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抄録：２００３年１月から２００５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

理方法，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，症例数ともに経年的に増加しており，２００５

年には６０００症例を超えた。３年間を通じて有病者，

口腔外科手術患者，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しかった。２００５年は口腔

インプラント科の開設により口腔インプラント手術

患者が加わった。年齢分布では６５歳以上の高齢者の

増加がみられた。患者管理方法ではプロポフォール

を使用した静脈内鎮静法が増加していた。

２００５年の専門外来開設による患者，開業歯科医師

の歯科麻酔業務に対する認知の向上と快適で安全な

歯科治療を希望する患者の意識向上が，患者数増加

の原因と考えられた。

緒 言

近年，人口の高齢化と医療技術の進歩により，様々

な全身疾患を有する患者の歯科治療が積極的に行わ

れるようになってきた。また，医学情報の普及にと

もない，より快適な歯科治療を提供する歯科麻酔科

の業務が，患者や開業歯科医師に広く知られるよう

になってきた。これらのことから，東京歯科大学千

葉病院歯科麻酔科外来の全身管理症例の内容も以前

とは変化してきた可能性がある。

我々はこれまで東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科

外来における臨床統計を報告してきた１～６）。今回我々

は２００３年１月から２００５年１２月に受診した症例につい

て，年次推移を比較検討したので報告する。

対象と方法

対象は２００３年１月から２００５年１２月までの３年間

に東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来を受診し

た患者とした。集計項目は以下の通りである。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，１）患者管理方法，２）鎮静薬剤の分

類，５．全身麻酔症例，６．ペインクリニック症

例，７．新規受診患者症例。

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を示し，障害者とは精神遅滞，

肢体不自由，視覚障害や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，嘔吐反射の強い患者，

過換気症候群や，いわゆる脳貧血症状の既往のある

患者とした。

結 果

１．患者数・症例数（図１）

患者数および症例数は，２００３年が１４０３名５２９８症

例，２００４年が１５１０名５７３５症例，２００５年が１７４２名６５３８

キーワード：歯科麻酔科外来，全身管理法，臨床統計
東京歯科大学歯科麻酔学講座
（２００６年１１月１３日受付）
（２００６年１２月２８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 二宮麻子

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
２００３年１月～２００５年１２月

二宮麻子 山�貴希 劔持正浩 間宮秀樹

櫻井 学 一戸達也 金子 譲

８３

― 83 ―



症例であった。対象患者のそれぞれの男女比は，２００３

年では１４０３名中男性６４６名（４６％），女性７５７名（５４％），

２００４年では１５１０名中男性６９９名（４６％），女性８１１名

（５４％），２００５年では１７４２名中男性７９１名（４５％），女

性９５１名（５５％）であり，患者数は経年的に増加して

いるが男女比に差はみられなかった。

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２００l 年で

は０歳から９４歳，２００４年では０歳から９５歳，２００５年

では０歳から９２歳と３年間を通じて広範囲であっ

た。そのうち６５歳以上の高齢者の患者数は２００３年２８１

名（２０．０％），２００４年３５５名（２３．５％），２００５年３７７名

（２１．６％）と毎年２０％を超えていた。

３．患者・症例分類（図３，４）

症例の内訳は，２００３年では有病者４８２名１１８７症例

（２２．４％），障害者３３５名１２１０症例（２２．８％），ペイン

クリニック患者１０２名１７９４症例（３３．９％），口腔外科

手術患者２６５名４３８症例（８．３％），歯科恐怖症などの

患者２００名６４６症例（１２．２％），救急患者１９名２３症例

（０．４％）であった。

２００４年では有病者５１２名１２５２症例（２１．８％），障害

者３１５名１３５２症例（２３．６％），ペインクリニック患者

１２１名１８１６症例（３１．７％），口腔外科手術患者３１５名５５４

症例（９．７％），歯科恐怖症などの患者２０９名７１９症例

（１２．５％），救急患者３８名４２症例（０．７％）であった。

２００５年では有病者５５２名１３３６症例（２０．４％），障害者

３１１名１１５６症例（１７．７％），ペインクリニック患者１８８

名２５１２症例（３８．４％），口腔外科手術患者３６７名６３８

症例（９．８％），歯科恐怖症などの患者２５８名８１２症例

（１２．４％），口腔インプラント患者４７名６５症例（１．０

％），救急患者１９名１９症例（０．３％）であった。

３年間でペインクリニック患者が著明に増加して

おり，ついで口腔外科手術患者と歯科恐怖症などの

患者で大きな増加がみられた。２００５年より口腔イン

プラント手術患者が新たに加わった。

１）有病者の分類（図５）

有病者は２００３年では４８２名７５４疾患あり，そのうち

循環器疾患を有する者が５６０疾患あり，呼吸器疾患

は４３疾患，代謝・内分泌疾患は１０１疾患であった。

２００４年は５１２名６１１疾患であり，内訳は循環器疾患が

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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４１９疾患，呼吸器疾患が４５疾患，代謝・内分泌疾患

が９４疾患であった。２００５年は５５２名６４３疾患であり，

内訳は循環器疾患が４６２疾患，呼吸器疾患が３３疾患，

代謝・内分泌疾患が９３疾患であった。循環器疾患は

高血圧症，虚血性心疾患が多く，ついで不整脈，弁

膜疾患などであった。

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った。障害者の患者数は２００３

年３３５名，２００４年３１５名，２００５年３１１名であった。そ

のうち，精神遅滞を合併している者は，２００３年２３５

名（７０．１％），２００４年２２２名（７０．４％），２００５年２２６名

（７２．７％）であった。

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２００３年２１７０症例，２００４年

２２７５症例，２００５年２２９７症例について分類した。

内訳は精神鎮静法が最も多く，２００３年１３４４症例（静

脈内鎮静法１３１４症例，吸入鎮静法２２症例，静脈内鎮

静法と吸入鎮静法の併用８症例），２００４年１４２７症例

（静脈内鎮静法１４０９症例，吸入鎮静法１６症例，静脈

内鎮静法と吸入鎮静法の併用２症例），２００５年１６４５

症例（静脈内鎮静法１６３４症例，吸入鎮静法８症例，

静脈内鎮静法と吸入鎮静法の併用３症例）であった。

毎年，静脈内鎮静法が９７％以上を占めていた。

精神鎮静法を行った症例の５０～６０％が障害者と有

病者であった。モニター監視は有病者が７０％以上を

占めていた。歯科麻酔科医が診療に立ち会う歯科麻

酔科医スタンバイ（以下，スタンバイ）は８０％以上が

障害者であった。徒手による体動抑制は障害者と低

年齢児に対して行われていた。

２）鎮静薬剤の比較（図８）

静脈内鎮静法を行った２００３年１３２２症例，２００４年

１４２９症例，２００５年１６３７症例の使用薬剤を，患者分類

別に比較した。有病者ではミダゾラムの単独使用が

毎年７０％以上を占めていた。障害者ではプロポ

フォールの単独使用が毎年５０％以上を占めていた。

歯科恐怖症などの患者ではプロポフォールの単独使

用が毎年３０％を超えており，プロポフォールとミダ

ゾラムの併用が２００３年２５．０％から２００５年３３．３％に増

加していた。口腔外科手術患者では２００３年ではミダ

ゾラムの単独使用が４５．２％と最も多かったが，２００５

年にはプロポフォールとミダゾラムの併用が５１．０％

と最も多かった。この３年間でプロポフォールを単

独，あるいは併用した症例が２００３年４１．０％，２００４年

４７．９％，２００５年５９．２％と年々増加していた。

５．全身麻酔症例（図９，１０）

全身麻酔症例は，２００３年１３７症例，２００４年１４１症例，

２００５年１４３症例であった。

全身麻酔症例の内訳は，障害者が最も多く２００３年図５ 有病者の分類

図６ 障害者の分類 図７ 患者管理方法の分類
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７２症例（５２．６％），２００４年８３症例（５８．９％），２００５年６４

症例（４４．８％）であった。また処置当日に来院し，処

置後入院する歯科麻酔科外来での入院全身麻酔

は，２００３年１７症例，２００４年２５症例，２００５年３１症例と

年々増加していた。入院全身麻酔は，複数の智歯抜

歯，過剰埋伏歯抜歯などの口腔外科小手術症例が

２００３年１０症例，２００４年８症例，２００５年２７症と最も多

かった。

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，顔面神経麻痺などであった。

ペインクリニック患者は２００３年１０２人（７．３％），

２００４年１２１人（８．０％），２００５年１８８人（１０．８％）と年々

増加していた。処置内容では，星状神経節ブロック

を行った症例が最も多く，２００３年では１７９４症例中

１０４６症例（５８．３％），２００４では年１８１６症例中６５５症例

（３６．１％），２００５年では２５１２症例中８１９症例（３２．６％）

であった。その他にはドラッグチャレンジテスト，

投薬，診査等であった。

７．新規受診患者（図１１，１２）

新規来院患者は毎年，千葉病院内の他科からの紹

介患者が７５％以上を占めていた。病院外の歯科開業

医や医療機関からの紹介が１４～１７％であった。紹介

を受けずに来院した患者は６～８％であった。内訳

は口腔外科小手術が３４～３６％，有病者が２０～２５％ペ

インクリニック患者が１１～１７％，歯科恐怖症などの

患者が７～１５％であった。２００５年は口腔インプラン

ト手術患者が新たに加わった。

考 察

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来の患者数は

年々増加し，２００４年から１５００名を超える患者が来院

するようになった。症例数は２００３年に５０００症例を超

図８ 静脈内鎮静法の使用薬剤� 図８ 静脈内鎮静法の使用薬剤�

図９ 外来全身麻酔の分類 図１０ 外来全身麻酔の使用薬剤
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え，２００５年には６０００症例を超えた。患者分類では有

病者，口腔外科手術患者，歯科恐怖症などの患者，

ペインクリニック患者の増加がみられた。２００３年と

比較して最も増加したのはペインクリニック患者で

あった。新規受診患者について比較すると，院外か

らの紹介患者数が２００４年７７名から２００５年１０８名へと

１．４倍に増加していた。またペインクリニック患者

の新規受診患者数が２００４年６５名から２００５年１０３名へ

１．６倍に増加していた。これは２００５年に専門外来の

開設を行い，地域開業医に対する説明会を行ったこ

と，インターネットで紹介したことで，歯科麻酔科

の業務内容が広く知られたことが理由と考えられ

た。

年齢分布では，高齢社会を反映し，６５歳以上の患

者の増加がみられた。高齢者は有病率が高く，歯科

治療時のストレスにより症状が増悪する可能性があ

るため，精神鎮静法の適応となる症例が多い７，８）。当

科では鎮静効果が確実で，緊急時に速やかな対応が

可能な，静脈内鎮静法を高齢者にも積極的に応用し

ている９）。

歯科恐怖症，異常絞扼反射を有する患者，脳貧血

様発作既往の患者は２００１年に１００名を超え，２００２年

に２００名を超え２００５年は２５０名を超えた。これはリ

ラックス歯科治療外来の開設および新聞１０）や雑誌で

静脈内鎮静法についての紹介が行われるようにな

り，広く知られるようになったことが理由と考えら

れた１１）。

吸入鎮静法は室内のガス汚染の問題やマスクが術

野の妨げになるなどの理由で適用機会は減少してい

る１２）。静脈内鎮静法使用薬剤は，有病者症例でミダ

ゾラム単独投与が７０～９０％を占めていた。これは薬

剤使用量が適当であれば循環，呼吸への影響が少な

く８），健忘作用を有するため処置に伴う不快な記憶

や苦痛を減少させる事が期待できるためと考えられ

る。障害者症例ではプロポフォールを使用した症例

に増加がみられた。障害者に対する鎮静法では deep

sedation を求められることも多い１３）が，外来患者で

は早期帰宅させる必要があるため，覚醒が速いプロ

ポフォールの使用頻度が増加していると考えられ

た１４，１５）。歯科恐怖症等の患者に対する鎮静法はほと

んどすべてが静脈内鎮静法であり，使用薬剤はプロ

ポフォールが６０～７５％を占めていた。これはプロポ

フォールの覚醒がすみやかで，鎮静深度の調節が容

易であること，嘔吐反射抑制作用を有するためと考

えられた９，１６）。口腔外科手術患者ではプロポフォー

ルとミダゾラムの併用が２００３年２７．８％から２００５年

５１．０％に著しく増加していた。侵襲の大きな処置に

伴う不快感の軽減にミダゾラムの健忘効果を期待

し，調節性と覚醒の速さの点よりプロポフォールが

併用されていると考えられた。

全身麻酔症例では，入院全身麻酔の割合が年々増

加していた。これは２００２年から午後からでも外来全

身麻酔を行うようになり，短期入院で口腔外科手術

が広く行われるようになったことが理由と考えられ

た。全身麻酔症例全体では障害者の日帰り症例が最

も多かった。これは処置自体が歯科治療という低侵

襲手術であること，障害者では入院環境への対応性

が乏しく，生活環境の変化による興奮，発熱，場合

によってはパニック状態に陥る可能性があるため日

帰り全身麻酔が多く選択されていたと考えられ

た１３，１７）。日帰り全身麻酔の使用薬剤でもプロポ

図１１ 新規来院患の推移

図１２ 新規来院患者の分類
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フォールの使用が６０％以上を占めていた。

ペインクリニック症例は，非疼痛性疾患では顔面

神経麻痺，疼痛性疾患では三叉神経痛，顎関節症，

その他心因性疼痛，帯状疱疹後疼痛などがあった。

患者は自身の持つ痛みに関してどこの病院を受診す

べきか分からない患者も多い１０）。今後，痛み・しび

れ外来の名称が一般に浸透し，診療内容が明確にな

ることでペインクリニック患者はさらに増加すると

考えられる。

２００５年より東京歯科大学千葉病院では口腔インプ

ラント科が開設された。口腔インプラント手術は処

置侵襲が大きく，処置時間も長い症例が多いため，

今後，静脈内鎮静法の適用頻度はますます増加して

いくと考えられる。

結 論

今回我々は２００３年１月から２００５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）２００３年から２００５年にかけて患者数，症例数とも

に増加していた。

２）６５歳以上の高齢者の増加がみられた

３）患者数，症例数ともに，有病者，口腔外科手術

患者，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。なかでも，ペインクリニッ

ク患者の増加が著明であった。

４）２００５年より口腔インプラント手術症例が加わっ

た。

５）患者管理法では静脈内鎮静法症例が増加してい

た。静脈内鎮静法症例では，プロポフォールの使

用が増加していた。

６）麻酔科外来での入院全身麻酔症例が増加してい

た。

７）２００５年には院外からの紹介患者数が前年の１．４

倍に増加していた。

本論文の要旨は，第２８１回東京歯科大学学会例会（２００６年６月

３日，千葉）において発表し，座長推薦を受けたものである。

文 献
１）本間敬和，野間智子，宮田利郎，阿部耕一郎，一戸達也，
金子 譲：東京歯科大学千葉病院麻酔科外来で全身管理下
に処置を行った症例の検討 ―１９９３年１月～１９９９年１２月―，
歯科学報，９７：１１３３～１１３８，１９９７．
２）吉田恵子，一戸達也，杉山あや子，阿部耕一郎，間宮秀
樹，金子 譲：東京歯科大学千葉病院麻酔科外来で全身管
理下に処置を行った症例の検討 ―１９９４年１月～１２月―，
歯科学報，９６：３８９～３９５，１９９６．
３）大門 忍，向山英里，本間敬和，阿部耕一郎，櫻井 学，
杉山あや子，金子 譲：東京歯科大学千葉病院麻酔科外来
で全身管理下に処置を行った症例の臨床検討 ―１９９５年１
月～１２月―，歯科学報，９８：２６７～２７２，１９９８．
４）宮地建次，大門 忍，梁瀬 郁，本間敬和，福田謙一，
阿部耕一郎，櫻井 学，杉山あや子，一戸達也，金子 譲：
１９９６年１月～１２月の一年間に東京歯科大学千葉病院麻酔科
外来で全身管理下に処置を行った症例の臨床検討，歯科学
報，９８：３４７～３５８，１９９８．
５）加納美穂子，笠原正貴，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，
阿部耕一郎，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：東京歯科大学
千葉病院麻酔科外来における麻酔症例の臨床統計 ―１９９７
年１月～１９９９年１２月―，歯科学報，１０１，４７１～４７８，２００１．
６）大野建州，縣 秀栄，間宮秀樹，野村 仰，櫻井 学，
一戸達也，金子 譲：東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外
来における麻酔症例の臨床統計 ―２０００年１月～２００２年１２
月―，歯科学報，１０４，３１０～３１５，２００４．
７）堂前尚親：高齢者歯科治療に必要な内科疾患の知識，日
本歯科医師会雑誌，２０００，５３，３３～４４．
８）金子 譲：歯科診療時における循環器系疾患患者の管
理，日本歯科医学会誌，１９９０，９，３～１８．
９）松木由起子，櫻井 学，一戸達也，金子 譲：東京歯科
大学千葉病院における静脈内鎮静法薬剤の選択基準につい
て，日歯麻誌，２００５，３３，２５８～２６３．

１０）日本経済新聞：歯痛，ストレスも原因，２００２，３．５夕刊
１１）田村洋平，福田謙一，斎田菜緒子，谷田部純子，飯田和
美，湯村潤子，半田俊之，笠原正貴，高北義彦，一戸達也，
金子 譲：歯科麻酔が依頼における「リラックス歯科治療
外来」の動向，日歯麻誌，２００６，３４，２２５～２２６．

１２）野口いずみ：歯科患者の鎮静法：歴史と適応，Lisa，
２０００，７，６５８～６６５．

１３）小谷順一郎：知的障害者の全身麻酔と鎮静法，Lisa，
２０００，７，６７６～６７９．

１４）前田 茂，宮脇卓也，江草正彦，森 貴幸，嶋田昌彦：
障害者歯科治療における静脈内鎮静法について ―プロポ
フォールとミダゾラムの併用とミダゾラム単独投与との比
較―，障歯誌，１９９８，１９，１７０～１７６

１５）坂元麻弥，見崎 徹，高田耕司，京田直人，島本智恵，
岡 俊一：歯科外来患者に対するプロポフォールによる静
脈内鎮静法に関する検討，日歯麻誌，１９９８，２６，１１７～１２０．

１６）富岡重正，栗尾富子，高石和美，江口 覚，中條信義：
異常絞扼反射に鎮静量以下の低濃度プロポフォールが有効
だった症例，日歯麻誌，１９９９，２７，１８９～１９３．

１７）渋谷 鉱，山口秀紀：歯科治療と日帰り麻酔，Lisa，
２０００，７，６７０～６７５．

二宮，他：東京歯科大学千葉病院外来における臨床統計８８

― 88 ―



Clinical Statistical Observation of Systemic Management
of Cases at Outpatient Clinic of Department of Dental Anesthesiology at
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Satoru SAKURAI，Tatsuya ICHINOHE，Yuzuru KANEKO
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A retrospective investigation was made of 1,403 patients（5,298 cases）in 2003 and 1510 patients（6538

cases）in 2005 who consulted the Outpatient Clinic of the Department of Dental Anesthesiology at Tokyo

Dental College Chiba Hospital．

The number of patients and cases increased gradually over these three years． More than 6000 cases

were managed in 2005． The number of patients over 65 years old showed a gradual increase.

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 medically compromised patients，patients undergoing minor oral surgery，patients

with dental phobia or gag reflex，and patients undergoing pain-clinic treatment increased markedly over

three years．

In intravenous sedation cases，the use of propofol has been increasing．

In２００５，the specialized outpatient department was thought to be the reason for this increased．

. （The Shikwa Gakuho，１０７：８３～８９，２００７）
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