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気管支喘息を有する患者は年々増加しており，小
児では５～７％，成人では３～５％が気管支喘息に
罹っています。したがって，一般の臨床においても
喘息患者と遭遇することは稀ではありません。喘息
患者には図１に示すような特徴があります。このよ
うな患者が来院した場合は十分な病歴聴取を行い，
注意事項を把握することにより，歯科治療を安全に
行うことが可能です。

１．治療前に患者から得るべき情報

⑴ 喘息の種類（アトピー型喘息，感染型喘息，薬
物誘発喘息）

アトピー型喘息というのはいわゆる小児喘息の
ことで，ハウスダストやダニ，動物の毛などがア
レルゲンとなって喘息発作を起こすものです。感
染型喘息は高齢者の喘息で，慢性肺気腫や慢性気
管支炎とともに慢性閉塞性肺疾患の一つです。各

種薬物によって誘発される喘息を薬物誘発性喘息
といい，アスピリン喘息が最も一般的です。

⑵ 喘息の重症度を評価（主治医への対診，発作の
程度や頻度，最終発作など）

表１をもとに喘息の重症度を把握し，患者それ
ぞれの重症度に応じて適切な対応をする必要があ
ります。重症度が高く，治療中に重症発作を起こ
す可能性が高い場合には，総合病院の歯科などに
依頼することをお勧めします。

⑶ 投薬内容（常用薬，気管支拡張薬，ステロイド
の有無）

日頃から常用している薬物は治療当日も確実に
服薬させ，発作時に服薬を指示されている吸入薬
を持参させます。

⑷ 発作時の対応
発作が起こったときにどのような対処をしてい

るかを事前に聞いておくと，歯科治療時に発作が
起こったとしても余裕をもって対応することがで
きます。

⑸ アレルギーの有無
喘息患者の１／３に薬物アレルギーがあると言わ

れており，十分な病歴聴取が必要です。
⑹ アスピリン喘息の可能性（NSAIDs などの服用

経験）
アスピリン喘息については後述しますが，特に

臨床のヒント

Ｑ＆Ａ28

歯科麻酔系

Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号は気管
支喘息を有する患者に対する歯科治療時の注意点に関す
る質問です。

Question

気管支喘息を有する患者に対する歯科治療時の注意点を教えてください。

Answer

・激しく咳き込む
・呼気時に『ヒューヒュー、ゼーゼー』と笛が鳴るよう

な音（喘鳴）がする
・粘性のある痰が出る
・息が苦しいなどの呼吸困難感がある
・運動時に息切れがある
・風邪のあとに８週間以上咳が続く

図１ 喘息患者の特徴
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投薬に関係する重要な項目ですので，聞き逃しの
ないよう十分な病歴聴取が必要です。

２．一般歯科治療で留意すること

⑴ 治療中の環境
頻回に発作を起こしている時期，発作の起こり

やすい時間帯は歯科治療を避け，体調の良い時期
に歯科治療を行うようにします。一般的に発作は
秋に最も多く，春・冬・夏の順にみられ，季節の
変わり目にも多いようです。１日のうちでは，午
前２時頃から早朝にかけて多くみられます。ま
た，ほこりや切削片で喘息発作を誘発することが
あるので，技工操作，レジンモノマーなどの扱い
に注意を払い，ほこりのない清潔な診療室にする

ことも重要です。
⑵ 歯科材料や薬物

歯科治療中にレジンモノマーや根管消毒薬，ボ
ンディング材，グルタラール（グルタルアルデヒ
ド）などの刺激臭により発作を誘発することがあ
るので，気道に吸引されないように注意する必要
があります。

局所麻酔薬については，防腐剤であるパラベン
を含有していない局所麻酔薬は喘息患者に問題な
く使用できます。しかし，β２刺激薬を服用して
いる患者にアドレナリン添加の局所麻酔薬を投与
すると動悸や不整脈を起こす可能性があり注意が
必要です。シタネスト－オクタプレシンカート
リッジはパラオキシ安息香酸メチル（パラベン），

表１ 日本アレルギー学会気管支喘息重症度判定委員会基準２００９ （一部改変）
（発作強度と発作頻度の組み合わせで評価）

喘息症状の程度 呼吸困難 会話
日常生活
動 作

チアノーゼ 意識状態

胸苦しい
急ぐと苦しい
走ると苦しい

普通
普 通

な し 正 常
喘 鳴

ヒューヒュー
ゼーゼー

ほぼ普通

軽 度
（小発作）

苦しいが
横になれる

ほぼ
普通

やや困難

中等度
（中発作）

苦しくて
横になれない

やや
困難

困 難

高 度
（大発作）

苦しくて
動けない

困難 不 能 あ り
意識障害

失禁・正常

症状の程度
頻 度

喘 鳴／胸苦しい 軽 度 中等度 高 度

１週間に１～２日 軽 症 軽 症 中等症 重 症

１週間に３～４日 軽 症 中等症 中等症 重 症

１週間に５～７日 中等症 中等症 重 症 重 症

注）次の場合は軽症とする
１）気管支拡張薬のみでコントロールできる場合

次の場合は症状の頻度にかかわらず中等症とする
１）副腎皮質ステロイド薬を経口または注射で必要とする場合
２）吸入ステロイド薬で１日４００μg 以上の連用を必要とする場合

次の場合は重症とする
１）１回でも意識障害を伴うような発作があった場合
２）プレドニゾロン１日１０mg 相当以上の連用を必要とする場合
３）プレドニゾロン１日５mg 相当以上と吸入ステロイド薬１日６００μg 以

上の連用を必要とする場合
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キシロカインカートリッジはアドレナリンを含有
しているため，防腐剤やアドレナリンの含有され
てないスキャンドネストカートリッジを使用する
こともあります。

⑶ 治療中のストレス
喘息発作の誘因となるようなストレス（痛み，

刺激臭，冷房，咽頭部へのたれ込みなど）を極力
避けるように心がけます。長時間連続の治療は行
わず，休み休み行うようにします。

⑷ 診療体位
喘息患者は水平位診療では呼吸が苦しい場合が

あります。患者の状態によっては半座位での診療
をお勧めします。

３．アスピリン喘息と投薬で気をつけるべき点につ
いて

成人の気管支喘息患者の４～２８％はアスピリン喘
息を合併しています。アスピリン喘息とはアセチル
サリチル酸（アスピリンⓇ）を代表とする鎮痛薬で誘
発される喘息のことで，薬物誘発性喘息とも呼ばれ
ます。アスピリン喘息は中年以降の女性に多く，し
ばしば副鼻腔炎を合併しており，一般の喘息と比べ
より強い気道閉塞が生じるため，重症例が多いこと
が特徴です。シクロオキシゲナーゼを阻害する酸性
NSAIDs（ボルタレンⓇ，ロキソニンⓇ，ロルカムⓇな
ど）はすべてアスピリン喘息を起こします（図２）。
また，アセトアミノフェンや塩基性 NSAIDs のチ
アラミド塩酸塩などはアスピリン喘息を起こしにく
いといわれていましたが，現在は薬品添付文書上禁
忌となっています。したがって，薬品添付文書上ア
スピリン喘息患者に使用が可能なのは，塩基性
NSAIDs であるエモルファゾン（ペントイルⓇ），シ
メトリド・無水カフェインの合剤であるキョーリン
AP２Ⓡ顆粒と漢方薬の立効散のみですが，鎮痛効果
が弱いのが欠点となります。したがって，それ以外
の鎮痛薬を使用する場合は常にアスピリン喘息を誘
発する可能性を考慮し，患者の主治医と鎮痛薬の使
用についてよく相談してから投薬を行うことが重要
です。

過去には，歯科医師が処方したロキソプロフェン
ナトリウム（ロキソニンⓇ）により誘発されたアスピ
リン喘息で患者が死亡し，その歯科医師は注意義務

違反による過失を問われ，約２０００万円の損害賠償を
命じられた事例もあります。アスピリン喘息を知ら
なかったというのは研鑽義務を怠っていると判断さ
れ，もはや知らなかったでは済まされない知識であ
ることがわかります（表２）。

４．ステロイドを長期服用している場合

ステロイド薬を長期に服用している患者は副腎機

表２ 歯科治療に関わるアスピリン喘息の事例

事例１ 平成６年１２月２６日 福岡地裁
『アスピリン喘息の患者にロキソニンを投与。患者は喘息

発作により死亡。』
⑴ 問診票に「２０年来の喘息，ピリン系薬剤禁」との記

載があった
⑵ アスピリン喘息患者に対してロキソニン投与は禁忌

だと知らなかった
判決

アスピリン喘息に関する知識の修得という研鑽義務
を怠り，そのため，患者の喘息がアスピリン喘息では
ないと確定的に診断できない以上ロキソニンを投与し
てはならないという，投与における注意義務を怠って
漫然とロキソニンを投与した」として，歯科医師の不法
行為責任を認め，約２０００万円の損害賠償を命ぜられた。

事例２ 平成２１年７月１６日 前橋地裁 第１回口頭弁論
『歯科医師会の休日診療所で歯科治療を受けた患者が処方

されたロキソニンを服用。服用後まもなく倒れ，人工呼
吸器を装着されたが，２１日後に死亡』
⑴ 病歴欄に喘息との記載があった
⑵ 喘息発作を誘発させる恐れがあるロキソニンを処方
遺族は約６８７０万円の損害賠償を訴え，現在係争中であ

る。

図２ アスピリン・酸性 NSAIDs とアラキドン酸カス
ケード

歯科学報 Vol．１１２，No．４（２０１２） ５２３

― ６７ ―



能が低下していることがあります。このような場合
にはストレスに対して非常に弱くなっていますの
で，侵襲度が大きな外科処置を行う場合は内科の主
治医と十分な対診をとる必要があります。普通抜歯
程度は問題ないと考えますが，感染予防は必要です。

５．喘息発作が起きてしまったら（表３）

① ただちに歯科治療を中止し，呼吸困難の少ない
体位（座位）にする

② 衣服を緩めて深呼吸させ，コップ１杯の水を飲
ませます

③ 持参の気管支拡張薬である短時間作用性吸入
β２刺激薬を使用する

④ それと同時に，酸素投与（１～２ℓ／分から始め
る）を行う

⑤ 発作が治まらなければ，静脈路を確保し，必要
であれば薬物投与を行う

⑥ 小発作の場合は対処可能ですが，症状が改善し
なかったり，呼吸困難が強くて会話が困難なほど
の中発作・大発作の場合であれば，躊躇なく救急
病院などに連絡し専門医に応援を求める
※発作が治まったとしても，その直後は応急処置

に留め，コンディションのよいときに治療を行
います。

以上，簡単に気管支喘息を有する患者の歯科治療
時の注意点を述べました。安全に治療を行うために
は喘息発作への対応も大切ですが，いかに喘息発作
を予防するかが重要だと考えています。安全に治療
を行うために，分からない点がございましたら，お
気軽に大学病院までご相談頂けたらと思います。

Answer：後藤隆志，一戸達也
東京歯科大学歯科麻酔学講座

表３ 喘息発作の強度に対応した管理法（喘息・予防管理ガイドライン２００９）

喘息症状の程度 呼吸困難 治 療

胸苦しい／喘鳴
急ぐと苦しい
走ると苦しい

β２刺激薬吸入，頓用
テオフィリン薬頓用

軽 度
（小発作）

苦しいが
横になれる

β２刺激薬吸入，頓用
テオフィリン薬頓用

中等度
（中発作）

苦しくて
横になれない

β２刺激薬ネブライザー吸入反復
ボスミンⓇ（０．１％アドレナリン）皮下注
アミノフィリン点滴静注
ステロイド薬点滴静注
酸素
抗コリン薬吸入考慮

高 度
（大発作）

苦しくて
動けない

ボスミンⓇ（０．１％アドレナリン）皮下注
アミノフィリン点滴静注
ステロイド薬点滴静注
酸素
抗コリン薬吸入考慮
β２刺激薬ネブライザー吸入反復

重 篤
呼吸減弱

チアノーゼ
呼吸停止

上記治療継続
症状，呼吸機能悪化で挿管
酸素吸入にもかかわらず PaO２５０mmHg 以下および／
または意識障害を伴う急激な PaCO２の上昇
人工呼吸
気管支洗浄
全身麻酔（イソフルラン・セボフルラン）を考慮

※小発作までは自宅治療可とされているので，一般の歯科医院でも治療は可能と思われま
すが，中発作以上の治療は専門的な知識が必要です。
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