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抄録：東京歯科大学水道橋病院では高次医療機関と

して，各地域の障害者診療所から全身麻酔下の歯科

治療を前提とする依頼をされることも多い。今回，

我々は当院における２００３年１月から２００６年３月まで

の３年３か月間の全身麻酔下障害者歯科治療につい

て，来院経緯や治療内容を中心に実態調査を行った。

対象者は男性３９名，女性２２名であった。年齢は２

歳から４８歳まで幅広く，１５歳未満の障害児が約７割

を占めていた。障害は精神遅滞を伴う疾患がほとん

どであった。

全ての患者が医療機関からの紹介を受けており，

特に地域医療センターからが多かった。歯科治療内

容は齲蝕に対する処置がほとんどであり，１回の全

身麻酔下歯科治療で平均７．８歯の治療を行っていた。

処置内容は保存修復が多く，特にコンポジットレジ

ン修復が多かった。歯科治療終了後，約８割の患者

は紹介元医療機関に戻り，その後の管理を行ってい

た。

当院は地域との連携例が多く，今後も地域との連

携を深め障害者歯科治療への貢献をしたいと考え

る。

緒 言

近年，地域歯科医師会が主体となり，障害者に対

する歯科治療を行う障害者歯科診療所が増加し，障

害者の口腔健康保健に寄与している１）。それら障害

者歯科診療所の設備や専門スタッフの状況は様々で

あるが，全身麻酔に対応できる診療所は多くはない。

そのような施設において，障害者の歯科治療への協

力度や治療内容，部位，治療時間，通院回数などの

理由により，全身麻酔下に歯科治療を行なうことが

適当と考えられる場合は，より高次の医療機関での

対応が必要となる。

また，全身麻酔下の歯科治療は，障害者の協力度

に関係なく，全ての治療を少ない治療回数で行うこ

とができる利点が大きいが，治癒までに複数回の治

療を要する処置を行うことは難しい場合があり，そ

の治療内容が制限される。

東京歯科大学水道橋病院では来院した障害者の歯

科治療に際し，外来での行動調整法や抑制法では治

療を行うことが困難である場合に，全身麻酔下での

歯科治療を行っている。加えて，最近では高次医療

機関として，各地域の障害者診療所から全身麻酔下

の歯科治療を前提に障害者の歯科治療を依頼される

ことも多い。

このような中で，高次医療機関である当院の全身

麻酔下の障害者歯科治療の実態を把握することは，

今後の障害者歯科診療を推進する上で有意義と思わ

れる。今回我々は，東京歯科大学水道橋病院におけ

る全身麻酔下の障害者歯科治療について，来院経緯

や治療内容を中心に実態調査を行ったので報告す

る。
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対象および方法

対象は２００３年１月から２００６年３月までの３年３か

月間に東京歯科大学水道橋病院において治療を行っ

た障害者のうち，全身麻酔下に歯科治療を受けた６１

名である。なお，全身麻酔下で歯科治療を実施する

か否かの判断は，歯科麻酔科医および歯科治療担当

医との協議の上で決定し，保護者および患者に説明

同意の下に実施した。これらについて，診療記録，

麻酔記録などを参考に，障害者の年齢および性別，

障害の種類，紹介元，歯科治療内容，処置後の来院

状況などについて調査を行った。

なお，全身麻酔下１回あたりの処置について検討

するため，処置歯は以下の条件で集計した。

１）歯内療法を行った後，当日に歯冠修復を行った

ものは併せて１歯に対する処置とする。

２）間接法修復の場合，全身麻酔下の処置が２回行

われた場合は形成で１歯，装着で１歯とする。

３）シーラントおよび既に処置されていたアマルガ

ムの研磨のみ行った場合を含める。

結 果

１．年齢および性別

調査対象となった障害者の年齢および性別を図１

に示す。対象者全体では男性３９名，女性２２名と男性

がやや多い傾向にあった。対象者の年齢は２歳から

４８歳まで幅広く存在していた。年齢階級別にみると

５歳以上１０歳未満が２２名（３６．１％）と最も多かった。

１５歳未満の障害児が４３名（７０．５％）と高い割合を占め

ていた。

２．障害の種類

対象者の障害の種類を表１に示す。障害の種類で

は最も多かったのは精神遅滞の単独例で２５人

（４１．０％）であった。次いで，自閉症などの広範性発

達障害が１９名（３１．１％），脳性麻痺が１１名（１８．０％）で

あった。その他の障害では精神遅滞を伴う疾患がほ

とんどであった。

３．来院経緯

対象患者の全てが医療機関からの紹介を受けてい

た。紹介元を図２に示す。東京都内の地域医療セン

ターからの紹介が３１名（５０．８％）で最も多かった。次

いで，都外の地域医療センターが１５名（２４．６％），都

表１ 障害の種類

精神遅滞単独 ２５ ４１．０％

広範性
発 達
障 害

１９ ３１．１％

自 閉 症 １６ ２６．２％

情緒障害 ２ ３．３％

発達障害 １ １．６％

脳 性
麻 痺 １１ １８．０％

脳性麻痺 １ １．６％

脳性麻痺＋精神遅滞 １０ １６．４％

その他 ６ ９．８％

Down synd. １ １．６％

Angelman synd. ２ ３．３％

Pierre Robin synd.
＋精神遅滞 １ １．６％

骨形成不全症 １ １．６％

染色体異常＋精神遅滞 １ １．６％

計 ６１ １００．０％

図１ 障害者の年齢および性別 図２ 紹介元
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内地域開業医からの紹介が１０名（１６．４％），都外地域

開業医からが４名（６．６％），都立病院からが１名（１．６

％）であった。東京都内，都外を合わせると地域医療

センターからの紹介が４６名（７５．４％）と多く，地域医

療センターとの連携例が多くを占めていた。

４．治療内容

対象者６１名に行われた全身麻酔下の処置回数は７１

回であった。平均処置時間は２時間１分であり，術

中・術後に重篤な合併症を起こした症例は皆無で

あった。

調査期間中に５回の処置を受けたものを含め４名

が複数回の処置を受けていた。そのうち６６回（９３．０

％）とほとんどの処置は，齲蝕あるいは齲蝕に起因

する疾患に対する処置であった。その他には埋伏歯

抜歯３回（４．２％），外傷に対する処置と義歯の印象

が各１回（１．４％）であった。

齲蝕処置を主に行った６６回について処置歯を方法

で述べた条件に沿って集計したところ，５５４歯に対

して歯科治療を行っていた。１回の全身麻酔下歯科

治療で平均７．８歯の治療を行っていた。歯科治療内

容について表２に示す。

保存修復が３０４歯（５４．９％）と最も多く，次いで被

覆冠１１０歯（１９．９％），抜歯８６歯（１５．５％）の順であっ

た。また，歯内療法処置は１００歯（１８．１％）に行われ

ており，保存修復と同時に行われたものが２５歯（４．５

％），被覆冠と同時に行われたものが６５歯（１１．７％）

であった。

保存修復３０４歯の内容を表３に示す。コンポジッ

トレジン修復が２７８歯（９１．４％），アマルガム修復が

２４歯（７．９％），メタルインレーが２歯（０．７％）であり，

処置に複数回を要しない成形修復，特にコンポジッ

トレジン修復がほとんどを占めていた。

被覆冠１１０歯の内容を表４に示す。既製金属冠が

７１歯（６４．５％），コンポジットレジン冠が２５歯（２２．７

％），鋳造金属冠１４歯（１２．７％）であり，保存修復と

同様に処置に複数回を要しない処置法がほとんどを

占めた。

歯内療法を行った１００歯の内容を表５に示す。生

活歯髄切断法が６４歯（６４．０％）と最も多く，次いで抜

髄即時根管充填が２３歯（２３．０％），感染根管即時根管

充填が９歯（９．０％）の順であった。

表４ 被覆冠内容

被覆冠内容 歯 数

既製金属冠 ７１ ６４．５％

コンポジットレジン冠 ２５ ２２．７％

鋳造歯冠修復 １４ １２．７％

計 １１０ １００％

表３ 保存修復内容

保存修復内容 歯 数

コンポジットレジン修復 ２７８ ９１．４％

アマルガム修復 ２４ ７．９％

メタルインレー ２ ０．７％

計 ３０４ １００％

表２ 治療内容

治療内容 歯 数 同時に歯内療法
を行った歯数

シーラント １８ ３．２％ ０ ０．０％

保存修復 ３０４ ５４．９％ ２５ ４．５％

被覆冠 １１０ １９．９％ ６５ １１．７％

架工義歯 ２４ ４．３％ ３ ０．５％

抜 歯 ８６ １５．５％ ０ ０．０％

歯内療法のみ ７ １．３％ ７ １．３％

アマルガム研磨のみ ５ ０．９％ ０ ０．０％

計 ５５４ １００％ １００ １８．１％

表５ 歯内療法処置内容

歯内療法処置内容 歯 数

生活歯髄切断法 ６４ ６４．０％

抜髄即時根管充填 ２３ ２３．０％

抜 髄 ２ ２．０％

感染根管即時根填 ９ ９．０％

感染根管処置 １ １．０％

根管充填 １ １．０％

計 １００ １００％
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５．処置後の来院状況

処置後の来院状況について図３に示す。全身麻酔

下による治療終了後，当院に引き続き定期診査や治

療に通院しているものは１３名（２１．３％）であり，残り

４８名（７８．７％）とほとんどの患者が紹介元の医療機関

に戻り，その後の管理を行っていた。

考 察

１．年齢および性別

全身麻酔下歯科治療の対象となった患者は男性の

割合がやや高かった。これは過去の全身麻酔下治療

の報告と同様の傾向であった２～１５）。対象者に男性が

多い理由として，男性では体格や体力の面から機械

的な身体抑制が困難なため全身麻酔の対象となりや

すいとする報告１０，１４，１５）や知的障害者に男性の割合が

多いこととする報告５，６，９，１１）があり，当院の症例にお

いても同様の理由が考えられる。

対象者の年齢は，１５歳未満の障害児が約７割と高

い割合を占めていた。他施設における対象者の年齢

分布は，その状況により様々である２～１５）。障害児が

多い理由としては，小児では歯科健診を受ける機会

も多く齲蝕が発見されやすいこと，成人の障害者に

比べ保護者の付添いが行われやすく通院が可能にな

りやすいことなどが考えられる。

２．障害の種類

障害の種類では精神遅滞を伴う疾患が多くを占め

ていた。この傾向は他施設の報告２～１５）とほぼ同様で

あり，歯科治療に対する理解力が少なくコミュニ

ケーションを得ることが困難な場合と不随意運動に

より外来での処置が困難な場合に全身麻酔下の治療

が選択されている。つまり，これらの障害をもつ患

者に対する意識下の歯科治療が困難であることが表

れていると考えられる。

３．来院経緯

対象者は，全てが医療機関からの紹介を受けてお

り，特に地域医療センターとの連携例が多くを占め

ていた。このことは全身麻酔施設を持たない地域医

療センターに重度な障害者がいた場合，全身麻酔下

の治療を行うことを前提に当院に紹介される例が多

いことが考えられる。他施設の報告では来院経緯が

明確なものが見当たらないため比較はできないが，

当院においては高次医療機関としての役割が明確に

表れている結果と考えられる。

４．治療内容

治療内容は齲蝕に対する処置がほとんどであり，

１回の全身麻酔下歯科治療で平均７．８歯の治療を

行っていた。これは他施設の平均処置歯数３，６，９～１２，１４）

の８～１３歯と比較し，やや少ない値であった。この

ことの明確な理由は不明である。しかしながら，当

院では地域医療センターとの連携例が多いことか

ら，地域医療センターにおいて歯科的な管理が行わ

れており齲蝕の重症化が防げている例や既に治療可

能な部位を治療済である例が含まれていることが考

えられる。

また，齲蝕処置内容は保存修復，被覆冠の割合が

高かったが，ほぼ同様の傾向が他施設からも報告さ

れている６，１１，１２）。しかし，抜歯の割合は本報告より

も高い報告もあり３，９），その施設により処置内容に差

がみられるようである。そして時代的変化として，

近年では歯髄処置や抜歯の適応となる重度の齲蝕は

減少し，コンポジットレジン修復で対応可能な齲蝕

の割合が増え，障害者の齲蝕は以前より軽症化して

いるとする報告１１）がある。本報告においても抜歯の

割合は高いものではなく，保存修復の割合が高い。

さらに歯内療法を行った場合でも，生活歯髄切断法

の割合が６割以上と炎症が冠部歯髄に限局している

例が多いことを併せて考えると，当院においては全

身麻酔下の治療が必要となるような障害者であって

も，重症齲蝕症例は少ないと思われる。

最も多かった保存修復の中でも，コンポジットレ

図３ 処置後の来院状況
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ジンによる修復の割合が高かった。これは石倉ら６），

鈴木ら９），井出ら１１）の報告と同様の傾向であった。

近年，コンポジットレジンの性質の向上により，適

応症が広がっているが，全身麻酔下の治療において

もその傾向が表れていた。歯冠修復方法については，

二次齲蝕を防ぐために鋳造歯冠修復を積極的に用い

るべきとする報告４，１２）もあるが，当院では鋳造歯冠

修復の占める割合は少なかった。これは当院で行う

処置を，全身麻酔下で行うことを前提として紹介さ

れる患者が多いことから，特に通院の問題で全身麻

酔下の処置を複数回行うことの負担が大きいためと

思われる。

５．処置後の来院状況

全身麻酔下による治療終了後，約８割とほとんど

の患者が紹介元の医療機関に戻り，その後の管理を

行っていた。地域保健センターと当院との連携を報

告した著者ら１６）は，医療連携を行った症例は少数で

あったが，医療機関の特性を活かした医療連携を行

うことが，障害者の歯科治療を安全かつ円滑に実施

していくうえで重要であるとしている。このように，

全身麻酔下による治療が必要な場合のみ当院で処置

を行い，管理や負担の少ない処置は地域医療セン

ターや地域の開業医で行う医療連携が良好に行われ

ているものと思われる。

東京歯科大学水道橋病院では１８年５月より全身麻

酔対応の手術室を増室し，より多くの障害者歯科治

療への行える環境を整えつつある。以前では紹介を

受けて処置を行うまでに数か月を要していたが，現

在では１か月以内に処置を行うことができている。

今後も地域との連携を深め障害者歯科治療への貢献

をしたいと考える。

結 論

東京歯科大学水道橋病院における障害者の全身麻

酔下歯科治療について調査を行い以下の結論を得

た。

１．障害者の年齢は１５歳以下が約７割を占めてい

た。

２．障害の種類は精神遅滞，広範性発達障害，脳性

麻痺でほとんどを占めていた。

３．全ての患者が医療機関からの紹介を受けてお

り，特に地域医療センターからの紹介が多かった。

４．歯科治療内容は齲蝕あるいは齲蝕に起因する疾

患に対する処置がほとんどであり，１回の全身麻

酔下歯科治療で平均７．８歯の治療を行っていた。

処置内容は保存修復が多く，特にコンポジットレ

ジン修復が多かった。

５．全身麻酔下歯科治療終了後，７８．７％の患者は紹

介元医療機関に戻り，その後の管理を行っていた。

６．当院は地域との連携例が多く，より地域との連

携を深めることの重要性が示唆された。

本論文の要旨は，第２３回日本障害者歯科学会総会および学

術大会（２００６年１０月２１日，仙台市）において発表した。
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at Tokyo Dental College, Suidobashi Hospital
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Local clinics for the disabled patient frequently request Tokyo Dental College，Suidobashi Hospital to

perform dental treatment under general anesthesia． In this study，we reviewed dental treatment under

general anesthesia for such patients at our hospital．

Patients consisted of３９men and２２women aged between ２ and４８years that had been treated from

January２００３to March２００６． Patients under１５years of age accounted for approximately７０％． Most

disorders were accompanied with mental retardation．

All patients were referred from regional medical centers． Dental treatment frequently involved

decayed teeth，in which，on average 7.8 teeth were treated at one session under general anesthesia．

Treatment for decayed teeth mainly consisted of restorative dentistry，in which a filling with composite

resin was most frequently used． After completing dental treatment，approximately８０％ of the patients

returned to their referral medical facility for follow-up．

This suggests that，since our hospital receives many referred patients from local facilities，it is impor-

tant to further cooperate with those facilities． （The Shikwa Gakuho，１０７：９６～１０１，２００７）
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