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緒 言

１９９２年から１９９６年まで東京歯科大学千葉病院手

術室における手術症例は年々増加しており，その

内容についてこれまでに報告してきた１～５）。その

後，１９９６年に静脈麻酔薬のプロポフォールがわが

国で使用されるようになってから，従来の吸入麻

酔薬による麻酔法が大きく変化した。また，東京

歯科大学千葉病院に１９９６年１２月に輸血療法委員会

が発足し，自己血輸血が積極的に用いられるよう

になった。このため，近年の手術症例の麻酔管理

法は過去の５年間と比較して大きく変わってきた

可能性がある。そこで，１９９７年から１９９９年までの

３年間において手術室で管理した麻酔症例につい

て麻酔記録をもとに集計し，過去の５年間と比較

して考察した。

対象および方法

１９９７年１月から１９９９年１２月までに東京歯科大学

千葉病院手術室で行われた手術症例を対象とし，

以下の項目について集計して３年間の推移を観察

するとともに，１９９２年から１９９６年までの５年間の

データと比較検討した。

１．症例数 ２．年齢分布 ３．手術内容

４．手術時間，麻酔時間 ５．出血量と輸血症例

６．麻酔法 ７．術前基礎疾患 ８．術中，術後
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抄 録：１９９７年１月から１９９９年１２月までの３年間に行われた手術室症例を対象に，症例数，年齢分
布，手術内容，麻酔法，手術時間，麻酔時間，出血量と輸血症例，術前基礎疾患，術中・術後合併
症について麻酔チャートから集計，分析した。総症例数は１９９７年が７５９例，１９９８年７８５例，１９９９年７０４
例で，１９９８年までは増加傾向にあったが，１９９９年は前年と比べて８１例減少した。年齢分布，性差，
手術内容，手術時間，麻酔時間，出血量，術前基礎疾患および術中・術後合併症は３年間で大きな
変化がなかった。全身麻酔薬はハロタン，イソフルラン，セボフルランなどの揮発性麻酔薬の使用
が年々減少し，静脈麻酔薬のプロポフォールとプロポフォール・フェンタニル併用が増加した。自
己血輸血はほとんどが顎変形症手術症例で用いられ，その使用が増加した。３年間で術中，術後を
通して麻酔に関連した重篤な合併症を発生した症例はなかった。
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合併症

結 果

１．症例数（図１）

総症例数は１９９７年が７５９例，１９９８年が７８５例，

１９９９年が７０４例であった。

そのうち全身麻酔症例は１９９７年が７３０例，１９９８

年が７６１例，１９９９年が６８８例で，局所麻酔症例は

１９９７年 が２９例，１９９８年 が２４例，１９９９年 が１６例 で

あった。性別では男性，女性がほぼ同数であっ

た。

２．年齢分布（図２）

１）全身麻酔

３年間の年齢分布に大きな差はなく全体では平

均年齢は３０．８歳であった。最低年齢が２．５ヶ月，

最高年齢は９３歳であった。１６歳から３９歳が最も多

く１９９７年が４０３例，１９９８年が４１８例，１９９９年が４０９

例で，いずれも全体の５５～５９％を占めた。１歳未

満の症例は１９９７年が２９例，１９９８年が２９例，１９９９年

が２４例あり，全症例唇顎口蓋裂手術とその抜糸で

あった。６５歳以上の高齢者は１９９７年は６４例，１９９８

年は６６例，１９９９年は４９例で全体の約７～９％で

あった。８５歳以上の超高齢者は３年とも３例で

あった。

２）局所麻酔

全体の平均年齢は４０．７歳で，最低年齢１３歳，最

高年齢８３歳であった。１６歳から３９歳が最も多く

１９９７年 が１３例，１９９８年 が１４例，１９９９年 が７例 で

あった。６５歳以上の高齢者は１９９７年が５例，１９９８

年が４例，１９９９年が０例であった。

３．手術内容（図３）

１）全身麻酔

顎変形症手術が最も多く，１９９７年が２２８例，１９９

８年が２５１例，１９９９年が２２６例であった。顎変形症

手術とプレート除去術は，全身麻酔症例のなかで

３年間とも全体の４１～４６％を占めた。悪性腫瘍切

除術は１９９７年が８２例だったのに対して１９９９年は４６

例と減少した。プレート除去術は年々増加傾向を

示した。その他の手術内容は，とくに大きな変化

はなかった。１９９９年の症例数が他の年と比較して

減少した理由は，おもに悪性腫瘍切除術と嚢胞摘

出術の減少に起因していた。悪性腫瘍切除術で

は，患者の約半数が６５歳以上の高齢者であった。

再手術の症例は１９９７年が７例，１９９８年が８例，

１９９９年が５例で，顎変形症手術術後のスクリュー

の留め直しが多かった。

２）局所麻酔

嚢胞摘出術が１９９７年が１１例，１９９８年が９例，

１９９９年が６例で最も多かった。

４．手術時間，麻酔時間（図４）

１）全身麻酔

手術時間は３年間で大きな差はなく，全体の平

均は２時間０５分であった。１時間から２時間の症

例が最も多く，１９９７年が２８２例，１９９８年が２９０例，

図１ 症例数 図２ 年齢分布（全身麻酔）
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１９９９年が２７１例であった。麻酔時間も３年間で大

きな差はなく，全体の平均は２時間５４分であっ

た。２時間から３時間の症例が最も多く，１９９７年

が２５７例，１９９８年が２４７例，１９９９年が２３１例であっ

た。麻酔時間８時間以上の症例は１９９７年が２５例，

１９９８年が１４例，１９９９年が１１例あり，ほとんど悪性

腫瘍切除術であった。最長麻酔時間は１９９７年が１３

時間２０分，１９９８年が１１時間１５分，１９９９年が１６時間

５０分でそれぞれ悪性腫瘍切除術，頸部郭清術およ

び前腕皮弁を用いた即時再建術であった。

２）局所麻酔

手術時間は３年間で大きな差はなく，全体の平

均は０時間４９分であった。１時間未満の症例が最

も多く，１９９７年が２１例，１９９８年が１４例，１９９９年が

１１例であった。麻酔時間は３年間で大きな差はな

く，全体の平均は１時間１２分であった。１時間か

ら２時間の症例が最も多く，１９９７年が１８例，１９９８

年が１６例，１９９９年が１１例であった。

５．出血量と輸血症例（図５，６）

１）全身麻酔

出血量は３年間で大きな差はなく，５００g 以下

の出血量である症例は全体の８６．７％で，平均出血

量は２２０g であった。１５００g 以上出血した症例

は，１９９７年は８例，１９９８年は８例，１９９９年は５例

で，その内のそれぞれ４例，６例，４例と半数以

上が悪性腫瘍切除手術であった。

輸血を行った症例は，照射 MAP 血輸血では１９９７

年が２１例，１９９８年が１５例，１９９９年が８例であり，

年々減少する傾向を示した。そのうち，悪性腫瘍

切除術術後の止血処置と Le Fort Ⅲ骨切り術の

２例以外は全て悪性腫瘍切除術で行った。自己血

輸血症例は１９９７年は２６例であったのに対して１９９８

年は６５例，１９９９年は６３例と約２．５倍に増加した。

これらは，良性腫瘍切除術の２例を除いたすべて

が顎変形症手術であった。

２）局所麻酔

出血量は３年間で大きな差はなく，全体の平均

が３４．９g であった。最高出血量は１９９７年が１８９g，

１９９８年が１８２g，１９９９年が１７８g で，輸血を行った

図３ 手術内容（全身麻酔）

図４ 麻酔時間（全身麻酔）

歯科学報 Vol．１０１，No．３（２００１） ３２５

― 59 ―



症例はなかった。

６．麻酔法（図７）

１）全身麻酔

前投薬は硫酸アトロピンとミダゾラムの筋肉注

射による投与が最も多く，３年間とも全体の約８０

％を占めた。前投薬を使用しなかった症例は，１９

９７年が４２例，１９９８年が３７例，１９９９年が３７例あり，

ほとんどがマスク麻酔による唇顎口蓋裂術後の抜

糸術であった。

感染症症例のため Bain 回路�を使用した症例

が１９９７年に７例，１９９８年に４例あり，その他はす

べて半閉鎖式メラ F 回路�が使用された。挿管方

法は３年間で７９～８３％と経鼻挿管が最も多く，経

口挿管は１０～１２％であった。マスク麻酔は３年間

とも全体の３％であった。経口挿管はほとんど唇

顎口蓋裂手術で，マスク麻酔はほとんど唇顎口蓋

裂抜糸術に用いられた。骨折など開口障害のある

場合は気管支ファイバースコープを用いた挿管法

が行われ，１９９７年が２２例，１９９８年が３２例，１９９９年

が２９例であった。

全身麻酔症例の維持には，イソフルラン，セボ

フルラン，ハロタンなどの吸入麻酔薬を用いた症

例 は１９９７年 が６８１例，１９９８年 が５３２例，１９９９年 が

３３３例であった。ハロタンは１９９７年以降使用され

ておらず，イソフルランの使用は１９９７年が２５７例

であるのに対して１９９８年は１６８例，１９９９年は３８例

と大きく減少した。セボフルランの使用は１９９７年

が４１５例，１９９８年が３６４例，１９９７年が２９５例と年々

図５ 出血量（全身麻酔） 図６ 輸血症例

図７ 全身麻酔薬の維持に使用した薬剤

３２６ 五十嵐，他：東歯大千葉病院手術室における臨床統計
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減少したが，小児に対する緩徐導入の際に多く使

用されていた。一方，静脈麻酔薬であるプロポ

フォールの使用は，１９９７年が４０例であったのに対

し，１９９８年は２２２例，１９９９年は３５２例と大幅に増加

した。プロポフォールを使用した全静脈麻酔を

行った症例は，１９９７年が２１例，１９９８年が２０２例，

１９９９年が２８０例で，笑気を併用した症例は１９９７年

では１９例であったのが，１９９８年は２１例，１９９９年は

７２例であった。導入時にフェンタニルを併用した

症例は，１９９７年は１１０例であったのに対して１９９８年

は２７２例，１９９９年は３９６例であり，大きく増加し

た。

筋弛緩薬は３年間ともほぼすべての症例で，気

管内挿管時および術中麻酔維持時の両者ともに臭

化ベクロニウムが使用された。このため全身麻酔

中の呼吸管理はマスク麻酔を除いてほぼすべての

症例が調節呼吸で行われた。

低血圧麻酔を行った症例は１９９７年が４０例，１９９８

年が３０例，１９９９年が１０例で，アデノシン３リン酸

２ナトリウムを使用した症例が最も多く，１９９７年

が３１例，１９９８年が２３例，１９９９年が５例であった。

その他にニトログリセリンやニトロプロシドナト

リウムなどが使用された。

モニタリング項目は，呼吸系では呼吸数，換気

量，終末呼気炭酸ガス分圧，呼気麻酔ガス濃度，

動脈血酸素飽和度，気道内圧，循環系では心電

図，心拍数，非観血的血圧，その他に直腸温，尿

量，カフ圧などであった。長時間の手術や侵襲の

大きな手術の場合には，観血的動脈圧測定が行わ

れた。

２）局所麻酔

局所麻酔症例は，全例静脈内鎮静法で管理され

た。精神安定薬のミダゾラムと非麻薬性鎮痛薬の

ブトルファノールを併用した症例が，１９９７年は１５

例，１９９８年は９例，１９９９年は８例と最も多かっ

た。３年間を比較すると特に大きな差はなかっ

た。

モニタリング項目は，呼吸数，終末呼気炭酸ガ

ス分圧，動脈血酸素飽和度，心電図，心拍数，非

観血的血圧であった。

７．術前基礎疾患（図８，９）

１）全身麻酔

術前合併症は１９９７年は１４３名１７９疾患，１９９８年は

１４７名１７５疾患，１９９９年は１６０名２０８疾患であった。

３年とも循環器系疾患が他の疾患より多く，１９９７

年が８９例，１９９８年で６８例，１９９９年が８５例であっ

た。循環器系疾患のなかでも特に高血圧症が最も

多く，ついで不整脈，虚血性心疾患であった。

呼吸器系疾患と代謝内分泌系疾患はほとんど差

はなかった。呼吸器系疾患のなかでは気管支喘息

が最も多く，代謝内分泌系疾患のなかでは糖尿病

が多かった。６５歳以上の患者のうち，１９９７年は６４

例中３８例，１９９８年は６６例中３４例，１９９９年は４９例中

３９例と，半数以上に術前基礎疾患があった。これ

らをみると，循環器系疾患の高血圧症と代謝内分

泌系疾患の糖尿病の合併が多かった。

２）局所麻酔

１９９７年 は５名９疾 患，１９９８年 は５名９疾 患，

１９９９年は４名４疾患であった。３年とも循環器系

疾患が最も多く，１９９７年が５例，１９９８年が４例，

１９９７年が３例であった。呼吸器系疾患は１９９９年に

気管支喘息が１例であり，代謝内分泌系疾患では

糖尿病が１９９７年に２例，１９９８年に４例であった。

８．術中・術後合併症

１）全身麻酔

術中合併症は１９９７年は１９例，１９９８年は２７例，

１９９９年は２５例であった。いずれも循環器系合併症

が多く，１９９７年は１５例，１９９８年は２４例，１９９９年は

１５例であり血圧上昇，血圧低下，不整脈が多かっ

た。呼吸器系合併症は気管支喘息発作，チューブ

トラブル，血液ガス異常があった。

術後合併症は１９９７年は３２例，１９９８年は３２例，１９

９９年は３１例であった。術後も循環器系合併症が多

く，１９９７年は１８例，１９９８年は１７例，１９９９年は２１例

であり，ほとんどが血圧上昇であった。その他

は，術後出血，過換気，嘔吐，術後のふるえ（シ

バリング）などがあった。この３年間で術中・術

後を通して重篤な合併症はなかった。

２）局所麻酔

術中合併症は１９９７年が３例，１９９８年が１例，
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１９９９年が０例であり，すべて循環器系合併症で血

圧上昇が２例，不整脈が２例であった。

術後合併症はなかった。

考 察

１９９７年１月から１９９９年１２月までの３年間におけ

る千葉病院手術室症例を比較すると，患者の年齢

分布，性別，手術内容，手術時間，麻酔時間，出

血量，術前基礎疾患，術中・術後合併症に大きな

変化はみられなかった。症例数は１９９７年と１９９８年

に比較して１９９９年でやや減少したが，この原因は

明らかではなかった。性別は全体では男女がほぼ

同数であるが，顎変形症手術症例では３年間とも

女性が約７０％を占めており，咬合と審美的障害の

改善が手術の重要な目標である顎変形症手術の特

徴といえよう。また，１６歳から３９歳までが最も多

く，これもまた顎変形症手術の多い口腔外科に特

徴的である。

術前基礎疾患は，特に６５歳以上の高齢者では半

数以上にみられた。多くは循環器系疾患，特に高

血圧症と代謝内分泌系疾患の糖尿病であり，呼吸

器系疾患は少なかった。この理由は呼吸器系疾患

の多くを占める気管支喘息が若年患者に多く，高

齢者では少なかったことによると思われる。

図８ 術前基礎疾患の内訳（全身麻酔）

図９ ６５歳以上の患者の術前基礎疾患の内訳（全身麻酔）
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この３年間で大きく変化したのは，全身麻酔薬

の変化と自己血輸血症例の増加であった。

全身麻酔症例では吸入麻酔薬の使用が大きく減

少し，なかでもイソフルランの減少が最も大き

かった。１９９２年から１９９６年までの過去５年間で

は，イソフルランの使用が最も多かった１～５）にも

かかわらず，このような変化を示したのは，全身

麻酔症例の増加とともにセボフルランの覚醒の速

さがより重要視されてきた６）ためと思われる。ハ

ロタンの使用は過去５年間とも全体の約３％で

あった。ハロタンは術中の麻酔深度が安定しやす

い上に呼吸抑制が少なく，自発呼吸下での管理に

適しており７），おもに小児の麻酔に使用されてき

た。しかし導入・覚醒がきわめて速く，気道刺激

性が低いセボフルラン６）に取って代わられ，近年

ではハロタンは使用されなくなった。

１９９６年よりわが国で麻酔臨床に使用されるよう

になった静脈麻酔薬のプロポフォールは，麻酔の

導入・覚醒が非常に円滑かつ速やかであるのが特

徴である。また半減期が短く，蓄積作用が少な

い８～１０）。プロポフォールは全静脈麻酔といわれる

吸入麻酔薬を全く使用しない麻酔管理を可能とし

た９，１１）。全静脈麻酔では吸入麻酔薬による室内ガ

ス汚染が防止できる上に，プロポフォールを使用

することによって肝毒性，頭蓋内圧上昇・眼圧上

昇，術後の悪心・嘔吐などの吸入麻酔の欠点が補

われる８）。

プロポフォールは鎮痛作用と筋弛緩増強作用を

持たない８）ので，鎮痛薬と筋弛緩薬を併用しなけ

ればならない。術中の鎮痛のためには術野への局

所麻酔薬の投与が必須であり，併せて麻薬性鎮痛

薬であるフェンタニルが多く使われていた。フェ

ンタニルはモルヒネの５０倍，ペチジンの５００倍の

鎮痛効果があり，静注すると４分間で効果が現

れ，１０～１５分で最大効果となりそれが４５～６０分持

続する８）．気管内挿管操作による交感神経の興奮

により血圧の上昇および脈拍数の増加が引き起こ

されるが，導入時にフェンタニルを投与すると，

気管内挿管時の循環亢進を抑制することができる

という報告がある１２，１３）。またフェンタニルにはプ

ロポフォールの血管痛を抑える働きもある１４）。こ

れらのことからもプロポフォールとフェンタニル

を併用して全静脈麻酔が多く行われたものと思わ

れる。

プロポフォールには５－HT３受容体拮抗作用，

あるいは D２受容体拮抗作用を介した制吐作用が

あると推測されており，術後の悪心・嘔吐を低下

させるとされている１５）。吸入麻酔とプロポフォー

ル麻酔を比較すると，フェンタニルを併用したプ

ロポフォール麻酔は明らかに術後嘔吐が少なく，

覚醒の質が高い１６～１８）。笑気は非特異的中枢興奮作

用がドパミン代謝促進をもたらすことで悪心・嘔

吐増強作用があるといわれている１７）。しかし外科

的顎矯正術後のプロポフォール・フェンタニル麻

酔に笑気を併用しても悪心・嘔吐の発生頻度を増

加させなかったという報告があり１８），術後の悪

心・嘔吐は必ずしも笑気を使用したためにおこる

とは言えない１９）。加えて，プロポフォールに笑気

を併用すると循環動態が相加的に安定する２０，２１）と

いわれているので，現在笑気・酸素・プロポ

フォールに，フェンタニルを併用した麻酔が多く

行われるようになったものと思われる。

自己血輸血は１９９８年と１９９９年に大きく増加し

た。東京歯科大学千葉病院では１９９６年１２月に輸血

療法委員会を発足させ，１９９７年６月から病院の業

務として自己血採血を行うようになった。自己血

輸血には術前貯血式，術前希釈式，術中回収式の

３つの方法があり２２～２４），本院では術前貯血式自己

血輸血が最も多く行われていた。術前貯血式自己

血輸血は，手術の前に患者自身の血液を貯血して

おいて手術時の出血に備える方法である。全身状

態が良好で，待機的な手術であり，術中出血量が

循環血液量の１５％以上と予測される場合が適応と

なる。本院では顎変形症手術のうちの上下顎同時

移動術や良性腫瘍手術が適応となっていた。過去

には大量出血した顎変形症手術で同種血輸血症例

もあったが，１９９７年から１９９９年の３年間では顎変

形症手術に同種血輸血を行った症例は一例もな

かった。自己血輸血は同種血輸血による感染症，

不適合輸血，同種抗体産生，輸血後移植片対宿主
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病（GVHD）などの副作用を回避できる。しかし自

己血輸血にも危険性はあり，採血に伴う血管迷走

神経反射や保存中の細菌汚染，血液取り違えなど

や場合によっては致死的な事故が起こり得る。し

たがって自己血輸血といえども十分に慎重に扱わ

なければならない。しかし，同種血輸血を回避す

る利点は非常に大きく，今後悪性腫瘍手術など更

に適応を広げてゆきたいと考えている。

近年，麻酔深度のモニターとして脳波を積極的

に利用しようとする働きがあり，脳波のパワース

ペクトラムに位相分析を応用した手法である bis-

pectral index（BIS）モニターが実用化している。

BIS モニターは麻酔中の鎮静度（眠りの程度）を０

～１００までの数値で表し，麻酔中の鎮静の状態を

よく反映する２５，２６）。BIS モニターを使用すると導

入・覚醒時の BIS 値の変化や，術中の循環変動

に応じてプロポフォール，フェンタニル，局所麻

酔薬などを追加投与した際の BIS 値の変動か

ら，常に麻酔深度を適切なレベルに維持できる可

能性がある。BIS モニターは開発され実際に臨床

使用されるようになって未だ日が浅く，本院では

まだ日常のモニターとしては使用されていない

が，今後さらなる検討が行われ，臨床応用の幅が

広がると思われる。

ま と め

１）１９９７年１月から１９９９年１２月までの３年間にお

いて，患者の年齢分布，性差，手術内容，手術時

間，麻酔時間，出血量，術前基礎疾患，術中・術

後合併症に大きな差はなかった。

２）吸入麻酔薬の使用とくにイソフルランの使用

が減少し，プロポフォール・フェンタニル・ベク

ロニウムの組み合わせによる全静脈麻酔が増加し

た。

３）貯血式自己血輸血を行った症例が増加した。

４）挿管方法は経鼻挿管が最も多く，唇顎口蓋裂

手術のほとんどが経口挿管で，骨折など開口障害

のある場合には気管支ファイバースコープを用い

て気管内挿管を行った。

５）６５歳以上の症例が３年間とも全体の７～９％

を占め，その半数以上が悪性腫瘍切除術症例で，

術前基礎疾患は高血圧症と糖尿病が多かった。
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Tatsuya ICHINOHE, Yuzuru KANEKO
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We retrospectively analyzed all the patients undergoing oral surgery at Tokyo Dental College

Chiba Hospital from January１９９７to December１９９９. Items examined included,age type of surgery,

method of anesthesia, operation time, anesthesia time blood loss, blood transfusion, and perioperative

complications.

General anesthesia and intravenous sedation were used in７５９cases in１９９７,７８５in１９９８and７０４in

１９９９. Patient�s background, type of surgety, operation time, anesthesia time, blood loss, perioperative

complications were all similar during the three year period.

General anesthesia maintained with inhaled anesthetics such as halothane, isoflurane or sevoflurane

decreased over the three year period,６８１cases in１９９７,５３２cases in１９９８and３３３cases in１９９９, and

the use of isoflurane decreased the most：２５７cases in１９９７,１６８cases in１９９８and３８cases in１９９９. In

contrast, total intravenous anesthesia using propofol increased annually with a corresponding increase

in the concomitant use of fentanyl because propofol has no analgesic action：４０cases in１９９７,２０２cases

in１９９８and２８０cases in１９９９. In most intravenous sedation cases, a combination of midazolam, a minor

tranquilizer, and butorphanol, a nonopioid analgesic, was used.

Irradiated red blood cell transfusion was performed in２１cases in１９９７,１５cases in１９９８and 8

cases in１９９９and was predominantly used for patients undergoing malignant tumor resection. In con-

trast, autotransfution, which was mainly used for orthognathic surgery, was performed in２６cases in

１９９７,６５cases in１９９８and６３cases in１９９９.

No severe perioperative complications occurred in any patients during the three year period.

（The Shikwa Gakuho，１０１：３２３～３３２，２００１）

３３２ 五十嵐，他：東歯大千葉病院手術室における臨床統計
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