
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

東京歯科大学市川総合病院口腔外科領域における肺血栓

塞栓症・深部静脈血栓症の患者リスクとその予防的処置

の現状

Author(s)
相川, 真澄; 芹田, 良平; 縣, 秀栄; 大内, 貴志; 小板

橋, 俊哉; 外木, 守雄; 山根, 源之

Journal 歯科学報, 109(2): 201-205

URL http://hdl.handle.net/10130/914

Right



抄録：当院口腔外科領域における，肺血栓塞栓症
（pulmonary thromboembolism：PTE）・深 部 静 脈
血栓症（deep vein thrombosis：DVT）予防ガイドラ
インに基づくリスク判定と予防法の運用実績を調査
したので報告する。
方法：対象は，２００７年５月～２００８年６月までのオー
ラルメディシン・口腔外科（OM）及び口腔がんセン
ター（OCC）の全身麻酔手術症例で，周術期PTE·
DVT リスク判定の結果，及び行われた予防法と
PTEの発症について調査した。
結果：OM患者２３８例中，低，中，高，リスク患者
は順に，２１６例，１５例，７例，OCC患者４０例中で
は，１０例，１５例，１５例で，最高リスクはともに０例
であった。予防法は，術中は全例で間欠的空気圧迫
法を行い，低用量未分化ヘパリンの投与は一例も行
われていなかった。治療を必要としたPTE患者は
認められなかった。
結語：調査症例中５２例（１８．７％）の患者が中リスク以
上であった。リスクが高くなるにつれて発症率・死
亡率は上昇するため，適切なリスク判定とそれに応
じた予防法を行うことが重要である。

緒 言

肺血栓塞栓症（pulmonary thromboembolism：P-
TE）は，術後の致死的合併症として認識されてい
る。しかし，PTE患者の８０％に深部静脈血栓症
（deep vein thrombosis：DVT）が存在することが報
告されていることから１），予防的治療を行い得る疾
患でもある２）。
欧米では，年間３０万人が PTEで死亡すると報告

されているが２），本邦においても患者の体格，食生
活の変化，手術内容の多角化などから患者が増加し
ていることを受けて，２００４年に肺血栓塞栓症予防ガ
イドラインが発行された３）。実際に，整形外科の下
肢手術を始め，骨盤内手術など高リスク手術ではす
でに，予防的治療が広く行われ成果が上がってい
る１，４～６）。当院でもこれを修正したガイドラインを作
成し，運用している７）。しかし，歯科・口腔外科患
者を含め，手術自体のリスクが少ない手術では，患
者リスク（患者背景因子によるリスク）に関する報告
は，未だ十分になされていない８）。そこで，歯科・
口腔外科領域の患者における PTEリスクのヒスト
グラムを解析することにより，周術期の予防的治療
の是非を検討し，さらに術後に発生した PTEの発
生率を調査することを目的とした。
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東京歯科大学市川総合病院，歯科・口腔外科および
口腔がんセンターの全身麻酔下手術症例を対象とし
た。周術期 PTE・DVTリスク判定，予防的処置，
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PTEの発症率についてレトロスペクティブに調査
した。結果は歯科・口腔外科患者，口腔がんセン
ター患者に分けて示した。データの解析および判定
は，患者管理と結果の運用に関係のない歯科医師に
よって行われた。
１）周術期 PTE・DVTリスク判定方法
東京歯科大学市川総合病院・歯科・口腔外科にお

ける肺血栓塞栓症ガイドラインに基づき，表１に示
すリスクファクターが術前に存在するか否かを主治
医が判定し，その結果をもとに，表２に従って患者
リスクを低，中，高，最高の４つに分類している。
これらの記録をもとに，個々の患者が有している術
前のリスクファクター総数別のヒストグラム，およ
び個々のリスクファクターを有する患者数を求めた。
２）予防的処置
表１，２をもとに得たリスク判定に基づき，施行

すべき予防的処置（表２）がなされていたか否かを調
査した。
３）PTEの発症率
周術期に治療を要する PTEが発生したか否か

を，診療録をもとに調査した。

結果・考察

この期間の手術症例数は合計３００例で，そのうち

追跡可能であったのは歯科・口腔外科２３８例（男性
１１５例，女性１２３例），口腔がんセンター４０例（男性２７
例，女性１３例）であった。
１．周術期 PTE・DVTリスク判定結果
PTEリスク判定の結果は，歯科・口腔外科２３８症

例中，低リスク患者２１６例（９１％），中リスク患者１５
例（６％），高リスク患者７例（３％）。口腔がんセン
ター４０症例中，低リスク患者１０例（２６％），中リスク
患者１５例（３８％），高リスク患者１５例（３８％）で，最高
リスクに分類された患者はいなかった。悪性腫瘍患
者では，全体の約５０％が高リスクであった。歯科・
口腔外科症例では，１６５例（６９％）がリスク無しで
あったが，口腔がんセンター症例ではリスク無し患
者はなかった（図１）。個々のリスク因子に対する延
べ患者数を，表３に示す。全手術患者の約１／４が悪
性疾患を有しており，リスクファクター頻度として
一番多かった。悪性疾患，高齢，肥満の三項目で
６１．７％を占めた。なお，悪性腫瘍患者の多い口腔が
んセンター症例においても，術前から中心静脈カ
テーテル留置している患者はいなかった。
２．予防的処置の施行状況
手術中は全症例で間欠的空気圧迫法（intermittent

pneumatic compression：IPC）を使用していた。術
後は高リスク患者では全症例 IPCを使用し，中リ

表１ 肺血栓塞栓症リスクファクター

項 目

肥 満
下肢静脈瘤・下肢のむくみ

下肢麻痺
下肢ギブス固定
高齢者（７０歳以上）
悪性疾患
癌化学療法

中心静脈カテーテル留置
炎症性消化器疾患

長期臥床
鬱血性心不全
呼吸不全
重症感染症

静脈血栓塞栓症の既往
先天性血栓性素因

抗リン脂質抗体症候群
肺血栓塞栓症の既往

表２ リスク判定とその対処法

該当項目数 判定結果 対処方法

１個以下 低リスク 早期離床·積極的運動

２個 中リスク 弾性ストッキングまたは IPCの
使用

３個以上 高リスク 低用量未分化ヘパリンと IPCの
使用 or

低用量未分化ヘパリンと弾性ス
トッキング使用 or

低用量未分化ヘパリンと用量調節
ワーファリン使用

IPC：intermittent pneumatic compression
該当項目数は，個々の患者が有しているリスクファクター
の合計個数を表す。
最高リスクは肺血栓塞栓症の既往がある場合とし，高リス
クと同様の予防的処置とする。
また，状態によっては永久的下大静脈フィルター留置も考
慮する。
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スク以下では必要に応じて IPCの使用と早期離
床・積極的運動での対処が行われていた。また，
中，高リスク患者であっても低用量未分化ヘパリン
などの薬物療法や，下大静脈フィルターを挿入した
症例はなかった。
３．PTEの発生率
調査期間中に治療を必要とした PTE患者の発症

は両患者群とも認められなかった。
東京歯科大学市川総合病院，歯科・口腔外科およ

び口腔がんセンターの全身麻酔下手術症例を対象
に，周術期 PTE・DVTリスク判定，PTE予防法，
PTEの発症について調査した。調査可能であった
２３８例の内，５２例（１８．７％）の患者が中，高リスクを
有していた。この内，高リスク患者は２２例（７．９％）
であった。しかし，高リスク患者の予防として定め
られている低用量未分化ヘパリンの投与は一例も行
われていなかった。これは，口腔外科領域の手術は
エアウェイに近く，術後出血が気道閉塞を引き起こ
すことが懸念されたため抗凝固療法が敬遠され，早
期離床・積極的運動と IPCを用いた理学療法を中
心に予防処置が行われたものと予測された。しか
し，日本麻酔科学会の報告では，外科系全領域の予
防法別死亡率を算出しており，予防をしなかった症
例では死亡率は２５．４％，理学的予防実施症例死亡率
は１６．４％，抗凝固薬使用症例死亡率は１５．５％といず
れも有意な低下を認めている８）。当院は，集中治療
室（ICU）を有しており，リスクを有する術後患者は
ICUで管理されている。この点を考慮すると，今
後，高リスク患者にヘパリンを投与することにより

術後出血が増加するか否か，また，気道管理に与え
た影響等についてさらなる調査・研究を行なう必要
がある。
現在 PTEによる死亡率は，高齢化の到来，食生

活の欧米化，診断率の向上といった様々な原因によ
り増加しており，本邦で２００１年に行われた多施設治
験によれば，DVT２３．７％，PTE０．６％と，欧米の
発生率とほぼ同じレベルであった４，９，１０）。一方，２００４
年に行われた日本麻酔科学会の報告では，全体での
発生率が１万人あたり３．６２人に対し，頭頸部では
０．５５人，胸壁・腹壁・会陰に対する relative risk は
０．４と低い結果となっている８）。歯科・口腔外科領域
では，大部分の症例で手術部位が頭頸部に限られて
おり，早期離床・積極的運動が可能なため骨盤内手
術等と異なり，周術期の PTE発生率は他の外科系
の科に比較して低くなっていると推測される。しか
し，悪性腫瘍に限定すると約５割が高リスクであっ
た。これらの患者に対しては遊離皮弁を用いた再建
手術も多数行われている。こうした患者では，他の
口腔外科手術患者と比較し，長時間手術，長期臥床
による PTEの発生リスクが増加する可能性を有す
る８）。一方，遊離皮弁を用いた再建手術では気管切
開が施行されており，気道閉塞の懸念も減少できる
ため，このような患者から予防対策を徹底するのが
望ましいと考えられる。

表３ 各リスクファクターに対する患者数

項 目 歯科・口
腔外科

口腔がん
センター

合計人数
（％）

肥満 ２５ ９ ３４（１７．２）
下肢静脈瘤・下肢のむくみ １０ ２ １２（ ６．１）

下肢麻痺 ４ ０ ４（ ２．０）
下肢ギブス固定 １０ ０ １０（ ５．０）
高齢者（７０歳以上） １７ １９ ３６（１８．２）
悪性疾患 １２ ４０ ５２（２６．３）
癌化学療法 ３ １６ １９（ ９．６）

中心静脈カテーテル留置 ０ ０ ０（ ０ ）
炎症性消化器疾患 ６ ０ ６（ ３．０）
長期臥床 １５ ３ １８（ ９．１）
鬱血性心不全 １ ０ １（ ０．５）
呼吸不全 ０ １ １（ ０．５）
重症感染症 ３ ０ ３（ １．５）

静脈血栓塞栓症の既往 ２ ０ ２（ １．０）
先天性血栓性素因 ０ ０ ０（ ０ ）
抗リン脂質抗体症候群 ０ ０ ０（ ０ ）
肺血栓塞栓症の既往 ０ ０ ０（ ０ ）

計（人） １０８ ９０ １９８（１００）

図１ 術前のリスクファクター保有数別の患者分布
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口腔外科領域で PTE発症を検討した報告は散見
されるが，多施設治験や十分な症例での検討は見当
たらない。岩井らは，一年間に施行した全身麻酔下
手術症例９１例において，American College of Chest
Physician（ACCP）ガイドラインの最高リスクに相
当する患者は我が施設と同様に０例であった。我々
の判定方法とは異なるが，ヘパリンの使用を推奨す
る中リスクの患者は約３４％で，高リスク患者は３％
であったと報告している。我々の調査結果より中リ
スク患者が多いが，これはセレクションバイアスに
よるものと判断した。報告では，全例でガイドライ
ンに即した予防的治療がなされており，PTEの発
生は認められなかった１１）。
当院，歯科口腔外科，および口腔がんセンター症

例では，調査した期間に治療を必要とするような
PTEの発生はなかった。しかし，PTEは一万人当
たり数人しか発症しない疾患であり，早期に適切な
処置が行われても約２０％が死亡すると報告されてい
るが１２），幸いなことに予防が可能な疾患でもある。
現時点で発症がなくとも，PTE発症の可能性を常
に念頭に置き対処することが重要である。今後，継
続して PTEの発生を調査するとともに，口腔外科
医，歯科麻酔医，集中治療医などで議論し，低用量
未分化ヘパリンの使用を含めた，より徹底した予防
治療の遂行が望まれる。

結 論

２００７年５月～２００８年６月までの１年２ヶ月間の歯
科・口腔外科および口腔がんセンターの手術症例の
周術期 PTE発症リスクファクター調査を行った。
歯科・口腔外科症例では，９０％がリスク無しまたは
低リスクであったのに対して，口腔がんセンター症
例では８０％が中リスク以上であった。しかし，高リ
スク患者に対して推奨されているヘパリンの投与は
行われていなかった。これは，口腔外科領域の手術
はエアウェイに近く，術後出血が気道閉塞を引き起
こすことが懸念されたため，早期離床・積極的運動
と IPCを用いた理学療法のみが選択されたものと
推測された。PTEは適切な対策を行えば発症率を
低下させることが可能であることと，リスクが高く
なるにつれて発症率・死亡率は上昇するため，適切

なリスク判定と，それに応じた予防法を行っていく
ことが重要である。

本論文の要旨は，第２８６回東京歯科大学学会（２００８年１０月１８
日，千葉）において発表し，座長から推薦された論文である。
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Pulmonary thromboembolism（PTE）is a major life-threatening complication associated with surgery．
Deep vein thrombosis（DVT）has been reported in a number of patients with PTE． The purpose of our
survey was to evaluate the risk and prevention of PTE in patients undergoing oral and maxillofacial sur-
gery at the Ichikawa General Hospital．
All patients undergoing oral and maxillofacial surgery under general anesthesia between May 2007 and

June 2008 were enrolled in this survey． Patients attending both the oral medicine（OM）and oral cancer
centers（OCC）were included in this survey． Perioperative risk of PTE and DVT，management of pre-
ventive therapy for PTE，and incidence of PTE were investigated．
In OM patients，the number of patients with low，moderate or high risk of PTE was 216，15 and 7，

respectively． Similarly，40，10，and 15 were observed in OCC patients． No patient had the highest
risk of PTE． All patients were used an Intermittent pneumatic compression was used in all patients dur-
ing operation． No patient had PTE．
Fifty-five patients（１８．７％）had moderate or high risk of PTE；no patient was treated with unfraction-

ated heparin． Approximately 50％ of patients with carcinoma had a high risk factor；therefore，appro-
priate risk determination and preventive therapy for PTE are an important consideration in patients under-
going oral and maxillofacial surgery． （The Shikwa Gakuho，１０９：２０１～２０５，２００９）
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