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抄録：２００３年１月から２００６年１２月までの４年間の東
京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例について，
症例数の推移，患者分類，全身管理法を調査し，そ
の中でも特に他科外来に「出張」して全身管理を
行った症例に関して，症例数，静脈内鎮静症例数，
患者分類，診療科別静脈内鎮静症例数を調査検討し
た。
歯科麻酔科外来症例数は経年的に増加しており，

外来症例数がほぼ飽和状態になったため，それに
伴って出張症例数が増加した。その結果，当科にお
ける静脈内鎮静症例数が大きく増加し，２００６年には
１９４４症例になった。患者分類では歯科恐怖症・異常
絞扼反射患者の増加が著しく，診療科別静脈内鎮静
症例数は保存科症例が増加した。このような症例数
の増加は，近年歯科治療に対して安全性と快適性を
求める患者のニーズに対して，当科における２００５年
の専門外来開設と院内外への啓発活動による歯科麻
酔科業務の認知度の向上が原因であると考えられ
た。

緒 言

近年の高齢社会の到来と医療技術の進歩により，
様々な全身疾患を有する患者の歯科治療が行われて

いる。また患者の需要・歯科治療の多様化により，
安全性と快適性が強く求められるようになってきて
いる。これらの結果，近年東京歯科大学千葉病院歯
科麻酔科外来の患者数および症例数が飛躍的に増加
しており１），２），３），歯科麻酔科医が他科外来に出向い
て全身管理を行う，いわゆる「出張」症例の頻度が
増してきている４），５）。

そこで，今回我々は２００３年１月から２００６年１２月ま
での４年間における東京歯科大学千葉病院歯科麻酔
科外来の症例数の推移，患者背景を調査し，その中
でも特に他科外来に「出張」して静脈内鎮静法を
行った症例に関し調査検討したので報告する。

対象と方法

対象は２００３年１月から２００６年１２月までの４年間に
東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科を受診した患者全
症例とした。調査項目は以下の通りである。なお，
本論文の全身管理症例とは歯科麻酔科全症例から初
診，診察，検査，ペインクリニック症例，救急症例
を除いた，すなわち何らかの全身管理を必要とした
症例とした。また今回，有病者とは循環器，呼吸器
などの内科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
能的障害を有している患者を示している。
１．症例数（ペインクリニックを除く）と患者分類
２．全身管理法
３．他科外来への出張症例

１）出張症例数
２）出張静脈内鎮静症例数
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３）出張症例の患者分類
４）出張症例の診療科別静脈内鎮静症例数

４．歯科麻酔科外来の稼働率
歯科麻酔科外来の稼働率は，年間全身管理時間／

年間診療時間×１００＝稼働率と定義し，算出した。
年間診療時間については，当院歯科麻酔科外来の診
療時間は平日が６時間，土曜日が３時間であり，診
療台が２台あるため，平日１２時間，土曜日６時間と
し，年間診療時間を算出した。なお，当科ではペイ
ンクリニックを除き，原則的に１６時３０分以降の予約
は入れていないため，平日の診療時間を６時間とし
た。また年間全身管理時間は，歯科麻酔科予約表か
ら全身管理を必要とした症例（全身麻酔，静脈内鎮
静法，モニター監視，歯科麻酔科医スタンバイ）の
予約時間の総和を集計し，算出した。

上記の項目を外来の予約表，受診記録，麻酔記録
をもとにレトロスペクティブに集計し，考察を加え
た。

結 果

１．症例数（ペインクリニックを除く）と患者分類
（図１）
歯科麻酔科総症例数は４年間で３５０４症例から４６０８

症例へ１１０４症例増加した。
有病者，歯科恐怖症・異常絞扼反射患者，口腔イ

ンプラント症例は増加傾向を示し，障害者は顕著な
変化が見られなかった。特に歯科恐怖症・異常絞扼
反射患者は，６４６症例から１０１５症例に大きく増加し
た。

２．全身管理法（図２）
全身管理症例は４年間で２１７０症例から２６５５症例へ

４８５症例増加した。
その中で静脈内鎮静症例数は１３１２症例から１９４４症

例と大きく増加し，全身麻酔症例数は大きな変化は
見られなかった。
３．他科外来への出張症例

１）出張症例数（図３）
他科外来への出張症例数は３５９症例から７２９症例へ

４年間で３７０症例増加した。特に２００５年の４８６症例か
ら２００６年の７２９症例へと大きく増加した。

２）出張静脈内鎮静症例数（図４）
静脈内鎮静症例数は１３１２症例から１９４４症例へ４年

間で６３２症例増加した。その中で出張症例における
静脈内鎮静症例数も経年的に増加した。

３）出張症例の患者分類（図５）
患者分類では有病者と歯科恐怖症・異常絞扼反射

患者が増加したが，特に歯科恐怖症・異常絞扼反射
患者は４年間で５８症例から２２１症例へ３．８倍と大きく
増加した。

４）出張症例の診療科別静脈内鎮静症例数（図６）
出張静脈内鎮静症例を診療科別にみると，保存科

と口腔インプラント科が増加しており，特に保存科
は４年間で５２症例から１６２症例へ３．１倍と大きく増加
していた。
４．歯科麻酔科外来の稼働率

２００６年の歯科麻酔科の年間全身管理時間は３８３２．５
時間，年間外来診療時間は３１０８時間であった。従っ
て２００６年の歯科麻酔科外来の稼働率は１２３．３％とい

図１ 症例数と患者分類
図２ 全身管理症例数と全身管理
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う結果であった。

考 察

当院における歯科麻酔科総症例数は経年的に増加
し，２００３年１月から２００６年１２月の４年間で１１０４症例
増加した。その中でも特に２００６年の増加が著しかっ
た。これは当院が２００５年にリラックス治療外来，障
害者歯科外来などの専門外来や口腔インプラント科
を開設したことに起因していると思われる。リラッ
クス治療外来では，静脈内鎮静法を併用し患者の歯
科治療に対するストレスが緩和されるため，有病者
や歯科恐怖症・異常絞扼反射患者などの症例が増加
したと考えられる。また口腔インプラント手術で
は，手術に対する恐怖や侵襲の大きさなどから全身
管理下に静脈内鎮静法を併用することが多くなる傾
向にある６），７）。一方，障害者歯科外来はⅠ・Ⅱに分
かれ，小児歯科と歯科麻酔科で症例が分散したた
め，症例数に大きな変化が見られなかったと推察さ

れる。これらの専門外来の開設に加え，当科では積
極的に院外・院内への啓発活動を行ってきたこと
が，さらに症例数を増加させたと推測される。

今日まで歯科医療における歯科麻酔学の重要性と
歯科麻酔科医の役割は多くの国民に十分に認識され
ていない現状であるが８），田村らは９），広告すること
で，潜在的な歯科恐怖症患者が受診するきっかけと
なると述べている。当科では，専門外来を開設し新
聞やメディア，セミナーなどを通じて広く広報した
結果，歯科麻酔科の認知度が高まり，患者数が増加
したのではないかと推測される。こうした院外から
の患者数増加に加えて病院内，特に保存科からの症
例が急増した。以前より口腔外科症例では治療が抜
歯，小手術など侵襲的，かつ観血的な処置が多いこ
とから，静脈内鎮静法が多く併用されてきた。しか
し近年，患者は通常の歯科治療に対しても，より快
適性を求めるようになっている。そのような中，リ
ラックス治療外来を開設し，院内へ啓発活動を行っ

図４ 出張静脈内鎮静症例数
図３ 出張症例数

図５ 出張症例の患者分類 図６ 出張症例の診療科別静脈内鎮静症例数
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た結果，保存科症例数が増加したと示唆される。こ
のように，専門外来の開設，広告，院内・院外への
啓発活動は，当科外来の患者数，症例数を大きく増
加させたと考えられる。

その結果，当院歯科麻酔科外来の２００６年における
稼働率は１２０％を超えている。この状況の中，歯科
麻酔科外来では外来全身麻酔を施行する時間を確保
しなくてはならず，静脈内鎮静症例が歯科麻酔科外
来の診療時間の枠に収まりきれなくなった。そこで
代替策として増加してきたのが，他科出張全身管理
である。しかし，全ての症例が他科出張全身管理の
適応となるわけではない。当科では適応基準を設け
ており（表１），他科出張全身管理はこの基準を満た
す症例に限り日本歯科麻酔学会認定医が行うことと
している。日本歯科麻酔学会認定医の数の増加は他
科出張全身管理数の増加につながると考えられる
が，その一方で当科の基準に従うと高齢者や有病
者，障害者，重度の歯科恐怖症・異常絞扼反射患者
などは適応から外れる。高齢者は基礎疾患を有して
いる場合が多く，周術期管理が困難である１０），１１）。ま
た，障害者は体動の抑制のため１２），１３），１４），重度の歯科
恐怖症・異常絞扼反射患者症例は嘔吐反射抑制のた
め deep sedation を行う場合があり呼吸抑制や循環
抑制などの問題点が考えられる１５），１６），１７）。いずれの症
例においても，周術期の合併症や緊急時の対応が問
題となり，安全性の面から，日本歯科麻酔学会認定
医であっても歯科麻酔科外来で歯科処置を行うこと
が第一選択となる。その結果，医療安全面からハイ
リスクの有病者や，無意識下での治療が必要な障害
者，重度の歯科恐怖症・異常絞扼反射患者症例が歯
科麻酔科外来を占有する割合が高くなる。これらの
ことから，軽度の歯科恐怖症・異常絞扼反射患者は

出張せざるを得ない状況であり，歯科恐怖症・異常
絞扼反射患者症例数増加の一因であると考えられ
る。

しかしこのような急激な患者数，症例数の増加
は，新たな問題を惹起する可能性がある。前述した
ように現在の歯科麻酔科外来は医療安全面から出張
して静脈内鎮静法を行うことが困難な症例で飽和状
態にあるが，これから先も全身管理症例数が増加の
一途を辿る場合，相対的に出張して静脈内鎮静を行
うことが困難な症例がさらに増加していくことが考
えられる。その結果，現在の歯科麻酔科外来の状況
のままでは，より一層予約が困難となり，患者が円
滑な治療を受けられない可能性が懸念される。この
ような状況を回避するためにも，歯科麻酔科外来の
診療台の増設等の対応が望まれる。その上で各科と
の連携や地域病診連携をより活発にし，患者にとっ
て快適な診療が円滑に行われることが重要であると
考えられる。

結 語

高齢社会の到来，リラックス治療外来等の専門外
来の開設や口腔インプラント外来の開設により，歯
科麻酔科外来の症例数は急増している。その結果，
相対的に他科外来への出張症例も増加している。歯
科麻酔科は，今後も予想される患者数・症例数増加
に対し，早急な対策が必要と考えられる。

本論文の主旨は，第２８４回東京歯科大学学会総会（２００７年１０
月２０日，千葉）において発表した。
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A retrospective investigation was made of 3,504 patients in 2003 and 4,608 patients in 2006 who con-
sulted the Outpatient Clinic of the Department of Dental Anesthesiology at Tokyo Dental College Chiba
Hospital．

The number of patients increased gradually over the 4-years period． The number of patients requir-
ing intravenous sedation showed a gradual increase． However，there is a limit to the number of patients
our outpatient department can accept． Therefore，this increase led to an increase in the number of pa-
tients managed by a dental anesthesiologist visiting outpatient clinic of those other than the Department of
Dental Anesthesiologist in Chiba Hospital．

Patients were divided into the following categories : medically compromised patients，disabled pa-
tients，patients undergoing minor oral surgery，and patients with dental phobia or gag reflex． The
number of patients with dental phobia or gag reflex increased markedly over 4 years． Patients seeking
safety and comfort appear to be increasing in number．

The specialization of our outpatient department and the effect of advertising in 2005 are believed to be
the reason behind this increase． （The Shikwa Gakuho，１０９：８５～８９，２００９）
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