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は じ め に

現在の獣医療では全身麻酔下での外科手術が日常的に
実施され、注射麻酔薬や揮発性吸入麻酔薬を用いた全身
麻酔法が広く用いられている。しかしながら、吸入麻酔
法では、吸入麻酔器や揮発性吸入麻酔薬と酸素を供給す
るための設備が必要となる。また、吸入麻酔法では、揮
発性吸入麻酔薬を含んだ余剰ガスが大量に発生し、その
多くは大気に放出されている。一方で、注射麻酔薬や鎮
痛薬を用いた全静脈麻酔法（TIVA : total intravenous
anesthesia）では、吸入麻酔器のような特別な装置が必
要なく、さらに、投与されたすべての薬剤が体内で代謝
され尿中へ排泄されることから、吸入麻酔法に比較して、
大気汚染は格段に少ない。
さらに、近年のTIVAをめぐる環境の変化として、レ

ミフェンタニルと末梢神経ブロックにより十分な鎮痛が
可能となったこと、ロクロニウムとスガマデクスにより
十分な筋弛緩効果を得られるようになったことがあげら
れる。これらの登場により、TIVAは安全に、そして容
易に実施することが可能となった。残った課題は、プロ
ポフォールをいかにじょうずに使っていくかということ
である。医療におけるプロポフォールを用いたTIVAで
は、術中覚醒が大きな問題となっている。術中覚醒や術
後の覚醒遅延を避けながら、至適な目標血中濃度を設定
する技術を身に付ける必要がある。
本稿では、目標血中濃度を設定するコツを中心に、筆

者が行っているプロポフォールとレミフェンタニルを用
いたTIVAの実際について概説する。

吸入麻酔と比較したTIVAの利点

吸入麻酔と比較すると、TIVAからの覚醒は穏やかで
興奮が少ない。実際に筆者らは、TIVAを2時間実施し
た馬における麻酔回復の質は極めて高いことを報告して
いる［1］。
換気により導入および排出される吸入麻酔薬と異なり、

静脈麻酔薬は静脈内に投与され、分布と代謝および排泄
により血中濃度が低下する。すなわち、麻酔の導入・覚
醒に換気が関与しない。換気が薬物動態に影響しないた
め、特に呼吸器外科の麻酔では有利である。吸入麻酔か
らの覚醒には十分な換気量が必要であり、一旦意識が回
復しても、換気量の減少があると鎮静状態に戻ることが
ある。しかしTIVAでは、覚醒時に軽度の呼吸抑制があっ
ても許容され、換気量を下げて換気ドライブを亢進させ
ることも可能である。換気条件にかかわらず麻酔薬の血
中濃度が低下するため、覚醒時に再鎮静状態に戻ること
は少ない。また、発生頻度は少ないものの、吸入麻酔薬
使用時には、悪性高熱の発生も考慮する必要がある。し
かし、吸入麻酔薬を使用しないTIVAは悪性高熱を発生
するリスクが小さい。そして、冒頭でも述べたが、吸入
麻酔薬の漏れによる手術室の汚染は、医療従事者にとっ
て大きな問題である。それだけでなく、大気汚染の観点
からは、地球環境中の生物への影響も問題である。TIVA
で麻酔管理した場合、麻酔回路から漏れるガスは酸素、
窒素、二酸化炭素であり、生体への影響はない。イソフ
ルランおよびセボフルランのような揮発性吸入麻酔薬は
フッ素化合物であり、大気に放出された麻酔薬は地球温
暖化およびオゾン層の破壊に影響を及ぼす。
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