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Welcome to the January 2023 Anesthesiology 
podcast. I’m Evan Kharasch, Editor-in-
Chief, 
bringing you some highlights from the first 
issue of the new year. This month, we 
discuss a study 
examining cryoneurolysis and its 
effectiveness in relieving phantom limb 
pain, look at the safety
of beta-blockers prior to surgery, and the 
influence of intraoperative supplemental 
oxygen on 

preventing postoperative nausea.  This issue also includes a 
Clinical Focus Review on anaphylaxis 
with tips to manage it in the perioperative setting. Lastly, 
we’ll conclude with practice guidelines
that include evidence-based recommendations on the 
appropriate management of 
neuromuscular monitoring.

ようこそ、2023年1月のAnesthesiology Podcastへ。私は編集長の
エバン・カラシュです。
1月の雑誌よりいくつかのトピックスをあなた方に届けます。
今月は、幻肢痛に対する凍結神経溶解術の効果、手術前のβ遮断薬
の安全性、術後嘔気の予防に対する術中酸素付加の効果についてお
話しします。
今回は、周術期のアナフィラキシーについてのクリニカルフォーカ
スレビューとその対応
についても含みます。最後に、我々は神経筋モニタリングの適切な
管理についてエビデンスに
基づいた推奨を含むプラクティスガイドラインについても付け加
えます。

22-00715
We’ll start with a prospective investigation that looks at 
relieving phantom pain after lower limb 
amputation. Between 50 to 85% of amputation patients develop 
chronic pain perceived as 
originating from the missing limb.  Brian Ilfeld from the 
University of California, San Diego and 
researchers from the PAINfre group tested whether a single 
cryoneurolysis treatment could 
decrease phantom pain.  144 patients were enrolled at 6 
medical centers.  All patients received 
a single-injection femoral and sciatic nerve block with 
lidocaine.  They were then randomized to
receive either ultrasound-guided percutaneous cryoneurolysis 
or sham treatment. Pre-
treatment phantom pain scores were similar for both groups 
with a median score of 5.  At 4
months, average phantom limb pain scores were 4.3 for 
cryoneurolysis treatment and 4.5 for
placebo, with an estimated difference in means of 0.1.  
Based on the study protocol,
percutaneous cryoneurolysis did not affect chronic lower 
extremity phantom pain four months 
following treatment. 

下肢切断後の幻肢痛に対して、軽減させる方法の前向き研究から始
めます。切断した患者の
50-85%に幻肢痛が認められています。カリフォルニア大学サンデ
ィエゴ校の
ブリアン・イルフェルド、およびペイングループの研究者達は、単
回の凍結神経溶解術
が幻肢痛を軽減できるかについて調査しました。6つの医療センタ
ーで144人の患者さんが
対象となりました。全ての患者は、リドカインによる大腿・坐骨神
経ブロックを受けて
ました。患者は、超音波ガイド下経皮的凍結神経溶解術あるいは偽
薬療法を受けるかを
ランダムに分けられました。治療を受ける前の痛みは、両群とも中
央値が5で共通でした。

凍結神経溶解術を受けた患者群が4ヶ月後で4.3、偽薬療法を受けた
患者が4.5と平均で0.1の違いを認めました。この研究プロトコール
に基づいて、経皮的凍結神経溶解術は、4ヶ月後の慢性的幻肢痛に
は影響を与えなかったと結論づけました。

22-00176
Our next study focuses on the pharmacokinetics of lidocaine 
in donor partial hepatectomy.  Over
the past 10 years, the number of living donor hepatectomies 
has almost doubled from 282 in
2010 to 524 in 2019.  Approximately 21 to 27 percent of 
patients report acute surgical pain after 
hepatectomy for donation.  This pain can last up to one year 
following donation.  One approach
to try and mitigate pain is a lidocaine infusion.  Lidocaine 
is eliminated by the liver and decreased 
hepatic metabolism and clearance after liver resection 
raises concerns about safe lidocaine
dosing in this patient population.  Cara Crouch from the 
University of Colorado School of 
Medicine and colleagues tested whether lidocaine clearance 
is reduced after a partial 
hepatectomy.  Fifteen patients undergoing a partial 
hepatectomy received an intravenous 
lidocaine bolus during anesthesia induction.  Researchers 
collected blood samples from the 
patients before and immediately after anesthesia, during 
hepatectomy, 30 minutes after 
completion and 24 hours after surgery end.  They found that 
lidocaine elimination clearance was
reduced to about one third of the baseline clearance after 
the donor graft was surgically isolated 
and removed.  The major determinant of post-hepatectomy 
lidocaine clearance was the amount 
of liver remaining.  At the lidocaine dose used, plasma 
concentrations of lidocaine and 
metabolites generally remained below the theoretical toxic 
threshold.  The authors conclude that 
Intravenous lidocaine infusions can be used in patients 
undergoing partial hepatectomy for living
 donation, but the lidocaine infusion should be stopped when 
the liver is resected.

続いて、ドナーの部分肝臓切除におけるリドカインの薬物動態につ
いての研究を紹介します。
生体肝移植の数は、この10年で2010年の282から2019年の524症例へ
と倍に増えてきました。
約21-27％のドナー患者が術後急性痛を認めたことが報告されてい
ます。この痛みは、
1年間続くことがあります。そして、痛みを軽減させる一つの方法
として、リドカイン注入
です。リドカインは、肝臓で分解・代謝されるため、肝臓切除後の
クリアランスは、
安全なリドカイン投与量への懸念に繋がります。コロラド大学医学
部のカーラ・クラウチ
 
及び同僚らによって、リドカインクリアランスが部分肝臓切除後に
減少するかが
調査されました。部分肝臓切除を受けた15名の患者が、全身麻酔導
入中にリドカインの
静脈内投与を受けました。研究者は、麻酔導入前、導入直後、肝臓
切除中、切除完了
30分後、手術後24時間で患者より血液サンプルを取得しました。
結果、リドカインクリアランスは、切除後に基準値の3分の1に減少
することを発見しました。
この肝臓切除後のリドカインクリアランスの決定要素は、残存肝臓
の容量でありました。
リドカインが投与された際、リドカイン及び代謝産物の血中濃度
は、中毒域より低く
維持されます。著者らは、静脈内へのリドカイン投与は、生体肝移
植ドナーに使用
出来るが、肝臓切除後は止めるべきだと結論づけました。
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21-01187 and 22-01104
We’ll look now at a retrospective analysis of beta-blocker 
use prior to major abdominal surgery. 
Major adverse cardiac events occur in about 1.4% to 3.9% of 
patients following non-cardiac 
surgery.  In their practice guidelines, the American College 
of Cardiology and American Heart
Association recommended beta-blocker use a day prior to 
surgery. But the POISE trial found that 
preoperative beta-blocker use within hours prior to surgery 
increased the risk of hypotension, 
stroke and death.  After that trial, the use of beta-
blockers just prior to surgery was reduced. 
However the effect of beta-blocker initiation in the weeks 
before major noncardiac surgery on 
the risk of stroke or major adverse cardiac events practice 
remained unknown.  Researchers led 
by Nicholas McKenzie from the University of Chicago, 
Illinois and colleagues theorized that there 
was no association between preoperative beta-blocker use 
within 60 days of surgery and the risk 
of stroke in patients undergoing major abdominal surgery.  
They studied the records of 241,000 
patients who underwent major abdominal surgery between 2005 
and 2015.  In the group, almost 
76% were beta-blocker naïve, 2% began a beta-blocker within 
60 days of surgery and 22% were 
on a chronic beta-blocker >60 days prior to surgery.  The 
overall frequency of stroke was 0.2%. 
After propensity score weighting, patients initiated on a 
beta-blocker within 60 days of surgery 
or who were on chronic beta-blocker were found to have a 
similar stroke risk as patients who 
were beta blocker naïve.  These results suggested there is 
no association between stroke and 
preoperative beta-blocker initiation within 60 days of 
surgery or between stroke and chronic 
beta-blocker therapy among patients undergoing elective 
major abdominal surgery.  In an 
accompanying editorial, Drs. Jessica Spence and Sachin 
Kheterpal state that based on this study, 
the use of beta-blockers is “most likely safe.”  However, 
they stress that clinicians should make 
patient-centered decisions based on the evidence, considering 
the potential benefits and harms. 
Listen to the author and editorialist discuss this topic 
further in the article’s Featured Author 
podcast.

続いて、主要な腹部外科手術前のβ遮断薬使用についての後ろ向き
研究について紹介します。
主要な有害心イベントは、非心臓手術を受ける患者の1.4-3.9%発生
します。ACC/AHA
プラクティスガイドラインでは、β遮断薬を手術前日に使用するこ
とが推奨されています。 
しかしPOICE trialでは、手術の数時間以内での術前のβ遮断薬使
用は、低血圧・脳梗塞や
死亡リスクを増加させると報告されています。
このtrial後、手術前のβ遮断薬使用は減少しました。しかしなが
ら、主要な非心臓手術の
数週間からβ遮断薬を開始すると、脳梗塞のリスクや有害心イベン
トがどのように
影響するかが不明なままでありました。そこで、シカゴ大学のニコ
ラス・マッケンジー他
イリノイ大学を含めた研究者らによって、主要腹部外科手術を受け
る患者の手術前60日以内の
β遮断薬使用と脳梗塞リスクとは関連性が無いと仮説を立てまし
た。
2005年から2015年までの主要腹部外科手術を受けた241,000人の患
者さんを対象として調査がされました。

結果、76％の患者がβ遮断薬を内服しておらず、2％が手術前60日
より以前にβ遮断薬を内服し、
残り22％は手術前60日以内から内服されていました。全体の脳梗塞
発症率は、0.2%でした。
プロペンシティースコアによる調整後、手術60日以内でβ遮断薬を
内服した患者と
60日以前より内服していた患者や服用していない患者の脳梗塞発症
率に有意差を認めません
でした。これらの結果から、主要腹部外科手術を受ける患者の脳梗
塞発症と手術前60日以内の
β遮断薬内服や、手術前60日より以前からのβ遮断薬内服と脳梗塞
発症とは、
関連性がないことが示唆されました。
論説委員のジェシカ・スペンスやサーキン・ケターパルによれば、
この研究結果から
β遮断薬の使用はおそらく安全であろうと述べています。しかしな
がら、臨床家は
エビデンスを元に決断しなければならず、リスクベネフィットを考
慮しなければならない
とも強調しています。この話題は、今後も論じていきたいと思いま
す。

22-00175 and 22-01178
Our next study also explores two common topics in surgery.  
Specifically, the problem of 
postoperative nausea and vomiting, and, the use of 
intraoperative supplemental oxygen.  About 
one-third of surgical patients suffer from postoperative 
nausea and vomiting. Researchers led by 
Metabel Markwei at the Cleveland Clinic and colleagues 
theorized that the use of intraoperative 
supplemental oxygen might reduce postoperative nausea.  They 
conducted an unplanned 
retrospective sub-analysis of a previous trial that 
evaluated the effect of 80% versus 30% 
intraoperative inspired oxygen on surgical site infection.  
This analysis assessed the effect of 80% 
versus 30% oxygen on the incidence of postoperative nausea 
and/or vomiting.  The incidence of 
postoperative nausea and vomiting was not different between 
patients assigned to 80% and 30% 
oxygen.  The authors also conducted a systematic review, 
which included 15 trials in more than 
7,000 patients.  In the review, they included trials in 
adults who had general anesthesia where 
the assigned low inspired oxygen was less than half the 
assigned high inspired oxygen.  This too 
found that supplemental oxygen did not affect postoperative 
nausea and vomiting.  In an 
accompanying editorial, authors David Douin and Ana 
Fernandez-Bustamante recognize that the 
ideal titration of oxygen delivery in hospital care is still 
undetermined. They note that the study 
results are “clear,” that intraoperative oxygen 
administration has no clinical benefit on 
postoperative nausea and vomiting, meaning that 
intraoperative oxygen should only be 
administered to prevent or treat hypoxemia. For more 
information, listen to the Featured Author 
podcast featuring the study author and editorialist.  

続いては、手術における2つの共通したトピックスを紹介します。
とくに、術後の嘔気・
嘔吐と術中の酸素付加についてです。外科手術を受ける3分の1の患
者に術後の嘔気・嘔吐が認められることが判っています。クリーブ
ランドクリニックのメタベル・マークウェイおよびその同僚らは、
術中の酸素付加が術後の嘔気を軽減させる可能性について仮説を立
てました。
彼らは、手術部位感染症に対して、術中の吸入酸素濃度が80％ある
いは30％が良いのかを評価した過去の研究に対する後ろ向きのサブ
解析を行いました。

 >



TRANSCRIÇÃO DE PODCAST

1月 2023 ANESTHESIOLOGY, V 138   •   NO 1

この解析では、術中の吸入酸素濃度80％と30％では、どちらが術後
の嘔気・嘔吐の発症率が
多いかも評価されました。結果、術後の嘔気・嘔吐の発症率に有意
差を認めませんでした。
筆者らは、15のトライアルを含む7000人を超える方を対象とした系
統的レビューを施行
しました。このレビューでは、割り当てられた高濃度酸素の半分未
満の酸素濃度で
全身麻酔を受ける成人のトライラルも含んでおります。酸素付加が
術後の嘔気・嘔吐に
影響を与えないことも発見しました。論説編集委員のデービット・
デューインや
アナフェルナンデス・ブスタマンテは、治療における酸素供給の理
想的な漸減方法は
まだ決まっていないことを認めています。彼らは、この研究結果は
明らかであり、
術中の酸素付加は術後の嘔気・嘔吐への利点はなく、術中の酸素付
加は低酸素血症を
防ぐためだけにあることを述べています。さらなる情報提供のため
に、研究主導者や
編集委員からの新たな知見を待ちましょう。

22-00929
This month’s clinical focus review provides an overview of 
anaphylaxis, including its incidence, 
pathophysiology, presentations and acute management in the 
perioperative setting. 
Anesthesiologists care for patients in a myriad of settings. 
Patients receive a variety of drugs, 
blood products and/or imaging agents. Each of these has the 
potential for an adverse reaction, 
the most life-threatening being anaphylaxis. Authors Charles 
Tacquard, Toshiaki Iba and Jerrold 
Levy stress the importance of rapid diagnosis and management 
of cardiopulmonary dysfunctions 
that can occur due to anaphylaxis. 

今月のクリニカルフォーカスレビューでは、アナフィラキシー、そ
の発生、病態生理、
周術期の管理についての概要を紹介します。麻酔科医は、無数の場
面で患者のケアをします。
患者は、様々な薬剤、血液製剤や造影剤を受けます。これらの製剤
のそれぞれに
有害反応を発生させる要素があり、最も危険であるのがアナフィラ
キシーです。
筆者のチャールズ・タッカード、イバ・トシアキ、ジェラード・
レビーは
アナフィラキシーの迅速な診断とそれによる心肺機能障害への対応
の重要性を説いています。

22-00560 and 22-01544
Practice guidelines provide recommendations for anesthesia 
care supported by synthesis and an 
analysis of the existing literature. Their aim is to improve 
patient care.  This issue includes a major 
new practice guideline with evidence-based recommendations 
on the appropriate management 
of neuromuscular monitoring.  The guidance document was 
developed by a task force from the 
American Society of Anesthesiologists.  It focuses on the 
pharmacology of antagonizing 
neuromuscular blockade, and the monitoring of that reversal.  
It includes recommendations on 
the appropriate type and site of monitoring and dosing of 
different antagonist drugs depending 
on the depth of the blockade. In their accompanying 

editorial, Sorin Brull and Aaron Kopman 
state that the recommendations are straight-forward and 
scientifically sound. They conclude, “it 
is time to internalize the recommendations of these 
guidelines.”
Thank you for joining me at the start of this new year.  But 
before I go, let me mention one more 
item of importance.  Medical research and scholarly 
publishing continue to change.  And 
Anesthesiology takes great effort and pride to introduce new 
initiatives to benefit our readers 
and our authors.  In the last year, we implemented new 
initiatives that have accelerated the 
article publication process to only 3 days after manuscript 
acceptance, streamlined the 
manuscript submission process, and introduced a new type of 
research article.  We also 
expanded our resources for authors.  For a deeper look into 
what’s changed recently, read 
“Anesthesiology 2023: Ch-ch-ch-ch-changes” in this 
month’s issue and visit our website at 
anesthesiology.org. 
That’s all for this month’s overview. Thank you again for 
listening, and be sure to join me next 
month for highlights from the February 2023 issue. 

麻酔のプラクティスガイドラインは、世に出た文献の合成や分析が
元になっています。
ガイドラインは、患者治療を改善させるためにあります。神経筋
モニタリング
の適切な管理について、エビデンスを元にした推奨がされている新
しいプラクティス
ガイドラインを含んでいます。このガイドラインは、ASAからのタ
スクフォースによって、
推進されています。ガイドラインでは、神経筋遮断薬の薬理学やそ
の拮抗に対する
モニタリングについてフォーカスを当てています。適切なモニタリ
ングの種類や
モニタリングする部位、筋弛緩の程度に対する拮抗薬の投与量につ
いてもガイドラインで
触れています。論説編集委員であるソリン・ブラル、アーロン・
コプマンは、
推奨というものは、論理がまっすぐであり、科学的に強固なもので
あると述べています。
彼らは、これらのガイドラインの推奨を習得するには、時間を要し
ますと述べています。

本年度のスタートにご参加いただきありがとうございました。一つ
重要なことを付け加え
させてください。医学研究や学術出版は変化し続いています。医学
雑誌Anesthesiologyは、
読者や筆者に利益を与える新しい取り組みを誘導するため、大きな
努力とプライドを持って
進んでいきます。昨年度に、我々は論文発行を論文アクセプトから
3日に早め、
原稿提出プロセスを合理化し、新しい形式の研究論文も掲載する取
り組みを始めています。
また、論文筆者にためにリソースを拡張しました。最近、何が変わ
ったかを観察
するために、Anesthesiology webサイトのAnesthesia 2023 ch-ch-
ch-ch-changesをご覧
ください。

視聴いただきましてありがとうございました。2023 2月のハイラ
イトで
またお会いしましょう。


