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抄録：今回我々は２０１２年４月～２０１３年３月に東京歯
科大学市川総合病院の集中治療室（ICU），ハイケア
ユニット（HCU）に入室した口腔外科および口腔が
んセンター（OCC）症例についてレトロスペクティ
ブに集計し検討した。
総手術症例に対して３６％が入室しており，入室症

例の６９％が気道管理目的であった。疾患は口腔癌が
６７％と最も多く，平均年齢は口腔外科症例が４３歳，
OCC症例が６７歳であった。人工呼吸管理が必要で
あった症例は６症例，透析を施行した症例は２症
例，重篤な状態に陥った症例は２症例であった。後
遺症を来した症例や死亡症例はなかった。
口腔外科およびOCC症例は頭頸部の疾患である

ため，術後の気道閉塞などの合併症を予防する管理
が重要となる。我々は，今後も中等度以上のリスク
を有する患者の全身管理を ICU，HCUで行うこと
で，より安全な医療が提供できると考えている。

緒 言

東京歯科大学市川総合病院は，２００５年に集中治療
室（ICU）およびハイケアユニット（HCU）を新設し１），
本邦では歯科大学附属病院に日本集中治療医学会認
定の ICU，HCU が設置された唯一の施設である。

ICU は内科系，外科系を問わず呼吸，循環，代謝，
そのほかの重篤な急性機能不全の患者を収容し，強
力かつ集中的に治療看護を行うことにより，その効
果を期待する部門，HCU は ICU と一般病棟の間に
位置する高度治療室とされている。現在当施設は，
ICU６床，HCU６床を有し，２０１２年度には ICU に
６３５症例，HCU に６３４症例が入室している。また，
当施設は歯科大学附属病院であり，従来から多数の
口腔外科手術を行っているが，２００６年４月に本邦初
の口腔癌に特化した施設として口腔がんセンター

（OCC）が設立され２，３），口腔癌の手術症例数も増加
している４）。口腔外科および OCC の手術は，術野
が上気道であるため，術後の厳密な気道管理を要す
る症例が多い５）。口腔外科手術後に内出血により手
術部位の腫脹をきたし，気道閉塞を起こした症例６，７）

や死亡症例８）も報告されている。そのため，本施設
では口腔外科および OCC 症例の ICU，HCU 申し
込み基準（表１）を設け積極的に活用し，術後の気道
閉塞などのリスクを有する患者の管理を ICU およ
び HCU で行っている。今回我々は，２０１２年４月か
ら２０１３年３月までの１年間に ICU または HCU で管
理した口腔外科，OCC 症例を集計し検討したの
で，考察を加えて報告する。

対象と方法

対象は２０１２年４月から２０１３年３月までの１年間に
東京歯科大学市川総合病院 ICU または HCU で管理
された口腔外科，OCC 症例とした。

観察項目は，
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１．入室症例数
２．総手術症例数に対する入室率
３．年齢分布
４．疾患分類
５．入室目的
６．在室日数
７．その他

とした。上記項目を診療記録および ICU，HCU 入
室記録をもとにレトロスペクティブに集計し，考察
を加えた。

結 果

１．入室症例数
ICU 入室症例数は，口腔外科１１症例，OCC３６症

例，HCU 入室症例数は口腔外科２７症例，OCC４５症
例で，総入室症例数は１１９症例であった。この内２
症例は全身状態の悪化による病棟からの入室であ
り，手術後の入室は１１７症例であった。
２．総手術症例数に対する入室率

手術症例数は口腔外科２４３症例，OCC８３症例で，
総手術症例数は３２６症例であった。手術後に ICU，
HCU へ１１７症例が入室したことから，総手術症例に
対する入室率は３６％であった。
３．年齢分布（図１）

口腔外科症例は２０歳代が９名（２４％）と最も多く，
平均は４３歳であった。OCC は６０歳以上が６６症例

（８１％）と大多数を占めており，平均は６７歳であっ
た。
４．疾患分類（図２）

ICU，HCU 入室患者を疾患別に示すと口腔癌
が７９症例（６７％）と最も多く，次いで蜂窩織炎１１例

（９％），骨折８例（７％），顎変形症５例（４％），白
板症５例（４％）の順であった。
５．入室目的（図３）

入室目的は，気道管理が８２例（６９％）で最も多く，

表１ 口外および OCC の ICU 申し込み基準

・７５歳以上の全身麻酔症例
・当院循環器科の対診により異常があった症例
・口腔癌
・顎変形症
・上下顎骨骨折
・舌および口底へ及ぶ手術
・顎下隙の開放を必要とする消炎手術

図１ ICU，HCU 入室患者の年齢

図２ ICU，HCU 入室患者の疾患分類 ｎ＝１１９ 図３ ICU，HCU への入室目的 ｎ＝１１９
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次いで大手術後２９例（２４％），循環管理８例（７％）の
順であった。
６．在室日数（図４）

在室日数は，２日間が９０症例（７６％）と最も多く，
平均在室日数は２．６日であった。最長は１８日間で，
蜂窩織炎に対して切開・排膿術後に ICU で敗血症
性ショックに陥った症例であった。
７．その他

ICU，HCU で人工呼吸管理が必要であった症例
は６症例，透析を施行した症例は２症例，重篤な状
態（ショック，入室後緊急再手術を要した）に陥った
症例は２症例であった。後遺症を来した症例や死亡
症例はなかった。

考 察

口腔外科および OCC 手術は頭頸部の疾患を対象
にするため，術後の腫脹や出血などによる気道閉塞
を予防する管理が非常に重要となる５）。本検討にお
いても ICU，HCU 入室症例の６９％が気道管理目的
であった。当施設では，術後気道確保の指針９）に則
り，予め気道閉塞のリスクが高いと予測される症例
には，気管チューブの留置または気管切開術を施行
し，ICU，HCU で管理を行っている。また，予め気
道閉塞のリスクが低いと予測される症例は，一般病
棟で管理を行っている。一番問題となるのが，気道
閉塞のリスクはあるがそのリスクはそれほど高くな
い，中リスクの症例である。可能性が低いとして
も，このような症例に万が一異常な腫脹や出血が認
められた場合には，気道閉塞などの重篤な合併症発
症を念頭に管理し，発症の早期発見，対応が重要と
なる。一般病棟では患者７人に対して看護師が１人
なのに対し，HCU は患者４人に対し看護師１人，
ICU は患者２人に対し看護師１人以上が配置され
ており，加えて ICU，HCU には緊急の治療に必要
な装置，器具，薬剤が常備され，専属の医師がいる
ため，予期せぬ事態に対しても迅速な対応が可能で
ある。幸い２０１２年度に当施設では，気道トラブルに
より迅速な対応を要した症例はなかったが，ICU，
HCU 入室後に重篤な状態に陥った２症例に対して
迅速に対応ができ，後遺症などが生じなかったこと
から，ICU，HCU の積極的な活用は予測し得なかっ
た症状の増悪に対して極めて有用と考える。

当施設は厚生労働省認定特定集中治療室施設基
準１０）を満たしており，ICU で管理した場合には特定
集中治療室管理料を算定でき，HCU で管理した場
合にはハイケアユニット入院医療管理料が算定でき
る。つまり ICU，HCU で管理することで，患者に
対してより安全な医療が提供できると同時に，結果
として病院の増収にもつながると考える。

２０１２年４月から２０１３年３月までの１年間では，口
腔外科および OCC の ICU，HCU 申し込み基準に
則り，総症例数の３６％が入室していた。現在のよう
な明確な基準が設けられていなかった一昨年まで
は，ICU，HCU へ入室するかどうかの判断は主治
医に委ねられていた。しかし，当時の当施設の報
告１１）と比較すると入室率は現在と変わっていないこ
とから，現在の申し込み基準および入室率が妥当で
あるかどうかは議論の余地があると思われる。一
方，後遺症を来した症例や死亡症例がなく周術期管
理を安全に行えていることから，現在の申し込み基
準および入室率は概ね妥当であると我々は考えてい
る。しかし，当施設では口腔癌症例が増加してお
り４），加えて超高齢社会の到来により基礎疾患を有
した高齢症例の増加が予想されることから，今後は
ICU，HCU で管理することが望ましい症例がさら
に増加することが考えられる。我々は今後も ICU，
HCU を有効に活用し，様々な診療科と連携しなが
ら，より安全で質の高い医療を提供していきたいと
考えている。

図４ ICU，HCU の在室日数
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結 語

２０１２年度に東京歯科大学市川総合病院 ICU，HCU
に入室した口腔外科および OCC 症例について集計
し，検討した。総手術症例に対して３６％が入室して
おり，後遺症を来した症例や死亡症例はなかった。
今後もリスクのある患者の全身管理を可能な限り
ICU，HCU で行うことで，より安全な医療が提供
できると考えている。

本論文の要旨は，第２９５回東京歯科大学学会例会（２０１３年６
月１日，千葉）において発表した。
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We conducted a statistical survey regarding patients who were managed in either the intensive care
unit（ICU）or high care unit（HCU）after oral surgery at Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital be-
tween April２０１２and March２０１３．

The total number of patients who entered either the ICU or HCU was １１７，which was approximately
３６％ of patients undergoing oral surgery． The most common reason for entering these ２ units was air-
way management in ８２ cases（６９％）． The most common disease was oral cancer，in ７９ cases（６７％）．
All patients were discharged without any adverse sequelae，with no deaths．

In conclusion，we consider that admission to the ICU or HCU is a key factor in ensuring safe，high-
quality postoperative management． （The Shikwa Gakuho，１１４：１５１－１５４，２０１４）
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