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気管挿管における口腔内偶発症防止対策の必要性
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2）方法

はじめに

歯科医師は挿管操作を想定し，上顎前歯部を重点的

本院に 2008 年 9 月から組織された周術期管理セン

に診査した。手術時の口腔内偶発症防止対策が必要と

ターには歯科スタッフも参画している。その目的の一

判断した患者の頻度および対応内容，そして手術時の

つは，気管挿管時の歯牙損傷等を予防することである。

口腔内偶発症の発生状況を調べた。
本研究の実施にあたっては，岡山大学大学院医歯薬

全身麻酔時の歯牙損傷の発生率は 0.1 〜 0.3％と報告さ
れており 1) 〜 3)，術前の適切な診査で防ぎ得るケースが

学総合研究科疫学倫理委員会の承認を得た。

あると考えられる。

結

本センターの対象患者は，現在，肺移植手術を除く

果

呼吸器外科手術全例（疾患は肺癌が多くを占める）と，

1）歯科医師の手術前診査および対応内容

消化管外科の食道癌再建根治術全例で，順次対象科の

歯科医師の手術前診査の結果，158 人中 46 人に処置

拡大が予定されている。

が必要と判断された。

本研究では，より安全な周術期管理に資するため，

処置の内訳を Fig. 1 に示す。手術時に歯の脱落の危

本センターで歯科医師が術前診査をした患者を対象

険がある患者は 27 人存在し，全員にマウスプロテクタ

に，気管挿管時の口腔内偶発症防止対策が必要と判断

が作製された。作製の型取りで歯の脱落の危険があっ

した患者の頻度を調べた。

た 2 人には，当該歯の抜歯後に残存歯の保護のためマ
ウスプロテクタが作製された。歯の脱落の危険はない

対象と方法

が，充填物や冠の脱離防止あるいは破損防止が必要と

1）対象

判断された患者は 19 人存在した。これらの全ての患

2008 年 9 月から 2009 年 8 月に本院周術期管理セン

者にもマウスプロテクタが作製された。

ターを受診した全患者 163 人へ歯科医師の術前診査を

2）手術時の口腔内偶発症の発生

推奨した。同意した 158 人（男性 87 人，女性 71 人，中

歯あるいは冠の破損・脱離・落下事例はなかった。

央値 64 歳，22 〜 86 歳）を対象とし，後ろ向き調査を

対象期間の当初に，プロテクタの適合が悪く挿管中に

行った。

度々外れ，麻酔管理に支障をきたした症例が 2 例あっ
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Fig. 1 Disposition of patients thought to require some form of treatment to prevent dental
injury during orotracheal intubation based on preoperative tests by dentists

たが，使用材料等の改良で以後発生はなかった。抜歯

結

の治癒不全等，歯科処置に起因する手術延期等の影響
はなかった。

論

歯科医師の術前診査で，約 3 割の患者に手術時の口

考

腔内偶発症防止対策が必要と判断された。気管挿管に

察

おける口腔内偶発症防止対策の必要性を示唆した。

気管挿管時の歯の脱落防止対策として，抜歯，動揺
歯の固定処置，そしてマウスプロテクタの作製等があ
るが，今回，多くの症例でマウスプロテクタの使用を

本論文の一部内容は，第 37 回日本集中治療医学会学術集
会（2010 年，広島）で発表した。

選択した。抜歯を行った場合，万一治癒不全が起こる
と手術の延期を余儀なくされる可能性がある。化学療
法等の術後併用予定例では，歯性感染巣の徹底除去を
目的として抜歯等を積極的に行うことがあったが，歯

本研究は，平成 21 年度岡山大学次世代研究者・異分野研
究連携育成支援事業および厚生労働省平成 23 年度チーム医
療実証事業の一環として行われた。

牙損傷防止の目的だけであれば，マウスプロテクタを

本稿の全ての著者には規定された利益相反はない。

作製して残存歯の機能保全を図ったケースが多かった
と思われる。

文

歯科医師が慎重に対応した結果，口腔内偶発症防止
対策が行われた患者の割合が高くなった可能性があ
る。一方，本研究の対象患者の年齢層は比較的高い。
さらに肺癌および食道癌の危険因子に喫煙があり，加
齢と喫煙は歯周病の危険因子でもある 4) ことから，本
研究の患者群は歯周病が重症化し，動揺歯が多かった
のかもしれない。肺癌，食道癌患者は気管挿管におけ
る口腔内偶発症防止対策の必要性が高い患者群である
可能性がある。他疾患群ではこの割合が異なるとも考
えられ，将来の調査課題であると思われた。
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