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第 4回気道管理学会学術集会開催にあたって

大会長　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）

　この度、第 4回気道管理学会学術集会を 2021 年 1 月 16 日（土曜日）に順天堂大学　本郷・お茶の
水キャンパス〔東京都文京区〕A棟にて開催させて頂くこととなりました。
　第 3回気道管理学会学術集会開催 2020 年 1 月 18 日の直後から、全世界的にCOVID-19 旋風が吹き
荒れました。本邦では、流行第 1～3波と次々に押し寄せ、この一年、第 4回学術集会の開催の可否を
占い、祈るばかりの毎日でした。
　しかしピンチはチャンスです。COVID-19 旋風は、私たち医療者に、気道の危機を考える機会をつ
ねに与えました。患者さんだけではなく自分自身の気道も守ること（PPE）の重要性も再認識しまし
た。今だからこそ、是非「気道管理」について正しく楽しく学んでいただきたいと思っています。
　担当する患者さんの気道の問題に普段から関心を持つこと、気道評価こそが気道管理のはじまりで
す。危機的状況に直面した時の“心の余裕”はそこから生まれます。それぞれの立場で、しなやかに
実務を遂行できることが危機的状況下での気道管理の理想です。
　第 3回学術集会では萬知子先生が「気道危機のレジリエンス」をテーマとされ、気道危機を未然に
回避するための多職種間での共通認識の重要性、気道や呼吸に対しての知識と技術について、多様な
プログラムを通して実践されました。第 4回の学術集会では、ひとりでも多くの医療者が気道管理の
勉強を「はじめる」。その上で、気道評価から気道管理に至るまでのチームプレーを「完成させたい」。
そんな思いを込めて、「しなやかに。気道管理。―気道評価からはじめる―」をテーマとしました。
　気道感染症COVID-19 への感染症対策は万全を期して臨みます。安心してご来場いただけるように
準備を進め、みなさまのご参加を心よりお待ちしております。
この時世だからこそ「マスク越しの熱い議論が繰り広げられた記憶に残る学術集会」になりますよう
願っております。よろしくお願いいたします。
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第 4回気道管理学会学術集会

大会長
　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）

テーマ
　しなやかに。気道管理。―気道評価からはじめる―

会　期
　2021 年 1 月 16 日（土）

会　場
　順天堂大学　本郷・お茶の水キャンパス　A棟
　〒113-8421　東京都文京区本郷 2-1-1

参加受付
　順天堂大学　本郷・お茶の水キャンパス　A棟地下 1階ホワイエ
　2021 年 1 月 16 日（土）8：00～16：30

参加費
カテゴリー 参加費

医師・歯科医師 5,000 円

コメディカル・一般 3,000 円

※会期中は必ず参加証をご着用ください。

ランチョンセミナー
　整理券の配布は行いません。先着順となります。あらかじめご了承ください。

企業展示会
　A棟 1階ホワイエ
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座長へのお願い

1．ご担当セッションの開始 10 分前までには、会場右側前方の「次座長席」にご着席ください。
2．指定演題の発表時間はセッションごとに異なります。詳細は個別にご案内いたします。
3．    一般演題の発表時間は 1演題あたり 7分（発表 5分、質疑応答 2分）です。優秀演題候補演題の発
表時間は 1演題あたり 10 分（発表 7分、質疑応答 3分）です。

4．プログラムの円滑な進行のために、担当セッションの時間を厳守いただくようお願いいたします。

発表者へのお願い

1．発表セッションの 20 分前までに PC受付にて発表データをご提出ください。
2．発表セッション開始 10 分前までには会場左側前方の「次演者席」にご着席ください。
3．指定演題の発表時間はセッションごとに異なります。詳細は個別にご案内いたします。
4．    一般演題の発表時間は 1演題あたり 7分（発表 5分、質疑応答 2分）です。優秀演題候補演題の発
表時間は 1演題あたり 10 分（発表 7分、質疑応答 3分）です。

5．PC受付は会場によって異なります。
第 1会場・第 2会場 A棟 1階 ホワイエ
第 3会場 A棟 13 階 有山メモリアルホール会場入口

＜発表データ持ち込みの場合（Windows のみ）＞
1．すべての発表はパワーポイントによる PC発表のみとなります。スクリーンは 1面投影です。
2．    メディアをお持ちいただく場合は、Windows で読み込み可能なCD-ROMまたはUSBフラッシュ
メモリをご持参ください。

3．    会場ではWindows10 および PowerPoint2010、2013、2016、2019 がインストールされた PCを用
意します。

4．フォントは文字化けを防ぐため以下のフォントを推奨します。
日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
英　語：Century、Century Gothic

＜PCをお持ちいただく場合（Macintosh、Windows）＞
1．    Macintosh で発表を行う場合やWindows でも動画を使用する場合には、ご自身の PCをお持ち込
みください。PCをお持ち込みになる場合でも必ず PC受付にて試写を行ってください。

2．    会場でご用意するPCケーブルコネクターの形状は、D-sub15 ピンです。この形状に変換するコネ
クターを必要とする場合は、必ずご自身でご持参ください。
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3．スクリーンセーバーや省電力設定は「なし」にし、パスワード設定を解除しておいてください。
4．バッテリーでのご発表はトラブルの原因となりますので、ACアダプターを必ずご持参ください。
5．    バックアップ用データとしてメディア（CD-ROMまたはUSBフラッシュメモリ）をご持参くださ
い。

しなやかに。気道管理。―気道評価からはじめる―
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新型コロナウイルス感染症への対応について

　参加者やスタッフの安全を確保するため、第 4回気道管理学会学術集会では以下のような感染予防
の取り組みを行っております。参加者および関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご
理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■本学会での感染対策について
①  一般的なサーモグラフィ・アルコール設置に加え、参加者把握のための参加者登録をお願いしてい
ます。
②  密接対策としては、サージカルマスクとフェイスシールドの配布を行います。両者がサージカルマ
スクを着用していれば、感染対策効果は約 85%であり片方の場合 5％と言われています。ご持参の
布マスク等ではなくサージカルマスクの着用をお願いいたします。
　＊  フェイスシールドとサージカルマスク着用している限り、マスク着用なしのCOVID陽性患者と
接触したとしてもサージカルマスク着用で就業可能となっております。（CDC暫定ガイドライン）

③会場内での長いおしゃべりは禁止といたします。（とくに廊下などの移動スペース）
④  密閉対策として、厚労省のコロナ状況下での換気量推奨値 30m3/h・人（CO2濃度を 1000ppm以下
にコントロールするために必要な換気量＝ニューノーマル基準）で計算し、会場の定員を定めまし
た。使用される会場は全て、定員の 2/3 で、この基準を満たしています。（＊下記参照）

⑤  密集対策として、1000 人規模の会場を予約（昨年参加 300 人）し、最大で定員の 2/3 程度を目安に
収容人数調整します。かたまって座らないようにお願いいたします。
⑥  ランチョンセミナーは15分以内に談笑せず食べ、食べ終わったらすぐにマスク着用をお願いいたし
ます。
⑦  オープンハンズオン（オフ）セミナーでは、マネキンを感染患者に見立て、全て、グローブ、マス
クの着用をお願いする予定です。ブロンコスコープセミナーでは、アイソレーションガウンテクニッ
クの PPEも含めたセミナーを予定しています。
⑧講演では講演者の横に空気清浄器を設置予定です。
⑨展示については、広い空間で行い、分散配置を心がけます。
⑩換気の排気口近くに人が集まらないような導線を考慮します。

※  換気量=外気の導入量（m3/h）、換気回数=換気量/室容積、収容可能人数=換気量/30（厚労省が
推奨する一人当たり 30m3/h に順じ算出）
※講堂の換気量はCO2 濃度および室温による比例制御でありmin6000～max18200m3。
　（800ppmを超えると徐々に風量増加）

各室換気量計算

会場名 部屋名 面積
（m2）

天井高
（m）

室容積
（m3）

換気量
（m3）

換気回数
（回/h）

収容可能
人数（人）定員

第 1会場 1階　小川記念講堂 530.74 （平均）5.1 2706.8 18200 6.7 606.7 500
第 2 会場 1階　カンファレンスルーム 155.24 3.1 477.4  3150 6.6 105.0 100
第 3 会場 13 階　有山メモリアルホール 310.44 2.7 838.2  4200 5.0 140.0 250
ハンズオン会場 1 地下 1階　多目的スペース 100.73 3.1 309.7   600 1.9  20.0 -
ハンズオン会場 2 地下 1階　コラボスペース  74.83 3.0 224.5  1650 7.3  55.0 -
控室 12 階　N03、S03  58.90 2.7 159.0   450 2.8  15.0  18

第 4回気道管理学会
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■下記に該当される場合はご参加をお控えください
・発熱、咳、鼻水、味覚・嗅覚異常等の症状がある方
・    過去 2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域に訪問歴がある方や、当該在住者との濃厚
接触がある方
・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃる方

■会場およびスタッフの感染予防対策
1）会場内の消毒・清掃の強化
・    会場のドアノブやテーブル、マイク等の備品・機材等、多数の方が触れる箇所の消毒・清掃を強
化し、定期的な消毒・清掃を実施いたします。
・    消毒・清掃は、受付、会場、展示会会場、休憩スペース等、本学会に関わる全ての場所で実施い
たします。
・空気の入れ替えを定期的に行います。
・消毒・清掃業務のため一時的に参加受付がストップする場合がございます。

2）スタッフ・関係者の健康管理と衛生管理
・マスク着用を徹底し、一部、手袋やフェイスガードも使用いたします。
・毎日の検温等により健康管理を徹底いたします。
・手洗い・手指消毒、うがい、咳エチケットを徹底して実施いたします。
・飛沫防止のため、アクリル板やビニールシートを設置しています。
・  受付や会場等で手渡しを行わないようにします（例：参加費のお支払い、資料配布、お弁当配布
等）。

■有事対応
参加登録でご登録いただいたお名前・所属・連絡先は、感染が疑われる参加者・関係者が発生した場
合に保健所等の公的機関に提供いたします。なお、ご登録いただいた個人情報は目的以外には使用せ
ず、適切に管理いたします。

しなやかに。気道管理。―気道評価からはじめる―
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会場案内図

展
示
企
業
一
覧

1 コニカミノルタジャパン株式会社
2 フィッシャー＆パイケル ヘルスケア株式会社
3 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
4 日本光電工業株式会社
5 日本メディカルネクスト株式会社
6 東レ・メディカル株式会社
7 株式会社フォレスト・ワン
8 スリーエムジャパン株式会社
9 コヴィディエンジャパン株式会社
10 エドワーズライフサイエンス株式会社
11 富士システムズ株式会社
12 スミスメディカル・ジャパン株式会社
13 株式会社アムコ
14 株式会社ユーシンメディカル
15 大研医器株式会社
16 バクスター株式会社
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第1会場
小川記念講堂
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（1階の講演会場のみ）
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メモリアルホール
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（第3会場のみ）
PC受付

（第3会場のみ）
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日程表

会場 第 1会場
小川記念講堂

第 2会場
A棟 1階  カンファレンスルーム

第 3会場
有山メモリアルホール

ハンズオン会場 1
多目的スペース

ハンズオン会場 2
コラボスペース

9 :00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

8：50～9：00 開会式
9：00～9：40
ペインクリニック診療において注意すべき気道系合併症
座長：川真田樹人
演者：武田　泰子
共催：富士フイルムメディカル株式会社

9：40～11：00
救急での気道評価とCOVID
座長：長坂　安子
　　　川越いづみ
演者：大野　雄康
　　　清水　敬樹

11：00～12：20
睡眠時無呼吸（SAS）外来から
の新知見
座長：磯野　史朗
演者：井下　綾子
　　　葛西　隆敏

13：50～14：30優秀演題
O-01～O-04
　　　座長：内田篤治郎
コメンテーター： 浅井　　隆　

萬　　知子
14：30～14：40表彰式

14：50～15：50スポンサードセミナー1
術後管理に使用される小切開チューブ
（商品名：ミニトラックII）について
座長：山蔭　道明
演者：福井麻里子
　　　堺　　恭子
共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社

15：50～18：10シンポジウム
チームで挑む感染防御
座長：浅井　　隆
　　　中澤　春政
演者：齋藤　朋之
　　　松島　久雄
　　　加藤　　渚
　　　堀　　　賢

18：10～18：20閉会式

9：40～10：25 一般演題
「コメディカル」

O-05～O-10
座長：川前　金幸

10：25～11：25一般演題
「気道評価」

O-11～O-18
座長：坂口　嘉郎

11：30～12：30スポンサードセミナー2
COVID19 時代の緊急気管挿管
座長：小澤　章子
演者：志賀　　隆
共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

12：40～13：40ランチョンセミナー1
人工呼吸と気道管理
座長：内田　寛治
演者：長田　大雅

共催：日本光電工業株式会社

14：50～15：20一般演題
「COVID-19」

O-19～O-22
座長：萩平　　哲
15：20～15：55一般演題

「胸部麻酔」
O-23～O-27
座長：西田　　達

16：05～16：45イブニングセミナー
Fast-Track ロボット支援胸腔鏡手術（RATS）
の麻酔～分離肺換気の知識と技～
座長：澤村　成史
演者：吉村　達也

共催：アンブ株式会社
16：45～17：20一般演題

「モニター・トレーニング」
O-28～O-32
座長：山口　重樹
17：20～17：55一般演題

「気道危機」
O-33～O-37
座長：木山　秀哉

9：40～11：50 MDICセミナー
座長：北村　祐司
演者：宮内　靖史
　　　斉藤　　航
　　　花崎　元彦
　　　中澤　春政
　　　大峡　慎一

12：00～12：30一般演題
「ビデオ咽頭鏡」

O-38～O-41
座長：中尾　慎一

12：40～13：40ランチョンセミナー2
座長：山浦　　健
演者：金　　史信
　　　鵜澤　康二
共催：日本メディカルネクスト株式会社、

Intersurgical Ltd.

15：00～16：00スポンサードセミナー3
小児の気道管理
 座長：鈴木　康之
コメンテーター：西村　欣也
 演者：虻川有香子
 　　　藤田　憲明
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

16：00～18：00産科麻酔セッション
産科麻酔での気道管理・気道評価
 座長：萬　　知子
コメンテーター：加藤　里絵
 演者：駒澤　伸泰
 　　　小畑友里江
 　　　井上　理恵

9：50～12：00
DAM
シミュレーション
トレーニング
セミナー
インストラクター：
 水本　一弘
 本保　　晃
 金　　史信
 小西　康貴

9：50～12：10
気道管理学会 
Bronchoscope 
Academy
（Hands off 
seminar）
チーフインストラクター：
 中山　禎人
インストラクター：
 山瀬　裕美
 紺野　大輔
 渡辺邦太郎
共催：
 アンブ株式会社
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プログラム
第1会場 小川記念講堂

9：00～9：40 気道評価からはじめる

座長：川真田樹人（信州大学医学部 麻酔蘇生学教室）

ペインクリニック診療において注意すべき気道系合併症
た け た や す こ

武田 泰子
愛媛県立中央病院 ペインクリニック内科

共催：富士フイルムメディカル株式会社

第 1会場 小川記念講堂

9：40～11：00 気道評価からはじめる 救急での気道評価とCOVID

座長：長坂 安子（東京女子医科大学 麻酔科学講座）
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）

COVID-19 時代における救急領域の気道管理
お お の ゆうこう

大野 雄康，井上 茂亮，小谷 穣治
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野

病態を踏まえた適切な呼吸管理の連鎖がCOVID-19 肺炎治療の となる
～鼻カニューレからECMOまで～

し み ず け い き

清水 敬樹，濱口 純，佐藤 裕一，和田健志郎，松吉 建夫，金子 仁
東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター ECMOセンター

第 1会場 小川記念講堂

11：00～12：20 気道評価からはじめる 睡眠時無呼吸（SAS）外来からの新知見

座長：磯野 史朗（千葉大学大学院医学研究院 麻酔科学）

耳鼻咽喉科での睡眠時無呼吸診療～成人から小児まで～
いのした あ や こ

井下 綾子1,2

順天堂大学医学部 耳鼻咽喉科学講座1，順天堂医院 睡眠・呼吸障害センター2
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循環器内科における睡眠時無呼吸の診断と治療
か さ い たかとし

葛西 隆敏
順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学

第 1会場 小川記念講堂

15：50～18：10 シンポジウム チームで挑む感染防御

座長：浅井 隆（獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科）
中澤 春政（杏林大学医学部 麻酔科学教室）

麻酔管理における感染症対策―麻酔導入から覚醒まで―
さいとう ともゆき

齋藤 朋之
獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科

宿泊療養施設での健康管理サポートについて
まつしま ひ さ お

松島 久雄
獨協医科大学埼玉医療センター 救命救急センター

コロナ禍におけるPre hospital での気道管理と感染防御
か と う なぎさ

加藤 渚
東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター

感染症から気道を守るには
ほり さとし

堀 賢
順天堂大学大学院 感染制御科学

第 3会場 有山メモリアルホール

16：00～18：00 産科麻酔セッション 産科麻酔での気道管理・気道評価

座長：萬 知子（杏林大学医学部 麻酔科学教室）
コメンテーター：加藤 里絵（昭和大学医学部 麻酔科学講座）

産科気道管理における多職種協働の必要性～産科急変対応訓練に何が必要か～
こまざわ のぶやす

駒澤 伸泰
大阪医科大学医学教育センター
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Intraventricular pressure difference から見た妊婦の左室拡張能と気道管理
お ば た ゆ り え

小畑友里江
淀川キリスト教病院 麻酔科

母体安全への提言 2019 をもとに症例から学ぶ産科麻酔での気道評価の重要性
いのうえ り え

井上 理恵
順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座

第 3会場 有山メモリアルホール

9：40～11：50 MDICセミナー

MDIC の認定 5ポイントを取得できます。
座長：北村 祐司（松戸市立総合医療センター・小児医療センター）

鎮静下処置におけるEtCO2と SpO2モニターの適正使用
みやうち や す し

宮内 靖史
日本医科大学千葉北総病院 循環器内科

ECMOデバイスと管理について
さいとう わたる

斉藤 航
順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床工学室

ダブルルーメンチューブ使用の実際
はなざき もとひこ

花崎 元彦
国際医療福祉大学医学部 麻酔・集中治療医学

心臓手術術後の酸素療法 NPPV vs HFNC
なかざわ はるまさ

中澤 春政
杏林大学医学部 麻酔科学教室

気管切開術～術式とカニューレ選択～
お お ば しんいち

大峡 慎一，松本 文彦，藤巻 充寿，池田 勝久
順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科
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第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

12：40～13：40 ランチョンセミナー 1

座長：内田 寛治（東京大学大学院医学系研究科 生体管理医学講座麻酔科学）

人工呼吸と気道管理
な が た ひろまさ

長田 大雅
慶應義塾大学医学部 麻酔学教室

共催：日本光電工業株式会社

第 3会場 有山メモリアルホール

12：40～13：40 ランチョンセミナー 2

座長：山浦 健（九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学）

声門上器具における抜管時の注意点
きん ふみのぶ

金 史信
済生会兵庫県病院 麻酔科

with corona の気道安全管理再考―安全な気道管理を目指して―
う ざ わ こ う じ

鵜澤 康二
杏林大学医学部 麻酔科学教室

共催：日本メディカルネクスト株式会社、Intersurgical Ltd.

第 1会場 小川記念講堂

14：50～15：50 スポンサードセミナー 1 術後管理に使用される小切開チューブ（商品名：ミニトラック II）について

座長：山蔭 道明（札幌医科大学医学部 麻酔科学講座）

ミニトラックの臨床応用と挿入のコツ―トラブルから学ぶ安全な挿入、管理方法―
ふ く い ま り こ

福井麻里子1，堺 恭子2

順天堂大学 呼吸器外科1，順天堂大学 看護部2

生活者の視点でとらえる気道管理 QOL向上を目指したミニトラックの活用と地域
連携

さかい きょうこ

堺 恭子
順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部

共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社
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第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

11：30～12：30 スポンサードセミナー 2

座長：小澤 章子（静岡医療センター 麻酔科）

COVID19 時代の緊急気管挿管
し が たかし

志賀 隆
国際医療福祉大学 救急医学

共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

第 3会場 有山メモリアルホール

15：00～16：00 スポンサードセミナー 3 小児の気道管理

座長：鈴木 康之（国立成育医療研究センター 手術・集中治療部）
コメンテーター：西村 欣也（順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座）

小児気道の特徴 1，2，3
あぶかわ ゆ か こ

虻川有香子
東京慈恵会医科大学附属病院 麻酔科

乳幼児におけるMcGRATH™MACビデオ喉頭鏡の有効性と、新McGRATHへの期
待

ふ じ た のりあき

藤田 憲明
北海道大学病院 手術部

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

16：05～16：45 イブニングセミナー

座長：澤村 成史（帝京大学医学部 麻酔科学講座）

Fast-Track ロボット支援胸腔鏡手術（RATS）の麻酔～分離肺換気の知識と技～
よしむら た つ や

吉村 達也
新百合ヶ丘総合病院 麻酔科

共催：アンブ株式会社
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第 1会場 小川記念講堂

13：50～14：30 優秀演題

座長：内田篤治郎（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 心肺統御麻酔学分野）
コメンテーター：浅井 隆（獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科）

萬 知子（杏林大学医学部 麻酔科学教室）

O-01 輪状甲状間膜穿刺チューブの予防的留置により低酸素血症から速やかに回復した口
腔悪性腫瘍手術患者の 1症例

お か だ れ い な

岡田 玲奈1，関 博志2，橘 継国1，大内 貴志1，小板橋俊哉1

東京歯科大学市川総合病院麻酔科1，杏林大学医学部麻酔科学教室2

O-02 声門上器具使用下全身麻酔における連続呼吸音モニタリング
し め のぶあき

志馬 伸朗1，梅内 貴子2，大下慎一郎1，佐伯 昇3

広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学1，しまだ病院麻酔科2，
広島大学大学院医系科学研究科麻酔蘇生学3

O-03 術後肺瘻予防のための Laryngeal Mask 併用の効果
わたなべ ひかる

渡辺 光1，金内 直樹1，工藤 雅哉2

日本海総合病院 呼吸器外科1，日本海総合病院 麻酔科2

O-04 手術室内使用リネン廃止・完全ディスポーザブル化がCOVID-19 対応に与えた効果
いのうえ ふ じ こ

井上富士子1，飛田かおり1，渡邊公美子1，小松﨑真理1，遠藤 晶子1，
林田 眞和2，原 厚子2

順天堂大学医学部附属順天堂医院看護部手術室業務課1，
順天堂大学医学部麻酔学・ペインクリニック講座2

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

9：40～10：25 一般演題 コメディカル

座長：川前 金幸（山形大学医学部 麻酔科学講座）

O-05 気管切開下で人工呼吸中、特殊カニューレを導入し発声が維持できた症例の検討
い わ ま か お り

岩間 華織1，塩田 智美2，村島 涼子2，杉山 藍2，古田島正樹1，
桑原 雄太1，中村 昭也1，高橋 和久2

順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床工学室1，
順天堂大学医学部附属順天堂医院呼吸器内科2
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O-06 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための取り組み
う え き

植木まなみ，山下 貴弘
順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 B棟15階病棟

O-07 救命救急センターにおけるCOVID-19 の対応
え び け ん た

海老 健太，近江 沙織，宮井 菜月，久保 明宏，佐久間文枝
順天堂大学医学部附属浦安病院

O-08 新型コロナウィルス感染症患者に対するリハビリテーションのための多職種連携
こ さ き あ や こ

小﨑 綾子
順天堂大学医学部附属浦安病院

O-09 永久気管孔がある患者のセルフケア獲得に向けて
さ ん べ け い こ

三部 敬子，芳田友香子，坂部佳奈子，田島 知子
順天堂大学医学部附属順天堂医院 1号館13階B病棟

O-10 当院での気管切開後のカニューレ抜去後対応フローチャートによる管理
は ぎ の ゆ か

萩野 裕夏1，近江 禎子2，安孫子 進3，黒田 祐規3

東京慈恵会医科大学付属第三病院 集中治療室1，
東京慈恵会医科大学付属第三病院 麻酔科2，
東京慈恵会医科大学付属第三病院 臨床工学部3

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

10：25～11：25 一般演題 気道評価

座長：坂口 嘉郎（佐賀大学医学部 麻酔・蘇生学）

O-11 喉頭軟化症に対する喉頭顕微鏡下喉頭形成術
なかじま ひであき

中島 秀明1，福本 弘二2，宮野 剛1，山田 進2，越智 崇徳1，
瀬尾 尚吾1，古賀 寛之1，漆原 直人2，山高 篤行1

順天堂大学医学部付属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科1，
静岡県立こども病院小児外科2

O-12 左肩部血管腫に対する全身麻酔下硬化療法で、抜管直前に気管粘膜の異常血管からの
出血が明らかとなった一例

お の もとあき

小野 元彰，関 博志，田渕 沙織，箱根 雅子，田口 敦子，萬 知子
杏林大学医学部付属病院麻酔科
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O-13 i-gel™挿入後、換気困難により発見された喉頭蓋嚢胞に対し気管支ファイバースコー
プで挿管した一例

いわさき み き

岩崎 美紀1，小澤 章子1，今津 康弘1，倉橋 清泰2

静岡医療センター 麻酔科・集中治療部1，国際医療福祉大学成田病院2

O-14 高頻度ジェット換気により良好な視野で喉頭乳頭腫に対するラリンゴマイクロサー
ジャリーが施行できた一例

な が お ひとみ

長尾 瞳，萩平 哲，相原 聡，小野 洋平，上林 卓彦
関西医科大学 麻酔科学講座

O-15 初診時に反回神経麻痺を認めた食道癌手術例の治療成績
お ざ き あ さ こ

尾崎 麻子，吉野 耕平，藤原 大介，那須 元美，橋口 忠典，
橋本 貴史，梶山 美明，鶴丸 昌彦，峯 真司
順天堂大学 医学部附属 順天堂医院 食道胃外科

O-16 顔画像を用いた深層学習（Convolutional Neural Network）による挿管困難分類AI
モデルの作製

はやさか た つ や

早坂 達哉1，河野 和晴2，栗原 一貴1，鈴木 博人3，中根 正樹4，
川前 金幸1,2

山形大学医学部附属病院 麻酔科1，山形大学医学部附属病院2，
山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター3，
山形大学医学部附属病院 救急科4

O-17 喉頭気管分離術後の気管腕頭動脈瘻を予防するための治療戦略
み や けゆういちろう

三宅優一郎1,2，高見澤 滋1，服部 健吾1，畑田 智子1，好沢 克1

長野県立こども病院 外科1，
順天堂大学医学部 小児外科・小児泌尿生殖器外科2

O-18 Dual Visualization のすゝめ
き や ま しゅうや

木山 秀哉
東京慈恵会医科大学麻酔科学講座
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第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

14：50～15：20 一般演題 COVID-19

座長：萩平 哲（関西医科大学 麻酔科学講座）

O-19 気道管理にエアロゾル吸引装置 Free-100 Mを使用した経験
う が じ ん わ か な

宇賀神若奈，齋藤 朋之，奥田 泰久
獨協医科大学埼玉医療センター

O-20 汚染された気道管理器具の取り扱いについて
ふじしろ あ す か

藤城明日香，齋藤 朋之，浅井 隆
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科

O-21 拡散抑制ボックス、ポリ袋使用時の抜管時の飛沫による環境汚染についての検討
あ じ み じゅんこ

安心院純子1，益田 律子1，鈴木 利保1，鈴木 武志2

東海大学医学部付属八王子病院麻酔科1，東海大学医学部外科学系麻酔科2

O-22 COVID-19 症例の気道管理における声門上器具の役割
お ざ き まさゆき

尾崎 将之，中村 元気，安田 祐真，吉田 拓也，井上 卓也
小牧市民病院救急集中治療科

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

15：20～15：55 一般演題 胸部麻酔

座長：西田 達（石切生喜病院 呼吸器外科）

O-23 先天性気管支肺前腸奇形（CBPFM）の 2例
つ く い たかふみ

津久井崇文1，宮野 剛1，渡邊 敬夫2，林 大久生3，荒川 敦3，
新見奈央子4，片岡 久実4，西村 欣也4，鈴木 健司2，山高 篤行1

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科1，順天堂大学呼吸器外科2，
順天堂大学病理診断科3，順天堂大学麻酔科・ペインクリニック4

O-24 ECMO下に片側肺縫縮術を施行した、間質性肺炎合併両側性気胸の一症例
つるまち な お い

鶴町 直威，新井 丈朗，浅井 隆
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科
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O-25 日齢 0日で肺葉切除術を要した先天性肺気道奇形症例
い わ さ よしみ

岩佐 美，福田 征孝，川越いづみ，西村 欣也
順天堂大学医学部附属順天堂医院麻酔科

O-26 Double Barrel 型気管分岐部再建術後の吻合部狭窄に対する保存的治療
け い ら た く む

計良 拓夢，市之川英臣，福井麻里子，服部 有俊，松永 健志，
高持 一矢，鈴木 健司
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器外科

O-27 永久気管孔患者での分離肺換気（OLV）管理法
おおいずみ ゆ り

大泉 友理1，川越いづみ1，中山 禎人2，佐藤 大三1，後藤 良太1，
草野有佳里1，市之川英臣3，松永 健志3，鈴木 健司3，林田 眞和1

順天堂大学医学部付属順天堂医院 麻酔科・ペインクリニック1，
札幌南三条病院 麻酔科2，順天堂大学医学部付属順天堂医院 呼吸器外科3

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

16：45～17：20 一般演題 モニター・トレーニング

座長：山口 重樹（獨協医科大学医学部 麻酔科学講座）

O-28 腹腔鏡下手術後の咽頭痛および嗄声に対する持続的カフ圧維持による影響
む ら き ま み

村木 真美1，枝長 充隆2，水口はるか3，杉本 美幸2，山本 修司1，
山蔭 道明2

帯広厚生病院 麻酔科1，札幌医科大学医学部麻酔科学教室2，
滝川市立病院 麻酔科3

O-29 胃内送気を伴わない食道挿管の確認法
さ え き のぼる

佐伯 昇1，原木 俊明1，三好 寛二1，讃岐美智義2，清水 慶隆3，
貞盛 拓磨4，大下慎一郎4，志馬 伸朗4，堤 保夫1

広島大学大学院麻酔蘇生学1，NHO呉医療センター麻酔科2，
広島大学大学院歯科麻酔学3，広島大学大学院救急集中治療医学4

O-30 運動誘発電位モニタリングを用いた脊椎手術に口腔開口器バイトガード™を使用し
た 1症例

ど い か ず き

土井 一輝，石川 美菜，齋藤 朋之，奥田 泰久
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科
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O-31 麻酔科医は短時間のハンズオントレーニングで有意に気管支内視鏡手技が上達する
こ ん の だいすけ

紺野 大輔1，齊藤 和智2，熊谷 道雄2，川越いづみ3，中山 禎人4，
山内 正憲2

東北大学病院 集中治療部1，東北大学 麻酔科学・周術期医学分野2，
順天堂大学 麻酔科学・ペインクリニック講座3，札幌南三条病院 麻酔科4

O-32 気道エコーのためのシミュレータの開発
は こ ね ま さ こ

箱根 雅子，徳嶺 譲芳，中澤 春政，田渕 沙織，和田 望，
朽名佳代子，竹内 徳子，小澤 真紀，田口 敦子，萬 知子
杏林大学病院麻酔科学教室

第 2会場 A棟 1階 カンファレンスルーム

17：20～17：55 一般演題 気道危機

座長：木山 秀哉（東京慈恵会医科大学 麻酔科）

O-33 集中治療室搬送中に呼吸停止を認めた肝切除術の一例
う だ が わ り こ

宇田川梨子，吉武翔太郎，小松 茜，福田 征孝，河内山 宰，
川越いづみ，林田 眞和
順天堂大学医学部附属順天堂医院麻酔科・ペインクリニック

O-34 意識下気管切開の重要性を再認識した巨大顔面血管腫の麻酔導入について
し い な さ き こ

椎名佐起子，阿久津和也，清水 貴仁，人見 俊一，福田 裕也，
山中恵里子，小松崎 誠，坂口 結夢，濱口 眞輔，山口 重樹
獨協医科大学医学部 麻酔科学講座

O-35 予期せぬ頸部腫瘍の増大による挿管困難に対し緊急気管切開術を施行した 1症例
こばやし さ や か

小林紗矢香，髙橋 怜奈，齋藤 朋之，浅井 隆
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科

O-36 非心原性肺水腫合併妊婦に対するNPPVを用いた全身麻酔導入
ふじむら なおゆき

藤村 直幸，新井 千晶，吉野 淳
雪の聖母会 聖マリア病院 麻酔科

O-37 意識下の気管挿管に難渋し、外科的気道確保を要した扁桃周囲膿瘍の一症例
はやし めぐみ

林 愛，石川 晴士，林田 眞和
順天堂大学附属順天堂医院
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第 3会場 有山メモリアルホール

12：00～12：30 一般演題 ビデオ喉頭鏡

座長：中尾 慎一（近畿大学医学部 麻酔科学講座）

O-38 ビデオ喉頭鏡McGrathⓇMAC使用時のスタイレット形状の工夫
つ の だ なおゆき

角田 尚之，浅井 隆
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科

O-39 巨大舌根部嚢胞の気管挿管時に有用であった新しいビデオ喉頭鏡（MedAn ビデオ喉
頭鏡）

あ じ み じゅんこ

安心院純子1，西川 晃司2，益田 律子1，鈴木 利保1，鈴木 武志3

東海大学医学部付属八王子病院麻酔科1，総合相模更生病院麻酔科2，
東海大学医学部外科学系麻酔科3

O-40 フルディスポーザブルビデオ喉頭鏡インターサージカル i-view を用いて気管挿管を
行った 3症例

ふ る た かずよし

古田 和睦，齋藤 朋之，奥田 泰久
獨協医科大学埼玉医療センター麻酔科

O-41 新型MedAn ビデオ喉頭鏡の開発について
にしかわ こ う じ

西川 晃司
総合相模更生病院 麻酔科

ハンズオン会場 1 多目的スペース

9：50～12：00 DAMシミュレーショントレーニングセミナー

インストラクター：水本 一弘（和歌山県立医科大学）
本保 晃（杏林大学医学部 麻酔科学教室）
金 史信（済生会兵庫県病院 麻酔科）
小西 康貴（帝京大学医学部附属病院 麻酔科）
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ペインクリニック診療において注意すべき気道系合併症
たけた や す こ

武田 泰子

愛媛県立中央病院 ペインクリニック内科

神経ブロック治療が頻繁に行われるペインクリニック外来では、あらゆる合併症の発生に留意した対
応が求められる。例えば、腰部硬膜外ブロックでは硬膜穿刺に伴うくも膜下ブロックのように比較的ポ
ピュラーなものから、局所麻酔薬投与に伴う局所麻酔薬中毒など非常に稀なものまで様々である。呼吸
困難を来たしうる気道系合併症は、起こった時の迅速な対応が求められる重篤な合併症の一つである。
無論、こうした合併症は「起こさないこと」が一番であるが、転ばぬ先の として、特に頭頸部の解剖
学的知識を深めておくことは有用であると考える。近年の超音波診断装置の発展に伴い、神経ブロック
における誤穿刺の発生率は格段に減少し、治療の正確性は向上したと考えられるが、「見える」からこ
そ、その解剖を「理解する」ことが特に求められる時代になった。本講演では、ペインクリニック診療
において気道系合併症が懸念される、頭頸部の末梢神経ブロック手技についておさらいする。解剖を理
解して合併症を防ぐという観点から、日常診療の一助となれば幸いである。
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COVID-19 時代における救急領域の気道管理
おおの ゆうこう

大野 雄康，井上 茂亮，小谷 穣治

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野

タイムリーかつ効果的な緊急気道確保は、重症患者の救命の である。気管挿管は、救急部門（ED）で
日常的に施行する重要な救命処置であるものの、極めて高いリスクを内包する。EDでは、生理学的予
備能力の少ない重症な患者を、混沌とした環境下で、迫りくるプレッシャーの中で処置せざるを得な
い。このような環境で気管挿管困難症に遭遇する確率、重篤な気道関連合併症を引き起こす頻度は、予
定手術症例の数倍以上に達する。
昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックで、気道管理を取り巻く状況は、さらに
悪化した。呼吸不全の患者に緊急気管挿管する機会が増え、さらに医療者自身を守るために個人防護具
の着用が必須となった。ゴーグル、サージカルキャップ、ガウン、N95 マスク、二重手袋を装着した過
酷な環境下で汗だくになりながら施行する気管挿管の難易度の高さは、きっと読者の多くが現場で実
感しているだろう。
さらに新型コロナウイルス感染症（COVID-19）では、咳嗽反射を抑え、エアロゾルの発生を最小限度
にするために、筋弛緩薬を使用した迅速導入（RSI）が緊急気管挿管のデフォルトになった。RSI は、
スカイダイビングと共通点が多く、1）常に綿密な計画とモニタリングが必要な事、2）一度落下が始ま
れば加速度的に落下スピードが速くなる事、3）失敗の結果が致命的になり得る。
このような特性を持つ救急領域の緊急気道確保では、1）事前の気道評価とプラニング、2）初回の喉頭
展開で気道確保に成功する可能性を最大限に高める事、そして 3）失敗したときのバックアップ、の 3
つがKey である。この keys を達成するためのエッセンスとピットフォールを本講演で共有したい。
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病態を踏まえた適切な呼吸管理の連鎖がCOVID-19 肺炎治療の となる
～鼻カニューレからECMOまで～
しみず け い き

清水 敬樹，濱口 純，佐藤 裕一，和田健志郎，松吉 建夫，金子 仁

東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター ECMOセンター

現在、世界を震撼させている新型コロナウイルス感染症（COVD-19）における肺炎に対しての呼吸管
理戦略は重要な問題の一つと言える。現在では診断確定後の 1.6％が重症化することが指摘されてい
るが、酸素需要が増加してきた際の気道管理が重要な を握る。鼻カニューレでの酸素投与、マスクに
よる酸素投与からネーザルハイフロー、NPPVという流れの中でより重症化した場合には気管挿管に
至る。このような時期に重要なこととして Patient self-inflicted lung injury（P-SILI）という概念が注目
されている。最初に肺障害が生じた後に、血管透過性が亢進し、肺水腫、ガス交換能低下、努力呼吸増
大というサイクルから肺胞虚脱増悪・一回換気量増大・胸腔内圧の不均一性という自発呼吸による肺
障害が助長され、負のスパイラルに陥る。そのため、P-SILI を抑制する管理の徹底が更なる重症化を防
ぐ肝になる。つまり、深鎮静、深鎮痛をベースとして、更には筋弛緩も投与してメカニカルパワーを抑
える必要がある。同時にType L と Type Hというフェノタイプに応じた呼吸管理を徹底する必要も
ある。
また、人工呼吸器管理でも酸素化、換気が増悪した際には、体外式膜型人工肺（Extracorporeal mem-

brane oxygenation：ECMO）が適応になり得る。我が国におけるCOVID-19 の第 1波では人工呼吸器
管理患者の 40％が ECMOに移行していたが、第 2波では 20％に低下している。この要因として、P-
SILI を防ぐ呼吸管理が全国の医療機関に普及、徹底されたことが大きい。一方でECMO導入に陥った
場合でも、離脱率は 69％という世界最高峰の成績である。ECMOは橋渡し的治療であるものの、近年
は経験豊富な施設では合併症なく管理し得るため、適応を満たした場合には選択肢の一つに十分にな
り得る。
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耳鼻咽喉科での睡眠時無呼吸診療～成人から小児まで～
いのした あ や こ

井下 綾子1,2

順天堂大学医学部 耳鼻咽喉科学講座1、順天堂医院 睡眠・呼吸障害センター2

閉塞性睡眠時無呼吸（Obstructive sleep apnea：OSA）の病態の中心は、鼻咽頭で、いびきや無呼吸、
鼻閉による口呼吸を主訴に、幅広い年齢層の患者が耳鼻咽喉科へ受診する。OSA診療での耳鼻咽喉科
医の使命は、成人と小児では病態や診断基準が異なることをふまえ、鼻咽腔疾患の把握、上気道の閉塞
部位診断、手術適応（OSA根治の可能性があるか）、について初期診断と治療方針を決定することであ
る。
外来では、鼻咽腔・喉頭内視鏡で、鼻呼吸障害、扁桃肥大、アデノイド、声帯麻痺などによる上気道
狭窄の有無の確認と、閉塞部位診断を行う。稀だが、腫瘍による二次性いびきの可能性も念頭におく。
通常は覚醒下で行うため、体重、顎顔面形態などをふまえ、睡眠中の閉塞部位を推察する。薬物睡眠下
の閉塞部位診断閉塞パターンを調べる薬物睡眠下内視鏡検査（drug-induced sleep endoscopy：DISE）
は、2018 年に本邦で認可された成人OSAの舌下神経刺激治療の適応判断の必須項目で、安全に行うの
が望ましく麻酔科医の協力が期待されている。
OSA治療は、咽頭をターゲットとすればOSAの軽減や根治の可能性がある。成人は口蓋垂軟口蓋咽
頭形成術（uvulopalatopharyngoplasty：UPPP）が代表的だが、術後出血等の合併症問題、瘢痕拘縮の
ためOSA改善率が低いことが明らかになり、咽頭手術に消極的になった背景がある。近年は、厳密な
手術適応診断で手術効果 85％と報告され、安全で低侵襲なUPPP の変法とともに見直されている。小
児は扁摘、アデノイド切除が古くからあるが、本邦での手術適応基準は確立されていない。近年は手術
に慎重な保護者が多く、保存治療の有効性から、小児OSAの治療戦略も見直される時期にある。いず
れにせよOSAでは周術期リスクが格段に高まるため、安全な手術のためには麻酔科医のバックアッ
プと設備の整った施設で行うことが必須となる。本講演では、耳鼻咽喉科でのOSA診療の新知見を当
施設での取り組みとともに紹介する。
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循環器内科における睡眠時無呼吸の診断と治療
かさい たかとし

葛西 隆敏

順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学

循環器疾患に睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome：SAS）が高頻度に合併する。上気道閉塞に
起因する閉塞性睡眠時無呼吸（obstructive sleep apnea：OSA）に関しては、不整脈、特に心房細動で
約 50％、冠動脈疾患では約 30％に認められ、中でも急性冠症候群患者では 50％以上に合併する。一
方、心不全では 50-70％に SASを認め、OSAに加え中枢性睡眠時無呼吸（central sleep apnea：CSA）
が高頻度である。一般的に SASの治療の目的は、重症である無呼吸低呼吸指数（apnea-hypopnea in-
dex：AHI）を低下させ、自覚症状を軽減することであるが、SASに関連した血圧上昇抑制、基礎疾患
である循環器疾患の増悪・進展予防、再入院の予防、死亡率の軽減なども期待される。本講演では、循
環器内科における SASの診断と治療について紹介し、心不全におけるOSAと CSAの病因の一つと
考えられる体液シフトについて言及する。
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麻酔管理における感染症対策―麻酔導入から覚醒まで―
さいとう ともゆき

齋藤 朋之

獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科

中国武漢を起源とする新型コロナウイルス（COVID-19）感染症は世界中に広まり、ときに重症呼吸器
不全などの重篤な合併症や死を招く。感染患者の周術期管理に関わる医療従事者はウイルスに暴露す
る機会が多く、感染もしくは感染拡大を招くリスクは高い。COVID-19 の詳細な感染経路は、2020 年
10 月現在明らかになっていない。しかしながら、世界保健機構（World Health Organization：WHO）
を含む様々な研究機関の報告によると直接ウイルスに触れることによる接触感染、もしくは咳嗽反射
などウイルスを含んだ飛沫の飛散による飛沫感染の 2つが主要な感染経路に挙げられている。麻酔管
理を行う手術室の環境（温度、湿度、陽圧、陰圧）にもよるが、5µm以下の飛沫（いわゆるエアロゾ
ル）は空気中を浮遊し、数時間安定性を保つ可能性がある。エアロゾルを産生する手技Aerosol gener-
ating procedures（AGP）は、全身麻酔で行われる多くの手技が含まれ、気管挿管、抜管、気管内・口
腔内吸引、胃管挿入などが挙げられる。特に気道管理は、過去に報告された Systematic review で AGP
の中でリスクの高い手技とされている。WHO、日本麻酔科学会を含むさまざまな世界中の国や機構の
ガイドラインでは、COVID19 患者の気道管理にフェイスシールド、ガウン、手袋、N95 マスクなどの
個人防御具、いわゆる Personal protective equipment（PPE）を含む感染対策を講じている。しかしな
がら、気道管理に標準的な PPEのみでは医療従事者の感染を完全に防ぐことは困難であることがいく
つかのシミュレーション研究で実証されており、特にエアロゾルを含む飛沫飛散による感染対策のエ
ビデンスは確立されていないのが現状である。
本講演では、現時点での麻酔領域の感染対策に関する知見をまとめ、麻酔科医の立場から「チームで

挑む感染防御」を考察し、第一線で活躍する医療従事者の感染もしくは感染拡大のリスクを減らすには
どうすればよいかをみなさんと考えたい。
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宿泊療養施設での健康管理サポートについて
まつしま ひ さ お

松島 久雄

獨協医科大学埼玉医療センター 救命救急センター

埼玉県では病床確保を目的とし、新型コロナウイルス感染症患者の軽症者等を受け入れる民間の宿泊
施設の運用を継続している。当院は近隣宿泊施設での受け入れ準備や円滑な療養開始に向けて一定期
間、医師と看護師を派遣し業務協力を行った。県が借り上げた宿泊施設は医療機関とは異なり、安全な
療養を提供するためには工夫が必要であった。施設のスタッフは入退室の調整をする県職員の方を中
心とし、警備、検査、食事、移送、清掃と多くの人員による協力で運用されている。準備段階では施設
内のゾーニング、健康観察の方法や基準の統一、急変時の対策、地域消防との連携について、施設スタッ
フ全体の意思統一を図った。施設では感染を防ぐために、療養者の健康状態を直接観察できるタイミン
グは PCR検査を実施する時のみとなる。使用できる主な機器は体温計とパルスオキシメータで、療養
者からの定期的な測定結果と身体症状の報告により診察等の必要性を判断する。このような環境で療
養者の安全を確保するための手段として、県の協力により非医療機器であるActive Sleep ANA-
LYZER（ASA）を施設の 1部フロアー限定で使用する機会を得た。ASAは布団の下に敷くだけで様々
な状況をモニタリングする高性能センターで、睡眠中の体の振動（寝返り、呼吸、心拍）を計測し数値
化することができる。リアルタイムではないが 10 分前の睡眠、心拍、呼吸、体動などの状況を PC
画者面上で確認でき、生体モニターの代替として使用することができた。感染症患を対応する特殊な環
境において、遠隔操作で睡眠状況や呼吸数の変化をある程度認識できることは、精神状態や呼吸など変
化の気づきに有用である。感染が確認され、施設や自宅での療養における管理体制にASAが役立つ可
能性が示唆された。近隣住民との関係、療養者の対応など宿泊療養施設の運用で経験したことについて
も報告する。
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コロナ禍におけるPre hospital での気道管理と感染防御
かとう なぎさ

加藤 渚

東京医科歯科大学医学部附属病院 救命救急センター

コロナ禍においてエアロゾルによる空気感染予防の徹底が周知されているところで、今後も現状の手
技手順が標準になる事が考えられる。東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター（以下当院）
では 2009 年より乗用車型のドクターカーを運用しており、コロナ禍においても病院前救急診療を実践
している。出動エリアは千代田区・中央区・文京区であり、皇居一帯を管轄する。管内には東京駅や東
京ドーム、秋葉原など観光地や国主要施設などが多く点在し、年間約 300 件出場している。扱う疾患の
多くは意識障害・心肺停止・重症外傷であり、現場での医療処置の多くは気道・呼吸管理である。病院
前救急にかかわる救急隊やドクターカーの隊員は、患者の病歴などの背景不明の状態で接触する為、院
内と比較しても感染リスクが高いとされる中での活動を行っている。2020 年 4 月に日本臨床救急医学
会では消防等の病院前救護を担う機関向けに心肺停止傷病者への対応ガイドラインが提示され、エア
ロゾル予防策として、①空気感染予防策 PPEの着装。②BVM換気時のHEPAフィルターの装着。③
胸骨圧迫中のエアリークを最小限にする。④気道デバイス挿入時の胸骨圧迫の中断。⑤早期の気道デバ
イス（気管挿管または声門上気道デバイス）挿入の推奨。⑥ビデオ喉頭鏡の推奨。などが強調されてい
る。そのほか、医療機関へのコロナ関連情報の提供や、救急車の除染、リユーザブルの器具の洗浄・消
毒についても記述があり、当院ドクターカーでも消防の基準と同様、もしくはそれ以上の対策を行って
いる。また、前記で挙げた蘇生中の気道管理についての考え方は、病院前だけに限らず、院内急変でも
同じ対応が必要であると考える。病院前での蘇生中の気道・呼吸管理の実際について、当院のドクター
カー活動現場にてウェアラブルカメラで撮影した目線映像を提示し、Pre hospital での緊急気道管理症
例を検討する。
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感染症から気道を守るには
ほり さとし

堀 賢

順天堂大学大学院 感染制御科学

気道管理において、もっとも重視すべき管理のポイントに、感染症のマネジメントがある。気道感染症
は、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザのように市中から持ち込まれる病原体による外因性
感染症（exogenous infection）、人工呼吸器関連肺炎のように口腔や気道内に常在する病原体による内
因性感染症（endogenous infections）に分けられ、それぞれ予防、管理、治療の方法が異なる。特に前
者の場合には、医療従事者自身も病原体に曝露され、職業感染症を合併しうるという点で、非常に管理
が困難である。本講演では、外因性・内因性感染症の発生メカニズムの違いに着目し、予防、管理のポ
イントについて解説する。また、気道管理を行うにあたっての、環境管理についても概要を紹介する。
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産科気道管理における多職種協働の必要性
～産科急変対応訓練に何が必要か～
こまざわ のぶやす

駒澤 伸泰

大阪医科大学医学教育センター

妊婦は「解剖学的気道管理困難」だけでなく、「嘔吐リスクの高さ」や「低酸素耐用能の低さ」が気道
管理におけるリスクである。ゆえに、妊婦に気道管理を行う場合は、上記のリスクを常に念頭に入れる
必要がある。また、分娩後に鎮静を行う場合も、鎮静行為による気道閉塞、呼吸抑制、嘔吐リスク上昇
に留意しながら鎮静時気道評価を行う必要がある。
妊婦に気道管理を行う場合の殆どは、緊急対応を要することが多い。ゆえに、産科医、麻酔科医、助
産師、手術室看護師、新生児科医の綿密な連携が必要である。このような多職種協働を推進するための
緊急対応訓練にはシミュレーション教育法が有効な可能性がある。
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Intraventricular pressure difference から見た妊婦の左室拡張能と気道管理
おばた ゆ り え

小畑友里江

淀川キリスト教病院 麻酔科

帝王切開中の酸素投与の是非については以前より議論の分かれるところである。合併症の無い妊婦に
おいては母体、胎児ともに酸素投与による短期間の有害事象は認められないとされる一方で、酸素投与
による胎盤の血管収縮や活性酸素など、有害事象の懸念もある。
酸素投与を行う背景には妊娠に伴う機能的残気量の低下や酸素消費量の増加、麻酔に伴う低血圧、鎮静
による低換気など低酸素血症への懸念があると考えられる。実際に酸素投与せずに管理された合併症
の無い妊婦の帝王切開において、約 7％で酸素飽和度が 94％を下回ったとの報告がある。
妊婦の酸素予備能を考えるとき、呼吸器系の変化だけでなく、循環器系の変化を考慮することも重要で
ある。妊娠に伴って血液量は約 1.5 倍に増加する。代償として左室の心筋重量及び心拍出量は増加し、
末梢血管抵抗は減少する。このようにこれまで左室収縮能についてはよく調べられている一方で、左室
拡張能の変化についてはあまり知られていない。増加する前負荷をうまく処理する良好な拡張能が無
ければ、左室拡張期圧は上昇し、肺うっ血を生じる可能性がある。そこで我々は予定帝王切開を受ける
妊婦を対象に、心臓超音波検査を行い、Intraventricular pressure difference や僧帽弁流入血流速度な
どから左室拡張能を評価し、同年齢の健常女性と比較した。今回はその結果を提示すると共に、妊娠に
伴う左室拡張能の変化について文献を踏まえて考察し、拡張能の観点から帝王切開における酸素投与、
気道管理について考えたい。
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母体安全への提言 2019 をもとに症例から学ぶ産科麻酔での気道評価の重要
性
いのうえ り え

井上 理恵

順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座

母体安全への提言は、日本産婦人科医会より日本の母体死亡症例の詳細な検討をもとに母児の予後を
よりよくするためにまとめられた提言で、2010 年から始まった日本産婦人科医会の妊産婦死亡報告事
業より年間妊産婦死亡数は約 40 から 50 例と横ばいで推移している。2019 年までの死因別では産科危
機的出血（19％）、脳出血（14％）、心肺虚脱型羊水塞栓症（12％）、心・大血管（9％）、肺疾患（8％）、
感染症（9％）、偶発症・自殺（7％）、その他（12％）、不明（10％）となっており、妊産婦死亡事例で
は急速に進行する症例が多く循環管理と合わせて的確で迅速な呼吸管理が重要となってくる。その他
の原因について見てみると、悪性疾患が最も多く、次いで内科疾患、てんかん、麻酔関連と続いており、
麻酔関連以外では頻度は少ないものの、何れも突然の発症を契機に急速に進行するため、気道管理に至
るまでにはそれぞれの立場で滑らかに実務を遂行できるチームプレーが求められている。
麻酔科医の関与として、最近では硬膜外無痛分娩の普及により手術室外での任務が多くなっており、肥
満や妊娠高血圧症候群などの気道確保困難リスクの高い症例や区域麻酔が困難となること、無痛分娩
中からの緊急帝王切開への移行、長時間の分娩によりカテーテルの信頼性が失われる可能性など、安全
な麻酔管理を行うため常に評価と予防に努める必要がある。デバイスやマンパワーの確保された手術
室外での危機的状況下でも慌てずに気道管理を施行できるように、今一度それぞれの立場で、母体安全
への提言 2019 から気道評価の重要性を再認識していただきたい。
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鎮静下処置におけるEtCO2と SpO2モニターの適正使用
みやうち や す し

宮内 靖史

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科

痛みや苦痛を伴う処置を行う場合、患者の苦痛を軽減し安全に処置を行うために鎮静・鎮痛が行われ
る。中等度鎮静（意識下鎮静）までの深度であれば自発換気が保たれることが多いが、症例により、あ
るいは意図せず鎮静が深くなると無呼吸・低呼吸をきたし得る。患者のバイタルサインを絶え間なく
監視・モニターすることが鎮静の安全性を担保する上で最も重要である。パルスオキシメータは十分
に普及しているが、血液酸素飽和度（SpO2）は無呼吸や低呼吸となっても特に酸素投与下では直ちに
低下しないため、無呼吸を早期に同定することはできない。心電図電極による胸郭インピーダンスを用
いた呼吸モニターは、中枢性の無呼吸は同定可能だが、胸郭が動く閉塞性無呼吸を同定できない。よっ
てこれらの方法は呼吸のモニターとしては不十分である。カプノグラムは呼気炭酸ガス濃度をリアル
タイムで表示するため、呼吸曲線の消失により無呼吸を早期に同定することができる。また呼気終末炭
酸ガス濃度（EtCO2）が動脈血炭酸ガス濃度を反映するため、そのモニターにより換気状態をリアルタ
イムで評価することが可能である。鎮静時には、酸素化のモニターとしてのパルスオキシメータと呼吸
のモニターとしてカプノグラムの両者を併用することが推奨される。本講演では、カプノグラムの基本
と、循環器系を中心とした処置中の鎮静および呼吸モニターの現状・方法・問題点等について述べる。
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ECMOデバイスと管理について
さいとう わたる

斉藤 航

順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床工学室

体外式膜型人工肺（extra corporial membrane oxygenation：ECMO）は、昨今Coronavirus disease
2019（COVID-19）による重症呼吸不全への対処法としてメディアでも取り上げられ、一般にも周知さ
れた。臨床現場におけるECMOとは、基本的に静脈血を取り出し、膜型人工肺を用いて酸素化された
血液を患者に送るが、送血箇所により分類され、静脈に送血するものを静脈-静脈体外式膜型人工肺
（veno-venous ECMO：VV-ECMO）、動脈に送血するものを静脈-動脈体外式膜型人工肺（veno-artrial
ECMO：VA-ECMO）、動脈、静脈の両方へ分岐させ送血するものをVAV-ECMOと呼称している。そ
れぞれカニューレの種類や管理方法が異なり、我々臨床工学技士は来たるべき日に備え、各々のカ
ニューレの準備、デバイスの日常点検、定期点検を行っている。
また、VV-ECMOを用いた重症呼吸不全の治療は、VA-ECMOとは異なり、患者に適したカニューレ
の選定や、VV-ECMO特有の知識とチームトレーニングを要し、我が国ではVV-ECMO症例に習熟し
た施設への集約化を行うことで治療成績を向上させている。一方、臨床現場においては下気道の完全閉
塞および気管、主気管支の離断など、超緊急的にECMOを導入せざるを得ない状況は存在しており、
全国の医療施設においてVV-ECMOが均一で高いレベルで行われることが望まれる。
今回のMDIC セミナーでは、さまざまな状況に備え、安全にECMOを行うためにも、VA、VV-ECMO
の実際と、デバイスの管理方法、また今後の展望について概説しようと思う。
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ダブルルーメンチューブ使用の実際
はなざき もとひこ

花崎 元彦

国際医療福祉大学医学部 麻酔・集中治療医学

開胸手術（呼吸器、食道手術）が他の手術と最も異なる点は一側肺換気（one lung ventilation；OLV）
を行うことである。その目的は術側の肺を虚脱させることによって手術を行いやすくすることであり、
肺以外にも隣接する食道、胸腺、大動脈などへのアプローチを容易にする。
ダブルルーメンチューブ（double lumen tube；DLT）はOLVにおける気道確保法としてゴールドスタ
ンダードとされる。2本の細径チューブを貼り合わせた構造で、長い側（気管支ルーメン）を主気管支
まで進めて使用する。左用、右用と存在するが多くの手術で左用が使用されている。
通常、気管挿管に使用されるシングルルーメンチューブ（single lumen tube；SLT）と比べると材質が
固く、太く、長い。気管挿管を行った後、気管支鏡下に気管支ルーメンを主気管支に位置させバルーン
を膨らませることで肺分離を行う。
DLTの他にOLVを行うためのデバイスとしては気管支ブロッカー（bronchial blocker；BB）がある。
SLT挿管後、気管支鏡下に非換気側の主気管支まで挿入し、先端のカフを膨らませて虚脱させる。
DLTの利点は、一方の主気管支まで確実に気道確保が行えること、そして肺の虚脱も早い。また非換
気側肺へのアクセスが可能であり、観察だけでなく吸引操作や酸素投与も行える。これらの利点が、
DLTが BBに比較して圧倒的に多く使用されている理由である。
欠点としては、挿管困難や気管偏位がある症例には適さない。また材質やサイズの問題から術後の咽頭
痛・嗄声も多い。また、これはBBにも共通するが気管支鏡下に位置を決めても体位変換や手術操作で
たびたび「ずれ」が生じる。
重篤な合併症としては気道損傷がある。これはDLTの材質や構造の問題のほかに誤った使用法（サイ
ズ選択や挿入法）、気管支ルーメンのカフ過膨張なども原因となる。
今回はこのようなDLTの「使用法の実際」について説明する。
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心臓手術術後の酸素療法 NPPV vs HFNC
なかざわ はるまさ

中澤 春政

杏林大学医学部 麻酔科学教室

過去の心臓麻酔手術では、少なくとも術後一晩は気管挿管下に人工呼吸器管理を行うのが一般的で
あった。その背景には、循環機能への影響が少ない大量オピオイドによる術中術後管理が推奨されてき
たことが挙げられる。しかし近年では、“バランス麻酔”の概念が浸透し、短時間作用型のオピオイド
や麻酔薬、筋弛緩薬の普及により、術後早期抜管を目指し、ICU滞在日数や在院日数を可能なかぎり減
少させることを目的としたファストトラック管理が注目されるようになった。実際にファストトラッ
ク管理は、心臓手術術後の合併症を増加させることなく ICU滞在日数や在院日数を減少させることが
いくつかの臨床研究で示され、世界中に広まっている。
当然であるが、効果的なファストトラック管理を行う為には、抜管後にいかにして適切な酸素療法を

継続して行うかが重要である。抜管後の酸素療法としては、大きく分けて、①フェイスマスクや経鼻カ
ヌラを用いた通常の酸素投与、②非侵襲的陽圧換気（Noninvasive Positive Pressure Ventilation：
NPPV）、そして③高流量鼻カヌラ酸素療法（High Flow Nasal Cannula：HFNC）の 3種類が存在する。
どの方法にも一長一短があり、患者の状態に応じて使い分けることが必要である。特にNPPVと
HFNCの使用にはいくつかのピットフォールが存在する為、安易な使用は思わぬ合併症を引き起こし
かねない。それぞれの特徴を十分に把握したうえで適切に使用することが望まれる。
本講演では、心臓手術術後におけるNPPVと HFNCの使用方法やその注意点について、最新のエビ
デンスに自身の経験を交えてお話させていただく。本講演が聴講いただく皆さまにとって有意義な情
報となれば幸甚である。
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気管切開術～術式とカニューレ選択～
おおば しんいち

大峡 慎一，松本 文彦，藤巻 充寿，池田 勝久

順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科

気管切開術は頸部外切開にて気道を確保する基本的な外科的手技であり、医療従事者であれば誰もが
知っているものである。気管切開の適応は、急性喉頭蓋炎や深頸部膿瘍などの急性感染症、頭頸部癌術
後気道狭窄に対する気道確保、両側反回神経麻痺、長期挿管および長期人工呼吸器必要症例などであ
る。気管切開術も細かく分類すると甲状腺峡部を処理するかしないか、気管をどの位置で切開するか、
輪状軟骨鉗除法を選択するか、あるいは緊急時の輪状甲状靭帯穿刺、切開などがあり、気管切開の適応
となる患者毎に評価し適切に術式選択を行うことが重要である。また術中に術式変更を瞬時に判断し
行わなければならない状況もあるため、肥満や喉頭低位などの症例については術前のシミュレーショ
ンを行っておくことも重要である。
気管切開術後は基本的に気管カニューレを留置する。気管カニューレにはカフの有無、単管複管、側

孔の有無などいくつかの形状がある。また特殊なタイプのものとしてレティナあるいはTチューブを
用いる場合もある。通常気管切開施行時にはカフ付きのカニューレを留置するが、その後は患者の状態
に応じてカニューレを選択することになる。人工呼吸器管理が必要な場合や誤嚥が明らかな場合はカ
フ付きカニューレを継続して用いることとなる。ただ、カフのみで誤嚥を防止することは困難であるた
め、遷延あるいは反復する誤嚥性肺炎に対しては誤嚥防止術の適応となる症例もある。頭頸部癌術後で
は咽頭からの出血や分泌の喉頭流入がない場合はカフのないスピーチカニューレやレティナを選択
し、最終的には気管孔閉鎖を行う。
本セミナーでは、安全に気管切開を行う上でのリスク評価および術式選択、さらには術後の適切かつ

安全なカニューレ選択と管理について述べる。



しなやかに。気道管理。―気道評価からはじめる―

ランチョンセミナー 1

43

人工呼吸と気道管理
ながた ひろまさ

長田 大雅

慶應義塾大学医学部 麻酔学教室

新型コロナウイルス感染症が拡大するに伴い、集中治療室（ICU）における集中治療に注目が集まって
いる。そのなかでも呼吸管理は重要なパーツを占めており、その成否が患者の予後に大きく影響する。
呼吸不全に対しては、軽症であれば酸素療法が、重症になれば人工呼吸管理の適応となる。人工呼吸管
理には、非侵襲的人工呼吸（NIPPV）と侵襲的人工呼吸（IPPV）があり、気管挿管を行うかどうかと
いう点で大きく分かれるが、いずれにしても気道管理をどのように行い、注意を払うかが重要であるこ
とに変わりはない。
非侵襲的人工呼吸を行う場合には、患者自身による気道維持が原則となるため、嚥下機能の評価をし、
誤嚥のリスク評価を行う必要がある。また、喀痰を十分排出することが可能かどうかの判断も重要であ
る。気道維持を考慮した鎮静や鎮痛も必要となる場合がある。侵襲的人工呼吸を行う場合には、気管
チューブの閉塞を除いて気道確保は保証されているが、人工呼吸器関連肺炎（VAP）の発生や、挿管
管理に伴う嚥下機能障害、呼吸筋障害に気を付けて管理を行わなければならない。また、長期管理を行
う上では、気管切開による気道管理も考慮しなければならない。
本セミナーでは、気道管理という視点を含めて、人工呼吸の適応や人工呼吸を行う上での管理上の注意
点について解説していきたい。本セミナーが少しでも皆様の臨床のお役にたてると幸いである。
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声門上器具における抜管時の注意点
きん ふみのぶ

金 史信

済生会兵庫県病院 麻酔科

世間は新型コロナウイルス（COVID-19）に蹂躙されている。
日常的に気道管理を担う麻酔科医は今まで以上に患者さんの飛沫をどう扱うか敏感になっていること
であろう。医学的に飛沫感染を生じうる距離は 1m以内と言われているため『ソーシャルディスタン
ス』である 2mを保ちながら気道管理を行えば飛沫感染のリスクは減少すると思われる。ダヴィンチな
どの医療支援ロボットを駆使して気道確保や抜管操作ができればソーシャルディスタンスを保てるが
非現実的である。よって麻酔科医にできることは『可能な限り飛沫を生じさせない』ことである。
臨床麻酔において飛沫が問題となるのは覚醒・抜管の場面である。気管チューブは気管粘膜を直接刺
激するため咳を生じやすく飛沫感染のリスクは高い。声門上器具（SGA）は気管を直接刺激することは
ないため抜管時の咳が生じにくいという点では有利である。しかし、SGAでの気道管理において問題
となるのは『息こらえ』などにより突然換気ができなくなるという点にある。この原因としては麻酔深
度不足が挙げられるのだが覚醒にむけて麻酔は浅くせざる得ないためある一定の確率で突然の換気困
難は生じうる。
今回の発表では SGAで気道管理中に生じる突然の換気困難とその対処方法について解説する。
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with corona の気道安全管理再考―安全な気道管理を目指して―
うざわ こ う じ

鵜澤 康二

杏林大学医学部 麻酔科学教室

coronavirus disease（COVID）-2019 の流布により、我々の医療環境は激変しました。アイシールド着
用、日常的なビニールガウンの使用、手袋の二重装着、頻回な手指消毒などもよく目にする様になりま
した。休憩室でもマスクを着用し、食事中は私語厳禁など、日常は様変わりしています。さらにCOVID-
19 の治療薬として米国では正式に承認された抗ウイルス薬「レムデシビル」について、世界保健機関
の担当者が「効果が認められないか、もしくはまったく効果が認められなかったようだ」とする見解が
示される一方で、同時期にNEJ 誌に症状回復までの時間が有意に短縮したなどのRCTが発表される
など混沌としています。
我々が毎日行う気管管理は、COVID-19 感染のハイリスク医療行為とされます。麻酔や集中治療領域
で欠く事のできない挿管手技でさえ、その認識が変化してきております。昨今、臨床で使用されている
アクリルボックス、スプラッシュガードのためのビニールシートの安全性や有益性はどうなのであろ
うか？またどの様なタイミングで使用すべきなのか？といった疑問を最近の論文を紹介しながら、皆
様と一緒に考察したいと思います。
最後にWITH COVID-19 下で、私が非常に有用と考える 2019 年 11 月に承認されたビデオ硬性挿管
用喉頭鏡 i-viewⓇのメリットや使用時の注意点などを発表させていただき、i-viewⓇ使用時の参考にして
いただければと考えております。何より本発表がWITH COVID-19 下の気道管理を再考する機会とな
り、明日からの臨床のお役にたてれば幸いでございます。
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ミニトラックの臨床応用と挿入のコツ―トラブルから学ぶ安全な挿入、管理
方法―
ふくい ま り こ

福井麻里子1，堺 恭子2

順天堂大学 呼吸器外科1、順天堂大学 看護部2

輪状甲状膜切開キット・ミニトラック II は、気管分泌物吸引や緊急気道確保を目的としたキットであ
り、臨床的に様々な場面で活用されている。シンプルなキットで使用が簡便であるため、汎用性が高く、
本キットの活用は患者や医療従事者の負担軽減につながる。順天堂大学呼吸器科病棟では、呼吸器外科
術後の吸痰、上気道狭窄の窒息回避、在宅介護の補助など、多様な目的でミニトラック II を使用して
きた。当施設での実際の使用経験を紹介する。
また本キットはその利便性の反面、使用方法や挿入方法により非常に危険な合併症につながる可能性
がある。特に挿入時は細心の注意が必要である。出血や誤挿入など当施設での挿入時トラブルを提示
し、安全な挿入方法について解説する。
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生活者の視点でとらえる気道管理 QOL向上を目指したミニトラックの活
用と地域連携
さかい きょうこ

堺 恭子

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部

ミニトラックは、緊急時の救命処置として気道確保が必要な場合と自力での痰の喀出が困難な場合
に適応になる。多くは一時的であるが、肺炎予防のために継続して在宅で使用する場合もあり、介護者
が経口・経鼻から吸引するよりも容易に吸引できるというメリットがある。ミニトラックをはじめと
する気道管理を日常生活に馴染ませるには個人レベルのQOLから地域レベルのQOLを図ることが
一層重要となる。そのためには人と人との関係性を進化させ、地域を充実させていくといった生活者と
して患者をとらえる視点が必要であり、看護職には気道管理が必要な患者・家族と地域を橋渡しする
役割が期待されている。日常の看護援助の中で看護師は、病院で行っている医療をそのまま自宅に持ち
帰るのではなく、生活に合わせたしなやかな気道管理の実践を目指している。この機会に、実際の管理
方法や社会資源の導入など、療養生活の質向上のための支援について考えたい。
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COVID19 時代の緊急気管挿管
し が たかし

志賀 隆

国際医療福祉大学 救急医学

COVID19 の時代になり救急での気管挿管は激変した。気管挿管はエアロゾル発生手技であるため、
PPEが必須となる。加えて物理的な遮断のためにアクリル板などでの遮蔽も考えられた。そして、今
まで以上にビデオ喉頭鏡での気管挿管の重要性が増している。しかし、画面とハンドルの一体型のビデ
オ喉頭鏡であると、術者と患者が近距離となってしまう。そのためワイヤー型で画面とハンドルの距離
が保たれるタイプのビデオ喉頭鏡の重要性が高まっている。加えて、使用した喉頭鏡の洗浄も考えると
ディスポーザブルの製品を考慮することが必要になる。
気管挿管に関するエビデンスも変遷しており、8月 21 日には FDAより陰圧環境以外ではエアロゾル
の暴露が増える可能性があるため、アクリル板などの使用を薦めないという勧告も出ている。今回のセ
ミナーでは変遷するCOVID19 時代の気管挿管のあり方について検討したい。
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小児気道の特徴 1，2，3
あぶかわ ゆ か こ

虻川有香子

東京慈恵会医科大学附属病院 麻酔科

小児の気道は奥深い。先ほどまで何の問題もなくDVD鑑賞をしていても、鎮静した途端、麻酔導入し
た途端、気道確保が難しいことがある。麻酔導入に患児が大泣きしてしまった日には、もう分泌物で
いっぱいで静脈ラインがとれるまで「どうか喉頭痙攣よ。起きないで。」と心のなかで祈ることも日常
茶飯事である。さらに点滴ラインも 2回、3回と失敗してしまうともう絶望の淵に立たされることは稀
ではない。
なぜ小児では成人に比べて気道管理が難しいのか？喉頭痙攣とは？解剖にふれながら小児特有の状
態・構造について考える。そして気道確保ができていない状態、またその初期対応ができる医療関係者
は、どこに行っても引く手あまたである。この講義で復習をして小児気道の特徴を押さえ、そのような
切望されるものになろう！！
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乳幼児におけるMcGRATH™MACビデオ喉頭鏡の有効性と、新McGRATH
への期待
ふじた のりあき

藤田 憲明

北海道大学病院 手術部

現行McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡であるAO2 は、blade size が 2, 3, 4 と X-blade™ 3 の 4 種類が
使用できるが、海外では size 1 のブレードも販売されており、乳児に対する有効性についても、いくつ
か報告が散見される。今回、McGRATH本体が約 8年ぶりにアップデートされAO3 となり、日本でも
size 1 ブレードとともに販売が開始される。AO3 は、形状や重量など、AO2 が持っていたMcGRATH
の strong point を継承しつつ、この数年飛躍的に性能が向上したCCDカメラや、ディスプレイがアッ
プデートされており、より有用なデバイスへと進化した。
当院では、以前から顔面咽頭症候群など、挿管ハイリスク症例の 5kg 未満の乳児に対しても、size

2 のブレードを使用することで、安全な気道確保が可能となることを報告していたが、今回はAO3
と size 1 ブレードをいち早く入手し、特に乳児に対する有効性を評価したので報告する。
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Fast-Track ロボット支援胸腔鏡手術（RATS）の麻酔～分離肺換気の知識と
技～
よしむら た つ や

吉村 達也

新百合ヶ丘総合病院 麻酔科

ロボット支援下胸腔鏡手術（RATS）は、肺癌に対する肺葉切除・区域切除と縦隔腫瘍切除、重症筋
無力症に対する拡大胸腺摘出術へと保険診療が始まっており、今後も各施設で導入が進むと考えられ
ます。
従来の胸腔鏡手術（VATS）と同様に、RATSにおいても迅速な肺の虚脱と確実な分離肺換気が求め

られますが、後者においては視野確保のためのCO2 送気による気道の圧排で、麻酔管理が困難になる
ケースがあります。具体的には、チューブの位置異常の対応や、吸痰操作などの際に気管支鏡の視野が
悪く、トラブルシューティングに苦慮する事があります。分離肺換気が確実かつ安定していないと良好
な術野が得られず、助手の鉗子操作にも影響し、手術の早さだけではなく、安全性にも影響すると思わ
れます。
本セミナーでは、当院のFast-Track の取り組みを紹介します。我々の施設では、術前日または当日
入院、ICU/HCU収容なし、術後 2時間以内の歩行/飲食開始、点滴終了、胸腔ドレーン早期抜去、翌
日退院、を標準化しています。コンソール以外も含めた手術時間は肺区域・肺葉切除術で 90～120 分程
度、縦隔腫瘍で 60 分程度となっています。麻酔管理としては、硬膜外麻酔なし、Aラインなしで作業
を減らし、入室から手術開始までの時間も 30 分以内を標準としています。
このようなFast-Track を実践するにはチーム医療が欠かせませんが、特に迅速な肺虚脱と確実な分

離肺換気、そしてトラブルシューティングへの対処は手術時間に大きく影響しますので“麻酔科医の腕
の見せ所”でもあります。「ダブルルーメンを入れたら誰でも出来る！」と思わずに、分離肺換気のレ
ベルを高めて手術の質向上に出来る事を一緒に考えましょう。
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DAMシミュレーショントレーニングセミナー

シミュレーショントレーニングは、個人的技術能力の取得だけでなく、チームトレーニングによる
non-technical skill の取得に重要な訓練方法である。
気道確保困難症例では低酸素血症などの重篤な合併症を引き起こす可能性があり、日々のトレーニン
グを継続する必要がある。シミュレーショントレーニングは機材準備、高機能患者シミュレーターの確
保やインストラクター養成など開催が限定される事が多い。本セミナーはDifficult Airway Manage-
ment（DAM）シミュレーショントレーニングをより多くの医療現場で、継続的に開催することを目的
とした基本的なDAM実践セミナーを行う。
2020 年は新型コロナウイルス感染の蔓延により気道管理も大きく変化を遂げようとしている。患者だ
けではなく、気道管理を行う医療従事者の安全も守ることが大切であり、改めて PPE（Personal Protec-
tive Equipment）＝個人防護具の重要性を認識させられた。
2020 年 1 月、第 3回気道管理学会で、DAMシミュレーションセミナーを開催し多くの職種の参加者に
よって有意義なセミナーとなった。
定期的な開催を目指すべく本セミナーでは、同様に①JSA-AMAアルゴリズムと気道管理に必要な器
具についての講義②マネキンを用いたハンズオントレーニング（マスク換気、声門上器具、喉頭鏡、ビ
デオ喉頭鏡）③高機能患者シミュレーターを用いたシナリオトレーニングの 3部構成を予定している。
シナリオトレーニングでは気道管理だけでなくあらゆる場面で低酸素に陥る可能性がある周術期にお
いて、参加者全員がチームとして対応し、本学会のスローガンである“Protect our patients from hy-
poxia”を目標に危機を乗り越えたいと思います。加えて我々医療従事者を守る PPEの正しい使用につ
いても改めて考えたいきたいと思う。
本セミナー対象は麻酔科医だけでなく医師（内科・外科・初期臨床研修医）・看護師・臨床工学技士な
ど気道管理にかかわる全ての医療従事者であり、明日から生かせる気道管理の一助となれば幸いです。
当日は 3密を避けた十分な感染対策の上、セミナーを開催致しますので多くの参加者をお待ちしてい
ます。
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