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緒 言

歯科治療は､患者にとってス トレッサ-となることが多く､歯科治療前から

血圧の高い患者がス トレス環境にさらされると､さらなる血圧上昇が起こり､

致死的なイベン トに発展する可能性があるとされている1)｡実際､歯科治療中の

血圧上昇は､虚血性心疾患を増悪させたり､脳血管障害を引き起こしたことが

報告されている2~4)｡このような合併症を避けるためには､歯科治療前に､患者

の全身状態が安定していること､さらに歯科治療中および歯科治療後の血圧が

正常範囲内で安定しているかどうかを評価することが重要になる5)｡また､不安

は心理的ス トレスとなり､血圧上昇の引き金となるため､患者が安定 した血圧

で処置を受けるためには､歯科外来に来院した患者の血圧を把握すると同時に

患者の不安をコン トロールすることが求められる 1,5)｡

歯科に訪れる患者の血圧に関する疫学調査によって､歯科治療前の血圧が高

い患者が､比較的多いことが明らかになっている 】,5,6)｡さらに､Miyawakiら 5)

は､高血圧であることを自覚している患者が全体の 10.9%であったのに対し､外

来のスクリーニングで収縮期血圧 140mmHg以上または拡張期血圧 90… Hg以
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上の高い血圧を示した患者が25.9%であったと報告している｡この報告では､高

血圧であることを自覚 していないが実際の血圧の高かった患者が､歯科患者全

体の 15%以上いることを示している｡このような患者は､高血圧と診断されて

いないか､またはコン トロール不良の高血圧であることが多く､治療中に血圧

上昇が起こるリスクが高いことが指摘してされている6)｡また､歯科治療前に高

い血圧を示す患者の中には､日常血圧は正常で医療機関に来院すると血圧が上

昇する､いわゆる白衣高血圧の患者が含まれている｡白衣高血圧患者は､不安

による心理的ス トレスによって血圧が高くなっていると考えられ､歯科治療中

にさらに血圧上昇を引き起こす可能性がある｡このような患者に対 しては不安

をコン トロールすることが必要であり､精神鎮静法が有効であるとされている

7)C

精神鎮静法は､歯科治療に対する恐怖心や不安､緊張感を最小限抑制 し､快

適かつ安全に治療を施行する目的のために､薬物を使用 して患者管理を行 う方

法であり､鎮静薬としてベンゾジアゼピン系薬物であるミダゾラムを用いた静

脈内鎮静法が頻用されている8)｡一般にベンゾジアゼピン系薬物は､抗不安作用､

鎮静作用､抗痘轡作用､中枢性の筋弛緩作用､前向性健忘作用を有しており9)､
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抗不安作用によって､白衣高血圧患者の血圧を正常範囲内に安定させる効果が

期待される｡ しかし､ミダゾラムの経口投与による抗不安作用についての報告

10)はあるが､静脈投与による抗不安作用の報告は少なく 11,12)､十分に検討されて

いない｡また､これまでのミグゾラムの研究 13,14)は､健康な成人を対象とした

ものが多く､循環系に問題を抱えた患者のみを対象とした研究は少なく､白衣

高血圧患者に対象とした研究は見当たらない｡そこで､本研究では､ミグゾラ

ムの静脈内投与が白衣高血圧患者の上昇 した血圧を､抗不安作用によって正常

範囲 (収縮期血圧が 140… Hg未満かつ拡張期血圧が 90m Hg未満)内に安定

させるという研究仮説を立て､ミグゾラム投与による白衣高血圧歯科患者の循

環動態および不安状態-の効果について検討 した｡

ミダゾラムは血中濃度が上昇するにしたがって､抗不安作用､抗癌轡作用､

鎮静作用､健忘効果､筋弛緩作用の順に発現するとされている 15)｡十分な鎮静

作用を示すミダゾラムの静脈内投与量は0.05-0.075mg化g13)､または0.07mg化g.4)

であることから､一般臨床での精神鎮静法では 0.05-0.075mg/kgが使用される

ことが多い 8)oしかし､抗不安作用を示す投与量は0.02-0.04mg/kgll,12)とされて

いる｡本研究では､十分な鎮静作用は必要ではなく､抗不安作用を期待するこ
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とが目的であるため､ミダゾラムの投与量は一般臨床で使用される投与量より

も少ない量 (0.02mg/kg)とし､少量のミダゾラム投与による効果を検討 した｡

対象と方法

本研究は､岡山大学大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会の承認のもと行わ

れた (承認番号 :905)｡ また､本研究はClinicalTrials.govに登録された臨床研

究である (登録番号NCTO1528371)｡

対 象

岡山大学病院歯科麻酔科外来歯科全身管理室および広島県開業 A歯科医院に

て､精神鎮静法が必要な患者で､家庭血圧は正常範囲内であるが､歯科治療当

日の診療室入室 5分後の収縮期血圧が 140… Hg以上もしくは拡張期血圧が

90nlmHg以上の患者で､本研究の説明を行い､書面にて同意の得られた患者を

対象とした｡
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なお､対象は年齢が20歳以上 64歳以下で､全身状態が米国麻酔学会 (ASA)

の全身状態分類 (PhysicalStatus)16)でPS-1またはPS-2であり､以下の者は除外

した｡

1.高血圧に雁患 してお り､内服薬でコン トロールが不良である｡

2.甲状腺機能克進症､褐色細胞腫など二次性高血圧である｡

3.交感神経刺激作用を有する薬物を内服 している｡

4.重症筋無力症､急性狭隅角緑内障などミダゾラム禁忌症を有 している｡

5.妊娠または妊娠 している可能性がある｡授乳中である｡

6.統合失調症など精神科疾患を有 している｡

方 法

対象患者に､6時間の絶食と2時間の絶飲を指導 し､また当日の運転を禁止 し

た｡また､カフェインの摂取も6時間前から禁止 した｡本研究は以下のプロトコ

ールに従って行った｡処置室に入室 した後､5分間の安静時間をおき､血圧測定

を行った｡血圧測定は米国高血圧診療ガイ ドライン (JNC7) 17)を参考に､自動

血圧計 (BSM-2301､ 日本光電､東京､日本)を用いて行った｡数回の測定後､
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最も小さい2つの測定値の平均をベースライン血圧とした｡また､不安状態を評

価 したのち､対象患者をミダゾラム群､対照群の2群にランダム割 り付けを行っ

た｡上肢より22Gの留置針で静脈路を確保 した後､生理食塩水の輸液を開始し､

ミダゾラム群の患者には0.02mg/kgのミダゾラムを静脈内投与し､対照群の患者

には同量の生理食塩水を静脈内投与した｡

対象患者の体位は坐位を保ち､試験薬投与後は2分ごとに】0分まで血圧､脈拍､

非観血的動脈血酸素飽和度 (spo2)の測定を行った｡10分経過後､不安状態を

再び評価 し､同時に鎮静レベルの評価を行った｡

すべての測定項目の測定が終了した後､ミダゾラムの追加投与を行い､歯科

処置を開始した｡研究中､プロトコールから逸脱 した者は対象から除外した｡

測定項目

試験薬投与2分後､4分後､6分後､8分後､10分後の血圧､脈拍､SpO2､試験

薬投与10分後の不安の状態､鎮静レベルを評価 した｡不安の状態の評価には､

state-TraitAnxietyInventory(STAl)●8)のn本譜版質問表による特性不安と状態

不安､およびvisualAnalogScale(VAS)を用いて､患者の主観的評価を定量化
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したOまた､鎮静 レベルの評価は､Ram say鎮静スコナ ウ) (表1)を用いて､研究

者が客観的評価を行った｡

サンプルサイズ (対象患者数)の設定

予備実験から､試験薬投与前後の収縮期血圧の変化を百分率で求めた｡ ミダ

ゾラム群と対照群の変化の差は 10%､標準偏差は 7.5%であることが分かった｡

α値-0.05､Power(1-β)-0.95と設定 し､必要サンプル数を求めた結果､それ

ぞれの群に 16例ずつ必要であることが分かった｡ ドロップアウ トも考慮 し､40

人をサンプルサイズとした｡

ランダム化 とブライン ド化

ランダム化 とブライン ド化は､以下のように行った｡まず､実験に関わらな

い第三者が､中身が透けない40枚の封筒を用意 した｡その中には､生理食塩水､

ミダゾラムと書いた紙をそれぞれ20枚ずつばらばらにして入れた｡生理食塩水

とミグゾラムの封筒を15枚ずつ用意 しばらばらにした後､封筒に1-30の数字を

書いたものを岡山大学病院で使用 し､同じ様に､生理食塩水 とミダゾラムの封
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筒5枚ずつをばらばらにし､封筒に1-10の数字を書いたものを歯科医院で使用

した｡そして､試験当日､それぞれの施設のスタッフが､コンピューターでラ

ンダムに割 り振られた数値の封筒を開け､中の紙に書かれた試験薬を用意 した｡

試験薬の中身は無色透明で､どちらの群に割 り付けられた場合でも同量になる

ように調整し､研究実施者に識別できないようにした｡試験薬の投与､データ

採取は決められた1人の研究実施者が行った｡研究実施者､患者の両者に対して､

試験薬の中身は知らさず､盲検化 して実験を行った｡

統計方法

統計処理ソフ ト (PRISM⑧,Version4.0,GraphPadSoRware,SamDiego,USA)を

使用 し､試験薬投与前後の比較､または対照群 とミダゾラム群との比較を行っ

た｡試験薬投与前後の比較には､pairedt-test､対照群とミダゾラム群との比較に

は､カイ二乗検定､Fisherの直接確率法､unpairedトtestまたはMarul-Wh itneyUtest

を用い､危険率 5%未満を有意差ありと判定した｡



結 果

平成 22年 10月から平成 24年 7月までに予定された 40人が本研究に参加 し

た｡そのうち､2人はプロトコールから逸脱 したため､研究対象から除外 した｡

1人は対照群であり､4分後の血圧測定を終了した時点で気分不良を訴え､研究

の中止を申し出た｡また､もう1人はミダゾラム群であり､10分後には傾眠状

態で､STAIの質問表の記入ができなかった｡そのため､38人の患者がすべての

研究を終了し､ランダム割 り付けの最終結果は対照群が 19人､ミダゾラム群が

19人であった｡それぞれの群の患者基礎データを表 2に示す｡性別､年齢､体

重､処置内容､高血圧の有無､試験薬投与前の血圧､脈拍､STAIの特性不安､

状態不安､不安に関するVASについて両群間に有意差は認められなかった｡収

縮期血圧が 180m Hg以上もしくは拡張期血圧が 110… Hg以上の患者はみられ

なかった｡試験薬投与前のSP02について両群間で有意差が認められたが､両群

とも臨床的に正常範囲内であった｡対照群の外科処置には､9人の下顎第三大臼

歯の抜歯､7人のインプラン ト手術､1人の嚢胞摘出術､そして､ミダゾラム群

の外科処置には9人の下顎第三大臼歯の抜歯､5人のインプラン ト手術､1人の
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嚢胞摘出術が含まれた｡すべての患者の静脈路確保は 1回のみで成功し､留置

針の刺人による痛みを最小限にした｡

試験薬投与 10分後の鎮静レベルの評価を表 3に示す｡Ramsayの鎮静スコア

を用いて評価し､対照群がすべての患者でスコア 2であったのに対し､ミダゾ

ラム群は､15人がスコア 2で､4人がスコア 3であった｡鎮静レベルについて

両群間に有意差は認められなかった｡

試験薬投与の循環動態に対する影響を表 4に示す｡ ミダゾラム群において､

収縮期血圧､拡張期血圧､平均血圧は､試験薬投与前後の比較で有意に減少 し

た (p<0.0001､p-0.0002､p-0.000 1) ｡ 一方､対照群においては､拡張期血圧の

み試験薬投与前後の比較で有意に減少 した (p-0.009)｡脈拍は､ミダゾラム群､

対照群ともに変化が認められなかった｡SpOZは､ミダゾラム群で有意に低下し

た (p-0.01)｡試験薬投与 10分後､対照群に比較 して､ミダゾラム群の血圧は正

常範囲 (収縮期血圧が 140… Hg未満か つ拡張期血圧が 90m Hg未満)まで有

意に低下した (表 5)｡また､収縮期血圧 が 90… Hg未満になるような過度の血

圧低下はみられなかった｡

sTAIの状態不安と不安に関する VASの間に相関関係を認めた (投与前対照
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秤 :r-0.80､p-0.0001;投与前ミダゾラム群 :r-0.69､p-0.0085;投与後対照

群 :r-0.74､p-0.0006;投与後 ミダゾラム群 :r-0.81,p-0.0006)｡試験薬投与

10分後､両群間で STAlの状態不安の変化に有意差は認められなかったが (p

-0.41)､VASは対照群に比較 しミダゾラム群で有意に低下した (p-0.03)(図 1)0

考 察

近年の高血圧のガイ ドライン 17)では､収縮期血圧 120mmHg未満または拡張

期血圧 80mmHg未満の血圧を正常血圧､収縮期血圧 120-139mmHgまたは拡張期

血圧 80-89… Hgを Prehypertension､収縮期血圧 140-159… Hgまたは拡張期血

圧 90-99mmHgを Ⅰ度高血圧､収縮期血圧 160mmHg以上または拡張期血圧

100… Hg以上の血圧をⅡ度高血圧 と分類 している｡収縮期血圧 140… Hg以上

または拡張期血圧 90… Hg以上を高血圧と定義 し､降圧薬による治療の対象と

している｡よって本研究では､収縮期血圧が 140… Hg未満かつ拡張期血圧が

90m Hg未満の状態を正常範囲内の血圧とした｡一方､白衣高血圧は､医療機
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関での血圧が収縮期血圧 140mmHg以上または拡張期血圧 90… Hg以上で､家

庭血圧が収縮期血圧 140… Hg未満かつ拡張期血圧 90m Hg未満で､臓器障害

がない状態と定義され 20)､降圧薬による治療には利益がないとされている 21)｡

白衣高血圧の一部は､将来持続性高血圧に移行 し､長期的には心血管イベン ト

のリスクになりうる 22)と報告されているため､長期の経過観察が必要となる｡

しかし､基本的には､白衣高血圧は薬物治療を行わず､ス トレス状態や生活習

慣の変化に留意し､家庭血圧の測定による経過観察を行 うしか対処法がないた

め 23)､白衣高血圧患者は降圧薬による治療を受けることなく､歯科外来を受診

することとなる｡このような患者は､歯科治療前にすでに血圧が高い状態であ

り､それが歯科治療によってさらに上昇し､急性の高血圧合併症として高血圧

緊急症を引き起こす可能性がある 24)｡高血圧緊急症は､血圧の高度上昇 (多く

は収縮期血圧 180mmHg以上または拡張期血圧 120mmHg以上)によって､脳､

心臓､腎臓､大血管などの標的臓器に急性の障害が生じ､進行 している病態で

17)､重篤な場合脳浮腫により､脳出血､意識障害､昏睡､死に至るとされる25)0

本研究では､少量のミダゾラムの静脈内投与が上昇した血圧を正常範囲内に安

定させたため､白衣高血圧患者の血圧安定に抗不安薬の投与が有効であること
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が示唆された｡

ミグゾラムは､鎮静作用､抗不安作用､健忘作用などを有し､手術の前投薬､

全身麻酔の導入､鎮静法などに使用されているが9)､短い作用時間と強い健忘作

用が特徴で､ベンゾジアゼピン系薬物のなかで､日帰り手術のための鎮静法に

最も適しているとされている8)｡しかし､鎮静レベルは鎮静薬の投与量よって変

わる 26)0ASAのガイ ドライン 27)は､鎮静レベルを Minima】Sedation､Moderate

Sedation､DeepSedationの3段階に分類 している｡MinimalSedationは､抗不安

状態であり､言葉による指示に正常に反応できるレベル､ModerateSedationは､

意識レベルの低下が起こり､言葉や軽い触覚的な刺激に意図を持って反応でき

るレベル､DeepSedationは､意識 レベルの低下し､簡単に覚醒せず､繰 り返す

痛みのある刺激に反応するレベルと定義 している 27)｡鎮静レベルを評価する方

法として､本研究で用いた Ramsayの鎮静スコア 】9) (表 1)が一般的である.

MinimalSedationがスコア2､ModerateSedationがスコア3か4､DeepSedation

がスコア5か6に対応する8)0本研究では､試験薬投与 10分後に､対照群がす

べての患者でスコア2であったのに対し､ミダゾラム群は､15人がスコア2で､

4人がスコア3であった｡スコア2は ｢協力的､静穏､見当識がある｣とされて
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おり､意識レベルの低下がない状態であり､対象群のすべて､ミダゾラム群の

ほとんどがスコア2となった｡スコア3(｢言葉による指示に反応｣)になったミ

グゾラム群の 4人は､入眠はしていないが､呼びかけに対する反応がやや鈍か

った｡ミグゾラムに対する感受性は人によって大きく違 うため､同じ投与量で

も､感受性の高い人には鎮静作用が少 し発現したと考えられた｡ しかし､対照

群とミダゾラム群の間に有意差は認められなかった｡よって､本研究で行った

少量のミグゾラムは抗不安作用が主体の MinjmalSedationの鎮静レベルに留ま

っていたと考えられる｡ また､0.02mg/kgの投与量では､ModerateSedationに有

効であるとされる血中濃度である 75-100mg/ml∫5)まで上昇しないか上昇すると

しても一時的であると考えられるため､血中濃度においてもMinimalSedationの

鎮静レベルであったと考えられる｡

一般に静脈内鎮静法は ModerateSedationの鎮静レベルであり8)､健忘作用や

催眠作用に対して患者の満足度が高いことから､健忘作用や催眠作用に重きを

置く傾向がある 28,29)｡ しかし､浅いレベルの鎮静状態は患者が眠ることがない

ので患者の協力が得られ､術者にとって手術が容易になる｡さらに､回復も早

いため日帰り手術に有用であると考えられる｡また､過去の報告 】■,12)では､ミ

15



ダゾラム0.02-0.04mgn(gの静脈内投与によって､患者の主観的評価による不安

が減少したと報告されており､少量のミダゾラムが抗不安作用を示すというこ

とが明らかになっている｡そのため､白衣高血圧患者に対 して不必要な鎮静作

用や健忘作用に期待せず､抗不安作用の有用性を証明した点で臨床的に意義が

あると考えられる｡

ミダゾラムの循環動態-の直接作用は多く報告されており12,30~32)､その作用の

程度はミダゾラムの血中濃度に影響を受けるとされている 33)｡ ミダゾラムの投

与量が 0,2mg/kgと比較的多い報告 30,31)では､収縮期血圧､拡張期血圧､平均血

圧､末梢血管抵抗､肺動脈圧などが有意に減少するとされている｡一方､ミダ

ゾラムの投与量が 0.04mg/kgJ2)､0.025mgn(g32)と比較的少ない報告では､収縮期

血圧､拡張期血圧が､やや上昇する 】2)かほぼ変わらない 32)とされている｡その

ため､本研究での使用した0.02mg/kgの少量のミダゾラムの直接的な循環抑制作

用は少ないと考えられた｡また､本研究では､Sp02がミダゾラム群で有意に低

下したが､呼吸停止や舌根沈下などの重大な副作用を認めず､臨床的に正常範

囲内であったため､少量のミダゾラムの呼吸-の影響は軽微であると考えられ

た｡
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恐怖や不安による心理ス トレスによって､局所麻酔による血圧上昇が大きく

なることが明らかになっている 34)｡そのため､抗不安薬による心理的ス トレス

の軽減は局所麻酔時の血圧上昇を抑え､術中の血圧管理を容易にすることも期

待できる｡高齢化が進行する社会状況において､本方法は安全に歯科治療する

ためのひとつの選択肢として､有用な方法になると考えられる｡ しかし､歯科

患者の安全のためには､歯科外来に来院した初診患者の既往歴のチェック､対

診､血圧などのバイタルサインの把握､さらに侵襲の比較的大きな観血処置な

どの際には周術期のモニタリングを行い､同時に患者の不安を軽減するような

配慮など､基本的な姿勢が電要である｡

まとめ

本研究より､0.02mgn(gの少量のミダゾラムの静脈内投与は､白衣高血圧歯科

患者の不安を軽減し､歯科治療前の血圧上昇を正常範囲内に安定させることが

示された｡また､ミグゾラムの投与量が少量であることから､過度の血圧低下､

不必要な鎮静状態を引き起こすことなく､安全に行えることから､白衣高血圧

患者の血圧を安定させるのに有用な方法であることが示唆された｡
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表題脚注

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

機能再生 ･再建科学専攻

口腔 ･顎 ･顔面機能再生制御学講座

歯科麻酔 ･特別支援歯学分野

(指導 :宮脇卓也教授)
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図表の説明

図 1 抗不安作用の評価

A:State-TraitAnxietyInventory(STAI)の試験薬投与前後の変化量

B:VisualAnalogScale(VAS)の試験薬投与前後の変化量

*P<0.05,Maw-WhitneyUtest

- :中央値
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表1 Ramsay鎮静スコア19)

スコア1:不安そうで､イライラしている､または落ち着きがない

スコア2:協力的､静穏､見当識がある

スコア3:言葉による指示に反応

スコア4:入眠しているが､眉間への軽い叩打または大きい聴覚

刺激に反応して素早く反応

スコア5:入眠しているが､眉間への軽い叩打または大きい聴覚

刺激に反応して緩慢に反応

スコア6:反応なし



表2 対象患者基礎データ

対照群 ミダゾラム群

(n=19) (∩=19)

性別(男/女)

年齢(読)

体重(kg)

処置内容(外科処置/歯科治療)

高血圧(育/無)

収縮期血圧(mmHg)

拡張期血圧(mmHg)

平均血圧(mmHg)

脈拍(回/分)

SpO2(%)

sTAI特性不安

STAI状態不安

VAS

8/ll

52.7±ll.4

64.3±13.6

17/2

4/15

150.6±8.0

92.1±8.6

115.6±10.0

76.4±13.1

98.4±1.1

40(30-52)

52(32-64)

44(26-66)

11/8

51.9±13.2

65.5±12.5

15/4

9/10

152.8±9.6

95.6±6.6

120.5±9.7

72.8±12.9

97.5±1.3

43(32-53)

46(35-57)

31(16-71)

3

5

7

6

7

6

6

4

0

3

9

1

7

3

8

7

6

｣

4

｣

｣

4

0

0

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8:カイ二乗検定

b:平均 ± 標準偏差 Unpairedt-test

c:Fisherの直接確率法

d:中央値 (最小値一最大値)Mann-WhitneyUtest

SpO2:非観血的動脈血酸素飽和度

STD:State-TraitAnxietyInventory

VAS:VisualAnalogScale



表3 鎮静レベルの評価

Ramsay鎮静スコア

対照群 ミダゾラム群

(n=19) (n=19)

p値 ※

スコア2 19 15

スコア3 0 4

※ Fisherの直接確率法



表4 循環動態-の影響

ミダゾラム群

平均 ± 標準偏差 p値※ 平均 ± 標準偏差 p値※

収縮期血圧 投与前

(mmHg) 投与後

拡張期血圧 投与前

(mmHg) 投与後

平均血圧 投与前

(mmHg) 投与後

脈拍 投与前

(回/分) 投与後

SpO2 投与前

(%) 投与後

150.6± 8.0

152.7± 13.8

92.1± 8.6

87.3± ll.2

115.6± 10.0

110.9± ll.4

76.4± 13.1

76.9± 14.4

98.4± 1.1

97.9± 1.3

0.5

0.009

0.18

0.69

0.07

152.8± 9.6

138.2± 12.1

95.6± 6.6

87.1± 10.4

120.5± 9.7

103.6± ll,3

72.8± 12.9

73.2± ll.8

97.5± 1.3

96.7± 1.1

く0.0001

0.0002

0.0001

0.74

0.01

※pairedt-test(投与前後比較)

SpO2:非観血的動脈血酸素飽和度



表5 血圧安定効果の評価

対照群 ミダゾラム群

(n=19) (n=19)

収縮期血圧≧140mmHgor

拡張期血圧≧90mmHg

収縮期血圧く140mmHgand

拡張期血圧く90mmHg

17 9

2 10

0.01

※ Fisherの直接確率法
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