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緒 言

近年，社会が多様化し，歯科医療を取り巻く環

境もめまぐるしく変化している。特に，歯科医療

を安全でさらに快適に受けられるように，歯科治

療時の全身管理，ペインクリニック，救急処置，

インプラント手術時の精神鎮静法，障害者・小児

患者の歯科治療時における全身麻酔など，全身管

理と疼痛管理といった業務を担う歯科麻酔科医へ

の期待は年々増加している。それにともない歯科

麻酔科医の業務は，今までの手術室中心の場か

ら，広く歯科医療の場に活動を広げている。

今回我々は，東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔

科における１９９８，１９９９年の２年間の実績を集計

し，特に歯科麻酔科外来にあたる多機能診療室症

例について検討し，今後の展望について考察を加

えた。

対象および方法

１９９８，１９９９年の２年間に加え，野間らが報告し

た１９９４～１９９７年の臨床統計１）との比較を行い，過

去６年間の水道橋病院歯科麻酔科業務の実績を比
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全身麻酔法による管理割合の増加とペインクリニック患者症例割合の増加であった。外来における
全身麻酔症例増加の要因に，ラリンゲルマスクによる呼吸管理，プロポフォールの使用，オープン
システムの導入が考察された。ペインクリニック患者の増加には，歯科麻酔科と関連他科とが連携
して行うチーム医療の認識の広がりが考察された。
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較，検討した。

対象は１９９８，１９９９年に東京歯科大学水道橋病院

で行われた手術室症例および多機能診療室を受診

した患者とした。

検討内容は�手術室症例数，�多機能診療室総
症例数，�総患者数，男女比，年齢分布，�患者
分類，�全身管理方法，�担当科別症例数であ
る。本論文で検討した総症例数とは，のべ症例数

のことで，例えば１人の患者が１０回来院した際，

症例数１０例とした。

結 果

� 手術室症例数（図１，２）

手術室における麻酔管理総症例数は１９９８年：

２０５症例，１９９９年：２２１症例で，うち全身麻酔症例

数１９９８年：１６１症例，１９９９年：２２０症例。局所麻酔

症例数１９９８年：４３症例，１９９９年：１症例。入室後

中止症例数１９９８年：１症例であった。

全身麻酔症例での麻酔維持薬は，１９９８年：笑気

－酸素－イソフルラン麻酔２８症例，笑気－酸素－

セボフルラン麻酔３症例，笑気－酸素－プロポ

フォール麻酔１３０症例。１９９９年：笑気－酸素－イ

ソフルラン麻酔８症例，笑気－酸素－セボフルラ

ン麻酔１８症例，笑気－酸素－プロポフォール麻酔

１９４症例で，静脈麻酔薬であるプロポフォールの

使用割合が増加した。

� 多機能診療室総症例数（図３）

歯科麻酔科外来にあたる多機能診療室の総症例

数は１９９８年：８９７症例，１９９９年：２２２２症例で，１９９９

年は前年と比較し約２．５倍に増加した。

� 総患者数，男女比，年齢分布（図４，５）

多機能診療室における総患者数は１９９８年：３５７

名（男性１６４名，女性１９３名），１９９９年：６９６名（男

性３１３名，女性３８３名）で，１９９９年は前年と比較

図１ 手術室症例数の推移 図２ 全身麻酔薬

図３ 多機能診療室総症例数の推移 図４ 多機能診療室総患者数の推移

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ５１

― 51 ―



し約２倍の増加であった。男女比に差はなかっ

た。

多機能診療室を受診した患者の年齢範囲は１９９８

年：２歳～９１歳，１９９９年：１歳８ヶ月～９３歳と多

岐にわたり，１９９４年以降その割合に変化は認めら

れなかった。

� 患者分類（図６，７）

患者数の急激な増加に伴いすべての分類におい

て患者数は増加した。その内訳は，１９９８年：有病

者患者１１４名（３１．９％），小手術患者１１７名（３２．８％），

歯科恐怖症や異常絞扼反射の患者６０名（１６．８％），

ペインクリニック患者２３名（６．４％），救急患者２０名

（５．６％），障害者患者１４名（３．９％），緊急手術の患者

９名（２．５％）。１９９９年：有病者患者２３５名（３３．８％），

小手術患者１８５名（２６．６％），歯科恐怖症や異常絞

扼反射の患者１２８名（１８．４％），ペインクリニック患

者８５名（１２．２％），救急患者２４名（３．４％），障害者

患者２３名（３．３％），緊急手術の患者１６名（２．３％）で

あった。中でもペインクリニック患者は１９９８年：

１９７症例，２３名，１９９９年：９４６症例，８５名と，この

１年で約３．７倍の患者数の急激な増加であった。

� 全身管理方法（図８，９）

総症例数１９９８年：８９７症例，１９９９年：２２２２症例

から初診や診査を除いた，多機能診療室で実際に

処置を行った１９９８年：３５７症例，１９９９年：６９６症例

を分類した。その内訳は，１９９８年：静脈内鎮静法

３３９症例（７４．３％），全身麻酔法４３症例（９．４％），モ

ニター監視法３９症例（８．６％），歯科麻酔科医スタ

ンバイ法２９症例（６．４％），静脈確保４症例（０．９％），

笑気鎮静法２症例（０．４％）。１９９９年：静脈内鎮静

法５７１症 例（７４．４％），全 身 麻 酔 法１４４症 例

（１８．８％），モニター監視法２１症例（２．７％），歯科

麻酔科医スタンバイ法１０症例（１．３％），静脈確保

２０症例（２．６％），笑気鎮静法１症例（０．１％）で，全

身麻酔法による管理割合が１９９９年は前年と比較し

約３．４倍の増加であった。

図６ 患者分類（１９９８年）図５ 年齢分布（１９９８年，１９９９年）

図７ 患者分類（１９９９年） 図８ 全身管理方法（１９９８年）
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� 担当科別症例数（図１０，１１）

当科で担当している症例はペインクリニックを

含む１９９８年：３０１症例，１９９９年：１１４２症例で，急

激な増加を示した。その他は他科より依頼を受け

た患者であった。

各診療科担当医が診療を行う，各科担当症例数

の内訳は，口腔外科が１９９８年：４５３症例（７６％），１９９９

年：８４６症例（７９％）。保存科１９９８年：７０症例（１１．７

％），１９９９年：９１症例（８．５％）。補綴科１９９８年：４１

症例（６．９％），１９９９年：６６症例（６．２％）。総合歯科

１９９８年：１３症例（２．２％），１９９９年：３５症例（３．３％），

オープンシステム１９９８年：１７症例（２．９％），１９９９

年：１８症例（０．７％）。症例数は増加したものの，

その割合に大きな変化はなかった。

考 察

東京歯科大学水道橋病院における手術室症例数

は毎年２００症例前後で，経年的に全身麻酔法によ

る手術割合が増加した。全身麻酔法における維持

麻酔薬の内訳は，１９９４～１９９７年では吸入麻酔薬で

あるイソフルランやセボフルラン麻酔が主体で

あったが，１９９８，１９９９年では静脈麻酔薬であるプ

ロポフォールを使用した全身麻酔法の割合が増加

した。プロポフォールは麻酔導入が迅速かつ円滑

で，持続注入による良好な麻酔維持が可能，覚醒

が速やかであり２），さらに制吐作用を示すといわ

れている３）。これらの特徴を有するプロポフォー

ルの使用は，麻酔時間の短縮などの手術運営面

や，外来での全身麻酔の術後管理面からも非常に

有用性が高い麻酔薬であると思われる。

一方，東京歯科大学水道橋病院多機能診療室は

千葉病院の歯科麻酔科外来にあたり，他科が歯科

麻酔科の管理下に歯科医療を安全でさらに快適に

受けられるように，歯科治療時の精神鎮静法や全

身麻酔，またペインクリニック，救急処置といっ

た全身管理と疼痛管理を主な業務としてる。チェ

アーは２台で，うち１台は小手術が行え，全身麻

図９ 全身管理方法（１９９９年） 図１０ 担当科別症例割合（１９９８年）

図１１ 担当科別症例数割合（１９９９年）
図１２ １人平均来院回数の推移
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酔にも対応している。診療業務は常勤歯科医師２

名により行われ，２０００年より常勤歯科衛生士１名

が診療補助に加わった。１９９９年の総患者数は６９６

名で，過去５年間で最も多かった１９９８年と比較す

ると，およそ２倍の増加を示し，症例数ではおよ

そ２．５倍の急激な増加であった。男女比や年齢分

布の割合に大きな変化は認められなかった。１人

平均来院回数は，１９９４～１９９８年までは１人平均約

２．２回だったのに対し，９９年は３．２回に増加した（図

１２）。これは繰り返し来院するペインクリニック

患者の来院数の増加を反映した結果であると思わ

れた。また１９９９年の患者分類と全身管理方法にお

ける大きな特徴は，全身麻酔法による管理割合の

増加と，ペインクリニック患者の症例割合の増加

であった。（図１３，１４）

外来における全身麻酔症例増加の要因には大き

く２つあり，１つは麻酔管理上の要因，もう一つ

は日帰り全身麻酔による障害者・小児患者の歯科

治療依頼の増加が要因にあげられる。麻酔管理上

の要因として，今まで静脈内鎮静下に行ってきた

顎変形症術後のプレート除去手術が，プロポ

フォール，ラリンゲルマスクを使用した全身麻酔

法による手術が可能となったことが考察される。

Deep sedation か全身麻酔法かを選択する際，

我々は常に呼吸管理の問題を考慮しながらその選

択を決定しなければならないが，覚醒が速やかで

清明である特徴を有するプロポフォール２）の使用

と，ラリンゲルマスクによる筋弛緩薬や喉頭展開

なしに気道確保が行える４）全身麻酔法の選択は，

術者とコメディカル，さらには患者にとっても有

用な方法であると思われる。もう一つの要因に

は，院内からの紹介だけでなく地域歯科医師会

や，関連施設からの紹介の増加が考えられ，その

一部にオープンシステムの導入がある（図１５）。

オープンシステムは，かかり付け歯科医が患者と

一緒に大学病院を訪れ，大学病院は全身管理と診

療の場を提供し，かかりつけ歯科医師と院内医師

が共同診療を行うシステムであり，現在の紹介医

と大学病院との関係からさらに一歩進んだ患者本

位の診療体型であると思われる。特に障害者の歯

科治療は，各地域の障害者を専門に治療する公的

なセンターなどで，ようやく歯科医療の恩恵を受

けることができるようになりつつあるが，障害者

センターの歯科医師は常勤していないのが現状

で，派遣医師の輪番制によって診療を行っている
図１３ 多機能診療室における全身麻酔症例数の推移

図１４ ペインクリニック患者数・症例数の推移 図１５ オープンシステム症例数の推移

５４ 雨宮，他：東歯大水病歯科麻酔科における臨床統計
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ところが多い。その弊害として，前医の治療方針

との食い違い，治療に対する責任感の希薄化，患

者の把握困難などの問題点が多く残っている５）。

そこで東京歯科大学水道橋病院では現在，中野区

歯科医師会，練馬区歯科医師会，都立豊島病院，

心身障害者総合医療センターと連携し，オープン

システムによる障害者患者や小児患者の歯科治療

の受け入れを積極的に行っている。今後も，東京

歯科大学水道橋病院は地域医療への貢献と高次医

療機関としてその役割を担うために，より広く

オープンシステムを受け入れられる環境を整備す

る必要がある。

一方，歯科麻酔科担当症例数の増加は，他科か

ら依頼を受けたペインクリニック患者の増加がそ

の要因を担い，特に多機能診療室におけるペイン

クリニック患者数と症例数の急激な増加は，歯科

麻酔科と関連他科とが連携して行う疼痛管理の

チーム医療の認識の広がりが考察された。つま

り，以前は各診療科単位で治療を行っていたペイ

ンクリニック患者が歯科麻酔科へ紹介され，関連

他科と協力して治療を行う機会が増加した結果で

あると考察された。

それぞれの症例数や患者数の増加の一端には，

ようやく歯科麻酔科医がいままでの手術室中心の

業務から，広く歯科医療の場に活動を広げて全身

管理や疼痛管理といった業務を行っている認識の

広がりが伺えた。今後の展望として，他科や関連

施設と強固に連携し，歯科治療時の安全性の確立

と患者のニーズに応えられる質の高い臨床の場，

オープンシステムの受け入れ環境の整備，ペイン

クリニック患者への疼痛管理の行える連携システ

ムなどに，歯科麻酔科として貢献していく必要が

ある。

結 論

� 手術室症例は全身麻酔法による管理割合が

１６１症例（１９９８年），２２０症例（１９９９年）と増加した。

また全身麻酔法における維持麻酔薬では，静脈麻

酔薬の使用頻度が増加した。

� 多機能診療室における総症例数は８９７症例

（１９９８年），２２２２症例（１９９９年）と大幅に増加した。

� 多機能診療室における総患者数は３５７名

（１９９８年），６９６名（１９９９年）と前年に比較し約２倍

の増加であった。男女比に差はなかった。

� 患者分類では，患者数の急激な増加に伴い

すべての分類において患者数は増加し，特にペイ

ンクリニック患者は１９７症例２３名（１９９８年），９４６症

例８５名（１９９９年）と１年で約３．７倍の急激な患者数

増加であった。

� 全身管理方法では日帰り全身麻酔を含む外

来での全身麻酔症例が４３症例（１９９８年），１４４症例

（１９９９年）と増加した。

� 担当科別症例数では口腔外科の担当割合が

多いが，経年的に他科からの依頼が増加した。

本論文の要旨は，第２６９回東京歯科大学学会例会（２０００
年６月１７日，千葉）において発表した。
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Observation

We retrospectively investigated all of the patients managed and treated at the Department of Den-

tal Anesthesia of the Tokyo Dental College Suidoubashi Hospital in 1998, 1999. The numbers of cases

receiving general anesthesia were 204 cases in 1998 and 364 cases in 1999, respectively. The number of

cases dramatically increased in these two years. The reason for this is probably that we had adopted

laryngeal mask and propofol for the management positively, and we had accepted the open system con-

sultation. The number of all cases consulted the outpatient clinic were 897 cases（３５７patients）in 1998,

2222 cases（６９６patients）in 1999. The number of cases also increased. The main reason is that the pa-

tients requiring pain clinic were increased considerably. The increase is most likely caused by team

pain control among some departments. （The Shikwa Gakuho，１０２：５０～５６，２００２）
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