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原　　　　著一

東京歯科大学千葉病院手術室における麻酔症例の

臨床統計一　　年1月～12月* -

斎　藤　かおり　　五十嵐　　治

梗　井　　　誠　　杉　山　あや子

野　間　智　子　　本　間　敬　和

金　子　　　譲

東京歯科大学歯科麻酔学講座

(主任:金子　譲教授)

祐
　
学
　
郎利

嵐
　
井
　
田

十五
　
桜
　
官

年10月7日受付)

年10月12日受理)

A Clinical Statistical Observation of Anesthetic-management Cases

in the Operating Room of the Tokyo Dental College Hospital in 1991

Kaori SAITO, Osamu IGARASHI, Yu IGARASHI

Makoto SAKURAI, Ayako SUGIYAMA, Satoru SAKURAI

Tomoko NoMA, Yoshikazu HoNMA, Toshio MIYATA

and Yuzuru KANEKO

Department of I)ental Anesthesiology, Tokyo Dental College

(Chief : Prof. Yuzuru KANEKO)

緒　　　　　言

東京歯科大学千葉病院手術室における　　年1月から

12月の総麻酔症例520例について,臨床統計的に分析し

たので報告する｡

対　　　　　象

対象は　　年1月から12月に東京歯科大学千葉病院手

術室で行われた手術症例520例とし,以下の項目につい

て集計した0 1)麻酔法,性別, 2)年麻分布, 3)手

術内容, 4)麻酔法の編かい分華, 5)手術時間, 6)

麻酔時間, 7)出血量, 8)術前蓋礎疾患, 9)術中合

併症　　　術後合併症

*本論文の要旨は,第247回東京歯科大学学会総会(平成
4年11月7 [上千葉)において発表した｡

結　　　　　果

手術室における症例　　例)中,全身麻酔は444例(85

%),局所麻酔は76例　　　であった｡

1.性別(図1)

手術室症例520例のうちの全身麻酔444例を匪別で見る

と,男性198例　　　　　女性246例　　　　であった｡

局所麻酔76例では男性40例　　　　女性36例　　　　で

あった｡

2.年番分布(図2)

全身麻酔を受けたものの年麻は4ケ月から83歳まで

で, 16歳から65歳末溝の症例は339例　　　　とその大

部分を占め, 1歳未溝の症例は22例　　　　　歳以上の

症例は40例　　　であったo局所麻酔症例の年麻は12

歳から83歳まで, 16歳から65歳未満の症例が68例

%)とそのほとんどを占め, 65歳以上の症例は8例

-　9　----
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図1麻酔法(手術室症例)による症例数と性別
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図2　年麻分布

%)であった. 16歳以下の症例はなかった｡

3.手術内容(図3)

全身麻酔　　例)では顎変形症手術が鼻も多く140例

唇項口蓋裂手術が70例　　　　　悪性腫痘切

除術が60例　　　　　以下婁変形症や外傷および腫痘切

除にともなう再建後のプレート除去術,外傷手術,裏胞

摘出術,良性塵痘切除術の順であった｡局所麻酔(76例)

では顎変形症や外傷などに伴うプレート除去術が19例

嚢胞摘出術が17例　　　　　上顎洞炎を含む

顎変形症手術
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図3　手術内容

炎症手術が12例　　　　であった｡局所麻酔症例のうち

27例　　　　プレート除去術,カットオフなど)は以前

の全身麻酔下の手術に関連したものであった｡

4.麻酔法(図

全身麻酔での維持麻酔薬は,酸素一笑気-イソフル

ラン麻酔が214例　　　　酸素一笑気-セボフルラ

ン麻酔が173例　　　とその大部分をしめ　　　　麻酔

は低濃度の吸入麻酔薬にフェンタニールを併用したもの

が多く　　　　麻酔23例中12例が,術前基礎疾患とし

て,高血圧症を有していた｡また,術中低血圧麻酔を行

なった症例は25例であった｡

局所麻酔症例に使用された局所麻酔薬は　　　万エビ

ネフリン含有2%キシロカインを使用した症例は62例,

万エビネフリン含有2%キシロカインを使用した

症例が12例,両方使用した症例は2例であった｡
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図4　吸入麻酔薬(全身麻酔
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図5　静脈内鋳静(局所麻酔

ブトルファノール+ジアゼハム,

ブトルファノール+ミグゾラム,

ブトルファノール+フルニトラゼハム
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静脈内鎮静法は鎮静剤と鎮痛剤を併用した方法がほと

んどであった｡鎮静剤はジアゼハムを使用した症例57例

のうち,ブトルファノールと併用したものが47例,単独

使用が9例,ペンタゾシンと併用したものが1例であっ

た｡その他ミグゾラム,フルニトラゼハムが使用されて

いた.重病剤はブトルファノールと鎮静剤の併用が多

く, 59例あり,ジアゼハムとプトルファノールの併用が

47例　　　　であった｡その他にはペンタゾシンが使用

されていた｡

5.手術時間(図6)

全身麻酔症例の手術時間は1時間以上2時間未満が

139例　　　　と最も多く, 6時間以上は34例　　　で

あった｡最短手術時間は5分,最長手術時間は15時間45

分であった｡局所麻酔では1時間未満のものが　　　を

占め, 3時間を越えるものはなかった｡

6.麻酔時間(図7)

導入開始から抜管までを麻酔時間とし,呼吸管理上,

抜管しなかったものに関しては,リかヾリー入室前を麻

酔終了時間とした｡全身麻酔では2時間以上3時間未満

が最も多く133例　　　であり, 6時間以上は38例
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図6　手術時間
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%)であった.最長麻酔時間は18時間であった0

7.出血室(図

麻酔時間と出血室の関係は,麻酔時間が3時間以内の

場合は出血室はすべて　　未満であった0　6時間以上

の症例では約半数が　　　　以上の出血室であった｡出

血量と輸血例の関係は,術中輸血は全身麻酔444例中75

例で行われ,その手術内容としては顎変形症手術,悪性

腫痘切除術がほとんどであった0 75例中42例　　　は

自家血輸血が行なわれ,全て顎変形症手術であった｡

未満で同種血輸血を行なったものはすべて悪性

腫症切除術の症例であった0

8.術前蓋礎疾患(図10)

術前基礎疾患を有した患者は520名中152例　　名(22

%)にみられ,全身麻酔患者では132例/97名,局所麻酔
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患者では20例/16名であった｡全身麻酔患者のうち番環

器系疾患を有するものは42例と最も高く,特に高血圧症

が循環器系疾患のうちの28例を占めた｡呼吸器系疾患は

30例でこのうち21例を気管支噛息が占めた｡代謝内分泌

系疾患は9例でそのうち8例が額尿病であったo肝機能

障害やアレルギー疾患など,その他の疾患は51例あっ

た.術前基礎疾患を有するもののうち36例は複数の合併

症を有していた｡その内容としては高血圧症と狭心症,

高血圧症と心肥大などの循環器系疾患を合併したものが

6名,気管支噛息,慢性気管支炎を合併したものが1

名,高血圧症と気管支噛息など2系統以上合併したもの

が29名であった｡複数の合併症を有するもの(36名)のう

ち25名　　　　が循環器系疾患を合併していた｡局所麻

酔患者でも術前蓋礎疾患として循環器系疾患が7例と多

く,呼吸審系疾患は気管支噛息の1例であった0

9.術中合併症(表1)

1 )術中合併症の種戴

術中合併症は520名中59例/53名　　　　に見られ,

全身麻酔患者では56例/50名,局所麻酔患者では3例/

3名であった.全身麻酔患者では,番環器系の合併症が

多く　　　　と半数以上をしめた｡その内容は不憂脈,

血圧の上昇,血圧の低下などであった｡また呼吸器系合

併症は10例　　　に見られ,気管内分泌物増加により

動脈血中酸素飽和度　　　が低下し術中気管内をサク

ションしたもの, 1歳未満の乳児でのチアノーゼ,挿管

時の鼻出血が廃園となった無気肺などであったが,これ

らは早期発見と迅速な処置により改善している｡その他

には抜管直後の舌取沈下による気遺閉塞などがあったo

術中の代謝内分泌系合併症はなかったが,これは代謝内

分泌系疾患(特に糖尿病)を有するものの術中検査項目に

血醸値,尿糖,尿ケトン,電解薯を加え,積極的に補正

表1術前基礎疾患ならび術中.術後合併症

＼ 全身麻酔 局所麻酔術 前 術 中 術 後 術 前 庫 中 術 後

環 環 審 系 42 3L7 (12) 10(7) 7 5 (4) 0

呼 吸 器 系 30 10 2 1 1 0

代謝内分泌系 9 0 7(3) 3 0 . 0

そ の 他 51 10 10 9 0 0

計 112 56 29 L 20 3 0

*枠内はのべ症例数
内は術前養礎疾患と関連のあるもの

を行なったためと思われる｡局所麻酔患者の術中合併症

は,病みによる血圧上昇が多く,それらはいずれも術前

高血圧症を有していた｡

循環器系合併症に対しては,血圧の上昇に対しては

括抗薬などの降圧剤,血圧の低下に対しては,エ

フェドリンなどの昇圧剤を用いたo不整脈はその程度に

より抗不整脈薬を用いた｡

2 )術前蓋礎疾患との関連

全身麻酔症例では,術中合併症を認めた56例のうち篠

環器系合併症12例に術前基礎疾患との関連が認められ

た｡これは術前に循環器系疾患を有する患者(42例)の

を占める｡また局所麻酔症例では,循環器系合併

症3例に術前基礎疾患との関連が認められた｡

3)発生時効

合併症の発生時親は全身麻酔では挿管時,術中,抜管

時のうち挿管時が最も多く56例中29例　　　　あった｡

10.術後合併症

術後合併症は全身麻酔症例では27例に認めた｡全身麻

酔における術後倉併症としては,通常みられることの多

い軽度のもの(咽頭癖,堰気等)を除くと禾整脈,心電

図上の変化などの循環器系合併症が10例にみられ,呼吸

器系合併症として術後横隔膜神経麻庫による低酸素症が

2例,代謝内分泌系合併症として低血庫が1例,高血稜

が6例,その他尿ケトンが2例,一過性　　　　　　の

上昇が7例,出血傾向による術後出血が1例にみられ

たo　このうち術前基礎疾患と関連のあったものは循環器

系疾患が7例,代謝内分泌系疾患が3例であった｡内容

としては,術前に第一度房室ブロックがあり,術後に心

室性不整脈を合併した症例と,術前に高血圧症と混合性

換気障害があり,術後に頻脈とJL､房編動および換気障害

を合併した1例と,術前心疾患,不牽脈で術後血圧の低

下あるいは禾牽脈のあったもの,術前高血圧症で術後血

圧上昇したもの,術前に甲状腺機能元進症で検査よりケ

トン値が高く術後低血櫨を合併したもの,術前高血圧

症,糖尿病があり,術後高血糖となったものがあった｡

Ej Ea

当施設の手術室症例の特徴の一つとして,年麻構成が

4カ月～83歳と広範囲にわたることが挙げられる｡これ

は乳幼児が対象となる唇顎口蓋裂手術から成人が対象の

項変形症手術,高歯者が対象になる悪性腫痘切除手術と

手術内容が幅広いためであり,十分な麻酔管聾の対応を

必要とする症例も少なくなかった｡

術中の維持麻酔薬は,笑気-酸素-イソフルランと

- 12-
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笑気一酸素一七華フルランによるものが全症例の90%

近くをしめている｡これら吸入麻酔薬の使用強度が高い

のは,イソフルラン,セボフルランは　　年より日本で

使用認可された麻酔薬で,当施設でも　　年後半から使

用しだしたoそのため　　　年においては使用強度が高

かったものと考えられたoそれ以外にも,イソフルラン

は他の吸入麻酔薬に比べ麻酔中の心拍出室の低下が少な

い麻酔薬であり1),またセボフルランは導入,覚醒が他

の麻酔薬に比べ速やか2)という利点があり,これらの聾

由も,本施設でも使用頻度が増加した原因と考えられ

る｡また-ロタン麻酔がいまだ使用されているのは,術

中麻酔深度が安定しやすいことと呼吸抑制が少なく3),

自発呼吸下の管理には通しているためと思われる｡

手術室における局所麻酔症例では,外来処置に比べ手

術俊嚢も大きい為,積極的に鎮静剤に鎮痛剤を併用した

深い鎮静を行っている｡当病院では,局所麻酔(精神鋳

静法施行)時は通常心電図,心拍数,血圧(間接法),檀

皮的動脈血酸素飽和度　　　などのモニタリングを行

なっているが,深い虞静の際,義も淫意を要することが

呼吸管聖である4)o鎮痛剤の併用により,低酸素症など

の合併症を引起こす可能性があり,さらに口腔外科処置

は,術野が気遣に近いため誤嘆などの危険性も高い｡そ

の中で安全に処置を行う為には,歯科麻酔科医による術

中の監視が蓋本であるが,経皮的動脈血酸素飽和度のモ

ニタは極めて有用である｡さらに最近では呼気ガス中の

炭酸ガスを局所麻酔下でも測定できるようになり5),深

い鎮静に対する安全性がより向上してきた｡

全身麻酔症例の手術時間は2時間未満の症例が約40%

をしめるが, 6時間以上の症例も約9%を占めているo

さらに10時間以上の症例はそのうちの50%で,平均年麻

は65歳であり　　　が悪性腫痘切除術であったo　また6

時間以上の症例では50%で出血量が　　　　を越えてお

り,高麻者の手術(悪性腫症切除術)はど長時間にわた

り,かつ出血量が多くなる傾向を認めた｡

年麻分布を合併症の点からみると,循環器系疾患を有

する患者の平均年麻は　　歳であり,高歯者ほど高血圧

症,糖尿病というような複数の疾患を合併しているもの

が多かったoつまり高弁になるにしたがい,術前に循環

器系,呼吸器系などの合併症を有する症例が多くなり

6),基礎疾患を合併した患者では,術中,術後に術前基

礎疾患に関連した合併症を併発する症例が多くみられ

る｡また長時間麻酔も,同様に合併症を増加させる原図

となる7)o　さらに悪性腫症の手術では大量の出血が加わ

り,患者にかかるリスクはいっそう高くなるo

1135

悪性腫症の手術は年々増加傾向をしめしており8),今

後こういったリスクの高い症例の麻酔経験が増加すると

思われる｡こういった症例に対しては適切な麻酔法の選

択と各種モニタが必要となる｡

麻酔法はN L A麻酔に低濃度の吸入麻酔を併用する方

法を選択している｡フェンタニールは循環に与える影響

が少なく,循環器系疾患患者の麻酔には通している｡ま

た挿管時の循環変動にはフェンタニールが有用である

9)O　しかし,麻酔深度自体は浅くなりやすく,手術皮嚢

の大きくなる時は吸入麻酔や薬の併用が必要となる｡

一方,モニタは症状の変化に対し早斯発見,早期対応

するために必要で,通常心電図, '吊日数,血圧(間接

法),経皮的勤脈血酸素飽和度　　　　終末呼気炭酸ガ

ス濃度,麻酔ガス濃度,吸気酸素濃度,体亀などをモニ

タリングしている｡また患者のリスク,手術時間などに

より観血的動脈圧,中心､静脈圧のモニタを追加してい

る｡

術中輸血は75例で行われ,対象となった症例はすべて

顎変形症と悪性塵痘切除術であった｡悪性腫疲切除術の

うち腫症切除と広範な隣接組織の切除および欠損部の再

建術を行う症例では,出血量が多く輸血の適応となる症

例が多いo　しかし輸血による合併症も多く　　輸血の適

応は以前とは大きく異なってきており,その中でも特に

自己血輸血が注目されている｡現在,本施設において自

己血輸血は,顎変形症症例でのみ行われている｡その聾

由としては,顎変形症手術は成年親の患者が対象となる

ため,術前　　　　　程度の採血を行っても,高度な

宴血症状を呈することは少なく,手術皮菱に耐え待るか

らである｡ B型, C型肝炎や　　　など輸血による合

併症が問題となる現在では,自己血輸血の適応が大きく

広がり,数年後には予定手術の大部分の症例で施行され

ることが予想される.つまり今後悪性腫症切除術などの

大量出血が予想される手術でも,適切な自己血輸血法11)

によってその適応となることが予想される｡

また,電気メスなどの使用により,昔に比べ術中の出

血室は著しく減少したが,今後は更に低血圧麻酔などを

積極的に行ない,出血量の減少に努める必要がある｡

以上のことから年麻,合併症,長時間の手術という点

で悪性腫症切除術のリスクが高いが,麻酔科としては術

前の全身状態の把轟,術前管理,術中管理を適切に行な

うことにより,術【札　術後に患者の状態を急変させるこ

となく安全に管理を行うことができた｡今後リスクの高

い症例の麻酔経験が増加することが予想されるが,柄

前,術中,術後の患者管聾を確実に行うことで,より安
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全な患者管理を目標としたい｡

斎藤,他:東歯大学千葉病院手術室における麻酔臨床統計

ま　　と　　め

上　　年1年間に手術室で行われた全症例数は

例であった｡このうち全身麻酔が444例,局所麻酔は76

例であった｡

2.症例の年齢構成は4ヵ月～83歳と広範囲にわたって

いた｡

3.維持麻酔薬としては酸素-笑気-イソフルラン,

酸素-笑気一セボフルランが約90%をしめていた｡局

所麻酔症例ではほとんどの症例で鎮痛剤が併用されてい

た｡

4.長時間にわたる手術ほど患者のリスクが高く,また

出血量も多くなる傾向にあった｡

5.術中輸血を行った症例は75例でその半数が自己血輸

血であった｡輸血の対象となった症例は顎変形症手術と

悪性腫症切除術がほとんどで,自己血輸血はすべて顎変

形症手術に対するものであった｡
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Of the 520 cases of anesthetic management performed in the operating room of the Tokyo

Dental College Hospital and observed by us from January to December, 1991,444 were general

anesthesia and 76 were localanesthesia with intravenous sedation･ The patients ranged from 4

months to 83 years of age･ Operations conducted under general anesthesia were of the following

types : orthognatic surgery (31.5%), cheilo- and/or paratoIPlasty (15.8%), malignant-tumor

surgery (13･5%), and others. Those conducted under local anesthesia were such operations as

removal of plates for bone fixation (25.0%), cystectomy (22.4%), and others.
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In about 90% of general-anesthesia cases, the maintenance drug was isoflurane or

sevolfurane, nitrous oxide and oxygen･ In 87% of the local-anesthesia cases, diazepam, midaz

olam, or flunitrazepam was used with butorphanol or pentazocine as analgesics･

Anesthesia lasted for from 2 to 3 hours in 133 cases (30%) and for more than 6 hours in 38

cases (8.5%). Prolonged anesthesia aggravated risk to the patient and tended to increase

hemorrhage･ Blood･ transfusions were required in 75 cases,almost all of which involved

orthognatic or malignant-tumor surgery･ Half of the transfusions-all of them cases of orth-

ognatic surgery-were autotransfusions.
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