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局所麻酔のアレルギーがあると訴える患者は少な
くありません。しかし，局所麻酔薬アレルギーは軽
症のものまでを含めても局所麻酔薬の副作用中の約
１％前後，さらにリドカインによるアナフィラキ
シー反応の発生頻度に至っては０．００００７％ともいわ
れ，重症のアレルギーの発生頻度は極めて低いと考
えられます。患者は局所麻酔時の血管迷走神経反射
などで気分が悪くなった症状をアレルギーだと思い
込んでいることがあるため，患者の訴える症状につ
いて，アレルギーとその他の全身的偶発症との鑑別
が必要であり，詳細な情報収集が重要です。

１．本当にアレルギーだったのか

患者，家族へ発生状況について詳細な病歴聴取を
行います。発生時や発生後の対応にあたった医師な
どに情報提供を求めます。表１に具体例を示しま
す。アレルギーとその他の全身的偶発症とを鑑別
し，アレルギー検査の必要性の有無を検討します。

２．アレルゲンは本当に局所麻酔薬なのか

実際にアレルギー症状が生じていた可能性が高い
場合には，アレルギー検査を行い次回以降に使える
局所麻酔薬や器材を判断します。局所麻酔薬を用い
る治療中には，局所麻酔薬の他にもアレルギーを誘
発する可能性のある物質を含む製品や，器具を多々
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科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
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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。今号は局所
麻酔薬アレルギーを持つと考えられる患者への検査に関
する質問です。

Answer
表１ 病歴聴取の内容

Ａ）症状と発症時の状況

薬剤投与開始から発症までの時間経過

１時間以内
即時型アレルギー （Ⅰ型アレルギー）
※鑑別疾患：血管迷走神経反射，局所麻酔薬

中毒（まれ）

７２時間以降
遅延型アレルギー （Ⅳ型アレルギー）
※鑑別疾患：注入量過多による局所貧血によ

る組織壊死

発症時の状況
投与された薬剤の種類

エステル型
パラベンアレルギー患者が薬物の代謝産物で
交差反応を起こす。アミド型に比べⅣ型アレ
ルギーを発症しやすい

アミド型
局所麻酔薬製剤に添加物としてパラベンを含
有していると，パラベンアレルギー患者にⅠ
型，Ⅳ型アレルギーを発症する

投与時の状況

投与部位

薬液注入から数分以内に痙攣，めまい，意識
障害を伴った
：血管内への薬液誤注入による局所麻酔薬中

毒の可能性がある（まれ）

患者の身体的・精神的状況

◎特殊な状
況例（歯科
恐怖症，尖
端恐怖症）

「麻酔中（もしくは麻酔前，後から）顔面蒼
白，気分が悪くなり，しばらく横になって休
んだら治った」皮膚症状がなく，酸素投与が
有効であった
：血管迷走神経反射の可能性がある

◎遅延型ア
レルギー

：他に原因になりそうな薬物，食べ物，化粧
品，衣類などはないか
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用いています。例として，局所麻酔薬製剤ではパラ
ベンなどの添加物，他にラテックス，治療に併用し
た抗菌薬，鎮痛薬などの薬物がアレルゲンになりや
すい物質です。具体例を表２に示します。「常用薬
が変更されたばかりであった。」「新しい洋服を着た
後であった。」など診療外のエピソードによりアレ
ルギーが誘発されていることもあるため，最近新し
く使用した物や薬物がないかなど，患者の背景を十
分確認する必要があります。

アレルゲンの同定のための検査については複数の
検査方法がありますが，信頼性が１００％の検査はあ
りません。In vitro検査法については，薬物リンパ
球刺激試験（DLST）が有名ですが，Ⅰ型アレルギー
の適応はないことや，偽陽性，偽陰性の可能性が高
いことなどから，現在では行う意義がないとも報告
されています。体内に実際に検査物質を投与して検
査する in vivo検査法は，体外で検査する in vitro検
査法に比べて信頼性は高いですが１００％ではありま
せん。In vivo検査法には負荷試験，皮膚試験（プ
リックテスト）などがあり，負荷試験の方が信頼性
は高いですが，アナフィラキシーショックの再発な
どリスクを伴います。患者への十分な説明と同意が
必要です。また，ショック時にはその対応が求めら

れます。In vivo検査法は，十分な対応が可能な総
合病院などでの専門医による検査が勧められます。

３．実際の対応 今後の局所麻酔をどうするか

収集した情報内容から，アレルギーの可能性がな
く，他の疾患であると鑑別できる場合，その旨を患
者に説明します。ただし，対応歯科医院でアレル
ギーであると過去に断定されていることがあり，事
実だけを述べることは前医を否定することになるこ
ともあり得るので，説明には注意が必要です。ま
た，患者が自分はアレルギーであると信じ込み，説
明内容をなかなか受け入れられない場合がありま
す。アレルギーが疑われない場合でも患者が強く望
むのであれば，アレルギー検査を行うためアレル
ギー科の専門医に依頼することも選択肢のひとつで
す。

局所麻酔薬アレルギーの可能性が高い場合は，ア
レルゲンの同定のための検査を行った上で，その検
査結果で陰性であった薬物を使用します。ただし，
検査結果の信頼性は１００％ではないので，薬物の使

Ｂ）発症後の治療経過

皮膚や粘膜の症状があった（紅潮，蕁麻疹，血管性浮腫など）
紅潮，蕁麻疹，生命を脅かす
呼吸困難，意識障害，低血
圧，頻脈・除脈，痙攣を伴
い，昇圧薬を使用したり，救
急搬送するなど救急対応を要
した

：アナフィラキシーショック

顔のほてり，紅潮，血圧上
昇，頻脈，頭痛が出た ：アドレナリンによる症状

皮膚症状がなかった
手のしびれ，過換気となり呼
吸困難になった ：過換気症候群

注射の前後から顔面蒼白，気
分不快（意識消失含む），低血
圧，除脈，横になって休んで
いたら数分で治った

：血管迷走神経反射

痙攣があった ：心因性痙攣，局所麻酔薬中
毒（まれ）

Ｃ）患者の既往歴と治療歴（特に薬物既往歴）

・アレルギーの既往
・類似体験の既往

表２ アレルギーを惹起しやすい物質の一覧

アレルギーを惹起しやすい物質
添加物
防腐薬 パラオキシ安息香酸エステル（パラ

ベン）
酸化防止薬 亜硫酸ナトリウム（アドレナリン含

有製剤）
ラテックス
その他の薬物
抗菌薬 ペニシリン系薬物，セフェム系薬

物，クロラムフェニコール，テトラ
サイクリン系薬物，アムホテリシン
B，ポリミキシン B 硫酸塩，カナマ
イシン硫酸塩，ストレプトマイシン
硫酸塩

化学療法薬 ピラゾロン系薬物（SGⓇ），サリチル
酸系薬物（アスピリンⓇ），水銀利尿
薬，プロベネシド，プロカインアミ
ド塩酸塩（アミサリンⓇ），デヒドロ
コール酸，サルファ薬，クロルプロ
マジン塩酸塩（コントミンⓇ），ジ
フェンヒドラミン塩酸塩（レスタミ
ンコーワⓇ），キニジン硫酸塩，ヨー
ド剤，バルビタール系薬物

臓器・酵素製剤 インスリン，トリプシン，テトラコ
サクチド（合成 ACTH 製剤），チト
クローム C，コンドロイチン硫酸酢
酸塩

抗血清・ワクチン類 ウマ血清，各種ワクチン類，血清グ
ロブリン
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用時に再びアレルギーを起こす可能性も否定でき
ず，この場合には全身麻酔も含めた全身管理下での
歯科治療が必要になることもあります。大学病院な
ど高次施設へ紹介するのが安全でしょう。

４．まとめ

局所麻酔薬アレルギーを持つと考えられる患者へ
の検査は，Ⅰ型アレルギー（アナフィラキシー
ショック）が疑われる場合 in vivo検査法が望ましい
ですが，検査時にアナフィラキシーショックを発症
する危険性があるため，十分な対応が可能な総合病
院などでの専門医による検査が勧められます。Ⅳ型
アレルギーが疑われる場合にも，同様に専門医によ
る検査が勧められます。そして，局所麻酔薬アレル

ギー（Ⅰ型アレルギー）の可能性があれば，高次施設
に対応を依頼するのが良いと考えます。

Answer：武田慶子，一戸達也
東京歯科大学歯科麻酔学講座
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