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１．はじめに

医療の主役は患者であり，患者が医療に安全性と

快適性を求めるのは当然のことである。医療者側が

質の高い医療を提供（品質保証 : Quality Assurance ;

QA）したとしても，それを受けた患者が十分に満

足（顧客満足 : Customer Satisfaction ; CS）しなけれ

ば，これからの時代は医療行為が成立したとはいえ

ないのではないだろうか。最先端の高い技術レベル

の歯科医療を，安全性の基盤の上に立つ快適な環境

で受けてこそ，歯科患者の CS が達成されると考え

られる。

歯科麻酔科医のおもな業務は，�歯科患者の全身

管理（モニタリング，精神鎮静法，全身麻酔），�口

腔・顎・顔面部のペインクリニック，�歯科患者の

救急処置である。これらのうち，特に全身管理やペ

インクリニックは歯科医療における CS に直結する

領域であり，精神鎮静法や全身麻酔，神経ブロック

といった歯科麻酔専門医としての技能が CS のため

に極めて重要であると考えられる。

本稿では，いかにして歯科患者の CS を達成する

かという視点に立ち，特に精神鎮静法を中心とした

歯科麻酔学講座の最近の研究成果を紹介しながら，

歯科医療における歯科麻酔科医の役割について現状

と将来展望を概観してみたい。

２．千葉病院歯科麻酔科の臨床活動の現状

２００４年に千葉病院歯科麻酔科外来を受診した総症

例数は５７３５例であり，１４２７例の精神鎮静法と１４１例

の全身麻酔が行われた（図１－３）１）。過去の５年間

とも，精神鎮静法のほぼすべてが静脈内鎮静法で

あった。内訳をみると，有病者，障害者，歯科恐怖

症（脳貧血症状や過換気発作の既往，異常絞扼反射）

の患者などに対する精神鎮静法や全身麻酔を利用し

た歯科治療と，ペインクリニックが多かった（図４，

５）。１４００という数は他の歯科大学附属病院に比較

すれば５～１０倍という圧倒的な値であるが，それで

も，年間総外来患者数からみればわずかに０．６％程

度である。精神鎮静法は快適な環境下で歯科医療を

受けるための重要な手段のひとつであり，歯科麻酔

科の活動量増加の必要性を感じている。

静脈内鎮静法の対象となった患者は１０歳代から８０

歳代にわたり，有病者，歯科恐怖症患者，障害者，

口腔外科小手術など広範に適用されていた（図６，

７）。一方，全身麻酔は，従来は障害者や口腔外科

小手術に適用されることが多かったが，近年では歯

科恐怖症患者への適用が増加しており，しかもその

大半は日帰りで行われていた。これらのことは，患

者の「快適な歯科治療」へのニーズの現れと考えら

れ，CS を意識した歯科医療の提供をより充実させ
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ることが重要であると考えられる。

精神鎮静法や全身麻酔に使用する薬剤は，いずれ

もプロポフォールが約半数を占めており，２０００年以

降，この傾向は変わっていない（図８）２）。その他の

薬剤として，精神鎮静法ではミダゾラムが，全身麻

酔ではセボフルランが，多く使用されていた。この

理由は，プロポフォールの速やかですっきりとした

覚醒と意識レベルの調節の容易さ，そして強い制吐

図２ 精神鎮静法症例数の推移

図１ 患者数と総症例数の推移

図４ 症例の内訳
図３ 全身麻酔症例数の推移

図６ 静脈内鎮静法患者の年齢分布
図５ 受診患者の年齢分布

図７ 静脈内鎮静法患者の内訳
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作用などが「快適な歯科治療」の提供のために適切

だからであろう（図９，１０）３）。また，精神鎮静法で

はミダゾラムの抗不安作用や健忘効果，全身麻酔で

はセボフルランの速やかな覚醒が，これらの薬剤の

選択基準となっている。

歯科麻酔科のもうひとつの重要な機能が，慢性難

治性疼痛や運動・知覚麻痺に対するペインクリニッ

クである。２００４年には２０００例弱のペインクリニック

症例があり，星状神経節ブロックやトリガーポイン

ト注射，ドラッグチャレンジテストなど，専門的な

治療を行ってきた（図１１，１２）４，５）。ペインクリニック

のおもな対象疾患として，表１に示すような疾患が

挙げられる。特に近年では，抜歯やインプラント手

術後の下歯槽神経や舌神経麻痺の症例が増加してい

る。また抜歯や抜髄後に，臨床的には異常所見を認

めないにもかかわらず，持続する灼熱痛や拍動痛な

どを訴える complex regional pain syndrome（CRP

S）の症例も増加している。これらの症例に対する

ペインクリニックも，歯科治療後の不快症状に対す

る積極的治療，ひいては医事紛争の予防の立場か

図８ 千葉病院歯科麻酔科におけるプロポフォールの使用状況

図９ 帰宅までの時間の比較
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ら，歯科患者の CS を低下させないための重要な業

務であると考えている。

以上のような，歯科麻酔科としての専門的な業務

を更に充実させるため，平成１７年４月からリラック

ス治療外来，障害者歯科外来および慢性の痛み・痺

れ外来（ペインクリニック）が設置された。最近で

は，インターネット等でこれらの専門外来を知った

歯科医師や患者からの直接の紹介や問い合わせも増

加している。

なお，歯科麻酔科では歯科患者の救急処置も行っ

ており，救急症例数は外来総患者数の約０．００８％を

占める（表２）６，７）。これらの大半は脳貧血症状や過換

気症候群などの軽症偶発症であるが，誤嚥や薬物ア

図１０ 障害者の全身麻酔下歯科治療におけるプロポフォールの有用性

図１２ ペインクリニック症例の内訳

表２
図１１ ペインクリニック症例数の推移

表１
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レルギーなどの重症偶発症も一部含まれていた（図

１３）７）。

３．精神鎮静法に関連した最近の研究成果

プロポフォールを用いた静脈内鎮静法が主流にな

るに従い，当講座では，本法の特徴を明らかにする

ための様々な研究を行ってきた。

プロポフォール持続静注時の鎮静度の経時的変化

と，鎮静後の帰宅時期の判定のための適切な指標に

ついて検討した結果，一定の速度でプロポフォール

を持続静注しても，経時的に鎮静度が深くなり，患

者によっては意識消失（スコア４）の可能性のあるこ

とが分かった（図１４）８）。従って，プロポフォール使

用時には，患者の状態を観察しながら，持続静注の

速度を適切に調節すべきであることが示唆された。

また，プロポフォール投与後の帰宅時期の判定に

は，鎮静スコアの確認とともに，歩行時のふらつき

感等の自覚症状を確認することが重要であることが

示唆された（図１５）８）。

プロポフォールとミダゾラムとで，鎮静度ないし

眠りの指標である BIS（bispectral index）値を参考

にして，深い鎮静レベル（スコア３）と浅い鎮静レベ

ル（スコア２）での健忘効果を観察した結果，深い鎮

静レベルでは，プロポフォールもミダゾラムも非侵

襲的処置（picture recall test）と侵襲的処置（歯髄電

気診断器を用いた pulp test）との両者で同様の健忘

効果が得られた。これに対して，浅い鎮静レベルで

は，プロポフォールはミダゾラムに比較して，侵襲

的処置に対する健忘効果が弱かった（図１６，表３）９）。

プロポフォールはミダゾラム等のベンゾジアゼピ

ン系薬剤と比較して静注時の血管痛が強いが（図

１７）１０），異常絞扼反射の患者では，ミダゾラムと異

なり，意識を消失させることなく反射を抑制するこ

とができた（図１８）１１）。

高齢者では，若年者の１／２程度の使用量で適切な

鎮静状態を得られるが，SpO２の低下には注意が必

要である（図１９）１２）。

これらの知見をもとにして行われた２年間で２４３６

例の静脈内鎮静法の結果から，使用薬剤の選択状況

図１３ 千葉病院の院内救急症例の内訳

図１４ プロポフォール持続静注時の鎮静度の経時的変化

図１５ プロポフォール静脈内鎮静後における帰宅時期の判
定

図１６ 各鎮静スコアでの BIS 値
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をまとめると図２０のようになった１３）。そこで，現在

では，図２１に示すフローチャートを薬剤選択基準の

原則とし，患者の状況に応じて各種の薬剤を使い分

けて静脈内鎮静法を実施している１３）。

血管痛や健忘効果に若干の問題はあるものの，プ

ロポフォールの速やかで快適な覚醒と強い制吐作用

は，静脈内鎮静法のために極めて優れた性質であ

り，歯科医療における CS の充実のために，今後も

プロポフォールやミダゾラムを使用した静脈内鎮静

法の積極的に適用していくことの意義は大きいと考

えられる。

最近では，α２受容体作働薬のデクスメデトミジ

ンが臨床応用され始めたが，抗不安作用や健忘効果

が弱く，鎮静後の覚醒も速やかでないなど，未だ，

ミダゾラムやプロポフォールの取って代わる立場と

はなっていない１４）。近い将来には持続静注可能な麻

表３

図１７ Visual analogue scale（VAS）で評価した血管痛の比較

図１８ 異常絞扼反射の患者の静脈内鎮静法におけるプロポ
フォールとミダゾラムの比較

図１９ 高齢者でのプロポフォール静脈内鎮静法

図２０ 静脈内鎮静法に使用する薬剤の選択

図２１ 静脈内鎮静法に使用する薬剤の選択
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薬性鎮痛薬であるレミフェンタニルも市販される予

定となっており，静脈内鎮静法のためのよりよい薬

剤の開発が期待される。

４．歯科麻酔科医の今後の役割

歯科麻酔科の専門性を活かした診療対象は，これ

まで歯科恐怖症，障害者，有病者・高齢者から在宅

要介護高齢者へと広がり，多くの evidence が蓄積

されてきた。現在は，ペインクリニックや摂食・嚥

下リハビリテーションについての evidence が蓄積

されつつある。今後は更に，統合失調症や認知症患

者などに対する歯科医療についても，多くの経験を

通じて evidence を蓄積してゆく必要がある（図２２）。

いずれの業務も empirical から evidence-based へと

展開するために，歯科麻酔学とその関連領域の研究

を発展させてゆくのが私たちの責務である。

そして，evidence に基づいた安全で快適な高品

質の歯科医療を提供することによって，今後もより

多くの患者が高い CS を得られるように，歯科麻酔

科の専門外来を通じて積極的な活動を展開してゆく

必要があると考えている。

５．まとめ

QA と CS は品質マネジメントシステムの基本で

あり，このことは医療においてもまったく同様であ

る。東京歯科大学の附属病院に来院した患者に高い

レベルの QA と CS を提供できるように，歯科麻酔

科の立場から今後も努力していきたい。
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