
患者さまに信頼され選択されるために
To You For You With You



手術までに

・手術の前に麻酔科外来で術前診察を行
います。できればそれまでにこのパン
フレットを読んでおいてください。

・術前診察の前に麻酔科質問用紙をお渡
ししますので、必要事項を記入して、
術前診察の時にお持ちいただくか、看
護師に提出してください。

・術前診察の時に、今まで受けた麻酔の
こと、今までに患った病気やケガのこ
と、アレルギーのこと、ご家族のこと
などのお話を詳しくお伺いします。

・実際の麻酔方法、予定、手術前に守っ
ていただきたいこと（絶飲食など）に
ついてもその時にご説明します。
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　当院では、手術を担当する医師（整形外科、外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻
いんこう科、皮膚科、眼科）と麻酔を担当する医師（麻酔科）がおり、それぞれ
を専門としています。手術のために広範囲に麻酔が必要な場合には、麻酔は麻酔
科を専門とする医師（麻酔科医）が担当します。
　麻酔科医は、手術の時の意識をなくしたり、痛みを感じなくさせることだけで
はなく、手術中の血圧、心電図、呼吸などの状態をみながら、安全な手術が行わ
れるように、全身の管理を行います。
　このパンフレットは、中電病院で手術を受ける患者さまやご家族の方が、「麻酔」
を正しく理解し、安心して手術や麻酔に臨んでいただけるように作成しました。
手術の予定が決まった時にお渡しします。このパンフレットをお読みになり、少
しでも麻酔に対する疑問や不安がなくなれば幸いです。手術の前には麻酔科での
術前診察を行いますので、疑問な点などありましたら、その時にお話しください。
　また、麻酔管理を行うために必要な麻酔科質問用紙をお渡ししますので、麻酔
科での術前診察までに記入の上、ご持参ください。患者さまが未成年、高齢など
の理由で、ご自分で記入できない場合はご家族の方などに記載していただいても
かまいません。

はじめに
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手術の日まで
　　　術前検査
　　　術前診察（麻酔科外来にて）
　　　麻酔についての説明と同意

手術の日
　　　絶飲食
　　　手術前のお薬
　　　入室（病室から手術室へ）
　　　麻酔の開始
　　　手術の開始
　　　手術の終了
　　　麻酔からの覚醒
　　　退室（手術室から病室へ）

手術が終わってから
　　　手術からの回復（リハビリ）
　　　退院

手術が決まってからの流れ



全身麻酔
　麻酔薬を用いて意識をなくし、痛みを感じさせなくする方法です。点滴から入る薬 

（静脈麻酔薬）や呼吸を通じて吸入する薬（吸入麻酔薬）などを用います。身体のどの部
位の手術にも用いることができ、手術の時間に応じて麻酔時間を自由に調節できます。気
管の中にチューブを挿入して人工呼吸を行う方法（気管挿管）、のどの奥にマスクを入れ
て行う方法（ラリンジアルマスク）、口と顔を覆うマスクを用いる方法があります。

硬膜外麻酔（仙骨麻酔も含む）
　脊髄の神経を覆う膜（硬膜）の外側（硬膜外腔）に局所麻酔薬を注入して麻酔する方
法です。手術台の上で横向きになっていただき、背中側から背骨のすき間に痛み止めの注
射をしながら行います。下腹部や下肢の手術では腰のあたり、上腹部や胸部の手術では背
中のあたりで行います。細いチューブを入れておき麻酔薬を追加したり、手術後の痛みを
取ることにも使えます。

脊椎麻酔（腰椎麻酔）
　背骨の中の脊髄のあるところに麻酔薬を注入する麻酔の方法です。手術台の上で横向
きになっていただき、背中側から腰のあたりの背骨のすき間から行います。薬が注入され
ると、足の方から暖かい感じがしてきて、次第にジンジンしびれて、やがて自分では足も
動かせないような感じになります。主に下腹部、股関節や足の手術に用います。4時間く
らい足がしびれた感じが続きますが、次第に回復してきます。

局所麻酔
　手術する部分だけに効かす方法で、歯を抜くときに行う麻酔などがこの方法ですが、広
い意味では、硬膜外麻酔や脊椎麻酔も含まれます。全身麻酔と一緒に行うこともあります。

これらの麻酔方法を手術の内容や患者さまの状態にあわせて考慮し選択します。
また、実際の手術中の状況によって麻酔方法を変更することもあります。

−  3  −

麻酔方法の種類
麻酔方法はたくさんあり、いくつかの麻酔方法を組み合わせて行います。
実際に患者さまの手術で、どの麻酔を行うかは、術前診察の時にご説明し
ます。
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術前検査
　手術前に手術や麻酔を行う上で問題となる合併症などがないかどうかを確認するために
検査を行います。血液検査、心電図、レントゲン写真撮影などを行い、問題点が見つかっ
た時には、さらに検査を追加したり、内科などの診察を受けていただくことがあります。

絶飲食
　手術中に嘔吐を起こし、吐いたものが誤って肺に入ったりしないように手術前には胃の
中を空にしておく必要があります。通常、手術室入室の６時間以上前から絶食（牛乳・ジ 
ュースも中止）と、数時間前から絶飲食をお願いしています。詳しい時間は、術前診察の
時にご説明します。

装着物
　ジェルネイル、マニキュア、ピアス、指輪などの装着物は、手術中の検査、手術操作に
影響を及ぼす危険性がありますので、手術室に入る前に取り除いてください。ジェルネイ
ル、付けまつ毛、エクステ等の簡単に取り除けないものは、入院する前に必ず取り除いて
おいてください。

除毛
　手術する場所の感染予防のためにかつては、前もって毛を剃っていましたが、逆に感染
を増やすことがわかってきました。手術操作のために除毛がどうしても必要な場合は、手
術直前に医療用のバリカンを使って除毛しますので、ご自分で除毛されないようお願いし
ます。

モニタ
　全身の状態を観察するために取り付ける装置で、心電図、血圧計、パルスオキシメータ 

（指の先に取り付け、血液中の酸素濃度を測定）などがあります。手術後病室でも使用します。

点滴
　手術中の輸液を行ったり、麻酔薬などの薬を注入するために点滴を行います。通常は手
術室に入っていただいてから点滴を始めますが、手術室入室前に病棟で始めることもあり
ます。小さな子供さんの場合は、マスクによる全身麻酔を始めてから点滴を始めます。ま
た、点滴の針の痛みを軽くするためのシールを手術前に貼るようにしています。

気管挿管
　麻酔を始め眠ったあとに気管の中にチューブ（気管チューブ）を挿入します。挿入時に
歯や口腔内を傷つける可能性がありますので、グラグラして抜けそうな歯がある方は事前
にお知らせください。損傷をなるべく防ぐために歯科でプロテクターを作成することがあ
ります。

麻酔・手術のために
行われる処置など
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ラリンジアルマスク
　気管挿管と同様に、麻酔を始め眠ったあとにのどの奥に挿入するマスクです。気管の 
中には挿入しませんので歯や口腔内を傷つけたりする可能性は気管挿管よりは少なくなり
ます。

マスク
　脊椎麻酔などを行った上で併用する全身麻酔には、マスクのみを用いて全身麻酔を行 
います。この場合、歯や口腔内を傷つけたり、のどの痛みがでることはありません。

導尿
　長時間の手術、術後の排尿が難しくなることが予想される手術、脊椎麻酔などの場合、
自然に尿が流れるように尿道から膀胱にカテーテルを入れます（導尿）。通常麻酔を始め
てから行いますので、入れるときの痛みはありませんが、手術後目が覚めてから気になる
ことがあります。

胃管
　胃など消化管の手術の際には、胃液が溜まりすぎるのを防ぐために鼻から胃の中にチュ 
ーブを挿入します。通常麻酔を始めてから行いますので、挿入時の痛みはありませんが、
手術後目が覚めてから気になることがあります。

中心静脈カテーテル
　大きな手術では、手術後静脈から栄養補給するために、首にある血管に点滴のチューブ
を入れます。麻酔を始めてから行いますので、挿入時の痛みはありませんが、手術後目が
覚めてから気になることがあります。手術前に始めることもあります。

動脈カテーテル
　手術の種類や手術前の状態（合併症の有無）に応じて、より正確な血圧を測るために 
動脈（手首の脈の触れるところ）に細いチューブを入れることがあります。

深部静脈血栓予防
　めったに起こることではありませんが、手術の種類、麻酔の種類、また患者さまによ 
っては、手術後足の血管に血液が固まって閉塞を起こしたり、肺梗塞を起こす危険が高
い場合があります。予防には、早期の歩行がすすめられていますが、足が十分動かせる
ようになるまで弾性ストッキングを使用したり、足の血液の流れをよくするマッサージ
の器械を取り付けることがあります。
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　予定時間になったら手術室へご案内します。手術室までは、病棟の看護師が付き添いま
す。家族や友人は手術室の入り口まで見送ることができます。また、手術室の近くに家族
控え室がありますので、ご家族の方にはそちらか、病室などでお待ちいただきます。連絡

用に院内PHSをお渡しします。

　手術台に移動したら、まず、心電図や血圧計、パルスオキシメータ（指につけて血
液の酸素濃度をみる）など、患者さまの状態を観察するための機器をつけます。次に
点滴を始めます。この点滴は、病棟から開始する場合もあります。心電図を確認し、
血圧を測って患者さまの状態をチェックしてから麻酔を開始します。
　全身麻酔を行う前に、硬膜外麻酔（あるいは脊椎麻酔）を行うことがあります。横
向きに寝て背中を丸くした状態で背中から針を刺して麻酔をします。局所麻酔を十分
に行ってからします。脊髄という大きな神経のそばまで針を進めますので、なるべく
動かないようにしてください。
　全身麻酔は、酸素のマスクを顔にあてることからはじまります。次に、点滴から麻 
酔薬を入れていきます。麻酔薬の点滴をはじめると、数十秒で眠ってしまいます。こ
の時に使用する麻酔薬は少し刺激がある薬ですので、点滴のあたりが痛むことがあり
ますが、しばらくすると楽になります。そのあと全身麻酔では、人工呼吸をするため
の気管挿管を行ったり、ラリンジアルマスクを挿入します。これは、完全に全身麻酔
で眠ってから挿入しますので、苦痛はありません。
　また、手術の種類や手術前の状態（合併症の有無）に応じて、首から点滴のチュー
ブ（中心静脈カテーテル）や手首の動脈へのチューブ（動脈カテーテル）を入れるこ
とがあります。
　麻酔科医は手術中を通じて、患者さまの血圧、脈拍、体温などをみながら、必要な
麻酔を維持するとともに、人工呼吸の管理、輸液や輸血量の調節、体温の維持、必要
な薬剤の投与を行っています。全身麻酔中（手術中）は痛みを感じたり目が覚めたり
することはありません。

1．手術室への入室

2．麻酔の開始

特別な場合を除き、次のような手順で麻酔を行います。

麻酔の手順
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　手術が終わったら麻酔から覚めていきます。通常30分以内に意識がもどり麻酔から
覚めます（年齢や手術前の全身状態によってもっと時間がかかることもあります）。血
圧や呼吸状態、意識状態などがよく、麻酔科医の許可がおりたら病室に帰ることがで 

きます。

　手術後の痛みに対しては、硬膜外麻酔を続けたり、痛み止めの注射、坐薬、内服薬
で軽くすることができます。手術によっては、患者さんご自身で痛み止めの注射のボ
タンを押すことができる装置（ピーシーエーポンプ）を使用します。痛みが強い場合
は我慢せずにお知らせください。

3．麻酔からの覚醒

4．術後の鎮痛



●麻酔科医による術前診察
　通常は手術の前日、患者さまによってはそれ以前に麻酔科外来で術前診察を受け
ていただきます。詳しい麻酔の方法や手術前の絶飲食など、注意していただくこと
をご説明します。麻酔について説明の後、同意書に署名をいただいています。ご家
族の方に同席していただいてもかまいません。

●麻酔科医の術後回診
　麻酔科医が手術後に回診を行っています。麻酔や手術後の経過をお知らせください。

●手術室看護師による術前訪問
　手術室看護師が手術前に患者さまを訪ね、手術室の入室から退室までの様子を説
明します。入室方法や、入室時の病衣についても、訪問時にご説明します。

●バックグラウンドミュージック
　手術室で少しでも落ち着けるように、お好きな音楽をバックグラウンドミュー
ジックとして流すことができます。お気に入りのCD、iPodやウォークマンなどの
ミュージックプレーヤーがありましたらお持ちください。

●家族控え室
　手術室の近くに家族控え室があります。患者さまの入室の際、ご家族の方は手術
室入り口まで付き添っていただけますが、手術の間は、そちらか病室でお待ちいた
だけます。連絡用PHSをお渡ししますので、手術が終わる頃か、予定時間を超え
る場合など、ご家族の方に連絡させていただいています。連絡方法は、手術室看護
師が説明いたしますが、患者家族誤認防止のため、連絡した際にはお待ちになられ
ている患者さまのお名前を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
手術終了後は病棟看護師が手術室に迎えに行きますので、ご一緒に付き添っていた
だけます。
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禁煙
　喫煙されている方は、咳や痰が多くなり、手術後の無気肺など呼吸器合併症
や手術した場所の感染の危険性が高くなります。できれば30日以上の禁煙が勧
められていますが、少なくとも手術を決められたときから禁煙してください。

●その他注意していただきたいこと



通常飲んでいる内服薬
　血圧の薬、心臓の薬などは手術前まで続けてください。脳梗塞や心筋梗塞、
狭心症などのために、血液を固まりにくくし、血液の流れをよくする薬（抗凝
固剤：バファリン、バイアスピリン、パナルジンなど）は手術の際の出血が増
える危険性がありますので手術前に中止していただくことがあります。また、
漢方薬や栄養補助食品（サプリメント）なども麻酔や手術に影響を及ぼすこと
がありますのでご注意ください。ご不明な点がありましたら申し出てください。
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手術の延期や中止について
次のような場合は、手術が延期あるいは中止になることがあります。
1．風邪や気管支炎などの症状、高熱などがみられる時。

2．手術や麻酔に不都合な病気があらたに発見された時。

3．絶飲食が守られていない時。

4．その他、全身状態が変化して手術や麻酔が危険だと判断された時。

お願い
　全身麻酔の際には、様々なテープやシールを貼ります。お顔にクリームを塗っ
たり、お化粧をしたりしていると、テープが剥がれて大変危険ですので手術の
前には、しっかり洗顔をして皮脂を取っておいてください。
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比較的起こりやすい麻酔の副作用・合併症として以下のようなものがあります。
1．吐き気（はきけ）、嘔吐（おうと）：吐き気を予防するため、手術前にある程度の時間

絶飲食とします。吐くこと自体は心配ありませんが、吐き気が強い場合は吐き気をお
さえる薬を使いますのでお知らせください。（4〜5人に1人）

2．のどの痛み、声のかすれ：気管挿管、ラリンジアルマスクをのどに挿入するため、手
術の後で一時的にのどの痛みを感じたり、声がかすれたりすることがあります。ほと
んどの場合、数日のうちにおさまります。マスク麻酔のみでしたら通常起こりません。

（10人に1人）

3．歯の損傷（3,000人に1人）、唇のきず・はれ（気管挿管、ラリンジアルマスク）： 
抜けそうな歯がある方はお知らせください。手術前に歯科で、歯の損傷を防ぐための
プロテクターを作成します。

4．尿閉：脊椎麻酔のために下半身がしびれている間、また、場合によっては手術後の痛み
を軽くする薬によっては尿がたまった感じがわかりにくく、尿を出しにくくなります。
手術の種類によっては麻酔で眠った後にカテーテル（管）を入れさせていただきます。

5．腰背部痛（脊椎麻酔、硬膜外麻酔）：脊椎麻酔、硬膜外麻酔のために針を刺したとこ
ろが痛むことがありますが、通常2〜3日でよくなります。痛みが続く場合はお知ら
せください。

きわめてまれですが、麻酔や手術の影響で、手術中・手術後に以下のような合併
症を起こすことがあります。（麻酔が原因で死亡に至る危険性は10万人に1人）

  1．肝腎機能障害
  2．アレルギー反応やいろいろなショック （2〜3万人に1人）
  3．悪性高熱症 （2〜6万人に1人）
  4．術後神経麻痺 （1〜5万人に1人）
  5．脊椎麻酔後頭痛 （5〜200人に1人）
  6．硬膜外血腫や膿瘍、クモ膜下血腫、髄膜炎 （10〜15万人に1人）

（脊椎麻酔、硬膜外麻酔）
  7．肺炎、無気肺、気胸、肺水腫、喘息などの肺機能障害、誤嚥性肺炎
 （4,000人に1人）
  8．下肢の静脈血栓による肺血栓や肺梗塞 （1,000〜1万人に1人）
  9．不整脈、低血圧、高血圧、狭心症、心筋梗塞や心不全、心停止
 （1万人に1人）
10．脳梗塞や脳出血 （270〜1,300人に1人）
11．術後せん妄 （65歳以上の高齢者で10人に1人）
12．術中覚醒 （500〜1,000人に1人）

（注）カッコ内は（公社）日本麻酔科学会ホームページ資料などに公開されているそれぞれの合併症の頻度です。

麻酔の副作用と
合併症
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　当院では「安全で安心していただける質の高い医療の提供」に取り組んでいます。医師、
看護師、薬剤師、検査技師、放射線技師、そのほかのスタッフ、そして手術を受けられる
患者さま自身、だれもが安全な医療を行うための役割があります。ここには、患者さまの
取り違え、手術部位の取り違えを防ぎ、患者さまの受ける手術を安全なものにするために
行っていることが記載されています。

・患者さまの診療や治療に関わるスタッフは、患者さまが誰であるか、どのような手術を
受ける予定か、身体のどの部位の手術なのかを確認します。お名前や生年月日の確認な
ど、手術室入室時、麻酔を始める前などこれらの質問を何回も受けるでしょう。スタッ
フは患者さまが話したことと、カルテやレントゲン写真などを見ながら確認を行います。
これは患者さまの安全のために行われていることです。

・手術の種類によっては、手術を行う医師が手術を行う部位の、正しい位置にマーク（し
るし）を付けます。マーキングというもので、股関節、膝関節、 
足、肩関節、腕、手、指、耳、眼、脊椎などの手術を受ける場合
は特に必要となります。マーキングは、手術の安全を確実にし、
事故を防ぐために重要なものです。例えば、白内障の手術を左眼
だけに行う予定であれば、左眼の近くにマークを、股関節の手術
を左に行う予定であれば、左の股関節あたりにマークを付けます。
このことは、正しい眼や足が手術されるのを確実にする方法です。

・通常、マーキングは患者さまが手術室に入室するまでに行われます。未成年者や意識状
態が悪い方の場合、保護者の方に立ち会うようにお願いするかもしれません。もし、保
護者がいない場合には、医療チームの別のメンバーが正しい部位にマークされるかを確
認します。手術が行われることになっている場所だけにマークされるのを確認してくだ
さい。

・脊椎の手術の場合は、手術が行われる脊椎の位置にマークします。正
確な場所は手術前に脊骨に金属針を立てて、レントゲンで確認します。

・手術が始まる直前に「最終確認」を手術チームで行います。「最終確 
認」の間、手術チームのメンバーは全員で、正しい患者に、正しい手
術を、正しい場所に行おうとしていることを確認し合います。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

安心して手術を
受けられるために



−  12  −

Q. 麻酔が効かないことがありますか？

Q. 手術の途中で目が覚めることはありませんか？

Q. 手術が終わってどれくらいで目が覚めますか？

Q. お酒をよく飲むのですが、麻酔が効きにくくなるって、
　  本当ですか？

Q. 腰からの麻酔（脊椎麻酔、硬膜外麻酔）は痛いのですか？

Q. 手術が終わってからの痛みは強いのですか？

よくある質問（Ｑ＆A）

A.	麻酔の方法もたくさんありますので、どんな手術であっても、
麻酔を効かせることができます。

A.	麻酔の種類にもよりますが、数分から30分以内には目が覚
めます。ただ、しばらくは眠い状態が続くこともあります。

A.	全く痛くない、というわけにはいきませんが、痛み止めを使
いながら行いますので、強い痛みはありません。

A.	手術後の痛みに対して、硬膜外麻酔を続けたり、坐薬、注射、
点滴、内服薬などで楽にすることができます。動かしたりす
るときの痛みは残ることがありますが、じっとしていても痛
むようなときには我慢せずにお知らせください。

A.	全身麻酔で行う場合は、手術時間が長くなっても、途中で目が覚め
ることは通常ありません。ただ、手術の種類によっては麻酔によっ
て痛みだけを取って、意識のある状態で行うこともあります。また、
患者さまの状態で麻酔を浅くせざるを得ない場合もあります。

A.	いいえ、そんなことはありません。どのような方にも麻酔を
効かせることができます。
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　どんな手術や検査の麻酔であっても、患者さまの年齢、病状、合併症などによ	
って、また一見健康そうな方においても予測できない、偶発的な合併症が起こる
ことがあります。日本国内の麻酔科専門医がいる病院で、麻酔が原因として考え
られている死亡例はおよそ10万例に1例と非常に安全性が高くはなっています
が、重篤な合併症が起こると、回復が遅れたり、まれに死亡にいたることもない
わけではありません。このような合併症を極力避けるために、麻酔科医は患者さ
まの手術前の全身状態を十分に把握し、手術中の様々な変化を即時に捉えること
ができるよう、ずっとモニタ（心電図、血圧計などの計測機器）などで状態を管
理しながら、迅速に対応し最善の処置をしておりますので、安心して手術の準備
を進めてください。

　よくわからないこと、心配なこと、不安なことなどありましたら、担当の麻酔
科医に何でもご相談ください。

中国電力（株）　中電病院　麻酔科
連絡先：082ー241ー8221	

おわりに



患者さまに信頼され選択されるために
To You For You With You

2002年12月1日　（初版）	
2018年12月1日改訂（第四版）
編集・発行：中国電力（株）　中電病院　麻酔科・手術室

中電病院で手術・麻酔を受けられる患者さまのために　初版

（再生紙を使用しています。）


