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『高血圧患者に対する歯科治療上の注意点』

１．高血圧症

本邦の高血圧患者数は約４０００万人と言われてお
り，あらゆる疾患の中で最も罹患患者数の多いもの
であるため，日常の歯科診療においても最も多く遭
遇する合併疾患と言える。従って高血圧に対する理
解を深めることは必須なことであり，医療従事者と
して適切に対応することが求められる。
高血圧はその原因により本態性高血圧と二次性高

血圧に分けられる。二次性高血圧は高血圧を来す原
因が特定されているものであり，頻度は少ないもの

の適切な治療により治癒が期待できる（表１）。従っ
て高血圧患者を見た場合，二次性高血圧の除外診断
の目的で内科医による診断が重要となる。二次性高
血圧が除外されれば本態性高血圧である。日本高血
圧学会高血圧治療ガイドラインに従った血圧値の分
類を示す（表２）。
高血圧が放置されると脳・心血管疾患の罹患率が

高くなり，血圧が高ければ高いほど死亡リスクは上
昇する。従って高血圧治療の目的は脳・心血管疾患
発生の予防である。治療の第一段階は生活習慣の是
正であり，第二段階が降圧薬治療であり，更に最近
では第三の方法として腎動脈アブレーションと言わ
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Question

高血圧の患者さんの歯科治療上注意すべき点，知っておくべき点について教えてください。

Answer１

表１ 主な二次性高血圧

腎実質性高血圧 慢性糸球体腎炎，慢性腎盂腎炎，嚢胞腎など
腎血管性高血圧 腎動脈の狭窄，あるいは閉塞により発症
原発性アルドステロン症 特発性のアルドステロンの過剰
クッシング症候群 コルチゾールの自律性，かつ過剰分泌
褐色細胞腫 副腎腫瘍からのカテコラミン過剰分泌
甲状腺機能低下症 橋本病などの自己免疫関与疾患
甲状腺機能亢進症 バセドウ病など
副甲状腺機能亢進症 腺腫，あるいは過形成による
大動脈炎症候群 高安動脈炎とも呼ばれる非特異的血管炎
膠原病原性高血圧 結節性多発動脈炎，全身性強皮症など
脳幹部血管圧迫 脳腫瘍などによる頭蓋内圧亢進に起因
睡眠時呼吸障害 閉塞性睡眠時無呼吸症候群で見られる
薬剤誘発性高血圧 非ステロイド系抗炎症剤（NSAID）など
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れる腎動脈自律神経支配への外科的インターベン
ションも選択肢の一つに挙げられる。大部分の患者
では第二段階までで治療が行われる。

２．高血圧を合併した歯科・口腔外科患者への対応

歯科治療を行う際には病歴を聴取することが必須
であるが，高血圧の既往がある場合，その治療状況
について確認することも必要である。現在日本にお
いて使用される降圧剤は多数あるが，その種類によ
り降圧機序，効果の程度，それに臓器障害に対する
有効性が異なるため，患者の背景，合併症・既往
症，および高血圧の程度により薬剤が選択される。
不用意な降圧剤の中止は急激な血圧上昇を生じさせ
る危険があり，内服薬の増減は常に慎重に行われる
べきである。主な降圧剤の種類を挙げる（表３）。

３．歯科治療時における重要点

高侵襲治療の前にはバイタルサインを確認するこ
とは必須であり，血圧は意識レベル，脈拍，呼吸
数，および体温と並びバイタルサインの一つであ
り，血圧測定は何らかの医療行為を施行する前，あ
るいは施行中になされるべきである。高血圧の既往
がなくても歯科治療は精神的，肉体的ストレスとな
り，内因性カテコラミンが上昇して急激な血圧上昇
を生じる可能性があるため，不測の事態に対して直
ちに対応がとれる診療態勢を整え，精神的緊張を緩
和し，そして十分な麻酔前処置が必要である。エピ
ネフリン含有キシロカインにより血圧が急上昇する
ことはほとんどないが，除痛できる最小量とするの
が望ましい。

４．高血圧緊急症

一般の高血圧症とは異なる概念で，長期にわたる
観察の結果診断される高血圧症ではなく，急激な，
あるいは一時的な血圧の異常高値により，脳，心，
腎，および大血管などに急性臓器傷害が生じている
状態のことである。つまり本態性高血圧，または二
次性高血圧患者でなくとも発生しうる病態で，あら
ゆる医療行為の施術前などに精神的緊張により発生
する可能性がある。高血圧緊急症は急性心不全，急
性心筋梗塞，狭心症，致死的不整脈，急性大動脈解

表２ 成人における診察室血圧値の分類（mmHg）

分類 収縮期血圧 拡張期血圧

至適血圧 ＜１２０ かつ ＜８０

正常血圧 ＜１３０ かつ ＜８５

正常高値血圧 １３０－１３９ または ８５－８９

Ⅰ度高血圧 １４０－１５９ または ９０－９９

Ⅱ度高血圧 １６０－１７９ または １００－１０９

Ⅲ度高血圧 ＞１７９ または ＞１０９

収縮期高血圧 ＞１３９ かつ ＜９０

表３ 降圧剤の種類

⑴ カルシウム拮抗剤
・かつて最も多く使用された降圧剤。
・直接末梢血管や冠動脈を拡張させる強力な降圧剤。
・副作用として火照り，下腿浮腫，および歯肉腫脹が出
現することがある。

⑵ アンギオテンシン変換酵素阻害剤
・強力な昇圧物質であるアンギオテンシンの生成を抑制
することにより降圧が得られる。

・臓器保護効果を有する。
・副作用として乾性咳嗽が見られることがある。
・NSAIDs の併用により効果が減弱することがある。

⑶ アンギオテンシン受容体拮抗剤
・アンギオテンシン変換酵素阻害剤と同様レニン・アン
ギオテンシン系の阻害剤であるが，アンギオテンシン
の受容体に拮抗することで降圧効果を発揮する。

・臓器保護効果を有する。
・糖尿病をはじめとするあらゆる危険因子に抑制的に働
くため第一選択とされることが多い。

⑷ 利尿剤
・体内の過剰な塩分を排出する効果により強力な降圧が
得られる。

・副作用として脱水，高尿酸血症などが出現することが
ある。

・NSAIDs の併用により効果が減弱することがある。
⑸ β遮断剤
・心臓収縮に抑制的に働き心拍出量の低下，レニン産生
の低下，および中枢での交感神経抑制などを介して降
圧する。

・心疾患合併例に使用されることが多い。
・副作用として極端な徐脈が生じる可能性がある。
・突然の休薬により血圧が急上昇することがある。

⑹ α遮断剤
・血管平滑筋に直接作用して血管を拡張する。
・副作用として立ちくらみが出現することがあり，臥位
から座位に体位変換の際に失神を生じる可能性があ
る。

歯科学報 Vol．１１４，No．１（２０１４） ６１

― ６１ ―



離（解離性大動脈瘤），脳出血，クモ膜下出血，およ
び脳梗塞などを惹起することがあるため直ちに対処
をしなければならず，対応の遅れから臓器傷害が進
行した場合には医療従事者として責任を免れない。
臓器傷害の進行を伴わない場合を高血圧切迫症と言
うが，重度の高血圧のため臓器傷害が生じうる状態
であり，緊急症に移行する可能性に留意しなければ
ならない。血圧が１８０／１２０mmHg以上の状態で自他
覚症状が認められたときに高血圧緊急症を疑う（表
４）。
高血圧緊急症は入院治療が原則であるため，疑わ

れるときには速やかに観血的モニター管理下に静脈
路点滴確保を行い，経静脈的降圧剤の投与が必要と
なることが多い。設備のないときには簡易的にカル
シウム拮抗剤（ニフェジピン５mg）を投与して初期

対応し，必要に応じて救急要請を行う。高血圧緊急
症でなくとも切迫症が疑われる場合，あるいは血圧
が異常に高値である場合には早期に内科診療の受診
を勧める必要がある。

Answer１：大木貴博
東京歯科大学市川総合病院循環器内科

血圧の確認

会社勤めのサラリーマンであれば社内の健康診断
で毎年血圧測定を行っているために，自分の血圧を
把握しており，高血圧症と診断され加療までにそれ
ほど時間はかからない。しかし，自営業者や主婦の
場合などは自分の血圧を把握しておらず，高血圧症
に罹患していることをしらない患者も散見される。
単純に問診表だけをみて高血圧症ではないと判断す
るのは誤りであり実際に血圧を測定し確認すること
が望ましい。なお，どんな処置であろうとも来院時
の血圧が１８０／１２０以上であった時には治療は延期と
し内科受診を優先すべきである。

歯科治療上の問題点

高血圧症を有する患者の歯科治療上の問題点とし
て，直接的な問題としては観血処置の際に出血しや
すく止血困難に陥りやすいということが挙げられ，

間接的な問題としては高血圧緊急症を発症するリス
クが高いということが挙げられる（表１）。このこと
を十分理解し頭の中に入れておけば高血圧症患者の
歯科治療も怖くはない。心的ストレスがあまり加わ
らないような保存・補綴処置に関しては十分にコン
トロールされている高血圧症患者であれば大きな問
題はないが，観血処置には細心の注意が必要であ
る。

歯科治療時の血圧上昇のメカニズム

歯科治療に対する不安・緊張が精神的ストレスと
なり，それに局所麻酔や治療時の疼痛，長時間の開
口状態の保持，唾液等の貯留が肉体的なストレスと
なる。それらが合わさり，内因性カテコラミンが放
出され血圧の上昇へとつながる（図１）。

血圧上昇を抑えるには

患者がリラックスして治療を受けられる環境を作
ることが第一である。初診で新しい歯科医院，ドク
ターという緊張した状況での抜歯等の侵襲的な処置
はできるだけ回避する。また患者に負担をかけない
治療を心がけることも大切である。具体的には余裕
をもって対処できる時間をとり，患者にとっても楽

Answer２

表４ 高血圧緊急症の症状

血圧１８０／１２０mmHg以上で
自覚症状 頭痛，視力障害，悪心・嘔吐，胸痛，背部痛，

呼吸困難
他覚症状 麻痺，意識障害，痙攣，低酸素血症，チアノー

ゼ，発汗

表１ 高血圧症患者の歯科治療上の問題点

直接的問題 出血しやすい，止血困難

間接的問題 高血圧緊急症
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な体位で無痛的な治療を心がける。そして口腔内に
唾液や水をためないようにする。患者の緊張が強い
ケースや大きな侵襲を伴うケースにおいては各種鎮
静法を併用するのも有効である。もし自院での対応
が困難であれば歯科大学病院の歯科麻酔科や基幹病
院の歯科口腔外科に治療を依頼するのも一法であ
る。

観血処置を行う際は

高血圧症の患者の観血処置を行う際には出血と止
血困難が予想されるのでそれに対応できる準備をし
ておくことが重要であるが，血圧が適切にコント
ロールされていることが絶対条件である。来院時の
血圧が１６０／１００以上であれば延期する。それ以下で

あっても当日の体調等を考慮して延期することもあ
る。治療時間帯は午前中が望ましい。理由としては
血圧の日内変動は午後よりも午前の方が比較的安定
していることが多いということ，もし術後出血を来
した際にも自院で対応可能であるということからで
ある。また尿意を催しているのを我慢しているだけ
でもストレスとなってしまうので治療台に座る前に
トイレを済ましてもらう。そして治療体位としては
坐位にする。なぜなら水平位とすると心臓と口腔が
同一の高さとなるために必然的に口腔の血圧も上昇
し出血しやすくなるからである。出血防止対策とし
ては抜歯した時には術中の出血がほとんどなかった
としても術後出血に備えて必ず縫合しておく，状況
に応じて局所止血剤も併用することも大切である。
予め印象を採得して止血床を作製しておくのが理想
的である。そして術後の注意事項を再度確認する。
特に出血時の対応としてガーゼ等を咬んでもらうこ
とを，文章を用いてしっかりと説明しておくことが
重要である。患者さんは意外と抜歯後の注意を聞い
ておらず，ただ聞き流しているだけのことがある。
出血が止まらなくなり，ガーゼ等を咬んで自己止血
を試みることもできずに焦って当直時間帯中に急患
来院されるケースを，我々はたびたび経験してい
る。

Answer２：澁井武夫
東京歯科大学オーラルメディシン・

口腔外科学講座

図１
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