
　山内　窪田先生、この質問の内容は
臨床現場では非常によく問題になる話
なので、まず最初のほうからお聞きし
ますが、白内障とか抜歯、これは手術
の中では非常に軽いものと考えてよい
のですね。
　窪田　そうですね。本人にとっては
重大事かもしれませんけれども、白内
障とか、表面の手術、体表の手術、歯
科の抜歯に関しては、非常に低リスク
の麻酔といわれていますので、術後の
心臓の合併症などを起こす確率は１％
程度といわれています。

　山内　リスクサイドから見た場合に
は、よほどいろいろなものが悪くない
かぎりは大丈夫だとみてよいのでしょ
うか。
　窪田　手術そのものはそれほど本人
に負担をかける手術ではないと考えて
いいと思います。
　山内　例えば糖尿病ではぐらぐらの
虫歯を積極的に抜歯していただくと血
糖値がよくなることもけっこうありま
す。そういった意味ではあまり怖がら
ないで、ということが言えるかもしれ
ませんね。

　窪田　はい。
　山内　本題としては後半部分なので
すが、各種疾患でいろいろと問題にな
るものがあると思います。まず糖尿病
についてうかがいたいのですが。
　窪田　皆さんが血糖値をコントロー
ルする際に、HbA1cを指標にされてい
ると思うのですけれども、実は手術と
か麻酔のリスクに関してHbA1cと比較
したものはあまりデータがないのです。
実際には、我々は血糖値で術前のリス
クを把握しています。今言われている
血糖値は140～180㎎/dLぐらいにコン
トロールしていただくといいかと思い
ます。
　山内　このあたり、歴史的には一時
期、かなり低い血糖値が求められた時
代もありましたね。
　窪田　そうですね。2000年ごろには
けっこう厳格な血糖値コントロール、
例えば80～110㎎/dL程度にしましょう
と言われていましたけれども、その後、
2009年に大きな調査が行われまして、
それによって、ある程度緩めにしたほ
うがいいのではないかということにな
っています。
　山内　緩めにしたほうがいいという
理由は、やはり低血糖ということでし
ょうか。
　窪田　一番怖いのは周術期の低血糖
ですので、そういう意味ではある程度
安全性の高い領域を選んだのではない
かと思っています。

　山内　実際に術場で血糖値180㎎/dL
としても、これを維持するのにはそこ
そこのスキルが麻酔科の先生方に要求
されると思うので、これができるかど
うかというのも一つ大きなポイントに
なるかと思われますね。一方、麻酔科
の側からするとこの血糖値以上ですと
麻酔困難になるといった目安の血糖値
はあるのでしょうか。
　窪田　保険上の決まりなのですけれ
ども、空腹時で160㎎/dL以上、または随
時血糖で220㎎/dLを超えるか、HbA1c
で8.0を超えると麻酔困難症例というこ
とで加算されます。
　山内　それよりも高くなってくると、
当然術後を含めて各種リスクがかなり
上がってくるのでしょうね。
　窪田　術前および術後の高血糖値と
いうのは、周術期の死亡率を上昇させ
ることがわかっていますので、術前の
平均血糖値で300㎎/dLだとすると、初
発見の方の場合には術後の死亡危険度
が約16倍に増えるといわれています。
不思議なことに、もともと糖尿病だと
わかっている患者さんの場合は、平均
血糖値が300㎎/dLだとしても、オッズ
比で危険度は５倍しか上がらないこと
もわかっています。
　山内　むろんいろいろな因子が働き
ますし、もともとわかっているといろ
いろなものが管理されていたというこ
ともあるかもしれませんから、単純に
は言い切れないのですが、なかなか興

国立病院機構災害医療センター麻酔科医長
窪　田　靖　志

（聞き手　山内俊一）

　基礎疾患と麻酔についてご教示ください。
　加療中の基礎疾患の内容により、麻酔をする際に注意すべきことは異なりま
すか。眼科からは白内障の手術、歯科からは抜歯の際などに意見を求められる
ことがあります。
　糖尿病でHbA1cを目安にした場合は、どのくらいの割合で手術可能でしょう
か。心筋梗塞の場合は、心機能、罹患枝数により、また心筋梗塞後どれくらい
の期間が過ぎれば可能となるかなど、目安はありますか。高血圧の場合は、ど
れくらいの数値になっていれば可能でしょうか。

＜埼玉県開業医＞

基礎疾患のある患者の麻酔
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　山内　窪田先生、この質問の内容は
臨床現場では非常によく問題になる話
なので、まず最初のほうからお聞きし
ますが、白内障とか抜歯、これは手術
の中では非常に軽いものと考えてよい
のですね。
　窪田　そうですね。本人にとっては
重大事かもしれませんけれども、白内
障とか、表面の手術、体表の手術、歯
科の抜歯に関しては、非常に低リスク
の麻酔といわれていますので、術後の
心臓の合併症などを起こす確率は１％
程度といわれています。

　山内　リスクサイドから見た場合に
は、よほどいろいろなものが悪くない
かぎりは大丈夫だとみてよいのでしょ
うか。
　窪田　手術そのものはそれほど本人
に負担をかける手術ではないと考えて
いいと思います。
　山内　例えば糖尿病ではぐらぐらの
虫歯を積極的に抜歯していただくと血
糖値がよくなることもけっこうありま
す。そういった意味ではあまり怖がら
ないで、ということが言えるかもしれ
ませんね。

　窪田　はい。
　山内　本題としては後半部分なので
すが、各種疾患でいろいろと問題にな
るものがあると思います。まず糖尿病
についてうかがいたいのですが。
　窪田　皆さんが血糖値をコントロー
ルする際に、HbA1cを指標にされてい
ると思うのですけれども、実は手術と
か麻酔のリスクに関してHbA1cと比較
したものはあまりデータがないのです。
実際には、我々は血糖値で術前のリス
クを把握しています。今言われている
血糖値は140～180㎎/dLぐらいにコン
トロールしていただくといいかと思い
ます。
　山内　このあたり、歴史的には一時
期、かなり低い血糖値が求められた時
代もありましたね。
　窪田　そうですね。2000年ごろには
けっこう厳格な血糖値コントロール、
例えば80～110㎎/dL程度にしましょう
と言われていましたけれども、その後、
2009年に大きな調査が行われまして、
それによって、ある程度緩めにしたほ
うがいいのではないかということにな
っています。
　山内　緩めにしたほうがいいという
理由は、やはり低血糖ということでし
ょうか。
　窪田　一番怖いのは周術期の低血糖
ですので、そういう意味ではある程度
安全性の高い領域を選んだのではない
かと思っています。

　山内　実際に術場で血糖値180㎎/dL
としても、これを維持するのにはそこ
そこのスキルが麻酔科の先生方に要求
されると思うので、これができるかど
うかというのも一つ大きなポイントに
なるかと思われますね。一方、麻酔科
の側からするとこの血糖値以上ですと
麻酔困難になるといった目安の血糖値
はあるのでしょうか。
　窪田　保険上の決まりなのですけれ
ども、空腹時で160㎎/dL以上、または随
時血糖で220㎎/dLを超えるか、HbA1c
で8.0を超えると麻酔困難症例というこ
とで加算されます。
　山内　それよりも高くなってくると、
当然術後を含めて各種リスクがかなり
上がってくるのでしょうね。
　窪田　術前および術後の高血糖値と
いうのは、周術期の死亡率を上昇させ
ることがわかっていますので、術前の
平均血糖値で300㎎/dLだとすると、初
発見の方の場合には術後の死亡危険度
が約16倍に増えるといわれています。
不思議なことに、もともと糖尿病だと
わかっている患者さんの場合は、平均
血糖値が300㎎/dLだとしても、オッズ
比で危険度は５倍しか上がらないこと
もわかっています。
　山内　むろんいろいろな因子が働き
ますし、もともとわかっているといろ
いろなものが管理されていたというこ
ともあるかもしれませんから、単純に
は言い切れないのですが、なかなか興

国立病院機構災害医療センター麻酔科医長
窪　田　靖　志

（聞き手　山内俊一）

　基礎疾患と麻酔についてご教示ください。
　加療中の基礎疾患の内容により、麻酔をする際に注意すべきことは異なりま
すか。眼科からは白内障の手術、歯科からは抜歯の際などに意見を求められる
ことがあります。
　糖尿病でHbA1cを目安にした場合は、どのくらいの割合で手術可能でしょう
か。心筋梗塞の場合は、心機能、罹患枝数により、また心筋梗塞後どれくらい
の期間が過ぎれば可能となるかなど、目安はありますか。高血圧の場合は、ど
れくらいの数値になっていれば可能でしょうか。

＜埼玉県開業医＞

基礎疾患のある患者の麻酔
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味深いデータといいますか、不思議な
データですね。
　窪田　そうですね。
　山内　次に、これは非常に大きな問
題で、心筋梗塞後の方々への対応です
がいかがでしょう。
　窪田　心筋梗塞は、昔は３カ月以内
に手術をすると再梗塞の発生頻度が 
17～35％ぐらいといわれていたのです
けれども、最近ではPCI、例えばバル
ーン血管形成術後ですとか、ステント
を留置するとか、そういった技術が発
達してきたので、むしろ安全に行える
のではないかと考えています。
　山内　安全性がかなり増してきたと
いうことですね。
　窪田　はい。ただし、それぞれ処置
を行った後に、ある程度危険な期間が
ありますので、それを空けてから手術
を予定していただけるといいと思いま
す。
　山内　具体的にはどのぐらいの間隔
でしょうか。
　窪田　例えばバルーンで血管を形成
した後の場合は２週間、それからステ
ント、いわゆる金属むき出しのベアメ
タルステントというものを入れられた
場合には移植後６週間、冠動脈のバイ
パス術を行った場合には１カ月空けて、
非心臓の手術を行っていただけるとい
いと思います。
　山内　細かいことを言っているとき
りがないのですが、大ざっぱに言えば、

緊急性があるものは別にして、だいた
い４～６週間、だいたい１カ月前後空
けたら、かなり安全性は高まってくる
とみてよいのでしょうか。
　窪田　そうですね。そう考えていた
だいていいと思います。
　山内　あと、最近では珍しいかもし
れませんけれども、未治療の心筋梗塞、
あるいは何らかの理由でPTCAなどの
治療がなされなかった例に関してはい
かがでしょう。
　窪田　初発見のものも含めて、未治
療の冠動脈疾患に対しては、術前の心
機能を評価していただくのに、心臓の
超音波検査で心臓の動きを見ていただ
くということと、あとは運動耐容能と
いうものがあり、４ METs以上、これ
はmetabolic equivalentsという単位で
すけれども、一般的にいうと、普通に
通勤・通学できたりとか、階段を上っ
ても平気なぐらいであれば、それほど
心配しなくていいということが言えま
す。
　山内　それはある意味非常にわかり
やすいですね。
　窪田　そうですね。
　山内　とにかく歩いて病院に来られ
た方というのは、原則的にはそう大き
なリスクはないと考えてもいい、そう
いったニュアンスになりますか。
　窪田　そうですね。そう言っていい
と思います。
　山内　最後になりますが、高血圧に

関しては多少腎臓障害との絡みもある
かとは思いますが、まず血圧自体とし
てはどうなのでしょう。
　窪田　日本高血圧学会の高血圧治療
ガイドラインというものがありまして、
その中では術前のリスクをそれぞれ１
度、２度、３度と分けています。３度
高血圧というのは、上が180㎜Hg、下
が110㎜Hg以上の場合ですけれども、
その場合はほかの因子にかかわらず、
非常に高リスクとなります。この場合
には、もし待てる手術であれば、いっ
たんちょっと待っていただいて高血圧
の原因を検索する、あるいは血圧をコ
ントロールしていただくことが必要に
なると思います。
　山内　大ざっぱに言って、多くの先
生方が目標とされている収縮期血圧が
160㎜Hg、おおむねこれに沿ったとこ
ろが妥当な感じはいたしますね。
　窪田　そうだと思います。
　山内　降圧薬で特に注意すべきもの
は何かあるのでしょうか。
　窪田　我々、麻酔をかけるにあたっ
て、続けてほしい薬と、やめていただ
きたい薬があります。続けてほしい薬
というのは、一つはカルシウムブロッ
カー、それからα1ブロッカーに関して
は、麻酔をかけるうえでは非常に有利
になってきます。それから、βブロッ
カーを使っている方の場合は、やめる

ことによっていろいろ有害な事象が起
きることがわかっていますので、その
場合も続けていただくほうがいいかと
思っています。
　山内　今一番よく使われているARB
あるいはACEはいかがでしょう。
　窪田　これは続けることによって術
中の血圧が下がってしまうことが起き
やすいので、我々としてはやめていた
だいたほうがいいかと考えています。
　山内　最後に、腎不全、CKDと呼ば
れるものですと、大まかにどのあたり
が手術可能な目安と考えてよいでしょ
うか。
　窪田　我々としては、手術可能とい
えば可能なのですけれども、危険な領
域というか、我々が意識して使う薬を
減量しなければならないような値とい
うのは、eGFRにすると40を切るよう
な場合になります。
　山内　腎不全が非常に進んでいる場
合は、手術の必要性の有無が非常に重
要になってくると思われますが、最近
は麻酔の技術が上がってきて、かなり
対応できるようになったと考えてよい
のですね。
　窪田　そうですね。薬がかなりよく
なってきましたので、かなりシビアな
腎不全でも麻酔がかけられるようには
なっています。
　山内　ありがとうございました。
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味深いデータといいますか、不思議な
データですね。
　窪田　そうですね。
　山内　次に、これは非常に大きな問
題で、心筋梗塞後の方々への対応です
がいかがでしょう。
　窪田　心筋梗塞は、昔は３カ月以内
に手術をすると再梗塞の発生頻度が 
17～35％ぐらいといわれていたのです
けれども、最近ではPCI、例えばバル
ーン血管形成術後ですとか、ステント
を留置するとか、そういった技術が発
達してきたので、むしろ安全に行える
のではないかと考えています。
　山内　安全性がかなり増してきたと
いうことですね。
　窪田　はい。ただし、それぞれ処置
を行った後に、ある程度危険な期間が
ありますので、それを空けてから手術
を予定していただけるといいと思いま
す。
　山内　具体的にはどのぐらいの間隔
でしょうか。
　窪田　例えばバルーンで血管を形成
した後の場合は２週間、それからステ
ント、いわゆる金属むき出しのベアメ
タルステントというものを入れられた
場合には移植後６週間、冠動脈のバイ
パス術を行った場合には１カ月空けて、
非心臓の手術を行っていただけるとい
いと思います。
　山内　細かいことを言っているとき
りがないのですが、大ざっぱに言えば、

緊急性があるものは別にして、だいた
い４～６週間、だいたい１カ月前後空
けたら、かなり安全性は高まってくる
とみてよいのでしょうか。
　窪田　そうですね。そう考えていた
だいていいと思います。
　山内　あと、最近では珍しいかもし
れませんけれども、未治療の心筋梗塞、
あるいは何らかの理由でPTCAなどの
治療がなされなかった例に関してはい
かがでしょう。
　窪田　初発見のものも含めて、未治
療の冠動脈疾患に対しては、術前の心
機能を評価していただくのに、心臓の
超音波検査で心臓の動きを見ていただ
くということと、あとは運動耐容能と
いうものがあり、４ METs以上、これ
はmetabolic equivalentsという単位で
すけれども、一般的にいうと、普通に
通勤・通学できたりとか、階段を上っ
ても平気なぐらいであれば、それほど
心配しなくていいということが言えま
す。
　山内　それはある意味非常にわかり
やすいですね。
　窪田　そうですね。
　山内　とにかく歩いて病院に来られ
た方というのは、原則的にはそう大き
なリスクはないと考えてもいい、そう
いったニュアンスになりますか。
　窪田　そうですね。そう言っていい
と思います。
　山内　最後になりますが、高血圧に

関しては多少腎臓障害との絡みもある
かとは思いますが、まず血圧自体とし
てはどうなのでしょう。
　窪田　日本高血圧学会の高血圧治療
ガイドラインというものがありまして、
その中では術前のリスクをそれぞれ１
度、２度、３度と分けています。３度
高血圧というのは、上が180㎜Hg、下
が110㎜Hg以上の場合ですけれども、
その場合はほかの因子にかかわらず、
非常に高リスクとなります。この場合
には、もし待てる手術であれば、いっ
たんちょっと待っていただいて高血圧
の原因を検索する、あるいは血圧をコ
ントロールしていただくことが必要に
なると思います。
　山内　大ざっぱに言って、多くの先
生方が目標とされている収縮期血圧が
160㎜Hg、おおむねこれに沿ったとこ
ろが妥当な感じはいたしますね。
　窪田　そうだと思います。
　山内　降圧薬で特に注意すべきもの
は何かあるのでしょうか。
　窪田　我々、麻酔をかけるにあたっ
て、続けてほしい薬と、やめていただ
きたい薬があります。続けてほしい薬
というのは、一つはカルシウムブロッ
カー、それからα1ブロッカーに関して
は、麻酔をかけるうえでは非常に有利
になってきます。それから、βブロッ
カーを使っている方の場合は、やめる

ことによっていろいろ有害な事象が起
きることがわかっていますので、その
場合も続けていただくほうがいいかと
思っています。
　山内　今一番よく使われているARB
あるいはACEはいかがでしょう。
　窪田　これは続けることによって術
中の血圧が下がってしまうことが起き
やすいので、我々としてはやめていた
だいたほうがいいかと考えています。
　山内　最後に、腎不全、CKDと呼ば
れるものですと、大まかにどのあたり
が手術可能な目安と考えてよいでしょ
うか。
　窪田　我々としては、手術可能とい
えば可能なのですけれども、危険な領
域というか、我々が意識して使う薬を
減量しなければならないような値とい
うのは、eGFRにすると40を切るよう
な場合になります。
　山内　腎不全が非常に進んでいる場
合は、手術の必要性の有無が非常に重
要になってくると思われますが、最近
は麻酔の技術が上がってきて、かなり
対応できるようになったと考えてよい
のですね。
　窪田　そうですね。薬がかなりよく
なってきましたので、かなりシビアな
腎不全でも麻酔がかけられるようには
なっています。
　山内　ありがとうございました。

ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017） （111）  3130 （110） ドクターサロン61巻２月号（1 . 2017）

1702本文.indd   30-31 17/01/13   9:44


	02-0014-1
	02-0014-2
	02-0015-1
	02-0015-2



