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ご  挨  拶

第 32回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会
 会長　　橋本　　悟

　このたび 2014 年 12 月 6 日 ( 土 ) に第 32 回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会を
主催させていただくことになりました。この場をお借りして皆様に深く感謝申し上げます。
　本年の年次集会におけるメインテーマは「テクノロジーを活かす」とさせていただき
ました。振り返れば本学会が発足した 1983 年には携帯電話もなく、PC8001 が世に出て
数年経ち、パソコンという言葉がようやく根づき始めたころでした。たった 16K のメモリしか
なかったとはいえ、BASIC,、RS-232C などのテクノロジーを利用すれば、それまで一部の
上級者しか手が出せないと思われていたことが現場でも応用できると、皆熱く語っていた
ことを思い出します。翌年に刊行された、「麻酔・集中治療とコンピュータ 1984」には本会の
第１回の発表内容が掲載されています。その内容は今読ませていただいてもたいへん興味深い
ものであり、われわれの知的好奇心をくすぐります。ちなみに、本学会の抄録集はこれまで
30 冊の刊行物としてまとめられ、すべて学会ウエブサイトにて公開されています。どの
号を見ましても皆様のすばらしい発想、テクノロジーにあふれていますので、ぜひご一読
ください。とはいえこのような素晴らしいテクノロジーを真に生かして医学に応用できて
いるのかを真摯に考えるとき、まだまだわれわれに残された課題は多いと言わざるをえません。
また、30 年前のあの熱き思いを忘れたのかも知れません。
　今回はこの日本、いや世界のトップレベルを走る（！）わが学会に改めて気合いを入れて
いただき、また皆様に新たなインスピレーションが湧きあがることを祈念して、各方面の
テクノロジーの大家をお招きしました。どうかご期待ください。
　本学会年次集会が京都で開催されるのは 1997 年以来 17 年ぶり、2 度目となります。
冬の京都は底冷えするといわれますが、皆様の熱気あふれる討論でその寒さが吹き飛ぶ会に
なれば幸いです。皆様のご参加をスタッフ一同、心より御礼申し上げます。



【参加のご案内】

●日時・会場 
  12 月 5 日（金）青蓮会館 3Ｆ多目的ホール 301
   17:30 ～ 18:00：理事会／ 18:00 ～ 18:30：評議員会
  　  京都府立医科大学附属病院外来診療棟 4F オリゾンテ
   19:00 ～：懇親会
  12 月 6 日（土）青蓮会館 3F
   9:00 ～ 17:00：学会

●学会参加費 5,000 円（プログラム・抄録集１冊を含む）
　　＊プログラム・抄録集を追加でご入用の場合はご購入ください（1,000 円）。

●ネームカードは、会場内では必ず着用してください。

●年会費未納の方は学会当日にお支払いください。学会会場ではご入会も可能です。

●クロークは青蓮会館 3F 会議室 302 です。ご利用いただけるのは 12 月 6 日（土）8:30
～ 17:30 です。

【座長・演者の方へのご案内】

【１】 座長の先生方へ

●ご担当セッション開始時刻の 15 分前までに「次座長席」（講演会場内前方右側）にご着
席ください。

●各セッション、各講演の持ち時間に従い、時間厳守にご協力ください。
　一般演題の持ち時間は 10 分（発表 7 分＋質疑 3 分）です。

【２】 演者の先生方へ

●講演開始時刻の 30 分前までに「映写席」（講演会場内後方）にご発表データ（USB メモ
リまたは PC）をお持ちいただき、試写をおすませください。「映写席」での発表データの
修正はご遠慮ください。預かりしたご発表データは、学会終了後、責任をもって削除いた
します。お預けになった PC は、発表終了後、忘れずお引き取りください。

●講演開始時刻の 10 分前までに「次演者席」（講演会場内前方左側）にご着席ください。

●時間厳守にご協力ください。
　一般演題の持ち時間は 10 分（発表 7 分＋質疑 3 分）です。終了 1 分前に黄ランプ、終了
時に赤ランプが点灯します。

●発表時には演台上のマウスとキーボードを使用し、ご自身で操作していただきます。
PowerPoint の「発表者ツール」はご使用いただけません。レーザーポインターはご用意
しております。

ご案内
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プ ロ グ ラ ム

講演会場（青蓮会館 3Ｆ多目的ホール 301）

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

9：00 　開会挨拶

企業展示
8:30

17:00

－

17：00 　閉会挨拶

（青蓮会館 3Ｆロビー）

2014 年 12 月 5日（金）
＜理事会＞

17：30 ～ 18：00
講演会場

（青蓮会館 3Ｆ多目的ホール 301）

＜評議員会＞
18：00 ～ 18：30

講演会場
（青蓮会館 3Ｆ多目的ホール 301）

＜懇親会＞
19：00 ～

京都府立医科大学附属病院
外来診療棟 4F 
“オリゾンテ”

9：10 ～ 10：00　一般演題１　　　　　　　座長：太田　吉夫（香川県立中央病院）

10：00 ～ 10：50　一般演題２　　  座長：中尾　正和（JA広島厚生連広島総合病院）

11：00 ～ 12：00　特別講演１「3 次元プリンタが生み出す新しい医療」
　　　　　　　　　　　 　　　　　   座長：白神豪太郎（香川大学医学部附属病院）
　　　竹田　正俊（株式会社クロスエフェクト）

12：00 ～ 12：10　総会

12：15 ～ 13：15　ランチョンセミナー「体表心電図波形の統一理論：異常Q 波とは何か？」
　　　　　                                                                       座長：重見　研司（福井大学）
　　　　　　田中　義文（草津総合病院麻酔科）
　                                                                                 （共催： 日本光電関西株式会社）

13：15 ～ 14：15　特別講演２「セラミックスに学んだ「物性と仏性」」
　　　                                                       座長：橋本　　悟（京都府立医科大学附属病院）
　　　坂部　行雄（東京工業大学）

14：15 ～ 15：15　特別講演３「パルスオキシメータ」
　　　　　　　  　 　　　　　　　　　　                座長：上村　裕一（鹿児島大学）
　　　鵜川　貞二（日本光電工業株式会社）
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15：20 ～ 16：10　一般演題３　座長：片山　勝之（手稲渓仁会病院）

16：10 ～ 17：00　一般演題４　座長：讃岐美智義（広島大学病院）

　

時間割



4

9：00～ 9：10　開会挨拶
会長：　橋本　　悟  京都府立医科大学附属病院集中治療部

9：10～ 10：00　一般演題１
座長：　太田　吉夫  香川県立中央病院

- 1 筋委縮性側索硬化症患者の腹腔鏡下横隔膜刺激電極埋め込みと麻酔
  菅井　直介  大湘南藤沢徳洲会病院麻酔科

- 2 麻酔におけるウェアラブルカメラの活用法
  森田　知孝  大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学講座

- 3 BSA の BIS-Bilateral への対応について
  萩平　　哲  大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学

- 4 インドシアニングリーン静注によるパルスオキシメーターと無侵襲混合血酸素飽和度
監視システム（INVOS）の酸素飽和度表示の変化

  澤登　慶治  香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科

10：00～ 10：50　一般演題２
座長：　中尾　正和  JA 広島厚生連広島総合病院麻酔科

- 1 NoSQL Database eXist version 2.1 による XML データ解析の応用
  佐和　貞治  京都府立医科大学麻酔科学教室

- 2 麻酔科関連学会の演題締切情報に特化したホームページ「演題締切 .com」の運
  高橋晋一郎  医療法人社団丹心会吉岡病院麻酔科・株式会社メディカロミクス　

- 3 データベースソフトを用いた麻酔科学史書の翻訳支援システムの構築
  岩瀬　良範  埼玉医科大学病院麻酔科

- 4 意識・知・記憶・連想・夢・ファイルリンク
  諏訪　邦夫  帝京短期大学ライフケア学科臨床工学専攻

11：00～ 12：00　特別講演１
座長：　白神豪太郎  香川大学医学部麻酔学講座

3 次元プリンタが生み出す新しい医療
  竹田　正俊  株式会社クロスエフェクト

12：00～ 12：10　総会

プログラム
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12：15～ 13：15　ランチョンセミナー　（共催： 日本光電関西株式会社）

座長：　重見　研司  福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学領域

体表心電図波形の統一理論：異常Q 波とは何か？
  田中　義文  草津総合病院麻酔科

13：15～ 14：15　特別講演２
座長：　橋本　　悟  京都府立医科大学附属病院集中治療部

セラミックスに学んだ「物性と仏性」
  坂部　行雄  東京工業大学大学院理学研究科材料工学

14：15～ 15：15　特別講演３
座長：　上村　裕一  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻生体機能制御学講座侵襲制御学分野

パルスオキシメータ
  鵜川　貞二  日本光電工業株式会社生体モニタ事業本部バイタルセンサ部

15：20～ 16：10　一般演題３
座長：　片山　勝之  手稲渓仁会病院麻酔科・集中治療室

- 1 移動体からの生体情報転送の試み：online storage を用いた Paperchart 活用
  森　信一郎  宮崎大学医学部麻酔生体管理学教室

- 2 paperChart と医薬品バーコードを利用した手術室薬剤管理
  今村　敏克  明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

- 3 paperChart からビッグデータへのアプローチ
  岩瀬　良範  埼玉医科大学病院麻酔科

- 4 電子カルテ (MegaOakHR®) 更新に伴う診療支援統合システム Yahgee® を利用した
新しい麻酔科術前診察記録システムの紹介

  山口　春子  手稲渓仁会病院麻酔科



６

16：10～ 17：00　一般演題４
座長：　讃岐美智義  広島大学大学院医歯薬学総合研究科

- 1 トーラスで計算する弾性管内拍動流－空間変動によって受動的に運動する流体粒子－
  横山　博俊  金沢医療センター麻酔科

- 2 左心室大動脈結合状態（Ees/Ea）と一回拍出量（SV）から左心室拡張末期容量
（Ved）を算定する方法

  早渕　光代  福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学領域

- 3 End-systolic left ventricular elastance (Ees)was estimated with Ecaviwhich is the 
product of Ees/Ea and CAVI

 David K. Kayembe  Department of Anesthesiology and Reanimatology, Faculty of 
Medical Science, University of Fukui, Japan

- 4 自発呼吸下で肺胞換気量を一定に保つ方法と麻酔回路との比較から肺胞換気量を考え
てみた

  薊　　隆文  名古屋市立大学看護学部病態学（麻酔学）

17：00　閉会挨拶
会長：　橋本　　悟  京都府立医科大学附属病院集中治療部



ご  挨  拶

抄  録

特別講演－１
特別講演－２
特別講演－３



3 次元プリンタが生み出す新しい医療

株式会社クロスエフェクト

竹田　正俊

　2009 年度より国立循環器病研究センター等の協力を得て、精密心臓シミュレータの開発
に取組んでいる。患者個体ごとの CT スキャンデータを用いたフル･オーダーメイド精密心
臓シミュレーター製作の基礎技術を確立し、術前の緻密な検討や若手医師の教育訓練用とし
て、本物に酷似した精密性･質感･強度を有するリアルな「超軟質心臓シミュレーター」の開
発に成功した。

　弊社のコア技術である高速光造形技術とハイブリッド真空注型技術を駆使することで、心
臓の内腔までを忠実に再現した「オーダーメイドによる超軟質精密心臓シミュレーター」の
開発に世界で初めて成功した。その後、これらの独自技術を基に、更なる製品化･事業化を
推進している。

　Since  2009,  with  help  from  facil it ies  such  as  the  National  Cerebral  and 
Cardiovascular Center, we have been creating order made, precision heart simulators 
based on individual CT scans.  Made using our domestically patented technology, these 
precision  models  are  soft  and  extremely  realistic,  thus  they  are  perfect  for 
preoperative, detailed examination and as a learning tool for young doctors. 

特別講演１
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セラミックスに学んだ「物性と仏性」

東京工業大学大学院理学研究科材料工学

坂部　行雄

　大学で物理学を学び始めたある日、北陸線の電車で偶然居合わせた初老の紳士から「今何
を勉強しているのか」と尋ねられた。「物理です、物理は法則、原理から論理を積み上げて
いけば自ずと答えが出るので好きです」と応えた。紳士は「物理と仏教は全く異質のようだ
が目指すところは一緒なのだ。それが分かるときがきっとくるよ」と話された。当時は何の
ことか判らなかったが、その後不思議にいつまでも心に残る言葉となった。
　大学 2 年の物理実験でチタン酸バリウム（BaTiO3）セラミックスに初めて出会った。こ
のセラミック試料をシリコンオイル中にいれ加熱して静電容量の温度変化を手動ブリッジで
測定していた。100℃を越すあたりからブリッジの針が激しく振れ始め、とても手動では測
れない状態となった。「すごい、この石は生きている！」と感動した。このチタン酸バリウ
ムは 1944 年我国でも発明された偉大な強誘電体で、今日なおも Si 半導体と同様に情報通
信機器で欠かせないセラミックコンデンサの主材料である。静電容量（果）変化は温度を条
件（縁）とし結晶の「相転移」に起因（因）する。生命体の発生－死滅、素粒子の生成―消
滅にも通じる相転移、量子論と仏教に見られる類似性に興味を引かれた。
　コンデンサの㈱村田製作所に 1970 年入社し、10 年間 BaTiO3 を用いたコンデンサの開
発に従事し、成果も出て充実した日々であった。しかし 43 歳の頃、開発方針で上司とぶつ
かり自暴自棄になっていたが、ある日京都新幹線のホーム売店でふと松原泰道老師の「わた
しの般若心経」－生死を見すえ、真のやすらぎへ－（祥伝社）の本が目に留まり買い求めた。
それはまさに救いの優しい癒しの文章であった。乾いた地に浄水が吸い込まれるごとく腑に
落ちて行った。「色即是空」、これが転機で一層仏教に関心が深まり、20 数年まえ学生時代
に電車で話してくださった紳士の言葉「物理と仏教の関連、行き着くところは同じ」を思い
出し、量子論（物性論）と般若心経（仏性）の類似性を学び、行き着く先を学び始めた。
　般若心経の「空の理論」「空即是色」、量子論の「真空と素粒子」、宇宙の始まり、輪廻と
物質循環、光の相補性（波動性と粒子性）と東洋思想、「物質構造と精神構造の探求」、「認
識と実存」、「科学と神の意向」等々、「仏教と科学（物性）」両サイドから自分なりと学者達
の解釈をご紹介させていただきます。

    私のセラミックス材料研究者信条

観自在仏性　　観石在物性
活自在智慧　　活石在機能

特別講演２
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パルスオキシメータ

日本光電工業株式会社生体モニタ事業本部バイタルセンサ部

鵜川　貞二

　パルスオキシメータはセンサーを装着するだけで、無侵襲、連続的かつリアルタイムに動
脈血の酸素化を測定する装置です。しかも校正不要であり、生体情報モニタリング装置とし
て求められる特性をすべて備えていると言えます。パルスオキシメータは、日本光電工業(株 )
の青柳卓雄により発明されました。本講演では、その誕生から普及までを辿ります。
　パルスオキシメータは、1974 年の ME 学会で発表され、翌 1975 年に「イヤオキシメー
タ OLV-5100」として、日本光電工業 ( 株 ) から商品化されました。動脈血の光学的特性を、
脈動成分だけを用いて計測するという測定原理から、血液の酸素化に加えて脈拍数も同時に
求めることができます。CPU や光学素子など電子デバイスの発展に伴って、改良を積みか
さねて今日に至っています。しかし、血液の酸素化の指標としての SpO2 と、心臓のポンプ
機能としての脈拍数により、生命維持に最も重要な酸素輸送をモニタリングするという基本
コンセプトは、誕生当初から全く変わっていません。講演の中で、パルスオキシメータの原
理を、誕生に至る経緯に沿って説明いたします。
　1980 年代半ばに麻酔中の医療事故予防の観点から、先進国を中心に急速な普及を遂げて
きました。各種ガイドラインへの採用など、学会等も強力に普及を推進しました。パルスオ
キシメータの普及は、光電容積脈波を見直す契機ともなりました。講演の中では、脈波を用
いた循環指標の実用化や研究についても触れたいと思います。
　近年では先進国に留まらず、発展途上国を含む世界中の手術室にパルスオキシメータを普
及させようという活動も行われています。2008 年に WHO において Global Pulse 
Oximetry Project が発足しました。WHO の報告によれば、先進国における全手術症例に対
する麻酔関連死の割合は、現在 1/50,000 から 1/200,000 の間です。それに対し発展途上
国においては、半数以上の手術室にパルスオキシメータが装備されておらず、100 倍から
1000 倍高い比率で麻酔関連死が起こっているとされています。この現状を先進国に近づけ
るために、WHO はすべての手術室にパルスオキシメータを装備することを方針として定め
ました。呼気 CO2 や非観血血圧測定など、手術中に有用とされるモニタリング手段は様々
あります。しかし十分に訓練の行き届かない途上国では、シンプルで安価なパルスオキシメー
タの普及が事故防止に最も有効であると WHO は判断しました。パルスオキシメータは、現
在世界中で最も必要とされている医療機器と言ってよいと思います。
　現在医療機器メーカでパルスオキシメータ開発に従事する者として、なお一層世界の医療
に貢献できるよう努めていきたいと思います。

特別講演３
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体表心電図波形の統一理論：異常Q波とは何か？

草津総合病院麻酔科

田中　義文

　体表心電図は 1903 年、アイントホーフェンによる測定以後、非侵襲、容易な測定、再現
性の高いデータ、そしてパターン認識で自動診断可能といういくつもの利点があり、今日、
モニターの中心的存在として広く利用されるに至った。しかしながら、その基本となる心電
図の理屈となると、医師であっても漠然とした知識しか持ち合わせていないように見受けら
れる。「心電図学は暗記の学問」という論調で解説している教科書が実に多い。例えば、心
拍数が増えると、心電図の振幅は小さくなるのはなぜか。また、VPC の振幅は正常波形より
大きいのはなぜか。 T波上昇や下降の理由、異常Q波の発生理由、ミラーイメージの発生理由、
さらに、高カリウム血症でなぜ、テント状 T 波が発生するか、ジギタリスで盆状 T 波の発
生理由など、各種異常所見の診断はできても、その所見の発生する理屈が十分に述べられて
いるとは思えない。そこに暗記心電図の弊害があるとわたくしは思っている。
　体表心電図は細胞外電位測定であるという原点に立ち帰って、電気的な差動アンプの性質、
そして第 II 誘導の電極配置を眺めると、右肩の電位は心室筋心内膜側電位を反映し、左足の
電位は心尖部心外膜側電位を反映し、出力である体表心電図は心内膜側電位から心外膜側電
位を引き算した結果を示していることがわかる。その原理を応用すれば、ほんの少しの活動
電位の変化だけで、さまざまな異常心電図が再現できる。

＜参考文献＞
田中義文：成り立ちから理解する心電図波形 : 心筋の活動電位を読み解く．学研メディカル
秀潤社，2012．

ランチョンセミナー
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筋委縮性側索硬化症患者の
腹腔鏡下横隔膜刺激電極埋め込みと麻酔

１）大湘南藤沢徳洲会病院麻酔科　２）大湘南藤沢徳洲会病院外科
３）大湘南藤沢徳洲会病院神経内科

菅井　直介１）、中島　　光１）、高力　俊策２）、亀井　徹正３）

　筋委縮性側索硬化症（ALS）の患者では呼吸筋も侵されて人工呼吸器に依存するようになるこ
とが多い。呼吸筋が高度に侵される前に横隔膜を刺激して呼吸を補助することにより呼吸筋の衰
退を予防することもできる。Case Western Reserve University の Dr. Raymond Onders はこの電
極埋め込みを内視鏡下に行い、開発した NeuRx DPS（横隔膜ペーシングシステム、Synapse 
Biomedical 社）は FDA の認可を得ている (1)。今回当院の神経内科の主導により、外科と麻酔科
の協力で Dr. Onders の指導下に横隔膜電極埋め込みを行った。
　IRB の許可を得て 5 名（女 2 名、男 3 名）の ALS 患者に腹腔鏡下横隔膜刺激電極埋め込みを行っ
た。ALS の患者では術前に筋力の低下があり、また術中に横隔膜を電気刺激しながら筋の反応を
見て筋収縮状況のマッピングを行うため神経筋遮断薬を使用できない。
　全身麻酔の導入には BIS モニターで麻酔の深さを判断しながら、プロポフォルを静注しセボフ
ルレンを加え、レミフェンタニルを持続静注した。セボフルレン麻酔が深くなったら神経筋遮断
薬なしで８％キシロカインスプレーで喉頭麻酔をしてから気管内挿管を行った。
　維持はセボフルレン吸入とレミフェンタニル持続注入で行ない、途中 BIS 値を見ながら十分な
麻酔の深さを維持し、人工呼吸を続けた。セボフルレンによる血圧低下はフェニレフリン静注で
対処した。
　抜管はセボフルレンが排出され自発呼吸が十分に出て覚醒してから手術室内で行った。術前に
呼吸筋の能力がかなり落ちていればその後の呼吸に注意しなければいけないが、今回の症例では
術前に換気能力が維持されており、術後の呼吸も問題なく全例合併症なしで退院したが、術後に
BiPAP を行った症例も報告されている (2)。

＜参考文献＞
1) Onders RP, Carlin AM, Elmo MJ, et al:  Amyotrophic lateral sclerosis: the Midwestern surgical 

experience with the diaphragm pacing stimulation system shows that general anesthesia can 
be safely performed.  Am J Surg 2009;197:386-390 

2) Elliott MA, Porteous GH:  Anesthetic management and considerations for laparascopic 
diaphragm pacing system (DPS) placement in patients with amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS).  The Virginia Mason Experience Abstract 4087 Annual Meeting of the American Society 
of Anesthesiologists October 14, 2014  

一般演題 セッション１－１
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麻酔におけるウェアラブルカメラの活用法

１）大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学講座
２）大阪府済生会千里病院麻酔科

森田　知孝１）、内田　　整２）、萩平　哲１）、藤野　裕士１）

　【背景】近年、多数の電機メーカーから発売されているウェアラブルカメラは、スポーツ
やレジャーなど主にアウトドアで使用されることが多い。我々は、本邦で販売されている 2
機種のウェアラブルカメラを比較しながら、麻酔にいかに活用できるか検討した。
　【方法】今回は HX-A100®（Panasonic）と HERO3®（GoPro）の 2 機種を使用して、初
期臨床研修医が気管挿管する場面、筆者が硬膜外麻酔を施行する場面、麻酔科指導医が気管
挿管する場面を撮影した。撮影画質・フレームレートは 1920×1080pixel、 30fps とした。
HX-A100® は撮影者の顔面左側に、HERO3® は額に装着し、撮影前に iOS 用アプリケーショ
ン Image App（Panasonic）及び GoPro（GoPro）を使用して、撮影者の視線と撮影される
動画の中心を合わせた。
　【結果】初期臨床研修医が気管挿管する場面では、患者に顔を近づけて処置をすることが
多く、両機種とも口腔内が映らないことが多かった。麻酔科指導医が気管挿管する際は、両
機種とも気管チューブの口腔内への進入は確認できるが、声門を確認することはできず、
HX-A100○R でわずかに喉頭蓋が映るのみだった。硬膜外麻酔施行時は両機種とも問題な
く撮影できたが、HERO3○R はそのレンズの特性から魚眼効果が出現してしまった。
　【結論】両機種とも被写体との距離が近い撮影には不向きであり、さらなる工夫が必要で
あるが、2 機種を比較した際、視線の高さが近い HX-A100® の方が今後応用できる可能性
が大きい。

一般演題 セッション１－２
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BSA の BIS-Bilateral への対応について

１）大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学　２）大阪大学医学部附属病院手術部
３）大阪府立急性期総合医療センター医療情報部

萩平　　哲１）、高階　雅紀２）、森　隆比古３）

　我々はこれまでに BIS モニターから出力される脳波波形や脳波パラメータをコンピュータに取
り込んでスペクトル解析やバイスペクトル解析を行うソフトウェア” BSA for BIS” を開発してき
た。これまでに BIS モニターの A1050 用および A2000/XP 用のものを公開してきた。
　現在最新の BIS モニターは A3000（VISTA）であるが、A3000 に BIS-Quatro センサーを使用
する場合にはこれまでの A2000 用の BSA がそのまま利用できた。しかしながら今回日本でも使
用できるようになった両側の脳波を同時測定できる BIS-Bilateral センサーを用いた場合には対応
できていなかった。そこで今回この BIS-Bilateral センサーを用いた場合に対応できるように BSA
のカスタマイズを行った。従来の BIS-Quatro センサーを用いた場合には 2ch の脳波データが
BIS モニターから送られて来るが、BIS-Bilateral センサーを用いた場合には 4ch の脳波データが
送られて来る。さらに BIS-Bilateral センサーを用いた場合には新たに左右の非対称性を示す
Asymmetry などのパラメータが加えられていることもあり、BIS モニターから送られて来るパ
ケットの構造が異なっている。そこで今回作成した BSA では接続されている BIS モニターが
A2000/XP、 A3000 であるのか、またどちらのセンサーが使用されているのかを自動認識して、
それらに応じたパケットデータを受け取るように改造した。これによってユーザは使っているセ
ンサーの種類を意識せずに BSA を動かす事が可能となっている。なお、A2000 では 128 Hz も
しくは 256 Hz サンプリングの脳波が取得可能であったが、A3000 では 128 Hz サンプリングの
脳波しか取得できないという制限がある。
　今回作成した BSA では従来通り脳波波形は 1ch しか表示しないようにしているが、今後は少
なくとも左右 2ch もしくは全取得波形を表示するように改良することも考慮している。今回の
BIS-Bilateral への対応に関して発表する。

一般演題 セッション１－３
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インドシアニングリーン静注によるパルスオキシメーターと
無侵襲混合血酸素飽和度監視システム（INVOS）の

酸素飽和度表示の変化

香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科

澤登　慶治

　【背景】2 波長の光の吸収比率からヘモグロビンの酸素飽和度を測定するオキシメトリーはパ
ルスオキシメーター（PO）や無侵襲混合血酸素飽和度監視システム（INVOS）などで利用され
ている。インドシアニングリーン（ICG）は波長 805nm に吸光のピークを持つ色素で、オキシ
メトリーの結果に影響を及ぼす。成人に ICG 12.5mg を静注すると、PO では経皮的酸素飽和度

（SpO2）表示が低下し、INVOS では逆に局所混合血 / 組織酸素飽和度 (rSO2) は高く表示される
ことが報告されている。当院では脳血管手術時に 7.5mg、冠動脈バイパス術では 2.5mg の ICG
を静注している。ICG 静注前後の SpO2、rSO2 表示の変化を後ろ向きに検討した。
　【方法】2013 年 1 月から 2014 年 10 月まで、ICG 投与の記録がある全身麻酔下の脳血管手術
および冠動脈バイパス術を対象にした。ICG 7.5mg 投与前後の SpO2 と rSO2 を電子麻酔記録か
ら抽出し対応のある t 検定で比較した。
　【結果】脳血管手術ではのべ 4 回、冠動脈バイパス術ではのべ 23 回 ICG 静注がなされていた。
ICG 投与後、脳血管手術では SpO2 表示が 99±1％（平均 ±SD）から 97±1％に低下し（p=0.014）、
rSO2 表示は 74±3% から 80±3％に上昇した（p=0.018）。冠動脈バイパス術では SpO2 表示は
99±1％から 99±1％へ変化無かったが（p=0.135）、rSO2 表示は 61±9% から 65±9％に上昇
した（p<0.001）。
　【考察】INVOS は 730nm と 810nm の 2 波長の近赤外光の吸光比率（A730/A810）から rSO2
を算出する。波長 810nm において酸素化ヘモグロビン（O2Hb）と脱酸素化ヘモグロビン（Hb）
は等しい吸光度を持つが、波長 730nm においては O2Hb は Hb に対して吸光度が低くなる。従っ
て A730/A810 は O2Hb の比率が高くなるほど小さな値となる。ICG 静注後に rSO2 表示が低下し
たのは、ICG により A810 が増加して A730/A810 が低下したためだと考えられる。一方、PO は
660nm の赤色光と 940nm の赤外光を使用うるが、ICG の吸光ピークの波長を使用しないため、
ICG による測定の誤差は INVOS より小さいと考えられる。しかし、ICG は 660nm の赤色光をわ
ずかに吸収するため SpO2 が少し低く表示されることが報告されている。今回の検討では、SpO2
は ICG 7.5mg 静注の脳血管手術では低く表示されたが、2.5mg 静注の冠動脈バイパス術では表
示に変化はなかった。これは ICG の量が少なかったためと考えられる。
　【結語】ICG 7.5mg の静注後、rSO2 は高く SpO2 は低く表示される。ICG 2.5mg の静注後、
rSO2 は高く表示されるが、SpO2 の表示に変化はない。

一般演題 セッション１－４
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NoSQL Database eXist version 2.1 による
XMLデータ解析の応用

１）京都府立医科大学麻酔科学教室　２）京都府立医科大学附属病院集中治療部

佐和　貞治１）、橋本　　悟２）

　XML 化した大規模な情報をそのまま XML データベースに蓄積してデータ解析を行う技術は、
スキーマレスでデータ構造が柔軟な特徴を持つ。そこで、近年、Oracle、MS SQL Server、
MySQL や PostgreSQL などに代表される SQL 言語を解析に用いるリレーショナル・データベー
ス管理システム（RDBMS）との比較において、NoSQL（Not only SQL）データベースの一種と
してその応用範囲が多領域に広がっている。特に、我々一般ユーザがデータベースを構築する場
合に、RDBMS のデータ構造設計は複雑で、また全体のデータが可視化されにくいという欠点を
持つ。我々は、2011 年の第 29 回本学会にて、native XML データベース eXist に、Apache 
Cocoon XSL サーバによるサーバサイド XSL 技術、Scalable Vector Graphics（SVG）技術を組み
合わせて、呼吸上皮を覆う上皮被覆液（epithelial lining fluid, ELF）に含まれるプロテオームを
視覚的にウェブ・ブラウザ上で解析することを報告した。このように、麻酔・集中治療医学に関
わる研究を行う上でも XML データベースは強力な支援ツールとなり得る。eXist は、2004 年の
開発以来、open source software として少しずつ改良されてきた。前回、eXist ver 1.4 を利用す
ることを述べたが、その時点では Apache Cocoon XSL サーバや、extensive server pages (xsp)
など非常に取っ付きにくいソフトウェア技術も含まれていたために、難解な部分も多くあった。
2013 年の eXist ver 2.1 では、XML データベースの検索方法において、標準化仕様とされてい
る XML Query Language である XQuery 3.0 の engine 実装化に加えて、XQuery IDE（integrated 
development environment）である eXide などが実装されて、よりパワフルな開発並びにサーバ
運用環境が利用できるようになった。今回、このバーションアップされた eXist の機能をチェッ
クして、特にサーバサイド XSLT（XML Stylesheet Language）を中心に、膨大な情報を整理してウェ
ブ上の関連データベースとリンクさせて分析を可能とする技術の麻酔・集中治療医学研究への有
用について検討を加える。

一般演題 セッション２－１
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麻酔科関連学会の演題締切情報に特化した
ホームページ「演題締切 .com」の運用

医療法人社団丹心会吉岡病院麻酔科・株式会社メディカロミクス

高橋晋一郎

　麻酔科医が関与する医療分野は、麻酔に限らず、集中治療、救急、緩和医療、ペインクリニッ
クと多岐にわたる。さらに各分野の専門性が高まり、細分化されて学会が開催されている。各学
会の開催情報は簡単に入手可能であり、また、学会情報をまとめたインターネット上のサイトも
存在する。しかし、演題登録期間についての情報を得るには、各学会のホームページの該当部を
一つ一つ確認する必要がある。
　その煩雑さを解消するために、演題締切情報に焦点をあてた「演題締切 .com」というホームペー
ジを開設した。
　公開にあたり、以下のような工夫を施した。
　　・各学会の演題募集期間を明記した。
　　・演題募集についての状況を「演題募集は○月○日から」「募集中」「募集は締め切られました」

のように表記し、一目で募集中の学会が分かるようにした。
　　・募集期間の延長については、締切数日前から頻回に学会ホームページの更新を確認し、延

長の情報があれば迅速に掲載することとした。
　　・ツイッターを利用して締切 1 ヶ月前、2 週間前・・とアラート情報を流すこととした。
　　・学会が行われる地域を国内９ブロックに分けて掲載した。
　　・開催が近い学会を上から順に並べた。
　運用を開始して数か月になるが特にトラブルなく経過している。当面の課題としては以下の点
が挙げられる。
　　・国内の学会に限らず、海外の学会情報も配信する。
　　・ツイッターでの情報配信には限界があるため、メールでアラート情報を配信できるように

する。
　　・情報を入力するだけでサイトに反映されるようにシステム化を行う。
　学会の演題募集情報の確認はほんの少しの手間である。しかし、少しの手間もいくつも重なれ
ば面倒な作業になり得る。確認を怠るうちにいつの間にか募集が締め切られてしまうようなこと
もある。このような経験から「あったらいいな」程度の個人的な案を形にすべくホームページ制
作を進めた。
　締切情報を配信することが、多忙な麻酔科医の手間を省き、積極的な演題登録につながる可能
性がある。当ホームページの活用を促すことで、麻酔科医のさらなる学究活動を支援したい。

一般演題 セッション２－２
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データベースソフトを用いた
麻酔科学史書の翻訳支援システムの構築

１）埼玉医科大学病院麻酔科　２）我孫子東邦病院麻酔科

岩瀬　良範１）、菊地　博達２）

　リアルタイム言語翻訳のテクノロジーは急速な発展を遂げているが、解釈やニュアンス、事実
関係を考察した読みやすい日本語への翻訳を支援するテクノロジーは確立しているとは言い難
い。今回、我々はデータベースソフトに書籍 1 冊を取り込み、共同作業を行ったところ多くの利
点があった。
　【対象と方法】対象書籍は、Maltby JR 編”Notable names in anesthesia”(The Choir Press, UK) で、
麻酔科学史上重要な人物が 84 名、計 254 ページに ABC 順に収載されている。まず HK が、人
物別に OCR 取り込みを行い図表を含む Word ファイルを作成しインターネット上の Dropbox に
アップロードし、HK は先頭から YI が末尾から翻訳を開始し、翻訳済みファイルを dropbox で
共有して相互査読を行った。監訳は HK が行った。翻訳作業の途中から、変更の反映、改版の有
無などの履歴がわかりづらくなったため、以下の要領で全文と図表をデータベースソフト
(Access2003) に取り込んだ。1. 一文 1 レコードを原則に、2. 各レコードは原文、各版の訳文、
メモや参考事項、日時、場所 (GPS 値 )、図表を含む、3. 作業フォームは作業のしやすさを重視し、
前後の文章も参照できること。（図）
　【結 果】本 書 の 原 文 は 約
6500 文から成り Access への
取り込みは、比較的容易だっ
た。翻訳文の取り込みはマウ
スの Drug&Drop 操作で行う
と、作業の進捗状況や変更箇
所の検出が容易にできた。文
章ごとに日時と GPS 値を入力
することは、原文の事実確認
を行うことになり、翻訳の精
度を向上させた。
　【考察】本書籍はデータベー
ス化によって、様々な手法の
検索が可能になった。インター
ネットから得られた様々な情
報を各文のレコードに蓄積す
ることで翻訳の精度および訳
者の理解が向上した。特に文
章ごとに日時と GPS 値を付加
することで、各章の個人史だ
けでなく、書籍全体の時間・
空間的関係の認識による新たな歴史理解の可能性が見出せた。

一般演題 セッション２－３
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意識・知・記憶・連想・夢・ファイルリンク

帝京短期大学ライフケア学科臨床工学専攻

諏訪　邦夫

　タイトルに挙げた 6 つの項目の相互関係を考察する。相互に関係はしているが、密接ではない
かも知れない。

　知：「記憶を扱う能力」と考えておきます。
　記憶：情報の記憶、それだけでは無益、知と組み合わさって有用になる。
　連想：意識の特徴、記憶の想起と現在の意識とを結び付ける。
　連想とファイルリンクの関係：パソコンには「連想能力がない」けれども、ファイルリンクは

疑似的にそれを実現する。
　意識：現時点では不明。コッホ氏が説を提出しているがすっきりしない。
 これが有力とは思えない。
　ファイルリンク：ファイル同士を連携、パソコンの機能だが、パソコンに「連想類似」の機能

を持たせる役割と考える。
　夢：「記憶を思い出して整理する」というのがクリック氏の仮説
 断片的で、連想やファイルリンクの要素が少ない。
 記憶に残りにくい。
　意識仮説：明確な仮説がない。
　                  コッホが 10 も条件を挙げているのは到底受け入れられない。
　                  クリックは「驚異の仮説」と名付けているが、彼の夢の仮説と比較するとすっきり

しません。

　優れた仮説の例を二つ
　　例 1：特殊相対性理論
　　　　  1905 年にアインシュタインが特殊相対性理論を出す直前
　　　　  光速が動くもので異なるか？
　　　　  ロレンツ収縮
　　　　  絶対静止空間？
　　　　  光波の媒体？
　　　　  それをすべて捨てて、「光は空間を伝わる性質があり、速度は一定」という仮説ですっ

きりした
       例：クリック氏の夢の仮説：
   短期記憶を整理して、「捨てるか保存するか」に分類する
   だから、画面で認識する。
   記憶は頼りない。論理的でなくて、断片的

　私たちにできること
　　　ファイルリンク機能の追究
　　　この手順で、連想のヒントが得られるかも知れない。

一般演題 セッション２－４
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移動体からの生体情報転送の試み：
online storage を用いた Paperchart 活用

宮崎大学医学部麻酔生体管理学教室

森　信一郎、指宿昌一郎、恒吉　勇男

　以前我々は、Paperchart を用いて遠隔地へ生体情報をリアルタイム転送する方法を報告した。
今回、車両などの移動体からの生体情報転送を試みたので報告する。移動体からの情報転送では、
しばしば無線接続が断続的になる。このため、従来の CIFS over SSH による接続に自動再接続機
能を付加する方法と、cloud storage を用いる新たな接続方法を試みた。具体的には①自動再接
続機能を有した ssh client をあらたに導入した CIFS over SSH による接続、②online storage のひ
とつである Dropbox による接続、③private online storage である owncloud による接続、3 通り
の接続方法を確立した。Dropbox でのファイル共有は機密性を高めるために cloudfogger を用い
て暗号化した。owncloud でのファイル転送は ssl を導入して通信内容を暗号化した。これら 3
つの接続方法で Paperchart のデモデータを、同時に同一条件で移動車両から転送できるか試み
た。3 台のノート PC を用意し、それぞれに Paperchart をインストールした。また、それぞれの
PC に①②③の接続方法を確立した。それらのノート PC はスマートフォンに同時にテザリングす
ることでネット接続した。以前の必要ネット速度の結果（安定な Paperchart 情報転送には
300kbps 以上の転送速度が必要）を踏まえて、3 台分の PC のデータ転送には 1Mbps 以上を確
保することが必要と考え、スマートフォンのネット接続には WiMAX を用いた。宮崎市内で
WiMAX 接続が確立できることが確認されている 2 点間 6km を移動しつつ Paperchart からデモ
データ転送を行ったところ、全ての方法でデータ転送が可能であることがわかった。しかし、3
つの転送方法で送信されたデータには若干の違いが認められた。もっとも大きな問題点は、送信
されてくるデータに時間のずれが生じていたことであった。このずれがどうして生じたのか検証
するために、同一条件で 1 時間デモデータを送信してみることで 3 つの転送方法を比較した。
その結果から、これら 3 つの転送方法をどう使い分けるべきか考察したい。

一般演題 セッション３－１
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paperChart と医薬品バーコードを利用した手術室薬剤管理

明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

今村　敏克、小長谷　光

【背景・目的】
　当院では、2014 年 3 月から paperChart を利用して自動麻酔記録を実施している。麻酔関連
薬剤の使用数の確認は、開封済み容器と歯科麻酔医が作成した使用薬剤一覧を間接介助看護師と
相互に照合し、ダブルチェックしている。しかし使用薬剤一覧の作成作業が煩雑である上に、記
載漏れなどにより麻酔記録と不一致になることがある。
paperChart の記録ファイルには使用した薬剤の種類と使用量が記録されており、また、薬剤の
容器には、バーコード（GS-1Databar）を利用した薬剤コードが表示されている。
そこで、演者らは、paperChart から使用薬剤一覧を取り込み、バーコードスキャンした開封済
み容器と照合することで、使用薬剤の管理を半自動化するシステムを構築することを企画した。

【方法】
　プログラムの開発には、embarcadero 社製 C++ 言語統合開発環境である C++ Builder XE を利
用した。プログラムの動作は下記のようなものである。

　(1) プログラムは起動すると記録中の paperChart を探し、発見すると Window タイトル
から記録中のファイル名を取り出す。

　(2)次にpaperChartの記録ファイルを解析し、使用薬剤の一覧をリアルタイムで更新する。
　(3) また、バーコードリーダーから薬剤コードが読み込まれると開封済み薬剤の一覧を作

成する。なお、薬剤コードから薬剤名への変換には「一般財団法人医療情報システム
開発センター」の Web ページからダウンロードした無料のコード表を利用した。 

　(4) この 2 つの一覧を自動的に比較し、相違点を色の違いなどで明示し、利用者に確認を
促す。

　また、麻酔終了後には、使用薬剤数を記録し、手術室の薬剤在庫の管理に利用できるようにした。
　2014年9月より、このプログラムとバーコードリーダを手術室の自動麻酔記録用PCに設置し、
試用を行った。

【結果】
　paperChart と薬剤バーコードを利用することで、使用薬剤の一覧をミスなく作成することが
できた。タッチパネル付きディスプレイと大きなボタンで構成したユーザインターフェース、バー
コードを利用することでキーボードを利用することなく、素早く使用薬剤一覧を作成することが
できた。

【考察】
　本プログラムを利用することで、麻酔記録と使用薬剤一覧の不一致を機械的に指摘することが
可能になった。ただし、不一致があるときの対応は自動的に行うことが困難である ( 例えば、昇
圧剤を予め希釈したが投与しない場合など ) ため、歯科麻酔医や間接介助看護師のチェックが全
く不要になるわけではない。
　本プログラムは、歯科麻酔医、間接介助看護師のワークロードを低減しつつ、的確な薬剤管理
を行うことを可能にしたと考えられる。

一般演題 セッション３－２
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paperChart からビッグデータへのアプローチ

１）埼玉医科大学病院麻酔科　２）明海大学歯学部歯科麻酔科

岩瀬　良範１）、今村　敏克２）

　今年下半期に急速に普及した用語にビッグデータがある。しかし、その定義は明確ではなく幅
広い。一般的には巨大なデータ群を示すが、「日々膨大に生成・記録される時系列性・リアルタ
イム性のあるものを指すことが多い。」ともされ、自動麻酔記録はまさにこれに該当するのでは
ないだろうか？当施設におけるpaperChartの運用も3年を経過し、1万例以上が蓄積されている。
ここからデータを自由に取り出して解析する環境を確立することが本演題の課題である。
　【背景】paperChart による自動麻酔記録は、.wna のモニター時系列記録暗号化ファイルと .txt
の文字情報ファイルが自動的に生成される。paperChart のシステムには、CV.exe（case view）
という .txt ファイルの検索解析ソフトがあり、様々な条件でデータを集計・検索する環境は確立
している。一方、モニター時系列記録暗号化ファイル（.wna）はそのままではデータを書き出す
ことは不可能で、症例毎に csv ファイルを作成するソフト csv.exe を実行し、出力項目をマウス
クリックで指定しなければならず、単純だが大量の繰り返し操作が必要になる。paperChartのアッ
プデートは見込めないので、他の方法を模索した。
　【方法】AutoIt は Basic に似た言語体系のスクリプトで、キーボード入力やマウスクリックを
自動的に行うフリーウェアである。この機能に着目して、fm.exe（file manager）を介してwnaファ
イルから csv データの取り出しの自動化スクリプトを作成し実行してみた。
　【結果】モニター時系列データを wna や .txt と同じファイル名で自動的に取り出すことができ
た。処理速度は必ずしも速くないが、確実に処理は進んだ。これにより、自動麻酔記録の属性デー
タ (.txt) とバイタルサインデータ（.csv）が私たちに処理可能な形式で取り出せるようになった。
　【考察と結語】当施設でも運用開始後満 3 年を経過しようとしているが、paperChart は毎日適
切に稼動し、大きなトラブルは経験していない。バージョンアップは事実上不可能だが、データ
ファイルへのアクセスにより当施設独自の機能向上も行ってきた。今回の課題は、AutoIt という

「入力自動化ソフト」を使用し、既存のソフトを多数回実行することで実現可能なことが実証で
きた。一方、この種のソフトは予期せぬ操作を記述してしまう可能性があり、スクリプトの作成
には慎重を要することも判明した。

一般演題 セッション３－３
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電子カルテ (MegaOakHR®) 更新に伴う
診療支援統合システム Yahgee® を利用した
新しい麻酔科術前診察記録システムの紹介

手稲渓仁会病院麻酔科

山口　春子、片山　勝之

　2000 年に当院に導入された電子カルテ KAI® の老朽化に伴い、2014 年 9 月に電子カルテシ
ステム MegaOakHR®（NEC）が導入されたが、定型書類作成機能を補完する目的で診療支援統
合システム Yahgee®（富士フイルムメディカル IT ソリューションズ）が併せて導入された。今回、
この Yahgee® を用いて術前診察記録システムを作成したので、その運用フロー含めて紹介する。
当院では従来外科系各科の術前サマリー作成が不十分なため、麻酔科医にとって日々サマリーを
作成することが大きな業務負担になっていた。そこで外科系各科に HIS と連携した定型的なサマ
リー作成フォームを提供し、その情報を麻酔科医、手術室看護師、臨床工学士が必要に応じて利
用するというコンセプトで一連のフォーム開発を開始した。当初は１ファイルに全てのフォーム
を載せることを計画したが、Yahgee® では１ファイルで利用できる変数とデータ量が限られて
おり、結局、外科サマリー、麻酔科サマリーを分割し、外科サマリーから「一括流し込み」機能
を用いてデータを抽出することとした。その結果、外科サマリーの２頁分を麻酔科サマリーに取
り込み、それに麻酔科サマリーを２頁と麻酔準備指示箋１頁の計５頁を、麻酔科術前記録兼準備
指示箋として利用することとした。残念ながら、現状では依然として外科系各科のサマリー作成
が不十分なため麻酔科医が術前診察の前日にサマリー作成を行い、それを基に手術前日に麻酔科
術前外来で術前診察を行って、病棟および手術室に術前指示を発行している。痲酔準備指示箋は
PC 上でチェックを入れて指示する仕様を想定していたが、当院では出張医が手術直前に指示を
変更することが多いため、指示箋を印刷して加筆した書類を正式の指示箋として運用することと
した。痲酔準備指示箋の一部は使用物品をピックアップデリバリーする業者への指示箋としても
運用することとした。以上の運用を開始して現在まで、さらに様々な仕様の変更を繰り返してき
た。このようにユーザーが実臨床で実際に運用しながら、システム開発できる文書作成ソフト
Yahgee® の有用性は高いが、開発環境は残念ながら非常に貧弱でマニュアルも無い。今後より
便利な機能を備え、多くのユーザーがシステム開発しやすい、拡張性に富んだソフトウエアとな
ることが望まれる。

一般演題 セッション３－４
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トーラスで計算する弾性管内拍動流
－空間変動によって受動的に運動する流体粒子－

金沢医療センター麻酔科

横山　博俊

　動脈系では、圧力波動が伝搬し、血管腔を変形させる。圧力波動の伝搬によって運動量が伝搬
される。運動量の伝搬は連続的である。これに対し、流体粒子の移動は非連続的である。流れは
連続的だと思われているが、個々の流体粒子は圧力波動の伝搬の後、静止する。動脈系をトーラ
スでモデル化することによって検討した。
　動脈壁は非線形弾性を持っており、心臓からの血液の拍出によって、この管腔は圧波動の伝搬
現象によって変形する。圧力波動の伝搬によって管腔の軸方向の長さと円周方向の長さが伸展す
る。非線形波動であるため、形を変えないで伝搬する。ただし、軸方向にまっすぐに伸展するこ
とはできないので、軸は右巻き、もしくは左巻きの螺旋上の構造をとる。心臓から見て軸の螺旋
上の方向は時計の針の方向、右巻き螺旋をとると仮定した。左心室・大動脈弁の運動が螺旋の方
向を決定すると推測される。
　流体粒子の移動は空間の変動によって決定されると考えられる。計算は動脈系を模したトーラ
ス内部で行った。トーラス内部の流体粒子を圧力値で区切られた層に置く場合、この層の重心は
中心軸に存在しない。トーラスの穴のあいている側の円周は外側の円周より小さいため、軸を元
にした圧力層は内側で小さく、外側で大きくなるためである。圧力波動が伝搬する際、中心軸は
螺旋状に伸展する。この時、層の重心は中心軸のまわりを螺旋状に回旋する。重心の回旋によって、
スロッシング現象が生じ、流体粒子は螺旋状に回旋すると推定される。また、管状近傍定理によっ
て管腔の体積は精密に算出できる。
　空間変動による流体粒子の運動は交差、追い越し、衝突がないものであると仮定した。運動量
は伝搬の途中で増加しないから、流体粒子の運動は最小限に抑えられると推定される。
　計算プログラムは、OpenSUSE13.1、QtCreater2.81＋OpenGL、C++ によって作成した。

一般演題 セッション４－１
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左心室大動脈結合状態（Ees/Ea）と一回拍出量（SV）から
左心室拡張末期容量（Ved）を算定する方法

１）福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学領域　２）福井大学医学部医学科
３） 福井大学医学部附属病院検査部　４）福井大学医学部形態機能医科学講座統合生理学領域

早渕　光代１）、小畑友里江１）、髙久　明子２）、David K. Kayembe１）、
早渕　由朗１）、浜田　敏彦３）、松岡　　達４）、重見　研司１）

　左心室大動脈結合状態（Ees/Ea）は、左心室時変エラスタンスカーブの等容量収縮期と駆出期
をそれぞれ直線で近似し、左心室拡張期圧をゼロと仮定すると、平均血圧（Pm）、拡張期血圧（Pad）、
等容量収縮時間（PEP）、および駆出時間（ET）から算定できる (1)。一方、心前負荷を直接定量
的に表す左心室拡張期容量（Ved）は、収縮末期の左心室の無負荷状態の容量（V0）をゼロと仮
定すると、Ved = SV・(1 + Ea/Ees) より算定できる。そこで、Ved について、この式から計算さ
れた算定値と経胸壁心超音波検査で測定された実測値を比較した。Pm、Pad、PEP および ET は、
血圧脈波検査装置（VaSera 1000、フクダ電子、東京）によって測定し、これらをもとに Ees/Ea
を計算し、経胸壁心超音波検査にて得られた SV を用いて Ved を算定した。一方、経胸壁心超音
波検査にて測定した Ved を実測値とした。2006 年から 2011 年までの間に、福井大学医学部附
属病院検査部にて、血圧脈波検査と経胸壁心超音波検査を同時に受けた 36 症例について、Ved
の算定値（x）と実測値（y）を比較した。実測値が 150 ml 以上であった症例が 2 例、算定値が
負の値や 50 ml 以下または 150 ml より大きい過大な値となった症例が 21 例あったので除外し
た。算定値も実測値も 70 ml 以上 150 ml 以下であった症例は 13 例（36%）で、その回帰直線
は y = 0.81 x + 4、相関係数（ｒ）は 0.78 であった。心前負荷を示す Ved は、正常範囲内

（70ml～150ml）では、Pm、Pad、PEP、ET および SV から精度良く算定できることが示唆された。

＜参考文献＞
１）高久ら：第 31 回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会プログラム・抄録集，p. 31（2013

年 11 月 30 日，東京）.

一般演題 セッション４－２
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End-systolic left ventricular elastance (Ees) 
was estimated with Ecavi 

which is the product of Ees/Ea and CAVI

Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Faculty of Medical Science, University of Fukui, Japan

David K. Kayembe, Yurie Obata, Mitsuyo Hayabuch, Akiko Takaku, Kenji Shigemi

　Measurement of left ventricular pressure-volume relation is invasive, therefore, end-systolic 
left ventricular elastance (Ees) has not been monitored with clinical settings.  We developed 
non-invasive estimation of Ees/Ea using mean arterial pressure (Pm), diastolic arterial pressure 
(Pad), pre-ejection period (PEP) and ejection time (ET)1) based on the animal experiments2), 
whereas Ecavi is the original value of left ventricular contractility. 218 patients, who had the 
examinations of transthoracic echocardiogram (TTE), cardio-ankle vascular index (CAVI) and 
ankle-brachial pressure index (ABI) on the same day from May 2013 to Oct 2014 at Univ of 
Fukui Hosp, were recruited. CAVI and ABI were non-invasively measured with the vascular 
screening system (VaSera-1500, Fukuda Denshi).  138 patients were excluded to analyze 
because of missing parameters, ABI < 0.9, Ees/Ea < 0 or Ees/Ea > 3.  The equations previously 
reported1) were used to calculate Ees/Ea.  After that Ecavi was calculated as the product of 
Ees/Ea and CAVI. Real Ees was determined as follows: Ees = Ees/Ea × Pes / SV, in which SV 
(stroke volume) was measured with TTE.  The relation between Ecavi and the real Ees was as 
follows: Ees = 0.16 Ecavi + 0.29, r = 0.72.  We could non-invasively estimate Ees from Ecavi.

＜REFERENCE＞
1) Takaku et al.  Proc of 11th Annual Meeting Tokai-Hokuriku Br JSA, 2013; 11: Q01 
2) Hayashi et al.  Anesthesiol 2000; 92:1769  

一般演題 セッション４－３
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自発呼吸下で肺胞換気量を一定に保つ方法と
麻酔回路との比較から肺胞換気量を考えてみた

１）名古屋市立大学看護学部病態学（麻酔学）
２）名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学

薊　　隆文１）、播磨　　恵２）、祖父江和哉２）

　はじめに：自発呼吸下で換気量が増大しても肺胞濃度（FAO2、FACO2）が一定に保たれ
る回路の原理を低流量麻酔の回路と比較して肺胞換気量を考えてみた
構造：この回路を順次ガス供給システム (sequential gas delivery system: SGDS) と呼ぶ

（図）。SGDS は吸気路、呼気路、バイパス路からなる。吸気路には一方向弁、新鮮ガス供給口、
リザーバーバッグが、呼気路には一方向弁、呼気ガスリザーババッグが接続されている。バ
イパス路は吸気路と呼気路をバイパスし、この間には圧較差が生じたときのみ開放するバイ
パス弁が組み込まれている。一方向弁によって吸気と呼気が混合することはなく、また換気
量が新鮮ガス流量を超えた時はバイパス路を通じて呼気ガスが吸入されるようになってい
る。

　原理：CO2 で説明すると、SGDS の構造から、新鮮ガスが常に先に吸入されるようになる。
ガス交換に関与するのは肺胞に到達したガスのうち CO2 を含まないガス、すなわち新鮮ガ
スであり、再呼吸ガス（呼気ガス）はたとえ肺胞に到達しても換気に関与しない（解剖学的
死腔と同じ振る舞い）。従って、新鮮ガス流量が肺胞換気量を規定することになる。
　通常の麻酔回路との比較：低流量麻酔では新鮮ガス流量以上の換気量は再呼吸ガスによっ
て補われるが、閉鎖式循環回路の構造から、基本的には新鮮ガスが先に吸気され、再呼吸ガ
スが遅れて吸気される。この点は SGDS と同じである。しかし麻酔回路には CO2 吸着器が
組み込まれているため、CO2 に関しては再呼吸ガスも CO2 吸着後は新鮮ガスと同等になる。
しかし O2 に関しては再呼吸ガスということになり、CO2 と O2 とで換気に関与するガスの
量が異なる。つまり、同一の呼吸で肺胞換気量が異なることになる ?　そこで肺胞換気量に
ついて、定義を考え直してみると説明可能であった。

一般演題 セッション４－４
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協賛企業

セッション共催
日本光電関西株式会社

企業展示
コヴィディエンジャパン株式会社

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
扶桑薬品工業株式会社

広告掲載
旭化成ファーマ株式会社

エドワ－ズライフサイエンス株式会社
MSD 株式会社

株式会社大塚製薬工場
小野薬品工業株式会社

株式会社 JMS
スミスメディカル・ジャパン株式会社

一般社団法人日本血液製剤機構
富士フィルムメディカル IT ソリューションズ株式会社

ホスピーラ・ジャパン株式会社
マシモジャパン株式会社

寄付
小野薬品工業株式会社
CSL ベーリング株式会社

株式会社三笑堂
株式会社増富

飲料提供
ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー

＜五十音順／ 2014 年 11 月 20 日現在＞



　　　　　　　　　　　　　　 会　　則

第１章　総則
第１条　本会は日本麻酔・集中治療テクノロジー学会と称する。

第２条　本会の事務局は当分のあいだ、京都府立医科大学麻酔科学教室に置く。 

第２章　目的および事業
第３条　本会は麻酔・集中治療の領域においてコンピュータ応用の進歩と普及を図り、これを通じて

学術、社会の発展に寄与することを目的とする。

 第４条　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会、講習会などの開催
  2. 会誌などの刊行
  3. コンピュータ応用に関する研究調査
  4. その他

第３章　会員
第５条　本会の会員は次のとおりとする。
  1. 正会員：本会に賛同する医師、医療従事者ならびにコンピュータ工学やその技術に

関与する者で 所定の申込書を本会事務局に提出し会費を納人した個人
  2. 賛助会員：本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人または団体

  3. 名誉会員：本会のために功労のあった者の中から、別に定める申し合わせ事項によ
り選出され、総会の承認を受けた個人

第６条　会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
  1. 退会の希望を本会事務局に申し出たとき
  2. 会費を引き続き２年以上滞納したとき
  3. 死亡または失踪宣告を受けたとき
  4. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと評議員会が判定したとき

第４章　役員
第７条　本会に次の役員をおく。
   （１）会長 １名　（２）理事 若干名　（３）評議員 若干名（４）監事 ２名

第８条　本会の役員は次の規定により選出する。
  1. 会長は評議員会において選出し総会の承認を受ける。
  2. 理事は評議員会において選出し総会の承認を受ける。
  3. 評議員は正会員の中から会長が委嘱する。
  4. 監事は評議員会において選出し会長が委嘱する。

第９条　本会の役員は次の職務を行う。
  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
  3. 評議員は評議員会を組織し重要事項を審議する。
  4. 監事は業務および会計を監査する。

第 10条　本会の役員の任期は次のとおりとする。
  1. 会長の任期は１年とする。
  2. 理事の任期は３年とし再任を妨げない。
  3. 評議員の仕期は１年とし再任を妨げない。
  4. 監事の任期は３年とし再任を妨げない。

(1)



　　　　　　　　　　　　　　 

第５章　会議
第 11 条　本会の会議は次のとおりとする。
  1. 総会：毎年１回会長がこれを召集する。
  2. 理事会：理事会については細則で別に定める。
  3. 評議員会：会長がこれを召集し議長となる。
  4. 会の議決は出席者の過半数の賛成による。

第６章　会計
第１２条　本会の経費は会費、寄付金その他の収人をもってこれに充てる。

第１３条　本会会員の年会費は正会員 5,000 円、賛助会員 A：50,000 円、B：30,000 円とする。名
誉会員は会費を免除する。

第１４条   １．評議員会は毎年１回、会計報告書を作成し監事の監査を経て総会の承認を得るも
                                 のとする。
  ２．本会の会計年度は４月１日より３月３１日までとする。 

第７章　補則
第１５条　本会の会則は総会の承認を経て改定することができる。

第１６条　本会の会則施行に必要な細則は評議員会の議を経て別に定める。

【監事、理事の選出申し合わせ事項】
 1. 理事会構成員は前、現、次期会長、理事、監事で構成する。
 2. 監事は会長経験者の中から選ぶ。
 3. 理事のうち２名は評議員の中から選ぶ。
 4. 理事のうち１名は事務局から出す。

【名誉会員の選出申し合わせ事項】
 1. 名誉会員は会長、理事、監事経験者の中から選ぶ。

 ［付則］ この会則は昭和５８年１１月３日より施行する。
 ［付則］ この会則は昭和６０年１０月５日より施行する。
 ［付則］ この会則は昭和６１年１１月１５日より施行する。
 ［付則］ この会則は昭和６２年１１月２１日より施行する。
 ［付則］ この会則は平成元年１１月１８日より施行する。
 ［付則］ この会則は平成８年１２月８日より施行する。
 ［付則］ この会則は平成９年１１月２２日より施行する。
 ［付則］ この会則は平成１１年１１月２７日より施行する。

 ［参考］ 本会の英文による名称は Japan Society of Technology in Anesthesia として、その略称は JSTA
とする。

(2)



　　　　　　　　　　　　　　 役　　員

理事
稲垣　喜三（常任）　鳥取大学医学部附属病院麻酔科 
内田　　整（常任）　大阪府済生会千里病院麻酔科 
太田　吉夫（常任）　香川県立中央病院 
尾崎　　眞 （常任）　東京女子医科大学麻酔科学教室 
風間　富栄（常任）　防衛医科大学校麻酔学講座 
杵淵　嘉夫（常任）   
佐和　貞治（常任）　京都府立医科大学麻酔科学教室 
重見　研司（常任）　福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学 
田中　義文（常任）　草津総合病院 
中尾　正和（常任）　JA広島総合病院麻酔科 
橋本　　悟（常任）　京都府立医科大学集中治療部 
森　隆比古（常任）　大阪府立急性期・総合医療センター麻酔科 
上村　裕一（選任）　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科麻酔・蘇生学教室 
坂本　篤裕（選任）　日本医科大学附属病院麻酔科学 
白神豪太郎（選任）　香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科 
 
名誉会員
青柳　卓雄　日本光電 
天方　義邦
新井　豊久 　 
池田　和之 　 
伊藤　祐輔　沢田記念高岡整志会麻酔科 
尾山　力（故） 　 
神山　守人   
畔　　政和   
崎尾　秀彰　宇都宮記念病院院長 
重松　昭生   
諏訪　邦夫   
侘美　好昭   
豊岡　秀訓   
橋本　保彦（故）   
藤森　　貢   
森　　秀麿   
盛生　倫夫   
山村　秀夫   

監事
諏訪　邦夫　 
藤森　　貢 

評議員
薊　　隆文　名古屋市立大学看護学部病態学（麻酔学） 
浅山　　健　エイ・エス・エイ会豊島麻酔科診療所 
石川　岳彦　北海道大学医学部侵襲制御医学講座 
石川　真士　日本医科大学附属病院麻酔科 
稲垣　喜三　鳥取大学医学部附属病院麻酔科 
稲田　英一　順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座 
岩瀬　良範　埼玉医科大学麻酔科 
　 (3)



　　　　　　　　　　　　　　 

内田　　整　大阪府済生会千里病院麻酔科 
太田　吉夫　香川県立中央病院 
尾崎　　眞　東京女子医科大学麻酔科学教室 
風間　富栄　防衛医科大学校麻酔学講座 
片山　勝之　手稲渓仁会病院麻酔科 
上農　喜朗　社会保険紀南病院麻酔科 
上村　裕一　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生体機能制御学講座侵襲制御学 
菊地　博達　我孫子東邦病院麻酔科 
杵淵　嘉夫   
財津　昭憲　雪ノ聖母会聖マリア病院 
斎藤　智彦　岡山労災病院麻酔科 
佐伯　　昇　広島大学病院手術部（麻酔・蘇生学） 
坂本　篤裕　日本医科大学附属病院麻酔科学 
讃岐美智義　広島大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔蘇生学 
佐和　貞治　京都府立医科大学麻酔科学教室 
重見　研司　福井大学医学部器官制御医学講座麻酔・蘇生学 
白神豪太郎　香川大学医学部附属病院麻酔・ペインクリニック科 
菅井　直介　湘南藤沢徳洲会病院麻酔科 
鈴木　利保　東海大学医学部麻酔科学教室 
惣谷　昌夫　愛媛県立新居浜病院　麻酔科 
祖父江和哉　名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔・危機管理医学分野 
田中　義文　草津総合病院麻酔科 
津崎　晃一　日本鋼管病院麻酔科 
寺井　岳三　大阪労災病院麻酔科 
土井　松幸　浜松医科大学医学部　集中治療部 
遠井　健司   
中尾　正和　JA広島総合病院麻酔科 
長田　　理　がん研有明病院麻酔科 
中山　英人　埼玉医科大学病院麻酔科 
野上　俊光　成尾整形外科病院　 
野坂　修一　森ノ宮医療大学理学療法学科 
萩平　　哲　大阪大学大学院医学系研究科麻酔・集中治療医学講座 
橋本　　悟　京都府立医科大学集中治療部 
原　真理子　千葉県立こども病院麻酔科 
東　　兼充　くまもと麻酔科クリニック 
平井　正明　日本光電工業 ( 株 ) 
福山　東雄　東海大学医学部附属八王子病院麻酔科 
本田　亮一　札幌徳州会病院呼吸器科 
増井　健一　防衛医科大学校麻酔学講座 
松永　　明　鹿児島大学医学部麻酔科 
松本　尚浩　東京慈恵会医科大学麻酔科学講座 
丸山　一男　三重大学医学部麻酔科学教室 
美馬　正彦　美馬外科・麻酔科医院 
森　隆比古　大阪府立急性期・総合医療センター医療情報部 
安本　和正　ひたち医療センター 
横山　博俊　金沢医療センター麻酔科 
吉武　重徳　九州保健福祉大学臨床工学科 
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　　　　　　　　　　　　　   歴 代 会 長

第 1回 　1983 年 　尾山　　力 　東京都 
第 2回　 1984 年　 池田　和之 　大阪府 
第 3回 　1985 年 　神山　守人 　東京都 
第 4回　 1986 年 　藤森　　貢 　大阪府 
第 5回 　1987 年 　侘美　好美 　愛知県 
第 6回 　1988 年 　田中　　亮 　神奈川県 
第 7回 　1989 年 　伊藤　祐輔 　富山県 
第 8回　 1990 年 　天方　義邦 　滋賀県 
第 9回 　1991 年 　盛生　倫夫 　広島県 
第 10回  1992 年 　本多　夏生　 大分県 
第 11回  1993 年 　森　　秀麿 　石川県 
第 12回  1994 年 　新井　豊久　 愛知県 
第 13回  1995 年 　諏訪　邦夫 　東京都 
第 14回  1996 年 　重松　昭生　 福岡県 
第 15回  1997 年 　田中　義文 　京都府 
第 16回  1998 年 　橋本　保彦 　宮城県 
第 17回  1999 年 　豊岡　秀訓 　茨城県 
第 18回  2000 年 　新井　達潤 　愛媛県 
第 19回  2001 年 　太田　吉夫　 岡山県 
第 20回  2002 年　 尾崎　　眞 　東京都 
第 21回  2003 年 　畔　　政和 　大阪府 
第 22回  2004 年 　崎尾　秀彰　 栃木県 
第 23回  2005 年　 野坂　修一 　滋賀県 
第 24回  2006 年 　安本　和正 　東京都 
第 25回  2007 年 　風間　富栄 　埼玉県 
第 26回  2008 年 　重見　研司 　福井県 
第 27回  2009 年 　稲田　英一 　東京都 
第 28回  2010 年　 稲垣　喜三 　鳥取県 
第 29回  2011 年 　祖父江和哉 　愛知県 
第 30回  2012 年 　上村　裕一　 鹿児島県 
第 31回  2013 年 　坂本　篤裕 　東京都 
第 32回  2014 年 　橋本　　悟 　京都府 
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