，脊髄くも膜下麻酔のまま手術開始の方針と
した．胎児(Apgar Score 1分値8  5分値9 臍帯血pH 7.293)娩出後，上気道狭窄音は消
失し, 循環動態の変動も認めなかった．手術時間は80分，麻酔時間は110分で術後集
中治療室に入室した．手術後1日目には，遅発性アレルギーの発症も否定的であった．
一般床へ移動しその後問題なく術後5日で退院した．術中及び術後にトリプターゼと
IgEを測定したが，正常範囲内であった．
【考察】緊急手術のアナフィラキシーでは手術を中止するか判断を問われる．本症例
では，エピネフリン投与後，気道症状は改善傾向で血圧変動も認めなかったため，脊
髄くも膜下麻酔のみでの手術を開始した．手術中のアレルギーの原因としては，筋弛
緩薬，ラテックス，抗菌薬などが考えられるが，本症例ではCMZが最も疑わしいと考
えた．
【結語】麻酔導入後のアナフィラキシーに対して，エピネフリン投与により脊髄くも
膜下麻酔のみでの手術を完遂することが出来た．
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一般演題（Booth1）

術中低血圧は術後嘔気・嘔吐を増加させる

中谷仁美1）、内藤祐介2）、位田みつる2）、惠川淳二2）、川口昌彦2）

1）奈良県立医科大学大学院看護学研究科　周麻酔期看護学課程
2）奈良県立医科大学　麻酔科学教室

はじめに
術後嘔気・嘔吐（Postoperative nausea and Vomitting; PONV）は 痛と並ぶ全身麻酔の
主要合併症であり、患者に不快感をもたらすだけでなく、離床など早期回復への阻害因
子である。PONVに対する予防策、患者因子などは広く研究されているが、術中低血圧
と術後PONVについて詳細に検討した研究は存在しない。本研究では術中の低血圧を時
間積分値として連続的に評価を行い術後PONV発生率との関連について検討を行った。
対象・方法
2016年1月から2019年6月に奈良県立医科大学で甲状腺腫瘍切除術が施行された20歳
以上の患者を後ろ向きに調査した。オプトアウトで拒否した患者、甲状腺腫瘍切除術
以外の術式が同時に行われた患者、データに不備がある患者を除外した。年齢、身長、
体重などの患者背景、病棟での血圧、麻酔方法、麻酔時間、術中バランス、麻薬使用
量、術中ステロイド、メトクロプラミド使用の有無などを抽出した。PONVの有無は
当院術後外来の問診票から抽出した。術中に収縮期血圧が病棟で測定した血圧からそ
れぞれ100, 90, 80%を下回った時間積分値(AUC-100, AUC-90, AUC-80)について計
算し、術後の嘔気・嘔吐の有無で2群間に分類し検討した。連続変数はデータ分布に
応じてt検定ないしMann Whitney検定を、カテゴリ変数に関してはχ2乗検定を実施
した。また限界P値0.20としstepwise法により嘔気嘔吐を説明変数とした多重ロジス
ティック検定を実施した。
結果
当該期間中、283症例が存在した。術前血圧が不明などデータ不備により36例が除外さ
れ247例について検討を行った。単変量解析の結果、TIVA(P<0.01)、喫煙歴(P<0.01)
は有意にPONVを減少させた。AUC-100はPONV(-)群で中央値が3975, PONV(+)群
で5038であった（P<0.01）。AUC-90, AUC-80を基準として用いた場合でも、PONV発
生群において統計学的に有意に高い値であった。多重ロジスティック回帰分析の結果、
PONVと有意な関連があったのはTIVA(OR: 0.50, 95% CI: 0.26-0.95), 喫煙歴 (OR: 0.59, 
95% CI: 0.37-0.95), AUC-s100(OR: 1.00007, 95% CI: 1.0-1.00015)であった。
考察
術中低血圧への曝露時間および強度はPONVのリスクを有意に上昇させた。病棟血圧
を基準とし、その値を維持することで術後PONVの発生率が抑制される可能性があ
る。しかしながらAUC-90, AUC-80を基準として用いた場合、多変量解析では統計学
的有意な因子ではなかった。AUC-90, AUC-80は麻酔科医が昇圧薬などの使用により
血圧を維持するため、AUCが小さく関連性が見出せなかった可能性がある。
結語
術中低血圧は術後嘔気嘔吐の発生率を上昇させる可能性が示唆される。
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一般演題（Booth1）

片肺全摘後の冠動脈バイパス術の一例
A case of Coronary Artery bypass grafting 
in patient with previous pneumonectomy.

山口慧太郎1）、河野　優2）、宗宮奈美恵2）、横山幸代2）、
堀田　蘭2）、富田　彰2）

1）聖路加国際病院　麻酔科
2）国立病院機構名古屋医療センター　麻酔科

【はじめに】片肺全摘後の心臓手術は、呼吸機能低下、心臓大血管の偏移による術野
確保の制限、右心負荷の問題がある。今回、左肺全摘術後に狭心症を発症し、冠動脈
バイパス術（以下CABG）を施行した症例を経験したので報告する。
【症例】71歳男性。67歳時に肺癌に対して左肺全摘術を施行した。70歳時に労作時胸
部絞扼感を自覚し循環器内科を受診した。心臓カテーテル検査でLMTを含む重症2枝
病変を認め、CABGが予定された。呼吸機能検査で拘束性換気障害を認めたが呼吸苦
はなく、心エコー検査で明らかな壁運動異常、右心負荷所見も認めなかった。
【経過】麻酔導入前に観血的動脈圧ラインを確保し、陽圧換気による血圧低下が起き
ないよう導入した。スワンガンツカテーテル挿入時に挿入位置が深くなり、バルーン
が肺動脈を完全閉塞しないよう、経食道心臓超音波装置とX線透視を用いて位置を確
認しながら挿入した。手術術式は左肺切除術後の癒着が強く、オンポンプCABGと
なった。人工心肺離脱時にドブタミンとノルアドレナリンを併用し血圧管理を行った。
人工心肺開始前の肺動脈圧は27/15mmHg、終了後は26/15mmHgで肺高血圧を認めな
かった。手術終了後は挿管管理のままCCUに入室し、手術当日に抜管施行した。
【考察】片肺全摘後のCABGまたは弁膜症手術は、1966年から2011年までで30件の報
告があるのみで極めて稀である。術後の呼吸不全、心房細動、気胸などの重度の合併
症は37％、30日死亡率は13％との報告もあり、片肺全摘後の心臓手術は術後合併症・
死亡率が高いことがわかる。本症例において左肺全摘後で心臓は左に偏位していたが、
左胸腔内にフィブリン塊が貯留しており、偏位が軽度であったことが術野確保に有利
であったと考えられる。術前に右心不全症状を認めず、日常生活が自立していたこと
も、人工心肺離脱が円滑に行えた理由と考えられる。
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一般演題（Booth2）

帝王切開術中の母体体温と臍帯動脈血ガスpHの関連

鈴木怜夢1）、田中基2）、米倉佑貴3）、藤田信子1）、長坂安子1）

1）聖路加国際病院　麻酔科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療医学分野
3）聖路加国際大学大学院　看護学研究科看護情報学分野

【目的】
周術期の低体温は様々な合併症に関連する。今回われわれは、帝王切開術中の母体体
温と母児の予後の関連を後方視的に検討した。
【方法】
本研究は、当院の倫理審査委員会の承認を得た（承認番号17-R079）。2016年09月1日
から2017年08月31日に当院で帝王切術を施行した患者を対象に診療録を調査した。
体温測定時間が麻酔時間の70%未満の症例、最高体温が37.6℃を超えた症例を除外し
て以下の検討を行った。【検討1】最低体温とUA-pHの関係をピアソン相関係数を用
いて検討した。【検討2】最低体温が36℃未満の患者を低体温群、最低体温が36℃以
上の患者を正常体温群とし、術中管理項目および母児の予後をカイ二乗検定、ウェル
チのt検定を用いて比較した。【検討3】UA-pHを従属変数に影響する因子について多
変量解析を用いて検討した。麻酔中は温風式加温を行い、輸液は常温のものを使用し
た。体温は、3MTMベアハガーTM深部温モニタリングシステム（スリーエム社製）によ
り前額で測定した深部体温を用いた。
【結果】
対象410例から除外項目に該当した214例を除いた196例を検討した。【検討1】最低
体温とUA-pHは正の相関(r=0.31; p<0.001)を認めた。【検討2】低体温群は29例、正
常体温群は167例であった。低体温群は正常体温群と比較して、測定開始時の体温が
有意に低く、体温低下量が多く、アプガースコア1分値が低く、術中嘔気が多かった。
低体温群のUA-pHは正常体温群と比較して有意に低かった。【検討3】母体BMI、母
体尿量、母体体温最低値の順に、UA-pHに強く影響していた。
【考察】
母体低体温でUA-pHが低い理由として、体温低下により酸素解離曲線が左方移動し
胎児への酸素供給が低下した可能性が考えられる。脊麻後1時間ほどで1℃ほど体温低
下するといわれており、母体体温最低値は児娩出時間よりも後と考えられる。しかし、
低体温群は手術前から体温が低く、術中体温低下量が多いことから、児娩出時も体温
は低い可能性が考えらえた。ただし本研究では交絡因子の影響も懸念されるため、今
後予定手術で麻酔方法を統一した症例での検討が必要である。
【結論】
帝王切開時の母体低体温最低値はUA-pH低下に関連があった。帝王切開術中の積極
的な体温管理は、母児の予後を改善する可能性がある。

この発表内容は、第66回日本麻酔科学会で発表した結果に追加検討したものである
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一般演題（Booth2）

心房細動カテーテルアブレーションにおける
全身麻酔の有効性

柴田信哉1）、渡辺竜徳1）、石川智久1）、金学粋1）、青柳秀史2）、
中村浩章2）、横山泰廣2）、小宮山伸之2）

1）聖路加国際病院　臨床工学科
2）聖路加国際病院　循環器内科

心房細動カテーテルアブレーション（AF ABL）は心筋焼灼といった治療中に痛みを伴
う手技であることから、多くの病院で静脈麻酔による深鎮静下で治療が行われる。
しかしながらカテーテルアブレーション治療と並行して術中の麻酔管理も執刀医が行
わなければならず、麻酔コントロールは困難を極める。
そのため術中鎮静が浅くなることによる体動や力み、呼吸変動等によって治療の妨げ
となるだけでなく、空気塞栓や心タンポナーデといった合併症のリスクに日々悩まさ
れてきた。
それに対し海外では全身麻酔下でのAF ABLが積極的に行われるようになり、治療成
績向上といった結果が発表され始めた。
この結果を受け、日本では全身麻酔下でのAF ABLを行っている施設は全体の1％程
度と言われる中、当院でも2018年より麻酔科医師・周麻酔期看護師の全面協力を受け
全身麻酔下でのAF ABLを開始したため報告する。
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一般演題（Booth2）

全身麻酔後における遷延性嗄声の発生率とその経過

佐藤眞理子1）、位田みつる2）、内藤祐介2）、川口昌彦2）

1）奈良県立医科大学大学院看護学研究科　周麻酔期看護学課程
2）奈良県立医科大学　麻酔科学教室

背景
術後嗄声は気管挿管に伴う合併症であり発生頻度は10-50%と報告されている。それら
の多くが7日程度で改善する一方、症状が長期化する患者も稀にいる。本研究では術
後の嗄声が長期化した患者に焦点を当てその患者背景や臨床経過について調査した。
対象・方法
本研究は当院の医の倫理審査委員会の承認を受けた前向き観察研究である。対象は
2016年4月から2017年10月の期間に当院で麻酔科管理のもと全身麻酔を受けた20歳
以上の患者とした。気管挿管されていない患者、手術室で抜管されなかった患者、気
管切開が施行された患者、術後集中治療室へ入室した患者、術前より嗄声があった患
者は除外した。主要評価項目を術後7日以上持続する嗄声（遷延性嗄声）の発生率、副
次的評価項目を遷延性嗄声患者の臨床経過（嗄声の程度や治療の有無など）とした。当
院では術後に麻酔科標榜医が周術期外来で患者と対面で嗄声の評価を行い、その担当
医の判断でその後の対応を決定している。遷延性嗄声患者のうち、複数回フォローを
要した患者の年齢、性別、身長、体重、術野、挿管の種類、麻酔時間を調査した。
結果
対象患者7085名のうち244名(3.4%)で遷延性嗄声が生じたが複数回フォローを要した
患者は13名（0.18%）であった。13名の患者背景は平均年齢66.4歳、男性7名、女性6名、
平均麻酔時間289.4分で、術野部位は咽喉・頭頸部が5名、上腹部が4名、脳外科が2
名、脊椎2名であった。嗄声以外の症状は咳嗽、無声、嚥下障害などであった。30日
以上持続する遷延性嗄声は10症例で、最長で3年5ヶ月の期間フォローを要したが、
外科的介入が必要な患者はいなかった。13名中6名が声帯麻痺、喉頭麻痺、反回神経
麻痺を発症した。
結語
当院での1年7ヶ月間で遷延性嗄声の発生率は3.4%で、複数回フォローを要した患者
は0.18%であった。長期フォローを要する患者もいたが、外科的手術を要した患者や
症状が永続的に続いた患者はいなかった。
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一般演題（Booth2）

大動脈解離と腸管壊死：高K血症が急激に増悪した
偽腔閉塞型急性大動脈解離症例

武石健太、茂木勝義、森重彩恵、藤田信子、長坂安子
聖路加国際病院　麻酔科

StanfordA型偽腔閉塞型急性大動脈解離の手術中に突然の高K血症、代謝性アシドー
シスの発症とそれに続く腸管壊死についての報告。高血圧の既往のある51歳男性、突
然の背部痛主訴に発症したStanford A 型偽腔閉塞型急性大動脈解離と診断され、当院
に搬送された。
来院時意識清明、腹部膨満あり。血液検査上WBC 22,700 /μL, PT-INR 0.93, APTT 
26.7 sec, Fbg 361.0 mg/dL, D-dimer 29.0 μg/ml, K 3.8 mEq/L、VBG pH 7.402, pCO2 
34.0 mmHg, pO2 64.8 mmHg, HCO3- 20.7 mmol/L, Lactate 4.6 mmol/Lであった。経
胸壁心臓超音波検査では心嚢液と大動脈弁逆流なく、胸腹部造影CT上大動脈基部か
ら腸間膜動脈を含み腎動脈まで解離を認め、緊急人工血管置換術が予定された。
全身麻酔導入後に施行した経食道超音波では大動脈弓遠位部に偽腔への開口部を認め
た。人工心肺開始直後の血液ガスで5.0 mEq/LだったKが30分後に8.4 mEq/Lと増加
し、人工心肺開始3時間後の血液ガスはpH 7.146, HCO3- 15.8 mmol/L, K 7.4 mEq/L, 
Lac 7.9 mmol/Lと代謝性アシドーシスの増悪がみられた。また循環停止3時間の時点
でPaO2が55 mmHgと突然の酸素化低下があり、人工肺を交換しPaO2は349 mmHg
に改善したが、その後も高K血症と代謝性アシドーシスは続き手術中に緊急血液透析
を行った。手術中に術野への黒色腹水の浸出がみられ試験開腹術を行ったところ、広
範囲の腸管壊死が認められ腸管切除術が追加された。
本症例は偽腔閉塞型の大動脈解離であり、大動脈の手術と腹部の手術のどちらを優先
するかについては議論の余地が残る。
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一般演題（Booth3）

一酸化窒素（NO）吸入療法と当院の臨床工学技士の
関わりについて

坂口瑞季、栗田智哉、鈴木大貴、谷本慎弥、土屋勇樹、村上豊、
秋葉博元、石川智久、渡辺竜徳、金学粋

聖路加国際病院　臨床工学室

[背景]
NO吸入療法が成人の心臓周術期における肺高血圧にも保険適応とされて以降、当院
では人工心肺離脱困難症例を中心に使用されるようになっている。しかし、NO吸入
療法で使用方法を誤り、安全管理を怠ると患者や医療従事者が二酸化窒素に曝露する
危険性がある。安全に使用するためには臨床工学技士の関与が重要視されてきている。
今回、NO吸入療法と臨床工学技士の関わりについて安全管理を中心に報告する。な
お当院では一酸化窒素ガス管理システム（アイノフローDS）を使用している。
[方法]
安全管理の内容として使用前点検、使用後及び月次点検、簡易マニュアルの設置の3
項目を実施した。1つ目の使用前点検では点検表を作成し、1項目ずつ点検を行うこと
で正常動作を確認し、誰がいつ導入したか明確化した。2つ目の使用後点検では使用
前点検と同様、作成した点検表にそって外観・機能点検及び次回使用時の物品の補充
を、月次点検ではアイノフローDS内部のガス校正も行い、機能精度を維持した。3つ
目の簡易マニュアルは接続する機種ごとの回路組込方法やNO吸入状態での移動方法、
使用上の注意点などを画像付きで作成し、アイノフローDS本体に設置した。また回路
組込時の付属物品が多く類似品もあるため、画像付き物品一覧表を作成し機種別に必
要な物品の袋分けを行い準備することで、物品の取り間違えなく使用できるよう工夫
した。
[結果]　
臨床工学技士が導入・点検を、責任をもって行うことで安全に使用出来る運用を確立
した。簡易マニュアルを設置することにより、使用経験の浅いスタッフでもNO吸入
療法を安全に導入することができた。
[考察]
NO吸入療法を安全に行うには臨床工学技士の関与が重要であると考えられる。当院
ではNO吸入療法の開始は医師の判断で行われているのが現状である。導入基準を設
けることで、臨床工学技士や周りのスタッフからもNO吸入療法の提案ができれば、
円滑に準備ができると思い今後の課題とする。
[結語]
臨床工学技士がNO吸入療法の導入・点検に関与することで安全に使用出来る運用を
確立した。
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一般演題（Booth3）

奈良県立医科大学における周麻酔期看護師教育課程の
教育内容および活動報告

岡本直子1）、内藤祐介2）、位田みつる2）、佐藤眞理子1）、
中谷仁美1）、川口昌彦2）

1）奈良県立医科大学大学院看護学研究科　周麻酔期看護学課程
2）奈良県立医科大学　麻酔科学教室

[背景]
近年、患者の高齢化や手術手技の複雑化により一層、高度な周術期管理が要求され

ている。さらに手術以外でも術後鎮痛管理、無痛分娩、MRIなどの検査における鎮
静、院内急変時対応、ICU業務など広範囲にわたり周術期の技術や知識に対するニー
ズが高まっている。本邦では2010年に聖路加国際大学が大学院修士課程として周麻酔
期看護師養成講座を開設して以降、他大学でも大学院課程として周麻酔期看護師教育
課程が開設され、患者の安全性とQOLの向上のために麻酔科医と協働し周麻酔期の包
括的な高度看護実践看護能力を持つ看護師を養成している。
奈良県立医科大学附属病院は奈良県を代表する教育病院として将来の地域医療を担う

人材を育成している。その一環として2018年より周麻酔期看護師教育課程を開設した。
2018年4月に第1期生2名、翌年に2期生2名が入学し2020年1月現在3名の大学院生が
在学し実践教育を中心に麻酔管理技術の修得を目指している。そこで本学での周麻酔期
看護師教育課程の教育内容と実施状況の調査を行い周麻酔期看護師養成における課題
を明らかにし、今後の当院における周麻酔期看護師の役割と独自性について検討する。
[目的]
本学大学院看護学研究科における周麻酔期看護師教育課程の教育内容と実施状況の

報告とその課題を明らかにすること。
[方法]
手術台帳より経験した症例数とその内容（診療科や術式等）を割り出した。実習中の

手技について経験数を学生本人から聴取、学習内容は実習ノートに従い調査した。
[結果]
在学生3名中1名が週4日、2名が週5日麻酔科で勤務し、講義の受講と実習を実施。

担当症例数は、1年生では2019年4月～同年12月までの間に総件数239件（心臓血管外
科10件、脳外科11件、胸部外科9件、帝王切開の麻酔8件、6歳未満の小児麻酔16件）
2年生2名では2018年4月～2019年12月の総件数が平均404件（心臓血管外科18件、脳
外科34件、胸部外科23件、帝王切開の麻酔12件、6歳未満の小児麻酔21件）であっ
た。主な実技実習はマスク換気、気管内挿管・抜管、胃管留置、麻酔科医による中心
静脈路確保等の介助であった。手技実習は指導医の直接監視下で実施され、インシデ
ントレベル３a以上の合併症はなかった。
[今後の展望]
今回の調査結果を受けさらなる実習の充実を目指すとともに、周麻酔期看護師の存

在を院内で周知徹底し手術室および病棟看護師への教育や術後 痛管理サービスに力
を入れたいと考える。
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一般演題（Booth3）

周麻酔期看護師の活躍には麻酔科側の積極的な努力が
重要である

舩木　一美
鳥取大学医学部附属病院　麻酔診療科群（麻酔科・ペインクリニック外科）

当院では、横浜市立大学大学院周麻酔期看護学分野を終了した周麻酔期看護師が1名、
2018年4月より勤務し、現在では麻酔科内で大きな役割を担っているが、そこまでは
紆余曲折があった。当院における周麻酔期看護師導入から現在までの麻酔科側の取り
組みを報告する。周麻酔期看護師導入時、麻酔科内では周麻酔期看護師に対して否定
的な麻酔科医が少なからずいた。そこで、周麻酔期看護師に肯定的な麻酔科医を主体
に術後回診（患者情報の収集・整理）、ASA-PS 3以上の場合は麻酔科医の補助、定期
手術、準緊急手術における術前予診、薬剤準備などから始めた。この取り組みによっ
て、麻酔科側も安心して術後回診を行え、術前診察の労力が減ることが実感できると
ともに、周麻酔期看護師のレベルが高いことが周知でき、肯定的な麻酔科医が増えて
いった。その後も、周麻酔期看護師に肯定的な麻酔科医の管理下で気道確保困難の可
能性の低い症例のマスク換気、マックグラスを用いた気管挿管、ASA-PS 1～2の患
者の手術の麻酔管理にも従事してもらうようになった。このような活動を通して、周
麻酔期看護師についての否定的な意見はほぼ無くなっていった。現在では、初期に比
べて多く手術の麻酔管理に関与し、術後 痛、術後嘔気・嘔吐などにおける各病棟を
繋ぐ窓口としても活躍しており、麻酔科にとって欠かせない存在となっている。また、
周麻酔期看護師の協力により、麻酔管理料の算定額が飛躍的に増加し、病院執行部の
麻酔科・周麻酔期看護師に対する評価も向上した。周麻酔期看護師の活躍には、肯定
的な麻酔科医を中心とした麻酔科側の積極的な努力が重要である。
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一般演題（Booth3）

メンタルヘルススクリーニングから見た出産を控えた
妊婦の無痛分娩希望有無の影響

Comparison of the Results of Mental Health Screening of 
Women in Mid- Pregnancy Who Intend or Do Not Intend to 

Request Labor Anesthesia

鈴木　祐華
聖路加国際大学大学院　看護学研究科　周麻酔期看護学

[目的]
周産期メンタルヘルスの重要性が高まるなか、妊産婦のうつ病が、自殺や子育てに

影響するといった問題が生じている。妊産婦のうつ病は見過ごされやすく、妊娠期か
ら適切なメンタルヘルススクリーニングができる規模の施設は少なく、妊娠期のうつ
病の特徴も明らかになっていない。また、分娩時の痛み（産痛）は産後うつ病と関連し
ており、無痛分娩を含めた産痛の適切な緩和が、産後うつ病のリスクを減少させる可
能性がある（Lim, 2018）。
本研究では、妊娠期のメンタルヘルスの特性を知り、無痛分娩希望の有無で

Edinburgh Postnatal Depression Scale （EPDS）に違いがあるのかを明らかにすること
である。無痛分娩希望あるいは実施と妊娠期のEPDSとの関連がわかれば、無痛分娩を
担う周麻酔期看護師として、うつ病のリスクがある妊産婦への情緒に寄り添った 痛
緩和を提供し、ひいては周産期の適切なメンタルヘルスへの介入につながると考える。
[方法]
東京都内の周産期医療センターを持つ1施設を便宜的に選択した。研究対象者は、

妊娠36週前後の妊婦とし、2019年12月6日から2020年12月26日にデータ収集可能な
25名を分析対象者とした。データ分析はIBM SPSS Statics24を使用し、分析対象者よ
り得られたデータは、t-testもしくはχ2-testを行い、EPDSの得点と無痛分娩の希望
の有無の2群間は、Man-Whitney U testを用いて比較した。
本研究は、倫理審査委員会の審査を受け、承認番号：19A-077を得て実施した。

[結果]
分析対象者25名の無痛分娩希望者は64 %、無痛分娩非希望者36％であった。分析

対象者の属性と類別に有意差はなかった。また、無痛分娩希望の有無と不妊治療の有
無に有意差が見られた（p=.033）。EPDSの総得点の平均は4.36点(SD=3.08)で、EPDS
と無痛分娩希望有無を比較したところ、有意差はなかった（p=.677）。しかし、EPDS
の総得点が区分点（8/9）以上を示す分析対象者が12％存在した。
[結論]
今回の調査では、妊娠期の特性および、メンタルヘルスの傾向と無痛分娩の希望の

有無に明らかな関係性は認められなかった。本研究は、無痛分娩にかかわる周麻酔期
看護師が、周産期メンタルヘルスの特性を知り、妊娠期から産後まで継続的な看護介
入と、適切な 痛緩和をすることで、妊産婦のうつ病の早期発見・進行予防に大きな
意味を持つことがわかった。
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www.bbraun.jp

Accuro

販売名：超音波診断装置　ACCURO
認証番号：229AFBZX00052000

Made by 

アキュロ
Neuraxial Anesthesia Guidance Device

■     硬膜外・脊椎麻酔に特化した超音波装置
■     穿刺位置と深度目安の表示
■     コンパクトで持ち運びが容易

e Spot
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フィリップスは2030年までに
年間30億人の生活の向上に
貢献することをビジョンとしています。
すべての人たちが健やかで幸せに、
人生を楽しんでもらいたい。
そのためにイノベーションと
テクノロジーを加速し、
新しい価値を創り出していきます。

もっと健やかな未来へ。フィリップス

Innovation that starts 
with you
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＊効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等詳細は添付文書をご参照ください。

［一般名：エスモロール塩酸塩］

短時間作用型β1遮断剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

［一般名：ニトロプルシドナトリウム］

血圧降下剤
毒薬、処方箋医薬品注１）

局所麻酔剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

［日本薬局方：メピバカイン塩酸塩注射液］

局所麻酔剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

全身麻酔・鎮静用剤
劇薬、習慣性医薬品注２）、処方箋医薬品注１）

［一般名：プロポフォール］

［一般名：プロポフォール］

［一般名：デクスメデトミジン塩酸塩］

α２作動性鎮静剤
劇薬、習慣性医薬品注２）、処方箋医薬品注１）

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

［一般名：フルマゼニル］

（25mg/10mL・シリンジ25mg/10mL・バッグ250mg/100mL）
［一般名：レボブピバカイン塩酸塩］

（50mg/10mL・シリンジ50mg/10mL）
［一般名：レボブピバカイン塩酸塩］

（75mg/10mL・150mg/20mL・シリンジ75mg/10mL）
［一般名：レボブピバカイン塩酸塩］

長時間作用性局所麻酔剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

注１）注意 -医師等の処方箋により使用すること
注２）注意 -習慣性あり

全身吸入麻酔剤
劇薬、処方箋医薬品注１）

［日本薬局方：セボフルラン］

吸入麻酔液

非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
毒薬、処方箋医薬品注１）

［一般名：ベクロニウム臭化物］

2017年5月作成
【資料請求先】
丸石製薬株式会社　学術情報部
 TEL.0120-014-561



 



 


