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it　　　　　サ

近年,人口の高齢化,福祉,医療技術の進歩に伴い高

齢者の歯科受診機会が増加しっつあり,これら高齢者は

種々の循環器系疾患の既往もしくは合併症を有する場合

が多く,なかでも虚血性心疾患を有する患者は増加しっ

つある｡これらの患者は循環動態の変動に対する生体の

予備力の低下も予想され,処置中の循環動態の監視の重

要性はますます増加している｡当教室でも歯科処置に伴

う循環動態の変動を血圧,分時心拍数,心電図,末櫓容

積脈波,血柴カテコールアミン濃度,超音波ドップラー

血流波,心電図R-R間隔変動などを指標に詳細な分析

*本論文の要旨は,第234回東京歯科大学学会例会(昭和
63年6月11日,千葉),第2回日本口腔診断学会総会(辛
成元年5月14日,東京),第17回日本歯科麻酔学会総会
(平成元年10月6乱大阪),第3回日本口腔診断学会総
会(平成2年5月20日,東京)において発表したo

を行ってきた1)2)3)4)5)6)7)8)｡一方,歯科処置中の監視の

みならず,歯科処置に伴い患者に与えられる負荷の程度

の評価と,これに対する産休反応としての循環勤態を予

測することは重要であると思われるが,末だ明確となっ

ていない｡

歯科臨床においては,これらの虚血魅L､疾患患者に局

所麻酔下の歯科処置を行う際,一般的臨床検査のほか運

動負荷試験,または術前の問診で階段昇降時,長時間の

歩行時などの日常の動作時の自覚症状を-応の参考と

し=患者の全身状態を判断し処置を行う場合が多い｡し

かし日常生活における各動作時に生体には運動負荷,情

動負荷,その他様々の負荷が加わり,これら負荷に伴う

循環動態の変動と歯科処置に伴う循環動態の変動とを客

観的に観察,比較を行った報告は見られない｡そこで著

者は,ホルター心電計を応用して歯科処置時およびその

前後の日常生活時の24時間にわたる心電図を記録し,冒
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常生活時および歯科処置時の番環動態の比較,検討を

行った｡

ホルター心電図法は携帯型磁気テープ装置を用いて長

時間にわたる心電図を記録し,後刻この磁気テープを高

速処聾装置で処理し,心電図変化の口内変動を中心に分

析を行い各種循環器疾患の診断に応用するものである｡

この方法は1961年にNorman J. Holter9　によって考

案されて以来,臨床,研究面での急速な普及がみられて

いる｡

本研究では,基礎的研究としてホルター心電計を装着

した健常者ボランティアに対し歯科処置を行う前にエル

ゴメーターおよびハンドグリップを用いて一定条件の運

動負荷を加え,運勤負荷時と歯科処置時の循環動態を観

察し,運動負荷に伴う循環動態の変動を明確にし,この

変動と歯科処置時の循環動態の変動との比較検討を行っ

たo以上の結果をふまえ,さらに虚血性心疾患の既往を

有する者および循環器系疾患の既往のない健常者に対し

ホルター心電計を装着して局所麻酔下の歯科処置を行

い,歯科処置時およびその前後の日常生活時の心電図を

記録し,心拍数変動を画し､に分析を行い,日常生活にお

ける各動作時の心拍数変動と局所麻酔下の歯科処置時の

心拍数変動との比較,局所麻酔下の歯科処置を行う際の

ホルター心電計の術前検査への応用等について検討を

行った｡以上一連の研究より輿昧ある知見が待られたの

でここに報吾する｡

研　究　方　法

1.研究対象

本研究は東京歯科大学市川総合病院歯科を受診した患

者のうち,虚血性心疾患の既往を有するものおよび循環

器系疾患の既往,合併症がない健常者で局所麻酔下の歯

科処置を要するものを対象とし,歯科処置時および運動

負荷時における番環動態の比較研究(蓋礎的研究),歯科

処置時および日常生活における各動作時の循環動態(心

拍数変動)の比較研究の2群に大別し, 24時間ホルター

心電計および8素子多用途監視記録装置を用いて行っ

た｡

1)基礎的研究:歯科処置時および運動負荷時におけ

る循環動態の比較研究

本研究は運勤負荷に伴う盾環動態の変動を明確にし,

この変動と歯科処置時の循環動態の変動との比較,検討

を行うために健常者ボランティアの男性10名, (平均年

番27. 6才)を対象として行った｡本対象には歯科処置前

に一定条件の運動負荷を与え,循環動態変動の観察,記

録を行い,さらに一定時間の安静を保った後,合計12回

の歯科処置を行ったO処置内容は,抜歯8回,嵩洞形成

4回であった｡なお,局所麻酔薬は1/80000エビネフリ

ン添加2%リドカインを使用した(表1)｡

2)歯科処置時および日常生活における各動作時の循

環動態(心拍数変動)の比較研究

本研究は,東京歯科大学市川総合病院歯科を受診した

患者のうち,抜歯を中心とした局所麻酔下の歯科処置を

必要とする,男27名,女11名,合計38名を対象とし,健

常者群および虚血性心疾患群の2群に大別して行い,両

群について比較検討を行った｡なお両群とも局所麻酔薬

は1/80000エビネフリン添加2%リドカインを使用し

m

(1)健常者群

健常者群被験者は,循環器系疾患の既往,合併症がな

く,術前検査においても循環審系疾患を示唆する所見の

認められない男12名,女3名,合計15名, (平均年齢

39.5才)で,抜歯13回,嵩洞形成4回の合計17回の処置

を行った｡

(2)虚血性心疾患群

虚血性心疾患群被験者は,既往に虚血性心疾患が認め

られた男15名,女8名,合計23名, (平均年麻64.1才)で

あり,合計29回の抜歯を行った(表2,表3)0

これら虚血性心疾患の内訳は狭心症16名(労作狭心症

14名,安静時狭心症1名,異型狭心症1名),陳旧性心

筋梗塞7名であり,これは術前心電図および患者の症状

の変遷を基準にし当院内科医により判定された｡

また虚血性心疾患群被験者に対しては下記の臨床検査

を施行した｡

①心電図(標準12誘導)

②胸部Ⅹ線写真(背腹位)

③血圧測定(Riva-Rocci法)

④体位変換試験(Postural test)

⑤眼底検査(Scheie分類, K-W分煮)

⑥末櫓血検査

⑦生化学検査

⑧尿検査

⑨局所麻酔薬皮内反応

以上の術前検査の他,当院内科において心エコー,運動

表1処置内容

抜歯 嵩洞形成 計

健常者ボランティア 8 4 12
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表2　症例分薮と年麻分布

年斬 (読)

分歎 . 平均年齢 ～39 40- 49 50- 59 60- 69 70～小計

m ^ n

39.5 ±18.5歳

( S D

男 10 0 0 0 2 12

女 0 1 2 0 0 3

小計 10 1 2 0 2 15

虚血性心疾患群

64. 1± 7.4歳

( S D

男 0 0 3 7 5 15

女 0 0 4 3 1 8

小計 0 0 7 10 6 23

合 計 ー0 1 9 10 8 38

表3　処置内容

処置

分尭 抜歯 雷洞形成 計

健常者群 13 4 17

虚血性心疾患群 29 0 29

計 42 4 46

負荷心電図(トレッドミルによる)等による精査を行い,

コントロール不十分と判断された症例は主治医と相談の

上,当院内科での再コントロールを行った後に歯科処置

を施行した｡

2.ホルター心電計の応用

本研究では,日本光電社製DMC3152ホルター心電計

および日本光電社製DMC3000高速処理装置を用いてホ

ルター心電図の分析処理を行った(図1,図2)p

1)誘導方法と機器の装着

本研究では胸部双極誘導であるCM,, NASAの2誘

導を用いた｡

(1) CMBS

マイナス極を胸骨上端,プラス極をV5の位置にお

く｡

(2) NASA誘導(胸骨上端･下端誘導)

マイナス極を胸骨勧状突起,プラス極を胸骨柄の位置

におく｡

以上2誘導を併用し, 2チャンネル同時記録を行った｡

電極の装着にあたっては,電極装着前に皮膚角化層を

軽く除去し,さらに電極と皮膚の問にペーストを介在さ

せ両者の電気的接触を良好とした｡さらに皮膚接着テー

プを用い,電極,誘導コードの固定を行った.以上の藻
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図1　ホルター心電計および記録テープ

図2　高遠処理装置

作が終了後,被験者には衣服を着せ,その隙間を通し体

表より衣服上へ誘導コードを出し,記録器への連結を

行った.また身体活動による過度の記録吉の動揺,衝撃

はアーチファクトの原因となるため,誘導コードと記録

器を連結した後,言己録器をホルダーに入れ,衣服の上よ

りベルトを用いて固定した(図3)｡

2)被験者の行動の記録

健常者および虚血性心疾患の既往を有する被験者の日

常の各動作時の心電図変化を観察するため,ホルター心

電計装着時より回収時までの生活状況を行動記録メモに

記録させたO行動記録メモは本院内科で用いているもの

を応用した｡行動記録メモには被験者の行動として運

動,歩行,休憩,食事,飲酒,排便･排尿,階段昇降,

起床･就寝,仕事,服薬,その他,自覚症状として胸

痛,動悼,息切れ,めまい,その他の項目を設け,各動

作,症状とその時刻を詳細に記録させた｡なお被験者の

行動には入浴を禁止する以外はとくに塊制を行わなかっ

た｡なお歯科処置に関連する一連の動作時(歯科外来へ
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図3　電極および記録器の装着状態

の入室･退出,治座椅子への乗り降り,局所麻酔注射の

刺入,処置の開始･終了など)には著者が詳細に記録を

行った(図4)0

3)ホルター心電図の分析

ホルター心電計は装着後24時間で回収した｡回収後,

磁気テープは高遠処聾装置で処理し,全心電図を圧縮心

電図として再生した｡また圧縮心電図上30秒間の心拍数

を計測し,これを分時心拍数に換算した｡さらに心拍数

の日内変動を示すトレンドグラムを作成した｡

3.観察方法

1)基礎的研究:歯科処置時および運動負荷時におけ

る循環動態の比較研究

(1)観察法の大要

あらかじめホルター心電計を装着した被験者(健常着

ボランティア)に負荷開始前より携帯血圧計(日本コーリ

ン社製ABPM-630)を装着し,歯科処置終了時まで2

分毎の血圧を測定したo被験者にはエルゴメーター上で

十分な安静を保たせ,その後,エルゴメーター,ハンド

グリップによる負荷を加えた｡またこの両負荷の間は15

分間の安静を保ち,負荷終了後に歯科処置を行った｡ま

たホルター心電計および携青血圧計は歯科処置終了後に

回収し,負荷前安静時より歯科処置終了時までの分時心

拍数および血圧の変動を示すトレンドグラムを作成し循

環動態の観察を行った(表4 )｡

(2)運動負荷の種顛

身体運動は,運動に関与する筋の収縮の型によりアイ

ソトニック(等張性)運動,アイソメトリック(等尺性)逮

動に分棄される｡そこで本研究では被験者に一定条件の

アイソトニック負荷とアイソメトリック負荷を与え,こ

れら運動負荷に対する循環動態の変勤について検討を行

い,さらに歯科処置時の循環動態との比較を行った｡

①　アイソトニック負荷

アイソトニック負荷は被験者の上半身の動きが少な

く,心電図,血圧の測定に際し誤差を生じにくい下肢運

動とし,そのため当院内科で用いられている臥位でのエ

ルゴメーターを用いた運勤負荷を選択した｡負荷の量

は,安静時より3分毎に15ワットずつ増加させ,早歩吾

程度の60ワットまで増加させるものとし,計12分間の負

荷を与えた｡

②　アイソメトリック負荷

本研究ではアイソメトリック負荷としては最も-般的

であるハンドグリップ法を用いて被験者に負荷を与え

たo負荷の室は通常,重大擾力の30%の産力が茎準とさ

れているが,本研究ではあらかじめ握力計を用い,被験

者の最大擾力を測定し,その約30%の強さのハンドグ

リップを選択し6分間の負荷を与えた｡

2)歯科処置時および日常生活における各動作時の循

環動態(心拍数変動)の比較研究

(1)観察法の大要

被験者には処置前E]午後よりホルター心電計を装着

し,翌日午前中に歯科処置を行った｡また装着後24時間

でホルター心電計および行動記録メモの回収を行い,ホ
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番 号 フリガ 性

刺

オ卜コ . オンナ

男 . 女
氏

名記録開始 午前/ 午後 時 ‥ 分

時 刻

行 動 (なにをしたか) 症 状 (からだのかんじ)

服く

す

薬り

運う

ん

ど

動う

歩あ

る

行く

休や

す

憩む

金た

ベ

事る

飲

酒

排オ

便シ

.
排ツ

尿コ

階の

: :++

降り

起お
圭

就ね

寝る

仕し

､..ナ11｣

事と

そ

の

他

胸む

ね
が

い
た

癖い

動ド

キ

ド

惇キ

息い

'r

れれ

め

ま

い

そ

の

他 メ モ

午前 時 : 分

午後
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16

午前 時 ‥ 分
午後

午前 時 : 分,
午後

午前 時 : 分
午後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll .12 13 14 15 16

午前 時: 分

午後

午前 時: 分
午後

午前 時: 分
午後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16

午前 時 : 分
午後

午前 時: 分午後 蝣
午前 時 ‥ 分

午後
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16

午前 時 ‥ 分

午後

午前 時 : 分

午後

図4　行動記録メモ

表4　観察の流れ

ア
イ
ソ
ト
ニ
ッ
ク
負
荷
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静

分
分
分
分

C
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C
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C
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C

O

J
 
J
 
J
 
J

L
O
 
C
3
　
L
O
　
<
O

r
H
 
M
　
^
f
 
C
D

摘
四
半
十
十
一

ア
イ
ソ
メ
ト
リ
ッ
ク
負
荷

t安
静
(
1
 
5
分
間
)

終
了

t歯
科
処
置

-安
静

>

T
　
-

最大擾力

の30%

-　6分間

ホルター心電計装着

ルター心電図より冒常生活における各動作時および歯科

処置時の循環動態を心拍数変動を中心に観察し,比較,

検討を行った(表5)｡

表5　観察の流れ

ホ.> 帰
ル 宅
夕

来→ 入→ 治 電 静三> 歯→ 退
院 室 療 極 脈 科 出

椅 装 確 処

ホ
ル
夕

I
心

子 着 保 置
L- I

ー
^

電
計
装
着

8 Ch ポリグラフ Ea計
による監視 回

収

午後 午前 …午後

処置前日> < 処置当日 >

(2)各動作時の心拍数の測定

被験者により行動記録メモに記録された各動作時の心

拍数と歯科処置時の心拍数の比較を行うため,心拍数卜
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レンドグラムおよび圧縮心電図より各動作時の心拍数を

算定した｡

①　覚匪時

本研究では日常生活における各動作および歯科処置に

伴う心拍数の上昇に注目し,このため覚酎寺の各動作時

の心拍数は心拍数トレンドグラムより,各動作時の最高

心拍数を記録した時刻を測定し,その時刻に対応する圧

縮心電図より分時心拍数を算定し各動作時の心拍数とL

m

②　睡眠時

本研究では唾眠時の心拍数を冒内変動の中の蓋礎心拍

数と考え,心拍数トレンドグラムより睦眠時に最低心拍

数を記録した時刻を測定し,圧縮心電図より分時心拍数

を算定し,睡眠時の心拍数とした｡

③　歯科処置時

歯科処置前後1時間の分時心拍数を示すトレンドグラ

ムを作成し,処置前安静時,歯科処置時,処置後安静時

およびその前後における心拍数変動を詳細こ観察した｡

またこれら一連の研究における全症例に対し,体動に

よる心拍数変動の影響を考慮し,歯科処置前は治療椅子

上で十分な安静を保ち,歯科処置中は8素子多用途監視

記録装置(日本光電社製RM-85)を使用し,心電図第王

誘導,血圧(Riva-Rocci型血圧計を使用し,左側上腕

より約1分間ごとに聴診法により測定し,時間の経過に

併せて記録紙上に記録した｡また携轟血圧計を装着した

症例ではその値を記録した),呼吸曲線(インピーダンス

演),指尖および耳桑容積脈波(光電式),模骨動脈避音

波ドップラー血流波,脳波,皮膚電気反射(GSR)につ

いて,処置操作内容,被験者の自他覚症状と共に監視

し,言己録した｡

研　究　成　篠

i.素礎的研究:歯科処置時および運動負荷時におけ

る播環動態の比較研究

1)運動負荷に伴う循環動態の変動

(1)アイソトニック負荷に伴う変動(図5,表6)

アイソトニック負荷に伴う各パラメーターの変動は以

下のごとくであった｡

分時心拍数(HR)は負荷前安静時64. 7±10. 6bpmを

基準として, 15W3分後95.8±9.Obpm, 30W3分後

100.0±9. lbpm, 45W3分後107.5±10.2bpm, 60W3

分後115. 3±11. 4bpmと負荷の増加に伴い上昇し,負荷

終了後は　3.7±10.3bpmとほぼ負荷前安静時の値に

戻った｡

安静時15W　30W　45W　60W　安静時
3分後　3分後　3分後　3分後

図5　アイソトニック負荷に伴う各パラメーターの
変動　　　　　　　　　　　　　(n-12)

*P<0.01 VS.負荷前

収縮期血圧(S B P)は負荷前安静時115.0±8.8mm

Hgを蓋準として, 15W3分後127.4±12.3mmHg, 30

W3分後133.6±11.0mmHg, 45W3分後142.8±9.5m

mHg, 60W3分後149. 7±8. 8mmHgと負荷の増加に伴

い上昇し,負荷終了後は114. ±12.2mmHgとほぼ負荷

前安静時の値に戻った｡

拡張期血圧(D B P)は負荷前安静時65. 2±6. TmraHg

を茎準として, 15W3分後72.7±8.0mmHg, 30W3分

後74.0=6.8mmHg, 45W3分後72.5±8.0mmHg, 60

W3分後76. ±8.0mmHgと負荷開始とともに上昇を示

したが,負荷の増加に伴う上昇はさほど大きなものでは

なかった｡また負荷終了後は65.7±10.lmmHgとほぼ

負荷前安静時の値に戻った｡

Rate Pressure Product (RPP)は負荷前安静時

7415.7±1149.1を基準として, 15W3分後12162.5±

1227.7, 30W3分後13338.0±1487.6, 45W3分後
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表6　アイソトニック負荷に伴う各パラメーターの変動

669

時点 負荷前 15W 30W 45W 60W 負荷後

パラメ} 夕I 安静暗 3 分後 3 分後 3分後 3分後 安静暗

分時心拍数 M E A N 64.7 95.8* 100.0* 107.5* 115.3* 1 7

(bpm ) ±Sf) ±10.6 ±9.0 ±9.1 ±10.2 ±11.4 ±10.3

収縮斯血圧 M E A N 115.0 127. 133.6' 142.8' 149.7* 114.8

(m m H g ) ±SD ±8.8 ±12.3 ±11.0 ±9.5 ±8.8 ±12.2

拡張期血圧 M E A N 65.2 72.7* 74.0s 72.5s 76.4* 65.7

(m m H g) ±SI〕 ±6.7 ±8.0 ±6.8 - 8.0 - 8.0 ±10.1

R PP M E A N 7415.7 12162.5* 13338.0* 15138.0* 17233.8* 7829.8

±SD ±1149.1 ±1227.7 ±1487.6 ±1869.6 ±1772.0 ±1076.2

P<O.01 VS.負荷前安静時

15138. 0±1869. 6, 60W3分後17233. 8±1772. 0と負荷の

増加に伴い上昇し,負荷終了後は7829. 8±1076. 2とほぼ

負荷前安静時の値に戻った｡

(2)アイソメトリック負荷に伴う変動(図6,表7)

アイソメトリック負荷に伴う各パラメーターの変動は

以下のごとくであった｡

分晦L､拍数は負荷前安静時66. 8±11. 3bpmを素準とし

て,最大握力の30%で3分後76.8±10.7bpm, 6分後

76.2±9.2bpmと負荷の持続に伴い上昇し,負荷終了後

は67. 2±10. Obpmとほぼ負荷前安静時の値に戻った｡

収縮親血圧は負荷前安静時113. 3±9. 6mmHgを基準

として,最大擾力の30%で3分後121. 7±10.4mmHg,

6分後127. 8±14. lmmHgと負荷の持続に伴い上昇し,

負荷終了後は, 114. 8±10. 6mmHgとほぼ負荷前安静時

の値に戻った｡

拡張斯血圧は負荷前安静時3. 3±9. lmmHgを基準と

して,最大鍾力の30%で3分後70.0±9.lmmHg, 6分

後76.1±11.lmmHgと負荷の持株に伴い上昇し,負荷

終了後は67. 8±12. 4mmHgとほぼ負荷前安静時の値に

mB&.

R P Pは負荷前安静時7548. 3±1254. 2を基準として,

最大握力の30%で3分後9343.8±1516. 6, 6分後9742. 0

±1690.9と負荷の持続に伴い上昇し,負荷終了後は

7728. 2±1443. 1とほぼ負荷前安静時の値に戻った｡

2)歯科処置に伴う循環動態の変動(図7,表8)

歯科処FLRに伴う各パラメーターの変動は以下のごとく

であった｡

安静時　猷握力の30%　猷鋸の30%　安静時
3分後　　　6分後

図6　アイソメトリック負荷に伴う各パラメーター
の変動　　　　　　　　　　　(n-12)

*P<O.01 VS.負荷前

bpmと処置前安静時に比べ上昇し,処置後安静時には

69. 5±10. 6bpmとほぼ処置前安静時の値に戻ったo

分晦L､拍数は処置前安静時1 3±10. lbpmを基準と　　　収縮期血圧は処置前安静時114. 1±9. 2mmHgを基準

して,局所麻酔中85.0±15.8bpm,処竃中85.8±14.4　　として,局所麻酔中122.5±10.7mmHg,処置中126.6
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表7　アイソメトリック負荷に伴う各パラメーターの変動

時 点 負 荷 前 鼻 大 鹿 力 の3 0 % 最 大 握 力 の3 0 % 負 荷 後

パ ラ メ { 夕 】 安静 暗 3 分 後 6 分 後 安 静 暗

分 時心 拍 数 M E A N 6 6 . 7 6 . 8 ' 7 6 . 2 * 6 7 . 2

(b p m ) ±S D ± 1 1 . 3 ± 1 0 . 7 9 . 2 ± 1 0. 0

収 縮 斯 血 圧 M E A N 1 1 3 . 3 1 2 1. r 12 7. 8 ' 1 1 4. 8

(m m H gう ± S D ± 9 . 6 ± 1 0. 4 ± 14 . 1 ± 10 . 6

拡 張 期 血 圧 M E A N 6 6 . 3 7 0. 0 76 . r 6 7. 8

(m m H g ) ± S D 蝣+ 9. 1 ± 9. 1 ± 1 1. 1 ± 1 2 . 4

R P P M E A N 7 5 4 8. 3 93 4 3 . 8 ♯ 9 7 4 2 . 0 * 7 7 2 8 . 2

± S f) ± 12 5 4 . 2 ± 1 5 1 6 . 6 ± 1 6 9 0 . 9 ± 1 4 4 3 . 1

P<0.01　VS.負荷前安静時

±9. 8mmHgと処置前安静時に比べ上昇し,処置後安静

時には113.5±8.2mmHgとほぼ処置前安静時の値に

WBSm

拡張報血圧は処置前安静時67. 4±8. 7mmHgを基準と

して,局所麻酔中69.0±9.lmmHg,処置中71.0±7.6

mmHgと処置前安静時に比べ上昇し,処置後安静時に

は67. 4±8. 7mmHgとほぼ処置前安静時の値に戻った｡

RP Pは処置前安静時7819. 0±1408. 7を基準として,

局所麻酔中10497. 0±2466. 8,処養中10904. 2±2186. 3と

処置前安静時に比べ上昇し,処置後安静時には7933. 5±

1584. 5とほぼ処置前安静時の値に戻った｡

3)歯科処置時および運動負荷時における循環動態変

動の比較(図8)

歯科処置時に被験者には処置に伴う匪盾,処置に対す

る恐怖,禾安等の情動的ストレス,また使用する局所麻

酔薬の影響等の負荷が加わる｡そしてこれらの負荷が総

合的に関与し各種パラメーターの変動として観察される

ものと考えられる｡そこでこれらの負荷を歯科処置に伴

う一連の負荷と考え,これに伴う各パラメーターの変動

と今回の各運勤負荷に伴うパラメーターの変勤との比較

を行った｡

(1)分時心拍数の変動

分時心拍数は歯科処置に伴い3.3±10.lbpmから

85.8±14.4bpmと上昇を示したo一方アイソトニック

負荷では負荷前64. 7±10. 6bpmから最大負荷時115. 3±

ll. 4bpmと大幅に上昇しその上昇幅は歯科処置時に比

べ極めて大きかった0 -方アイソメトリック負荷時は

66. 8±11. 3bpmから鼻大負荷時76. 8±10. 7bpmと上昇

し.その上昇幅は小さく歯科処置時に比べても小さいも

処置前　　局所　　処置中　　処置後
安静時　　麻酔中　　　　　　安静時

図7　歯科処置に伴う各パラメーターの変動
(n-12)

*P<0.01 VS.処置前安静時

のであった｡

(2)血圧の変勤

収縮斯血圧は歯科処置に伴い114. 1±9. 2mmHgから

126.6±9.8mmHgと上昇を示した｡これに比べアイソ
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表8　歯科処置に伴う各パラメーターの変動

671

時点 処置前
局所麟酔中 処置中

処置後

パラメ} 夕I 安静暗 安静暗

分時心拍数 M E A N 3.3 85.0* 85.8' 69.5

(b p m ) ±St) ±10.1 ±15.8 ±14.4 ±10.6

収縮斯血圧 M E A N 114. 1 122.5 * 126.6* 113.5

(m m H g ) ±SD 蝣9.2 ±10.7 ±9.8 ±8.2

拡張期血圧 M E A N 67.4 69.0 71.0 * 67.4

(m m H g ) ±SD ±8.7 ±9.1 ±7.6 1 Y

R P P M E A N 78 19. 0 10497.0* 10904.2* 7933.5

±SI〕 ±1408.7 ±2466.8 ±2186.3 ±1584.5

P<O.01 VS.処置前安静時　　　平均局所麻酔薬室1.80ml

トニック負荷時には115.0±8.8,mmHgから149.7±8.8

mmHgと大幅に上昇しその上昇幅は歯科処置時に比べ

大きいものであったO一方アイソメトリック負荷時は

113.3±9. 6mmHgから127. 8±14. 1mmHgと上昇を示

し,この上昇幅は歯科処置時とほぼ同程度のものであっ

た｡

拡張期血圧は歯科処置時には67.4±8. 7mmHgから

71. 0±7. 6mmHgと軽度の上昇を示した｡これに比べア

イソトニック負荷時には65.2±6.7mmHgから76.4±

8.0mmHg,アイソメトリック負荷時3.3±9.lmmHg

から76.1±11.lmmHgと上昇し,これら両負荷時の上

昇幅は歯科処置時に比べ大きいものであった｡

(3) RPPの変動

R P Pは歯科処置に伴い7819. 0±1408. 7から歯科処置

中最大10904.2±2186.3と上昇した｡これに比べアイソ

トニック負荷時には7415.7±1149.1から最大負荷時

17233. 8±1772. 0と歯科処置時に比べ大幅に上昇した｡

一方アイソメトリック負荷時7548.3±1254.2から9742.0

±1690. 9と上昇を示し,この上昇幅は歯科処置時に比べ

僅かに小さいものであった｡

以上のごとくアイソトニック負荷,アイソメトリック

負荷,および歯科処置に伴う各パラメーターの変動を比

較すると,各パラメーターはアイソトニック負荷に伴い

大きな上昇を示し,これに比べ歯科処置時,アイソメト

リック負荷時の変動は少ないものであった｡また歯科処

置に伴う各パラメーターの変動量は本研究において用い

た程度のアイソメトリック負荷時とはぼ同程度のもので

%Bm

4)運動負荷に伴う循環動態の変動量と歯科処置に伴

う循環動態の変動量との関係

本研究ではさらに個々の症例において分略し､拍数およ

び収縮斯血圧の変動に淫目し,運動負荷に対する循環動

態の変動量と歯科処置時の循環動態の変動室を比較検討

することによって,運動負荷に伴う循環動態の変動室を

基に歯科処置時の循環動態の変動を予測できるかどうか

その可能性について検索した｡その結果を以下に記載す

る｡

(1)分時心拍数の変勤(図9,図10)

個々の症例において分時心拍数の変動に注目すると,

アイソトニックおよびアイソメトリック両運動負荷に伴

う分時心拍数の変動量と歯科処置に伴う分時心拍数の変

動室との間には図に示すごとく有意な相関は認められな

かった｡

(2)収縮親血圧の変動(図11,図12)

個々の症例において収縮戴血圧の変動に注目すると,

アイソトニックおよびアイソメトリック両運動負荷に伴

う収縮親血圧の変動量と歯科処置に伴う収縮親血圧の変

動室との間には図に示すごとく有意な相関は認められな

宣Bia

以上の結果より,運動負荷時の循環動態の変動量から

歯科処置時の循環動態の変動量を予測することは困葉で

あると考えられた｡

5)代表例(図13)

以上の研究成績における代表例を示すo

症例は, 25才,男性でホルタ-L､電計および携者血圧

計を装着し,下顎右価第3大臼歯の抜歯を行ったOまた

処置前にエルゴメーターおよびハンドグリップを用いて

一定条件の運動負荷を与え,アイソトニック運動時,ア

sar　-
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歯科処置

`　　　　　　アイソトニック負荷

●-　　　　　アイソメトリック負荷

SI〕P (mmHg)

負荷時

図8　各種負荷に伴う各パラメーターの変動の比較

-　68　-



』HR (bpm)

歯科学報　Vol. 92, No. 4 (1992)

dHR (bpm)

●　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●　　　　　●

●　　●　　　　　　　　　　　　　●

20　　　　　40　　　　　60 dHR(bpm)

アイソトニック負荷

図9　アイソトニック負荷に伴う分時心拍数の上昇

量と歯科処置に伴う分略し､拍数の上昇量の相関
(n-12)

20　　　　　40　　　　　60 /ISBP (mmHg)

アイソトニック負荷

図11アイソトニック負荷に伴う収縮親血圧の上昇
量と歯科処置に伴う収縮期血圧の上昇室の相関

(n-12)

BP (mmHg)

HR (bpm)

歯
料
W- 20

置

●

●　　　　　●

●　　　　●

●

●●　　　　　　●

●

0　　　　　　　　20
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40　　　　　60 ∠】HR(bpm)

アイソメトリック負荷

図10　アイソメトリック負荷に伴う分時心拍数の上
昇量と歯科処置に伴う分時心拍数の上昇量の相

関　　　　　　　　　　　　　(n-12)

20　　　　　40　　　　　60 dSBP (mmHg)

アイソメトリック負荷

図12　アイソメトリック負荷に伴う収縮親血圧の上
昇量と歯科処置に伴う収縮親血圧の上昇室の相

関　　　　　　　　　　　　　(n-12)
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イソメトリック運動時,歯科処置時の心拍数および血圧

の変動を観察した｡

(1)アイソトニック運動時

分晦L､拍数は負荷前安静時の60bpmから15W 3分後

94bpm, 30W3分後98bpm, 45W3分後104bpm, 60

W3分後116bpmと負荷の増加に伴い上昇し,負荷終了

後は58bpmとほぼ負荷前安静時の値に戻った｡また収

縮期血圧は負荷前安静時のIllmmHg･から15W 3分後

123mmHg, 30W3分後125mmHg, 45W3分後132

mmHg, 60W3分後148mmHgと上昇し,負荷終了後

は108mmHgとはぼ負荷前安静時の値に戻った｡拡張斯

血圧は負荷前安静時の58mmHgから15W 3分後68mm

Hgと上昇を示したがその後は30W 3分後67mmHg, 45

W3分後63mmHg, 60W3分後60mmHgと負荷の増加

に伴い下降し,負荷終了後は, 56mmHgとはぼ負荷前

の値に戻った｡

(2)アイソメトリック運動時

分略し､拍数は負荷前安静時の58bpmから最大握力の

30%で3分後は76bpmと上昇し, 6分後70bpmとやや

下降し,負荷終了後は62bpmと負荷終了に伴い下降し

た｡また収縮斯血圧は負荷前安静時の108mmHg-から最

大擾力の30%で3分後115mmHg, 6分後118mmHgと

負荷の持続に伴い上昇し,負荷終了後は105mmHgとほ

ぼ負荷前安静時の値に戻った｡また拡張斯血圧も負荷前

安静時56mmHgから負荷3分後60mmHg, 6分後63

mmHgと,収縮親血圧と同様に負荷の持続に伴ない上

昇し,負荷終了後は55mmHgとほぼ負荷前安静時の値

に戻った｡

(3)歯科処置時

分時心拍数は処置前安静時の64bpmから局所麻酔中

90bpm,処置中90bpmと処置の経過に伴って上昇し,

処置終了後は66bpmとほぼ処置前安静時の値に戻っ

たoまた収縮親血圧は処置前安静時の114mmHgから局

所麻酔中138mmHg,処置中132mmHgと処置の経過に

伴い上昇し,処置終了後は114mmHgと処置前安静時の

値に戻ったO拡張斯血圧は処置前安静時の58mmHgか

ら局所麻酔中64mmHg,処置中68mmHgと処置の経過

に伴い上昇し,処置終了後も66mmHgと処置前に比

べ,高い値を示した｡

このように本症例では,歯科処置時に各パラメーター

の上昇が見られたが,本研究の成績に示したごとく,こ

れらのパラメーター,とくに分時心拍数,収縮斯血圧の

変動量は運動負荷時,とくにアイソトニック負荷時に比

べ小さく,またアイソメトリック負荷時と同程度のもの

であった｡

6)小　括

ホルター心電計および携帯血圧計を装着した健常者ボ

ランティアに日常われわれが経験する程度の一定条件の

運動負荷を加え,その後局所麻酔下の歯科処置を行い歯

科処置に伴う循環動態の変動と運動負荷に伴う循環動態

の変動との比較検討を行った｡

歯科処置に伴い分時心拍数,収縮期血圧,拡張期血

圧, RPPはそれぞれ上昇を示した｡しかしその上昇量

は運動負荷時,とくにアイソトニック負荷に伴う上昇室

に比べ小さいものであった｡またアイソメトリック負荷

時と比べ,歯科処置時には分時心拍数, RP Pの上昇量

は僅かに大きく,収,W斯血圧および拡張期血圧において

は同程度の上昇量であった｡

次に個々の症例における運動負荷に伴う循環動態の変

動室と歯科処置に伴う盾環動態の変動室との比較を行っ

たが,アイソトニック負荷およびアイソメトリック負荷

に伴う分B&D､拍数および収縮報血圧の上昇量と歯科処置

に伴う分時心拍数および収縮期血圧の上昇量との間には

有意な相関は認められなかった｡

以上のごとく,各パラメーターは歯科処置時に比べ運

動負荷,とくにアイソトニック負荷により大きな影響を

うけ,また内科領域で利用される運動負荷試験のよう

に,運動負荷により心機能を鼻大限上昇させることによ

り心機能の予備力を推測することは可能であるが,歯科

処置時には身体に運動負荷,とくにアイソトニック負荷

は加わらず,その循環動態の変動の機序は運動負荷時と

は異なるため,運動負荷時の循環動態の変動量より歯科

処置時の循環動態の変動室を予測することは困楽である

と考えられた｡

以上の結果を待て,さらに健常者および虚血性心疾患

の既往を有するものを対象とし,歯科処置時および日常

生活における各動作時の心拍数変動の比較検討を行っ

たoその結果は以下に示すごとくである｡

2.歯科処置時および日常生活における各動作時の盾

環動態(心拍数変動)の比較研究

1)日常生活動作の分戴(図14)

本研究ではE]常の各動作時の心拍数変動と歯科処置時

の心拍数変動との比較を行うため,被験者の行動記録メ

モより記録された頑度の多い12動作を選びだし,主とし

て四肢運動を伴う動作,四肢運動を伴わない動作　歯科

処置,睡眠の4群に区分し,各勤作時の心拍数の計測を

SEB荒

2)各動作時の心拍数(表9)
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(1)健常者群

①　主として四肢運動を伴う動作

各動作時の心拍数は階段昇降時が121. 9± 19. 5bpmと

鼻も高い値を示し,次いで自転車走行時118.0±12.0

bpm,歩行時115.3±15.6bpm,体操･運動時3.0±

6.Obpm,家事･仕事時86.8±7. 7bpmの服であった｡

②　四肢達勤を伴わない動作

各動作時の心拍数は排便･排尿時に94. 6±12. 8bpm

と最も高い値を示し,次いで自動車運転時90.1±12.6

bpm,バス･電車乗車時87.0±6.Obpm,金事時2.6±

7.8bpm,休憩時82. 6±11. 7bpmの順であった｡

③　歯科処置

各被験者の心拍数は処置前安静時から局所麻酔中,処

置中と処置の経過に伴い上昇し,処置後安静時にはほぼ

処置前安静時の値に戻った｡この心拍数変動の中で観察

された心拍数の産高値は平均　3.5±13.2bpmであっ

m

④　唾眠

睡眠に伴い各被験者の心拍数は低下し,体勤, REM

酎民等に伴う一過性の心拍数変動は認められるものの心

拍数の日内変動の中で鼻も低いレベルで経過した｡この

心拍数変動の中で観察された心拍数の最低値は平均54. 3

±5. lbpmであった｡

(2)虚血性心疾患群

①　主として四肢運勤を伴う動作

675

･ A　主として四肢運動を伴う勤作

1.歩行　2.階段昇降　3.自転車走行

4.家事･仕事　5.体藻･運動

6.その他

･ B　四肢運動を伴わない動作

1.排便･排尿　2.食事　3.自動車運転

4.バス･電車乗車　5.休憩

6.その他

･歯科処置(局所麻酔下)

･睡眠

図14　日常生活動作分楽

各動作時の心拍数は階段昇降時が105. 4±21. 6bpmと

最も高い値を示し,次いで歩行時3.5±18.3bpm,自

転車走行時94.3±14.Obpm,体操･運動時92.0±2･6

bpm,家事･仕事時86. 8±6.2bpmの順であったO

②　四肢運動を伴わない動作

各動作時の心拍数は排便･排尿時に3.0±15.Obpm

と最も高い値を示し,次いで自動車運転時3.4±10.9

bpm,食事時81.0±13.8bpm,休憩時77.4±12.8

bpm,バス･電車乗車時7工7±6. 2bpmの順であったo

⑨　歯科処置

各被験者の心拍数は健常者群と同様に処置前安静時か

表9　各動作時における心拍数の比較
(平均心拍数　MEAN±SD)

健常者群 虚血性心疾 患群

A

階段昇降 12 1.9 ±19.5 階段昇 降 105`4±2 1.6

自転車走行 118` 0±12.0 歩行 99.5 ±18.3

歩行 115. 3±15.6 自転車走行 94.3 ±14. 0

体操 . 運動 3.0±6.0 体操 . 運動 2.0 ±2.6

家事 . 仕事 86.8± 7. 7 家事 . 仕事 86.8 ±6.2

B

排便 . 排尿 94.6 ±12.8 排便 . 排尿 9.0 ±15.0

自動車運転 90.1 ±12.6 1 自動車運転 3.4 ±10.9

バ ス . 電車乗 車 87.0 ±6.0 食事 81.0 ±13.8

食事 82.6 ±7.8 休憩 77.4±12.8

休憩 82.6 ±11.7 バス . 電車乗車 71.7±6.2

歯科処 置 3.5 ±13.2 82.0 ±17.8

睦 眠 54.3 ±5.1 59.0 ±8.2

A :主として四肢運動を伴う動作
B :四肢運動を伴わない動作
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ら局所麻酔中,処置中と処置の経過に伴い上昇し,処置

後安静時にはほぼ処置前安静時の値に戻ったoこの心拍

数変動の中で観察された心拍数の最高値は平均2. 0±

17.8bpmであった｡

④　睡眠

各被験者の心拍数は睡眠に伴い健常者群と同様の変動

を示したOこの心拍数変動の中で観案された心拍数の最

低値は平均59. 0±8. 2bpmであった｡

以上のごとく日常生活における各動作時の心拍数は健

常者群,虚血性心疾患群ともに階段昇降,自転車走行,歩

行など四肢運臥　とくに下肢のアイソトニック運動を伴

う動作時に高い値を示した｡これに対し四肢運動を伴わ

ない各動作時の心拍数はさほど高い値を示さなかった｡

しかしこれら四肢運動を伴わない動作の中でも被験者に

アイソメトリック負荷が加わると考えられる排便･排尿

時,また精神緊張が加わると恩われる自動車運転時には

両群とも比較的高い値を示した｡また睡眠時の心拍数は

両群とも心拍数の日内変動の中で最も低い値を示した｡

次に歯科処置時の心拍数であるが,本研究では両薪と

も低い値を示し,日常の各動作時と比較すると,自動車

運転,食事など四肢運動を伴わない動作時と同程度のも

のであった｡

3)健常者群,虚血性心疾患群における各動作時の心

拍数の比較

日常生活における同一種楽の動作時の心拍数を健常者

群,虚血性心疾患群について比較すると,主として四肢

運動を伴う動作時,四肢運動を伴わない動作時ともに健

常者蔚が虚血性L､疾患群に比較して高い値を示した｡ま

た歯科処置時においても同様の結果が得られた｡これに

対し睡眠時の心拍数は健常者翻こ比較して虚血性L､疾患

群の方が高い値を示した｡またこのため虚血性心疾患群

の心拍数の日内変動は健常者群に比べ少ないものであっ

た｡

4)酎民時の心拍数を基準とした日常の各動作時およ

び歯科処置時の心拍数変動の評価

先に述べたごとく生体の播環動態変動は運動負荷,と

くにアイソトニック負荷によって大きな影響を受ける｡

また日常生活動作時における心拍数変動も同様に四肢の

アイソトニック運動によって大きく変動した｡これに対

し歯科処置時には身体にアイソトニック負荷が加わるこ

とはなく,このため本研究ではさらに被験者の心拍数の

冒内変動の中で運動負荷,情動負荷が加わらず,交感神

経緊張の豪も少ないと考えられる睡眠時の心拍数を蓋準

として設定し,冒常の各動作時および歯科処置時の心拍

数変動の評価を行った｡

(1)睡眠時の心拍数と,日常生活各動作時の心拍数の

関係

健常者群および虚血性心疾患群における全被験者を対

象とし,被験者の行動記録メモより待られた各動作よ

り,全被験者に記録された以下の動作を選出し,各動作

時と睡眠時との心拍数の相関を検討した.

①　歩行時

個々の症例について観察すると,睡眠時の心拍数と歩

行時の心拍数との間には有意な相関は認められなかった

(図15)c

②　階段昇降時

睡眠時の心拍数と階段昇降時の心拍数との間には歩行

時と同様に有意な相関は認められなかった(図16)｡

③　排便･排尿時

酎民時の心拍数と排便･排尿時の心拍数との間には

Y-0.92X+36.7, r-0.49(P<0.01)と有意な正の相

関を示した(図17)0

④　食事時

睡眠時の心拍数と金事時の心拍数との間にはY -0. 79

X+38.8, r -0.44(P<0.05)と有意な正の相関を示し
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図15　睡眠時の心拍数と歩行時の心拍数との相関
(n-46)
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図16　睡眠時の心拍数と階段昇降時の心拍数との相
関　　　　　　　　　　　　　　(n-46)

た(図18)｡

⑤　休憩時

睡眠時の心拍数と休憩時の心拍数との間にはY -0.

X+26.4, r-0.56(P<0.01)と有意な正の相関を示し

た(図19)c

(2)酎民時の心拍数と歯科処置時の心拍数の関係

健常者群および虚血性L､疾患群における全被験者の睡

眠時の心拍数と歯科処置時の心拍数の相関を検討した結

果, Y-l.05X+22.8, r-0.49(P<0.01)と有意な正

の相関を示し,睡眠時の心拍数の高い症例は歯科処置時

にも高い心拍数を示すという結果が得られた(図20)｡

以上のごとく,睡眠時の心拍数と日常の各動作時およ

び歯科処置時の心拍数を比較,検討すると,歩行,階段

昇降など四肢のアイソトニック運動を主とする動作時の

心拍数はアイソトニック負荷に伴う心拍数変動の影響を

大きく受け,身体に運動負荷の加わらない睡眠時の心拍

数とは相関を示さなかった｡一方身体にアイソトニック

負荷の加わらない排便･排尿,金事,休憩などの動作時

の心拍数と睡眠時の心拍数との間には相関関係が認めら

れた｡また同様に歯科処置時には身体にアイソトニック

負荷は加わらないため運動負荷に伴う心拍数変動の影響
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図17　睡眠時の心拍数と排便･排尿時の心拍数との
相関　　　　　　　　　　　　(n-46)

は受けず,身体にアイソトニック負荷の加わらない睡眠

時の心拍数との問には相関関係が認められた｡

5)睡眠時,処置前安静時,歯科処置時における心拍

数の関係

酎民時の心拍数と歯科処置時の心拍数との関係は前述

した.そこで本研究ではさらに処置前安静時の心拍数に

庄冒し,睡眠時,処置前安静時,歯科処PLR時の心拍数の

関係を比較,検討した｡

(1)睡眠時,処置前安静時,歯科処置時の心拍数

各時点における分時心拍数を各症例ごとに比較する

と,以下のごとくであった.

①　健常者群

睡眠時の心拍数は46bpmから64bpmの範囲に分布し

ていた｡また各症例とも処置前安静時には心拍数は上昇

し, 50bpmから92bpmの範囲に分布し,酎民時に比べ

そのばらつきは大きいものとなっている｡歯科処置時は

さらに心拍数の上昇が認められ, 66bpmから105bpmの

範囲に分布した(図21)｡

②　虚血性心疾患群

睡眠時の心拍数は42bpmから72bpmと健常者群に比

較して広い範囲に分布していた｡また処置前安静時には
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(bpm)

図18　睡眠時の心拍数と食事時の心拍数との相関
(n-46)

心拍数は44bpmからIOObpmの範囲に広く分布し,多数

の症例で酎即寺に比較して上昇を示した｡しかし健常者

群とは異なり睡眠時に比較して処置前安静時のほうが低

い値を示す症例も認められた｡歯科処置時の心拍数は44

bpmから114bpmと処置前安静時に比べさらに広い範囲

に分布し,多数の症例で処置前安静時に比べて上昇を示

したが全く上昇を示さなかった症例も観察された(図

22¥,

(2)睡眠時および処置前安静時の心拍数による歯科処

置時の心拍数変動値の評価

次に全被験者における睡眠時の心拍数を蓋準とした処

置前安静時の心拍数の上昇量と歯科処置に伴う心拍数の

上昇室との関係を検討すると　Y-0.40X+7.8, r

0.58 (P<0.01)と有意な正の相関を示し,睡眠時を蓋

準として処置前安静時に心拍数が大きく上昇している症

例では歯科処置に伴う心拍数の上昇量も大きい値を示

し,また座眠時および処置前安静時の心拍数の差の小さ

い症例では歯科処置に伴う心拍数の変動も小さいという

結果が待られた(図23)｡

以上のごとく,被験者に運動負荷,とくにアイソト

ニック負荷の加わらない状態である睡眠時,処置前安静

休
憩
時
心
拍
数

図19　睡眠時の心拍数と休憩時の心拍数との相関

(n-46)

時,歯科処義時の心拍数の関係を検討すると,ホルター

心電計を用いて睡眠時の心拍数を測定し,処置前安静時

の心拍数と比較することにより,本研究のような通常の

局所麻酔下の歯科処置時の心拍数の上昇量の予細が可能

であると思われた｡

6)代表例

(1)第1例(図24)

症例は,狭心症の既往があり,寛在カルシウム浩抗

秦,亜硝酸薬を服用中の66才男性で,下顎左側第一大臼

歯の抜歯を行った｡

上段に示す歯科処置前後1時間の心拍数変動に淫目す

ると,分時心拍数は処置前安静時の80bpmから処置に

伴いIOObpmと上昇を示した｡また処置の終了に伴い下

降し,処置後安静時には84bpmに回復した｡しかし処

置の前後に庄目すると,入室時124bpm,退室時138

bpm,治座椅子昇降時はそれぞれ122bpm, HObpmと

いずれも歯科処置時に比べ高い心拍数を示した｡さらに

階段昇降時,歩行時などにも高い値を示し,休憩時には

78bpmと処置前安静時より僅かに低い値を示したO

次に下段に示す歯科処置前後24時間の心拍数トレンド

グラムに淫目すると,心拍数の日内変動の中で階段昇
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図20　睡眠時の心拍数と歯科処置時の心拍数との相関
(n-46)

降,歩行など身体にアイソトニック負荷の加わる動作時

に大きな心拍数の増加を認め,また身体にアイソトニッ

ク負荷の加わらない排便･排尿,食事,休憩時には80-

lOObpmと歯科処置時と同程度または僅かに低い値を示

した｡また睡眠時に庄Ejすると,心拍数は排尿時の一時

覚醒に伴う上昇は認められたものの,覚醒時に比べ低い

値で安定しており,最も低い時点で62bpmと低い値を

示した｡

(2)第2例(図25)

症例は,狭心症の既往があり,環在β一連断薬を服用

中の73才男性で,上顎右側第一大臼歯の抜歯を行った｡

分時心拍数は処置前安静時の44bpmから処置に伴

い, 48bpmと上昇を示した｡また処置終了後安静状態

では44bpmを示し,歯科処置に伴う分晦L､拍数の変動

茎は第1例の20bpmに比べ4bpmと小さなものであっ

た｡また処置の前後では入室時62bpm,退出時58bp

m,治療椅子昇降時はそれぞれ62bpm, 58bpmと心拍

数の上昇を認めたoまた階段昇降　歩行時の心拍数上昇

を認めたが,休憩時は歯科処置時と同程度の心拍数を示

した｡

次に心拍数の日内変動に注E]すると,やはり歩行時,

睡眠時　　　　　処置前
安静時

図21各時点における心拍数(健常者群)

歯　科
処置時

運勤時,階段昇降時などに心拍数Q上昇が認められ,食

事晦　休憩時など身体に運動負荷の加わらない時点で

は,歯科処置時と同程度の心泊数を示した｡また本症例

は日常の各勤作および歯科処置に伴い第1例と同様の変

動を示すもののその変動室は小さなものであった｡さら

に睡眠時の心拍数に庄目すると42bpmであり処置前安

静時の44bpmとほとんど差はなく,また処置に伴う心

拍数の上昇も極めて小さいものであった｡これに比べ第

1例では睡眠時の心拍数は62bpmと高い値を示し,ま

た処置前安静時と睡眠時の心拍数の差は18bpmと大き

く,歯科処置に伴う心拍数の上昇量も20bpmと大きな

ものであった｡

以上のごとく,ホルター心電図を用い心拍数の冒内変

動を観察すると,心拍数変動は四肢のアイソトニック運

動に大きな影響を受け,アイソトニック負荷の加わらな

い歯科処置に伴う変動は食事,自動車運転などアイソト

ニック負荷の加わらない動作時と同程度のものであっ

た｡また,睡脚寺の心拍数を測定することにより本研究

の症例のごとき通常の局所麻酔下の歯科処置時の心拍数
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遺脇:歯科処置時の循環動態と心拍数口内変動

dHR (bpm)

睡眠時　　　　　処置前　　　　　歯　科
安静時　　　　　処置時

図22　各時点における心拍数(虚血性心疾患群)

はある程度予測され,さらに処置前安静時の心拍数と睡

眠時の心拍数の比較を行い,自律神経の活動性を評価す

ることにより,歯科処置に伴う心拍数の上昇量を推測す

ることが可能であると考えられた｡

考　　　　　案

今日の歯科臨床では,虚血性心疾患をはじめとした

種々の循環器系疾患を合併した患者の受診率が増加する

傾向にある｡このような患者に対し,局所麻酔下の歯科

処置を行う際,歯科処置に伴う各種負荷に伴う番環勤態

の変動を監視し,各種不快症状の発寛を察知し適切な処

置を施すと同時に,処置前に患者の全身状態を評価し,

さらに処置に伴う循環動態の変動を予測することは極め

て重要であると思われる｡

歯科臨床において,これらの患者に歯科処置を行う際

は一般臨床検査値のほか術前の問診により階段昇降時,

歩行時など患者の日常生活における各動作時の自覚症状

を参考にしたり,運動負荷試験による循環動態の変動を

参考にするなど,運動負荷に伴う循環動態の変動から患

歯
科
処
置
に
伴
う
心
拍
数
の
上
昇
量

●

●　　　　●

・　　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　　・
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10　　　　　　　20

処置前安静時の心拍数の上昇量
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図23　睡眠時の心拍数を基準とした処置安静時にお

ける心拍数の上昇室と歯科処置に伴う心拍数の
上昇室との相関　　　　　　　　　(n -46)

者の全身状態を把擾し処置を行う場合が多い｡しかし日

常生活における各種動作と歯科処置時の循環動態を客観

的に比較,観察した報吾は見あたらない｡

本研究では虚血性心疾患の既往を有する者および健常

者に対し,歯科処置中の循環動態の監視のみならず,ホ

ルター心電計を応用し,歯科処置時およびその前後の心

電図を記録し,心拍数変勤を中心に冒常生活と歯科処置

時の循環動態を比較検討したo　またこれに先だち素礎的

研究として健常者ボランティアに対し歯科処置を行う前

に一定条件の運動負荷を与え,歯科処置時の番環動態の

変動と運動負荷時の循環動態の変動とを比較検討した｡

1.ホルター心電図および携帯血圧計について

ホルター心電図について

ホルター心電図法は,携帯型磁気テープ装置を用いて

患者の長時間にわたる心電図を記録し,後刻このテープ

を高速処聖装置を用いて処理し,全心電図を圧縮心電図

として再生し,心拍数, R-R間隔の変動,調律異常,

異形調律異常の発現頻度および発現様式, S Tレベルの

日内変動などについて分析し,同時に患者に記録させた

日常の動作,時刻とを参考にして,その時点における心

電図の異常を発見し,診断するものであるo

この方法は米図の技術者Norman J.Holterによっ

て考案され9)10)本邦においても1964年に杉浦が導入

し, 1970年に臨床応用されて以来11)村尾ら12)下村13)木

村ら14)佐藤ら15)内藤ら16)が独自に開発した装置をそ

れぞれ臨床に応用するなど,臨床研究面において急速な

普及が見られるo　この主な目的としては,通常の心電図

検査で確認可能な調律異常(慢性のJL､房細動,親外収縮
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13 14 15 16 17 18 19　20　21 22　23　0　1

図24　代表例(66歳　男性

や房室ブロックの頻発)の日内変動の観察,通常の心電

図検査では確認できない調律異常の診断,運動負荷心電

図では確認されない夜間狭心症,安静時狭心症,異型狭

心症の診断,治療薬剤(抗不整脈薬,抗狭心症薬)の効果

判定,急性心筋梗塞後の心臓リハビリテーションの効果

判定,人工ペースメーカーの機能評価などがあげられ17)

18)19)さらに睡眠20)21)22)休養,運動,食事,自動車運

転,性生活23)24)など24時間の生理的リズムに対応した心

電図の冒内変動に関する研究などにも応用されている｡

本研究では日本光電社製DMC3152ホルター心電計を用

い24時間心電図の記録を行い, DMC3000高速処理装置

を用いて分析を行った｡

ホルター心電計を装着した被験者には入浴を禁止する

以外にとくに行動の制限は行わず,このため身体活動に

よる筋電図の混入を避けるために通常は四肢誘導は用い

2　3　4　5　6　7　　　9 10 ll 12 13(時刻)

匪抜歯･.狭心症の既往)

ず,胸部双極誘導が用いられる17)18)25)｡また電極の接触

不良や脱落等種々の原因によるアーチファクトの可能性

も考慮して,本研究ではCM,, NASAの2誘導を用い

て2チャンネル同時記録を行った｡

被験者の行動の記録

本研究では被験者の日常の各動作時の心拍数変動を観

察するため,被験者には行動記録メモに各動作を詳細に

記録させるとともに,その動作を行った時刻をできるだ

け正確に記録させたOまた時間のずれを慮中限にとどめ

るため,記録開始時刻を測定する時計と被験者が装着

し,行動記録に用いる時計とを一致させた｡一方,日常

庄活における各動作は単一動作として行われることはま

れで,それぞれ連続して行われるため,各動作に伴う心

拍数変動を正確に観察するため本研究では各動作の開始

時刻と終了の時刻とをできるだけ正確に記録するように

77



HR

(bpm)

200

150

100

50

運休　　排食　　休
動憩　　尿事　　憩
J J JJ l

階
段

歩食排運　昇　　　運　食休
行事便動　降　　動　事憩
Jlll J I J ∫

∪
歯榊処

15 16 17 18 19　20　21 22　23　0　1　2　3　4　5　6　7　　　9 10 ll 12 13 14 15　　時刻)

図25　代表例(73歳　男性　旦抜歯:狭心症の既往)

被験者に記録開始前に十分な説明を行った｡

携帯血圧計について

近年,循環器内科磯域において通常の血圧制定のみな

らず,血圧の日内変動の刺定の重要性も指摘され26)ホ

ルター心電計による長時間心電図の普及のみならず,漢

帯用の非観血的血圧連続測定装置が相次いで開発され,

その機種も小型化されつつある｡

本研究では基礎的研究として健常者ボランティアに対

し歯科処置前に一定条件の運動負荷を加え,負荷前より

処置終了時まで携帯血圧計(日本コーリン社製ABPM-

630)を装着し,ホルター心電計による心拍数変動に加え

て血圧変勤の観察も行った｡本血圧計はCO2ボンベを

用いてカフの加圧を行い,コロトコフ法ならびにオシロ

メトリック法の両方を用いて血圧の拙走を行い,測定後

は同社製解析装置A S -100を用いてデータ処理を行う

ものである｡藤岡らの報吾27)によれば,本血圧計により

測定した血圧値と水銀柱血圧計による血圧値とはコロト

コフ法,オシロメトリック法において非常に高い相関が

認められており,著者は本携帯血圧計を用いて2分毎の

血圧を記録した｡

2.分時心拍数の計測方法と問題点

当教室では従来より歯科処置時の循環動態を血圧,分

時心拍数,末櫓容積脈波,血乗カテコールアミン濃度,逮

音波ドップラ-血流波,心電図RIR間隔変動などを指

標に詳細に分析してきた1)2)3)4)5)6)7)8)分時心拍数は吾

沢の方法｡に準じ心電図上の10心拍より,それを1単位

として分時心拍数に換算し,歯科処置中の心拍数変動を

詳細に分析し,短時間以内の異常心拍数変動の概念を蓋

に不快症状発場の監視,およびその病態生理についての

検討を行ってきたO　しかし本研究のごとくホルター心電

計を用いた場合,待られる心電図は通常の心電図とは異

なり圧縮心電図の形で措記されるため,分時心拍数は圧

縮心電図上30秒間の心拍数より分時心拍数を算定するも

のである｡このためホルター心電計を用いた心拍数変動

の観察は,本研究のように長時間にわたり種々の動作時

の心拍数変動を観察するためには有効であるが,歯科処

置時における異常心拍数変動の観察のような心拍数の編

かな変動の観察には不十分であると思われた｡このため

歯科処置を行う際は, 8素子多用途監視記録装置(日本光

電社製RM-85)を用いた循環動態の監視を並行した｡
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3.運動負荷に伴う循環動態の変動

生体は加えられる負荷に対し,最終的には生命の安全

を確保するため適切な応答を示す｡これら負荷には,運

動負荷,情動負荷,薬物負荷など種々の負荷が考えら

れ,これに対する生体の反応としては循環器系,呼吸器

系の反応が最も問題となる｡

当教室では歯科処置時に生体に加わる情動負荷を主と

した各種負荷に対する番環動態の変動を観案し,歯科処

置時の循環動態の生理的変動,不快症状発現時の病態生

聾等について検討を試みてきた｡今回著者は局所麻酔下

の歯科処置を要する患者に対し,処置前に一定条件の運

動負荷を加え,運動負荷に対する循環動態の変動と,悼

動負荷に伴う循環動態の変動とを比較し,検討を行っ

m

運動負荷の種類

身体に加わる運動負荷には骨格筋の運動様式という観

点から考えるとアイソトニック負荷およびアイソメト

リック負荷の二つの様式が存在する｡アイソトニック負

荷は骨格筋の収縮と弛緩を繰り返す等張性負荷であり,

アイソメトリック負荷は固定された一定の抵抗の下で実

施される持続的な骨格筋の収縮すなわち等尺性負荷であ

る｡

本研究で用いたアイソトニック負荷は,被験者の上半

身の動きが少なく,心電図,血圧の測定に際し誤差を生

じにくい下肢運動とし,臥位でのエルゴメーターを用い

た運動負荷を選択した｡通常,エルゴメーターを用いた

運動負荷試験では,被験者の体重に関係なく約25ワッ

ト,または約50ワット程度の強さより始める方法が一般

的であるが,他に約75ワット,または約100ワット程度

の強さより始め, 25ワットずつ段階的に負荷を増加させ

ていく方法も用いられている28)｡これらは,被験者に自

覚症状(胸痛,高度呼吸困難,著明な動摩,高度の下肢

魔怠感,めまい)が発現するか,心電図変化(期外収縮の

多発,連発,発作憧頑拍の出乳　ST上昇,下降)が発

現するまで,または収縮期血圧および心拍数があらかじ

め設定した上限に達するまで負荷を持続,または増加

し,心機能の限界を知るためであるのに対し,本研究で

は日常の生活動作時と歯科処置時を比較するものである

ため,被験者に与える負荷は,安静時より3分毎に15

ワットずつ増加させ,早歩き程度の60ワットまで増加さ

せるものとした｡

一方,アイソメトリック負荷を用いた運動負荷試験に

は,従来より-ンドグリップ法,定滑車垂室法,物怪挙

上法などが用いられてきた29)本研究では鼻も一般的で

683

あるハンドグリップ法を用いて被験者に負荷を与えた｡

負荷の量は通且最大握力の30%の擾力が用いられ,本

研究においても負荷を与える前に握力計を用い,被験者

の最大擾力を測定し,その約30%の強さのハンドグリッ

プを用いて6分間の負荷を与えた｡

以下に述べるごとく,これら両負荷に伴う循環動態の

変動はそれぞれ異なるものであり,このため本研究では

歯科処置に伴う循環動態の変動とこれら2種楽の運動負

荷を用いた際の循環動態の変動との比較を行ったo

アイソトニック負荷に伴う赫環動態の変動

一般に骨格筋がアイソトニック運動を行う場合,運動

の開始と扇時に筋および関節からの求心性インパルスは

増加し,交感神経活動は促進され,正常心では心拍数の

増加とJL､収縮性の元進により心拍出量の著明な増加を示

す30)31)｡さらに骨格筋においては筋収縮に伴い静脈は圧

迫され,このポンプ作用によって静脈血の還流室は増加

し,心拍数および心拍出室はさらに増加し,収縮期血圧

も増加する｡一方血管自体の変化としては,交感神経活

動元進により骨格筋以外の臓器の血管は収縮するもの

の,骨格筋のみに存在する交感神経血管拡張線維31)32)お

よび強力な局所性の血管調節機構33)34)35)により骨格店内

の血管は拡張するため結果として末櫓血管抵抗は減少

し,静脈血の還流量の増加と拡張期血圧の低下が生じる

ものである｡しかしさらに運動室が増加すると心拍数の

増加が著しく拡張期血圧も上昇するに至る｡

アイソメトリック負荷に伴う循環動態の変動

一方,アイソメトリック負荷時はアイソトニック負荷

時とは若干異なった盾環動態を示す｡筋肉の収縮に伴い

アイソトニック負荷時と同様に交感神経の活動は元進

し,これに伴い心拍数は速やかに上昇を示す36)37)｡しか

しアイソトニック負荷時とは其なり筋肉の反復収縮によ

りポンプ作用により生じる静脈血の還流室の増加はな

く,また健常者においては1回拍出室の変化も認められ

ないため,L､拍出鼻の増加は心拍数の増加に基づいて生じ

る38)39)｡また末棺血管抵抗の減少は認められず36)38)こ

のため血圧の変動はアイソトニック負荷時とは異なり収

縮期血圧のみならず拡張期血圧も上昇する38)40)

本研究におけるアイソトニック負荷,アイソメトリッ

ク負荷時の分時心拍数,収縮親血圧,拡張期血圧, RP

pの変動をみると,アイソトニック負荷の増加に伴い分

晦L､拍数,収縮期血圧は共に負荷終了時まで大きな上昇

を示し,これに伴いRPPの値も大きな上昇を示してい

る｡また先に述べたごとく拡張期血圧は負荷初期に滅少

することが予想されたが,本研究では15W3分時には荏
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かに上昇を示した｡この理由として,この時点では,分

時心拍数は大きく上昇しており,心拍出室も大きく上昇

していることも推測され　このため,拡張斯血圧はすで

に上昇していたものと考えられる｡またアイソメトリッ

ク負荷時にはアイソトニック負荷時と同様に,分時心拍

数,収縮期血圧ともに負荷開始と同時に上昇し,これに

伴いRPPの値も上昇した｡しかしこれらの上昇量はア

イソトニック負荷時に比べ少ないものであったo一方拡

張親血圧は分時心拍数,収縮斯血圧とは異なりアイソト

ニック負荷時と同程度の上昇を示し,アイソメトリック

負荷時の特徴である拡張期血圧の上昇が明確に観察され

m

4.歯科処置に伴う循環動態の変動

一般に生体に負荷が加わると,生体にはその内部環境

の恒常性､すなわちホメオスタシスを保っための機序が

働く｡この機序は自律神経系および自律神経系を介した

内分泌系が大きく関与し,心拍数,血圧の変動として観

察される41)42)43)｡これら負荷には恐怖,不安などの情動

的負荷も含まれ, Axの報吾44)によれば不安によって生

じる分時心拍数,収縮親血圧の増加は生体内のエビネフ

リンの効果によるものであり,同様に恐怖,不安などの

情動負荷が加わると思われる歯科処置時にも交感神経の

緊張により収縮斯血圧,分時心拍数の増加が塗じるもの

と考えられる｡また平井6)は交感神経機能の評価の指標

として,歯科処置時の各時点における血乗ノルエビネフ

リン濃度の観察を行い,歯科処置に伴い血柴ノルエビネ

フリン濃度が上昇することを示し,歯科処置時に患者に

加わる各種負荷により交感神経の緊張が生じることを報

害している｡

-方,通常歯科臨床で用いられる局所麻酔薬にはエビ

ネフリンを主とした各種血管収縮薬が添加されており,

近年これら血管収縮薬が循環動態におよぼす影響につい

て多くの報吾がなされており6)45)46)47)48)49)50)51)本研究

のごとく局所麻酔薬に1/80000エビネフリン含有2%リ

ドカインを用い歯科処置を行った場合,その循環動態変

動の観察には局所麻酔薬に含まれるエビネフリンの影響

も考慮する必要があると思われた｡本研究において,分

時心拍数の変勤は収縮親血圧の変動とは若干異なり,麻

酔中に処置中と同程度の値に上昇し,これに伴うRPP

の上昇も観察され,この時点において生体には情動的負

荷に加え麻酔操作に伴う匪痛および局所麻酔薬に含まれ

るエビネフリンの影響も壊れているものと推測された｡

5.各種負荷に伴う循環動態変動の比較

以上述べたごとく,歯科処置時に患者には身体運動を

伴わない種々の負荷が加わり,実際に観察される循環動

態の変動は個々の負荷に対する身体反応の線和の形で観

察されるものと思われる｡そこで著者はこれらの負荷を

歯科処置に伴う一連の負荷と考え,この負荷に伴う各パ

ラメーターの上昇量と両運動負荷に伴う上昇茎との比較

を行ったところ,歯科処置時に比べ日常生活において通

常経験し待る程度のアイソトニック負荷時には各パラ

メーターは大きな上昇を示した｡このことより循環動態

の変動には骨格筋のアイソトニック運動が大きく影響す

るものと考えられた｡また心筋の酸素消費量の臨床的指

標として用いられているRP Pも歯科処置時に比べアイ

ソトニック負荷時に大きな上昇を示していることが認め

られた｡

次にアイソメトリック負荷に伴う各パラメーターの上

昇室は,収縮期血圧,拡張期血圧では歯科処置時と同程

度であったが,分晦L､拍数の上昇室は歯科処　時に比べ

小さく,このためRPPの値も歯科処置時に比べて低い

値を示した｡しかし歯科処置時において患者が力むなど

の場合にはアイソメトリック負荷が加わると考えられ,

歯科処置を行う際は患者にこれらの負荷が加わらないよ

うに十分達意する必要があると考えられた.また同一患

者において,一定条件のアイソトニック,アイソメト

リック両運動負荷に伴う循環動態の変動量と歯科処置に

伴う盾環動態の変動量との関係を分晦L､拍数,収縮親血

圧を指標に観察すると両者の間には有意な相関関係は認

められず,これは先に述べたごとく各負荷による循環動

態変動のメカニズムが異なり,またそれぞれの負荷に対

する生体の反応性が異なるためと推測された｡

以上のことより,運動負荷試験のごとく患者の心機能

を最大限上昇させることにより循環器系の予備力を推測

することは可能であるが,本研究のごとく歯科処置を施

行する前に患者に対し一定条件の運勤負荷を加え,これ

に伴う循環動態の変動を観察することにより歯科処置に

伴う循環動態の変動を推測することは困難であると思わ

れた｡

6.日常生活動作における心拍数変動と歯科処置に伴

う心拍数変動について

生体の行動および生体機能には,いくつかのある一定

の周期的なリズムが存在する.その中で睡眠,覚醒のよ

うに約24時間の周親をもったリズムをサーカディアンリ

ズム(概日リズム)と呼び,このリズムに同謁して生体の

各生理機能も一定の変動を示すものと考えられる52)｡ま

たこの変動に加え,生体の各動作に伴い能動的,受動的

に各種負荷が加わり, ′これに対応し生体機能は日内変動
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を示す｡先に述べたごとく,近年ホルター心電図を用い

た長時間心電図観察法の進歩に伴い,心電図変化を画し､

とした循環蕃系のE]内変動の観察が重要視されている｡

また日常生活における各動作時と運動負荷試験時の心電

図変化の相違53)狭心症発作発項の閣値の相違54)などの

報吾も見られ,日常4活における各動作時の心電図変化

の把産が重要視されている｡

本研究では健常者および虚血性心疾患の既往を有する

被験者に対し,日常生活の各動作を主として四肢運動を

伴う動作,四肢運動を伴わない動作に分楽し,さらに睡

眠時を加えその時点の心拍数を測定し,局所麻酔下の歯

科処置時の心拍数との比較を行った｡日常生活動作にお

いて〕高い心拍数を示した動作は両群とも階段昇降,自

転車走行,歩行など四肢のアイソトニック運動を伴う動

作であり,また四肢運動を伴わない動作時でも身体にア

イソメトリック負荷の加わる可能性のある排便･排尿

時,また精神緊張を伴う自動車運転時などには比較的高

い心拍数を示した｡しかし日常生活における各動作は単

-の動作として区別されるものではなく,四肢運動を伴

わない動作時の心拍数も身体に加わるアイソメトリック

負荷,精神緊張に伴う情動的負荷,また動作以前に加

わったアイソトニック負荷の影響を受ける可能性も考え

られ,これに対し歯科処置時には身体に運動負荷が加わ

る可能性は少なく,本研究においても記録された歯科処

置時の心拍数は比較的低い値を示したものと考えられ

る｡

労作狭心症では,狭心症発作発卯寺のR P P値には聞

値が認められ,負荷の種幾には関係ないという報吾もあ

るが55)56)一方日常生活においては,精神的興奮,排便

･排尿,食事など特定の状況下では冠血流予備能の一過

性の低下が生じ,狭心症発作が発環しやすいという報吾

もある54)57)｡本研究においては,虚血性心疾患患者の歯

科処置を行う際,参考にされる歩行,階段昇降などの動

作時に比べ歯科処置時の心拍数は低い値を示したが,こ

れは歯科処置が服謁に遂行された場合であり,負荷の

量,薯が変化した場合にはこれらの変動を逸脱すること

も考えられ,歯科処置時の循環動態の観察が重要である

ことは言うまでもない｡

心電図R-R間隔の冒内変動,および加齢こ伴う心拍

数の変化については多くの報吾がなされている58)59)60)61)

62)｡これらの報吾によると, R-R間隔は日中覚醒時に

比べ夜間睡眠時に延長し,また覚醒時の心拍数は加齢に

伴い減少する｡また田辺ら62)は,健常者および冠動脈疾

患患者を対象に老年群と若年群で心拍数の日内変動を比

92, No. 4 (1992) 685

較した結果,老年群では若年群に比べ心拍数は冒中覚醒

時は少ないが夜間睡眠時ではむしろ多かったと報害し,

この理由として, ①若年者ほど睡眠中の交感神経の緊張

度が低く,迷走神経の緊張度が高い, ②老年者ほど日中

の活動性が少なく,かつ洞結節の反応性が低下するた

め,日中の心拍数が上昇しない, ③老年者ほど睡眠深度

が浅いため心拍数が低下しないことなどをあげている｡

本研究においても同一種の動作時の心拍数を健常者群と

虚血性心疾患群で比較すると,日常生活における各動作

時において健常者群が高い心拍数を示した｡同様に歯科

処置時の心拍数も健常者群が高い値を示した｡これに反

し,睡眠時の心拍数は虚血性L､疾患群のほうが高い値を

示し,これら心拍数の差は両群の平均年齢の差,または

常用薬剤の影響によるものと推測された｡

7.睡眠時の心拍数について

先に述べたごとく,生体の行動および機能にはサーカ

ディアンリズムと呼ばれる約24時間の一定の周某舶勺なリ

ズムが存在し,睡眠,覚健も通常はこのリズムを形成し

繰り返される｡

睡眠は通常,健康な成人の一般的な生活様式である覚

醒状態の周期的な一時停止または中絶状態とみなされ,

一般感覚と反射刺激感受性の圃値の増大によって特徴づ

けられる感覚運動性活動の停止状態であると考えられる

63)｡このため本研究では睡眠時の心拍数に淫目し,これ

を心拍数口内変動の基準とし,歯科処置時および他の動

作時の心拍数変動との比較を行った｡

睡眠は睡眠ポリグラフイによる睡眠段階の標準判定法

によりNREM(non-REM)睡眠, REM(rapid eye

movements)睡眠に分著されており, NREM睡眠はそ

の睡眠深度から第1段階から第4段階に分専され,入眠

とともに第1段階から徐々に睡眠深度を増し第4段階に

達した後,再び第2段階に戻りREM酎民が現れる｡

このサイクルは睡眠周親と呼ばれ,通常1晩に4-5回

繰り返される63)｡ Snyderら64)は座眠時の循環器系機能

について報吾し,この睡眠ポリグラフイを用いた報吾に

ょると,睡眠時の心拍数は第1睡眠周期,第2睡眠周期

と次第にレベルが低下し,第3-第5周期にかけては同

様の鼻も低いレベルを示すことを報害している.またこ

れら酎民周期ごとに現れるREM酎即寺には心拍数,

血圧,呼吸など自律神経機能に激しい変動が認められ,

心拍数ではその前後の酎民時に比べ約10%,血圧では約

4-5mmHg上昇すると報告している｡

本研究では睡眠時の心拍数の中で最も低い値を示した

時点を測定し,この時点をサーカディアンリズムの中で
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最も交感神経系の緊張の低い状態と考え,心拍数の冒内

変動の基礎レベルとした｡この酎民時の心拍数と同日に

記録した日常生活における各動作時および歯科処置時の

心拍数との関係に庄目すると,睡眠時の心拍数と歩行,

階段昇降など身体にアイソトニック負荷の加わる動作時

の心拍数との間には相関関係を認めなかった｡またこれ

に対し排便･排尿,食事,休憩など身体にアイソトニッ

ク負荷の加わらない動作時の心拍数と睡眠時の心拍数と

の問には相関関係が認められたO通常,日常生活におけ

る各動作時に身体に加わる負荷は,単一のものではなく

アイソトニック負荷,アイソメトリック負荷,情動負荷

など種々の負荷が様々な組み合わせで同時に加わるもの

と考えられる｡しかしこれら各種負荷の中で,四肢運動

に伴い身体に加わるアイソトニック負荷は心拍数を大き

く上昇させ,また歩行,階段昇降などの動作時には加わ

る負荷の室および嬰が各動作,各個人により大きな差が

あるため,睡眠時の心拍数とは相関は認められなかった

と推察される.一方,身体にアイソトニック負荷の加わ

る可能性の少ない排便･排尿,食事,休憩時の心拍数は

睡眠時の心拍数とある程度相関するものと思われたo

歯科処置時の心拍数の上昇は,処置に伴う情動負荷お

よび局所麻酔薬の影響によるものと考えられる｡また歯

科処置を施行するにあたり身体の緊張,力みなどアイソ

メトリック負荷の加わらないように達意すれば身体に運

動負荷が加わることは考えられず,主として交感神経の

緊張が大きく関与すると思われ,このため交感神経の緊

張が最も低いと考えられる睡眠時の心拍数と歯科処置時

の心拍数の間には相関関係が認められたものと推察され

た｡また処置前の安静時にも身体の運動はなく,この時

点では覚延および歯科処置に伴う情動負荷に対する予測

制釦こよる交感神経系の緊張が生じているものと推刺さ

れ,睡眠時の心拍数を蓋準として,この処置前安静時の

心拍数の上昇室を各個人の交感神経系の活動性の指標と

考えると,実際に歯科処置を行い情動負荷の加わった時

点の心拍数の上昇室がある程度推測できるものと考えら

れた｡本研究においても睡眠時の心拍数を菱準とした処

置前安静時の心拍数の上昇室と歯科処置に伴う心拍数の

上昇量との問には比較的高い相関が認められ,以上のこ

とよりホルター心電計を用いて睡眠時の心拍数を測定

し,さらに処置前安静時の心拍数を測定することによ

り,歯科処置に伴う心拍数の上昇室を推測することが可

能であると考えられた｡

結　　　　　論

本研究では運動負荷に伴う循環動態の変動を明確に

し,加えてこの変動と歯科処置時の番環動態の変動との

比較,検討を行うため,健常者ボランティア10名に対し

て歯科処置前にエルゴメーター,ハンドグリップを用

い,日常経験し待る程度の-定条件の運動負荷を加え,

運動負荷に伴う循環動態の変動と歯科処置に伴う循環動

態の変動とを心拍数および血圧の変動を指標に比較,検

討した｡

そしてさらに虚血性心疾患の既往を有する者,および

健常者合計38名を対象として,局所麻酔下の歯科処置を

行い,ホルター心電計を用いて歯科処置を含む前後の24

時間の心電図を記録し,日常生活における心拍数の日内

変動と歯科処置に伴う心拍数変動の比較検討を行った.

その結果以下の結論を得た0

1.日常経験する程度のアイソトニック負荷に伴い,

分時心拍数,収縮期血圧, RPPの値は大きく上昇し,

これらパラメーターの上昇量は歯科処置に伴う各パラ

メーターの上昇室に比べ大きなものであった0

2.最大擾力の30%のアイソメトリック負荷に伴い,

分晦L､拍数,収縮親血圧,拡張斯血圧, RP Pは上昇を

示した｡そして収縮斯血圧および拡張報血圧の上昇室は

歯科処置に伴う上昇量と同程度のものであった｡また分

時心拍数の上昇茎は歯科処置時に比べ小さく,したがっ

てR P Pの上昇量も歯科処置時に比べ小さかった｡

3.アイソトニック負荷およびアイソメトリック負荷

時の分団事L､拍数および収縮親血圧の上昇室と歯科処置時

における循環動態の変動室との間には相関関係は認めら

れず,運動負荷に伴う番環動態の変動より歯科処置時の

循環動態の変動を予測することは困丑であると思われ

m

4.ホルター心電計を用いて心拍数日内変動を観察

し,被験者の各動作を,主として四肢運動を伴う動作,

四肢運動を伴わない動作,歯科処置,睡眠の4君羊に分楽

し.各勤作時の心拍数を比較すると,健常者群,虚血性

心疾患群共に歯科処置時の心拍数は四肢運動を伴う動作

時に比べ低く,四肢運動を伴わない勤作時と同程度のも

のであったo　また両群とも睡眠時の心拍数は最も低い値

を示した｡

5.同-動作時の心拍数を健常者群と虚血性心疾患群

について比較すると,各動作時および歯科処置時では健

常者群が虚血性心疾患君羊に比べ高い値を示したO　これに

対し睡眠時の心拍数は健常者群に比べ虚血性心疾患群が

高い値を示した｡

go
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6.本対象において,歯科処置中に極端な循環動態変

動を生じる不快症状の発菱鋸ま認められなかった｡

7.睡眠時に最も低い心拍数を示した時点を最も交感

神経の緊張の低い状態と考え,その時点での心拍数を口

内変動の基礎レベルとし,日常生活の各動作時の心拍数

との関係を見ると,睡眠時の心拍数と歩行,階段昇降な

ど主として四肢運勤を伴う動作時の心拍数との間には相

関関係を認めず,排便･排尿,食事,休憩などの動作時

の心拍数との間には相関関係が認められた｡同様に睡眠

時の心拍数と歯科処置時の心拍数との間には相関関係が

認められた｡

8.睡眠時の心拍数を基準とした処置前安静時の心拍

数の上昇量と歯科処置に伴う心拍数の上昇量の問には比

較的高い相関が認められた｡

9.ホルター心電計を用い睡眠時の心拍数を測定し,

さらに処置前安静時の心拍数との比較を行うことは,歯

科処置時の心拍数の変動を推測する重要な指標になり待

ると考えられた｡
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This study was performed to clarify hemodynamic changes as a result of exercise tests

and to compare those changes with those obtained during dental treatment. In addition,

comparative investigation was made of diurnal variations in heart rate and changes occurring

in heart rate during dental treatment.

10 normal volunteers selected as the subjects of our experiment, who were required to put

a Holter electrocardiograph and a portable tonometer on. Before undergoing dental treatment,

they were charged with isotonic and isometric loads under specific conditions. Then the author

compared the hemodynamic changes during- the exercise loads with those obtained during

dental treatment, in relation to changes in heart rate and blood pressure.

In addition to this group, the author selected 38 subjects consisting of a normal group and

a patient group of anamnestic ischemic heart disease. These subjects underwent dental

treatment under local anesthesia. They had been asked to put a Holter electrocardiograph

which recorded the cardiogram for 24 hours before and after the dental treatment, to compare

changes in heart rate during the course of normal activities with those obtained during dental

treatment.
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Results and Conclusions

l. Under an isotonic load similar to that usually experienced during the course of normal

activities, heart rate per minute, systolic blood pressure and RPP rose greatly. Elevation levels

of these parameters were greater than those obtained during dental treatment.

2. Under an isotonic load equivalent to 30 percent of the maximum grasping power, heart

rate per minute, systolic and diastolic blood pressures, and RPP showed a rise. Elevation

levels of systolic and diastolic blood pressures under isometric load were similar to values

obtained during dental treatment. However, the elevation level of the heart rate was smaller

than that obtained during dental treatment, likewise the elevation level of RPP was smaller

than that obtained during dental treatment.

3. No correlation was noted between elevation levels of heart rate and systolic blood pres-

sure under isotonic and isometric loads, and hemodynamic changes during dental treatment.

It was, therefore, assumed that it is difficult to presume hemodynamic changes during dental

treatment on the basis of hemodynamic changes under exercise loads.

4. With Holier electrocardiographs, the author measured the heart rates of subjects during

four stages of activities, namely ; 1) normal activities including limb exercises, 2) normal

activities not including limb exercises, 3) dental treatment, and 4) sleep. We compared the

heart rate during the four stages of activities and found that the heart rate during dental

treatment was lower than that measured during limb exercises, but was almost same as that

measured during activities not including limb exercises in both the normal group and the

patient group of ischemic heart disease. In both of the groups, the heart rate during sleep was

thelowest.

5. When compared the heart rate between the normal group and the patient group during

the same activity, the normal group showed higher levels than the patient group during normal

activities with or without limb exercises, and during dental treatment. Contrarily, the patient

group showed higher rate than the normal group during sleep.

6. No subjects demonstrated unpleasant symptoms resulting in significant hemodynamic

change.

7. Assuming that the lowest heart rate during sleep is shown when the sympathetic nervous

system is most relaxed, the author set this level as the basic level of the change in heart rate

during a day. The author compared this basic level of the heart rate during sleep with that

measured during other normal activities including limb exercises such as ascending and

descending stairs and walking, but found no correlation between them. When compared with

rather inactive activities such as evacuation, urination, eating and resting, correlation was

noted with the basic level. As expected, we also noted a certain extent of correlation between

heart rates during sleep and during dental treatment.

8. Taking heart rate during sleep as a base, we compared elevation levels of heart rate at

the time of rest before dental treatment with those measured during dental treatment, and

noted relatively high correlation between the two.

9. It is concluded that measurement and comparison of the heart rate with Holter electro-

cardiographs during sleep and at the time of rest before dental treatment can be an important

index in presuming the change in heart rate during dental treatment.
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