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静脈内鎮静法の現況：

インプラント手術を中心にして
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することで，目的とする鎮静状態にコントロールする
Ⅰ．はじめに

ものである．したがって，少量では鎮静し，増量すれ
ば全身麻酔がおこなえるので，鎮静のつもりが全身麻

静脈内鎮静法を併用した手術では，処置中の苦痛は

酔となり，全身麻酔のつもりが鎮静になり，患者が眠

著しく軽減する．ストレスホルモンであるカテコール

っていなかった（術中覚醒）という事態も生じる．そこ

アミン，ACTHならびにcortisolの血中濃度を測定す

で両者の関係を最初に述べる．

ると，局所麻酔のみの場合よりも，鎮静法を併用する
ことで低下しており，自律神経系が安定するという結

1．全身麻酔法

果が得られている1）・2）．そのため高血圧や心臓疾患を

す必要がある3）．

全身麻酔とは，典型的には以下の4つの要件を満た

もつ患者の歯科治療に使用されることが多い．

①意識の消失または抑制

鎮静法自体は，特別な機械を必要としないので，ど
この歯科医院でもおこなうことが可能である．そのた

②血圧，心拍やその他生理反応抑制（侵襲に対する

め最近は，インプラント手術に静脈内鎮静法の併用を

（封鎖痛

アピールされる歯科医院は増えてきている．

（彰筋弛緩

血圧，頻脈，体動など反応を抑制）

いて，明確な定義やガイドラインはなく，準備すべき

現在の麻酔科学は，この4項目を目標として，症状
に合わせた薬剤の投与量をオーディオのボリュームの

モニター，薬剤の選択および使用法と鎮静の深度など

ように増減してバランスをとることでそれぞれの薬剤

は，鎮静法の施行者や術者の判断に委ねられている状

の副作用を減少させる麻酔法（バランス麻酔）が主流と

況である．そこで，静脈内鎮静法の現状について解説

なっている．例えば，高血圧には降庄薬，頻脈には抗

し，さらに実施時の注意点についても述べたい．

不整脈薬，体動抑制には筋弛績薬を使用する．

しかし現在のところ歯科治療時の静脈内鎮静法につ

しかし，生体の反応はもう少し複雑である．痛みは，
Ⅰ．静脈内鎮静法と全身麻酔法の違いについて

血圧や脈拍を上昇させ，筋弛緩薬の効果を減少し体動
を生じさせる誘因となるので，もし，血圧が上昇した

患者だけでなく多くの歯科医師は，静脈内鎮静法は，

際に，原因が痛みであると判断すれば，降庄薬ではな

全身麻酔法よりも安全というイメージを持っている．

くて鎮痛薬を使用するし，意識の覚醒が原因と判断す

通常はその認識は正しい．ところが，術者の気づかな

れば睡眠薬を増量する．

い間に安全性が逆転してしまう場合が生じる．

ただし，過量になると術後に呼吸抑制や嘔吐の原因
となるので必要最小限の投与を目指して投与量を決定

静脈内鎮静法は，全身麻酔に使用する薬を少量使用

する．

全身麻酔は導入（気管挿管），維持，覚醒（抜管）の3
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期に分けることができる．一般に全身麻酔では，導入

精神鎮静法には，静脈内鎮静法と吸入鎮静法がある

時に気管挿管による気道確保を行うために，手術中は

が効果は静脈内鎮静法が確実に有利である．笑気吸入

鎮静法よりも安全と考えられている．

鎮静法は，効果が不確実なためと，吸入によりかえっ
て気分が不快になる人がいることなどから，最近使用

しかし，気管挿管が安全かつ確実にできるようにな
るには長期間の訓練が必要である．熟練者でも，筋弛

される頻度が少なくなっている．

緩薬の投与直後に挿管困難症が判明し，冷や汗をかく

どちらの鎮静法も原則は意識を失わずに中枢神経の

ことがある．さらに，気管と挿管チューブの接触刺激

みを抑制する意識下鎮静（consciousSedation）にある．

反応を抑制するためには，相応の麻酔薬の投与が必要

この鎮静レベルでは，患者は自分自身で呼吸を維持す

で，これは予期しない不整脈や低血圧を生じる原因と

ることが可能で，血圧や脈拍の変化もわずかにとどめ

なる．挿管操作による声帯や歯の器械的損傷，挿管刺

ることができる．しかし体動を止めることはできない

激による気管支痙攣を誘発したり，筋弛緩薬の括抗薬

ので，非協力患者に適応することはできない．

投与は，徐脈や頻脈を生じたりするなどの副作用を持

鎮静のレベルが深くなると意識は消失し，やがて口

つ．実際に全身麻酔を施行していると，不整脈，心電

答での指示や軽い刺激に反応しない状態となる．これ

図の虚血性変化，喘息発作などのアクシデントは導入

を深鎮静（deepsedation）とよぶ．深鎮静では知的障害

と覚醒の時によく経験する．すなわち，安全のために

者の行動調整も可能となるが，呼吸と上気道の反射を

行う気道確保はかなり侵襲的操作であるので，通常の

抑制するために麻酔の専門知識がないと管理は難しい．

インプラント手術で施行するには，必要性がリスクを

3．意識下鎮静〜深鎮静一全身麻酔は連続している

上回ることが重要だが，そのようなことは，あまりな

意識下鎮静は呼吸に与える影響は非常に少なく，安

いし，静脈内鎮静法で大部分が対応可能である．

全性の面からみると，深鎮静より有利である．しかし，

2．鎮静法

鎮静剤に対する感受性，代謝能力は個人差があり，単

笑気吸入鎮静法について，1972年Councilondental

一薬剤でも，投与する薬剤の種類や投与量で反応は多

therapeuticsが，無痛を目的とする方法ではなく，患

様であり，容易に深鎮静に移行する（表1）．

者の緊張，不安を除くことが目的であり，pSyChoseda−
tion，あるいはsedationと呼ぶべきであるとの見解を

また，意識下鎮静中に多弁や脱抑制とよばれる酪酎
状態に似た興奮状態をみることもある．この場合は深

出している4）．これが精神鎮静法となったようである．

鎮静へと移行させるか鎮静を中断して覚醒を待つか判

表1 連続する鎮静の深度
1．安静状態

反応

気道開通性
呼吸
循環器系

正常

2．軽い鎮静（有意識） 3．深い鎮静（無意識）

言葉や軽い接触で
目的行動
補助不要

繰り返す呼びかけ
または
痺痛刺激に
よって目的行動する

痔痛をあたえ
ても覚醒しない

時に補助が必要

補助必要

若干抑制

抑制される

維持されている

時に抑制される

十分 鼻
維持されている

4．全身麻酔

1．安静状態：最小限の鎮静＝言語に対して正常な反応，認知に若干の低下が認められる．
2．有意識鎮静：意識は抑制されているが，言葉や軽い接触で目的を持った反応ができる．
3．深鎮静：繰り返し刺激または痛み刺激をあたえないと容易には覚醒しない
4．全身麻酔：痛み刺激によっても覚醒せず，気道開通維持や呼吸補助が必要となる

（PracticeGuidelinesforSedationandAnalgesiabyNon−AnesthesiologistsAnUpdatedReportbytheAmericanSocietyof
Anesthesiologists′hskFbrceonSedationandAnalgesiabyNon−AnesthesiologistsAnesthesiology，96（4），1004−17，2002よ
り引用改変）
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断を迫られることになる．

監視下鎮静管理
（MonitoredAmesthesia Care：NAC）

一見安定しているようにみえてもドレープの下の患
勤

者の情報（呼吸状態，血圧，皮膚の色，痺痛を訴える

→
︳卿失

サインなど）を手術中の術者が把握することは難しい．

鵬

醒

4．手術中の注意点

意防消

れている理由である．

失‖
精度

意識レベル

これが，鎮静管理に専従する者が別に必要であるとさ

麻酔担当医は，鎮静状態を安定させるために，薬剤
の作用発現時間と手術侵襲の程度を予測して薬剤の投
薬剤投与量㌧ 1

与をおこなうが，鎮静剤の投与から手術開始までの時

図1（NovakLC．ASAupdatesitspositiononmonitoredanesthesia

間が長いとその間に意識下鎮静は深鎮静へ移行し，探

care．ASANewsl．，62（12）：22−23．1998より引用改変）

鎮静ではさらにレベルが進み全身麻酔へと移行する．

MACでは，意識下鎮静から深鎮静までを管理する．

鎮静開始後に術者は，急患や電話の対応など手術を中
断することは控えたほうがよい．

域で行われてきた静脈内鎮静法時の全身管理の考え方

鎮静中は手術助手の協力が非常に重要である．助手

と基本的には同じである（図1）．

は手術の進行を補助するだけではなく，患者の気道を

MACという概念は，静脈内鎮静法に対する診療報

守る役割をもつ．開口器や鈎の操作に配慮が不足する

酬が全身麻酔法と同等か否かというところから始まっ

と，舌根を気道内に庄入させたり，吸引が不十分だと

たようである．以前は米国においても，日本と同様に

注水による咳反射（むせ）を生じさせたりする．さらに，

静脈内鎮静法は全身麻酔とは異なるとされていた．鎮

局所麻酔の奏功が不十分な部位への手術操作などが加

静中の患者は一見すると眠っているだけにみえる．気

わると，これらの刺激は，鎮静状態を逆方向の覚醒へ移

管挿管されておらず，呼吸は自然呼吸であり，繰り返

行させ，時には脱抑制も発現する誘因となってしまう．

し刺激をすれば応答するのであるから，全身麻酔の4

もし開口器を使用するならばさらに降下機能も制限

条件には一致しないので，当然ともいえる．

されていることを理解した上で，手術助手は水分が可

しかし，一度，深鎮静へ移行すれば，舌根沈下によ

能な限り下咽頭へ流れ落ちないような配慮ができなけ

り気道の開通性は不十分となり，下顎挙上やエアウェ

ればならない．

イの挿入など気道開通の補助が必要となる．咽喉頭反

鎮静時間は，手術を受けている間，同じ姿勢を維持

射は抑制されているために，誤喋を発生しないように

することは鎮静中であっても苦痛であることはかわり

術前からの管理も必要である．そのような事態を考慮

ない．排尿もふらつきがなくなるまではできないため，

しつつ，麻酔科医は全身麻酔と同様にモニターをにら

2時間程度が限界と考えた方がよい．

みながら細かい鎮静深度の調節をしているので，全身

5．監視下鎮静管理

麻酔とかわらない労力が要求される．気道の管理が時
には全身麻酔よりも難しい症例もある．このような状

短時間の検査や処置を局所麻酔下に施行する医師
が，気管挿管をともなう全身麻酔のリスクを避けて，

況から，ASAは，MACにおける鎮静法が以下の場合

安全に処置をしたいと希望した場合に，麻酔科医は依

には全身麻酔であると定義している5）．

頼を受けて鎮静下管理をおこなうことがある．最近，

Ifthepatientlosesconsciousnessandtheabilityto
respondpurposefu11y，theanesthesiacareisageneral
anesthetic，irrespectiveofwhetherairwaylnStrumentation
isrequired．

米国麻酔科医学会（AmericanSocietyofAnesthesio−
logists：以下ASA）は，麻酔科医の業務として監視下
鎮静管理（MonitoredAnesthesiaCare：以下MAC）とい
う概念を提唱している．これは局所麻酔法に抗不安作

（患者の意識および合目的な反応の消失した場合は，

用，催眠作用，鎮痛作用，健忘作用などを有した薬剤

器具による気道確保を必要としなくても全身麻酔とし

の静脈内投与を併用し，各種モニター下で麻酔科医が

てとりあつかうこと．）

監視するという麻酔業務である．すなわち従来歯科領

知的障害者や号泣小児において歯科治療に村する拒
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否行動が激しい場合，薬物による行動調整としてプロ

・猪首（首周りが太く短い＝気道周囲軟組織の量が多

ポフォールによる静脈内鎮静法はかなり効果がある．

いため，気道狭窄を生じやすい）

自発呼吸は残っているが上気道雄持は補助が必要で，

・肥満体型

強い刺激には体動を示すが，ほとんどの口腔内処置が

・扁桃肥大，アデノイド

可能である．これは，deepsedationであり，かつ気管

・鼻中隔琴曲症，慢性副鼻腔炎
4．使用薬剤について

内挿管をおこなわないIVGA（intravenousgeneral
anesthesia）ともいえる6）．

現在，静脈内鎮静法に使用されている代表的鎮静薬
はミダゾラム（ドルミカム），ジゼパム（セルシン，ホ
リゾン），フルニトラゼパム（ロヒプノール，サイレー

Ⅱ．静脈内鎮静法の実施

ス），プロポフォールである．これに鎮痛剤としてペ
ンタゾシン（ペンタジン，ソセゴン），フェンタニル，

1．静脈内領静法の適応
・歯科治療に対する不安や恐怖心が強い

フルルビプロフェンアキセチル（ロビオン）などを併用

・歯科治療中に神経性ショックを起こしたことがある

することが多い．

・高血圧症などの全身疾患を有し，歯科治療に随伴す

渋谷ら7）が全国110施設に対して行ったアンケート

るストレスを軽減しなければならない場合

調査では，鎮静薬の使用額度は，ミダゾラムが8Al％，

・手術侵襲が大きい場合

プロポフォールが56．5％，ジアゼパムが24．6％，フル

・嘔吐反射が強く，口腔内の処置が困難な場合

ニトラゼパムが11．6％であり，鎮痛薬はペンタジンが

・緊張により振戦や体動が増強する場合

最も多く73．9％，フェンタニルが32．6％，フルルビプ

・笑気吸入鎮静法が実施できない場合

ロフェンアキセチルが21．7％であった．
a．ベンゾジアゼピン系薬剤：ミグゾラム，ジアゼ

i．過換気症候群の既往を有する
ii．鼻閉・口呼吸

パム，フルニトラゼパム健忘効果と抗不安作用

iii．鼻マスクを嫌がる

が特徴

エビネフリン含有局所麻酔薬使用時にこれらの薬剤

iv．体内に閉鎖腔を有する

による鎮静は，ストレスホルモンの血中濃度の上昇を

Ⅴ．眼科手術で眼内にガス気泡を注入した（網膜剥

抑制し1）・2），健忘効果にくわえて血管痛の予防8）と低

離の再付着術後）

2．静脈内鎮静法の非適応

用量でもプロポフォールより強力な抗不安作用が期待

・歯科治療に優先して加療を必要とする重篤な全身疾

できる9）が，作用時間はプロポフォールより長い．
ジアゼパムとミダゾラムを比較すると，ミダゾラム

患を有する場合
・使用薬剤に対し過敏症を有する場合

の方が血管痛は少なく，分布半減期が60分間に対して

・開口障害，小顎症など緊急時の気道確保に困難が予

15分間と回復が早いことが利点に挙げられる．金子ら
は覚醒状態を重心円盤テストで比較し，ジアゼパムの

想される場合
・妊娠中

平衡感覚の回復が遅いことを示している10）．ジアゼパ

・使用薬剤による禁忌症をもつ患者

ムより鎮静作用が強力なフルニトラゼパムは，分布半

例えば，ミダゾラム（ベンゾジアゼピン系薬剤）の
場合，

減期が120分間と，さらに長い．
ゝb．ベンゾジアゼピン系薬剤には，桔抗薬がある
ベンゾジアゼピン系薬剤はフルマゼニル（アネキセ

重症筋無力症（中枢性筋弛緩作用によって症

状が悪化することがある），急性狭隅角緑内障（抗
コリン作用によって，眼内圧を上昇させることがあ

ート）により，その作用を括抗することができる．た

る）

だし，興奮，過換気症候群や血圧低下などの副作用が

3．適応を慎重にするべき患者
意識消失時に上気道が閉塞する可能性がある．

みられることがある．また，この括抗薬は鎮静剤より

・舌肥大

投与から60分以上の観察が必要である．

も半減期が短いため，再度鎮静の可能性があるので，
c．プロポフォール

・小顎症
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作用時間が短く，きれのよいことが特徴

静法で行われる歯科手術は比較的短時間で侵襲性が少

プロポフォールの登場によって，数分から数時間ま

ないため，はるかに確率は低いと考えられる．

での鎮静が容易に行えるようになった．プロポフォー

Ⅳ．安全のための基準

ルは全身麻酔のみならず，鎮静法を変えた感がある．
しかしプロポフォールの健忘作用はミダゾラムより弱
く，血管痛，血圧低下，呼吸抑制や むせ などの発

鎮静は薬剤の投与により全身麻酔になる可能性を併

現頻度は高い．薬物動態により計算された予測血中濃

せ持つものであるから全身麻酔となった場合でも対応

度を目標に自動制御できTCIシリンジポンプを用いて 与

ができる基準で準備をしておくことが望ましい．しか

一定の血中濃度を維持することができる（TCI：target

し，意識下鎮静に村してまでも，深鎮静を想定した準

controlinfusion）．

備をする必要性は低いと考えられる．そこで，最初に

ミダゾラムとプロポフォールを併用した場合には，
両薬剤の使用量が減少する11）．

現在提唱されている施設および施術者の到達目標を挙

プロポフォール単独投与による鎮静法と比較して回

準備基準を列挙する．全ての基準を確実に運用し，適

復時間が変わらないことや，鎮静の調節性に優れるこ

応症を選択すれば，無床診療所でも全身麻酔が保険診

げ，次に探鎮静と意識下鎮静に区別して施行する際の

となどの利点が挙げられており，両薬剤の併用は，日

療で可能となる6）・14）

帰り手術が基本のインプラント手術での有用性が高い

1．静脈内領静法を施行する施設および施術者の到達

と思われる．

目標（意識下・深鎮静法 共通）7）

d．患者は完全な健忘を期待している

a．術前管理

櫻井12）らは，歯科診療所でミダゾラムによる鎮静法

1）術前診察ができる．

下にインプラント手術を行った30例での術後の感想と

2）全身状態評価ができる．

して，全員が「術中の記憶はないほうがよい」と答え

3）術前の検査について指示と評価ができる．

たと報告している．

4）経口摂取について指示ができる．

高野ら13）が，インプラント手術を受けた患者60名に

5）インフォオームド・コンセントの実施．

アンケート調査した結果で，ミダゾラムとプロポフォ

b．術中管理

ールによる鎮静ではほぼ仝例で手術中の健忘効果が得
られたが65％に部分的な術中記憶があった．そこで術

1）末梢静脈路確保の手技と穿刺部位の解剖学的特
徴を理解．

後にアンケートをとると，全体の93．3％は，次回の手

2）バイタルサインの把握ができる．

術時も鎮静法を希望したが，6．7％は希望しなかった．

3）必要なモニタリング機器を備えて，その操作が

これはすべて部分的記憶群であった．完全健忘群は

できる．

14．3％が「少し記憶があったほうがよかった」と答えた

4）使用する鎮静薬剤に対する充分な知識がある．

が，次回手術時に鎮静法を希望しない者はいなかった．

5）緊急時の気道確保法が理解でき実施できる．

5．静脈内鎮静法の合併症

6）救命置処のための必要器具・薬剤があり，実施

静脈内鎮静法の合併症として報告されているものと

能力がある．

7）救急薬に対する知識がある．

しては，呼吸抑制および舌根沈下，血圧の異常変動，
不整脈，気道閉塞と呼吸抑制による呼吸停止，迷走神
経反射による心停止，さらにプロポフォールによるア

c．術後管理
1）帰宅判定基準を説明できる．

ナフィラキシーなどがある．発生頻度は不明であるが，

2）鎮静法終了後の全身状態が把握できる．

日本麻酔科学会がおこなっている麻酔関連偶発症調査

3）術後合併症の診断ができる．

（1999年〜2001年）では，リスクがない，または高血圧

2．深鎮静に対応する準備

のみなど軽度の合併症をもつ患者の全身麻酔における

a．日帰り麻酔の安全のための基準15）より改変引用

麻酔管理が原因の総死亡率は0．045であり，22万例に1

日帰り麻酔の選択にあたっては，

例の割合である．このことから推測すると，静脈内鎮

1）事前に，麻酔科医による診察，術前検査の評価
ー16一

を行うこと．

う．
5）体温測定を行うこと．

2）患者や家族へ日帰り麻酔の主旨とリスクについ

6）筋弛棍モニターは必要に応じて行う．

て十分説明し，了解を得ること．
3）帰宅時の付き添いや自宅で介護できる人がいる

3．意識下鎮静の場合
1）必要ならば，術前診察を行う．

こと．

2）診察で必要あれば検査を施行．

4）緊急事態が生じたときに速やかに受診できる範
囲に居住していること．

3）原則として，経口摂取制限は不要．

看護要員，設備，および体制については

4）説明し同意を得る．
5）モニターは，血圧計，心電計，パルスオキシメ

1）術前の指示，処置，バイタルサインの評価がで

ーターを使用する．

きること．
2）帰宅可能となるまでの看護と観察ができること．

6）帰宅基準を設ける

3）帰宅後の術後経過の確認方法と異常事態への対

4．帰宅条件：（意識下・深鎮静法 共通）
使用薬剤および患者の背景因子によって多少の違い

応が確立していること．

4）入院できるベッドが確保されていること（施設

があり，治療終了後，患者の意識状態，バイタルサイ
ンの観察を行い，異常があれば治療椅子やベッド上で

内に限らない）．

休ませるなどの処置が必要である．帰宅許可基準の例
麻酔中の患者の安全を維持確保するために，全身

を（表2）に示す．高齢患者では付き添いの人が必要で

麻酔，硬膜外麻酔，脊椎麻酔に限らず，術中に鎮

ある．当日の自動車の運転や，細かい仕事や重要な判

痛・鎮静薬を使用する際には，日本麻酔学会の「安

断を必要とする仕事や運動は避けるよう指示する．

全な麻酔のためのモニター指針」を遵守すること．

帰宅にあたっては，①意識状態，②呼吸機能，

Ⅴ．ま と め

（参循環機能，④運動能力，⑤出血，⑥痺痛など
についての基準を設け，麻酔科医が診察・評価を行

静脈内鎮静法は，気道を確保しないという欠点をも

うこと．

つが，全身麻酔法よりも低侵襲であることが利点とな

b．安全な麻酔のためのモニター指針16）

る麻酔管理方法である．したがって小手術を繰り返す

1）現場に麻酔を担当する医師が居て，絶え間なく

可能性がある場合には1回の負担は少なく，歯科には
特に適した麻酔方法といえる．静脈内鎮静法は基礎

看視すること．
2）酸素化のチェックについて

的・臨床的研究が積み重ねられ技術的にも進歩を遂げ

・皮膚，粘膜，血液の色などを看視すること．

て，安全性は確立されてきた．今後は高齢化社会の反

・パルスオキシメーターを装着すること．
3）換気のチェックについて

映とともに合併症を有する歯科患者の増加や，インプ
ラント手術の進歩に伴い，その適応は確実に増加する

・胸郭や呼吸バッグの動き及び呼吸音を監視するこ

ことが予想される．

と．

現在のところ，静脈内鎮静法は，保険診療では十分

・全身麻酔ではカブノメーターを装着すること．

行えないが，全身麻酔と同等の安全対策を十分におこ

・換気量モニターを適宜使用することが望ましい．

ガレ、，適応症を選択すれば，気管挿管をおこなわない

4）循環のチェックについて

全身麻酔として保険診療でも施行することが可能であ

・心音，動脈の触診，動脈波形または沢渡の何れ

る．これは，いままで歯科治療を受けられなかった患
者のみならず術者への恩恵は大きい．

か一つを監視すること．
・心電図モニターを用いること．

本論文の要旨は，大阪口腔インプラント研究会例会（2007年

・血圧測定を行うこと．

9月2日，大阪市）において発表したものをまとめた．

・原則として5分間隔で測定し，必要ならば頻回に

測定すること．観血式血圧測定は必要に応じて行
−17−

表2 帰宅許可基準 nlDSS（Post・aneSthesiadischargescoringsystem）
術前値の20％以内の変動
術前値の20％から40％の変動
術前値の40％以上の変動

意識と歩行

名前，場所，時間の認識ができ，かつ歩行がしっかりしている

痔痛と悪心嘔吐

名前，場所，時間の認識ができるか
いずれもできない
ほとんどない

，または歩行がしっかりしている

軽度
強い
ほとんどない

出血

2102 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

バイタルサイン

軽度
多い
飲水と排尿が可能
飲水または排尿が可能

経口摂取と排尿

できない
満点は10点．帰宅には9点以上が必要

（hnRSHALLANDClnJNG：DISCHARGEANDCOMPLICÅrIONSAFTERAMBULATORYANESTtIESIA，ANESTH
ANALG，郎：∽針17，1野9．より引用改変）
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