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　2012 年より，日本で第一号となる周麻酔期看護師
（perianesthesia nurse；PAN，以後 PAN と略記）が，
聖路加国際病院で院内認定資格を受けて活動を開始
しました。当初，手術麻酔の補助から始まった業務
は，手術前の麻酔科外来，Acute Pain Service（当院
術後疼痛管理チーム）など，現在は幅広い業務へ関
わりを広げています。手術室に限らず，外来部門で
行われている検査や処置中の鎮静管理，硬膜外無痛
分娩，院内急変時対応や蘇生など，麻酔科の医師の
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	 周麻酔期看護師は，麻酔に関わる専門知識や技能を学び，麻酔科専門医の元で麻酔科診療に専従す
る看護師です。
	 現在，麻酔科の業務は手術麻酔に限らず，検査中の鎮静や硬膜外無痛分娩など幅広い方面での関わ
りが求められています。
	 麻酔科チームの一員として，麻酔科医が本来力を注ぐべき麻酔業務に，より時間的・物理的に関わ
れるよう，看護師として診療をサポートします。

仕事は現在，院内全体への関わりが求められていま
す。PAN は看護師として麻酔科医を最大限に補助す
ることで，麻酔科医が本来関わるべき業務に専念で
きるようサポートし，麻酔診療全体の質や医療安全，
ひいては患者さんの満足度の向上にも大きく貢献し
ています。
　本章では，聖路加国際病院で始まった PAN の活動
を具体的にお話しします。
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　PAN は，麻酔科医を中心とした麻酔科診療チーム
の一員として，麻酔前・麻酔後管理を含め，患者さ
んにとって最善の麻酔が施されるように看護師とし
て麻酔業務を補助します。
　聖路加国際病院では，当初 1 名だった PAN は増員
を重ね，2017 年度からは 6 名となりました。

　現在，術前麻酔科外来，手術麻酔，acute pain 
service（以降，APS と略記）と，周術期関連の業務
が大半を占めています。

麻酔科外来：事前情報収集と患者診察

　当院では，麻酔科が関わる定時手術の患者さんは
全例，事前に麻酔科外来を受診します。専属の薬剤
師 1 名，PAN 2 名，麻酔科医 1 名（各職種は日々輪番）
で麻酔外来チームが編成され，日々平均 25 名の患者
診察が行われます。大腿骨骨折やベッド上の安静指
示など外来への移動が難しい場合は，外来担当医が
病室へ回診します。また，特別な配慮が必要な重症
例や移植手術などハイリスクな患者さんは，麻酔科
ハイリスク外来を受診します（薬剤師と麻酔専門医
で診察，週 1 回数名枠）。

外来の流れ
　外来では，まず薬剤師の問診で，服用薬剤，薬剤
アレルギーなどを確認し，手術前に休薬が必要な薬
剤やサプリメントの休薬指示が行われます。次に
PAN がルーチンの問診と診察，麻酔方法の説明，経
口摂取制限の指示を行います。最後に麻酔科医師に
よる追加の診察や説明，同意書の発行，必要があれ
ば他科への診療依頼や検査オーダーが行われ，麻酔

日本でのPANの拡がり

当院でのPANの業務（ 表1 ）

　当院の他，2015 年度からは横浜市立大学附属病院
で業務が始まり，2017 年度より新たに信州大学医学
部附属病院で活動の場を広めています。全国的に見
ても PAN 養成を行う大学院の設置や雇用希望の打診
をいただく施設が増えはじめ，PAN の需要増加を感
じています。

科外来が完結します。重度の合併症や心臓外科手術
の患者さんなど，外来担当医に相談のもと医師が直
接対応して診察するケースもあります。

PANの具体的な業務
　PAN の業務を具体的に述べます。
　担当する外来当日までに各患者さんの術前麻酔レ
ポート（サマリー）を電子カルテに作成します。麻
酔前の評価に必要な情報をすべて，手術に至った経
緯や併せ持つ合併症，喫煙飲酒などの嗜好品，過去
の手術や麻酔歴，各種アレルギー，内服薬剤，術前
検査の結果，麻酔問診用紙などの情報を参照してサ
マリーにまとめます（必要に応じ麻酔科医が追記・

表1  当院周麻酔期看護師の業務

1. 術前麻酔科外来

2. 手術麻酔（PS1，2）

3. 術後麻酔科診察

4. 術後疼痛管理（acute pain service；APS）

5. 硬膜外無痛分娩

6. 検査処置中の鎮静管理

7. 院内鎮静施行者，院内スタッフへの教育，蘇生訓練

8. 院内勉強会の開催
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削除していきます）。実際の外来時には事前情報をも
とに，カルテでは不足している情報を問診し，サマ
リーに追記していきます。
　次に診察ですが，気道系評価として頭頚部の外観，
首の後屈や伸展，マランパチ分類，開口具合，入れ
歯や差し歯，動揺歯などの口腔内の所見，血圧や脈拍，
場合により経皮的酸素飽和度その他のバイタルサイ
ン測定，呼吸音心音の聴診など，基本的な診察も私
たち PAN の役割です。
　麻酔の説明では手術室内での流れや麻酔の手順を，
患者さんの理解度を確認しながら話を進めます。こ
の際，筆者は手術室看護師としての経験を大いに活
かせていますが，他の急性期領域の経験も生かせる
と思います。ルーチンな麻酔方法や術後の鎮痛方法
を丁寧に説明し，最後に麻酔に対する不安や心配事

などの質問に回答することで，麻酔や痛みに対する
不安が少しでも軽減されるよう配慮しています。

PANの役割と責任
　PAN が，重度の合併症がないと思われる患者さん
に対する麻酔前評価の大部分を行うことで，重症例や
特殊症例など高度な麻酔前評価が必要な患者さんに対
し麻酔科医が情報収集や診察，他の診療科との連絡調
整などに時間を費やすことができきるようになりまし
た。PAN と麻酔科医，複数の目で患者さんを視るこ
とは，取りこぼしのない，より安全な患者評価にもつ
ながります。また，私たちは患者さんの当日検査の流
れや他科受診の把握，他部門とのコーディネーター，
進行のタイムキーパーの役割も果たしており，看護師
の強みが生かされていると感じます。
　外来は，最終的に担当医が責任を持って患者評価
を行いますが，私たちに任せられている役割と責任
は，患者数の増加と重症化につれ年々大きくなって
いると感じています（ 図1 ）。

手術麻酔：直接関与と間接関与

　手術麻酔での PAN 業務の取り決めと可能な手技
を， 表2 に示します。手術麻酔への関わりは，①直
接関与と②間接関与に分けることができます。

直接関与
　手術麻酔では PAN が麻酔科医の立ち位置に立ち，
麻酔の導入から覚醒まで，麻酔科医とともに全身管
理を行います。呼吸状態や循環動態など身体所見や
各種モニター機器を駆使して患者さんを監視し，必
要時は直接指示（薬剤の選択と投与量）のもと投薬
を行うなど，麻酔科診療ではこれまでにない高度な
看護業務を担うことがあります（これを直接関与と
呼んでいます）。ただし，受け持つのは米国麻酔科学
会（ASA）の重症度分類で Physical Status（PS） 1，
2（ 表3 ）の患者さんに限定しており，加えて手術侵
襲の重症度も加味され，麻酔科専門医以上の医師の
監督と直接的な指示のもとでの麻酔補助が行われま

図1  麻酔科外来：麻酔の説明を行うPAN
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表2  PAN業務の取り決め，可能な手技

指示系統 麻酔科専門医以上の医師の監督，直接指示

可能な手技 人工気道（挿管チューブ，ラリンジアルマスクなど）の挿入・抜去，末
梢静脈路確保。監督医師の判断次第では医師が直接行う

実施しない手技
背髄くも膜下麻酔や硬膜外麻酔，動脈ライン確保や中心静脈への穿刺・
カテーテル挿入，末梢神経ブロック，分離肺換気手技など。各種カテー
テル留置後の管理は可能

監督医師が手術室内にとどまる重要な局面 麻酔の導入・覚醒，手術開始，体位変換，タイムアウト，術式変更，輸
血開始，その他

監督医師が手術室から離れる場合，右記を遵守
監督医師が即座に手術室へ駆けつけられる体制が保たれ，患者のバイタ
ルサインズに変化がなくても原則として15分に一度は状況を共有。必要
があればPANが患者評価と共に投与が望まれる薬剤の選択や投与量を監
督医師に提案し，直接指示を受けて薬を投与する

右記の症例は直接関与しない 心臓血管手術，開頭術，新生児，呼吸器外科，その他専門医が適切でな
いと判断した症例すべて

表3  米国麻酔科学会（American Society of Anesthesiologists；ASA）の全身評価のPS（Physical Status）分類
緊急手術の場合は「E」を併記。PANの直接関与はPS1と2。PS3以上は原則として間接関与

PS分類 定義 例

PS1 （手術となる原因以外）健康な患者

PS2 軽度の全身疾患を持つ患者 コントロール良好な高血圧や糖尿病，喫煙者，肥満など

PS3 重度の全身疾患を持つ患者 コントロール不良の糖尿病や高血圧，COPD，植込み型ペースメー
カー挿入中，心筋梗塞や脳梗塞の既往，病的肥満など

PS4 生命を脅かす重度の全身疾患を持つ患者 最近の心筋梗塞や脳梗塞，重度の心機能低下や弁膜症，敗血症，DIC
など

PS5 手術なしでは生存できない瀕死の患者 大動脈瘤破裂，脳内出血，多発外傷など

PS6 脳死患者 移植臓器ドナー

す。この指示システムは世界的にも独特であり，麻
酔科医の判断指示どおりにすべての麻酔管理が行わ
れることを可能にしています 1）。
　麻酔中の経過は安定していても，いつ命に直結す
るような急変が起きるかわかりません。異常所見や
急変の事態に遭遇した場合，直接判断して治療を施
すわけではありませんが，即座に何が異常か判断し，
状況を的確に医師に報告する必要があります。もち
ろん，その際に必要な処置や投薬なども理解してい
なければなりません。患者看視には，薬剤，麻酔器
やモニター，シリンジポンプなどの医療機器，生理

学，解剖学，麻酔合併症など麻酔に関する基礎知識
が必須であり，また急変時の気道確保のスキルも習
得していなければならない高度な実践看護です。麻
酔科医から包括指示でなく直接指示を受ける規則ゆ
え，責任の所在は常に監督する麻酔科医にあり，私
たちは定期的に担当麻酔科医と情報共有した記録を
残します。命に直結する業務に関わる PAN は，大き
な責任を感じるとともに強い使命感を持って業務に
あたっています（ 図2 ， 図3 ）。

間接関与
　間接関与は，直接麻酔管理を行う麻酔科医を支援
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する役割を指します。一般に看護師であれば可能な
診療補助を行い，麻酔科医が目の前の患者さんの麻
酔管理に，より力を注げるようにサポートします。
　たとえば急変時や緊急手術，重症例などで麻酔記
録の記載，輸血や投薬介助を行いますが，指示され
るまで待つ受動的な補助ではありません。こうした
業務は，現在は麻酔記録に必ずしも名前が残りませ
んが，多くの症例に関わってきました。手術翌朝には，
担当患者さんの麻酔後回診に行き，なんらかの介入
や相談が必要な場合は麻酔担当医か APS 担当医に申
し送ります（ 図4 ）。
　麻酔科の看護師と聞くと，手術中の麻酔に主に関
わるイメージを持つ人も多いかもしれません。しか
し，私たちの業務全般のうち手術麻酔の割合が多い
わけではなく，2016 年度は総手術麻酔件数のうち
PAN関与は13.7％（2017年1月末まで，769件/5611件）
でした。これは手術室外での業務に麻酔科医ととも
に関わっていくことが求められており，PAN が積極
的にそこに関わっている結果です。

acute pain service（APS），硬膜外無痛分娩：
情報収集，患者アセスメント

　2016 年度より手術翌日の全例の術後回診の達成と，

疼痛管理の質の向上を目指し，麻酔科 APS チーム
（術後疼痛管理チーム）が始動しました。麻酔科医と
PAN 各 1 名がチームを組み，前日の全症例の術後回
診と硬膜外無痛分娩の管理を行っています（ 図5 ）。

術後回診での役割
　APS 担当の PAN は出勤後，前日の麻酔科管理全
例の回診リストを作成します。リストには，麻酔記
録や硬膜外カテーテル留置部位や挿入長，病棟帰棟
後の NRS（numeric rating scale）による痛みの強
さや追加鎮痛薬の使用状況，術後の嘔気・嘔吐な
どの有害事象やその治療，PCA（patient controlled 

図2  手術麻酔：直接関与–患者の気道管理を行うPAN–
左：PAN，右：麻酔専門医

図3  手術麻酔：直接関与
中央が PAN，右は麻酔専門医

図4  手術麻酔：間接関与–急変時に麻酔科医を補助する
PAN–

PAN

麻酔科医

麻酔科医

PAN
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analgesia）ポンプの流量の変更やプッシュ回数の記
録などを電子カルテより収集し，まとめていきます。
評価や介入に必要な情報収集や問題点の洗い出しを
PAN が行うことで，麻酔科医の効率的な回診とス
ムーズな介入への移行を可能にしています。
　術後の一般麻酔診察を兼ねた APS 回診は，午前中
に全病棟を一巡します。回診時に行った処置後の評
価，硬膜穿刺後頭痛や末梢神経障害など麻酔合併症
で経過フォローが必要な場合は午後の回診も行われ
ます。さらに翌日以降の APS チームへ情報を引き
継ぐこともあり，麻酔科内でも経過フォローが絶え
間なく確実に行えるようになったと実感されていま
す。疼痛管理に対しては，電動 PCA ポンプの設定
変更や薬液組成の変更，新規鎮痛薬の処方，硬膜外
カテーテルの位置調整や入れ替えなど，必要に応じ
て行います。処置は麻酔科医により直接行われます
が，cold test 実施や問診など鎮痛効果の判定は PAN
が担うこともあります。痛みで歪んでいた患者さん
の顔が，後の回診時に笑顔に変わっていたときなど，
APS に関われた達成感を感じます。

産科麻酔チームでの役割
　APS チームは無痛分娩にも関わり，毎日，産科ミー
ティング（メンバー：産婦人科医師，助産師，麻酔
科医師，PAN）に参加しています。その際，母体疲
労などで硬膜外麻酔依頼や帝王切開に至る可能性が
ある症例などの情報伝達が行われます。また硬膜外
麻酔後に疼痛コントロール不良や下肢筋力低下をき
たして歩行困難な症例などは，APS チームに診察が
依頼されます。無痛分娩患者さんの患者監視も麻酔
科医とともに担います。
　今後は医療的判断だけでなく，希望妊婦への硬膜
外無痛分娩を受け入れる方針も示されるなど，麻酔
科と産科の協力関係がより重要視されるなか，PAN
は産科麻酔チームの一員として精力的に関わりはじ
めています。

図5  APS
左：麻酔科医，右：PAN

外来部門での検査・処置の鎮静管理： 
患者監視，気道管理

　当院では各外来部門の鎮静管理は，検査を行う
医師と外来看護師で行われてきましたが，国際的
な医療安全の観点（国際的医療評価機構：Joint 
Commission International）からも全身状態を専従で
みる医療者の配置（検査や外回り業務を兼任しない）
が望まれています。この役割が今後，PAN に求めら
れています。検査中の鎮静患者さんはおおむね自発
呼吸が保たれるような中等度の鎮静管理が行われて
いますが，いびきがひどくなったと思ったら急に舌
根沈下，上気道閉塞をきたすなど，鎮静レベルの深
化と呼吸合併症への注視がとくに重要です。ここに
気道の開通性が看視でき，気道管理にも長けた PAN
が関わるメリットは大きいといえます。
　現在，各診療部門からの要請を受けているものの，
ルーチン業務には至っておらず，今後の課題の 1 つ
です。麻酔科医と PAN のマンパワーの問題と集約さ
れることは多いですが，当院だけではなく，日本全
体として病院全体の鎮静業務の考え方が大いに影響
していると考えます。
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　聖路加国際大学で始まった周麻酔期看護は，現在
全国的にも広がりをみせており，これまで麻酔科看
護の領域は重要視されていなかっただけに，今後の
発展も大きいと感じます。呼吸・循環生理，薬理な
どの知識を得て，麻酔科医師と同じ目線で患者さん
をみられるようになると，患者さんの体内で一体何
が起こっているのかの理解が進み，より深い患者ケ
アにつながります。また麻酔の知識は，外来，病棟，
救急，産科，そして在宅医療などさまざまな領域で

おわりに
多様に活かすことが可能です。今後の周麻酔期看護
師が，多施設で多様な領域で仕事をしている未来も
遠くないのかもしれません。
　昨今のチーム医療の重要性が叫ばれるなか，当院
での PAN の活動をお話しし，麻酔診療チームの 1 つ
の形を提示しました。読者の皆さまには PAN の存在
を知っていただくとともに，1 人でも多くの方のご
興味につながれば幸いです。

1）	 吉田　奏・宮坂勝之：周麻酔期看護とは．日手術医会誌，34
（2）：121-125，2013．

2）	 宮坂勝之ほか：聖路加看護大学が目指す周麻酔期看護師．聖
路加看会誌，16（1）：35-37，2012．

3）	 片山正夫ほか：周術期管理チーム構想と周麻酔期看護学．麻
酔，61（増刊）：S146-151，2012．
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聖路加国際病院 麻酔科 周麻酔期看護師チーフ
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手術室看護師として勤務。2010 年 聖路加看護大学大学院 修士課程 周麻酔
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PROFILE

教育

　医療安全意識の高まりを受け，院内勉強会・講義
依頼は，外来部門や手術室以外にも救急，病棟から
も期待され，鎮静管理，麻酔，術後疼痛管理，麻酔

機器などに関する講義を行ってきました。院内のみ
ならず院外からの講義依頼も増えています。専門看
護師，認定看護師らと同様，院内でのリソースナー
スとして需要の高まりを感じています。

特集 手術におけるチーム医療の推進と手術看護の役割拡大


