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抄録：２０００年１月から２００２年１２月までの３年間に東

京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来で全身管理下に

処置を行なった症例について，統計的に検討した。

受診患者数は２０００年１０４８名，２００１年１０６８名，２００２

年１１６５名と経年的に増加していた。特に歯科恐怖症

等の患者の増加が著しかった。また３年間を通じて，６５

歳以上の高齢者の患者数に増加がみられた。患者の

内訳は３年間を通じて有病者（約３５％），障害者（約

２５％）が多かった。患者管理法ではミダゾラム単独

投与による静脈内鎮静法が多く行なわれていた。

また歯科麻酔科外来における全身麻酔症例は，２０００

年９７症例から２００２年１４３症例と増加しており，特に

入院を伴った全身麻酔症例が２０００年９症例から２００２

年３８症例と急激に増加した。

これは入院全身麻酔に限り，午後からでも開始で

きるとしたシステムの変更によるものと考えられ，

全身麻酔症例は，今後も増加していくと考えられる。

緒 言

歯科麻酔科外来症例は１９９３年以降，年間延症例数

が常に２０００症例を超え１）～５），２０００年以降は４０００症例

を超えるようになった。これは，社会の高齢化に伴

い，高齢者，特に内科的疾患を有する患者が歯科を

受診する機会が増え，これらの患者をいかに安全な

全身管理のもとに歯科治療を行うかということが重

要となったため，他科において，歯科麻酔科の業務

に対する認識が向上したことにより，紹介患者が増

加したためと思われる。また，それに加え，現代の

歯科医療に，より一層の快適性が求められるように

なってきたことも，症例数の増加の原因と思われる。

今回，我々は歯科麻酔科外来を２０００年１月から２００２

年１２月に受診した症例について，統計的に検討を行

なったので報告する。

対 象

対象は２０００年１月から２００２年１２月までの３年間に

東京歯科歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来を受診し

た患者，２０００年１０４８名，延症例数４２４７症例，２００１年

１０６８名，延症例数４１８２症例，２００２年１１６５名，延症例

数４０５４症例で１．性別，２．年齢分布，３．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，５．全身麻酔症例，６．ペインク

リニック症例について集計した。

なお有病者とは，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，障害者とは知的障害，

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。また歯科恐怖症等の

患者とは，歯科恐怖症患者，嘔吐反射の強い患者，

過換気症候群や，いわゆる脳貧血様発作の既往のあ

る患者とした。

結 果

１．性別

対象のそれぞれの男女比は，２０００年では総患者数

１０４８名中男性４７３名（４５％），女性５７５名（５５％），２００１
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図4　有病者の分類
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図3　症例分類
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年では，総患者数１０６８名中男性５１４名（４８％），女性

５５４名（５２％），２００２年では総患者数１１６５名中男性５４２

名（４７％），女性６２３名（５３％）であり，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２０００年で

は０歳から９０歳，２００１年は０歳から９５歳，２００２年は

０歳から９３歳と３年間を通じて広範囲であった。６０

歳以上の患者数は２０００年２５０名，２００１年２９３名，２００２

年３２６名であった。そのうち６５歳以上の高齢者の患

者数は２０００年１８０名（１７．２％），２００１年２２０名（２０．６％），

２００２年２３５名（２０．２％）と増加していた。４０歳以下の

患者では障害者が多く，５０歳以上の患者では有病者

が多かった。０歳の患者では術前検査のための採血

が多かった。

３．患者・症例分類（図２，３）

症例の内訳は，２０００年では有病者３７１名９７３症例

（２２．９％），障害者２６０名１１１２症例（２６．２％），ペイン

クリニック７２名１５００症例（３５．３％），口腔外科手術２３３

名２９２症例（６．９％），歯科恐怖症等の患者９４名３４７症

例（８．２％），救急１８名２３症例（０．５％）であった。

２００１年では有病者３９１名９４９症例（２２．７％），障害者

２９２名１１６６症例（２７．９％），ペインクリニック９２名１４６３

症例（３５．０％），口腔外科手 術１５６名２１８症 例（５．２

％），歯科恐怖症等の患者１２５名３７４症例（８．９％），救

急１２名１２症例（０．３％）であった。

２００２年では有病者４０７名９８３症例（２４．２％），障害者

３０５名１１３３症例（２７．９％），ペインクリニック７６名１０４７

症例（２５．８％），口腔外科手 術１５５名２５１症 例（６．２

％），歯科恐怖症等の患者２０７名６２３症例（１５．４％），

救急１５名１７症例（０．４％）であった。

１）有病者の分類（図４）

有病者は２０００年では３７１名５０６疾患あり，そのうち

循環器系疾患を有するものが４２６疾患（８４．２％）あ

り，呼吸器系疾患は３２疾患（６．３％），代謝内分泌系

疾患は１８疾患（３．６％）であった。２００１年は，３９１名５３０

疾患であり，内訳は循環器系疾患４３０疾患（８１．１

％），呼吸器系疾患２７疾患（５．１％），代謝内分泌系疾

患２９疾患（５．７％）であった。２００２年は４０７名５４２疾患

であり，内訳は循環器系疾患４６４疾患（８５．６％），呼

図２ 患者分類
図１ 年齢分布

図３ 症例分類 図４ 有病者の分類
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図6　患者管理法の分類
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図5　障害者の分類
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図7　静脈内鎮静法に使用した薬剤の分類
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吸器系疾患２７疾患（５．０％），代謝内分泌系疾患４２疾

患（７．７％）であった。循環器系疾患では高血圧症，

虚血性心疾患が多かった。

２）障害者の分類（図５）

障害者は精神遅滞，脳性麻痺，ダウン症，自閉

症，てんかんが主であった。障害者の総患者数は２０００

年２６０名，２００１年２９２名，２００２年３０５名と年々増加し

ていた。そのうち，精神遅滞を合併している者は，

２０００年では１９２名（７３．８％），２００１年では２１５名（７３．６

％），２０００年では２１５名（７０．５％）であった。

４．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

た症例を対象とした。２０００年１９６９症例，２００１年１８５６

症例，２００２年１９３８症例であった。内訳は精神鎮静法

が最も多く，２０００年１１５２症例（静脈内鎮静法１１４０症

例，笑気吸入鎮静法１２症例），２００１年１００８症例（静脈

内鎮静法９９６症例，笑気吸入鎮静法１２症例），２００２年

１１０５症例（静脈内鎮静法１０９１症例，笑気吸入鎮静法

１４症例）であり，静脈内鎮静法が毎年９８％以上を占

めていた。

静脈内鎮静法を行なった症例の６０～７０％が有病者

と障害者であり，この割合に３年間で大きな変化は

なかった。その他では，歯科恐怖症等の患者が２０００

年２４５症 例，２００１年２１２症 例，２００２年３０４症 例 で あ

り，２００２年は２０００年と比較して，大幅に増加した。

静脈内鎮静法に使用した薬剤の分類を（図７）に示

す。プロポフォールの単独投与は各年とも約３０％で

あったが，ミダゾラムの単独投与は２０００年４２．９％か

ら２００２年５１．７％と増加した。プロポフォール，ミダ

ゾラムの併用は約１５％，その他の薬剤（ジアゼパム

など）または，プロポフォールとミダゾラムの組み

合わせ以外の薬剤併用は２０００年１９．６％から２００２年

８．８％と減少した。

モニター監視の多くは有病者であり，２０００年２３１

症例中１９９症例（８６．１％），２００１年２１９症例中１７６症例

（８０．３％），２００２年２１８症例中１７３症例（７９．３％）であっ

た。

歯科麻酔科医が診療に立ち会うが，モニタリング

機器を用いない歯科麻酔科医スタンバイは，障害者

が最も多く，２０００年４８９症例中４１１症例（８４．０％），２００１

年５２８症例中４５３症例（８５．８％），２００２年４７５症例中３９４

症例（８２．９％）であった。

５．ペインクリニック症例

ペインクリニック症例の対象となった疾患は，三

叉神経痛，帯状疱疹後神経痛などの神経因性疼痛，

顎関節症，顔面神経麻痺などであった。

処置内容では星状神経節ブロックを行なった症例

が，２０００年には最も多かったが，２０００年１５００症例中

１０９１症例（７２．７％），２００１年１５００症例中６６８症例（４４．５

図５ 障害者の分類 図６ 患者管理法の分類

図７ 静脈内鎮静法に使用した薬剤の分類

大野，他：東歯大千葉病院歯科麻酔科外来の臨床統計３１２

― 32 ―



図9　入院全身麻酔
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％），２００２年１０４７症例中５７７症例（５５．１％）で年毎に減

少傾向がみられた。それに対して，投薬またはド

ラッグチャレンジテストを行なった処置は，２０００年

１５００症例中６６症例（４．４％），２００１年１５００症例中２１３症

例（１４．２％），２００２年１０４７症例中１９３症例（１８．４％）と

なり，ペインクリニック症例中の割合が増加した。

６．全身麻酔症例（図８）

全身麻酔症例は，２０００年９７症例，２００１年１０１症例，

２００２年１４３症例と大幅に増加していた。

全身麻酔症例の内訳では，障害者が最も多く２０００

年７１症例（７３．２％），２００１年６６症例（６５．３％），２００２年

８１症例（５６．４％）であった。また処置当日に来院し，

処置後入院する入院全身麻酔は，２０００年９症例，２００１

年８症例，２００２年３８症例であり，２００２年は２０００年，

２００１年と比較して著明な増加がみられた。入院全身

麻酔の内訳を（図９）に示す。抜歯が２０００年５症例，

２００１年３症例，２００２年２７症例と，２００１年から２００２年

にかけて大幅に増加した。

考 察

東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来の患者数は

年々増加し１）～５），２０００年からは１０００名を超える患者

が歯科麻酔科外来へ来院するようになった。延べ症

例数は，２０００年から２００２年にかけて大きな変化はみ

られなかったが，２０００年は４２４７症例と１９９９年の２９０５

症例と比較して著明な増加がみられた。これはペイ

ンクリニック症例に対して，２０００年から積極的に診

療を行ったことにより，ペインクリニック症例

が，１９９９年３９８症例から２０００年１５００症例と増加した

ことが主な理由として考えられる５）。

患者，症例分類では，有病者，障害者，歯科恐怖

症等の患者の患者数に増加がみられた。また歯科麻

酔科外来で治療を受けた６５歳以上の患者数の増加が

みられた。このことは，加齢に伴って基礎疾患を合

併している患者が増加し，歯科麻酔科での全身管理

下での歯科治療を必要とする症例が増加したためと

考えられた。

有病者は歯科治療時のストレスによりその症状が

増悪する可能性があるため治療中の精神的緊張を和

らげる目的に，精神鎮静法下での歯科治療が必要と

なることが多い６）。精神鎮静法には吸入鎮静法と静

脈内鎮静法があり，当科では効果の確実性が高い静

脈内鎮静法を主に行なっている。この３年間の累計

では，有病者の症例数２９０５症例のうち４１．０％にあた

る１１９１症例で静脈内鎮静法が行なわれた。

有病者と同じく障害者も年々増加していた。障害

者症例の管理方法は歯科麻酔科医スタンバイが最も

多く，以下に，静脈内鎮静法，全身麻酔の順であっ

た。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なわれ

ていた。

口腔外科処置の患者数は２０００年２３３名から２００１年

１５６名，２００２年１５５名と減少していた。これは以前に

は歯科麻酔科外来で行なわれていた外傷または顎変

形症手術の術後患者のプレート除去術が手術室で行

なわれるようになったためと考えられる。

ペインクリニック症例では，三叉神経痛，顎関節

症，顔面神経麻痺の症例が多く，その他，帯状疱疹

後神経痛も含まれていた。症例数は２０００年１５００症

例，２００１年１４６３症例，２００２年１０４７症例で，ここ３年

間では減少が見られた。痛みの発生機序に交感神経

系が関与しており，交感神経遮断で痛みが軽減する

疼痛を交感神経依存性疼痛と呼ぶ。一方，交感神経

遮断を行っても治療効果のない病態は，交感神経非

図８ 全身麻酔 図９ 入院全身麻酔
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依存性疼痛と分類されている７）。今回の３年間の症

例の推移は，星状神経節ブロックによって治療効果

がみられなかった症例に対して，投薬，ドラッグ

チャレンジテスト８）９）を行なった症例の割合が増加し

た結果と考えられた。

全身麻酔症例は２０００年から２００２年にかけて増加が

みられた。とくに入院全身麻酔は２０００年９症例，２００１

年８症例から２００２年３８症例と急激に増加がみられ

た。歯科麻酔科外来での入院全身麻酔では，日帰り

全身麻酔の適応症１０）に加え，遠方からの来院患者，

止血管理や疼痛管理を必要とする症例が対象であ

る。東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来では，入

院全身麻酔が増加した２００２年は３８症例中，２７症例が

複数智歯の抜歯など比較的侵襲の大きい抜歯であっ

た。このような症例では抜歯後の止血，疼痛，栄養

管理のために入院下の処置が適応と考えられた。そ

の他は遠方からの小児の歯科治療患者，禁飲食など

の術前管理を必要とした障害者などであった。

当科では日帰り全身麻酔症例は，術後患者の回復

状態を十分に観察できる時間を確保するため，午前

９時３０分に処置を開始できるように全身麻酔の導入

を行なっているが，入院全身麻酔は，患者の帰宅時

間を考慮せずに術後管理が行なえるため，午後から

の全身麻酔導入が可能である。全身麻酔症例数が２００２

年に急激に増加した理由として，２００２年から午後１

時３０分からも入院全身麻酔が開始できるようにシス

テムを変更し，一日に２件の全身麻酔が行なえるよ

うになったことも原因のひとつと考えられる。

また全身麻酔症例では，平均約３時間，デンタル

チェアーを使用する。そのため，全身麻酔症例の増

加に伴い，歯科麻酔科医が口腔外科，保存科外来に

出向いて，静脈内鎮静法を行う機会が増加した。

入院全身麻酔症例の増加は，現代の歯科治療に求

められている安全性に加え，快適な歯科治療といっ

たニーズに対応した結果と考えられ，今後も増加し

ていくと考えられる。

まとめ

１）２０００年（１０４８名，延症例数４２４７症例），２００１年

（１０６８名，延症例数４１８２症例），２００２年（１１６５名，延

症例数４０５４症例）と，２０００年から２００２年にかけて患

者数は増加したが延症例数に大きな変化はなかっ

た。これはペインクリニック症例において，来院回

数を比較的多く必要とした星状神経節ブロックを行

なった症例に代わり，投薬，ドラッグチャレンジテ

ストを行なった症例が増加した結果と考えられる。

患者，症例分類では，歯科恐怖症等の患者数，症例

数に大きな増加がみられた。

２）３年間を通じて症例の内訳は有病者と障害者が

多かった。

３）年齢分布では，６５歳以上の高齢者が増加してい

た。

４）３年間を通じて有病者の疾患数では循環器系の

疾患が最も多く（８３．７％），中でも高血圧症が多かっ

た。

５）３年間を通じ障害者の約７０％以上が精神遅滞を

合併していた。

６）精神鎮静法の９８％以上が静脈内鎮静法であっ

た。内訳では，歯科恐怖症等の患者の症例数が増加

していた。

７）全身麻酔症例は３年間を通じて，症例数が増加

した。特に入院全身麻酔が２０００年の６症例から２００２

年の３４症例に増加した。
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Anesthesia

A retrospective investigation was made of 1,048 patients (4,247 cases) in 2000, 1,068 patients (4182 cases)

in 2001, and 1,165 patients (4,182 cases) in 2002 who consulted the outpatient clinic of the Department of Den-

tal Anesthesiology at the Tokyo Dental College Chiba Hospital.

１）The increase in patients with dental phobia was particularly remarkable. Male and female patients

were almost equal in number.

２）Cases were divided in to the following categories in 2000 : medically compromised patients (973 cases,

22.9%), handicapped patients (1,112 cases, 26.2%), patients undergoing pain-clinic treatment (1,500 cases,

35.3%),patients undergoing minor oral surgery (292 cases, 6.9%), patients with dental phobia or gag reflex

(347 cases, 8.2%),and medical emergency patients (23 cases, 0.5%). There were 1,152 cases who received

intravenous sedation, and 97 cases who received general anesthesia.

３）Cases were divided in to the following categories in 2001 : medically compromised patients (949 cases,

22.7%),handicapped patients (1,166 cases, 27.9%), patients undergoing pain-clinic treatment (1,463 cases,

35.0%), patients undergoing minor oral surgery (218 cases, 5.2%), patients with dental phobia or gag reflex

(374 cases, 8.9%), and medical emergency patients (12 cases, 0.3%). There were 996 cases who received

intravenous sedation, and 101 cases who received general anesthesia.

４）Cases were divided in to the following categories in 2002 : medically compromised patients (983 cases,

24.2%),handicapped patients (1,133 cases, 27.9%), patients undergoing pain-clinic treatment (1,047 cases,

25.8%), patients undergoing minor oral surgery (251 cases, 6.2%), patients with dental phobia or gag reflex

(623 cases, 15.4%), and medical emergency patients (15 cases, 0.4%). There were 1,091 cases who received

intravenous sedation, and 143 cases who received general anesthesia.

５）More than 80% of the medically compromised patients had circulatory diseases.

６）Approximately 70% of the handicapped patients were mentally retarded.

７）General anesthesia cases with hospitalization increased from 9 cases (2000) to 38 cases (2002).

Appropriate preoperative evaluation and intraoperative management are important for preventing sys-

temic complications during the dental treatment of medically compromised and handicapped patients.

（The Shikwa Gakuho，１０４：３１０～３１５，２００４）
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