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不
◆ 麻酔科周術期管理外来 を受診される患者さんは、診察前にお読み<だ さい。
◆ この 説明書 を入院前 に受 け取 られた患者さんは、入院するまで に必 ず お読 み ください。
入院時 に麻 酔科医 が説 明 を行 います。 ご不明な点はその際 にお尋ね ください。
*周 術期管理外来 :麻 酔科外来で麻酔科医が麻酔の説明と診察を行います。

酔 をお受 けになる方 に
説 明書

(21‑001)

患者 さん、 ご家族 用 の麻酔 の手引き

【
医療者】
私/私 たちは、この説明書の内容に沿つて麻酔に関する説明を行いました。
日

イ
寸:̲̲̲̲̲年 ̲̲̲̲月 ̲̲̲̲ 日

説明医師
説明医師

:

:

患者さん・ ご家族】
【
私/私 たちは、 この説明書の内容に沿つて麻酔に関す る説 明を受けま した。
日

付

:

ご本人
ご家族

年

月

日

:

:

(続 柄

)

【
問合せ先】
ご不 明な点があ りま した ら主治医 、看護師 または下記 におたずね下 さい。
杏林大学医学部付 属病院 麻酔科周術期管理外 来
受付時間 :月 〜金 9:Oll〜 16:∞ まで

0422‑47‑5511

内線 5673
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はじめに】
【
麻酔 とは痛みを感 じな くす る方法で、手術や痛みを伴 う検査 を、苦痛 が少 な く安全 に行 うための ものです。
麻酔方法 には全身麻酔 と局所麻酔 があ ります。
全身麻酔は薬によ り患者 さん の意識 を一 時的にな くし、全身 の どこに痛みを与 えても感 じな くす る方法で
す。局所麻酔は身体 の一部 のみに痛みを感 じな くす る方法です。手術や患者 さんの状態 によつて 、最 も安全
と思われ る麻酔方法 を決定 します。また 、手術 中に全身状態 に合わせて麻酔方法 を変更す ることもあ ります。
麻酔方法 の進歩はめ ざま しく、麻酔は とて も安全 に行 われ るよ うにな ってきています。 しか し、麻酔 の方
法や手術 の 内容、患者 さんの状態 によつて は、手術前後 に期待 とは異な る事象が起 こることもまれ ではあ り
ませ ん。
この説明書は、手術や検 査 を受 け られ る患者 さんや ご家族 に、麻酔 についての理解 を深 めて頂 くために作
成 された ものです。麻酔 の実際 の流れや、手術や麻酔に伴 う危険につい て説 明 してい ます。麻酔は手術や検
査 に必要なものです が、危険性 について も知 って頂 くことによつて、手術や麻酔 の理解 を深 め、納得 して手
術・ 麻酔 を受けて頂 くことになると考 えてい ます。

麻酔科医による手術前の診察、説明】
【
麻酔科周術期 管理外来では、麻酔 を分か り易 く説明 した ビデオを閲覧 して頂 いた後に、麻酔科医による
麻酔 の説明を行 つてい ます。 この ときに麻酔方法についての詳 しい説明を行 います が 、同時 に患者 さん の検
査項 目をチ ェ ック して 、手術や麻酔 に差 し支 えるよ うな ことが見つ かれ ば、必要な検査 を追加 した り、場合
によっては手術 を延期 した りす る こともあ ります。
安全 に手術・麻酔 を うける ことがで きるよ う、以下 の項 目についての問診票 の記載 をお願 い しています。
1)内 科疾患 の有無 :高 血圧 、高脂血症 、糖尿病、な ど
2)現 在内服 中の薬 :お 薬手帳 があれば見せて くだ さい
3)こ れまでに受 けた ことの ある手術 の内容
4)こ れまでの麻酔や 手術での問題点
5)ア レル ギーの有無
6)現 在 の身体状況について

*麻 酔科周術期管理外来 を受診 していない患者 さんには、入院時 に麻酔科医が麻酔の説明を行います。

● 脳 内 出 血 口くも膜 下 出 血
高血圧 の ある方で危険性が高 い
と考 え られています。
● 脳 梗 塞 不整脈や脳梗塞 にかか ら
れた方では危険性 が高 くな ります。
発生率 は0.08〜 038%。

肺塞栓症 心筋梗塞
● 心 筋 梗 塞 一度心筋梗塞を
お こしている方、とくに発症か ら3か 月以内に手術を受け
る場合に危険性が高 くなることが知 られています。
発生率は1.8〜 3.0%。
● 肺 塞 栓 症 長時間寝たきり生活、高齢者、肥満の方に多
くみ られ、発生率 はきわめて低いのですが、いったん生 じ
た場合死亡率は 6人 に 1人 といわれています。
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手術前日の飲食の制限】
【
麻酔の途中で嘔吐する (吐 く)こ とがあります。意識が低下 した状態で嘔吐すると、気管に異物が入 り
込んで重症の肺炎を起 こす ことがあります。そのため胃を飲食物 がない状態にしてお く必要があります。
成人では、手術前 日21時 以降は食べた り飲 んだ りできません。ただ し、お子さんの場合は水 またはお茶な
どを飲 んで も良い時間を決めていますので、病棟の指示に従 つて ください。
まず、絶食を
守 ってください

麻酔 中の嘔吐は

気管 に入る可能性が
あるか らです

,,

手術当日のながれ】
【
1.手 術室へ の入室
手術室 の入 口と手術 室内で 、安全 のため、患者 さん のお名前や手術す る部位、また、入れ歯や指輪な ど
を付けてい ないかお尋ね しています。 ご協力 お願 い します。

2.モ ニ ターの装着・ カテ ーテル

(管 )の 挿入
パ
手術室では、心電図、血圧 計、 ルスオキシメー ター (脈 拍や血液 中の酸素 の状態 を測 る器械)、 体温
計 を装着 します。 また、ほ とん どの手術で尿量 の測定 も行 います。尿 の管 は麻酔がかかってか ら入れます の
で痛みな どはあ りません。点滴 も行 い ます。 必要に応 じて動脈 ライ ンな どのカテーテル (管 )も 入れ ます。

パ ル スオキ シメ ー タ
(指 を軽 くはさみ ます。
爪の色か ら呼吸や心臓の状態 を
監視す る機械 です )
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3.麻 酔中
準備が整 うと麻酔を開始 しま九
麻酔中は、出血に対する治療や、呼吸や血液等の循環、体温などを適正に保つ ように、前ページのモニタ
ーを使 いながら、必要に応 じて輸液や輸血、さらに呼吸・ 循環を調節する薬を用います。全身麻酔で呼吸を
助けるため、人工呼吸も行います。すべての麻酔 に指導医がつ き、 しつか りと全身の管理を行 つています。

4

手術が終わって
麻酔時間や手術の種類によって異な りますが、手術が終わると通常10分 から数十分で全身麻酔から覚めま
す。 しか し、麻酔か ら覚 めて も患者 さんの状態が安定するまでは手術室で様子を見させていただきます。病
室に戻つてからも、完全 に覚めるまでには数時間かかることもあります。気管にチューブを入れて人工呼吸
をした場合には、麻酔後 にの どの痛みあるいは声がかれることがあ りますが、通常は数 日でそのような症状
がな くな ります。
手術や麻酔の種類によつては、麻酔から覚めるにつれて手術を行 つた部位の痛みが出てくることがあ りま
すが、痛み止めの注射や薬を用意 してありますので、我慢 しないで、遠慮なく主治医や担当看護師に伝えて
ください。
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全身麻酔】
【
全身麻酔は、薬 によつて一時的に意識 をな くし、体 が動かない よ うにす るものです。呼吸 が止まった り、
呼吸 が十分にできな くなった りします ので、通常は気管にチ ュープ を入れて人工呼吸を行 い ます。チ ュー ブ
を入れ るときや、麻酔か ら覚めるときに歯 が欠けた り抜 けるこ とがあ ります。特 に弱 い歯や ぐらぐらして
い る歯 では 、そ の頻度 が 高 くな ります 。手術 の 後 は の どに入れ たチ ュー ブの影響 で数 日間、の どに違和
感 があった り、声 がかすれ た りす るこ とがあ ります 。
手術 中は眠 つて い ます。手術終了後、通常 10分 〜数十分 で 目が覚 めます。手術 中や術後 の痛み止 めは、
点滴 か ら投与 します。 しか し、点滴 か ら入れ る痛み止めは、お腹や胸 を開ける手術 の痛みに対 しては不十分
心配 です。そ のため、い ろい ろな方法を組み合わ
な事が多 く、だか らといつて大量に用 い ると薬 の副作用 が′
せ る事で、副作用 が少ない有効な痛み の コン トロール を行 つてい ます。胸部、腹部 の手術 では、手術 中や手
術後 の痛みをやわ らげるために、全身麻酔 に硬膜外麻酔 を併用す ることがあ ります。そ の場合 には全身麻酔
で眠 る前に硬膜外麻酔 のカテーテル を入れます (詳 しくは硬膜外麻酔 のペー ジを読 んで下 さい)。
・ 喘息 の ある方は喘息発作 が起 こる可能性 があ ります。
・ 肥満 の方はの どに細 い管 を入れ るのが難 しい場合 があ りますが、適切な方法 で対応 しています。
・ 小児 の手術は ほ とん ど全身麻酔で行 い ます。
全身麻酔の手順
・マス クを口に 当て酸素を吸 つてい るあい だに、麻酔 の薬 を点滴か ら流 した り、または酸素 といっ しょに麻
酔ガ ス を吸 うことによつて麻酔 が始ま ります。 1〜 2分で眠 つた ら、マス クを使 つて肺 に酸素 と麻酔 ガス を
送 り、人 工呼吸を始 めます。
・ 麻酔薬 が十分に効 いてか ら、直径 lm位 の、人 工呼吸 のための柔 らかいチ ュープ を 日か ら気管まで入れま
す。 これ が気管挿管です。手術 中は このチュープ を使 つて人 工呼吸を行 い ます。
・ 手術 中は、手術 の刺激や患者 さん の全身状態 を考 えて、麻酔 の深 さや鎮痛薬 の量を調整 します。 それ以外
にも輸液や薬 の投与、輸血な どを行 い ます。
・ 手術 が終了 した ら、麻酔薬 の投与 を中止 します。意識 が回復 してきた ら、呼吸や咳が十分 にできること、
手を握 るな どの指示 に従 えることを確認 し、気管や 日の 中 をきれ い に吸 引 してか ら、気管 のチ ュープ を抜
きます。
・ 麻酔か ら覚めた ら、血圧や脈拍、呼吸な どが しっか りしてい ることを確認 します。手術室あるいは回復室
で酸素を吸入 し、全身状態 が落 ち着 いた ら、病室 (あ るいは集 中治療 室)へ 帰 ります。
いつのまにか眠 って しまいます …
眠 って いる
間 に、細 い

ヽ

チ ュー プ を
気管 に入れ
ます

○○ さ〜ん
終わ りましたよ〜
この チ ュープ は
麻酔か ら覚めた
ら抜 きます
目を開ける ことが
できるよ うにな つた ら
病室 へ 戻 ります
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局所麻酔】
【
局所麻酔 には、硬膜外麻酔、脊髄 くも膜下麻酔 (下 半身麻酔)、 末梢神経ブ ロ ックな どの方法があ りま
す。成人 の場合、手術 の部位 によつては局所麻酔だけで手術 を行 うこともあ りますが、局所麻酔単独では
な く、全身麻酔 と併用す ることもよく行 われます。硬膜外麻酔は術後 に も痛み どめ として使 い ます。手術
中か ら手術後 にかけての痛みは咳や深い呼吸 を妨げるもので あ り、
心臓 にも負担 をかける ことが あ ります。
また 、手術後 の痛み をやわ らげることは、術後 の早期離床 にもつ なが ります。

1.脳 、脊髄 の解剖
脳 と脊髄 は、それぞれ頭蓋骨 と脊柱管 の 中にあ り、 くも膜 とい う薄 い膜 と硬膜 とい う硬 い膜 におおわれ
ています。 くも膜 の内側 は、無色透明 の脳脊髄液で満た されてい ます。硬膜外麻酔 は硬膜 の外側 、脊髄 くも
膜下麻酔は くも膜 の内側 の脳脊髄液 の 中に局所麻酔薬 とい う痛み止 めの薬 を入れ ます。末梢神経 ブ ロ ックは
脊髄 か ら出る神経 に局所麻酔薬 を投与 して痛みを感 じる神 経 の機能 を一 時的に弱める ことによ り、痛み を感
じな くさせ る方法です。
︺凶

表面麻酔

神経プ ロック

角
末消神経

くも膜

(内 傾1)と

くも膜 ド腔

硬膜 (外 側)は

脊髄 くも膜 下麻酔

重なって いる

硬膜外麻酔

:

硬膜外腔に薬を注入
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:

くも膜下腔 に薬を注入

´
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2

硬膜外麻酔
硬膜外麻酔は、脊髄をおお う硬膜 の周囲に痛み止 めの薬 (局 所麻酔薬 )を 注射 して、脊髄 か ら出る神経
の働 きを一 時的に止 めて 、痛み をやわ らげる方法です。細 いカテー テル を硬膜外腔 に入れてお いて、そ こか
ら痛み止 めの薬 を入れ ることで、手術 中だけでな く、手術後数 日間 にわた つて痛みを軽減す ることができま
す。 カテーテルは手術 が終わ つてか らも数 日間入れておきます。
産婦人科 。消化器外科・ 泌尿器科な どの開腹手術や 呼吸器外科 による開胸手術 では、 ほ とん どの場合 、
全身麻酔 と併用す ることが多 いです。
カテ ーテルの挿入 は、全身麻酔 の前 に行 います。 血液 をサ ラサ ラにす る治療 を して い る時は行 えな い こ
とがあ ります。
硬膜外麻酔 の手順
。手術台 の上 に横 向きにな つて 、膝 を両手で抱 えるよ うに して 、できるだけ丸 くな つてい ただきます。
・ 皮膚 を十分消毒 した後、局所麻酔 を します。背中 よ り針 を刺 して麻酔薬 を注入 します。注射 中は、動 くと
神経損傷 の恐れがあるので 、慎重 に対処 します。
・ 多 くは、直径 lnullの ビニールの細 いカテ ーテル (管 )を 入れ ます。薬 の効果 が現れ るの に5〜 20分 かか り、
麻酔 が効 いた範囲 の皮膚が温 か くな って 、感覚 が少 し鈍 くな ります。麻酔 が十分 に効 いてい る ことをアル
コール綿な どで確認 した後 に手術 を始 めます。
・ 全身麻酔 と併用す る場合 は、全身麻酔で眠 る前 に硬膜外麻酔 を行 い ま九

丸くなって

このカテ ーテル は

くださヽヽ

針 を通 して入れ ます

細 いカテーテルを
背中に入れます

カテーテルか ら
何回で も麻酔薬を
カテ ーテル

入れ ることが できます
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3.脊 髄 くも膜下麻酔
脊髄 くも膜下麻酔は、脊髄 の周囲 の脳脊髄液 の 中に痛み止 めの薬 (局 所麻酔薬 )を 注射 して 、脊髄や脊髄
か ら出る神経 の働 きを一 時的に止 めることで、下半身 だけを麻酔する方法です。
産科 の帝 王切開や頸管縫縮術、泌尿器科 の経尿道的膀洸や前 立腺手術、小線源療法や外科 の ソケイヘル ニ
アや 虫垂炎手術 な どで用 い られます。
手術中には意識 があつて、基本 的に起 きています が、場合 によつては全身 麻酔 を併用 した り、全身麻酔 に
切 り替 えた りす ることもあ ります。麻酔は4時 間か ら6時 間効 いてい ます。 この あいだ下半身は しびれていま
す。 下半身 の感覚は数時間後か らゆ っ くり戻 つてきます。
約 5%の 患者 さんに手術後に頭痛が起 こることがあ ります。普通は安静 と水 分摂取 で2〜 3日 で よくな ります。
脊髄 くも膜下麻酔 の手順
0手 術台 の上 に横 向きにな つて 、膝 を両手で抱 えるよ うに して、で きるだけ丸 くな り、皮膚 を十分消毒 した
後に局所麻酔 を します。
・ 背 中よ り針 を刺 して麻 酔薬 を注入 します。注射 中は、動 くと神経損傷 の恐れがあるので 、慎重 に対処 しま
九
・ 薬 の効果 は 1〜 2分 後 には現れ ます。麻酔が効 いた範囲 の皮膚が温か くな って、筋肉がマ ヒ して動 かな くな
ります。痛み はほ とん ど感 じな くな って、触 った感触が分 かる程度 です。
・ 麻酔が効 いてい る範囲をアル コール綿 な どで確認 した後 に手術 を始 めます。
・ 術 中は意識 があ ります。麻酔 の効果 が上 半身まで及 ぶ と息が しに くくな つた り、指 が しびれた りす ること
もあ ります。 また、はき気や 嘔 吐が起 きる こともあ ります。そ の場合 にはす ぐに適切な処置 を行 つて対応
します。

丸 くな って
くだ さい

半 曰くらい

｀

手術後に頭痛

麻酔が効 いてい

｀

がおきることが

ます

あ ります
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末梢神経 ブ ロ ック
手術で よく用い られ る局所麻酔は、硬膜外 麻酔や脊髄 くも膜下麻酔ですが、最近 は、血液 をサ ラサラに
す る薬 を飲 んでい るため、
硬膜外麻酔や脊髄 くも膜下麻酔 を行 うことがで きない患者 さんが増 えて います。
こ ういつた患者 さんや、重症 の心疾患や重度 の糖尿病 の患者 さんで 、硬膜外麻酔や脊髄 くも膜下麻酔がで
きない患者 さんに対 して末梢神経 ブ ロ ックを行 うことがあ ります。多 くは全身麻酔 と併用 します が、 この
神経 プ ロ ックだけで手術 を行 うこともあ ります。
手術が終わ つた後、末梢神経 プ ロ ックを行 つた ところが しびれた り、動 か しに くい ことが あ りますが、
時間 が経 てばゆっ くり戻 つてきます。24時 間た つてもしびれ る場合 は医師・ 看護師 に相談下 さい。

手術部位にあわせて以下の末梢神経プロックなどを行います。
・ 閉鎖神経ブロック :泌尿器科の経尿道的膀脱手術 で脊髄 く
も膜下麻酔 と併用することがあります。
・腹横筋膜ブロック :お 腹や鼠径部の手術に行 うことがあり
ます。
・ 大腿神経プロック、坐骨神経 ブロック :足 の手術に行 うこ
とがあります。
・ 腕神経叢プロック :手 、肩、鎖骨の手術に行 うこと
があ ります。
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合併症について】
【
手術を行 う際には麻酔は必要不可欠です。意識をなくさず、下半身のみあるいは部分的に麻酔をするこ
ともあ りますが、多くの手術は全身麻酔が必要です。麻酔は睡眠 とは違 って、睡眠薬を投与するだけでは、
麻酔にはな りません。手術中の痛みをなくし、有害な反射を防ぎ、手術の刺激 から体を守ることが、麻酔
の重要な役割です。 しかし、麻酔 自体が体に影響も与えます。たとえば、全身麻酔薬によつて、患者 さん
はご自身で呼吸ができなくなります。そのため、麻酔中は人工呼吸が必要になります。また麻酔薬によっ
て、血圧が下が りやす くな ります。気管チ ューブを挿入す る際には、逆に血圧が上が りやす くな ります。
そのため、
麻酔中は常に生体監視モニターで血圧や呼吸状態 を観察 しています。
麻酔 が原因 となる手術 中、手術直後 の死亡率は 10万 症例中 3例 (0.003%,日 本麻酔科学会偶発症
報告に よる)で す。その他 の原因 も含 めた術 中の死亡率は、1万 症例あた り 6.8例 (0.07%)で 、原
因は、出血によるシ ョック (極 度 の血圧低 下)が 最 も多 く、次 いで、心筋梗塞、敗血症 (血 液 に菌 が
入 り全身臓器 が感染に よ り機能不全 となる病態 で発症す ると死亡率は数十%以 上)、 脳梗塞、肺塞栓
血栓症な どです。術前か ら狭心症 、呼吸器 の疾患、脳 の疾患があると通 常より発生率は高 くな ります。
麻酔管理の多くは安全に行えるようになってきま したが、細心の注意を払 つていても合併症 は完全には
防げません。非常にまれではあつても重篤な合併症 もあ ります。合併症について事前にご理解いただくた
めに、できるだけわか りやす く記載いたしました。
麻酔をお受けになる前に、手術 (あ るいは検査)の 必要性 と、それに伴 う麻酔を行 う上で起こりうる合
併症をご理解 いただき、麻酔にご承諾いただくことをお願い申し上げます。
以下に、麻酔 の 【
合併症 】の詳細を示 します。 ご不明な点は、麻酔科医による個別説明の際 にご質
い
ただきま
よ
問
す うお願 い します。
全身麻酔 の合併症】
【
低酸素症 :何 らかの原因で、呼吸 ができない状態 が数分以上続 き、脳 を含む全身に酸素を供給す る
ことがで きな くな り、脳や その他 の臓器 に障害 を残す危険性 があ ります。最悪 の場合、脳 が酸素
供給不足 に陥 り、結果的 に危機的な合併症である低酸素脳症 を発症す る可能性 が あ ります。 日本
麻酔科学会偶発症報告によります と、麻酔 が原因 となる死亡の約半分 が、 この呼吸ができない、
酸素を体内に投与す ることがで きない結果起きた と報告 されてい ます。
全身麻酔を行 うと、呼吸が止まつた り、呼吸が十分にできな くなった りするため、気管にチ ュー プ
を入れて人工呼吸を行います。 この気管挿管を行 う時は、通常、点滴か ら薬 を投与 し、意識 がな くな
つてか ら行 い ます ので、記憶 には残 りません。常 に細心 の注意 を払 いなが ら、麻酔 を開始 してお
りますが、意識 をな くし呼吸を上めて気管挿管を行 います ので、確率 は 001%以 下です が、麻酔
開始直後に体内に酸素が投与できない状況 に陥 る危険性 が あ ります。その場合、喉 に皮膚か ら穴
をあけて緊急的に空気 の通 り道をつ くる事 が あ ります。
唇や 日の周 りの皮膚 が傷 ついた り、歯 が欠けた り折れた りす る可能性があ ります :気 管挿管 の際 に、
喉 の奥を見るための器具 (曖 競雪 とぃぃ ます)を 目の 中に入れます。呼吸をす るところは、普段
は容易に見えない場所 にあ ります。そ こをきちん と見て、気 管 チ ュー プを気管に入れ るために、喉
頭鏡 を歯 (と くに前歯)に 押 し当てる必要があるときがあ ります。十分、気 をつ けて操作を行 い ま
す が、喉 の奥 が見づ らい場合 、歯 が欠けた り折れた りする可能性があ ります。また、麻酔 か ら醒め
る時に、無意識 に気管チ ューブやバ イ トブ ロック (気 管チ ューブを噛 まれ るの を防 ぐ目的で 日に入
れます)を 噛 む こ とによつても起きる可能性 があ ります。頻度 は 0.05%程 度 と言 われてい ますが、
ぐらついてい る歯、歯槽膿漏、虫歯、人工物 の被せ な どがある場合、頻度 は高 くな ります。手術 中の
体位 (体 の向き)に よつて 日元 が圧迫 され るよ うな場合は ぐらいついてい る歯 が取れ て しま う場合
もあ ります。
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術後 の声 のかすれ、喉 の痛み :気 管チ ュー ブを喉 の奥 に入れていたことによって、全身麻酔 の術後
は、声がかすれた り、喉 の痛み が続 いた りする ことがあ ります。頻度は、手術 の種類、手術時間な
どにもよりますが、17%か ら 44%と 言 われています。通常、3日 ほどで治 ま りますが、1か 月以上

.

はんかい しんけい ま ひ

続 くこともあ ります。気管挿管 によって、まれですが、反回神経麻痺 (気 管 の 中にチ ュー ブを入れ
てお くことで、声帯を動 かす神経に栄養 を与える血管 が圧 迫 された り神経 の枝 が気管 の内側か ら圧
迫 された りす ることが原因 と言 われています。気管挿管 2000症 例 に 1例 発生)や 、披裂軟骨脱 自
(喉 頭鏡 を 日の 中 に入れ る操作中に、声帯を動 かす軟骨 の位置 がずれ る ことによる声 のかすれや喉
の痛みが起きる ことがあ ります。気 管挿管 3∞ 0症 例に 1例 発生)が 起 こることがあ ります。手術
時間が長 い程、頻度 が高 くな ります。声のかすれ が続 く場合や、飲み込む ときの痛み が続 く場合 は、
手術 による治療が必要になるこ ともあ ります。

術後 の吐き気・ 嘔 吐 :起 こる頻度 が高い合併症 です (発 生率は 20〜 30%)。 女性、非喫煙者、以前
の手術 で術後に吐き気や嘔吐 の既往 のある方は、頻度 が高 くな ります。だか らと言 つて、術前 に喫
煙 してい ることはよいこ とではあ りません。なぜ な ら、喫煙 によつて、より重篤な肺 の合併症を起
こす率が高 くなるか らです。局所 に限 られた手術以外は、術中術後 に強い鎮痛薬 である麻薬 (医 療
用麻薬)を 使用 します。 これ も吐き気や1回 吐の原因にな りますが、術後 の痛みを抑 えるこ とは大変
重要なので、避 けることはできません。以前に吸入麻酔を用 いた全身麻酔 の術後 にかな りひ どい吐
き気や嘔吐 の経験 が ある方はお 申 し出 ください。できるだけ 、吐き気 の少ない麻酔薬 を選択 した り、
吐き気止めを予防的に投与す るな どの対処を考 えます。 しか し、それ で も完全に吐き気や1日 吐を防
ぐことは難 しいです。
皮膚損傷 (固 定テー プや 生体監視装置 で使用す る装着物による):心 電図、血圧計、経皮的酸素飽
和度モ ニ ター (血 液 の中に十分 な酸素が含 まれてい ることを測定す る装置。指 にク リップのよ うな
もの を挟んだ り、 ビニール状 の もの をテー プで留 めた りします。)は 必ず使用 しなければな りませ
ん。 さらに麻酔によりきちん と眠 ってい る状態であることを確認するた め、前額部 (お でこ)に シ
ール付 きの脳波測定装置 を貼 るこ とがあ ります。少 しきつ めにシール を貼 る必要があ ります。 これ
らの装置 の装着部位 のテー プ、プ ロー プによる皮膚や惰 の圧迫により皮膚 の損傷 が起 こる可能性が
あ ります。 テー プにかぶれやす い場合や長時間手術 では可能性 が高 くな ります。
肺炎 :全 身麻酔 の術後に肺炎 を起 こす ことがあ ります。麻酔薬 により呼吸が抑制 され、ご自分で呼
吸ができなくなるため、麻酔中は人 工呼吸が行 われます。人 工呼吸中は麻酔薬 の呼吸器 (肺 や気管
支 のこ とです)へ の刺激 もあ り、痰や分泌物 が増 えます。気管支 が痰 を排出す る機能 も麻酔薬によ
り抑制 されます。ご 自分で咳を して吐 き出す こともできないので、分泌物 は溜ま りやす くな ります。
また、人 工呼吸 では、横隔膜 に近 い肺はつぶれやす くな ります。以上のよ うな原因で、全身麻酔は
肺 の機能を悪 くします。 もとも と肺 が健 常な方 は、このよ うな状態になつて も、ご 自分 の体力で肺
炎 にな らずに回復 で きる可能性 は高いのです が、 ご高齢 の方、喫煙 してい る方、呼吸器 の疾患をお
持 ちの方は術後に肺炎になる確率 が高 くな ります。また、健康な方でも風邪 をひいてい る状態 で全
身麻酔を受けると、肺炎になる確率は高 くな ります。

21‑001

喘息発作 :麻 酔中は、気道 の刺激になる麻酔薬を吸 つてい るので、喘息発作 は起 こりやす い状態 に
な ります。喘息の既往 がある方で、手術前 3週 間以内に喘息発作があ つた ときは、手術 は延期 にな
ります。術中に喘息発作 が起 きた場合は吸入薬や点滴で治療 を行 います。術後は、集 中治療室で観
察 した り治療 を行 うこ ともあ ります。
気胸 (肺 に穴が空 いて しま うことです。肺が しぼんで しま うこともあ ります):開 胸術、縦隔の手
術、気管支鏡 を使用する手術、腎臓、副腎の手術、腹腔鏡 の手術、脊椎 の手術、中心調 脈カテーテ
ル を挿 入す る場合などで起 こる可能性があ ります。全身麻酔 中は人 工呼吸を行 つてお り、気胸 が起
きた ときは、胸 に管 を挿入す るな どの対処 が必 要になることもあ ります。もともと肺 にブラと呼ば
れ るの う胞が肺 にあると、人 工呼吸中に気胸 を起 こす率が高 くな ります。手術前か らそれがわか っ
ている場合は人 工呼吸中に肺 にかかる圧力を低 くす るなどの対応 を行 いますが、それで も起 こるこ
とがあ り、胸 に管を挿入す る必要があ ります。
気管支けいれ ん :気 管挿管、気管内の痰な どで気道に刺激 が加 わると起 こるこ とがあ ります。慢性
閉塞性肺疾患、肺気腫 、慢性気管支炎、喘息、最近 の風邪や咽頭炎がある場合 は、起 こ りやす くな
ります。一時的な対処ですむ ことがほ とん どです が、原因によつては術後 に集 中治療 が必要になる
こともあ ります。
頭痛 :麻 酔中に使 う様 々な薬や輸液 (場 合 によっては輸血)な どで、身体 の 中の水分バ ランスが崩
れ ることがあ り、それが頭痛 の原因 になることがあ ります。また、術後 の発熱な どで も頭痛 が起 こ
ることがあ ります。硬膜外麻酔や脊髄 くも膜下麻酔後にも頭痛 が起 こることがあ ります。
血圧変動 :麻 酔 に使用す る薬剤 が′
い臓 の動 きを抑制 した り、血管 をひろげるため、血圧 は低下 しま
す。術前に脱水や栄養不良状態 であると、血圧 はさらに低下 しやす くな ります。一方 、気管挿管 に
よ り血圧は一時的に上昇 します。術前 に高血圧 、糖尿病、高脂血症な どで動脈硬化 があると、血圧
の変動 が激 しくな ります。麻酔中は、血圧 を上げる薬 と下げる薬 を使用 した り、麻酔薬 の投与量を
加減 した りす るこ とで、血圧 の変動 をできるだけ抑 えるよ うに します。 しか し、血圧 の変動を完全
に抑 えることは困難で、心臓疾患 (獅 さ症、心不全な ど)が ある方は、術中の血圧変動により、心
筋梗塞 を起 こす可能性があ ります。 また、 ご高齢 の方は、脳 卒 中 (脳 出血 、脳梗塞)を 起 こす可能
性 が若 い人に比べ て高 くな ります。
不整脈 (心 拍数や心臓 の鼓動 の リズムの異常):術 中は さまざまな不整脈 がみ られ ることがあ りま
す。術中に良くみ られ る不整脈 は、上室性不整脈 といわれ るもので、そ のなかでも心房細動 とい う
不整脈 が起 こるこ とが多 く、時に治療 が必 要 とな ります (心 臓 の左右 の心房 を上室 と言 います)。
術前 の心電図で異常がみつ かつた方や、もともと心臓 の病気 が ある方は、手術 中にその不整脈 が悪
化 した り、心臓 の疾患 が影響 して心不全や場合 によつては心停 止 となった りす る場合 もあ ります。
手術 の前に十分に検査や治療 を行 ってお くことが必要 とな ります。また、麻酔や手術 の影響 で、脈
が速 くな った り (頻 脈 といい ます :心 拍数 100回 /分 以上)、 遅 くなった り (徐 脈 といい ます :心
拍数 50回 /分 以下)す るこ とは術中にかな り頻繁 にみ られます。麻酔中は、血圧 と同様に、心拍
数 の変動がなるべ く少な くなるよ うに、い ろい ろな薬 を使 つて調節 しています。
心停 止 :術 中の不整脈で最 も危険なものが,い 停止です。心停止は心臓 の収縮 が停止 して全身へ血液
が送れな くなつた状態 です。心室細動 といつて、心臓 が痙攣 した状態 も心停上の状態で、やは り全
身へ血液 が送れな くな ります。も ともと,い 臓 に重症 の疾患 (心 筋梗塞、狭心症、拡張性 心筋症、肥
大型心筋症 、弁疾患 など)が ある方や、腎臓 が悪 く血 中のカ リウム値 が高い方は、そ うでない方に
比 べてその危険性 はかな り高 くなると考えられます。 日本麻酔科学会 の調 査では、手術 中に心停止
が起 こる頻度 は、10万 症例 当た り 4.24〜 612例 で、その原因は大出血 、虚 血性心疾患 ￨い 筋梗塞
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や狭心症)が 上位 を占めてい ま した。特 に、 ご高齢 の方、緊急手術 、心臓手術などで起 こる頻度 が
高いです。
臓器障害 (肝 臓、腎臓、脳、心臓、肺な ど):予 期せぬ出血により出血量が多 く、輸血量が多 くな
ると、全身 の臓器 に障害が起 こるこ とがあ ります。その場合は救命処置 が必 要 とな り、集 中治療 が
必要にな ります。
認知機能障害 :全 身麻酔薬 が、成長期 の脳や ご高齢 の方 の脳 に悪影響を及 ぼ し、術後、認知機能 の
障害 (学 習障害、行動異常 な ど)を 来す こ とがあ ります。 はっ き りした原因 はわか つていません。
ご高齢 の方は術後にせん妄 (一 時的に興奮 した り、混乱 した りす る状態)を 起 こす ことが多 く、そ
の場合 、認知機能障害を発症す る率 も高 くな ります。
肺血栓塞栓症 :一 般的 にエ コノミー クラス症候群 と言われてい るものです。長時間、身体 (下 肢)
を動か さない状態 が続 くと、血液 の流れ が停滞 して血 のかたま り (血 栓)が でき、それが、血流に
乗 つて、肺 の血管を塞 ぐ (肺 塞栓 )こ とによつて、急激 に呼吸不全 と心不全 が起 こ り、生命 の危機
を来 します。 一般的には年間で人 口 1万 人あた り 058人 が発症 しています。 一旦、発症す ると死
亡率は 14%で す。一方、周術期 (術 前、術中、術後)で は、そ の危険性は高 くな り、麻酔科管理症
例 1万 症例あた り2.3〜 2.6例 で、死亡率は 20〜 29%で す。症状は軽 い ものか ら重篤なものがあ り
ます。重篤な場合 の治療法は、血栓 を溶かす薬 を使用す るため、出血による合併症 が起 こることも
あ ります。心停 止 となつた場合 は、心臓 の機能 を補助す る装置を装着する こともあ ります。 また、
血栓 を取 り除 くために緊急 に心臓手術 を行 うこ ともあ ります。術前 か ら下肢 の静脈 に血栓 がす でに
ある方は術 中、術後 に肺塞栓 を起 こす危険性 が高 くな ります。そのため、術前 に下肢静脈 の超音波
検査を していただ くこ ともあ ります。術中は下肢に弾性 ス トッキ ングをはいていただいた り、間欠
的空気圧迫装置を下肢に装着 して、血栓予防に努 めます。術前 に超音波検査で下肢に血栓 が見つ か
つた場合、術前か ら治療が必要 となる場合があ ります。
局所麻酔薬 中毒 :硬 膜外麻酔、神経 プ ロ ックな どで使用す る局所麻酔薬 によつて、震 えや けいれん
な どが起 こる ことがあ ります。通常は鎮静薬な どで治 ま りますが、重症なけいれんが起 こることも
まれにあ り、その場合は、強 い抗 けいれん薬 を投与 した り、気管挿管 が必要になるこ ともあ ります。
集 中治療室で観察が必要になることもあ ります。
低酸索脳症 (呼 吸ができない状態 が数分以上続 き、脳 に酸素を供給す ることができな くな り脳 に障
害を残す状態 です):常 に細心 の注意 を払 いなが ら、麻酔を開始 してお ります。 しか し非常にまれ
ではあ ります が、麻酔開始直後 に体内に酸素が投与出来 ない状況 に陥る危険性 があ ります (確 率は
001%以 下)。 その場合 、喉 に皮膚 か ら穴をあけて緊急的 に空気 の通 り道 をつ くる事 があ ります。
最悪 の場合、脳 が酸素供給不足 に陥 り、結果的に危機的な合併症である低酸素脳症を発症す る可能
性 があ ります。
悪性高熱症 :悪 性高熱症 は吸入麻酔薬や 一部 の筋弛緩薬 (筋 肉を弛緩 させて気管にチ ューブを入れ
る操作や手術 を行 いやす くす る薬)な どによって 引き起 こされ る重篤な合併症 です。症状 としては
急激な体温の上昇、全身 の筋肉の けいれん、頻脈、不整脈な どがみ られます。発 生頻度 は全身麻酔
5万 症例か ら 15万 症例に 1例 とされています。 死亡率は 15%で す。特効薬 があ り、発症 した場合
は最善の治療 を行 い ます。
遺伝子 の異常 が関与 しています ので、家族 の方が手術 を受けた時に、悪性高熱症 を疑 うよ うな症状
がみ られた場合 は注意 が必要 です。
アナフィラキシーシ ョック :非 常に重篤なア レル ギー反応 です。麻酔中に使用す る麻酔薬、抗菌薬、
輸血 、ラテ ックス製品 (ゴ ム製品)な どによって、急激な低血圧 、皮膚 の症状 (皮 膚 の発赤、発疹、
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顔面紅潮など)、 喉 の粘膜 がひ どく腫れ る、気管支喘息発作 の よ うな症状 が起 きます。す ぐに治療
を開始 し、救命 を優先す るために手術は中止す ることが多いです。術後は集 中治療 が必要 となるこ
とがあ ります。
【
硬膜外麻酔 の合併症 】
頭痛 :硬 膜外麻酔 では硬膜 の手前 の硬膜外 とい う空間に局所麻酔薬を入れますが、針が少 し深 く入
つて、硬膜に穴 が開いた ときに、この針 の穴か ら髄液 が漏れて、脳圧 が低下 して頭痛 が起 こ ります。
1000症 例 に 1例 くらいの頻度 で起 こ ります。 しば らくは安静 に して、水分をよく摂 ると数 日か ら
1週 間ほ どでよくなることがほ とん どです。鎮痛薬な どの内服薬を服用 していただ くこ ともあ りま
す。重症な場合は、もう一度、背中に注射 して硬膜外腔に自分 の血液を 8・ 10mL注 入する自己血パ
ッチ とい う治療 が必要 になることもあ ります。
神経障害 :手 術後 に、足 の しびれや触った時に痛 い とい う異常感覚 が出 ることがあ り、術後 に内服
薬による治療 が必要 になることもあ ります。数千症例に 1例 の頻度 で起 こ ります。針や細 い管 (カ
テーテル)が 神経に触れ るこ とがあ り、それ により神経 が傷つ くこ とによつて起 こ ります。十分注
意 して針 を刺 しますが、それ で も起きることがあ ります。比較的短期間 の治療 で回復す る場合 もあ
れば、長引く場合や永続的に異常感覚が残 る場合 もあ ります。
硬膜外 而僣 :15万 症例に 1例 の頻度 で起 こるといわれてい ます。硬膜外 の血 管が針やカテーテル
で傷ついて血液 が硬膜外にたま り、脊髄 を圧迫 します。 この状態 が続 くと下半身麻痺 となるので、
緊急手術を行 い背骨 の一部を切除す る手術が必要にな ります。
硬膜外農瘍 :硬 膜外 に膿 がたま り脊髄を圧迫 した り、髄膜炎 (脳 を覆 つてい る膜が細菌に感染す る
こと)を 起 こした りします。消毒や清潔操作 には十分注意 していますが、数千症例 に 1例 の頻度 で
起 こるといわれてい ます。抗 生物質 で治る場合 と硬膜外血腫 と同様 に手術 が必要になる場合 があ り
ます。
脊髄 くも膜下麻酔 の合併症 】
【
頭痛 :約 5%に 発生 します。 とくに、座 つた り、立 った りす ると頭痛 が起きて、上 向きに寝 ると頭
痛 が収まるとい うのが典型的な症状 です。脊髄 くも膜下麻酔は、硬膜に針 を刺 して、髄液 の中に局
所麻酔薬 を入れ るとい う麻酔方法なので、この針 の穴か ら髄液が漏れて、脳圧 が低下 して頭痛 が起
こることがあ ります。 しば らくは安静に して、水分 をよく摂 ると数 日か ら 1週 間 ほ どでよくなる こ
とがほとん どです。鎮痛薬な どの内服薬 を服用 していただ くこともあ ります。重症な場合 は、自己
血パ ッチ (上 記、硬膜外麻酔 の合併症 を ご参照 くだ さい)と い う治療 が必要になることもあ ります。
一過性 の神経症状 :臀 部・ 下肢 の感覚 が一時的に麻痺 します。 5〜 30%に 発生 します。 3日 以内に
改善す ることが多 いです。
神経障害 :1万 症例に 4例 (004%)に 起きます。臀部、下肢 の感覚麻痺 。運動麻痺 が起 こります。
重症な場合は、排尿障害、排便障害 も起 こるこ とがあ ります。麻酔 の針 が神経に触れ ることが主 な
原因ですが、 くも膜下の髄液 の 中で局所麻酔薬 が広が りに くい ときに起 こることもあ ります。
血腫・膿瘍 (出 血による血のかたま りとそれに細菌が感染 して農 がたまった状態):非 常にまれに、穿
刺 した部位 に起こります。血液をサラサラにする薬 を飲 んでいる最中な ど、出血 しやすい状態ではこの
麻酔は行いませんが、手術前に異常がなく、手術中や手術後に出血 しやすい状態 になると血腫が生 じる
ことがあ ります。感染が起こる場合 もあり、その場合 は膿瘍 にな ります。神経麻痺 の原因 となるので、
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血腫や膿瘍を取 り除く手術が必要になることもあります。
末情神経 プ ロ ックの合併症】
【
出血 :神 経 の近 くの血管 が針で傷つ くことによつて起 こります。血腫 となることもあ ります。重症
な場合は取 り除 く手術が必要にな ります。
神経障害 :ブ ロ ック部位 の しびれが数 日か ら数か月、まれ に永続的に残 るこ とがあ ります。 しびれ
に痛みや 異常感覚が伴 う場合 は、内服薬な どの治療 が必要になることもあ ります。
腸管・ 臓器損傷 :腹 横筋膜面ブ ロ ックでは、穿刺 した針 によって稀 に起 こることがあ ります。
腕神経 ブ ロ ックでは、神経障害、動静脈損傷、気胸 (肺 に穴が空いて しま う状態)や 血腫 による気
道圧迫な ど重篤 な合併症 が生 じる危険性 があ ります。

上記の合併症以外に予測不可能な合併症が起 こることもあります。
合併症が起きた場合は、最善の治療を行います。そのため入院あるいは入院期間の延長、緊急の処置が
必要になることがあります。その際の費用 も通常の治療費 と同様に取 り扱います。
以上、説明に納得 された方は同意書にご署名 ください。同意 された後でも、麻酔開始前であればいつで
も同意は撤回できます。同意が得 られない場合 でも他の方法で可能な限 りの対応 を行います。

◆ 説明文書には、分か りにくい言葉や専門用語が含 まれています。 ご不明な点は医師・看護師、または
表紙 の問合せ先にご連絡 ください。
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