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抄録：２０００年１月から２００５年１２月までの６年間に行

われた手術室での歯科麻酔科管理症例を対象に，症

例数・年齢分布・手術内容・麻酔時間・麻酔方法・

出血量・輸血量・術前基礎疾患・術中合併症・術後

合併症を麻酔記録から集計，解析した。

総症例数は２０００年７３５例，２００１年７６６例，２００２年７０４

例，２００３年７１３例，２００４年６３９例，２００５年６９３例であっ

た。年齢分布・性差・手術内容・麻酔時間・出血

量・輸血量・術前基礎疾患および術中・術後合併症

は，６年間で大きな変化がみられなかった。全身麻

酔前投薬は経口投与が主流となり，全身麻酔薬は亜

酸化窒素の使用が減少し，セボフルランまたはプロ

ポフォール単独で維持した症例が増加した。

６年間で麻酔に関連した重篤な合併症は発生しな

かった。

緒 言

我々は１９９２年から１９９９年までの東京歯科大学千葉

病院手術室における手術症例について解析し，１９９６

年以降は静脈麻酔薬のプロポフォールが全身麻酔薬

の主流になってきたこと，１９９６年１２月に輸血療法委

員会が発足してから自己血輸血が積極的に行われる

ようになったこと，２００３年の短期入院手術の開始等

を報告してきた１～６）。

今回は２０００年から２００５年までの６年間に手術室で

歯科麻酔科で管理した症例について，麻酔記録をも

とに集計し考察した。

対象および方法

２０００年１月から２００５年１２月までの６年間に東京歯

科大学千葉病院手術室で行われた手術症例を対象と

し，麻酔記録をもとに以下の項目について集計して

検討した。

１．症例数 ２．年齢分布 ３．手術内容 ４．

手術時間，麻酔時間 ５．出血量と輸血症例 ６．

麻酔法 ７．術前基礎疾患 ８．術中，術後合併症。

結 果

１．症例数（図１）

総症例数は２０００年７３５例，２００１年７６６例，２００２年７０４

例，２００３年７１３例，２００４年６３９例，２００５年６９３例で，２００４

年に一時症例数の減少がみられたが，２００５年には再

度，増加がみられた。

全身麻酔症例は２０００年７１４例，２００１年６８５例，２００２

年６２６例，２００３年６７８例，２００４年６１６例，２００５年６６８例

であった。

局所麻酔症例は２０００年２１例，２００１年８１例，２００２年

７８例，２００３年３５例，２００４年２３例，２００５年２５例であっ

た。

性別では男性，女性がほぼ同数であった。

２．年齢分布

１）全身麻酔（表１）

６年間の年齢分布に大きな差はなく全体の平均年
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齢は３２．１歳であった。最低年齢が３ヶ月，最高年齢

は９０歳であった。１６歳から３９歳が最も多く，いずれ

の年も全体の５４～６０％を占めた。一歳未満の症例は

６年間を通して１５例～３９例あり，５症例の良性腫瘍

切除術を除いて口唇口蓋裂手術とその抜糸であっ

た。６５歳以上の高齢者は，各年全体の約５．８～１０．１％

であった。７５歳以上の後期高齢者は各年とも２０例以

下であった。

２）局所麻酔

全体の平均年齢は３４．９歳で，最低年齢１１歳，最高

年齢９４歳であった。２０００年を除き，１６歳から３９歳が

最も多く，全体の７４．５％を占めた。６５歳以上の高齢

者は６年を通して５例以下であった。

３．手術内容

１）全身麻酔（図２）

すべての年で顎変形症手術が最も多く，２０００年

２７８症例，２００１年２１７症例，２００２年１７９症例，２００３年

１７９症例，２００４年１７９症例，２００５年１８４症例であった。

顎変形症手術とそのプレート除去術は，全身麻酔症

例のなかで６年間とも全体の４０～４９％を占めた。そ

の他の手術内容には大きな変化はなかった。悪性腫

瘍切除術では，患者の約半数が６５歳以上の高齢者で

あった。

２）局所麻酔

２０００年は良性腫瘍除去術が４例で最も多かった

が，他の年はプレート除去術が２００１年６３例，２００２年

６２例，２００３年２４例，２００４年１６例，２００５年１３例で最も

多かった。

４．手術時間

１）全身麻酔

手術時間は，平均２時間８分で，６年間で大きな

差はなかった。１時間から２時間の症例が最も多く，

全体の２０．０％～３９．１％を占めた。麻酔時間も６年間

で大きな差はなく，平均３時間２分であった。２時

間から３時間の症例が最も多く，全体の２０．０％～

３３．３％を占めた。麻酔時間８時間以上の症例は６年

間で合計６９例あり，手術内容は悪性腫瘍切除術が最

も多く，次に上下顎の顎変形症手術が多かった．最

長麻酔時間は，２００１年の１３時間４５分で，悪性腫瘍切

除術に頸部郭清術および即時再建術を同時に行った

表１ 全身麻酔症例における年齢分布

１歳未満 １歳～６歳 ７歳～１５歳 １６歳～３９歳 ４０歳～６４歳 ６５歳～８４歳 ８５歳以上 合計

２０００年 １５ ４８ ３１ ４３２ １２１ ６４ ３ ７１４

２００１年 １２ ２７ ３９ ４１３ １５３ ３９ ２ ６８５

２００２年 １５ ３２ ４１ ３５７ １２２ ５７ ２ ６２６

２００３年 ９ ４４ ２７ ３８５ １５２ ５９ ２ ６７８

２００４年 ７ ３１ １７ ３６８ １３０ ６１ ２ ６１６

２００５年 ８ ２５ ２１ ４１６ １５２ ４５ １ ６６８

合計 ６６ ２０７ １７６ ２３７１ ８３０ ３２５ １２ ３９８７

図１ 症例数
図２ 全身麻酔における手術内容
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ものであった。

２）局所麻酔

手術時間は６年間で大きな差はなく，平均０時間

４８分であった。１時間未満の症例が最も多く，全体

の５１．４％～９０．１％を占めた。麻酔時間６年間で大き

な差はなく，平均は１時間１０分であった。１時間か

ら２時間の症例が最も多く，全体の４４．０％～７８．３％

を占めた。

５．出血量と輸血症例

１）全身麻酔（表２，３）

出血量は６年間で大きな差はなく，出血量５００g

以下の症例は全体の８９．３％で，平均出血量は１８５g

であった。１５００g以上出血した症例は，６年間で合

計３９例で，そのうち２４例が顎変形症手術で，１４例が

悪性腫瘍切除術であった。

輸血を行った症例のうち照射MAP血輸血症例は

６年間を通して５例～１１例であった。そのうち，悪

性腫瘍切除術後の止血処置のためのフラップ再吻合

術１例，上顎動静脈奇形切除術１例，顎変形症手術

１例以外はすべて悪性腫瘍切除術であった。ま

た，２００１年に新鮮凍結血漿輸血症例が２例あった。

自己血輸血症例は，２０００年９２例，２００１年５７例，２００２

年６７例，２００３年７５例，２００４年８９例，２００５年９９例であっ

た。

２）局所麻酔

出血量は６年間で大きな差はなく，全体の平均は

１９．４gであった。最高出血量は２００３年の１７９gで，

輸血を行った症例はなかった。

６．麻酔法

１）全身麻酔（図３，４）

前投薬は２０００年から２００２年までは硫酸アトロピン

とミダゾラムの筋肉注射が最も多く，全体の７３．９～

８０．８％を占めた。しかし，２００３年は，８．１％，２００４

年は１．８％，２００５年は０．９％と急激に減少した。これ

に対し，ジアゼパムの経口投与は，２０００年から２００４

年までは２．９～７．５％であったが，２００５年は５０．６％に

増加した。また，ブロチゾラム経口投与は，２００２年

まで行われていなかったが，２００３年は７１．４％，２００４

表３ 輸血症例

照射MAP血（例） 自己血（例） 新鮮凍結血漿（例） 合計

２０００年 １１ ９２ ０ １０３

２００１年 ６ ５７ ２ ６５

２００２年 ７ ６７ ０ ７４

２００３年 ３ ７５ ０ ７８

２００４年 ５ ８９ ０ ９４

２００５年 ６ ９９ ０ １０５

合計 ３８ ４７９ ２ ５１９

表２ 全身麻酔症例における出血量

４９９g以下 ５００g～９９９g １０００g～１４９９g １５００g～１９９９g ２０００g以上 合計

２０００年 ６２７ ６４ １９ ３ １ ７１４

２００１年 ６２１ ４２ １１ ４ ７ ６８５

２００２年 ５６７ ４４ １０ ２ ３ ６２６

２００３年 ６０４ ４６ １９ ４ ５ ６７８

２００４年 ５４８ ５４ ９ ４ １ ６１６

２００５年 ６２１ ３３ ９ ２ ３ ６６８

合計 ３５８８ ２８３ ７７ １９ ２０ ３９８７

緒方，他：東歯大千葉病院手術室における臨床統計７８

― 78 ―



年は８１．３％，２００５年は３４．９％を占めた。

挿管方法は６年間で全体の７８．６～８５．９％と経鼻挿

管が最も多く，経口挿管は９．５～１２．５％であった。

マスク麻酔は１．６～２．５％であった。経口挿官は大半

が唇顎口蓋裂手術に適用され，マスク麻酔はほとん

ど唇顎口蓋裂抜糸術に用いられた。骨折，急性炎症

など開口障害のあるために気管支ファイバースコー

プを用いた挿管法が行わた症例は，６年間で合計１１６

例であった。

全身麻酔症例の維持薬には，ハロタン，イソフル

ラン，セボフルランなどの吸入麻酔薬を用いた症例

は６年間を通して２９１～３８７例であった。ハロタンは

２００１年と２００２年に２症例で使用されていた。イソフ

ルランの使用は，６年間で合計７６例で，経年的に減

少傾向がみられた。セボフルランの使用は，６年間

を通して２８１～３８３例であった。一方，静脈麻酔薬で

あるプロポフォールの使用は，２７６～３９０例であった。

また，上記の麻酔薬に亜酸化窒素を併用した症例は

２０００年６１７例，２００１年４８４例，２００２年５０７例，２００３年

５５２例，２００４年４８９例，２００５年４１５例と２００４年以降，

減少傾向がみられた。これに対し，亜酸化窒素を併

用せず，プロポフォールあるいはセボフルランを単

独で使用した症例は２０００年１００例，２００１年１７９例，２００２

年１１７例，２００３年１０９例，２００４年９１例，２００５年２４７例

と増加傾向がみられた。

筋弛緩薬は６年間ともほぼすべての症例で，気管

挿管時および術中麻酔維持時の両者ともに臭化ベク

ロニウムが使用されていた。このため全身麻酔中の

呼吸管理はマスク麻酔を除いてほぼ全ての症例が調

節呼吸で行われていた。

低血圧麻酔を行った症例は６年間で合計１６例で

あった。降圧薬としてアデノシン３リン酸とジピリ

ダモールを使用した症例，ニトログリセリンを使用

した症例が多かった。

モニタリング項目は，呼吸系では呼吸数，換気量，

終末呼気炭酸ガス分圧，呼気麻酔ガス濃度，動脈血

酸素飽和度，気道内圧，循環系では心電図，心拍数，

非観血的血圧，その他に直腸温，尿量，カフ圧など

であった。長時間の手術や侵襲の大きな手術の場合

には，観血的動脈圧測定が行われていた。

２）局所麻酔

局所麻酔症例は，３症例を除き静脈内鎮静法で管

理された。鎮静薬のミダゾラムと非麻薬性鎮痛薬の

ブトルファノールを併用した症例が，６年間を通し

て６～４０例で最も多かった。麻薬性鎮痛薬である

フェンタニルを併用した症例は６年間で合計２８症例

あった。６年間で大きな変化はなかった。

モニタリング項目は，呼吸数，終末呼気炭酸ガス

分圧，動脈血酸素飽和度，心電図，心拍数，非観血

的血圧であった。

７．術前基礎疾患

１）全身麻酔（図５）

術前基礎疾患は６年間で合計８６６名１０８６疾患で

あった。いずれの年も循環器系疾患が他の疾患より

多く，４５７例（４２．５％）であった。循環器系疾患のな

かでも特に高血圧症が多く，ついで不整脈，虚血性

心疾患がみられた。

つぎに呼吸器系疾患が多く，その中では気管支喘

息が最も多かった。ほかには代謝内分泌系疾患とし

て糖尿病が多かった。

６５歳以上の患者についてみてみると２０００年は６７例

中３７例，２００１年は４０例中２４例，２００２年は５９例中３９

図４ 全身麻酔の維持に使用した薬剤図３ 全身麻酔における麻酔前投薬
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例，２００３年は５８例中２９例，２００４年は６２例中４５例，２００５

年は４４例中３３例と，半数以上が術前基礎疾患を合併

していた。さらに複数の疾患を有する患者は各年約

２０例あり，高血圧症と糖尿病の合併が多かった。

２）局所麻酔

術前基礎疾患は６年間で合計３８名４８疾患であっ

た。２００４年を除き，循環器系疾患が最も多く，１９例

であった。呼吸器系疾患は全体で７例であり，ほと

んどが気管支喘息であった。代謝内分泌疾患は９例

で，ほとんどが糖尿病であった。

８．術中・術後合併症

１）全身麻酔

術中合併症は６年間で合計１５１例にみられた。い

ずれの年も循環器系合併症が多く，１３５例であり，

内容は血圧上昇，血圧低下，不整脈が多かった。呼

吸器系合併症は気管支痙攣，気管チューブトラブル，

血液ガス異常であった。

術後合併症は６年間で合計７２例であった。術後も

循環器系合併症が多く，５６例あり，ほとんどが血圧

上昇であった。その他は，嘔吐，無気肺，気管支喘

息発作，術後のふるえ（シバリング），術後出血など

があった。この６年間で術中・術後を通して生命に

関係するような重篤な合併症はなかった。

２）局所麻酔

術中合併症は６年間で合計９例であり，ほとんど

が循環器系合併症で，血圧上昇が４例，不整脈４例

であった。

術後合併症は２０００年１例，２００１年１例であり，す

べて血圧上昇であった。

考 察

２０００年１月から２００５年１２月までの６年間における

千葉病院手術室症例を比較検討した結果，患者の年

齢分布，性差，手術内容，手術時間，麻酔時間，出

血量，術前基礎疾患，術中，術後合併症に大きな変

化はみられなかった。症例数は経年的に増加・減少

が見られたが，この原因は明らかではなかった。

６年間で大きな変化がみられたのは，全身麻酔前

投薬と全身麻酔薬であった。

全身麻酔前投薬は硫酸アトロピンとミダゾラムの

筋肉注射による投与が著しく減少し，ジアゼパムあ

るいはブロチゾラムの経口投与が増加した。また，

前投薬を使用しない症例も増加した。２００２年以前は

筋肉注射による前投薬が主流であったが６），筋肉注

射は投与時の疼痛が強く侵襲があるために患者のス

トレスが大きい。そこで患者の苦痛を軽減し医療の

クオリティーの向上を図るため７），８），経口投与での

前投薬投与が主流となってきた。経口投与では，ベ

ンゾジアゼピン系催眠・鎮静薬ブロチゾラムとベン

ゾジアゼピン系抗不安薬ジアゼパムが使用された。

ブロチゾラムの血漿中濃度消失半減期は７時間であ

るため９），短時間の手術では覚醒遅延がおきる可能

性がある。しかし実際にはブロチゾラムが原因と考

えられた覚醒遅延症例は少なく，その場合でもベン

ゾジアゼピン系薬剤の拮抗薬フルマゼニルの投与で

拮抗が可能であった。また前投薬なしの場合，患者

のベッド移動時の転落リスクが減少したり，手術室

入室時の本人確認が容易であり患者取り違い事故の

リスクが減少するなどの利点があるため８），今後は

前投薬を投与しない症例も増加していく可能性があ

る。すなわち患者の手術への不安の程度や予定手術

時間を考慮し，前投薬の有無や，前投薬の種類を選

択したため，２００５年においてはジアゼパムと前投薬

なしの症例が増加したものと考えられた。

全身麻酔薬の種類では，亜酸化窒素の使用減少が

顕著にみられた。亜酸化窒素は，麻酔作用は弱いが

鎮痛作用が強く１０），さらにプロポフォールと併用す

ると循環動態の安定が得られやすい１１）。そのため

１９９２年から１９９７年まではほとんどの症例で亜酸化窒

素は吸入麻酔薬やプロポフォールと併用されてき

た１～５）。しかし，亜酸化窒素は術後悪心嘔吐の原因

図５ 全身麻酔における術前基礎疾患の内訳

緒方，他：東歯大千葉病院手術室における臨床統計８０
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の一つと考えられており，その理由として非特異的

中枢興奮作用がドパミン代謝促進をもたらすこ

と１２），前庭系に連続的な刺激を与えること，消化管

内に存在する窒素が亜酸化窒素に置換されるために

おこる腹部膨隆１３）が指摘されている。さらに近年で

は，麻酔器から漏れた亜酸化窒素による手術室汚染

や環境汚染も問題となっている１４），１５）。一方，プロポ

フォールに麻薬性鎮痛薬フェンタニルを併用するこ

とにより，亜酸化窒素の併用なしでも良好な麻酔管

理が可能であり，この方法の覚醒の質は非常に高い

と報告されている１６）。以上より，現在では亜酸化窒

素の使用は減少し，プロポフォール主体の全静脈麻

酔やセボフルラン単独での麻酔維持症例が増加して

いるものと考えられた。

今回の検討では６５歳以上の高齢者患者の数は増加

していなかった。しかし，これらの患者の約半数が

術前基礎疾患を合併し，また複数の疾患を合併して

いるケースも多いことから，今後，術前基礎疾患へ

の対応がより重要になっていくと考えられる。内科

的疾患への対応には医師の専門的な助言が必要な

ケースも多く，病院内外の内科医との医療連携の重

要性も今後ますます増加していくと思われる。

術中合併症では生命を脅かすような重篤なものは

みられなかった。しかし中には顎変形症症例で導入

後換気不可による緊急気管切開を行った症例や上顎

動静脈奇形症例で出血量が４３００gを超えて術中大量

輸血を行った症例もみられた。全身麻酔と手術は常

に患者の生命に直結するリスクを有するため，今後

も周術期の全身管理を今まで以上に慎重に行ってい

く必要があると考える。

まとめ

１）２０００年１月から２００５年１２月までの６年間におい

て，患者の年齢分布，性差，手術内容，手術時間，

麻酔時間，出血量，術前基礎疾患，術中，術後合

併症に大きな差はみられなかった。

２）全身麻酔前投薬は硫酸アトロピンとミダゾラム

の筋肉注射による投与が著しく減少し，ジアゼパ

ムあるいはブロチゾラムの経口投与や前投薬なし

の症例が増加した。

３）吸入麻酔薬の亜酸化窒素の使用が減少し，プロ

ポフォール主体の全静脈麻酔やセボフルラン単独

での麻酔維持症例が増加した。

４）挿管方法は経鼻挿管が最も多く，唇顎口蓋裂手

術のほとんどが経口挿管で，骨折，急性炎症など

開口障害のある場合は気管支フアイバースコープ

を用いて気管挿管を行った。

５）６５歳以上の症例が６年間とも全体の５．８～１０．１

％を占め，悪性腫瘍切除術症例の約半数は６５歳以

上の高齢者であった。術前基礎疾患は高血圧症と

糖尿病が多く，複数疾患を合併しているケースも

多くみられた。

６）６年間で麻酔に関連した重篤な合併症は発生し

なかった。

本論文の要旨は，第２８１回東京歯科大学学会例会（２００６年６月
３日，千葉）において発表し，座長推薦を受けたものである。
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A Clinical Observation of Anesthetic management in Oral Surgery Cases
Treated at Tokyo Dental College，Chiba Hospital

２０００～２００５

Kanade OGATA，Rie TUGAYASU，Jyunko YUMURA，Motoaki INAGAWA
Hideki MAMIYA，Tatsuya ICHINOHE，Yuzuru KANEKO

Department of Dental Anesthesiology，Tokyo Dental College

Key words: Clinical observation , Anesthetic management , Premedication , Nitrous oxide

We retrospectively analyzed all the patients undergoing oral surgery at Tokyo Dental College Chiba

Hospital from January２０００to December２００５． Items examinedincluded number of surgery cases，age，

type of surgery，method of anesthesia，anesthesia time，blood loss，blood transfusion，patient’s back-

ground，operative complications and postoperative complications．

The total number of cases was revealed : ７３５cases in２０００，７６６in２００１，７０４in２００２，７１３in２００３，

６３９ in２００４，６９３ in２００５． Age，gender，type of surgery，anesthesia time，blood loss，blood transfu-

sion，patient’s background，operative complications and postoperative complications were all similar

throughout the six years． Oral intake was the main route for premedication． Use of nitrous oxide in

general anesthesia decreased but that of sevoflurane or propofol on its own increased．

No severe perioperative complications in any patients during the six year period．

（The Shikwa Gakuho，１０７：７６～８２，２００７）
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