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緒 言

我々はこれまで東京歯科大学千葉病院歯科麻酔

科外来における臨床経験について経年的に報告し

てきた１～４）。１９９３年以降常に総症例数は２０００症例

を越え，１９９９年では３０００症例に近づきつつある。

これは全身疾患を有する患者が歯科処置を受ける

機会が増加し，歯科麻酔科の業務に対する各科の

認識が高まってきたことによると思われる。

そこで今回は東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科

外来で１９９７年１月から１９９９年１２月までの症例につ

いて，男女比，年齢分布，患者分類，管理方法，

有病者および障害者の分類，精神鎮静法使用薬剤

年次推移，全身麻酔，救急，ペインクリニック症

例についての観察をおこなった。また，１９９３年か

ら１９９６年の４年間の症例とを比較検討したので報

告する。

対 象

対象は１９９７年１月から１９９９年１２月までに東京歯

科大学千葉病院歯科麻酔科外来を受診した患者，

１９９７年８４０名２４５５症例，１９９８年９２８名２９１７症例，１９９９

年９７１名２９０５症例を以下の項目について集計し

た。

―――― 臨 床 報 告 ――――
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抄 録：１９９７年から１９９９年３年間の東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来の症例について，比較検
討をした。男女比，年齢分布，患者分類，管理方法，有病者および障害者の分類，精神鎮静法，全
身麻酔，救急，ペインクリニック症例の年次推移を観察した。

３年間を通じて患者数，症例数の増加がみられたが男女比には差がなかった。年齢分布で６５歳以
上の高齢者の増加がみられた。小手術症例も増加した。静脈内鎮静法，全身麻酔における使用薬剤
には導入・覚醒・代謝の早いプロポフォールの使用の頻度が増加してきた。

麻酔科外来の患者の大半は有病者と障害者であり，これらの患者の多くが全身的予備力が低下し
ているため，歯科治療に際して全身的偶発症を起こす可能性が十分に高い。このことを考慮し，術
前・術中・術後を通じて適切な全身管理を行うことが重要であることが示唆された。
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１．性別，２．年齢分布，３．歯科麻酔科外来におけ

る患者・症例分類，１）有病者の分類，２）障害者の

分類，４．患者管理法，１）患者管理方法，２）鎮静薬

剤の比較，５．全身麻酔症例，６．救急症例，７．ペイ

ンクリニック症例。

本論文では有病者とは循環器系，呼吸器系など

の内科的疾患を有する患者を示し，障害者とは精

神遅滞，肢体不自由，視覚障害や聴覚障害などの

機能障害を有している患者を示している。

結 果

１．性別

対象のそれぞれの男女比は，１９９７年では総患者

数８４０名中男性４１７名（５０％）女性４２３名（５０％），１９９８

年では総患者数９２８名中男性４７３名（５１％）女性４５５

名（４９％），１９９９年では総患者数９７１名中男性４８２名

（５０％）女性４８９名（５０％）と総患者数は増加してい

るが男女比に差はみられなかった。

２．年齢分布（図１）

歯科麻酔科外来を受診した患者の年齢は１９９７年

では０歳から９６歳まで，１９９８年は１歳から９３歳，

１９９９年は１歳から９５歳と３年間を通じて広範囲で

あった。６５歳以上の高齢者は１９９７年１５４名（１８．４

％），１９９８年１８４名（１９．８％），１９９９年１９３名（２０．０

％）であった。３年間を通じて，０歳から１９歳ま

では障害者，２０歳～２９歳は顎変形症手術や外傷手

術後のプレート除去術を施行した患者，４０歳以上

では有病者が多かった。

３．患者・症例分類（図２，３）

歯科麻酔科外来における症例の内訳は，１９９７年

では有病者３２２名７９０症例（３２．１％），障害者２３１名

９２５症例（３７．７％），ペインクリニック２２名３２４症例

（１３．２％），小手術１７５名２２０症例（９．０％），脳貧血

様発作，過換気症候群の既往のある患者，歯科恐

怖症，異常絞扼反射のある患者（以下，歯科恐怖

症などのある患者）７８名１８４症例（７．５％），救急１２

名１２症例（０．４％）であった。

１９９８年は有病者３８０名９７０症例（３３．３％），障害者

２５８名１０２７症例（３５．２％），ペインクリニック２９名

４２７症例（１４．６％），小手術１８１名２２９症例（７．９％），

歯科恐怖症などのある患者６８名２４５症例（８．４％），

救急１３名１９症例（０．６％）であった。

１９９９年は有病者３７７名９２９症例（３１．９％），障害者

２４０名９５７症例（３２．９％），ペインクリニック３６名３９８

症例（１３．７％），小手術２０５名２７７症例（９．５％），歯

科恐怖症などのある患者９１名３１３症例（１０．８％），

救急２３名３１症例（１．１％）であった。

図２ 患者分類

図１ 年齢分布 図３ 症例分類
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１）有病者の分類（図４）

有病者は１９９７年では３２２名４２４疾患あり，そのう

ち循環器系疾患を有するものが２７１疾患あり呼吸

器系疾患は２１疾患，代謝内分泌系疾患は７０疾患で

あった。１９９８年は３８０名４６８疾患であり循環器系疾

患は３１６疾患，呼吸器系疾患は２４疾患，代謝内分

泌系疾患は７５疾患であった。１９９９年は３７７名４６７疾

患あり，循環器系疾患は３１９疾患，呼吸器系疾患

は２５疾患，代謝内分泌系疾患は６３疾患であった。

循環器系疾患は高血圧症，虚血性心疾患が多く不

整脈，弁膜疾患，心筋症などであった。

２）障害者の分類（図５）

障害者は精神遅滞，脳性麻痺，自閉症，てんか

んが主であった。障害者の総患者数は１９９７年で

２３１名，１９９８年 は２５８名，１９９９年 は２４０名 で あ っ

た。そのうち，精神遅滞を合併している者は，１９９７

年 で は１５９名（６８．８％），１９９８年 で は１６１名（６２．４

％），１９９９年では１６０名（６６．７％）であった。

４．患者管理方法

１）患者管理方法（図６）

総症例数から初診，検査，ペインクリニック，

救急症例を除き，歯科麻酔科外来で実際に処置を

行った症例を分類した。

１９９７年は１４４７症例，１９９８年は１７１０症例，１９９９年

は１７６９症例であり，症例数は１９９７年から１９９９年ま

でに２２．３％増加した。

内訳としては精神鎮静法が１９９７年８３６症例，１９９８

年９７１症例，１９９９年１０３８症例であり，９８％以上が

静脈内鎮静法で，笑気吸入鎮静法は１９９７年１８症例

（２．２％），１９９８年１４症 例（１．４％），１９９９年７症 例

（０．７％）であった。精神鎮静法の６０～７０％が有病

者と障害者で，大きな変化は見られなかった。モ

ニター監視は有病者が約８０％を占めており，障害

者は減少傾向を示していた。歯科麻酔科医が診療

に立ち会う歯科麻酔科医スタンバイ（以下，麻酔

科医スタンバイ）は８８％が障害者であった。抑制

は障害者のみで行われ，全身麻酔は６０％が障害者

であった。

２）鎮静薬剤の比較（図７）

有病者ではミダゾラムの使用が６０～８０％を占め

ていた。障害者では，薬剤の併用が多く占めてお

図６ 患者管理方法の分類

図４ 有病者の分類

図５ 障害者の分類 図７ 静脈内鎮静法に使用した薬剤の分類
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り，ついでミダゾラム，プロポフォールとなって

いた。歯科恐怖症・異常絞扼反射は１９９７年にはミ

ダソラムが６１％，プロポフォールの使用が９％で

あったのが，１９９９年にはミダゾラムが３７％，プロ

ポフォール５０％と，プロポフォールの使用が増加

していた。

５．全身麻酔症例（図８，９）

全身麻酔症例は１９９７年は７５症例（障害者日帰り

麻酔５８症例，障害者入院全身麻酔３症例，その他

日帰り全身麻酔１２症例，その他入院全身麻酔２症

例），１９９８年は７０症例（障害者日帰り麻酔５５症例，

その他日帰り全身麻酔１２症例，その他入院全身麻

酔３症例），１９９９年は７５症例（障害者日帰り麻酔５５

症例，障害者入院全身麻酔３症例，その他日帰り

全身麻酔１２症例，その他入院全身麻酔５症例）で

あった。全身麻酔使用薬剤は１９９７年は吸入麻酔薬

のセボフルランが６４％を占めていたが，１９９９年に

は静脈麻酔薬のプロポフォールが６１％を占めるよ

うになった。

６．救急症例（図１０）

歯科麻酔科外来に依頼のあった救急症例は１９９７

年は１２名１２症例，１９９８年は１３名１９症例，１９９９年は

２３名３１症例であった。脳貧血様発作・過換気症候

群が６０～８０％を占めており，そのうち過換気症候

群は１９９７年２症例（１８．１％），１９９８年２症例（１６．６

％），１９９９年５症例（２０．０％）で脳貧血様発作がほ

とんどであった。その他には喘息発作，血圧上

昇，頻脈発作等があった。これらの中には基礎実

習および臨床実習中の学生も含まれていた。ま

た，前日より体調不良，睡眠不足の患者が担当歯

科医師にそのことを告げずに処置を行い処置中に

体調不良を訴えた症例もあった。重傷症例は救急

センターへ搬送した症例が１９９７年７１歳女性のポス

トクラウン肺内吸引，１９９８年２４歳男性の抜去歯牙

肺内吸引，１９９９年５歳男児のインレー肺内吸引の

各年１例ずつと，患者の付き添いが外来で転倒し

たため精査目的のため救急センターに搬送した症

例１例があった。肺内吸引症例のうち２症例は救

急センターにおいて全身麻酔下に内視鏡を使用し

て異物摘出を行った。

７．ペインクリニック症例

ペインクリニック症例のうち星状神経節ブロッ

クを施行したものは，１９９７年が３２４症例中１３８症例

（４２．６％），１９９８年が４２７症例中２４５症例（５７．３％），

１９９９年が３９８症例中２４９症例（６２．５％）であった。そ

の他には，ドラッグチャレンジテストや，投薬，

診査等があった。

考 察

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来の患者

数，症例数は年々増加し１～４），この３年間を通じ

て増加していた。患者分類では大きな変化はみら

れなかった。１９９３年以降，症例数，患者数は増加

図８ 全身麻酔

図９ 全身麻酔に使用した薬剤の分類

図１０ 救急症例

４７４ 加納，他：東歯大千葉病院歯科麻酔科外来における臨床統計
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はみられたが，男女比に差はなかった。症例分類

では，精神鎮静法は１９９３年では全体の３９％であっ

たものが１９９９年では５９％にまで増加した。また，

小手術症例に増加がみられた。さらに，今回の集

計において歯科麻酔科外来を受診した６５歳以上の

患者が過去５年間を通じて増加していた。このこ

とは，現在の高齢社会を反映していること，高齢

に伴って基礎疾患を合併している患者が増加し，

歯科治療を受ける患者層にも反影し，歯科麻酔科

外来の需要が高くなってきているためと思われ

る。

麻酔科外来を受診した有病者は循環器系疾患を

合併している患者が大多数を占めていた。循環器

系疾患の患者は，歯科処置時の精神的・身体的ス

トレスにより，交感神経－副腎髄質系を介して循

環変動をきたしやすく，予備力の低下から偶発症

を招く５～７）。そのため，全身的偶発症を予測し確

実な術前評価と，静脈内鎮静法やモニター監視な

どの管理方法を選択する必要性がある８）。当科で

は精神的ストレスを軽減するために静脈内鎮静法

を行っており，有病者の全身管理方法では静脈内

鎮静法はこの３年間では６０～７５％と大半を占めて

いた。また，モニター監視をあわせると９０～９５％

の患者に対してモニターを使用していた。当科で

は精神鎮静法は心電図，血圧，経皮的動脈血酸素

飽和度のモニター監視下に行っている。歯科麻酔

科外来では循環器系疾患患者の歯科処置時にはこ

れらのモニターを必須としており，患者の変化を

いち早く発見することで，全身的偶発症を予防で

きると考えている９～１２）。

障害者症例は歯科麻酔科医スタンバイ，抑制，

全身麻酔の多くを占めていた。歯科処置に対して

患者の協力が得られなかったり，不随意運動があ

るため歯科治療が困難な症例に対しては全身麻酔

も積極的に行われていた。従来，当科における日

帰り全身麻酔の適応基準は，� 処置時間は１時

間以内，� 合併症がない，� 処置侵襲が少な

い，� 保護者が帰宅後管理でき連絡がとれる，

� 通院時間が１時間以内などを適応の基準とし

てきた１３～１５）。しかし現在では，導入・覚醒の早い

全身麻酔薬が使用されるようになり，麻酔時間・

処置時間が多少長くなっても外来全身麻酔症例の

適応とするようになった１６）。このような基準を考

慮に入れた上で個々の症例に対し検討し，特に問

題のない場合には，処置当日に来院，帰宅する日

帰り全身麻酔症例とし，重度の合併症を有する場

合は処置内容等にかかわらず，入院させ術後十分

な監視下に管理する入院全身麻酔症例とするよう

になっている。

歯科麻酔科医スタンバイは行動抑制の必要性の

少ない症例や簡単な処置内容の症例で多く行われ

ていた。小手術症例の増加は主に顎外科手術・骨

折観血的整復固定術の術後患者のプレート除去術

が手術室症例の増加に伴って増加したためと考え

られる。

静脈内鎮静法では１９９４年はジアゼパムとミダゾ

ラムの使用が７０％を占めており，ジアゼパム，ミ

ダゾラム共に大差はなかったが，１９９６年にはミダ

ゾラムが全体の６０％を占めるようになり１９９９年に

はミダゾラムが５０％，プロポフォールが２５％を占

めるようになってきた（図１１）。これは，ミダゾラ

ムが作用時間が短く半減期も早く健忘効果に優れ

ていることから歯科麻酔科外来で静脈内鎮静法に

多く用いられるようになってきたためと考え

る１７）。また，プロポフォールに関しても同様に，

導入・覚醒が早く，制吐作用もあるため異常絞扼

反射の患者や歯科恐怖症患者などに用いられたと

考える１８）。

有病者ではミダゾラムのみ使用が６５～８０％を占

めているのに対し，障害者では薬剤を併用して用

図１１ 精神鎮静法使用薬剤年次推移
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いる症例が４０～４５％にみられた。また，歯科恐怖

症・異常絞扼反射の患者に対しては１９９７年はミ

ダゾラムを使用していた症例が６１％であったの

が１９９９年はミダゾラムを使用した症例が５０％，

プロポフォールを使用した症例が２５％に増加して

いた。これはプロポフォールの制吐作用が１９～２２），

異常絞扼反射を有する患者の歯科治療の際に有

用であったため多くの症例に活用されたと考え

る。

全身麻酔時の使用薬剤に関しては１９９７年までは

吸入麻酔薬であるセボフルラン６４％を占めていた

が，１９９８年，１９９９年はプロポフォールの使用が多

くなり６６％，６１％と増加していた。そのうち１９９８

年では酸素・プロポフォールを使用していた症例

が３７％であったが，１９９９年では５３％と半数を超え

るようになった。外来全身麻酔は当日に患者が来

院・帰宅するため，その導入・覚醒には調節性の

良いものが求められる１４）。プロポフォールは導

入・覚醒が速やかであり，また，術後の悪心，嘔

吐を起こしにくいことも外来全身麻酔に適してい

たため使用頻度が多くなったと考える１５）。

ペインクリニック症例は患者数，症例数ともに

大きな変動はなかった。非疼痛性疾患では顔面神

経麻痺が多く，疼痛性疾患では三叉神経痛，顎関

節症が多かった。疼痛性疾患の中には心因性疼痛

やニューロパシックペイン２３）に分類される帯状疱

疹後神経痛も含まれていた。処置内容では星状神

経節ブロックを施行した症例がほとんどであった

が，ドラッグチャレンジテストや投薬２４，２５），アル

コールブロックなども個々の症状にあわせて行っ

ていた。

救急症例は歯科麻酔科外来に依頼のあった症例

であり，病院内全体の症例数ではない。これらの

中には本校学生も含まれていた。救急症例の多く

は脳貧血様発作・過換気症候群であった。その他

に分類した症例のなかには，器質的疾患を有する

患者の症状の急性増悪もあった。また，患者が術

当日から体調不良を自覚していたが，担当歯科医

がその状態を把握せず処置をおこない，処置開始

後，気分不快を訴える症例もあり，術前の患者評

価に加え，術当日の再評価が重要である２６）と思わ

れた。

ま と め

１）１９９７年から１９９９年の麻酔科外来の患者数，症

例数は増加しており，約２５００症例から約３０００症例

となった。患者・症例内訳には大きな変化はみら

れなかった。

２）年齢分布において，６５歳以上の高齢者が増加

していた。

３）３年間を通じて有病者の６０％以上が循環器系

疾患であった。

４）３年間を通じて障害者の約６０％が精神遅滞を

合併していた。

５）精神鎮静法では９８％以上が静脈内鎮静法で

あった。内訳において歯科恐怖症・異常絞扼反射

の症例が増加していた。

６）全身麻酔症例ではプロポフォールを使用した

症例が増加していた。
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A Clinical Statistic Observation of the Patients Visiting the Outpatient Clinic of the
Department of Dental Anesthesiology at Tokyo Dental College Chiba Hospital
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Systemic management ; Pain clinic

A retrospective investigation was made of８３０patients（２，４４８cases）in１９９７，of９２３patients（２，９１３

cases）in１９９８，and of９６６patients（２，９０２cases）in１９９９，respectively, who consulted the outpatient clinic

of the Department of Dental Anesthesiology at the Tokyo Dental College Chiba Hospital.

Results

１）The number of patients and cases increased in these three years. Male and female patients were

almost equal in number. Geriatric patients were gradually increasing.

２）Cases were divided in the following categories in１９９７；１．Medically compromised patients（３２．１

％）：２．Handicapped patients（３７．７％）：３．Patients undergoing pain－clinic treatment（１３．２％）：４．

Patients undergoing minor surgery（９．０％）：５．Patients with dentalphobia or gag reflex（７．５％）：６．

Medical emergency patients（０．４％）．There were８１４cases receiving intravenous sedation，７５cases

receiving general anesthesia and３２４cases at the pain clinic in１９９７．

３）Cases were divided in the following categories in１９９８；１．Medically compromised patients（３３．３

％）：２．Handicapped patients（３５．３％）：３．Patients undergoing pain－clinic treatment（１４．６％）：４．

Patients undergoing minor surgery（７．９％）：５．Patients with dentalphobia or gag reflex（８．４％）：６．

Medical emergency patients（０．５％）．There were９５６cases receiving intravenous sedation，７０cases

receiving general anesthesia and cases receiving pain clinic in１９９８．

４）Cases were divided in the following categories in１９９９；１．Medically compromised patients（３１．９

％）：２．Handicapped patients（３２．９％）：３．Patients undergoing pain－clinic treatment（１３．７％）：４．

Patients undergoing minor surgery（９．５％）：５．Patients with dentalphobia or gag reflex（１０．８％）：６．

Medical emergency patients（１．０％）．There were１０３１cases receiving intravenous sedation，７５cases

receiving general anesthesia and３９８cases receiving pain clinic in１９９９．

５）More than６０％ of the medically compromised patients had circulatory diseases.

６）Approximately６０％ of the handicapped patients were mentally retarded.

７）In intravenous sedation cases, the number of patients with dentalphobia or gag reflex has been

increasing.

８）Day case general anesthesia using profofol has been increasing.

Appropriate preoperative evaluation and intra－operative management are important to prevent

systemic complications occurring during dental treatment of medically compromised and handicapped

patient. （The Shikwa Gakuho，１０１：４７１～４７８，２００１）
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