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抄録：２００５年１月から２００７年１２月までの３年間の東
京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例について，
患者数，症例数，男女比，年齢分布，患者分類，管
理法，有病者及び障害者の分類，精神鎮静法，全身
麻酔，救急，ペインクリニック症例の年次推移を比
較検討した。
患者数，症例数共に経年的に増加しており，２００６

年には患者数が１６００人，２００７年には症例数が７０００症
例を超えた。３年間を通じて歯科恐怖症などの患者
と，ペインクリニック患者の増加が著しかった。患
者管理法としてプロポフォールとミダゾラムを併用
した静脈内鎮静法が増加していた。
２００５年に設置された専門外来への紹介患者数は増
加していた。また専門外来宛の紹介が増加している
ことより，近隣在住の一般の人々や開業歯科医師へ
の認知度が高まってきたと考えられる。

緒 言

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来では２００５年
に，専門性を高めて歯科治療の質を向上させる目的
で，「リラックス治療外来」，「慢性の痛み・しびれ
外来」，「障害者歯科外来Ⅰ」の３つの専門外来を設
置した。今回，専門外来設立から３年間経過したこ

とをふまえ，専門外来の来院患者の動向を調査する
とともに，２００５年１月から２００７年１２月の３年間の歯
科麻酔科外来全体の臨床統計を行い，検討したので
報告する。

対象と方法

対象は２００５年１月から２００７年１２月までの３年間に
東京歯科大学歯科麻酔科外来を受診した患者とし
た。患者の診療記録および麻酔記録をもとに，以下
の項目についてレトロスペクティブに集計し，検討
した。
検討項目は，１．患者数・症例数，２．年齢分

布，３．患者・症例分類，１）有病者の分類，２）
障害者の分類，４．患者管理方法，５．外来全身麻
酔症例，６．ペインクリニック症例，７．専門外来
の患者数，１）リラックス治療外来，２）慢性の痛
み・しびれ外来，３）障害者歯科外来Ⅰとした。
なお本論文では有病者とは循環器，呼吸器などの

内科疾患を有する患者と統合失調症などの精神的疾
患を有する患者を示し，障害者とは精神遅滞，肢体
不自由，視覚・聴覚障害などの機能障害を有してい
る患者を示している。また歯科恐怖症などの患者と
は，歯科恐怖症患者，異常絞扼反射，過換気症候群
や，いわゆる脳貧血症状の既往がある患者とした。

結 果

１．患者数・症例数（図１）
患者数は２００５年から２００７年までに１３６名（７．７％）の

増加，症例数は６７５症例（１０％）増加した。対象患者

キーワード：歯科麻酔科外来，全身管理法，専門外来
東京歯科大学歯科麻酔学講座
（２００９年９月３０日受付）
（２００９年１１月９日受理）
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学歯科麻酔学講座 佐塚祥一郎

臨床報告

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来で
全身管理下に処置を行った症例の臨床統計

２００５年１月～２００７年１２月

佐塚祥一郎 西澤秀哉 寺川由比 二宮麻子
劒持正浩 松浦信幸 松木由起子 間宮秀樹

櫻井 学 一戸達也 金子 譲

５９４

― ４０ ―



年

2007

2006

2005

0　　　　2000　　　4000　　　6000　　　8000　症例・人

7213

1877

6654

1830

6538

1742

症例数

患者数

2007

2006

2005

0　　　500　　1000　　1500　　2000

536 324 313313313

355 222 11
116

549 322 385385385

278 171 11
114

552 385385385331

258 188
47

19

有病者

障害者

口腔外科手術

歯科恐怖症他

ペインクリニック

口腔インプラント

救急

のそれぞれの男女比は，２００５年では１７４２名中男性
７９１名（４５％），女性９５１名（５５％），２００６年では１８３０名
中男性７８５名（４３％），女性１０４５名（５７％），２００７年で
は１８７７名中男性８０３名（４３％），女性１０７４名（５７％）で
あり，患者数・総称例数とも経年的に増加していた。
２．年齢分布（図２）
歯科麻酔科外来を受診した患者の年齢は例年通り

０歳から９０歳代であり広範囲を示した。また６５歳以
上の高齢者患者の割合は２００５年３７７名（２１．６％），
２００６年４３０名（２３％），２００７名３８６名（２１％）と例年通り
２０％以上の割合であった。
３．患者・症例分類（図３・４）
患者の内訳は，３年間で歯科恐怖症などの患者，

ペインクリニック患者が増加していた。
症例の内訳も同様に歯科恐怖症などの症例，ペイ

ンクリニック症例が増加していた。

１）有病者の分類（図５）
有病者は循環器疾患，呼吸器疾患と代謝・内分泌

疾患では大きな変化を認めなかったが，脳血管障害
や精神的疾患を含むその他が増加していた。なお循
環器疾患は高血圧，虚血性心疾患が多く，呼吸器疾
患では喘息，代謝内分泌疾患では糖尿病が多かっ
た。
２）障害者の分類（図６）
障害者は精神遅滞，自閉症，脳性麻痺，てんか

ん，ダウン症候群が主であり，３年間で特に変化は
認めなかった。
４．患者管理方法
１）患者管理法（図７）
全症例から初診，診察，検査，ペインクリニック

症例，救急症例を除いた２００５年２２９７症例，２００６年
２６５６症例，２００７年２７８９症例について分類した。

図１ 患者数・症例数の推移 図２ 年齢分布

図３ 患者分類 図４ 症例分類
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内訳は精神鎮静法が最も多く，２００５年から２００７年
までに５５３症例（３３％）増加した。一方体動抑制は減
少している。
精神鎮静法を行った症例は例年障害者，有病者が

過半数を占めていたが，近年は歯科恐怖症が占める
割合が増加してきている。モニター監視は有病者が
占める割合が多く，歯科麻酔科医スタンバイは障害
者に対して多かった。
２）鎮静薬剤の比較（図８）
現在歯科麻酔科外来にて主に使用されているプロ

ポフォール，ミダゾラム，プロポフォールとミダゾ
ラムを併用して静脈内鎮静法を行った症例を比較し
た。プロポフォール，ミダゾラムの単独使用症例が
減少する一方で，プロポフォール，ミダゾラム併用
使用症例が２倍以上増加している。
５．全身麻酔症例

全身麻酔症例は，２００５年１４３症例，２００６年１４３症
例，２００７年１４９症例であった。
全身麻酔症例の内訳は，障害者が最も多く次に口

腔外科小手術，非協力児，歯科恐怖症と続いた。障
害者の症例数と割合は２００５年６４症例（４４．８％），２００６
年８３症例（５７．１％），２００７年８６症例（５８．４％）と増加傾
向にあった。また処置当日に来院し，処置後入院す
る入院全身麻酔は２００５年３１症例，２００６年２２症例，
２００７年２１症例と減少傾向にあった。処置内容は口腔
外科小手術と齲蝕治療がほぼ同じ割合であった。
６．ペインクリニック症例
ペインクリニック症例の対象となった疾患は，三

叉神経痛，帯状疱疹後神経痛などの神経因性疼痛，
顎関節症，顔面神経麻痺，筋膜痛などであった。
ペインクリニック患者は２００５年１８８名，２００６年１７１

名，２００７年２２２名と２００７年は増加した。また最も多

図５ 有病者の分類 図６ 障害者の分類

図７ 患者管理法の分類 図８ 静脈内鎮静法の使用薬剤
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く行った処置である星状神経節ブロックは２００５年
２５１２症例中８１９症例（３２．６％），２００６年７５６症例（３７．０
％），２００７年７９４症例（３０．７％）であった。
７．専門外来
院外からの専門外来受診患者数は２００５年１４９名，

２００６年１２０名，２００７年１４３名と大きな変化を認めな
かったが，専門外来初診患者の紹介先として専門外
来が選択される割合が増加していた。
１）院外からのリラックス治療外来受診患者数（表
１）
院外からリラックス治療外来を受診した患者数は

２００５年６５名（４３．６％）で専門外来宛紹介の患者数は３１
名，２００６年６０症例（５０％）で専門外来宛紹介の患者数
は３４名，２００７年７２症例（５０．３％）で専門外来宛紹介の
患者数は４３名であった。
２）院外からの慢性の痛み・しびれ外来受診患者数
（表１）
院外からの慢性の痛み・しびれ外来受診患者数は

２００５年３１名（２０．８％）で専門外来宛紹介の患者数は９
名，２００６年２０症例（１６．７％）で専門外来宛紹介の患者
数は１２名，２００７年３７症例（２５．９％）で専門外来宛紹介
の患者数は２３名であった。
３）院外からの障害者歯科外来Ⅰ受診患者数（表１）
院外からの障害者歯科外来Ⅰ受診患者数は２００５年

５３名（３５．６％）で専門外来宛紹介の患者数は２９
名，２００６年４０症例（３３．３％）で専門外来宛紹介の患者
数は３２名，２００７年３４症例（２３．８％）で専門外来宛紹介
の患者数は２９名であった。
個々の専門外来初診患者の紹介先に専門外来を選

択する割合が増加している。

考 察

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来の患者数は
経年的に増加しており，我々が臨床統計の報告を初
めて行った１９９３年の臨床統計１）と比較すると患者数
は２倍以上増加し２００６年には１８００人を超えた。症例
数も同様に３倍以上増加し２００７年には年間７０００症例
を越え，今までの報告１）～７）同様全体的な増加傾向で
あった。中でもペインクリニック患者と歯科恐怖症
などの患者の増加が近年著明であった。患者年齢分
布では２０歳から３０歳の若年者と６０歳以上の高齢者患
者数が多く大きな変化を認めなかった。これは若年
者では智歯抜歯などの口腔外科手術患者が多く，高
齢者患者増加の要因としては，地域受診患者の高齢
化を反映しているものと考えられた。
症例数でも患者数同様にペインクリニック症例，

歯科恐怖症などの症例が近年増加しており，これら
の増加は歯科麻酔科の認知度の向上，精神鎮静法や
ペインクリニックなどの診療内容の需要が高まった
こと加えて，２００５年に開設された専門外来の影響に
よると考えられた。
リラックス治療外来は主に歯科に対して恐怖心を

抱いている患者，口腔内に異物が入ることにより嘔
吐反射を起こしてしまうため通常の歯科治療を行う
ことが困難である患者，侵襲が大きい口腔外科治療
を受ける患者，高齢者で基礎疾患があるために歯科
治療において有害な生体反応が起きると考えられる
患者を対象とし８），静脈内鎮静法により患者のスト
レスを軽減し，安全で質の高い治療の提供を目的と
している。リラックス治療外来への紹介数は経年的
に増加しており，高齢者もしくは有病者患者の絶対
数増加に加えて，当科におけるリラックス治療外
来，および静脈内鎮静法や歯科恐怖症に関連した情
報が新聞，雑誌やインターネットを通じて広く知ら
れ，リラックス治療外来が広い層に認知されてきた
ことが要因と考えられた。またリラックス治療外来
では，実際に静脈内鎮静法を行った歯科恐怖症およ
び異常絞扼反射患者に，患者満足度を評価するアン
ケート調査を行った結果，ほとんどの患者が静脈内
鎮静法下での歯科治療に満足が得られるというもの
であった９）。さらにインプラント科に対する院内出

表１ 専門外来受診者の内訳

リラックス
治療外来

慢性の痛み・
しびれ外来

障害者
歯科外来Ⅰ

２００７ 専門外来宛 ４３ ２４ ２９

歯科麻酔科
外来宛 ２９ １３ ５

２００６ 専門外来宛 ３４ １２ ３２

歯科麻酔科
外来宛 ２６ ８ ８

２００５ 専門外来宛 ３１ ９ ２９

歯科麻酔科
外来宛 ３４ ２２ ２４

人
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張鎮静法も継続的に行っており，今後，一層需要が
増加していくと考えられる１０）。
患者管理法の中では，静脈内鎮静法の数が経年的

に増加していた。臨床統計報告当初１）２）は静脈内鎮静
法とそれ以外の患者管理法の数が同程度であった
が，２０００年以降，静脈内鎮静法の数は年間１０００症例
を越え，ここ数年は毎年１０％以上増加している。こ
れは患者や他科歯科医師の静脈内鎮静法の認知度上
昇，出張鎮静症例の増加１１），より調節性の良い薬物
使用による回復時間の短縮に加えて，専門外来の設
立も影響している可能性がある。
静脈内鎮静法使用薬剤は，これまでの報告と同様

にプロポフォールあるいはミダゾラム単独での使用
が減る一方で，プロポフォールとミダゾラムを併用
した使用法が増加していた。これはミダゾラムによ
る健忘作用と循環・呼吸への影響が少ないという利
点１２）１３），プロポフォールの調節性の良さ，覚醒の速
さという利点を併用したものである１３）。
歯科麻酔科外来では全身麻酔下の歯科治療も積極

的に行っており，症例数は経年的に増加している。
障害者は入院環境への適応が困難なことがあるた
め１４），可能な限り日帰り全身麻酔が選択されてい
る。これには調節性の良い麻酔薬の導入による速や
かな全身麻酔後の覚醒や，術後悪心嘔吐への適切な
対応が必要であると考えられる。
慢性の痛み・しびれ外来は口腔領域の原因不明痛

や歯科治療が原因となった痛みやしびれに対して治
療を行うもので，患者・症例は１９９３年の報告１）当初
に比べ経年的に増加してきた。２００５年からは症例数
は２０００症例を超えている。これは慢性の痛み・しび
れ外来設置と同時期であり，増加の一因として考え
られる。慢性の痛み・しびれ外来への紹介患者数は
経年的に増加しており，他の専門外来同様に地域の
開業歯科医や患者に対して認知されてきていると考
えられた。さらにインターネットや雑誌等によ
り１５）１６），患者が顎顔面や口腔内の痛みの治療につい
ての情報を以前よりも容易に得やすくなったことも
患者数増加の一因と考えられる。近年のインプラン
ト治療の増加１７）に伴い，手術後の下歯槽神経麻痺や
舌神経麻痺に対する治療の需要は今後ますます増加
していく可能性もある。本外来への紹介目的として
最も多かったのは原因不明痛であり，次がインプラ

ントを含む口腔外科処置後の神経麻痺であった。
障害者歯科外来Ⅰでは，通常の歯科治療が困難な

障害者に対して，静脈内鎮静法または全身麻酔法に
より歯科治療を行っている。当科では従来より１）～７）

障害者患者に対して静脈内鎮静法，全身麻酔法等の
行動調整法を用いて歯科治療を行ってきたが，障害
者歯科外来設立により，当院小児歯科外来，地域歯
科診療所や障害者施設との連携がとりやすくなった
ことは大きなメリットと考えられた。
現在，専門外来受診患者数は非紹介患者と比べ

て，院内または院外からの紹介患者の割合が高い。
東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科では専門外来を広
く紹介するために，医療連携室を通じて近隣在住の
一般の人々や開業歯科医師に対する講演会の開催，
さらに広報誌の発行により情報発信を行ってい

る。またホームページ上では専門外来の治療内容の
紹介も行っている。これらの活動により，今後さら
なる歯科麻酔科外来受診患者数の増加が期待される。

結 論

２００５年１月から２００７年１２月の間に東京歯科大学千
葉病院歯科麻酔科外来を受診した症例について検討
した。
１）総患者数，総症例数ともに経年的に増加していた。
２）経年的に歯科恐怖症などの患者，障害者，ペイ
ンクリニック患者，インプラント患者が増加して
いた。中でも歯科恐怖症などの患者，ペインクリ
ニック患者の増加が著明であった。

３）患者管理法では静脈内鎮静法が著明に増加して
いた。使用薬剤ではプロポフォールとミダゾラム
を併用した症例が増加していた。

４）全身麻酔症例の増加がみられ，中でも日帰り全
身麻酔症例の増加が著明であった。

５）専門外来設立に伴い院外からの専門外来あての
紹介が増加していた。とくにリラックス治療外
来，慢性の痛み・しびれ外来への紹介が増加して
いた。

本論文の要旨は，第２８６回東京歯科大学学会総会（２００８年１０
月１８日，千葉）において発表し，座長から推薦された論文で
ある。
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A retrospective investigation was made of 1742 patients（6538 cases）in 2005，1830 patients（6654 cases）
in 2006 and 1877 patients（7213 cases）in 2007 who consulted the Outpatient Clinic at the Department of
Dental Anesthesiology at Tokyo Dental College Chiba Hospital．
Cases were divided into the following categories : medically compromised patients，handicapped pa-

tients，patients undergoing minor oral surgery，patients with dental phobia or gag reflex，patients under-
going pain clinic treatment and medical emergency patients．
The number of patients and cases increased over last three years． More than 7000 cases were man-

aged in 2007． The increase in patients with dental phobia or gag reflex and attending the patients in
pain clinic was particularly remarked．
The number of patients cases requiring specialist consultation increased over these three years．
The establishment of a specialized outpatient department in 2005 was thought to be the reason for this

increase． （The Shikwa Gakuho，１０９：５９４～６００，2009）
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