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はじめに

歯科外来を訪れると必ず問診票が渡される。そ

の中には，�今どこか病院にかかっていますか，

�今何か薬を常時服用していますか，�次のよう

な病気にかかった事がありますかなどの質問があ

る。そこには心臓病，高血圧，低血圧，糖尿病，

腎臓病，結核，リウマチ，肝臓病，胃潰瘍，喘

息，貧血，内分泌疾患などの名前があがってい

る。これらの病気は少なくとも歯科診療と深い関

係があるとのことで，記載し，注意を促している

と思われる。歯科医として，このような病気と歯

科との関連に付いての知識は充分兼ね備えていな

ければならない。全部の答えが「いいえ」なら

ば，一安心であるが，病気の名前が書いてあれ

ば，その病気がわからなければならない。薬を飲

んでいるとしたら，それらの薬の作用，副作用，

飲み合わせなどについての知識が必要である。

現在の日本は，高齢化が進み，最長寿国とな

り，６５歳以上の高齢者が１７％を超えている。高齢

化社会になるという事は，多くの内科疾患を代表

とする種々の疾患を有する患者が増加してくると

いう事である。歯科を訪れる患者のうち基礎疾患

（主として内科的疾患）を有する患者は約２３．６％と

いわれており，４人に一人は何らかの病気を持っ

ているという事になる。初診時の患者さんの年齢

の平均は４３．３歳であり，健常者の平均は３２．５歳，

基礎疾患を有する患者は４７．１歳，と年齢が高くな

るにしたがって病気を持っている人が多くなって

いる。

どのような基礎疾患を持っているかというと，

日本歯科大学の統計では６０％が循環器疾患，１４．６％

が代謝疾患，１２．４％が消化器疾患，３．９％が呼吸

器疾患であったといわれている。全国調査でも循

環器疾患が一番多くなっている（４７－２７％）。循環

器疾患，消化器疾患，代謝疾患，アレルギー疾

患，呼吸器疾患で６０－７０％を占めているので，こ

れらの４疾患についてはよく知っている事が日常

臨床に役にたつのではないかと思われる。私なり

に歯科の先生方が日常診療で知っておいた方がよ

い主要な内科疾患として表１のごとくまとめてみ

た。また，病気そのものの知識より，歯科臨床で

の問題点は，抜歯治療が精神的ストレス，肉体的

ストレスとなり，血圧の変動をおこし，偶発的ト

ラブルを招く事が多いので，これらに対処する知

識も重要である。本稿では，バイタルサインのと

り方，救急蘇生（新しく考え方が２０００年より変

わってきた），よく遭遇する失神，過換気症候

群，２０００年に発表された診療ガイドラインのなか
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で高血圧，糖尿病について歯科医に必要とおもわ

れる部分について解説し，最後に，最近特に注目

されてきたＣ型肝炎について述べることにする。

１．バイタルサイン

バイタルサインは日本語では「生命徴候」とい

い，通常は脈拍，呼吸，体温，血圧をさす。これ

以外にも意識，皮膚温，発汗，排便，排尿，食

欲，体重，睡眠なども生きている証しであるの

で，これらも，いわゆるバイタルサインに入る。

本稿では，脈拍，呼吸，血圧について述べる。

バイタルサインすなわち脈拍，呼吸，血圧を診

るということの意味は，病気の診断，治療，経過

観察のために必要であるが，歯科治療中に起こる

偶発症の予防策とはならない。バイタルサインを

とりすべてが良いから，これから行う歯科処置が

安全であるという保証はないという事である。当

然の事であるが，歯科の外来に突然，外部から具

合の悪い人が飛び込んでくることはない。自らが

行った歯科処置中に緊急事態が発生した時に，現

状を知り，他への情報提供のためにバイタルサイ

ンをとる事が必要である。

バイタルサインは聴診器具を使わずに，簡単

に，最小限の時間で，緊急性の判断，重症度を判

断する事ができるといえる。通常，素早く，確実

に順序よくバイタルサインをとるためには，まず

体温計を入れ，脈の具合をみ，呼吸をみ，血圧を

測定する。その間に時間が経ち体温が分かる。こ

の順番を覚えておくと短時間に能率よくバイタル

サインを測定できる。バイタルサインをとり，正

しい数値，状況を把握しなければならないから，

身体診察に対する「知識」だけでなく「手技」を

習得する事も重要である。

１）脈をとる。

患者の手首のところの橈骨動脈に沿って検者の

第２指から第４指までを当て，数，リズム（整，

不整），大きさ，緊張度，速さ，動脈の性状（堅

さ）を診る。続いて反対側の脈も診て，左右差を

調べる。実際は数と整，不整がわかれば良いと思

われる。１分間に１００以上の脈拍を頻脈，６０以下

を徐脈といい，４０以下の場合は注意が必要であ

る。橈骨動脈以外にも頸動脈，大腿動脈，足背動

脈などが皮膚の表面から触知する事ができる。こ

れらの動脈を触知するのはなかなか難しく，慣れ

ておくことが必要である。心肺蘇生のところでも

述べるが，心臓マッサージをするか否かは頸動脈

を触知するか否かで決めるようになっていたが，

一般の人がこの事を心肺蘇生のうちの心臓マッ

サージをする時の判断基準にするのは難しいとの

ことで，最近「循環のサインの有無」ということ

に変わってきた。

左右差がある時は，老人の場合は大動脈の動脈

硬化，高安病（脈なし病），Pancoast 症候群（肺尖

部の腫瘍で一方の鎖骨下動脈が圧迫され，左右差

がでる。血圧の左右差もみられる。）などが考え

られる。歯科から内科に患者が紹介される事にな

れば素晴らしいことである。

２）呼吸を診る。

呼吸も同様に数（頻呼吸，呼吸緩徐），型（腹式

表１ 歯科医に必要な主なる内科的疾患・病態

心・血管疾患：高血圧症，虚血性心疾患（狭心症，
心筋梗塞）

呼 吸 器 疾 患：喘息，慢性肺気腫，肺結核，過換気
症候群

腎 疾 患：急性腎炎，慢性腎炎，腎不全，血液
透析

脳 神 経 疾 患：脳血管障害（脳出血・脳梗塞），痴
呆，脳動脈硬化症

消 化 器 疾 患：急性胃粘膜病変（AGML），消化性
潰瘍，急性肝炎，肝硬変症，薬剤性
肝炎

代 謝 疾 患：糖尿病，高脂血症，痛風，骨粗鬆症

血 液 疾 患：貧血，出血凝固異常

リューマチおよびアレルギー性疾患：
慢性関節リューマチ，SLE，喘息，
薬物アレルギー

精神・神経疾患：うつ病，心身症

内 分 泌 疾 患：甲状腺機能亢進症，甲状腺機能低下
症，副腎不全

そ の 他：自律神経反射異常（不定愁訴症候
群，迷走神経血管反射，〔vaso―vagal
reflex〕〕，救急処置（救急の ABC），
バイタルサイン，医の倫理
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呼吸，胸式呼吸），リズム（整，不整），深さ，パ

ターン，種類が問題になる。また，臭いも大切で

ある。泥酔時のアルコール臭，肝疾患時のアンモ

ニア臭，糖尿病性昏睡時の甘酸っぱい臭などの特

徴的臭いがある。呼吸数の減少は中毒，CO２ナル

コーシスの時に，増加は低酸素血症，アシドーシ

ス（Kussmaul 大呼吸），高体温，Cheyne―Stokes

呼吸のときにみられる。数よりも，苦しそうか，

いかなる体位で呼吸をしているかも大切である。

そのうちの特徴的な体位をする起座呼吸について

述べる。この呼吸は喘息，心不全の患者さんによ

くみられる。仰向けに寝ていると胸が苦しくな

り，咳，痰で呼吸ができなくなり，起き上がって

しまう。仰向けの方が楽そうに思えるが，この起

き上がっている状態が一番楽な姿勢になる訳であ

る。喘息の患者さんでは夜寝てからしばらくし

て，咳，痰，呼吸困難のために起き上がってしま

う。昼間は良くて，寝ると発作が起きるようにな

る。喘息の状態がよくなるに連れて，段々と横に

なって寝ることができるようになる。したがっ

て，喘息の回復状態，状況と平行する。横になっ

て寝ることができるということは喘息が良くなっ

たことを意味する。心不全では，心臓が悪いた

め，ポンプの役目ができずに働かなくなるので，

寝ている状態で，下肢（末梢）の静脈から心臓に帰

る血液が多くなるが，座っていると，重力に逆

らって下肢から静脈血が心臓に戻らなくなるの

で，心臓への負担が軽くなるので起座呼吸をする

ようになる。これも喘息同様に心不全が良くなる

にしたがって，起座呼吸でなくなり仰向けに寝ら

れるようになる。回復状態の指標になる。

３）血圧を測定する。

実際の血圧測定の仕方の注意点は，カフが上腕

動脈の直上にくるように，指が２本入る強さでま

き，上腕動脈の拍動を触れながらカフの圧を上げ

る。触れなくなってから２０－３０mmHg 上げて，

聴診器をあて，カフの空気を抜きながら（２

mmHg／秒の速度で）血圧を測定する。まず，聴

診器を当てずに触診だけで最高血圧を測定し，３０

秒してから聴診器をあて測定する。最高血圧と最

低血圧を記載する。

左右の血圧を測定する事も大切である。緊急の

ときは一方のみで，時間のある時は左右測定する

ことが望ましい。それだけで脈拍のところで述べ

た高安病，心臓の先天性異常，動脈炎などを疑う

ことができる。左右どちらから計るか？通常は右

から計るが，ルールがある訳でないので，いつも

計る順番を一定にしておくとよい。

よく脈圧，平均血圧という言葉がつかわれる

が，脈圧は最高血圧（収縮期血圧）－最低血圧（拡

張期血圧）で表し，平均血圧は最低血圧＋１／３脈

圧で表す。

〈ポイント〉歯科臨床においてのバイタルサイン

は，歯科処置により常に何か起こるかもしれない

という事を頭に入れておき，血管迷走神経反射，

過換気症候群などが起こった時に素早く状況を判

断し，対処するために必要である。また，救急車

の要請や，他医への連絡の際に，正しい状況判断

をするための情報提供にも必要である。

２．高血圧について

血圧の意味，昇圧と降圧についての要点につい

て述べる（表２）。血圧は心拍出量と末梢抵抗によ

り規定されている。血圧が上がるということ（昇

圧）は心拍出量が増える，すなわち循環血液量が

増えるか，末梢抵抗が増す，すなわち血管が収縮

するかである。したがって血圧を下げる（降圧）た

めにはどちらかを減らすか，両方を減らすかであ

る。降圧療法には，生活習慣の是正すなわち非薬

物療法と薬物療法がある。生活習慣の是正により

降圧の効果を上げるのに食塩制限（７ｇ／日），適

性体重（標準体重）へ戻す，アルコール制限（１合

表２

血圧＝心 拍 出 量 × 末 梢 抵 抗＝ ＝

昇圧 循環血液量 ↑ 血 管 収 縮
↑ ↑

降圧 利尿降圧剤 血 管 拡 張 剤
交感神経抑制剤

歯科学報 Vol．１０１，No．１１（２００１） ９９３
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／日），コレステロール，飽和脂肪酸の摂取を控

え，有酸素運動（歩行など，３０分／日），禁煙など

が必要である。薬物療法としては，循環血液量を

減らすには利尿剤，血管を拡張するために血管拡

張剤あるいは交感神経抑制剤を用いる事になる。

最近，高血圧の定義が変わり，表３のように高血

圧が分類（２０００年）されている。臓器障害に対する

検討から高血圧の基準が厳しくなり，かなり低く

設定されている。心血管病（虚血性心疾患，脳血

管障害など）の危険因子として，高血圧，喫煙，

高コレステロール血症，糖尿病，高齢（男性６０歳

以上，女性６５歳以上），若年発症の心血管病の家

族歴が上げられる。高血圧は重要な因子である。

本稿では特に高齢者の高血圧の治療レベルにつ

いて述べる。高齢者の血圧の特徴は加齢と共に上

昇するという事である。したがって，年齢に応じ

た治療が必要である。高齢者の血圧は食事，運動

などの生活様式に左右されるので，前述の基準は

当てはまらない。７０歳以上の６０－７０％以上が高血

圧といわれている。収縮期高血圧が特徴で心血管

障害と関連が深い。また，大動脈硬化の程度には

脈圧が反映する。すなわち大動脈硬化が進展する

と，収縮期血圧が増大，拡張期血圧が低下するの

で，脈圧が増大する。血圧の日内変動をみると通

常は昼間に高く夜間下がる傾向にあるが，臓器障

害が進行すると，高齢者では日内変動に異常がみ

られることが多い。昼間の血圧に対する夜間の血

圧の下がり具合は通常では１０－２０％下降する

（dipper という）。しかし，１０％未満の血圧降下

しかみられない者（non―dipper という）は臓器障

害が強いといわれているので，投薬時間の工夫に

より是正し，臓器障害を起こさせないような試み

がなされている。夜間の血圧を下げる必要がある

が，下げ過ぎると障害をおこしてくる。さらに，

高齢者では圧反射の減弱，大血管の硬化など血圧

を維持する機構が障害されているので，血圧が変

動しやすいのが特徴である。何回か血圧を計った

り，家庭血圧，２４時間血圧を参考にして行うのが

望ましい。また，白衣高血圧の頻度も多いので，

十分観察し，安定しない時は内科医と良く相談し

て歯科処置に携わる事が大切である。高齢になる

と個人差というのが大きなウエイトを占めてく

る。したがって，個人的に観察し，年齢による降

圧レベルが異なってくるので，高血圧治療ガイド

ラインから高齢者高血圧における降圧薬治療対象

血圧値，降圧目標レベルを表４に示した。

高血圧患者の歯科的観血処置による不快症状を

訴えた場合，血圧上昇がみられるように考えられ

ているが，高血圧患者が不快症状を訴えた時の血

圧は，上昇する例も，変化しない例も，低下する

例もあり，一定した傾向はみられない。

表３ 高血圧の分類（２０００）

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

軽度高血圧 １４０－１５９ または ９０－９９

中等度高血圧 １６０－１７９ または １００－１０９

重症高血圧 ≧１８０ または ≧１１０

収縮期高血圧 ≧１４０ かつ ＜９０

表４ 高齢者高血圧における降圧薬治療対象血圧値，降圧目標レベル
（合併症のない場合の一般的方針）

６０歳代 ７０歳代 ８０歳代

治療対象血圧値
（mmHg）

収縮期血圧 ≧１４０～１６０ ≧１６０～１７０ ≧１６０～１８０

拡張期血圧 ≧９０ ≧９０ ≧９０

降圧目標値
（mmHg）

収縮期血圧 ≦１４０ ≦１５０～１６０ ≦１６０～１７０

拡張期血圧 ＜９０ ＜９０ ＜９０

９９４ 水野：歯科臨床医にとっての内科疾患の知識と対応
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〈ポイント〉高齢者の血圧の特徴として，�加齢

とともに血圧が上昇する。�収縮期高血圧が多

い。�血圧の日内変動の異常がみられる。�血圧

が変動しやすい。�年齢により降圧治療レベルが

異なる。�高齢者は個人差が大きい。

３．ショック，特に迷走神経反射による失神につ

いて

ショックは何らかの原因により血圧が低下する

事により，末梢の循環障害を起し，血液循環の減

少を起こす為に，酸素を各末梢臓器に送る事が出

来ずに，低酸素血症に陥り，臓器の代謝障害を来

す病態をいう。代謝障害を来した臓器はひどくな

ると，腎臓，肝臓などの重要な臓器の障害が起こ

り，多臓器不全といわれている状態を起こしてく

る。ショックの原因には心原性，失血性，感染

性，アナフィラキシー，神経原性（血管迷走神経

反射），内分泌性，その他が挙げられる。ショッ

クの状態を知る為にショック指数があるが，脈拍

数と収縮期血圧の比で表す。正常は０．５以下であ

るが，軽症は０．５～１．０，中等症は１．０～１．５，重症

は１．５以上となる。例えば脈拍６０，最高血圧１２０な

らば０．５になる。重症になればなるほど脈拍が早

くなり血圧が低くなるという事である。

歯科外来でよくみられる失神について，詳細は

他書に譲るが，ここでは要点を述べる。失神とは

脳血流の減少により一過性に意識消失を来す状態

をいう。不快な刺激（血をみたり，針に刺された

りなど），痛み，極度の空腹，疲労，歯科の小手

術などが誘因となる。失神のおこる前駆症状（前

兆）として，眼前暗黒，あくび，めまい感，顔面

蒼白，冷汗，悪心，頻脈がみられ，失神状態にな

ると，四肢の弛緩，脱力，低血圧，徐脈がみら

れ，崩れる様に倒れる。前兆として「あくび」を

する事が比較的多くみられるので，歯科処置中に

「あくび」をするようなときは要注意である。迷

走神経反射の機序，処置についての詳細は述べな

いが，失神患者をみたときは「血圧が計れない，

脈が触れない，意識がはっきりしない」など言葉

に出して言ってしまうと，患者は不安になるの

で，まず慌てずに，Trendelenburg 体位（ショッ

ク体位，図１）にして様子をみる。これだけで自

然に症状は改善するはずである。

〈ポイント〉歯科処置中に突然に迷走神経反射に

よる失神が起った場合は，チェアーから下ろし

て，慌てずに，Trendelenburg 体位にして２～

３分様子をみる。

４．過換気症候群

過換気症候群の誘因として，失神と同様に不

安，緊張，恐怖，ストレスなどの心理的要因と痛

み，呼吸困難などの肉体的要因がある。これらの

誘因により頻呼吸になり，過呼吸となり，呼気中

からの炭酸ガスの排出が多くなり，血液中の炭酸

ガス分圧（Paco２）が減り，HCO３の低下，Pao２の

上昇，pH の上昇を来す。すなわち，呼吸性アル

カローシスの状態になる。症状は多彩であり，呼

吸器，循環器の症状を始め，末梢神経，筋肉，脳

神経系の症状までみられる。頻呼吸，過呼吸，胸

部絞扼感，手足のしびれ，筋肉の痙攣，失神を起

こす。特に特徴的なのは手指の痙攣，突っ張り，

硬直，助産婦位（妊産婦を内診するときの指の形）

をとる事である（テタニー）。誘因の除去，精神的

安静を保つことは当然であるが，軽度のものは息

をこらえゆっくりと呼吸するだけで良くなるが，

ある程度進行している場合は炭酸ガス再吸入法

（紙袋呼吸法，ペーパー・バック・レスピレー

ション）を行う。紙の袋を口と鼻をすっぽり包

み，呼吸を頻回に行わせると，呼気中の炭酸ガス

が紙袋の中にはきだされ，それを再吸入すること

により，血液中の炭酸ガス分圧を是正しようとす

る方法である。この方法ではほとんどは軽快する

が，頻回に過換気症候群を起こすときは，内科，

図１ Trendelenburg 体位
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精神科などの専門医の受診が必要である。呼吸を

苦しそうにしているとすぐに酸素吸入と考えがち

であるが，過換気症候群ではさらに苦しさを増す

事になる。

〈ポイント〉特徴的な症状から過換気症候群と考

えられた場合はペーパー・バック・レスピレー

ションを試み，酸素吸入をしてはいけない。

５．救急救命処置

救急救命処置に対する取り組みの重要性が急速

に認識されてきた。歯科外来にて患者が急変した

場合，救急車が来るまで手をこまねいていては，

その後の歯科医院での評判にかかわってくる。急

変の場における適切な処置と判断は歯科医師・患

者関係の絆を強くする。救急処置の最近の考え方

図２
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について従来のものと対比しつつ述べる。大切な

事は，たとえどのような場合でも一次救命処置を

行うという行為である。歯科医師としてはより有

効な一次救命処置を行えるようにしておくべきで

ある。

いかに救急救命処置（救急蘇生）を早くにするこ

とが大切であるかを述べた有名なドリンカーの生

存曲線と言うのがある。心肺停止後２分以内に蘇

生術を行うと，蘇生率は９０％以上であり，３分で

７５％，４分で５０％，５分で２５％，それ以後は限り

なく蘇生率は０に近づく。早くに蘇生を開始すれ

ばするほど救命率が上がると言う事を示してい

る。救急蘇生法には�心肺蘇生法（cardio―pulmo-

nary resuscitation=CPR）と�止血法に分類され

る。すなわち，緊急を要する患者さんがいたとき

は，まず出血があるかどうかを確認する。出血が

あれば�の止血法を行う。ここでは出血のない人

をみたときの対処の仕方を述べる。救急救命の初

期の対処の仕方は救急のＡＢＣといわれ，一次救

命処置（basic life support）といわれる。これは何

等器具を必要とせず，何時でも，どこでも出来る

という特徴がある。救急蘇生を行う順序にそって

フローチャート（図２）に示した。１９９３年に出来た

救急蘇生法の指針を２０００年に AHA（American

Heart Association）が新しい知識，技術を入れて

改訂し，日本救急医療財団が纏めたものを中心に

解説する。

救急蘇生最初の対応は意識があるかないかを確

認し，周囲の助けを求める。次いで，気道を確保

する。気道確保には図３のように頭部後屈あご先

挙上法を行う。難しい場合は，項部挙上法＋頭部

後屈法を行うと楽に気道確保ができる。すなわち

項部にもの（枕）を入れると自然に気道が確保出来

る簡単な方法である。この時大切なのは肩の下に

きちんと入れることである。十分な呼吸をしてい

れば回復体位（昏睡体位，図４）にして様子を見

る。

十分な呼吸をしていなければ，人工呼吸を行う

が，�口対口人工呼吸と�口対鼻人工呼吸法があ

る。鼻翼をつまみ，ゆっくりと２秒くらいかけ，

胸が軽く膨らむ（５００－８００ml）程度に息を吹き込

むが，気道が適切に確保されていれば胸部はおお

きく上方に膨らむ。かっては８００－１，２００ml 吹き

込む指導がなされていた。２回吹き込んで，反応

があるのかを確かめる。

今までは心停止の観察に頸動脈のチェックをし

て判断していたが，一般人にはこの判断が難しく

一定していなかったので，あいまいさを無くし，

確実にする為に変更になった。すなわち人工呼吸

を２回行った後に，�呼吸をするか，�咳をする

か，�動きがあるか（これらの徴候を「循環のサ

イン」と言う）をチェックし，「循環のサイン」が

なければ心停止と判断して，ただちに心臓マッ

サージをする。心臓マッサージの体位は胸骨下

端，剣状突起部で手を組み手掌側を下に，垂直に

肘を延ばして体重をかけて４～５cm 胸骨が下方

に圧迫されるように行う。かっては１分間に８０－

１００になっていた心臓マッサージの回数は１分間

に１００回行うと記載されている。一人で行う救急

蘇生も，多人数で行う場合も回数は心臓マッサー

ジと人工呼吸の割合を１５対２で行う（かつては５

対１であった）。これは２回人工呼吸をし，続け

図４

図３
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て１５回心臓マッサージをするという意味であり，

一分間に１００回の心臓マッサージをする。４回繰

り返して行い，「循環のサイン」の有無を確かめ

る。「循環のサイン」がない場合は救急隊が到着

するまで続ける。

〈ポイント〉気道の確保は救急診療において大切

である。簡単な気道確保のために，肩から下方に

かけて枕あるいは毛布などを入れると，前頸部が

突っ張ったようになり，他人から見ていると苦し

そうにみられるが，この体位で自然に呼吸がでて

くる事がある。救急患者を前にして手をこまねい

ているのでなく，「一次救命処置を行う」という

事が最も大切である。

６．薬剤投与における注意点

薬剤投与で問題になり悩むのは，妊娠中並びに

授乳中の患者の場合である。

妊娠中の薬剤投与の問題：

妊娠期間中に薬を全く服用しなくても何らかの

異常を持って生まれる新生児を出産する確率は２

－３％あるとされている。現代社会では放射線，

食品添加物，大気汚染，アルコール，煙草，など

の影響もあるので，妊娠中に投薬された妊婦が異

常を持った新生児を出産した場合の原因が，催奇

形性のある薬剤を除き，たまたま投与していた薬

であるとする事は，１００％否定もできなけれ

ば，１００％肯定も出来ない。

しかし，妊娠中の患者の薬剤投与に関しては妊

娠週数によって，安全性，催奇形性，胎児毒性が

異なっているので，妊娠週数の計算の基礎を述べ

る事とする。妊娠の週数は「満」で数えるので，

最終月経の開始日を０週０日とする。０週６日の

次が１週０日となり，分娩予定日は４０週０日とな

る。これは２８日型の生理を基準としている。月数

は「かぞえ」で計算するので，４週間すなわち３

週６日が妊娠１か月となる。表５に示した。

妊娠１月すなわち最終月経の開始日より２７日ま

での間（次の月経予定日の前まで）は，薬による胎

児への影響少ない。受精後の分化をする前である

ので，何らかの影響があれば妊娠は成立しないか

らである。all or non の法則が成り立つ。しか

し，ワクチンなど残留性のある薬剤は投与しない

ほうがよい。例えば，風疹ワクチンは接種後２か

月は避妊する必要がある。これらを除けば催奇形

性は低いといえる。

妊娠２月すなわち妊娠４週から７週は絶対過渡

期といわれ，重要臓器の発生・分化する時期であ

るから，催奇形性という意味では胎児が最も敏感

な時期である。催奇形性のあるホルモン，ワー

ファリンなどは慎重にしなければならない。さら

に，薬剤投与の必要性と危険性について十分なイ

ンフォームド・コンセントが必要である。

妊娠３月から４月すなわち妊娠８週から１５週は

相対過渡期および比較過渡期といわれ，重要臓器

の発生・分化はほとんど終了しているが，性器の

分化，口蓋の閉鎖はまだ続いている。薬剤感受

表５ 妊娠の週数・月数の計算

日 週 月

０－６ ０ １
７－１３ １

４－２０ ２

２１－２７ ３

２８－３４ ４ ２

３５－４１ ５

４２－４８ ６

４９－５５ ７

５６－６２ ８ ３

６３－６９ ９

７０－７６ １０

７７－８３ １１

・ ・ ４

・ ・

・ ・

１１１－１１７ １６ ５

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

２８０ ４０ １０
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性，催奇形性は前期に比べて低下しているが依然

として注意が必要である。

妊娠５月以降すなわち妊娠１６週以降は潜伏過渡

期といわれ，催奇形性はほとんど無視できるが，

胎児の発育，子宮内胎児死亡，胎児環境の悪化，

分娩遅延などがある。胎盤通過性（分子量１，０００以

上は通過しない，脂溶性のものは通過しやす

い。）による。いわゆる胎児毒性が問題になる。

歯科と関係した薬剤投与において問題になるの

は解熱消炎鎮痛剤である。妊娠初期の催奇形性の

報告は動物ではあるが，人での明らかな報告はな

いが，むしろ妊娠末期に服用した場合の胎児の発

育不全，分娩遅延が問題となっている。インドメ

サシンなどの NSAIDs（非ステロイド系消炎鎮痛

剤）はプロスタグランジンの生成阻害をするため

に胎児の動脈管を収縮させチアノーゼを生じた

り，出血傾向が見られたりする。妊婦に鎮痛剤と

して投与が必要な場合はアセトアミノフェンが比

較的安全であると言われている。

妊婦に対する薬剤投与の原則を列記とする�可

能な限り薬物を投与しない。�安全とされている

薬剤を選択する。�治療上の有益性が危険性を上

回る時に限られる。�投与せざるを得ない時は必

要最小限度の投与量，投与期間とする。�患者へ

のインフォームド・コンセントを十分に行う。�
よく処方する薬剤の安全性を添付書で確認してお

く。となる。

授乳中の薬剤投与の問題：

ほとんどの薬剤は多かれ少なかれ乳汁中に移行

する。妊娠中の薬剤投与と異なり選択肢がある。

すなわち�人工栄養にするか。�可能な限り授乳

を中止せず，服薬中も授乳を続けるかである。人

工栄養に変えてしまえば子供に対する影響は考え

ずに済むが，人工栄養では補えない母乳中に含ま

れている成分のメリット，母子関係の確立などを

考えると，簡単に割り切ることができない。歯科

診療で用いられる薬剤として抗生剤ではペニシリ

ン系，セフェム系，解熱鎮痛剤ではアセトアミノ

フェンが比較的安全であるが，上述の妊婦に対す

る薬剤投与の原則に従った投与が必要である。

〈ポイント〉妊娠中並びに授乳中の患者への薬剤

投与については，薬剤投与の原則に従うが，特に

使用せざるを得ない時には，よく使用する薬剤を

数種に決め，薬剤の安全性を添付書で確認してお

く事が大切である。

７．糖尿病

平成９年の糖尿病実態調査によると，糖尿病が

強く疑われる者が６９０万人いるといわれている

が，そのうち医療機関にかかっている者は２１８万

人に過ぎず，糖尿病の可能性を否定できない者を

含むと１，３７０万人になる。十年後には糖尿病有病

者は１，０８０万人になるといわれている。この患者

の増加にもっとも影響を及ぼしているのは，生活

習慣と社会環境の変化である。放置していると網

膜症，腎症，神経障害などの合併症をおこし，末

期には失明する者が年間３，０００人，新規透析導入

が年間１０，０００人強になる。現在約２０万人が透析治

療を受けており，１０年前の２倍である。かっては

透析導入の７０％は慢性糸球体腎炎であったが，現

在は新規透析導入患者は年間３２，０１８人おり，その

うち糖尿病は１０，７２９人，慢性糸球腎炎が１０，５０６人

と糖尿病が第一位を占めている。さらに脳卒中，

虚血性心疾患などの血管疾患をおこすので，糖尿

病発症の予防，早期発見，合併症の予防が大切で

ある。

糖尿病とはインスリンが標的臓器に十分に作用

せずに慢性的な高血糖（血液中の糖が高い）状態を

起こしている代謝疾患である。すなわち，インス

リンは膵臓のランゲルハンス島の β 細胞で生

成・分泌され，肝細胞，筋肉や脂肪細胞のインス

リン感受性ある細胞に存在するインスリン受容体

に結合し，その細胞においてブドウ糖の取り込

み，エネルギーの利用，貯蓄の促進，蛋白の合

成，細胞の増殖などの働きをする。糖尿病は表６

の様に分類される。

１型はインスリンを分泌する膵臓の β 細胞が

破壊されることによりインスリンが分泌されなく

なり血糖値の上昇をみる。その原因は膵臓のイン

スリンを分泌する β 細胞が自己免疫機序によっ
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て破壊されることにより起こると考えられてい

る。そして，約７０％に各種の膵臓に対する自己抗

体が証明される。インスリンの絶対的欠乏にな

り，インスリンの投与以外にコントロールが出来

なくなる。発症時に糖尿病の症状が現れている事

が多いので，発症時期が比較的明らかである。

２型の糖尿病は複数の遺伝的素因（家系内に糖

尿病が多い）に加え過食，肥満，運動不足，スト

レスなどの生活習慣，加齢が加わり発症する。相

対的にインスリンが欠乏することになり，最終的

にはインスリンを必要とすることがあるが，ほと

んどは，生活の改善，抗糖尿病薬でコントロール

される。糖尿病の９５％以上が２型の糖尿病であ

る。２型は発症時より無症状の事が多いので受診

時に種々の合併症をおこしている事があり，何時

発症したかは１型と異なりはっきりとはしない。

かつては２次性といわれていたが，表６ではⅢ

―Ｂ（他の疾患による）に分類される疾患がある。

他に原因があって糖尿病と同じ状態になる疾患で

内分泌疾患，肝臓疾患，薬物，感染症などがあ

る。

インスリンの供給（分泌量，速度等）と組織にお

けるインスリンの必要度のバランスがとれていれ

ば，高血糖などを生せず，代謝は正常に保たれ

る。インスリンが分泌され，その濃度に見合った

組織におけるインスリン作用が発揮されればよい

が，インスリンがあるが充分な作用が出来ない状

態をインスリン抵抗性という。インスリン抵抗性

の原因には�インスリン受容体の数の減少，�イ

ンスリン受容体での細胞内情報伝達能力の低下，

�インスリン拮抗物質の存在などが考えられる。

特に肥満者では血中のインスリン量が高値なのに

高血糖がみられる事があるがその一例である。

１）症状ならびに診断

糖尿病の症状は�高血糖に伴う代謝障害と�長

期にわたる高血糖による慢性の合併症による症状

がある。初期は無症状であるが，口渇，多飲，多

尿，疲労感，体重減少などを訴えるようになる。

慢性合併症には後述するようなものがあるが，そ

の症状の主なものは視力低下，足のシビレ，無月

経，発汗異常，下痢，便秘などがある。

診断は�随時血糖値（どんな条件下で測定して

も，例えば食直後でも空腹時でも）が２００mg／dl

以上，�早朝空腹時が１２６mg／dl 以上，�７５ｇ

糖負荷試験で２時間値が２００mg／dl 以上が確認

されたとき「糖尿病型」と判定する。糖尿病とし

ての上述の症状に「糖尿病型」であるか，あるい

は「糖尿病型」であり HbA１C が６．５％以上である

場合糖尿病と診断する。７５ｇ糖負荷試験は糖尿病

の診断にもちいられるもので，診断がついている

人に糖負荷試験をする意味はなく，空腹時血糖が

１４０mg／dl 以上，随時血糖が２００mg／dl 以上，

空腹時血糖が１２６mg／dl 以上で HbA１C が６．５％以

上のときは，７５ｇ糖負荷試験は不要である。

２）合併症

合併症は急性と慢性合併症に分類される（表

７）。糖尿病性昏睡にはケトアシドーシス昏睡と

高浸透圧昏睡に分類される。ともに異常高血糖に

より引き起こされるものである。ケトアシドーシ

ス昏睡はインスリン注射の中止，インスリン抵抗

性の増大，感染，ストレスが誘因となり起こる。

インスリンの極度の作用不足によりケトン体が上

表６ 糖尿病の分類

Ⅰ．１型 自己免疫性，特発性
Ⅱ．２型 インスリン抵抗性
Ⅲ．その他

Ａ．遺伝子異常
Ｂ．他の疾患による

Ⅳ．妊娠糖尿病

表７ 糖尿病の合併症

Ⅰ．急性合併症
１．糖尿病性昏睡
２．急性感染症

（３．低血糖性昏睡）

Ⅱ．慢性合併症
１．糖尿病性網膜症
２．糖尿病性腎症
３．糖尿病性神経障害
４．動脈硬化
５．壊疽

１０００ 水野：歯科臨床医にとっての内科疾患の知識と対応
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昇して血液が酸性（アシドーシス）に傾き，脱水を

起しショック状態になる。特徴的症状は Kuss-

maul 大呼吸，アセトン臭，頻脈，血圧低下をみ

る。Kussmaul 大呼吸とは呼吸を頻回に大きな深

い呼吸をして炭酸ガスを排出して血液をアルカリ

性にするためのいわば代償的にしている呼吸であ

る。

高浸透圧昏睡は脱水が先行して循環障害を起こ

すもので，血糖は異常高値であるがアセトン臭な

どはしない。

急性感染症は感染症が起こったのを契機に重症

化することが多い。慢性合併症の壊疽は始めの

ちょっとした傷がもとで起こってくるので，初期

の充分な感染対策は重要である。

低血糖性昏睡は糖尿病の合併症ではないが，血

糖降下剤（経口抗糖尿病薬，インスリンなど）の投

与により血糖が低下し，引き起こされる昏睡状態

であるのでここで述べる。症状は交感神経刺激症

状（発汗，動悸，手の震え，頻脈など）を来し，さ

らに血糖が低下すると中枢神経症状（頭痛，目の

かすみ，空腹感，眠気など）を来し，ついには昏

睡状態を起こす。脳の神経細胞はブドウ糖しかエ

ネルギーとして使えないために，低血糖状態が続

くとついには不可逆的神経状態となり，植物人間

となってしまう。早くに発見して対処することが

重要であり，糖尿病性昏睡との鑑別も大切であ

る。歯科治療中に糖尿病患者が，だるい，眠い，

沈み込むような感じなど，いつもと違った感じに

なったときは，意識があれば経口的に糖分の投与

を行うが，反応が鈍く意識がなくなっているよう

な時はブドウ糖の静脈内投与を行う。これらの処

置により，低血糖であれば反応が直ぐに現れてく

る。もし反応が明らかでない時は糖尿病性昏睡も

考えられるので，適切なる医療機関に搬送するこ

とが大切である。

慢性合併症のうちでも特に網膜症，腎症，神経

障害は糖尿病性慢性合併症の三徴という。慢性の

高血糖状態が全身の血管の変化を起したものであ

る。

糖尿病性網膜症の合併をみるために，糖尿病患

者では定期的に眼底の検査が必要である。その網

膜症の病期により経過観察期間が決まってくる。

最終的に防ぐ事が出来ないと失明することにな

る。その他，眼科に関係した合併症に白内障があ

る。一般的には老化に伴い白内障になるが，糖尿

病によるものは水晶体の中心から起こるために早

期に視力障害がくる事が多い。

糖尿病性腎症は腎臓の糸球体に変化が起こる

が，腎症の早期には尿中のアルブミン排泄の増加

としてとらえられる。腎症の早期発見のためには

定期的に尿中のアルブミンを測定することが必要

であるが，それにもまして血糖コントールが一番

重要である。最近は，腎不全により血液透析をす

る患者の一番多い原因は糖尿病性腎症である事は

前述した。

糖尿病性神経障害の特徴的症状はストッキング

様の知覚障害，しびれ感，痛みなどである。知覚

鈍麻により四肢の火傷に気付かずに壊死に陥って

しまったり，痛みの程度によっては寝間着がすれ

たり，風があたっただけでも激しい痛みを訴える

事がある。その他自律神経障害により心臓，消化

管，膀胱などの機能障害がみられることもある。

３）予防

糖尿病の予防には発症予防，二次予防，三次予

防がある。発症予防には�肥満の回避，�身体的

活動の増加，�適性な食事である。二次予防は�
糖尿病検診で糖尿病あるいは疑いのある者を見逃

さないよう検出する（検診，ドッグなどで）。�事

後指導の徹底である。三次予防は治療の継続によ

る合併症の進展を抑制することである。

４）コントロールの指標と評価

糖尿病のコントロールがよいか悪いかの判断指

標として，HbA１C，空腹時血糖，食後２時間の血

糖が用いられる。表８の様な基準で評価するが，

不可の状態では糖尿病専門医の受診を行い，コン

トロールされてから歯科治療を行うにこしたこと

はない。

５）治療

治療の原則は良好な血糖のコントロール状態の

維持である。そのことは前述の合併症の発症，進
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治
療
の
継
続

治
療
の
継
続

治療

● 食事療法，運動療法

治療

● 食事療法，運動療法
● 経口血糖降下薬の使用
SU薬，BG薬，αグルコシダーゼ阻害剤，
チアゾリジン誘導体など＊

治
療
の
継
続

治療

● 食事療法，運動療法
● 経口血糖降下薬の増量および別途薬剤
の併用を考慮＊

● ２型糖尿病が中心となる
● 急性代謝失調を認めない場合
● 随時血糖値２５０mg/dl 程度またはそれ以下
● 尿ケトン体（－）
● 血糖コントロール目標は「良」

までとするが，患者の年齢お
よび病態を考慮しつつ主治医が設定する

治療

● 食事療法，運動療法
● インスリン療法または，インスリン療法
を基礎にした併用療法に切り替える

血糖コントロール
目標の達成

血糖コントロール
目標の不達成

血糖コントロール
目標の達成

血糖コントロール
目標の不達成

血糖コントロール
目標の達成

血糖コントロール
目標の不達成

＊症例によってはインスリン治療もありうる。

図５ インスリン非依存状態の治療（高度なあるいは急性代謝失調を認めない場合）
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展を阻止する事になり，ひいては健康人と変わら

ない日常生活と寿命を全うすることが出来ること

を忘れてはならない。食事療法，運動療法が基本

であり，薬物療法が加わることになる。２型の糖

尿病の治療の流れを糖尿病治療ガイド（２０００）の図

５を載せる。食事療法の実際はまず必要カロリー

の計算である。通常は標準体重（身長（ｍ）２×２２）

×身体活動度できめる。身体活動度は軽作業の人

（２５～３０Kcal／kg 標準体重），普通の人（３０～３５

Kcal／kg 標準体重），重い作業の人（３５～Kcal／

kg 標準体重）で決める。その決められた範囲内で

のカロリーでバランス良くとることが必要であ

る。そのために食品交換表があり，各栄養素をバ

ランス良くとることに心掛ける。これ以外にも合

併症を伴うときはその都度バランスを変えていく

必要がある。例えば腎症を発症した場合は摂取蛋

白量の制限が必要であるなどである。運動療法に

は歩行程度のものから激しいものまであるが，糖

尿病では基本的には歩行が最適である。理想的に

は１日１５－３０分，１日２回，脈拍数が１００前後で

やや「きつい」と感じられるぐらいを，毎日，食

後に行うのがよい。適宜変更は，やむをえず，充

分量を実施可能な範囲で行う。しかし，すべて運

動療法が良いということでなく，状況で判断す

る。例えばコントロールが非常に良くない時，眼

底出血を起している時，腎不全，循環器合併症が

ある時はそれぞれの専門医と相談の上，実施され

なければならない。

薬物療法には経口薬物療法とインスリン療法が

ある。経口薬物療法として現在は表９の様に分類

されている。各々の薬物により特徴があり，病

態，年齢などにより使い分けることが必要であ

る。一般的に古くから多く用いられているのがス

ルホニル尿素薬，ビグアナイド薬である。スルホ

ニル尿素薬はインスリン分泌を促して，血糖を下

げる。ビグアナイド薬は肝臓での糖新生の抑制，

糖吸収の抑制などを介して血糖を下げる。α－グ

ルコシダーゼ阻害薬は小腸における α－グルコシ

ダーゼ作用を阻害し，糖の消化抑制，吸収を遅ら

せるために食後の高血糖を抑制する。チアゾリジ

ン誘導体は１日１回投与で，作用時間も長く，イ

ンスリン抵抗性を改善して血糖を下げる。フェ

ニールアラニン誘導体はインスリン分泌を促進

し，作用時間が短く約３時間である。

インスリン療法で特徴的なことは，自己注射が

可能であり，作用時間がまちまちであるので，き

め細かい治療が可能なことである。かつては動物

からとっていたが，現在はほとんど合成のもので

ある。自己注射もペン型のものもでき，簡単に正

確にできるようになった。かなり経口抗糖尿病薬

が開発され進歩したが，インスリンに勝るものは

ない。２型の糖尿病でもコントロール不良になっ

たり，インスリンの適応になってもまだ「インス

リンを始めたら一生注射しなければならないし，

面倒だ」と言って拒否する人がいるが，ほとんど

は慢性合併症―透析，失明など―になった時に初

めて後悔する人が多い。現在ではかなり認識が変

わってきているので，必要な時は早くにインシュ

リン療法に替え，高血糖を排除してコントロール

を良くする方法が大切であり，経口抗糖尿病に変

えることも可能であることの認識も必要である。

〈ポイント〉インスリン，抗糖尿病薬で治療して

いる患者の歯科治療中に，だるいとか，眠いとか

不定症状を訴えたり，普段と異なった反応の時

は，まず低血糖性昏睡として糖分の補給をする。

表８ コントロールの指標と評価

評価 優 良 可 不可

HbA１C ５．８ ５．８－６．５ ６．６－７．９ ８．０以上

空腹時血糖 １００未満 １００－１１９ １２０－１３９ １４０以上

食後２時間の血糖 １２０未満 １２０－１６９ １７０－１９９ ２００以上

HbA１C は％，血糖は mg／dl，不可は専門医へ紹介

表９ 経口抗糖尿病

１．スルホニル尿素薬
２．ビグアナイド薬
３．α－グルコシダーゼ阻害薬
４．チアゾリジン誘導体
５．フェニールアラニン誘導体
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糖尿病性昏睡か低血糖性昏睡か悩む必要はない。

糖分の補給に反応すればよいが，反応しない場合

は糖尿病性昏睡の可能性があるので搬送する必要

がある。

８．Ｃ型肝炎

最近注目されてきたＣ型肝炎について述べる

が，肝臓を悪くする原因は，Ｃ型肝炎ウイルス

（HCV）だけではない。その他の肝炎ウイルスす

なわちＡ型，Ｂ型，Ｄ型，Ｅ型，Ｆ型，Ｇ型肝炎

ウイルスがある。これらの肝炎ウイルス以外の

EB ウイルスなどのウイルスでも肝機能障害がく

る。さらにアルコール，薬物，自己免疫疾患など

などがある。

Ｃ型肝炎が注目されてきた理由は，年間死亡数

が肝硬変で３，０００人，肝臓癌で３万人（日本人の死

因の３位）であり，Ｃ型肝炎は感染すると慢性肝

炎，肝硬変，肝臓癌へと進行する。慢性肝炎の７０％

は HCV 抗体陽性（２０％はＢ型肝炎ウイルス陽

性），肝臓癌の８０％が HCV 抗体陽性（１１％はＢ型

肝炎ウイルス陽性）であり，年にＣ型慢性肝炎の

２％，Ｃ型肝硬変の７％が肝臓癌になる。この経

過をたどった６０歳代に肝臓癌が多いことは感染し

て２０－３０年後に肝臓癌になる事を示唆している。

ちなみに，HCV 感染者は世界中でエイズの４倍

の１．８億人いるといわれている。

１）感染経路

輸血，経静脈的薬物乱用（注射器の使い回し），

予防接種，血液透析，入れ墨，ピアス，針治療，

観血的医療行為（針刺し事故で１．８％感染），性行

為（まれ），母から子供（母子感染はＢ型，AIDS

に比べて少ない）である。

１９８８年（昭和６３年）HCV 抗体が発見され（遺伝子

の cDNA がクローニングされた）。１９８９年より輸

血の血液の抗体検査（スクリーニング）が始まり，

輸血によるＣ型肝炎の発生は激減した。現在，輸

血その他の血液製剤での肝炎発症は限り無く０に

近い。

握手，くしゃみ，咳，抱き合う，キス（唾液か

らはうつらない），隣に座る，食器の共用，一緒

に入浴しても感染しない。母乳から感染しない

が，乳首に傷があったりするとそこからの血液を

介して感染することはあり得る。母親の胎盤を通

して移行する HCV 抗体は１２か月ぐらい残ってい

る。生後３－６か月経って HCV・RNA を調べれ

ば感染したか否かがわかる。

日本には１００－２００万人の HCV キャリアーがい

るといわれ，米国では感染者３９０万人で，うち２７０

万人（約７０％）が慢性化しているといわれている。

ちなみに，１９９５年に初めて献血をした人２７万人の

うち，HCV 抗体が０．５６％で陽性であり，年齢が

高くなる程，陽性率が高い事が明らかになった。

２）Ｃ型肝炎の検査法

まず最初に�感染しているかどうか調べる。そ

れには，HCV 抗体と HCV・RNA 定性検査をす

ればよい。通常は HCV 抗体でよいのであるが，

感染直後の時は，HCV 抗体ができるまでに感染

後，通常１－３か月を要する（ウインドウ期と称

する）。その間は HCV・RNA 定性検査をして感

染しているか否かを診断する。感染している場合

は�肝炎の活動度を知るために，GOT（AST），

GPT（ALT）などの測定をする。感染し，活動性

がある場合に肝臓の状態がどの程度の状態（慢性

肝炎の初期なのか，肝硬変症になっているのかな

ど）であるかを知るために�肝炎の進展度を肝生

検を行うことにより繊維化の程度で判断する。慢

性肝炎は組織学的に繊維の出来方により，軽度Ｆ

１），中度（Ｆ２），重度（Ｆ３），肝硬変（Ｆ４）に

分類される。この分類はＣ型肝炎の進展と相関し

ている事がいわれている。すなわち，慢性肝炎で

は８－１０年かかってＦ１からＦ２へ，そしてＦ３

へと一段階ずつ進行していく。繊維化の状態は肝

臓に針を刺す肝生検をして，組織学的に程度を分

類していくが，負担を少なくして，同様な情報を

得る為の工夫がなされた。繊維化と血小板数が相

関することが分かり（血小板数により８０％は推測

出来る），発癌率との関係で表１０のようにまとめ

られている。

３）予防

予防には�感染に対する予防と�感染後の肝障
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害の進展，発癌の予防がある。

�感染予防としては輸血の問題があるが，ほと

んどはスクリーニング検査にてチェックされ感染

することはないが，１００％ではない。輸血用血液

は HBV，HIV のウイルスの核酸を検出すると同

じように HCV でも核酸増殖検査（NAT）を導入

しウイルスの核酸を検出するようになっている。

その他，前述の感染経路の遮断しかない。

�Ｃ型慢性肝炎，肝硬変，肝臓癌への道筋の予

防は肝硬変への進行を防ぐことである。現在，イ

ンターフェロン（IFN）療法と炎症を抑える肝庇護

療法が行われている。Ｃ型肝炎の自然治癒の確率

は０．２％であるといわれている。

４）Ｃ型肝炎の治療

Ａ．インターフェロン療法 １９９２年から医療保

険が適応になった。IFN により１／３は著効（血中

からウイルスが消失），１／３はウイルスは排除で

きないが進行を遅らせる（ウイルスは残るが，肝

機能が正常化したり，よくなったりする。発癌率

が下がる。），１／３は無効例である。このような治

療効果を規定するものに�ウイルス量，�ウイル

スの遺伝子型，�肝臓の繊維化の程度がある。効

果があるのはウイルス量が少なく，ウイルス型は

２型，病期（前述）はＦ１－２であり，難しいのは

ウイルス量が多く，ウイルス型は１型，病期Ｆ３

－４である。日本人は，効果の少ない遺伝子型の

１型が７０％を占めている。ウイルスが除去されれ

ば４年で一段階の割で繊維化が改善し，発癌リス

クも減ってくる。完全な IFN の効果のみられな

いものに対して最近リバビリンという抗ウイルス

剤のインターフェロン療法との併用で効果が上

がってきているといわれている。IFN＋リバビリ

ン治療により，IFN 単独での有効率が３０％であ

るのに対して，３０－４５％有効率の上昇がみられて

いる。その他，体内で少しずつインターフェロン

を放出し，週に１回投与でよいペグインターフェ

ロン療法とか，インターフェロン再投与が（一部

の症例で一定の条件下で承認された）行われ，Ｃ

型肝炎進展阻止率の改善がみられている。

Ｂ．肝庇護療法 肝臓の炎症を治める事が進行

を遅くし，しいては発癌を予防することが明らか

になり，インターフェロン療法で効果のない症例

では炎症を治めるために，ウルソ，小柴胡湯，強

ミノファーゲンＣなどの注射が行われている。

C．HCV に対するワクチン開発は現在，困難

であるといわざるをえない。

５）急性肝炎の診断

急性肝炎は感染症新法の４類感染症全数把握疾

患に分類されている。７日以内に保健所に届ける

必要があり，Ｃ型肝炎も例外ではない。肝機能障

害があり，急性Ｃ型肝炎を疑われた場合の診断は

どうしたらよいであろうか。�HCV の核酸・抗

原の検出すなわち HCV 抗体陰性で HCV・RNA

陽性の場合，�血清抗体の検出，すなわち患者ペ

ア血清で HCV 抗体の明らかな抗体価の上昇が

あった場合に急性Ｃ型肝炎と診断される。

６）肝硬変，肝臓癌の早期発見のための方法

肝硬変，肝臓癌と診断され初めて肝炎ウイルス

の感染が確認される場合がある。さらに肝臓癌の

９５％は肝炎ウイルスの感染がみられるのであるか

ら，まずは HCV に感染しているか否かを調べて

おくことが先決である。不幸にして HCV に感染

し，種々の治療によっても HCV を排除できな

かった症例の経過観察中に大切なことは，肝硬

変，肝臓癌を早期に発見し，治療することであ

る。肝臓癌を早期に発見するための手段として，

超音波検査，CT（＋造影剤），MRI，腫瘍マー

カ ー（AFP，AFP―Ｌ３，PIVKA Ⅱ を 検 査 す

表１０ 肝臓の繊維化の程度と血小板，発癌率との関係

軽度（Ｆ１） 中度（Ｆ２） 重度（Ｆ３） 肝硬変（Ｆ４）

１０年間の推定発癌率 ５ １５ ３０ ７０％

簡単な目安（血小板数） １５－１８ １３－１５ １０－１３ １０万以下
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る。）の検査であるが，肝障害が進行していれば

しているほど頻回に検査をする必要がある。肝硬

変で肝癌発見の為には通常３か月に一回は超音波

検査などが必要である。早朝に発見されれば，肝

臓癌は�外科的治療：肝癌切除，�内科的治療：

エタノール注入療法，マイクロ波凝固療法，ラジ

オ波療法，�動脈塞栓療法の選択により治癒させ

る事ができる。しかし，その部分は治癒しても，

一度癌が発見されたらまた肝臓の他の部分にでき

る可能性があるということを意味しているのであ

るから，さらに慎重なる経過観察が必要である。

〈ポイント〉HCV は血液を介して感染するウイ

ルスであるので，輸血歴のある人，肝疾患で患っ

ている人では HCV が陽性か否かを確認しておく

必要がある。しかし，HCV の陽性，陰性の如何

を問わず，通常の処置においても，観血的歯科

治療においてはなおさらであるが感染防御のため

に手袋，眼鏡などの予防策をとっておくべきで

ある。血液中にはなお未知のウイルス，未確認因

子が存在しているということを忘れてはいけな

い。

おわりに

歯科臨床医にとって必要と思われる内科的知識

について最近の進歩をまじえながら解説した。私

が１９９９年３月に〈内科学エッセンス〉歯科臨床医

のための内科学（一世出版株式会社）を出版してか

ら２年数ヶ月たらずであるが，この間の医学分野

における考え方の変化，ガイドライン，マニュア

ルなどの進歩は目覚ましい。これに乗り遅れては

歯科臨床に支障を来すことが考えられるので，今

回の講演の機会を与えられたのを機に，講演内容

をまとめて報告することにした。

各項目ごとに〈ポイント〉として，まさに必要

最小限の知識を述べた。このポイントだけでも役

に立つと思われるが，本文はそれを理解するため

に必要な解説文と考えていただきたい。この拙文

が明日からの歯科臨床に少しでもお役に立てれば

幸福である。

本稿は平成１３年（２００１年）７月１４日に三郡市歯科医師会
合同学会（静岡県歯科医師会共催）にて発表した内容を
加筆訂正したものである。なお，本学会を主催され，
発表の機会を与えていただいた三島市歯科医師会 小
野 毅会長，田方歯科医師会 阿武野弘信会長，駿東
歯科医師会 太田昭二会長，三島市歯科医師会学術担
当 鈴木啓昭理事に感謝致します。この講演を企画立
案し推薦していただきました東京歯科大学口腔外科非
常勤講師（三島市歯科医師会理事）栗原由紀夫先生に感
謝致します。
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