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はじめに

歯科医師が歯科的な知識だけを持っていればよ

かった時代は終わり，内科的疾患，最近は特に高齢者

に多い疾患についての知識を充分に持っていなけれ

ばならなくなってきている。さらに，在宅歯科診療の

機会も増え，歯科医院以外での突然の偶発症の発生

に備えた救急救命処置の知識も必要になっている。

歯科医師も内科的疾患に対する知識が必要である

と感じ，「内科学エッセンス，歯科臨床医のための

内科学」（水野，一世出版，１９９９年３月）を出版した。

しかし，医学の進歩発展は目覚ましいものがあり，

内容の一部は改定せざるを得なくなり，三島市での

歯科医師会の講演を機に内容を改定する意味で「歯

科臨床医にとっての内科疾患の知識と対応―バイタ

ルサイン，救急処置，高血圧，妊娠と薬剤投与，糖

尿病，Ｃ型肝炎について―」（水野，歯科学報，１０１：

９９１，２００１）を報告した。さらに，EBM，診断基準，

ガイドラインなどの変化は著しく，この論文の内容

はさらに一部変更せざるを得なくなってきた。

内科診療についての新しい知識，考え方などの変

化のうち歯科医師に必要な分野の一部分であるが，

バイタルサイン，アナフィラキシーショック，高血

圧，糖尿病，動脈硬化，脳血管障害，虚血性心疾

患，救急蘇生法について纏めてみることにした。

１．バイタルサインについて

「歯科訪問診療での安全性確保のガイドラインの

作成」という平成１５年度日本歯科医学会委託研究課

題報告（中島ら，日本歯科医学会雑誌，２４：６１，２００５）

の結論に，歯科医師が血圧や脈拍を測定する習慣を

みにつけるように啓発し，急変時には充分対処でき

るように介助者を含めた教育研修と後方支援の出来

る医療施設との連携が必須であると述べられてい

る。バイタルサインのとり方は重要であり，常日頃か

ら，高血圧で治療を受けている患者さんは必ず血圧

を測定してから治療に入るなどの心構えが必要であ

る。頭ではわかっていてもいざというときに手が，頭

が働かなくなるのは誰しも同じことである。さらに，

心筋梗塞，脳血管障害などの既往歴のある人も同様

に血圧測定を行ってからという習慣が必要である。

バイタルサインに異常がないからといって，歯科

処置が安全に行われるということを約束するもので

はない。現在の状態を知り，経過の把握には役立つ。

さらに患者さんの急変時に他医に紹介するときに患

者さんの状況を伝えるのになくてはならない項目で

ある。患者さんを診療する前のバイタルサインのと

り方と，急変時のバイタルサインのとり方では当然
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異なってくる。

歯科治療時の偶発症のチェックにはモニタリング

が役に立つ。すなわち，血圧，心拍数，心電図，末

梢動脈血酸素飽和度を連続的に，間歇的に知らせる

監視装置であり，偶発症の早期把握，経過観察が可能

である。モニタリングの適応として考えられるのは：

１）理想的には，すべての歯科治療を受ける患者

さんに対して行えば安全であり，理想的である。な

ぜなら，侵襲の程度に関係なく処置中・後に起こる

反応を予測することはすべてにおいて不可能であ

る。痛みや緊張以外にも精神的因子，恐怖，不快経

験，歯科医師の態度にも偶発症を起こす要因がある

と言われているからである。

２）特に，高齢者では必要である。偶発症の起こ

る確率は０．１％以下といわれているが，高齢になれば

なるほど，さらに，在宅要介護者では予備力の低下

があり，比較的侵襲が少ないと思われる歯科処置（印

象採得など）でも偶発症を発生しているという事実

があるからである。

３）高血圧・糖尿病・狭心症・気管支喘息その他内

科的疾患を持っている患者さん，既往歴に脳血管障

害，心筋梗塞など偶発症を起こしやすい疾患のある

患者さんの歯科治療をするときなどがあげられる。

２．アナフィラキシー・ショック

しばしば大きな問題になるのが，歯科治療とアナ

フィラキシー・ショックである。アナフィラキシー

は IgE 抗体が関与するⅠ型アレルギーにより起こ

るものとして定義される。アレルギーの要因になる

ものにハチ毒，花粉，食物，薬物などがあげられる。

最近注目されるものに「抗菌薬投与に関連するア

ナフィラキシー対策のガイドライン」（２００４年，日

本化学療法学会雑誌，５１：４９７，２００３）が日本化学療

法学会臨床試験委員会皮内反応検討特別部会より発

表されたことである。すなわち，抗生物質の静脈注

射によるアナフィラキシーショックを防ぐために，

皮内反応を行っていたが，皮内反応でショックを起

こすこともあるので，その必要性についての議論が

あった。今回，予防と実際の対応策を示すガイドラ

インとして発表されたものである。すなわち，その

ガイドラインを列記すると，抗菌薬静脈内投与の際

の重要な基本的注意事項として，抗菌薬による

ショック，アナフィラキシー様症状の発生を確実に

予知できる方法がないので，次の措置をとること：

１）事前に既往歴等について十分な問診をおこな

うこと。なお，抗生物質等によるアレルギー歴は必

ず確認すること。

２）投与に際しては，必ずショック等に対する救

急処置のとれる準備をしておくこと。

３）投与開始から終了まで，患者を安静の状態に

保たせ，十分な観察をおこなうこと。特に投与開始

直後は注意深く観察すること。

となっている。アレルギーを思わせる症状として，

局所反応として：注射部位から中枢にかけての皮膚

の発赤，膨疹，疼痛，�痒感，全身反応として：し

びれ感，熱感，頭痛，眩暈，耳鳴り，不安，頻脈，

血圧低下，不快感，口内・咽頭部異常感，口渇，咳

嗽，喘鳴，腹部蠕動，発汗，悪寒，発疹などが見ら

れる。重症度を決めるのは，血圧，意識，気道閉塞

症状，自他覚症状である。症状があったときは速や

かに注射を中止する。バイタルサインのチェック，

症状の把握により，軽症ならば静脈ルートの確保，

必要に応じて酸素吸入，対症療法として，ポララミ

ン，ソル・コーテフの投与，改善しなければボスミ

ンの皮下注を行う。中等症から重症の場合は直ちに

ボスミンの皮下あるいは筋注を行う。

エピネフリンの自己注射液（エピペン，メルク社）

は，今まではハチ毒のみに対するアナフィラキシー

反応に対する補助治療としての適応のみであった

が，他のアナフィラキシー反応に対しての適応が今

年から解禁された。しかし，まだ制約の多い薬であ

るが，早くに有効活用が行われることが望まれる。

エピネフリンは心臓の冠動脈を拡張，末梢では血管

の収縮を起こし血圧を上昇させる。気管支平滑筋に

作用して拡張させる。アナフィラキシーを起こす肥

満細胞からの脱顆粒を抑制するなどの作用があるの

でアナフィラキシー時の必要不可欠の薬である。

種々のアナフィラキシーに対して（蜂のみならず食

物など）初期症状のうちに，ショックが進行する前

に「自己注射」が望まれる。歯科医師としても自己

注射の時代に入ったことを認識しておかなければな

らない。
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３．高血圧症

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン（JSH

２０００）が発表されてから，さらに昨年 JSH２００４が発

表された。高血圧症は１４０／９０以上をいうことには変

化はないが，JSH２００４で大きく変化した点は，①高

血圧治療が危険因子・臓器障害に対して，より早く

に治療を開始し，血圧管理を厳しくするようになっ

た。②生活面では，食塩制限が，７g/日以下から

６g/日以下に引き下げられ，野菜・果物の積極的

摂取を勧める。③高齢者の降圧目標が今までは，年

齢によって降圧目標が異なっていたが，１４０／９０未満

に統一され，年齢による差をなくした。④薬物治療

は Ca 拮抗薬，レニン・アンギオテンシン系抑制薬

を中心にした。ということである。

高血圧症患者さんの歯科治療時の注意点は，ま

ず，高血圧症の患者さんが来院したら，血圧測定を

することである。血圧が１８０／１１０以上なら中止す

る。充分コントロールされていれば歯科処置に着手

する事は可能である。内科主治医と危険因子・臓器

障害の状況について問い合わせチェックしておく。

治療当日も薬をきちんと飲んできているか確認をす

る。不安感を与えないようにコミュニケーションを

充分とるようにする。疼痛の軽減に努める。状況に

よっては鎮静法・モニター装着も考慮する。

急に血圧が上がったときに間違えやすいのは，「高

血圧緊急症」と「高血圧性急迫症」である。「高血圧

緊急症」とは，標的臓器障害の予防や抑制のために

直ちに血圧を下げる必要のある稀な状態をいう。高

血圧性脳症，頭蓋内出血，不安定狭心症，急性心筋

梗塞，肺水腫を伴う急性左心不全，解離性動脈瘤，

子癇などである。標的臓器障害の症状や，新しいま

たは進行性の臓器障害がない場合には，血圧の上昇

だけで緊急治療を要することは稀である。１時間以

内に血圧を下げる必要のある状態であるので，あま

り歯科とは関係がないと思われるが，歯科処置中で

も起こりうることであるので，念頭に入れておく必

要もある。「高血圧性急迫症」は２４時間以内に血圧

を下げるべき状態で，切迫した合併症のない加速型

高血圧症（悪性高血圧の典型的な基準を満たさなく

ても，進行性に腎機能を悪化させる場合）または悪

性高血圧症，手術前後の高血圧，緊急手術を要する

患者の高血圧のことを言う。

血圧が上がったときの対処法は，まず歯科処置を

中止して，安静にし，不安感を取り除くことであ

る。過呼吸などに対しては常に話しかけ深呼吸をし

てもらうなど安心感を与える努力をする。以前，急

に血圧が上がったときに対処法として一番に上げら

れていたのはアダラート１０mg の舌下であった，し

かし，いまは「即効性を期待した本剤（アダラート）

の舌下投与は過度の降圧や反射性頻脈をきたすこと

があるので用いない。」と平成１４年９月添付文書の

改定がなされた。もし突然に血圧が上がったとき

は，カプトプリル（ACE 阻害薬）の経口投与を行う

ことが勧められる。使用するカプトプリルは１２．５

mg，２５mg の普通錠を６．２５～５０mg 服用する。カプ

トプリルにはコンプライアンスをあげるために徐放

剤もあるが，これは用いないのは当然である。効果

発現まで３０分，作用時間は６～８時間である。１～

２時間みて１６０／９０ぐらいまで下がらないときは，点

滴，注射による降圧も必要となるので入院治療も考

え転院の手続きをする。点滴治療にはレギチン，ア

ポプロン，ペルジピン，ミリスロールなどを用いる。

４．糖尿病

現在，糖尿病の患者数は予備軍を入れると１６２０万

人と言われている。糖尿病で大切なことは，発症予

防，早期発見・治療，合併症の予防である。

診断には，早期空腹時血糖１２６mg/dl 以上，随時

血糖２００mg/dl 以上，７５g 経口ブドウ糖負荷試験

（OGTT）２時間値２００mg/dl 以上のいずれかがあれ

ば糖尿病型と判定される。さらに，糖尿病型でかつ

糖尿病の典型的症状（口渇・多飲・多尿・体重減少

など）があるか，HbA１c６．５％以上あれば糖尿病と診

断される。糖尿病コントロールの基準は，優，良，

可，不可と HbA１c，空腹時血糖，食後２時間値血

糖で評価されていたが，昨年より糖尿病のコント

ロールの基準が変わり（糖尿病治療ガイド２００４－

２００５，日本糖尿病学会編，文光堂，２００４）空腹時血

糖，食後２時間値血糖には変化はないが，HbA１c の

基準が変わり，「可」が HbA１c６．６～８．８％であった

のが，不十分（６．５～７．０）と不良（７．０～８．８）に分類さ

れた。

その他の検査値のコントロール指標として，標準

歯科学報 Vol．１０５，No．５（２００５） ４４１
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体重の維持（BMI＝２２），血圧（１３０／８０未満），総コレ

ステロール（２２０mg/dl 未満），LDL コレステロール

（１２０mg/dl 未満），空腹時中性脂 肪（１５０mg/dl 未

満），HDL コレステロール（４０mg/dl 以上）が記載さ

れている。

治療として：

１）食事療法（エネルギー摂取量＝標準体重×身

体活動）。

２）運動療法はブドウ糖，脂肪酸の利用促進，イ

ンスリン抵抗性改善につながり，強度は，運動時の

心拍数１００～１２０／分以内，自覚的に「きつい」と感じ

ない程度であり，歩行運動は１回１５～３０分，１日２

回（男性９２００歩，女性８３００歩以上を目標）で１週間に

３日以上行うことが必要である。しかし，インスリ

ンや SU 剤を用いている人は低血糖に注意が必要で

ある。何でも運動をすればよいというわけではな

く，運動を制限する場合は，空腹時血糖２５０以上，

尿ケトン陽性，眼底出血，腎不全，虚血性心疾患，

高度肥満（BMI＞３５）骨関節疾患がある場合である。

３）経口血糖降下剤として，インスリン分泌促進

剤，食後高血糖改善剤，インスリン抵抗改善剤があ

る。

４）インスリン療法。

がある。

糖尿病患者さんの歯科治療で，処置前にしておく

べき事は，かかりつけ医との密接な連携である。す

なわち，インスリンの使用などの治療内容の把握，

かつて低血糖を起こした事があるか，慢性合併症の

有無・程度・治療内容などについて理解しておくこ

とである。思わぬ偶発症の原因となりうるからであ

る。歯科処置時に考えることは，糖尿病のコント

ロールが「優」であれば問題ないが，不安定な時期

は，歯科処置を契機に糖尿病の悪化・急性合併症が

みられることがあるので，「応急的処置」にとどめ

る。いわゆるシックデイはやむを得ない緊急・応急

処置にとどめる。観血的処置はコントロール「良」

以上とする。コントロールが良い時は，朝に薬を飲

むか，インスリンをうち，通常通り充分食事を取り，

１～３時間以内（午前中の早い時間）に治療すること

が良い。歯科治療により，食事摂取障害，食事時間

の遅れ，治療時間の延長などで低血糖を起こす。感

染症に対する対策を充分に行うことも必要である。

糖尿病の治療を受けている患者さんの状態が通常と

異なっているときは，まず「低血糖」を考え処置を

することが大切である。

低血糖の症状は，血糖値が７０mg/dl になると，

副交感神経優位の症状（空腹感，あくび，除脈），５０

mg/dl になると，大脳機能低下（会話の減少，嗜

眠），３０mg/dl 交感神経優位（頻脈，血圧上昇，過

呼吸），２０mg/dl になると昏睡，痙攣を起こすよう

になる。低血糖の治療は，軽症で経口摂取可能なら

ば，糖尿病の治療薬を服用していたり，インスリン

治療をうけている患者さんは，低血糖に対しての知

識があるので，ブドウ糖などを持参しているので服

用させる。５～１０分で改善しなければ，さらに追加

する。経口摂取不能であれば，５０％ブドウ糖２０ml

一回静注あるいは２０％ブドウ糖４０ml 静注にて１０～

１５分で通常は回復する徴候が見られるが，回復しな

ければ，病院へ搬送することが望ましい。

５．動脈硬化

脳血管障害，虚血性心疾患の原因の多くは動脈硬

化である。これらの疾患を理解するには動脈硬化に

ついての知識が必要である。動脈硬化の危険因子と

考えられているものに高血圧，血液中の脂質の異常，

糖尿病，加齢（男性：４５歳以上，女性：閉経期後），

喫煙，肥満，運動不足，ストレス，偏った食事，趣

好品（アルコール，コーヒーなど）が上げられる。

動脈硬化を評価するための種々の方法がある。こ

の評価と疾患の発生との関連性が示唆されているの

で，その評価法について若干述べることにする。動

脈硬化の定量評価には，①足関節上腕血圧比 ABI

（ankle brachial index），② 脈 波 伝 播 速 度 PWA

（pulse wave velocity），③内膜中膜複合体厚 IMT

（intima-media thickness）がある。

①足関節上腕血圧比は，足首最高血圧と上腕最高

血圧の比でみるもので，この比が０．９以下の時は動

脈閉塞の可能性が強くなる。

②脈波伝播速度は２点間の脈波の伝わる速度と動

脈壁の硬さとが相関することを利用して測定する。

動脈硬化が強ければ速く伝わる。現在はそれらを自

動的に測定する機械があるので，簡単に動脈硬化の

評価が可能である。

③内膜中膜複合体厚は頸部の超音波検査にて頸動
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脈の内膜中膜複合体厚を測定し，１．０mm 以下が正

常とされている。この厚さにより粥状硬化（プラー

ク）を捉えるのに有効とされている。

このような非侵襲的な方法にて動脈硬化の判定が

可能になってきたが，特に頸部超音波検査による内

膜中膜複合体厚の検査結果は循環器疾患（脳血管障

害，虚血性心疾患など）発生と強く相関し，その程

度により治療法も異なってくるので重要視されてい

る。

最近注目されてきたものに「メタボリックシンド

ローム」がある。より早くに動脈硬化性疾患ハイリ

スクグループを発見し，指導・治療をして動脈硬化

を予防し，しいては日本人の死因の３割を占める心

疾患，脳動脈疾患を減少させるのが目的である。イ

ンターナショナルダイアベテスフェデレーション

（IDF）の定義に対して，日本人にあった診断基準が

この２００５年４月に内科学会雑誌（メタボリックシン

ドローム診断基準検討委員会，日本内科学会雑誌，

９４：７９４，２００５）に報告された。それによると，内臓

脂肪（腹腔内脂肪）の蓄積（ウエスト周囲径が男性≧

８５cm，女性≧９０cm，（内臓脂肪面積男女とも≧１００

平方センチメートルに相当））があり，以下の３項

目のうち２項目以上あるもの（①高トリグリセライ

ド血症≧１５０mg/dl かつ／または低 HDL コレステ

ロール血症＜４０mg/dl（男女とも），②収縮期血圧≧

１３０かつ／または拡張期血圧≧８５，③空腹時血糖≧

１１０mg/dl）をメタボリクシンドロームと診断すると

なっている。

６．脳血管障害

脳血管障害は大きく分け，脳内出血が約２５％，脳

梗塞が約６０％といわれている。脳梗塞は臨床病型よ

り，アテローム（粥状）血栓性，ラクナ，心原塞栓性

に分類される。

脳血管障害患者さんの歯科の治療方針としては，

症状が安定する６ヶ月後が理想的であるが，やむを

えない場合には３ヶ月でも可能である。しかし，危

険因子の治療を含むコントロールの状況，慢性期に

入ってからの嚥下障害などの後遺症の問題，QOL

の問題等により異なる。脳梗塞の患者さんの場合に

歯科治療上問題になるのは，脳梗塞再発防止のため

の抗血栓療法であろうと思われる。

臨床病型による分類のように，原因により治療が

異なる。すなわち，アテローム血栓性の場合は血小

板が主たる役目をしているので，抗血小板療法が行

われる。アスピリン，パナルジンなどが用いられ

る。心原塞栓性の場合は突然の心房細動の発症に

て，心臓内の血流が変化し，フィブリン塊を作りそ

れが脳の血管に詰まることによるもので，主たる原

因はフィブリンであるので抗凝固療法が行われる。

用いられるのはワーファリンである。ラクナの場合

はどちらを用いるか，両方とも用いないか一定して

いない。しかし，頸動脈エコーを行い頸動脈の動脈

硬化の程度によりプラークの存在があるような場合

は，粥状硬化があると考え大きな動脈の血栓予防の

ために抗血小板療法の適応になる。

抗血栓療法と抜歯については（森本，医事新報，

No.４２２９：９５，２００５），欧米では抗血栓療法施行患

者の抜歯を抗血小板薬や抗凝固療法薬を中止するこ

となく維持療法下で行われている。中止による重篤

な血栓症発生は約１％に見られるからである。日本

ではまだ一定のものはないが，抗血小板薬に関して

は中止することなく行われるがワーファリンの場合

は INR３．０以下であれば継続して抜歯し，１．６以下

になると有意に血栓症が発生するといわれている。

[INR（International normalized ratio）とは PT（プロ

トロンビン時間）は試薬の原料により異なるので，

PR（Prothronbin ratio，プロトロンビン比，すなわ

ち，患者血漿／健常者血漿の PT（秒）の比）を国際

感度指数で算出されたもので，通常の基準値は０．９

～１．１である。］しかし，原疾患によりコントロール

の範囲は異なるので（Ann. Hematol.,６４：５２，１９９２）

一概には言うことは出来ない。さらに，難抜歯から

簡単な抜歯までの程度により異なるが，種々の点を

配慮すると，熟練した歯科医師による出来るだけ低

侵襲的な抜歯を行い，局所の止血処置を適切に行

い，局所の炎症に対する術前処置を的確におこな

え，予期せぬ出来事に対する対処の可能な大学病

院・病院歯科で医科の主治医とともに行うのが望ま

しいと考えられる。時には内科・外科疾患によって

入院して行わざるを得ない場合もある。

もし，抗血栓療法を中止せざるを得ない場合の中

止時期に関しては，アスピリン約７日，パナルジン

１０～１４日，ワーファリン３日などと言われている（青
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崎，Clinician，No.５０３７３４，２００１）。

７．虚血性心疾患

心臓の筋肉に分布しているのが冠状動脈で，この

血管に何らかの原因で十分な血液が流れず，心臓に

血液が供給されないで起こってくるのが虚血性心疾

患である。虚血性心疾患は，狭心症と心筋梗塞に分

類される。さらに，狭心症は労作性狭心症と安静時

狭心症に分類される。労作性狭心症は運動により心

臓が必要とする血液が充分に供血されない状態が誘

導されることによりおこる。原因の多くは，高血圧

症と冠状動脈のアテローム（粥状）硬化である。血中

のコレステロールなどの脂質が血管内に沈着し動脈

が狭窄した状態である。安静時狭心症は何らかの原

因で，運動とは関係なく冠動脈の攣縮を起こし充分

血液が流れない状況を作るものである。狭心症の４

大危険因子は高血圧，高脂血症，喫煙，ストレスで

ある。心理的ストレスは大きな役目を果たしている

と考えられる。ストレスが続くことにより，交感神

経の活動亢進，副腎皮質ホルモンの分泌増加が起こ

る。同時にストレスにより生活習慣に影響が及ぼさ

れ，飲酒の増加，喫煙，肥満……となり，前述のメ

タボリックシンドロームになり，その果てに動脈硬

化を起こし，虚血性心疾患を起こしてくるものと思

われる。交感神経の機能亢進は，頻脈，血圧上昇，

血管収縮などを起こしてくる。ストレスにより発作

が誘発されるものと考えられる。

虚血性心疾患と歯科治療の関係では，心筋梗塞後

の歯科治療は壊死心筋が瘢痕化する６ヶ月後が理想

である。しかし，心臓の機能が保たれていることが

必要であるので，内科主治医との連絡を密にして心

臓超音波検査などによる予備力の問題を検討してお

く必要がある。ある程度のストレスがかかるような

侵襲のある処置のときはモニタリングをしながらの

ほうが安全であろうと思われる。再発防止のため

に，抗血小板療法などがおこなわれているので，脳

血管障害と同様に考える。

狭心症の患者さんは，常に舌下し即効性のある冠

動脈拡張剤を携帯しているので胸痛発作が起こった

場合は，舌下し，１５分間ぐらい様子をみ，治まらな

ければ再度舌下し，効果なければ狭心症の発作より

心筋梗塞が疑われるので転院を考えることが必要で

ある。

８．救急蘇生法

カーラーの生存曲線は有名である。心停止してか

ら３分，呼吸停止してから１０分，大量出血してから

３０分の救命率は５０％以下になるとのことである。早

期に適切なる処置をすることが救命率の向上に繋が

ることは明らかである。日本でも徐々に救急救命に

対する関心が高まってきた。救急蘇生法には，心肺

蘇生法と止血法がある。心肺蘇生法（気道確保，人

工呼吸，心臓マッサージ）には一次救命処置（Basic

Life Support，一般市民が行え，器具を必要としな

い）と二次救命処置（Advanced Cardiovascular Life

Support，各種医療器具や医療医薬品を用いて行

う）がある。通常の歯科医にとって必要なのは一次

救命処置である。

すでにこれに関する詳細は記載されている（日本

医師会雑誌，１２８�：付録，２００２）。その要点，変化

した点については前著を参考にしていただければと

思う（水野，歯科学報，１０１：９９１，２００１）。救急蘇生

の第一歩は，意識があるかないかの確認である。意

識がない場合は頭部後屈あご先拳法にて気道確保を

行う。この際，頸椎損傷（歯科治療では問題ないが，

一般市民として市中にて意識をなくした人の救命の

ときに注意が必要）がない場合は，肩の下に座布団

の二つ折り，あるいは洋服でも入れてあげると容易

に頭部後屈あご先拳法と同様な体位を自然に作るこ

とが出来る。これだけで意識を回復したり，呼吸を

しだすことがある。その場合は「昏睡体位」にして

様子を見ればよい。

呼吸をしていないときは人口呼吸を必要とする，

口－口人口呼吸を行う場合は，感染の危険があるた

めに，外国では車の鍵に常に一方向弁付呼気吹き込

み容器を付けている（フェイスシールド，フェイス

シールドライフキー（ライフキー））。これにより感

染を防ぐことが出来る。常に外出時にはひとり一個

持っているのは常識になっており，日本でもより広

めていかなければならない。

新しく心臓停止に対する考え方が変わってきた。

いままで頸動脈を触知すること，直接心臓の動きを

見ることにより判断されていたが，一般市民には難

しいとのことで，「循環のサイン」と言う考え方が

水野：「歯科臨床医のための内科学」補遺４４４
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導入された。すなわち，「循環のサイン」とは呼吸

をするか，咳をするか，動きがあるかの３つの要素

で判断することになった。もし，「循環のサイン」

が無ければ，心臓マッサージの適応になる。胸骨圧

迫心臓マッサージについては前述の医師会雑誌を参

考にしていただければと思う。

最近注目されてきたことに除細動（電気的除細動）

がある。米国では心臓突然死が死因の第一位を占

め，年間２０～３０万人が死亡していると言われ，その

原因のほとんどは心室細動であると言われている。

突然の心室細動を止めるのには，電気的除細動しか

ない。心室細動から除細動までの時間によって救命

率が異なる。すなわち，一分遅れるごとに７～１０％

の救命率の低下が見られ，１０分すると救命率は０％

になってしまう。心臓突然死を救うためにはいかに

早く除細動を行うかが重要である（Cummins, An-

nals Emerg Med,１８：１２６９，１９９８）。

この救命率を高めたのが AED（自動体外式除細動

器，Automated External Defibrillator）の開発であ

る。これはすべて自動的に音声で指示をされる。胸

にパッドを記載されている図のように貼ることによ

り心電図をとり，その結果を知らせ，必要なときに

電気刺激を与え，次々と指示が出される。この有用

性を示した有名な出来事はアメリカのラスベガスの

カジノのことである。カジノで心臓突然死が起こっ

てから救急車が到着するまで約９．８分かかっていた

が，そこに居合わせた警備員が１０５人に AED をす

るまでの時間は平均４．４分で行われた。AED を３分

以内に行えたとき，７４％が生存退院したと言う事実

は（Valenzuela, NEJM, ３４３：１２０６，２０００）除細動の

成功は時間との関係であるということを強く証明し

たことになる。

それをきっかけにさらに誰でも突然の心停止に対

して AED が出来る必要性が指摘されてきた。日本

では，２００１年１２月に飛行機での客室乗務員の緊急使

用が認められ，２００３年４月には救急救命士が医師の

指示なしに使用可能になり，２００４年７月には一般人

にも条件つきで使用が解禁になった。その条件は，

①医師が見つからないなどの，医師による速やかな

対応を得る事が出来ない。② AED 使用者が対象者

の意識・呼吸が無いことを確認している。③ AED

に必要な講習を受けている。④使用される AED が

薬事法上の承認を受けているとなっている。それを

PAD（Public access defibrillation）と言い，誰でも

AED が実施できるようになってきた。AED の器械

が病院，航空機，空港，デパート，ホテル，駅など

で誰にでも目に付くところに設置され，設置者の責

任で管理されるようになった。ちなみに，慶應義塾

大学病院では外来を始め３０台設置されているとのこ

とである。最近急速に AED について新聞などでの

報道が増え，その必要性が認識されてきつつあると

はいえ，まだ認識が少ない。救急蘇生法も ABC か

ら ABC-D に明らかに変化していることを記載し，

歯科医院においても AED を一台設置しておくこと

は大変重要なことである。そのための講習を受けて

おくことは医療を行う者の責任でもあると思われ

る。

おわりに

東京歯科大学を退職して６年が過ぎた。昨年から

今年にかけて歯科と医科との関係について述べる機

会が立て続けに与えられた。一つは，埼玉県歯科医

師会（岡野祐三先生）の「埼歯広報」に１２回連続（平

成１６年９月～平成１７年８月まで）で「歯科臨床医の

ための内科学」を書かせていただいた。二つ目は，

日本綜合歯科協会（石川達也前学長）の研修講演会

（平成１７年７月２１日）にて「歯科治療時の緊急事態と

救急処置」と題して，さらに，横浜市中区歯科医師

会（今村嘉宣先生，池田高徳先生）講演会（平成１７年

９月７日）にて「歯科医師のための内科疾患を持っ

た患者さんへの対応」と題して話す機会を与えられ

た。お声をかけてくださったのは，すべて東京歯科

大学の先生方であることは大変嬉しいことでした。

今でも覚えていてくださったことに感謝すると同時

に，わずかな分野であるが，最近の話題，内科学の

進歩・変化について述べ，この補遺がすこしでも明

日からの先生方の歯科臨床に役立てば幸いである。

なお，薬品名などはすぐに役立つように具体的な

商品名を多く使用していることをお断りしておく。
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