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抄録：高カリウム血性周期性四肢麻痺は発作性に四
肢・体幹筋の弛緩性麻痺を生じる病態であり，稀な
疾患である。発作の誘因として疼痛・空腹・疲労な
どが挙げられており，全身麻酔手術のリスクが高
い。今回我々は，四肢麻痺を既往にもつ顎変形症患
者の周術期管理について経験した。
患者は２７歳男性。２年前に顎変形症の診断下に術

前矯正を開始した。顎矯正手術を前医で予定した
が，既往歴に四肢麻痺があり，当科初診となった。
術前に神経内科，循環器科，麻酔科へ対診し，発作
予防薬としてアセタゾラミドを投与した。初診から
２カ月後に全身麻酔下に下顎枝矢状分割術を施行し
た。術中血清カリウム値の急激な上昇を認めたため
GI 療法を行った。術後は除痛や空腹時間の短縮に
努めた。経過は良好で麻痺は生じることなく退院と
なった。予防策，対応策を十分検討することで，周
術期の発作や他のリスクを発現させることなく良好
な結果を得ることができた。

緒 言

高カリウム血性周期性四肢麻痺は発作性・間欠的

に四肢，体幹筋の弛緩性麻痺を生じる病態であり１０
万人に対して１人の発症頻度という稀な疾患であ
る。発作発現の誘因として，疼痛・空腹・精神的ス
トレス・疲労などが挙げられており，また全身麻酔
手術時に悪性高熱症や高カリウム血症のリスクを伴
うことが報告されている１）。そのため術前に十分に
関連各科との連携を図り，それらの事態に対し予防
策・対応策を検討しておかなければならない。
しかし，四肢麻痺患者に対する報告例は本邦では

まだ少ない。今回，われわれは高カリウム血性周期
性四肢麻痺を既往にもつ顎変形症患者の周術期管理
を経験したので報告する。

症 例

患 者：２７歳，男性。
初 診：術前２ヵ月前。
主 訴：食べ物が噛めない。
現病歴：１５歳時に近医で下顎前突を指摘されるも

放置しており，２５歳時に歯科矯正医を受診し，顎変
形症の診断下に外科的手術を前提に術前矯正を開始
した。２７歳時に上下顎の顎矯正手術を前医口腔外科
で予定したが，既往歴に周期性四肢麻痺があること
が判明し，神経内科のある総合病院での加療が必要
と判断され当科に紹介来院となった。
既往歴：生後１０ヶ月時に鼠径ヘルニアを発症した

が，現在は完治している。１６歳時より四肢麻痺症状
が発現し，精査の結果，高カリウム血性周期性四肢
麻痺と診断された。当初は症状も重く，アセタゾラ
ミドを処方され，麻痺発作時にはナトリウム注射で
対応していた。現在は症状も軽く継続した加療は行

臨床報告

高カリウム血性周期性四肢麻痺患者の
顎矯正手術における周術期管理

羽田有沙１） 枝広あや子１） 森下仁史１） 多田和弘１）

渡邊 裕１） 外木守雄１） 山根源之１） 縣 秀栄２）

小板橋俊哉２） 野川 茂３）

キーワード：高カリウム血性周期性四肢麻痺，顎矯正手
術，周術期管理

１）東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
２）東京歯科大学市川総合病院 麻酔科
３）東京歯科大学市川総合病院 内科
（２００８年１０月１６日受付）
（２００８年１１月２０日受理）
別刷請求先：〒２７２‐８５１３ 千葉県市川市菅野５－１１－１３

東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座
羽田有沙

６３７

― ４３ ―



われていなかったが，発作は２～３カ月に一度程度
不定期に発現し，５～１０分で自然軽快するという状
況であった。
家族歴：祖母，母，弟，妹も周期性四肢麻痺を有

していた。
歯科既往歴：２５歳時 下顎両側智歯抜歯

２６歳時 舌小帯切除
両処置時，特に異常所見は認められなかった。

現 症：
全身所見：身長１７２cm，体重６８kg，体温３６．９℃，

脈拍６３回／分整，血圧１２４／７６mmHg。

口腔所見：臼歯部AngleⅢ級で前歯部開咬（図
１）。
Over bite：－６mm，Over jet：－１
mm。

顔貌所見：上顔面：下顔面＝７５：８２
側 貌：concave 型。

画像所見：側面セファロＸ線規格写真より骨格性
の下顎前突を認める（図２）。

血液検査所見（初診時）：表１参照。電解質異常を
認めない。

局所麻酔アレルギー：なし。

初診時

術後１年

図１ 手術前後の口腔内写真

初診時 術後１年
図２ 手術前後の側面セファロＸ線規格写真
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薬物アレルギー：なし。
心電図：洞性徐脈。
肺機能：正常範囲内。

臨床診断：顎変形症（下顎前突症）による反対咬合。
治療方針：下顎枝矢状分割術による下顎骨体部の後
方移動。
処置および経過：
四肢麻痺管理上の問題点と対応を，経過を追って

表に示す（表２）。
初診時に周期性四肢麻痺の現状把握のために，神

経内科に対診した。神経内科からは，発作の予防の
ために術前に発作予防薬であるアセタゾラミド７５０
mg/day の内服が指示され，手術４日前から予防投
与を行った。また，術前検査においてクレアチニン
キナーゼアイソザイムがBB０％，MB２％，MM
９８％と正常であったが，クレアチニンキナーゼ
（CK）が６２５IU/l と高値を示しており，潜在した筋
破壊の可能性が示唆された。血清カリウム値は４．１
mEq/l と異常は認められなかった。手術２３日前の

術前全身麻酔検査では，心電図で洞性徐脈を認めた
ため，手術１２日前に循環器内科に対診したが，心エ
コー検査上では異常を認めず全身麻酔には問題ない
との回答であった。
手術前の患者とその家族に対する説明において，

手術・麻酔により悪性高熱症や高カリウム血症を発
現し，さらに心室細動・心不全が生じ生命の危険も
起こりうることについて十分に説明し，手術・麻酔
に対しての了承を得て手術を行うこととなった。
手術４日前に入院し，顎変形症（下顎前突症）によ

る反対咬合に対して全身麻酔下に下顎枝矢状分割術
を施行した。手術の際，悪性高熱症の予防として，
吸入麻酔薬を避けプロポフォール‐レミフェンタニ
ルによる全静脈麻酔で行い，悪性高熱症が生じた際
の対応としてダントロレンを準備した。術中は動脈
ラインを確保し，随時血清カリウム値を測定してカ
リウム値の把握と細かな補正に努めた。
挿管時の血清カリウム値は４．６mEq/l と正常値で

あった。周術期の血清カリウム値と血糖値の経過を

表１ 術前後の血液検査所見

初診時
手 術

手術日
術 後

２３日前 ４日前 １日目 ２日目 ４日目 ７日目 ９日目 １１日目

TP（g/dl） ７．９ ７．３ ６．３↓ ６．３↓ ６．４↓ ７．６ ７．０ ６．９

Alb（g/dl） ４．７ ３．８ ３．７↓ ３．７↓ ４．４ ４．１ ３．９

AST（IU/l） ３４ ３７ ３０ ２２ １７ ３７ ２４ １７

ALT（IU/l） ３６ ３３ ３３ ２９ ２５ ７７↑ ６１↑ ４０

BUN（mg/dl） １４ １３ １５ １０ １２ １２ １１

Cre（mg/dl） ０．８７ ０．８９ ０．７２ ０．８０ ０．８４ ０．８９ ０．８４

CK（IU/l） ６２５↑ １０４２↑ ５２３↑ ３２０↑ ３１２↑ ９９ ９４ ７７ ６３

K（mEq/l） ４．１ ４．７ ４．３ ３．８ ３．５ ３．２↓ ３．９ ４．６ ４．７ ４．１

Cl（mEq/l） １０４ １０７ １０５ １１０↑ １０５ １０８ １０５ １０１ ９８ １０１

WBC（１０２/μl） ６０ ５３ １６０↑ １７４↑ １０８↑ ６４ ８６↑ １０２↑ ８２

Neut（％） ６２．３ ６３．４ ７８．７ ９０．０ ７５．５ ６３．３ ８０．１ ６９．０

RBC（１０４/mm３） ５３０ ５０６ ４７６ ４５５ ４３６ ４１７↓ ４８０ ４６５ ４１８↓

Hb（g/dl） １５．４ １４．７ １３．８ １３．２↓ １２．８↓ １２．１↓ １３．７ １３．５ １２．２↓

Ht（％） ４６．１ ４４．３ ３９．９↓ ３８．２↓ ３７．０↓ ３６．２↓ ４１．３ ４０．８ ３６．６↓

PLT（１０４/mm３） ２４．５ ２３．７ ２８．１ ２２．６ ２１．９ ２１．９ ３１．４ ３４．７ ３１．０

CRP（mg/dl） ０．０６ ７．６７↑ １０．０５↑ ２．６９↑ ２．４６↑ ２．０９↑ １．７６↑

BS（mg/dl） １３０↑ ３３↓
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示す（図３）。術前に電解質輸液・開始液（ソリタT
1Ⓡ）を使用した。手術開始時に，脱水傾向および
pH７．２６とアシドーシスを認め，細胞外補充剤（ビ
カーボンⓇ）・細胞外液増量剤（ヘスパンダーⓇ）を使

用し，同時期に術野で１０万倍エピネフリン含有の
１％リドカイン１２ml を局所麻酔したところ，手術
開始６０分後に血清カリウム値６．１mEq/l と急激な上
昇を認めた。その際，グルコース・インスリン療法

表２ 四肢麻痺管理上の問題点と対応

日付 問題点 処置内容・対応 結果・その他

初診日 初診 ①既往歴に高Ｋ血性周期性四肢麻痺 ①神経内科対診 ①採血上，CK高値

手術２３日前 再診 ①術前検査 ①全身麻酔検査，資料採取 ①肺機能は異常なし
心電図上，洞性徐脈

手術２０日前 神経内科再診 ①採血によりCK高値を認め，筋破壊
の潜在を指摘

①神経内科で発作予防薬（アセタゾラミド）の内服
を計画

手術１２日前 再診 ①心電図上，洞性徐脈 ①循環器内科対診 ①エコー検査上，異常な
し

手術４日前 入院日 ①四肢麻痺発作の予防
②麻酔医の術前診査

①アセタゾラミド７５０mg分３×４日分処方内服開始
②麻酔科対診

①術前日まで内服

手術３日前 ①患者の精神的不安感によるストレス
・全身麻酔へのリスク
・手術内容・術後症状

①執刀医・麻酔科・担当医による詳細な病状・手
術内容説明

①患者・家族ともに理解・
同意を得た

手術日 SSRO施行
ICU入室

①四肢麻痺発作の予防・早期発見
②手術・全身麻酔のリスク
③悪性高熱症への対応
④術中，輸液をK含有の輸液を使用
し術野で局所麻酔をしたところ血清
Ｋ値６．１mEq/l まで上昇

①術前に採血（Ｋ値の把握）
随時，血清電解質・血液ガス分圧計測
術後輸液にK free のソリタT1Ⓡ使用
疼痛コントロールに PCAポンプ使用

②手術時間・全身麻酔時間の短縮
③ダントロレンの用意
④GI 療法

①術前Ｋ ３．８mEq/l
術中にＫ高値に

②手術時間１時間２１分
出血量１００ml＋α

③悪性高熱症発現なし
④血清Ｋ値 徐々に低下

術後１日目 当科病棟へ帰
棟

①食欲減退・空腹によるストレス
②四肢麻痺発作の早期発見
③Ｋ値低下

①胃洗浄・午前中処置後速やかに経口から食事開始
② vital３検，心電図モニター装着し頻回の状態
確認
③ソリタT3Ⓡの使用

①術後嘔気の訴えなし
②心電図異常なし
③Ｋ値の上昇

術後２日目 ①顎間固定時の疼痛 ①フルルビプロフェンアキセチル５０mgDiv ①疼痛のため中止

術後３日目 顎間固定施行 ①顎間固定時の発作の早期発見
②固定時の疼痛ストレス

①モニタリング下
②フルルビプロフェンアキセチル５０mgDiv
８万倍エピネフリン含有２％リドカイン局所麻酔

①異常所見なし
②疼痛なく 固定

術後５日目 経過良好 ①モニタリング除去

術後１５日目 顎間固定解除
開口訓練開始

①開口訓練時の疼痛 ①開口訓練時の鎮痛剤の使用

術後１９日目 退院日 ①特に異常所見は認められない

①挿管 Ａ．GI 療法
②手術開始 Ｂ．GI 療法
③手術終了 Ｃ．５０％Glu４０ml
④抜管 Ｄ．５０％Glu２０ml
図３ 手術日の血清Ｋ値と血糖値
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（GI 療法）を行い，血清カリウム値の低下を図っ
た。しかし，術直後より徐々に血清カリウム値が低
下しはじめ，抜管３０分後には２．８mEq/l，血糖値も
２７mg/dl と低値を認めたため，５０％グルコースを４０
ml 投与した。その後も血清カリウム値は２．５mEq/l
まで低下し，抜管９０分後に５０％グルコースを２０ml
追加投与した。抜管８時間後に血清カリウム値は
３．６mEq/l となり安定した。術前後の採血データを
示す（表１）。術後の輸液はソリタT1Ⓡを１００ml/h，
ビカーボンⓇを２０ml/h で使用したが，術翌日の夜に
再度血清カリウム値が２．８mEq/l と低下した。ビ
カーボンⓇを１００ml/h とし経過観察を行ったが，血
清カリウム値は２．８mEq/l のままであったため，ソ
リタT1Ⓡから電解質輸液・維持液（ソリタT3Ⓡ）へ
変更した。術後２日目の血清カリウム値は２．９mEq/l
と上昇を認め，ソリタT3Ⓡで緩徐に補正した。術後
４日目には３．９mEq/l となり以後安定した。
また，術後はフェンタニルを用いた PCAポンプ

を使用して疼痛コントロールを行った。顎骨の安静
については，術当日に顎間ゴムの牽引を施行し，術
後２日目に顎間固定を試みるも強い疼痛を訴えたた
め中止し，術後３日目にバイトプレートを介在させ
て顎間固定を施行した。顎間固定時にはフルルビプ
ロフェンアキセチルを点滴し，外皮から８万倍エピ
ネフリン含有の２％リドカイン１．８ml を局所注射し
除痛下に行った。術後１５日目に顎間固定を解除し
た。その後もⅢ級顎間ゴムで牽引しながら，開口訓
練を開始した。開口訓練時の疼痛に対しては，ジク
ロフェナクナトリウムを使用した。
食事については，術翌日から速やかに再開し，顎

間固定中は流動食を経口摂取とした。
入院中，明らかな四肢麻痺発作は認められず，経

過良好のため術後１９日目に当科退院となった。退院
後は外来で経過観察を行っており，術後約１年経過
しているが，四肢麻痺症状の悪化や咬合状態の後戻
りもなく経過良好である（図１，図２）。

考 察

今回，われわれは発症頻度が１０万人に１人といわ
れている非常に稀な疾患である，高カリウム血性周
期性四肢麻痺患者の顎矯正手術の周術期管理を経験
した。周期性四肢麻痺は一過性の脱力発作，四肢弛

緩性麻痺を急激に生じる疾患であり，麻痺発作時の
血清カリウム値によって高カリウム，正カリウム，
低カリウム血性に分類される２）。高カリウム血性
周期性四肢麻痺の多くは常染色体優性遺伝であり，
家族性に発症する３）。発作の誘因としては空腹・疲
労・疼痛などのストレスが挙げられている４）。発作
の予防としてはアセタゾラミドが用いられているが
明確な作用機序は不明である５）。発作時の治療とし
てカリウム値を低下させるために，GI 療法やカル
シウム製剤であるグルコン酸カルシウム水和物の投
与がある６）。また，周期性四肢麻痺は全身麻酔時の
悪性高熱症との関連性が報告されている７）。全身麻
酔時，脱分極性筋弛緩薬であるスキサメトニウムは
血清カリウム値を上昇させ筋強直症状を引き起こす
可能性があるため，使用を避けるべきという報告も
ある７）。プロポフォールは，ナトリウムチャネルを
標的として遮断することが示されているため，悪性
高熱症の予防としては有益であるといわれてい
る７）。渉猟し得た過去の文献では，高カリウム血性
の周期性四肢麻痺に関する周術期管理に関する報告
は認められなかったが，日高らは，低カリウム血性
周期性四肢麻痺患者にプロポフォール‐フェンタニ
ルを用いて全静脈麻酔を行い，安全に管理できたと
報告している８）。このことから本症例でも，プロポ
フォールによる全静脈麻酔で行った。また，横山ら
は低カリウム血性周期性四肢麻痺患者に８万倍エピ
ネフリン含有の２％リドカイン３．６ml を浸潤麻酔し
た際，麻痺発作を起こした症例を報告している９）。
本患者は，当院受診前の歯科治療時に数回局所麻酔
薬を使用しているが，その際に麻痺の発作は生じて
いなかったことから，局所麻酔薬の使用については
可能と判断した。
今回，周術期管理を安全に行うために最も重要と

考えたことは，四肢麻痺に関する現状の把握であっ
た。この発作の予防と早期発見，発作時の対応につ
いて術前に神経内科，循環器科，麻酔科に対診し他
科との連携をとり，事前に十分なカンファレンスを
行った。その結果，四肢麻痺の誘因を除去するため
に様々な対応を行うことができた。手術による術後
侵襲を軽減するために，患者家族と矯正歯科医と十
分協議し，当初上下顎移動術を予定していたところ
を下顎のみの移動術で対応することとした。これに
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より手術・麻酔時間の短縮をすることで，リスクの
低下を図った。また，患者のストレス・精神的不安
を取り除くために，術前から生命予後の危険性を含
め，全身麻酔のリスクの高さを十分に説明し，術後
は ICU管理とした。それに加えて，術中術後の状
態・合併症や発作の予防策・対応策について詳細な
説明を執刀医・麻酔医・担当医から行い，患者本
人，加え家族が十分理解した上で，手術実施に対し
ての同意を得た。
術中の高カリウム血症にはカリウムを含まない電

解質輸液であるソリタT1Ⓡの使用や GI 療法で対応
し，術後の低カリウム血症に対しては輸液を細やか
に調整することで対応し，血清カリウム値の細やか
な調整に努めた。
発作誘発の原因である疼痛に関しては，術直後か

らフェンタニルを用いた PCAポンプを術翌日の夜
まで使用した。Patient Controlled Analgesia（PC-
A：患者自己管理鎮痛法）は，患者らが疼痛の状況
にあわせて鎮痛剤の投与を行なう方法である１０）。患
者自らが PCAボタンを押すことにより，設定され
た量の薬剤が投与でき，疼痛時に医療従事者を呼ぶ
必要がないため，疼痛を感じる時間が短縮できる。
照屋らは PCAポンプによる術後痛の緩和の有効性
を報告している１１）。また通常，顎間固定は術翌日よ
り開始されるが，全身麻酔・手術に対する疲労や疼
痛を考慮した上で，顎間固定は術後２日目に施行し
た。その際，固定前にフルルビプロフェンアキセチ
ルの点滴注射を行ったが疼痛を訴えたため中止と
し，術後３日目に顎間固定を再度行った。顎間固定
時の疼痛を除くため，固定前にフルルビプロフェン
アキセチルの点滴注射と外皮から８万倍エピネフリ
ン含有の２％リドカインの局所注射を行い，疼痛の
コントロールを図った。術前採血でのCK値の高値
からも示唆されるように，過去の四肢麻痺発作によ
る筋破壊が推察され，術後，筋力低下のために開咬
を呈する可能性もあり，顎間固定は通常の７日間よ
り長く１２日間とした。後戻り防止のために，顎間固
定解除後も約半年間は顎間のゴム牽引を継続した。
術後の食事については，伊藤らの減食を契機に発

症した四肢麻痺の症例もあることから１２），通常より
頻回に胃洗浄をすることで胃内流入した血液による
術後嘔気を抑制し，食欲減退の予防に努め，空腹時

間の短縮を図った。また，経鼻栄養チューブ挿入時
の嘔吐反射による嘔気を予防し，挿入後の咽頭部の
違和感による食欲減退を回避するため，経鼻栄養
チューブによる経腸栄養ではなく流動食を経口摂取
とした。
稀な疾患では症例報告も少なく，まだ疾患自体が

解明されていないことが多い。渉猟し得た過去の文
献では，高カリウム血性の周期性四肢麻痺患者に対
する周術期管理に関する報告は認められなかった。
これは，全身麻酔を回避することが多いからかもし
れない。本症例も全身麻酔施行の可否について，議
論の余地があったと思われる。顎変形症の治療計画
を立てる際，顎矯正手術が適応となる症例において
は，矯正治療開始前より手術適応の可否を判断する
必要がある。このためには，初診時の医療面接での
十分な聴取が必要であり，全身疾患を掌握した上で
緻密な治療計画を立てることが重要と考える。
本症例では，当院初診時に治療方法の選択肢がす

でに手術しかなく，われわれはその限られた中で，
他科との連携を密に図りつつ，周術期管理に関して
起こりうるリスクをすべて考慮し可能な限りの予防
策・対応策を行った。その結果，周術期に麻痺発作
の発現を予防でき，良好な結果を得ることができた
と考える。

結 語

今回，われわれは高カリウム血性周期性四肢麻痺
を既往にもつ顎変形症患者に対して顎矯正手術を施
行し，その周術期管理について報告した。事前の予
防策，発作時の対応策を十分検討することで，周術
期の四肢麻痺発作やその他のリスクの発現を生じさ
せることなく，良好な結果を得ることができた。

本論文の要旨は，第２８５回東京歯科大学学会例会（２００８年６
月７日，千葉）において発表し，座長から推薦された論文で
ある。
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Hyperkalemic periodic paralysis（HPP）is a rare disease which causes the paroxysmal atonic paralysis of
the muscles of the limbs and trunk． Pain，hunger，and tiredness have been reported to trigger at-
tacks，and it is very likely to occur during an operation under general anesthesia．
We report a case of perioperative management of orthognathic surgery in a patient with HPP．
The patient was a 27-year-old man scheduled to undergo orthodontic treatment followed by orthog-

nathic surgery due to a diagnosis of jaw defomity 2 years earlier． Orthognathic surgery was scheduled
at another department of oral and maxillofacial surgery． However，he was referred to our general hos-
pital for management of HPP perioperatively． After consultation with other departments，he underwent
bilateral sagittal splitting ramus osteotomy under general anesthesia． After the operation，we tried to
alleviate pain and hunger． The postoperative course was uneventful．
In order to prevent an HPP attack，we believe it is important to discuss how to manage such patients

with the physicians concerned． Moreover，it is also necessary to acquire knowledge of generalized dis-
ease and how to deal with it． （The Shikwa Gakuho，１０８：６３７～６４３，2008）
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