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臨床ノ-　卜

歯科麻酔科学と在宅要介護高齢者歯科診療

8.実際の症例から

杉　山　あや子1)　塚　越　完　子2)　金　子　　　譲1)

東京歯科大学歯科麻酔学講座1)

東京都立荏原病院歯科口腔外科2)

は　じ　め　に

在宅要介護高献者歯科診療が積極自勺に行われる

ようになったのは比較的最近のことである｡以前

は要介護者になると,患者本人と介護者が唆んで

食べることをあきらめてしまったところもあり,

歯科処置は痛みを取る治療が主流となった｡その

多くは歯科医師または担当内科医からの依東で,

大学病院や総合病院の歯科診療室で行われてい

た｡しかし高麻化社会における需要の結果から,

在宅要介護高船者に対する歯科診療は地域の歯科

医師会や自治体の事業として広がってきた｡｡こ

れは今後さらに歯科医院単位の問題となるであろ

うと予想されるo　なぜなら患者や家族は固定診療

にしろ訪問診療にしろ,可能であれば近くのある

いは面識のある歯科医師による診廃を希望するか

らである｡

在宅要介護高麻者の歯科診療の危険性は認識さ

れてきている2)｡しかし,この認識は-般歯科医

師にとって非常に漠然としたものであり,これが

とっっきにくさと誤解を庄じる原因となってい

る｡加歯斜こ伴う老化には生理的老化と病的老化が

ある｡既往歴もなく蓋礎疾患もない高齢者であっ

ても,このノ生理的老化は免れられない｡したがっ

て,高弁者は要介護であろうとなかろうと,基本

的には大きな差はないと考える｡要介護となった

直接的な原因の多くは脳血管障害であり,高弁者

はすべて要介護の予備群である｡要介護高麻者だ

からといってすべてを敬遠する必要はなく,逆に

基礎疾患のない高齢者であれば歯科治療を行うに

あたり特に問題なしとするのは危険である0

日腔機能の回復によって日常生活自立度が改善

したという症例は多い｡一方,口腔内清掃状態が

不良であったり,その結果としての残板状態の放

置は不束性誤嘆や嘆下性肺炎を招く3)｡在宅要介

護高歯令者の健康管理は全身と口腔を一体とした

と　　であり,歯科医療の果たす役割は大

きい｡今回,実際の症例から通常の歯科診療でも

経験するであろう5症例と,口腔内清掃状態不良

による誤嘆性肺炎が原因となり不幸な転帰を取っ

た1症例について述べる｡

1.呼吸抑制を示した症例

症例1(図1)

64歳　男性

既往歴:高血圧症,頚椎症性脊髄症術後

自首生活自立度:ランクAI2

高血圧症については内服治廃にて血圧がコント

ロールされていた｡来所時の血圧

脈拍数56回/分で特に問題となる所見はなかっ

た｡診療室へ入室後,心電図　　　　　､拍数

A･ SuGTYAMAl), ML TsUKAGOSIII2㌦ and YI KANEKOl) : Dentistry for Home-Bound Elderly Patients from

the Viewpoint of Dental Anesthesiology 8･ Clinical exemples (Department of Dental Anesthesiology, Tokyo

Dental Collegel), Department of Dental and Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Ebara Hospita12) )
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図1　症例1 :開口による息ごらえから　　　が低
下した症例

口腔内診査のため関白を指示したところ,
その直後から経皮的動脈血酸素飽和度

が低下した｡

血圧　　　　経皮的動脈血酸素飽和度

をモニターしながら患者を半坐位にして

診療を開始した｡まず口腔内診査を行うべく開口

を指示したところ,その直後から　　　は徐々に

低下し,約1分間で99%から94%へと変動した｡

深呼吸を指示したところ　　　　は97%へと回復

した｡　　低下の自覚症状はなかった｡

の変化も見られなかった｡

コメント　　　　は呼吸が有効に行われているか

を判断する指標の1つで,パルスオキシメーター

を用いて測定する(図　　　　　　についてはシ

リーズ5.モニタリングのポイントを参照)呼吸

が有効に行われている状態とは,一般的に言われ

る呼吸という行為による血液内への酸素の取り込

みと,心臓のポンプ作用による各臓器への供給の

両者から総合的に評価される｡この症例の場合は

開口が誘因となった息ごらえにより,血液への酸

素の取り込みが障害された結巣として　　が低

下した　　　　　以下は軽度の低酸素状態にあ

る4)｡この息ごらえによる　　　の低下は珍しい

ことではない｡高麻者は順応性に乏しく予備力も
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図　　　　低下と低酸素症(金子　譲,日本歯科
医師会雑誌　　　　　　　　　より引用)

動脈血酸素分在

低下しているため,通常では何事もなく通り過ぎ

ることでも高歯令者にとってはステップ1つ1つが

危険園子となる｡また自覚症状に乏しいことも術

者にとっては重大な問題である｡臨床において歯

科医師は患者に　rJ可かあったら手をあげて知らせ

るように｣指示することが多いが,特に全身的問

蓮について患者が変異を自覚する状態は-歩誤れ

ば致命的な事故-とっながる｡開口の他にも印象

採得や局所麻酔･庄水･切削音など,息ごらえの

誘因は多い｡日常の診療において1つの状態から

別の状態-変化するとき,歯科医師は患者への呼

びかけや呼吸を指示すると同時に患者の胸郭の動

きを随時確認する必要がある｡

症例2(図3)

73歳　女性

既往歴:精神神経症(ノイローゼ)

日常生活自立度:ランクA-2

この患者はノイローゼの既往から行動範囲が狭

くなり,徐々に介助を要するようになった｡意志

の疎通は問題ない｡体格的には軽度の肥満があ

9　-
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表1　日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立　ランクJ :何らかの障害を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1.交通機関等を利用して　2.隣近所へ

準ねたきり　ランクA :屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しない

1.介助により外出し,日中はほとんどベッドから離れて生活する
2.外出の慮度が少なく,日中も寝たきりの生活をしている

ねたき　り　ランクB :屋内生活に何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保っ

1.車椅子に移乗し,食事,排テ世はベッドから離れて行う
2.介助により革椅子移乗する

ランクC :-Ej中ベッド上で過ごし,排浬,食事,着替において介助を要する
上　自力で寝返りをうつ　2.自力では寝返りもうたない

*判定に当たっては補装具や自助等の器具を使用した状態であっても差し支えない(厚生省

1十30　　　　:　　　　　　　　　　　　:00

図3　症例2 :抜歯後圧迫止血中に入眠にて
低下した症例

は5分間隔でチャートに

記録してある｡したがって　　　は記録されて
はいないが,この間でも大きく変動した｡

り,安静時においても浅呼吸であった｡来所時の

BPとPRは　　　　　　　　　回/分で,上顎

前歯の抜歯を予定した｡体格と呼吸の型から患者

の体位はわずかに背板を倒す程度の坐位に近い状

態とし　　　　　　　　　　　　　　　をモニター

しながら処置を開始した｡循環器系基礎疾患はな

いが,処竃前よりHRが95回/分前後と高かった

ため,エビネフリンを倍希釈(16万倍)にした歯科

用キシロカインカートリッジを使用して局所麻酔

を行った｡局所麻酔から処置終了まで

に変化はなかった｡　　は局所麻酔

時から抜歯産後にかけて　　　から94%の間を変

動していたが,掻厘,縫合時には変動がさらに大

きくなり,ついには　　　が88%以下-と低下し

たO　この時,患者は入眠状態でいわゆる睡眠時無

呼吸症を皇していた｡患者への呼びかけと深呼吸

の指示によって　　　は97%へ回復した｡

コメント:歯科処置の刺激が少なくなり入眠した

ことで無呼吸となった症例である｡この患者はも

ともと睡眠時無呼吸症があり,夜間熟睡できない

ために刺激がなくなると場所を問わず寝てしまう

ようである｡　　をモニターしていたことで睡

眠時無呼吸症が発見された｡　　　　は中等度

の低酸素状態である4)が,患者は呼吸園共感を

まったく自覚しなかった(図2)｡体格的な問題

として肥満患者,特に高弁者に多い腹部の肥満は

水平位になることで横隔膜が胸腔へ押し上げられ

る｡吸気は胸腔内圧が陰圧になる,すなわち胸郭

が広がり横隔膜が腹腔側へシフトすることで吸気

として成り立っため,横隔膜が胸腔へ押し上げら

れることは呼吸管理上好ましくない｡このような

患者では坐位か半坐位あるいはそれに近い状態で

歯科治療を行うほうが安全である｡

局所麻酔薬に含まれるエビネフリンは,軽度で

はあるがHR増加作用とBP上昇作用がある｡在

宅要介護高歯合者は,その多くが循環器系疾患保有

者であるためエビネフリンの投与量はカートリッ

ジ1本分(エビネフリンとして　　〃g)にとどめ

たほうが安全である5)｡もし1本以上必要であれ

ば,あるいは頻脈やBP上昇がみられる場合は今

回のようにエビネフリンを希釈して使用する6)｡

10　-
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表2　エビネフリンと薬物相互作用

101

薬 物 名 般 名 (商品名) 相 互 作 用

β受容体遮断薬 塩酸カルテオロ{ ル (ミケラン) エビネフリンの代謝を抑制する

アテノ} ル (テノ} ミン) エビネフリンの効果により高血圧と徐脈を
酒石酸メトプロロ} ル (セロケン)

塩酸セリプロロ- ル (セレクトNル)
塩酸プロプラノロ- ル (インデラル)

きたす

三環系抗うつ薬 塩酸イミプラミン(卜フラニール) エビネフリンの作用が増強されて血圧の異
塩酸クロミプラミン(アナフラニ} ル) 常上昇と不整脈が発現することがある

プチロフエノン系薬物 ハロペリドl ル (セレネd ス) 昇圧作用を運転して血圧下降を起こす

α受容体遮断薬 塩酸テラゾリン (バソメット)
塩酸プラゾシン (ミニプレス)

昇圧作用を逆転して血圧下降を起こす

ジギ夕リス製剤 ジギトキシン(ジギトキシン)

ジゴギシン(ジゴキシン, ジゴシン)

メチルジゴキシン(ラニラビッド)
ラナトシドC (セジラニド, ジギラノゲンC)

異所性不整脈を誘発することがある

キニジン 硫酸キニジン(硫酸キニジン) 心室糸田動を起こすことがある

β受容体作用薬 塩酸イソプロデとノN ル (プロタノl ルL) 不整脈.心停止の恐れがある

抗糖尿病薬 グリペンクラマイド(オイグルコン) 血糖の上昇をきたす

(金子　譲,日本歯科医師会雑誌　　　　　　　　　より引用)

内服常用薬とエビネフリンの相互作用にも注意を

要する(表2)0

2.循環元進を示した症例

症例3(図4)

90歳　女性

来所

)

一11

11:30　　　　:　　　　　　　　　　　　:00

図4　症例3 :白衣高血圧症
来所時より血圧上昇を呈したが,約15分間

の雑談にて血圧は徐々に低下したo

既往歴:高血圧症

日常生活自立度:ランクJ-1

この患者は高血圧を指摘され何度か内科にて内

服治療を受けたが,そのたびに堰気やめまいを自

覚した｡内科受診時の　　　　　　　　　　以上

だったが,その他不快症状がないため内服治療を

止め経過観察となり現在に至った｡来所時のB P

とPRは　　　　　　　　　回/分であり, BP

は5分後に再測定したが結果は変わらなかった｡

予定処置は義歯の調整のみであったため

モニターのもと処置を開始した｡処

置のほとんどが口腔外で行われ患者はその間に他

の医療従事者と雑談をしていたところ15分経過頃

よりB Pが下がりはじめ,その後B Pは

で安定した｡

コメント:この患者は典型的な白衣高血圧症であ

る｡この患者にとって本来の安静時BPは

であるが病院や医師･歯科

医師を含む医療従事者への不安感や恐怖心によっ

てB Pが上昇していた｡従って降圧薬の内服治療
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の結果は低血圧に起画した不快症状となる｡この

患者は自宅にてBP測定することもなかったため

本人自身も高血圧症であると誤解していた｡家庭

用自動血圧計はその普及がめざましく,特に高血

圧症を基礎疾患に有する患者は自宅で頻回にB P

を測定する人が多いようである｡自宅での測定値

は安静時B Pとして大変参考になる｡高麻者は自

覚症状に乏しい｡これは精神的ストレスについて

も例外ではない｡

症例4(図

ァダラ-卜④(二フェジピン
舌下投与

)

14･30　　　　　　40　　　　　　50　　　15 00

図5l a　症例4 :緊張による血圧上昇

降圧薬(アダラート⑪ )投与にて血圧
は低下した｡

1十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:10

図5-b　症例4 :緊張による血圧上昇(静脈内

鋳静法適応症例)
鎮静法にて緊張感をとり除くことに

よって,血圧は低下した｡

81歳　男性

既往歴:パーキンソン氏病,慢性気管支炎

日常生活自立度:ランクB-1

意志の疎通に問題はない｡視力障害から独歩不

可となり,さらに肺炎併発による2ケ月の入院が

きっかけとなり徐々に要介護となった｡初診時に待

合い室で測定したBPとHRは

66回/分であったが,診療室にて再度測定したと

ころB Pは　　　　　　　　へと上昇したためア

ダラート⑪ (ニフェジピン　　　を舌下投与し

経過観察した(図5-a)｡ BPが落ち着いたこと

を確認したのち,口腔内診査を行い処置を終了し

た｡このBP上昇は緊張に起因したものと考えら

れたため,次回より静脈内鋳静法下に治療を予定

した｡

治療当日,来所時のB PとHRは

回/分で,前回来所時よりも高値を

示したo診疲室-入ることでBPはさらに上昇し

たO点滴を取り　　　　　　　　　　　　　　をモ

ニターしながら鋳静薬としてドルミカム⑪ (ミグ

ゾラム　　　を患者の様子を見ながら緩徐に投

与したところ, BPは　　　　　　　から

へと低下した(図　　　　　　　の安定

を確認後,治療を開始した｡患者は鎮静法に対す

る自覚症状はなかった｡治療中は問題となるよう

なモニターの変動もなかった｡

コメント:(鎮静法については,シリーズ4.高

麻者に対する鎮静法を参照)日常生活自立度ラン

クBおよびCの患者は外出する強度が非常に少な

く,家族以外の人間と接する機会がほとんど無

い｡患者にとっては外出,他人との接触そして歯

科治療というように,すべてがストレッサーとな

る｡ストレッサーを受けた患者の反応は多様であ

り予測は困難であるO　しかしモニターの変化から

観察した場合,収縮斯BPの上昇として現れるこ

とが多い7)｡この患者のB P上昇に対する対処と

して,初診時は降圧薬であるアグラ-ト③ (ニ

フェジピン)を投与し,次の治療日には鎮静法を

行っている｡ BP上昇の原因が不安･緊張などの

精神的ストレスであるならば,前者は対症疲法で

12　-
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後者が原図療法となるo　このような場合はまず原

因療法を選択すべきであると考えるが,実際のと

ころ鋳静法は誰もが簡単に行えるものではない｡

通院することによりストレッサーは徐々に減少す

るであろうと推測するが,要介護高麻者は通院回

数が制限されることが多いため,これらの兼ね合

いが問題となるo　この患者は計18回の通院によっ

て,結果として最後まで残ったストレッサーは切

削音であった｡切削を要する治療時のみ鎮静法を

行い,他はモニター監視のみで問遺なく治療を終

了した｡

症例5(図

65歳　男性

既往歴:脊髄腫症の術後後遺症(下半身麻庫),

梅削

心室性斯外収縮,心房性期外収縮

日常生活自立度:ランクJ

要介護となった原図は脊髄腫症の術後後遺症で

あり,蓋礎疾患に不整脈はあったものの治療は必

要ないと言われ経過観察のみを行っていた｡患者

自身は大変元気であり,週に2回は軽度発汗する

程度のリハビリを受けていた｡問題となる蓋礎疾

患はないが不整脈(心室性親外収縮, jL､房性斯外

収縮)を有するため

モニター下での治療を予定したO初診日と1回目

の治癒では,モニターにて特に問題となる変化は

なく終了した｡しかし2回目の治療日にモニター

を装着したところ　　　　　　　回/分の強脈と

治療を要する心室性親外収縮と心房性親外収縮を

認めた｡しかし本人は自覚症状が全くなかった｡

酸素吸入と項脈に対してワソラン⑪(塩酸ベラパ

ミル; Ca括抗薬),心室性期外収縮に対してキ

シロカイン⑪(リドカイン;抗不整脈薬)を静脈

から投与した｡治癒は中止し担当内科へ診察を依

頼した｡内科にて内服薬の追加変更があり,状態

が最終的に安定するまで8ケ月を要した｡この期

間も内科担当医とコンタクトを取りながらモニ

ター下に18回の治療を行った｡不整脈の状態は全

く問題がなかったり再度内科-の連絡を要したり

碩管充填　レジン禿壊

10:40　　･50　11:00　　10　　:20　　:30

図6-a　症例5 :歯科治療時のモニターによっ

て上室性慮拍が発見された症例
治療中に心室性および心房性期外収縮

と一過性の塵脈を認めた｡チャートでは
5分間隔の記録のため,心拍数の詳細な

変動は記載されていない｡

碩管禿頭　レジン充填　印象採待

r1---～
100纏中. HR(回

D[l　　　)

ふ完訳　　　　　　　　旦　　　　　　　些鑑　　一弾

図61b　症例5 :歯科治癒時のモニターによっ

て上室性癖拍が発見された症例

前回治療臼(図　　　　と背景因子に
変化はなかったが,心電図･心拍数･血

圧･経皮的動脈血酸素飽和度はすべて安
定していた｡

と,日によって様々であった｡状態の変化に対す

る患者の自覚はなかった｡

コメント:この患者は自覚症状が全くないため,

不整脈について精査を受けるきっかけを逸してい

た｡歯科治療時のモニターによって病状が認めら

れた症例であるo J以前に指摘されていた心室性期

外収縮と心房性期外収縮は強度が少なければ精査

や治療は要さない｡高齢者の特徴の1つに症状が
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104 杉山,他:実際の症例から

非定型であったり少なかったりで,正確な臨床診

断に難航することが多いと言われている8)｡

HRは1分間に心臓が収縮した回数を示す｡こ

れに対しPRは1分間に触れる脈の回数を示す｡

この場合,樟骨動脈で測定することが多い｡通常

はHRとPRは同じであるが,この症例のように

廉脈になると心臓は収縮するが血液を末櫓へ押し

出す作用は不十分となり, HRとPRに差が生じ

る｡この状態は心不全へ移行する危険性が高くな

る｡心不全の初期症状として末櫓の浮腫や中等度

以上の労作による呼吸困難がある｡しかし,要介

護者は活動室が少なく四肢の麻庫を伴う者が多い

ため,心不全を自覚症状から初期に発見すること

は不可能である｡また体調や病態はその日によっ

て異なる｡この患者においても背景因子は同じで

あったにもかかわらず図6l aのようにHRと脈

拍数に50回/分の差を認める時や,図6 -bで示

すように差を認めない時など,その病態は多様で

あったo高麻者は要介護にかかわらず｢別になん

ともない｣と言う者が多いが,このようなとき変

化が生じるまでの活動をしていない上で全身的に

安定しているという意味であることに留意する必

要がある｡

3.肺炎を合併した症例

症例6

84歳　男性

既往歴:脳梗塞,大腿骨骨折,高血圧症,肺炎

(3ケ月前まで入退院を繰り返していた)

日常生活自立度:ランクC

現　症:脳梗塞後遺症および下肢痛,腰痛などの

ため動かなくなり82歳頃よりほとんど寝

たきりの状態｡

応答は明商の差があり,比較的はっきりしてい

る目と,返事のかえってこない目があり,軽度老

人性痴呆ありとのことであった｡

内科主治医からの紹介状:脳梗塞があり寝たきり

の状態である｡ 5月10日から7月1日まで肺炎の

為入院治療を行い現在は治癒し意欲も良好でB P

も　　　　　　　度である｡

歯科主訴:残存歯がすれちがい唆合をしており,

歯肉を噛んで痛みがあるようだとの家族の訴えが

あり,地区の訪問歯科衛生師が診査し,都立荏原

病院へ処置依東があった｡

以上の情報を入院前に家族および主治医より収

集し,平成7年10月9日,歯科初診即入院とした｡

入院時検査所見(10月9日)

血液検査

血液-般

RBC　3,940,000/ml

Hb 13.2g/dl

血小坂　　　　　　〃 1

生化学検査

Na 142mEq/dl

ALB　3.5g/dl

K　4.4mEq/dl

A/G　1.2

Cl lO9mEq/dl

BUN 14.7mg/dl

GOT　24I U/1

GPT　14I U/1

ECG所見　特記すべき所見なし

胸部Ⅹ線所見　3ヵ月前の肺炎症状も消退して

おり,特記すべき所見はなし(写貢1)

写貢1 10月9冒の胸部
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口腔内所見
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写貢2のようにすれちがいに歯が残存してお

り,上下の歯肉をかみこんでいて歯肉には歯の圧

痕ができていた｡軽度老人性痴呆があり義歯の使

用は困難と判断し,かみこんでいる歯牙抜歯をす

ることとした｡

治療経過

10月11日　周　抜歯
10月12日　右オトガイ部に内出血斑が出現

10月13日　内出血斑が左側オトガイ部にも出

覗,食欲がなく問いかけに対しても応答が,はっ

きりせず｡夕方より39度の発熱

10月14日　胸部Ⅹ線所見(写貢3)では,右中

下肺野に肺炎の像がみられ,オトガイ部の出血

班,および血小坂の減少からD I Cも疑い内科に

転科とした｡

血液検査

血液一般

RBC　3,590,000/ml

Hgb 12.3g/dl

Hct　34.8%

血小板　　　　　〃 1

‥生化学検査

PT I NR 1.41

写貢2　口腔内

写貢3　10月14日の胸部

ARTT　30.Osec

フイブリノーゲン

血液ガス

PCO2　33.6mmHg

PO2　48.8mmHg

HCO3　25.0

SAT　86.8%

10月14日より内科で治療を行ったが,肺炎,帆

血球減少症のため11月6日死亡した｡

コメント:いわゆる寝たきり老人で,入院下の全

身管理のもとで歯科処置が必要な患者について

は,都立荏原病院では歯科に入院して,処置を

行っている｡自ずと入院処置となる患者は,重度

の蓋礎疾患を合併する場合が多い為,歯科処置中

に様々な合併症を4じることが多く,他科の治療

が必要となった症例を多く経験した｡そのうち肺

炎のため死亡した症例を経験した｡

この患者の肺炎は,誤嘆性肺炎と考えられ,食

事などの固形物以外に,唾液と共に口腔内分泌物

や血液を誤癒したものと思われた9)｡ (誤嘆性肺

炎についてはシリーズ7.気遺･食道異物と吸引

性肺炎を参照)誤噛性肺炎は前にも述べたように

AD Lの低下した状態や長期臥床の症例に発生し

やすく,高歯令者にとって肺炎は極めて重要な疾病
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で成壮年に比して発生塵度が著しく高く,しかも

合併症が多く予後禾良で死亡率も高い｡血小板の

減少の原因が歯科で使用した静脈投与の抗生物薯

によるものなのか,あるいは肺の感染が引きがね

になったのか明確にはできなかった｡

このように寝たきりの老人は,重症の合併症を

引き起こして,その予後も極めて早く悪い転起を

取ることのあることを忘れてはならない｡

お　わ　U　に

いわゆる要介護高齢者は,要介護となった原因

疾患のみならず様々な全身合併症を持っているこ

とがほとんどで,かなり重症な患者まで在宅でケ

アされていることも多い｡こうした患者の歯科治

療を依顧された場合,歯科処置の皮嚢が患者にど

のような全身的影響を与えるのか,そしてこの歯

科処置が患者の今後のADLの向上にどのくらい

効果があるかどうかを考えて,歯科処置の適否と

処置方法を決定しなければならない｡口腔内に痛

みや感染症の原因がある場合は,積極的に歯科治

療をする必要がある｡口腔内の　　　と

という問題から在宅診療,固定診療所そして入院

設備があり全身管理の可能な施設での治療のいず

れかを,患者の状態と治療内容によって選択すべ

きである｡この3種類の診療形式がチームとな

り,在宅要介護高歯者の歯科診療に対応すること

が重要であると考える｡
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