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ポッドキャストの写し
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こんにちは。Anesthesiologyの編集長：Evan 
Kharasch（エヴァン・カラッシュ）です。2022
年11月号に掲載された研究を，ご紹介します。
今月号では、①乳房切除後の痛みに対する，ク
ライオ・ニューロ_リシス、②「山火事の煙」に
曝露されたあとの小児患者の_呼吸器合併症、③
心臓外科患者の有害な転帰を，術後の血行動態
を因子にして予測できるか，　などについてご
紹介します。 
また，①小児患者における周術期の「輸血」閾
値，に関するclinical focus reviewと、②目の
疾患がある患者や，手術後に目の合併症をきた

すリスクが高い患者に対する，麻酔管理についてのreviewもご紹
介します。

Hi, this is Evan Kharasch, Editor-In-Chief of 
Anesthesiology, here to highlight the research published in 
the November 2022 issue of the journal. In this month’s 
issue, we explore the use of cryoneurolysis to treat pain 
following mastectomy, respiratory complications in pediatric 
patients after exposure to wildfire smoke, and postoperative 
hemodynamic deterioration among cardiac surgical patients 
as a predictor for adverse outcomes.  Our clinical focus 
review offers guidance into transfusion thresholds for 
perioperative pediatric patients, and our review article 
offers insight and guidance into providing anesthesia to 
patients with eye diseases or at risk of developing eye 
disease after anesthesia.
 
最初の臨床研究は、乳房切除後の痛みに対する，超音波ガイド下・
経皮的・クライオ・ニューロ_リシス＝「低温・神経破壊術」，に
関するものです。
乳がんは、女性に最も多い悪性腫瘍で，毎年16万人を超える人が診
断されていますし，何万人もの人が，「予防的に」乳房切除を受け
ています。　術後急性期の痛みは，重篤なこともあり、また1 か月
以上続くこともあります。最大 57% もの患者が，術後「 6 か月
～12 か月」も，痛みを訴えるといわれています。
カリフォルニア大学サンディエゴ校のBrian Ilfeld（ブライアン・
イル_フェルト）らの研究班は、1回のクライオ・ニューロ_リシス
で、乳房切除後の急性痛，および慢性痛が，「軽減する」と結論
づけました。　この臨床試験には，60 人の患者が登録されて、実
際にクライオ・ニューロ_リシスを受ける群と，「ニセ」のクライ
オ・ニューロ_リシスを受ける群とに，無作為に割り付けられまし
た。主要評価項目は、術後 2 日目午後の痛みで，これは，0 ～ 10
の評価尺度で測定した平均痛みスコアとしました。結果は，痛みス
コアの中央値が，クライオ・ニューロ_リシス群が「0」，対照群が
「3」でした。　この研究では、術前・単回の超音波ガイド下・ク
ライオ・ニューロ_リシスが、鎮痛効果を向上させて、オピオイド
の必要量を減らす，というエビデンスが示されました。
Editorialでは，Brigham and Women’s Hospital（ブリガム・アン
ド・ウィメンズホスピタル）のJames Rathmell（ジェームズ・ラth
メル）が、これは「驚くべき結果」である，としながらも，小規模
な研究であるため、広く採用することには注意を促しています。よ
り詳細で、縦断的で，痛みと神経障害の測定に，十分検証された測
定法を用いる研究が，今後求められると，しています。
著者とラスメル氏による，featured author podcast（フィーチャ
ード・オーサー，ポッドキャスト）のほうも，ぜひお聞きくださ
い。

Our first clinical study explores the use of ultrasound-
guided percutaneous cryoneurolysis to treat pain following 
mastectomy. Breast cancer is the most common malignancy in 
women with over 160,000 new cases identified annually.  Tens 
of thousands of women undergo prophylactic mastectomies. 
Pain in the acute postoperative period can be severe 
and last for a month or more with up to 57% of patients 
reporting pain 6-12 months after surgery.
Researchers led by Brian Ilfeld and colleagues from the 
University of California San Diego and elsewhere theorized 
that a single application of cryoneurolysis would lower 
post-mastectomy acute and chronic pain. This trial enrolled 
60 patients, who were randomized to either active or sham 

cryoneurolysis. The primary end-point was the average pain 
score the afternoon of postoperative day 2, measured using 
a 0-10 rating scale.  The study found that on postop day 2, 
participants who had received active cryoneurolysis had a 
median pain score of 0 versus 3 in patients given the sham. 
Their research provides evidence that a single preoperative 
application of ultrasound-guided cryoneurolysis can result 
in better analgesia and lower opioid requirements.
In an accompanying editorial, James Rathmell from Brigham 
and Women’s Hospital acknowledges that these are 
“astounding results” but cautions against widespread 
adoption due to the small study size.  He recommends future 
studies with more detailed, longitudinal and well-validated 
measures of pain and neuropathy. Listen to the featured 
author podcast with the study author and Dr. Rathmell.  

続いての臨床研究は，山火事の煙による「質のよくない空気」に曝
露された小児患者の，呼吸器合併症に関する研究です。
山火事は、この30 年間で増加しています。2020 年には、アメリカ
とカナダで合わせて 41 件の，大規模な山火事が発生しました。
山火事は大気を汚染し、環境と，公衆衛生の，両方に影響を及ぼ
しています。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校の Benjamin Marsh（ベン
ジャミン・マーシュ）らは、0歳 ～ 18 歳の小児患者を対象にし
た，後ろ向きコホート研究を行いました。 2018 年に起きた「キャ
ンプ ファイヤ」と名付けられた山火事と， 2020 年 8 月に起きた
「コンプレックス ファイヤ」と名付けられた山火事の影響を、同
大学の麻酔科で，管理した患者で，調査しました。　麻酔管理し
た 1,116 人のうち、556 人が山火事の時期でした。　この研究に
おける呼吸有害事象の定義は，研究期間中の，喉頭けいれん、気管
支けいれん、デサチュレーション，再挿管，と定義されました。全
体的として呼吸有害事象の発生率は ，約42% ，でした。著者たち
は、　「不健康な空気」は、潜在的なリスク因子を持つ小児患者
の，麻酔中の呼吸有害事象のリスクを高める可能性があることを，
発見したのです。
より詳細な情報については、featured author podcast（フィーチ
ャード・オーサー，ポッドキャスト）を，お聞きください。

Next, we turn to another clinical study, this one on 
respiratory complications in pediatric patients exposed to 
poor air quality from wildfire smoke. Wildfire activity has 
increased over the past three decades.  In 2020, there were 
41 major wildfires in the United States and Canada. These 
fires have resulted in increased air pollution, affecting 
both the environment and public health. Benjamin Marsh and 
colleagues from the University of California, San Francisco, 
conducted a retrospective cohort study of pediatric patients 
aged 0-18 years. The effects of the 2018 Camp Fire and 
the 2020 August Complex Fire were studied in patients who 
presented for an anesthetic encounter at the UCSF. Out of 
the 1,116 patients who had an anesthetic encounter, 556 of 
these were during a wildfire period. Adverse respiratory 
events were defined as laryngospasm, bronchospasm, 
desaturation and reintubation during the study period. The 
overall adverse respiratory event rate was slightly over 
42%. The authors find that unhealthy air may increase the 
risk of an adverse respiratory event during anesthesia in 
pediatric patients with underlying risk factors.  Listen to 
the featured author podcast for more in-depth information. 

次も、小児患者と麻酔リスクに関する，臨床研究です。
周術期のリスク評価のための，さまざまな予測モデルが、さまざま
な手術アウトカムについて，開発されています。このシステマティ
ック レビューでは、小児患者の周術期死亡率の予測スコアを，開
発、修正、検証した，既存の研究を，評価しました。
オランダ・ロッテルダムにある，エラスムス大学メディカルセンタ
ーのVirginia Tangel（バージニア・タンゲル）らの研究班は、「
検証」が，不足していると，結論づけました。　この論文に含ま
れる研究は、0歳 ～ 18 歳の小児患者，あるいは21 歳までの患者
を，対象にしたものです。　これらの研究を、「手術」を受けた患
者と，「麻酔下での処置」を受けた患者とに，分けて，解析しまし
た。　 10 編の研究が選択基準を満たしましたが，そのうち 9つの
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研究は、30日死亡率を予測するための，新しいリスクスコアの「開
発」に関するもので、「外部」検証をするために行われていた研
究は，1つだけでした。　すべてのスコアは，そのデータ内での検
証・つまり内部検証「では」良好な結果を示していましたが、「外
部」検証がなされていないため，推奨されるスコアは，ありません
でした。　ある特定のスコアを大々的に改良するよりもまず、今あ
るものを検証し，もっと修正する必要があるでしょう。

Our next clinical study also involves pediatric patients and 
anesthesia risk. Different models for perioperative risk 
have been developed for a broad array of surgical outcomes. 
This systematic review evaluated existing studies in which 
prediction scores for perioperative mortality in pediatric 
patients were developed, modified, or validated. Researchers 
led by Virginia Tangel from Erasmus University Medical 
Center, Rotterdam, The Netherlands and elsewhere theorized 
that validation was lacking. Studies included in this 
article were those of pediatric patients ages 0-18, and—in 
some cases—extended to 21. The studies had to be analyzed 
independently using patients that had to undergo surgery or 
a procedure with anesthesia. Ten studies met the inclusion 
criteria. Nine studies described the development of novel 
risk scores to predict 30-day mortality while only one 
study focused on external validation. Although all scores 
displayed good discrimination upon validation, none were 
recommended due to a lack of external validation. Before 
a large-scale adaptation of a particular score, further 
refinement of the existing scores needs to occur. 
 
続いての臨床研究は、　心臓外科患者で，術後の血行動態を因子
にして，その後の有害な転帰を「予測できるかどうか」，という
ものです。 
ミシガン大学医学部の Michael Mathis（マイコー・マthィス）ら
は，電子カルテデータにも，生理学的波形データにも，術後の有害
事象を予測できるパターンが存在するという仮説を立てました。　
彼らは，2013年～2020年の，成人の予定・心臓手術後の集中治療デ
ータを解析しました。　 1,555人のうち、12%の患者で，276件の有
害事象イベントを認めました。そのうち最も多かったのは，低い心
係数で7% 、そのほか，新たな強心薬の投与開始が約 2%、持続的な
低血圧が1.4% でした。　 彼らは、波形処理・テンソル分解・機械
学習を用いて、電子カルテデータと， ICU の生理学的波形データ
を組み合わせたモデルを開発して、イベントの 8 時間前に，状態
悪化を予測できるようにしました。このモデルによって， ICU の
生理学的波形データが，有用である可能性が示されました。

Our next clinical study examines whether postoperative 
hemodynamic deterioration among cardiac surgical patients can 
indicate adverse outcomes.  Michael Mathis at the University 
of Michigan medical school and colleagues hypothesized 
that patterns exist with both electronic health data and 
physiologic waveform data that can predict postoperative 
deterioration. The authors reviewed intensive care data 
following elective adult cardiac procedures between 2013 and 
2020. Among 1,555 cases, 12% experienced 276 deterioration 
events. Of these, the most common were low cardiac index at 
7%, new inotrope use at almost 2% and sustained hypotension 
at 1.4%. Through waveform processing, tensor decomposition 
and machine learning, the authors developed models combining 
electronic health records and ICU physiologic waveform data 
to predict postoperative deterioration 8 hours before the 
event. This demonstrates the potential of using physiologic 
waveform data in the ICU setting. 
 
続いての研究は、魚の，GABA・A 受容体における，「催眠の相互作
用」を検証した基礎研究です。
エトミデート、バルビツレート、αキサロン、プロポフォール，は
すべて、GABA・A 受容体活性を増強させる，全身麻酔薬です。　マ
サチューセッツ・ジェネラルホスピタルの Stuart Forman（スチュ
アート・フォーマン）らは、　GABA・A 受容体の結合部位のなかで
も，それぞれ「異なる」部位に結合するこれら 4 つの麻酔薬のな
かから，2つを選んだ組み合わせが，「相乗的に」作用するという

仮説を，検証しました。　彼らは、ゼブラフィッシュの子どものモ
デルを用いました。
αキサロンは，他の3 つの麻酔薬のどれとでも、相乗効果を示しま
した。　また，「プロポフォールとメホバルビタール」の組み合わ
せも，相乗効果を示しました。　しかし、エトミデート とメホバ
ルビタール，および，エトミデートとプロポフォール，の組み合わ
せは，「相加的」であって、相乗的ではありませんでした。　　こ
の結果は、単純なtwo-state・ co-agonist　モデルに異議を唱える
ものです。　代わりになるモデルでは、別々の麻酔薬を使うと，異
なる受容体の立体構造を安定化させて、他の薬物の効果に変化を与
えている可能性があることを，示唆しているわけです。
この論文に関する「エディターズ ・チョイス」の動画も，ぜひご
覧ください。

Our next study is a laboratory investigation which explores 
hypnotic interactions in fish and GABAA receptors. 
Etomidate, barbiturates, alphaxalone, and propofol are all 
general anesthetics that enhance GABAA receptor activity.  
The authors, led by Stuart Forman at Massachusetts General 
Hospital, tested the hypothesis that pairs of these four 
anesthetics, which act through distinct sets of GABAA 
receptor sites, would interact synergistically.  They 
used a zebrafish larva model of anesthetic action.  All 
three anesthetic pairs containing alphaxalone displayed 
synergy.Propofol and the barbiturate R-5-allyl-1-methyl 
m-trifluoromethyl mephobarbital also displayed synergy. 
However, etomidate plus R-5-allyl-1-methyl m-trifluoromethyl 
mephobarbital and etomidate plus propofol pairs were 
additive, and not synergistic. These results challenge 
simple two-state co-agonist models. It suggests that 
alternative models using different anesthetics may stabilize 
distinct receptor conformations, altering the effects of 
other drugs. Make sure to check out the Editor’s Choice 
video accompanying this article.
 
今月の，クリニカル・フォーカス・レビューでは、周術期の小児の
輸血_生き血（閾値）について，検討しています。 
エモリー大学のLaura Downey（ローラ・ダウニー）と，ボストン・
チルドレンズ・ホスピタルのSusan Goobie（スーザン・グービー）
が。小児患者のヘモグロビン閾値と生理学的パラメーターに関す
る，最新の文献とエビデンスを提示しています。 
小児患者の赤血球輸血は、重症の，貧血・出血・酸素運搬能低下を
治療するために用いられます。　しかし輸血をすることで、感染
症、呼吸器合併症、輸血後GVHDなど、患者を有害事象のリスクにさ
らす可能性がでてきます。
2人は、最新の小児のエビデンスをまとめています。また，エビデ
ンスが不足している部分では、推奨されている「制限的な輸血戦
略」を組み込んだ，新しいアプローチについて議論しています。　
この記事では，周術期の赤血球輸血が「いつ必要か」を決める際
に，最適な決定を下せる戦略を，提供しています。

This month’s clinical focus review examines perioperative 
pediatric transfusion thresholds. Laura Downey from Emory 
University and Susan Goobie from Boston Children’s Hospital 
present the current literature and evidence on hemoglobin 
thresholds and physiologic parameters in pediatric patients. 
Erythrocyte transfusions in pediatric patients are used 
to treat severe anemia, bleeding and/or decreased oxygen 
carrying capacity. Use of these transfusions can place 
patients at risk for adverse outcomes, including infection, 
respiratory complications and increased transplant graft 
failure among others. The authors summarize the most 
recent pediatric evidence. When evidence is lacking, 
they discuss novel approaches incorporating recommended 
restrictive hemoglobin transfusion strategies. This provides 
strategies for making optimal decisions in determining when 
perioperative erythrocyte transfusions are needed.
 
そして今月のレビューでは、目の疾患がある患者や、眼科以外の手
術後に目の合併症をきたすリスクが高い患者の，管理について，取
りあげています。
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イリノイ大学シカゴ校の Steven Roth（スティーブン・ロth） ら
が、　周術期の「め」の合併症と，患者に生じる問題について述べ
ています。　麻酔科医が、視覚に影響を与えるような，「非・眼科
手術の合併症」を，適切に，予防・診断・治療できることは重要で
す。 周術期に失明する主な原因は、虚血性視神経症です。 著者た
ちは、エビデンスに基づく勧告が発表されたことを含め、周術期の
リスク因子決定に関する，最近の進歩について，詳しく説明してい
ます。　眼窩周囲の疾患から、角膜、後眼部、網膜，視神経もカバ
ーするレビューとなっています。

Lastly, our review article this month focuses on managing 
patients with eye diseases or at risk of developing eye 
complications following non-ocular surgeries. Steven Roth, 
University of Illinois in Chicago and co-authors offer 
insight into perioperative ocular complications and the 
challenges that these patients present. It is important that 
anesthesiologists be competent in the prevention, diagnosis, 
and treatment of vision impacting complications of non-
ocular surgery. The leading cause of perioperative blindness 
is ischemic optic neuropathy. 
The authors detail the recent advances in determining the 
perioperative risk factors, including the publication of 
evidence-based advisories. Beginning with diseases of the 
outer covering of the eye, the review also addresses the 
cornea, the posterior eye, and the retina and optic nerve.
 
今月の紹介は以上です。
最後に，最新の「ジャーナル ニュース」をお伝えします。
現在，論文は最初に「オンライン」となって、アクセプトから 3 
日以内に PubMed に掲載されます。 さらに当ジャーナルでは，臨
床研究のための「ファスト・トラック」というプログラムを新しく
始めました。 

有名な一般医学の雑誌で査読を受けたものの、優先度が理由でアク
セプトされなかった原稿をお持ちの場合、Anesthesiologyの「ファ
スト・トラック・プログラム」の対象となりえます。この新しいプ
ログラムは、過去の査読と，それに対する原稿の修正を考慮して、
臨床論文の評価を迅速化します。最初の決定にかかるまでの期間
は，わずか 1 週間を目標にしています。
最近始まったこの「ファスト・トラック」の詳細を確認したり、
今回のPodcastで取り上げた論文を読むには、我々のウェブサイト 
「anesthesiology.org 」をご覧ください。

それではご清聴ありがとうございました。 12 月のPodcastで、ジ
ャーナルからまた新たな研究をご紹介できるのを楽しみにしてい
ます。

That’s all for this month’s overview – on to recent 
journal news. Articles are now online first and listed in 
PubMed within 3 days of final acceptance. In addition, we 
have a new Fast Track program for clinical studies. If you 
have a manuscript that underwent external peer review by a 
highly regarded general medical journal but was not accepted 
for publication due to priority reasons, it may be eligible 
for "Fast-Track" in Anesthesiology. This new program 
considers previous peer review and manuscript revisions to 
expedite the evaluation of clinical articles, accelerating 
the time it takes for an initial decision to a target of 
just one week. To learn more about this recently-launched 
journal process and read the research discussed in today’s 
episode, check out our website at anesthesiology.org. 
Thank you for listening. I look forward to sharing more 
research from the journal in the December podcast. 


