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日本歯科薬物療法学会 開催記録

第１回 昭和57年度 昭和大学 上野 正
第２回 昭和58年度 日本歯科大学 久野 吉雄
第３回 昭和59年度 東北歯科大学（現奥羽大学） 高井 宏
第４回 昭和60年度 神奈川歯科大学 檜谷 旺夫
第５回 昭和61年度 東海大学 佐々木次郎
第６回 昭和62年度 日本大学 田村 豊幸
第７回 昭和63年度 大阪大学 作田 正義
第８回 平成元年度 東京医科歯科大学 久保田康郎
第９回 平成２年度 東京医科大学 成田 令博
第10回 平成３年度 日本大学 斎藤 毅
第11回 平成４年度 岡山大学 西嶋 克巳
第12回 平成５年度 明海大学 池田 克巳
第13回 平成６年度 神戸大学 島田 桂吉
第14回 平成７年度 神奈川歯科大学 伊藤 春生
第15回 平成８年度 大阪歯科大学 岡野 博郎
第16回 平成９年度 東京歯科大学 淺井 康宏
第17回 平成10年度 鶴見大学 藤田 浩
第18回 平成11年度 北海道大学 松本 章
第19回 平成12年度 昭和大学 道 健一
第20回 平成13年度 日本歯科大学 古屋 英毅
第21回 平成14年度 広島大学 石川 武憲
第22回 平成15年度 大阪歯科大学 大浦 清
第23回 平成16年度 東京医科歯科大学 天笠 光雄
第24回 平成17年度 日本歯科大学 鴨井 久一
第25回 平成17年度 鶴見大学 石橋 克禮
第26回 平成18年度 香川大学 長畠駿一郎
第27回 平成19年度 日本大学 藤井 彰
第28回 平成20年度 東京医科歯科大学 須田 英明
第29回 平成21年度 大阪歯科大学 大東 道治
第30回 平成22年度 日本歯科大学 佐藤田鶴子
第31回 平成23年度 東京歯科大学 川口 充
第32回 平成24年度 大阪歯科大学 覚道 健治
第33回 平成25年度 東京医科歯科大学 大谷 啓一
第34回 平成26年度 大阪歯科大学 森田 章介
第35回 平成27年度 鶴見大学 前田 伸子
第36回 平成28年度 日本歯科大学 佐野 公人
第37回 平成29年度 愛知学院大学 戸苅 彰史
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第37回日本歯科薬物療法学会学術大会のご挨拶

この度，第37回日本歯科薬物療法学会総会・学術大会を平成29年6月17日（土），18日（日）
に愛知学院大学楠元キャンパスを会場として開催させていただくことになりました．伝統あ
る本学会を名古屋で初めて開催することとなり，光栄に存じております．

日本歯科薬物療法学会は臨床系および基礎系の多彩な分野の研究者・臨床医が薬物療法を
基軸として集い，歯科における薬物療法に関する研究の進歩発展と知識の普及を図ることを
目的とし，学術大会では，視点の異なる幅広い観点から活発に討議できる大変ユニークな伝
統ある学会です．

今回の学術大会では「歯科薬物療法のいまを探る ―現状と今後に求められるもの―」を
テーマとし，特別講演では薬物療法で急速に進展しております「体内時計と薬の関係を利用
した時間治療」を大戸茂弘教授（九州大学）に，教育講演では「口腔内科疾患に対する薬物療
法の現状と課題」を北川善政教授（北海道大学）に，「間葉系幹細胞の基礎とその臨床応用」
を本田雅規教授（愛知学院大学）にご講演いただきます．

また，シンポジウムでは日本口腔感染症学会との合同で「地域包括ケアシステムと歯科訪
問診療時の感染リスクを考える」，そして「歯科薬物療法の現状と課題 ―口腔の痛みに対
する薬物治療―」について，専門分野の先生からご講演いただきます．教育セミナーでは「臨
床研究者必須，変化する臨床研究環境にどのように対応すべきか」と題した臨床研究にとっ
て最もホットな話題を取り上げることもできました．金子明寛理事長をはじめ皆様方のご指
導，ご協力により，このように内容の濃い企画となり，大変感謝いたしております．

さらに，基礎および臨床の幅広い研究分野から33題の口演発表の応募もございました．会
員相互の研究内容を理解し，活発な議論により，実りある学術大会になりますよう，多くの
先生のご参加をお願い申し上げます．また，一般口演を対象に優秀発表賞の授与を企画して
おります．

なお，初日の6月17日（土）には懇親会を開催いたしますので，若手の研究者も交えた情報
交換や懇親の場として活用していただければ幸いです．奮ってご参加いただきますよう重ね
てお願い申し上げます．講座員一同，多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております．最
後に，何かと至らぬ点も多々あろうかと存じますが，不慣れな講座の手作り大会ということ
で，ご容赦の程お願いいたします．

第37回 日本歯科薬物療法学会学術大会

大会長 戸苅 彰史
（愛知学院大学 歯学部 薬理学講座）
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受付のご案内

学会参加費：
学会員（歯科医師，医師，薬剤師，大学・企業研究者，一般） 当日会費 10,000円
非会員  当日会費 12,000円
歯科衛生士，看護師 当日会費 6,000円
学生（学生証を提示してください） 当日会費 無料

懇親会費： 当日登録 4,000円

総合受付：愛知学院大学楠元キャンパス 歯学部基礎教育研究棟 1F
受付時間：6月17日（土）8：30 ～ 17：00
  6月18日（日）8：30 ～ 14：20

・総合受付にて参加証をお渡たししますので，記名して必ず着用してください．
・年会費未納の方は学会事務局（年会費受付）にて納入ください．
・ご入会希望の方は学会事務局（年会費受付）にて手続きください．

昼食のご案内

・大会両日ともランチョンセミナーが開催されます．お弁当とお飲物をご用意いたします．
・満席の場合は大学近隣の飲食店にてお願い致します．

その他

日本歯科医師会生涯研修について
・本学会は日本歯科医師会生涯研修に登録しています．
・総合受付に IC カードをお持ちになり登録してください．

クローク

愛知学院大学楠元キャンパス 歯学部基礎教育研究棟 1F 第8セミナー室 です．
なお，貴重品はお預かりできませんので，各自で管理をお願いいたします．
受付時間：6月17日（土）8：30 ～ 20：00

6月18日（日）8：30 ～ 15：00
ICD 講習会にご参加の方は，お荷物をお手元で管理してください．
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座長の先生方へ

・担当口演セッションの開始10分前までに「次座長席」にお着きください．
・ 担当口演セッションの進行はお任せしますが，開始時間ならびに終了時間は厳守いただ

くようお願いいたします．

ご発表の先生方へ

・ 講演30分前までに「PC 受付」にてお名前と演題番号をお伝えの上，発表データが記録
されたメディア（USB メモリ）をご提出ください．発表データを PC に保存します．講
演終了後に発表データは消去いたします．

・ 発表10分前までに「次演者席」にお着きください．
・ ノート PC をお持ち込みの場合は，講演の60分前までに「PC 受付」にその旨をお伝え

ください．
・会場に設置してある機材と，用意いただく発表データについて，

①講演は事務局で用意した PC（Windows）で行います．
OS：Windows7
アプリケーション：Microsoft Power Point 2016 （Windows 版）

②発表ファイルは USB メモリに下記の様式で保存してご用意ください．
・ アプリケーションソフトは Power Point に限定いたします．
・ データは ppt（Power Point 2003以前）または pptx（Power Point 2007以降）形式

でご用意ください．
・ ファイル名は「（氏名）」としてください． 
・フォントは文字化けを防ぐため，下記のフォントに限定いたします． 

日本語：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝
英 語：Century，Century Gothic，Arial，Times New Roman 

③ノート PC をお持ち込みの場合（特別な場合以外，できるだけ避けてください）
・ ACアダプターを必ずご用意ください．会場でご用意する映像ケーブルは「HDMIケー

ブルまたは D-sub15ピンケーブル」です．PC の映像出力端子が特殊な形状の場合
は HDMI ケーブルまたは D-sub15ピンケーブルと接続できる形状に変換するコネク
タを必ずご自身でお持ちください．

・ PC トラブルの際など，事務局にて用意した PC（Windows）にて対応いたします．ファ
イル形式につきましては，上記②をご参照ください．

・発表時間について
一般口演：10分（発表7分，質疑応答3分） 
スライド枚数に制限はありませんが，時間厳守でお願いします．

お知らせ
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利益相反の申告について

演題発表をされる方は，発表スライドに利益相反状態を表示する必要があります．

■発表演題に際して個人情報申告項目
※ 学術大会の当日発表の際に，発表者はスライドの2枚目（タイトルスライドの次）に表

示してください．

 1）利益相反基準に該当しない場合 2）利益相反基準に該当する場合

利益相反の有無
発表者名：（全員の氏名）

演題発表に関連し，申告すべき利益相反関係
にある団体などはありません．

利益相反の有無
発表者：（全員の氏名）

該当者名 / 企業・団体名 / 期間 金額
○○△△
□□製薬会社顧問（20xx ～ 20xx）年間○○万円

優秀発表賞授賞式

6月18日（日）14：30より A 会場で行います．

理事会・社員総会・会員総会等お知らせ

理 事 会 6月16日（金）16：00 ～ 17：30 歯学部基礎教育研究棟1F 第2会議室
社 員 総 会 6月16日（金）17：40 ～ 18：10 1号館・法人本部棟2F 法人大会議室
会 員 総 会 6月17日（土）12：40 ～ 13：10 歯学部基礎教育研究棟1F 第1講義室

その他，委員会
編集査読委員会 6月16日（金）15：20 ～ 15：50 歯学部基礎教育研究棟1F 第1会議室

認定試験

日時：6月17日（土）11：30 ～ 12：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス 歯学部基礎教育研究棟 1F 第3会議室
当日，受験する先生は，総合受付までお越しください．試験会場までご案内いたします．

会員懇親会

日時：6月17日（土）17：50 ～
会場：愛知学院大学楠元キャンパス 歯学部基礎教育研究棟 1F 談話室
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受付開始

懇親会
会場：歯学部基礎教育研究棟 1F 談話室

一般演題①（01-04）
座長：前田 伸子

開会の辞 大会長：戸苅 彰史

一般演題②（05-08）

大戸 茂弘
体内時計と薬の関係を利用した時間治療 －現状と今後の展望ー

高石 雅人
長房 望
共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

エルゼビアの歯学系ジャーナルと知らなきゃ損する最新ツールの使い方

座長：李 昌一

座長：戸苅 彰史

一般演題③（09-12）
座長：松野 智宣

一般演題④（13-16）
座長：上中 清隆

一般演題⑦（25-28）
座長：佐野 公人

一般演題⑧（29-33）
座長：山口 晃

一般演題⑤（17-20）
座長：山根 伸夫

一般演題⑥（21-24）
座長：森田 章介

特別講演

山根 伸夫
1. 『治験』と『臨床試験』と『臨床研究』（治験を中心に）

栗原千絵子
2. 臨床研究法案と改定個人情報保護法の概要と研究者としての対応

臨床研究者必須、変化する臨床研究環境にどのように対応すべきか
第20回臨床治験担当者制度講習会

座長：岩渕 博史

教育セミナー

休憩

休憩

ランチョンセミナー1 

休憩

休憩

会員総会
休憩

本田 雅規
間葉系幹細胞の基礎とその臨床応用 ー歯髄細胞治療の現状と今後の展望ー

座長：大浦 清
教育講演1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

B会場はA会場のサテライト会場になります。
A会場での講演はB会場でもご覧いただけます。

学会スケジュール
会場：愛知学院大学楠元キャンパス 歯学部基礎教育研究棟

6月17日（土） 学術大会1日目
A会場

歯学部基礎教育研究棟（第1講義室）
8：30
8：50
9：00

9：40

B会場
歯学部基礎教育研究棟（第2講義室）

9：00

9：40

10：20

16：00

16：40

17：30

16：00

16：40

17：20
17：50

10：30

13：20

14：30

11：30

10：20

11：40

12：30

14：20

12：40
13：10

 〒464-8650 名古屋市千種区楠元町 1-100
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北川 善政
口腔内科疾患に対する薬物療法の現状と課題

座長：金子 明寛
教育講演２

大会長：戸苅 彰史
優秀発表賞授賞式・閉会の辞

 

 

 上川 善昭
共催：株式会社 ピカッシュ

一度使ったらやめられない！！！
地域包括ケアシステムを支える
- 安全・安心・確実・簡便な、ナノ銀粒子を応用した口腔ケア -

ランチョンセミナー2

受付開始

歯科薬物療法の現状と課題 ー口腔の痛みに対する薬物治療ー
座長：神部 芳則・中川 洋一

山崎 裕
1. 舌の痛みの原因と対処法

豊福 明
2. “心身症っぽい” 口腔内疼痛とドパミン神経系

村岡 渡
3. 口腔顔面領域の神経障害性疼痛の薬物療法

菅原由美子
4. 口腔粘膜疾患による疼痛症状への対処法

シンポジウム1

地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える
（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第6回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会

座長：上川 善昭・生田 図南

金子 明寛
1. 在宅療養患者における薬物療法、歯性感染症の治療

中川 洋一
5. 高齢者に特徴的な問題としての口腔乾燥症に伴う問題

外科領域で知っておきたい院内感染対策
司会：小林 寅喆

第259回 ICD講習会

小林美奈子
2. 周術期抗菌薬の適正使用
山岸 由佳／三鴨 廣繁

1. Clostridium difficile感染症の院内感染対策

田中香お里
3. 知っておきたい嫌気性菌・検査

岩渕 博史
2. 在宅歯科診療に役立つ内服薬や消毒薬の管理方法

上川 善昭

3. 介護施設における HIV 患者・免疫不全患者の介護・歯科訪問診療時の
 感染リスクと問題点

生田 図南
4. 実際の訪問歯科臨床現場での感染予防策実践においての問題

シンポジウム2

休憩

休憩

休憩

休憩

B会場はA会場のサテライト会場になります。
A会場での講演はB会場でもご覧いただけます。

 

6月18日（日） 学術大会2日目
A会場

歯学部基礎教育研究棟（第1講義室）

110周年記念講堂

8：30
9：00

B会場
歯学部基礎教育研究棟（第2講義室）

12：50

15：00

16：30

10：10
10：00

11：40

14：45

9：00

14：20

11：50

12：40

14：30
14：20
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 6月17日（土） A 会場（第1講義室）

開会の辞 8：50 ～ 9：00
 大会長：戸苅 彰史（愛知学院大学）

一般演題①（01-04） 9：00 ～ 9：40
 座長：前田 伸子（鶴見大学）

01  ミノサイクリン塩酸塩の口腔嫌気性菌に対する抗菌活性
1）東海大学 医学部 外科学系 口腔外科，2）松和会池上総合病院口腔外科，3）株式会社 LSI メデイ

エンス治験検査部微生物検査グループ，4）東邦大学看護学部感染制御学講座
○金子 明寛1），中西 康大1），渡辺 大介2），水沢 伸仁2），松崎 薫3），松本 哲3），
金坂伊須萌4），小林 寅喆4）

02  口腔内常在 Oral Streptococci および Neisseria sp. の各種抗菌薬感受性について
1）東邦大学看護学部 感染制御学，2）なつデンタルクリニック，3）株式会社 LSI メディエンス，4）東
海大学医学部 外科学系口腔外科
○金坂伊須萌1），勝瀬（金山）明子1），山根 夏枝2），松崎 薫3），松本 哲3），金子 明寛4），
小林 寅喆1）

03  舌乳頭萎縮に関連する Candida 菌種
1）鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科，2）鶴見大学歯学部口腔微生物学講座，3）大和駅前歯科， 
4）鶴見大学歯学部地域歯科保健学，5）相模女子大学，6）鶴見大学歯学部病理学講座
○中村 幸香1,2,3），岡本真理子1,2），山本 健1,4），鶴本 明久4），吉野 陽子1,5），斎藤 一郎1,6），
前田 伸子2），中川 洋一1）

04   当科歯科口腔外科病棟における MRSA アウトブレイクの経験と持続可能な感染予防対
策の取り組み

熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門  感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野
○田中 千愛，平山 真敏，田中 拓也，内藤 久貴，福間 大喜，尾木 秀直

一般演題②（05-08） 9：40 ～ 10：20
 座長：李 昌一（神奈川歯科大学）

05  交感神経β受容体遮断薬は歯の移動を抑制する
1）愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座，2）愛知学院大学歯学部薬理学講座
○佐藤 琢麻1），宮澤 健1），戸苅 彰史2），後藤 滋巳1）

06  Malfunction of death receptor signaling pathways in gingival fibroblasts by phenytoin
1）日本大学 松戸歯学部 生化学・分子生物学講座，2）日本大学 松戸歯学部 薬理学講座， 
3）日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座
○竹内 麗理1），松本 裕子2），小野眞紀子3），小宮 正道3），平塚 浩一1）

9：00
 ～
9：10

9：10
 ～
9：20

9：20
 ～
9：30

9：30
 ～
9：40

9：40
 ～
9：50

9：50
 ～

10：00
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07  オピオイド増殖因子受容体シグナルによる骨量制御機構
愛知学院大学 歯学部 薬理学講座
○田中健二郎，戸苅 彰史

08  歯髄細胞様細胞における炎症性サイトカインによるメタロチオネインの誘導
1）東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 硬組織薬理学分野，2）東京医科歯科大学 医歯学総合研
究科 口腔基礎工学分野
○田村 幸彦1），カーン マスード2），青木 和広2）

特別講演 10：30 ～ 11：30
 座長：戸苅 彰史（愛知学院大学）

体内時計と薬の関係を利用した時間治療 －現状と今後の展望ー
大戸 茂弘（九州大学大学院 薬学研究院 薬剤学）

ランチョンセミナー 1 11：40 ～ 12：30
 

「エルゼビアの歯学系ジャーナルと知らなきゃ損する最新ツールの使い方」
高石 雅人（ エルゼビア・ジャパン株式会社 リサーチソリューションズ ソリューショ

ンコンサルタント）
長房 望（ エルゼビア・ジャパン株式会社 グローバル STM ジャーナルズ インターナ

ショナル・ジャーナルズ パートナーシップ・パブリッシング エグゼクティ
ブ・パブリッシャー）

 共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

教育講演1 13：20 ～ 14：20
 座長：大浦 清（大阪歯科大学）

間葉系幹細胞の基礎とその臨床応用 －歯髄細胞治療の現状と今後の展望－
本田 雅規（愛知学院大学歯学部・口腔解剖学講座）

教育セミナー 
第20回臨床治験担当者制度講習会 14：30 ～ 16：00
 座長：岩渕 博史（神奈川歯科大学）

臨床研究者必須，変化する臨床研究環境にどのように対応すべきか
1．『治験』と『臨床試験』と『臨床研究』（治験を中心に）

山根 伸夫（杏林会 今井病院 口腔外科）
2．臨床研究法案と改定個人情報保護法の概要と研究者としての対応

栗原千絵子（ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所
信頼性保証・監査室）

10：00
 ～

10：10

10：10
 ～

10：20
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一般演題⑤（17-20） 16：00 ～ 16：40
 座長：山根 伸夫（医療法人杏林会 今井病院）

17  骨吸収性疾患の治療ターゲットとしてのニコチン性アセチルコリン受容体
新潟大学歯学部
○佐伯万騎男

18  局所麻酔薬が腫瘍組織内微小環境における免疫応答におよぼす影響
1）朝日大学 歯学部 総合医科学講座 麻酔学分野，2）朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講
座 口腔生化学分野，3）朝日大学 経営学部 経営情報学科 化学，4）朝日大学 歯学部 口腔病
態医療学講座 口腔外科学分野
稲垣 慶則1），○神谷 真子3），梅村 直己2），川木 晴美2），高山 英次2），伊藤 宏衣2,4），
鷲見 成紀2,4），櫻井 学1），智原 栄一1），近藤 信夫2）

19  頭頸部癌における IL-13R α2の発現と新たな分子標的薬の開発
1）藤枝市立総合病院 歯科口腔外科，2）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学
○中島 英行1,2），來生 知2），飯坂 友宏2），杉浦 圭2），小栗 千里2），渡貫 圭1,2），
光藤 健司2），藤内 祝2）

20  口腔扁平上皮癌細胞株におけるクロシンと各種抗癌剤の併用作用の検討
大阪歯科大学 口腔外科学第一講座
○石川 敬彬，松下 巧，上田 衛，森田 章介

一般演題⑥（21-24） 16：40 ～ 17：20
 座長：森田 章介（大阪歯科大学）

21  神経障害性疼痛モデルマウスにおける骨量減少
愛知学院大学 薬学部 応用薬理学講座
○兒玉 大介，大井 義明，櫨 彰

22  三叉神経痛におけるカルバマゼピンによる薬物療法の検討
1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 顎口腔再生外科学分
野，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野
○江頭 寿洋1），大場 誠悟1），銅前 昇平1），井 隆司1），古賀 喬充1），中谷 佑哉1），
四道 玲奈1），柳本 惣市2），梅田 正博2），朝比奈 泉1）

23  iPS 細胞由来神経堤細胞を利用した下歯槽神経の再生
1）愛知学院大学 歯学部 口腔解剖学講座，2）日本大学 歯学部 解剖学第 II 講座，3）日本大学 歯
学部 生理学講座，4）日本大学 歯学部 歯学科，5）株式会社 アトリー
○鳥海 拓1,2），渡辺 雅弘3），岡 篤志4），篠田 雅路3），礒部 仁博5），佐久 太郎5），
岩田 幸一3），磯川桂太郎2），本田 雅規1）

24   ラット三叉神経脊髄路核尾側亜核ニューロンのシナプス伝達に対する PGE2の促進作
用における TRPV1チャネルの関与

1）愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座，2）愛知学院大学 薬学部 応用薬理学講座
○浅岡 諒1,2），大井 義明2），宮澤 健1），後藤 滋巳1），櫨 彰2）

16：00
 ～

16：10

16：10
 ～

16：20

16：20
 ～

16：30

16：30
 ～

16：40

16：40
 ～

16：50

16：50
 ～

17：00

17：00
 ～

17：10

17：10
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17：20
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 6月17日（土） B 会場（第2講義室）

一般演題③（09-12） 9：00 ～ 9：40
 大会長：松野 智宣（日本歯科大学）

09  漢方薬の歯周病モデルラットへの抗炎症作用解明の基礎研究
1）大阪歯科大学細菌学講座，2）松本歯科大学薬理学講座，3）大阪歯科大学中央歯学研究所，4）大阪歯
科大学歯科医学教育開発室
○王 宝禮1），今村 泰弘2），本田 義知3），益野 一哉4）

10   骨形成不全症モデル Oim(+/-) マウスを用いた salubrinal の骨形成不全症に対する治療
効果の検討

1）三重大大学院 運動器外科学，2）Dept of Biomedical Engineering IUPUI，3）愛知学院大学 歯学
部 薬理学
○瀧川 慎也1,2），須藤 啓弘1），横田 博樹2），浜村 和紀2,3）

11  破骨細胞抑制剤 ( リベロマイシン A) の局所注射が歯周病の進行に与える効果
愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座
○玉岡 佑将，宮澤 健，後藤 滋巳

12  ゾレドロネートは若齢マウスの成長と歯の発育を阻害する
1）昭和大学 歯学部 歯科薬理学講座，2）昭和大学 歯学部 小児成育歯科学講座
○唐川亜希子1），井澤 基樹1,2），坂井 信裕1），高見 正道1）

一般演題④（13-16） 9：40 ～ 10：20
 座長：上中 清隆（大阪歯科大学）

13  日本歯科薬物療法学会誌における医薬関連情報 Q&A 24年の歩み
1）鶴見大学 歯学部 附属病院 薬局，2）日本歯科薬物療法学会 医薬関連情報委員会
○斎藤 義夫1,2），上中 清隆2），竹野 敏彦2），田中 秀弥2），千葉 智子2），岩尾 一生2）

14  昭和大学歯科病院における抗菌薬の使用状況
1）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門，2）昭和大学歯科病院 薬局
○鎌谷 宇明1），池田 幸2），代田 達夫1）

15  口腔扁平苔癬に対する茵ちん蒿湯の使用経験
大阪医科大学感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室
○寺井 陽彦，植野 高章

16  ビスホスホネート製剤の内服で生じた口腔粘膜潰瘍
1）鹿児島市立病院歯科口腔外科，2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機
能再建学講座顎顔面疾患制御学分野
○新田 哲也1），平原 成浩1），坂元 亮一2），上川 善昭2）

9：00
 ～
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一般演題⑦（25-28） 16：00 ～ 16：40
 座長：佐野 公人（日本歯科大学）

25  当科における直接経口抗凝固薬 (DOAC) 服用患者の歯科小手術に関する検討
東京歯科大学 口腔病態外科学講座
○星野 照秀，小山 侑，片倉 朗

26  心房細動を有する患者の麻酔導入時に頻拍発作を認め管理に難渋した一症例
1）日本歯科大学 大学院新潟生命歯学研究科 口腔全身機能管理学，2）日本歯科大学新潟生命歯学
部 歯科麻酔学講座
○関根 美桜1），冨田 優也2），佐野 公人2）

27  歯科治療時の不整脈を契機に心機能低下が発見された１例
1）日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科麻酔学講座，2）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科 口
腔全身機能管理学
○冨田 優也1），関根 美桜2），佐野 公人1,2）

28   特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) 患者に対するトロンボポエチン受容体作動薬投与下で
の抜歯経験

三重大学大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野
○小林 加奈，清水 香澄，奥村 健哉，朽名 智彦，黒原 一人，新井 直也

一般演題⑧（29-33） 16：40 ～ 17：30
 座長：山口 晃（日本歯科大学）

29  FGF-2を局所徐放するゼラチン / ハイドロキシアパタイト複合体顆粒による骨再生
1）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座，2）日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター
○松野 智宣1），浅野 一成1），北原 和樹1,2）

30  口腔保湿ジェル剤の口腔環境を想定した物性試験（第２報）
1）ティーアンドケー株式会社，2）鶴見大学歯学部地域歯科保健学，3）鶴見大学歯学部附属病院口腔機
能診療科
○加藤 航1），脇山 潤1），山本 健2），中川 洋一3）

31  D- タガトースと D- プシコースの口腔内細菌に対する増殖抑制効果
香川大学 医学部 歯科口腔外科学講座
○永峰 優一，小川 尊明，大林由美子，岩崎 昭憲，中井 史，田中 麻央，三宅 実

32  ヒアルロン酸の歯科応用の可能性
朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 口腔生化学
○梅村 直己，高山 英次，川木 晴美，神谷 真子，近藤 信夫

33  非外科的歯槽骨再生薬物療法に向けての動物モデル
大阪歯科大学 歯学部 歯学科 薬理学講座
○河井まりこ，大浦 清

16：00
 ～

16：10

16：10
 ～

16：20

16：20
 ～

16：30

16：30
 ～

16：40

16：40
 ～

16：50

16：50
 ～

17：00

17：00
 ～

17：10

17：10
 ～

17：20

17：20
 ～

17：30



22 第 37 回日本歯科薬物療法学会

 6月18日（日） A 会場（第1講義室）

教育講演2 9：00 ～ 10：00
 座長：金子 明寛（東海大学）

口腔内科疾患に対する薬物療法の現状と課題
北川 善政（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）

シンポジウム1 10：10 ～ 11：40
 座長：神部 芳則（自治医科大学） 
 中川 洋一（鶴見大学）

「歯科薬物療法の現状と課題 －口腔の痛みに対する薬物治療－」
1．舌の痛みの原因と対処法

山崎 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）
2．“心身症っぽい”口腔内疼痛とドパミン神経系

豊福 明（ 東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科 全人的医療開
発学講座 歯科心身医学分野）

3．口腔顔面領域の神経障害性疼痛の薬物療法
村岡 渡（川崎市立井田病院歯科口腔外科）

4．口腔粘膜疾患による疼痛症状への対処法
菅原由美子（東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔診断学分野）

ランチョンセミナー 2 11：50 ～ 12：40
 

一度使ったらやめられない ！！！ 
地域包括ケアシステムを支える 
－安全・安心・確実・簡便な，ナノ銀粒子を応用した口腔ケア－

上川 善昭（鹿児島大学病院口腔顎顔面センター・口腔外科）

 共催：株式会社ピカッシュ

シンポジウム2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム） 
第6回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 12：50 ～ 14：20
 座長：上川 善昭（鹿児島大学）
 生田 図南（医療法人社団南生会 生田歯科医院）

「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」
1．在宅療養患者における薬物療法，歯性感染症の治療

金子 明寛（東海大学医学部外科学系口腔外科）
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2．在宅歯科診療に役立つ内服薬や消毒薬の管理方法
岩渕 博史（ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科  

顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野）
3． 介護施設における HIV 患者・免疫不全患者の 

介護・歯科訪問診療時の感染リスクと問題点
上川 善昭（鹿児島大学病院口腔顎顔面センター・口腔外科）

4．実際の訪問歯科臨床現場での感染予防策実践においての問題
生田 図南（医療法人 社団南生会 生田歯科医院）

5．高齢者に特徴的な問題としての口腔乾燥症に伴う問題
中川 洋一（鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科）

優秀発表賞授賞式 
閉会の辞 14：30 ～ 14：45
 大会長：戸苅 彰史（愛知学院大学）

 6月18日（日） 110周年記念講堂

第259回 ICD 講習会 15：00 ～ 16：30
 司会：小林 寅喆（東邦大学）

テーマ：外科領域で知っておきたい院内感染対策
1．Clostridium difficile 感染症の院内感染対策

山岸 由佳，三鴨 廣繁（愛知医科大学病院感染症科／感染制御部）

2．周術期抗菌薬の適正使用

小林美奈子（三重大学大学院医学系研究科 先進医療外科学講座）

3．知っておきたい嫌気性菌・検査

田中香お里（岐阜大学生命科学総合研究支援センター嫌気性菌研究分野）
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体内時計と薬の関係を利用した時間治療
－現状と今後の展望ー

九州大学大学院 薬学研究院 薬剤学
大戸 茂弘

生体には体内時計，視神経が交差する視交叉上核（suprachiasmatic nuclei ; SCN）が
存在し，時計遺伝子により制御されている．この機構により多くの生体機能や疾患症状
に24時間周期の日周リズムが認められる．例えば，癌，循環器疾患，メタボリックシン
ドローム，骨代謝などの概日リズムが時計遺伝子により制御されている．一方で，生体リ
ズムの変容が，癌患者の延命効果に影響を及ぼすことも明らかにされてきた．こうした状
況の中で，医薬品適正使用の向上を目指し，投薬時刻により薬の効果が大きく異なるこ
とがわかってきた（時間薬理学： Chronopharmacology）．また，医薬品の添付文書など
に服薬時刻が明示され，時間を考慮した製剤，すなわち時間制御型 DDS（drug delivery 
system）や時刻により処方内容を変更した製剤も臨床応用されるに至っている（時間薬剤
学：Chronopharmaceutics）．抗癌剤の時間治療では，副作用軽減を目指し，生体リズム
に合わせて抗癌剤の注入速度を変更できるクロノポンプなどが使用されている．また喘息
治療薬，循環器作用薬，骨代謝に関わるビタミン D 製剤などの効果は投薬時刻により異な
る．一方，ヒトの時計遺伝子を診断する方法として，口腔粘膜や血液の代替として，頭髪
やひげなどの細胞を採取し，時計遺伝子を計測する手法が生み出された．また，血中のメ
ラトニンやコルチゾールの代替として，代謝物質を網羅的に測定することで，体内時刻を
簡便に判定する方法が開発された．リズム障害の健康への影響としては，夜間のシフトワー
カーは生活リズムが変容するため乳癌のリスクが高まることが明らかとなった．また働く
時間が昼夜決まっていない交替制勤務者では，仕事の時間が昼間に限られる日勤者にくら
べて前立腺がんにかかりやすい．健康な高齢者，不眠の高齢者，光照射を行った後の高齢
者のメラトニン血中濃度を比較すると，不眠で悩む高齢者が一番低いが，光療法を行った
後は，健康な高齢者よりも高くなり，高齢者の不眠対策としては，生活習慣を見直し，光
を浴びることが望ましい．現在，薬物活性の日周リズムの成因を体内時計の分子機構の側
面から解析し，それらを生体リズムマーカーとした時間薬物送達方法，新規副作用（時計
遺伝子の変容）を探索し，それを克服するための時間薬物送達方法，積極的に生体リズム
を操作することによる新規時間薬物送達方法の開発を目指しています．そこで本講演では，
これまで蓄積された時間治療学および時間薬剤学の成果について紹介します．

特別講演 6月17日（土）10：30 ～11：30



Vol .   36 No. 2 2017 歯 薬 療 法 27

略 歴

大戸 茂弘（おおど しげひろ）

 1988年 愛媛大学大学院医学研究科博士課程修了
 1989年  米国南カリフォルニア大学薬学部ジョンスタッファー

薬剤学研究所研究員（Dr. Vincent H.L.Lee研究室）
 1990年 愛媛大学医学部助手
 1993年 九州大学大学院薬学研究科薬物動態学講座助手
 2001年 九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野助教授
 2005年 九州大学大学院薬学研究院薬剤学分野教授
 2010年 九州大学大学院薬学研究院副研究院長
 2014年 九州大学大学院薬学研究院長・薬学府長・薬学部長

受賞：
1991年10月24日 日本臨床薬理学会賞（臨床薬理研究振興財団賞）
2002年３月25日 日本薬学会賞（学術振興賞）

学会活動：
日本薬理学会評議員，日本臨床薬理学会評議員，日本TDM学会評議員，日本時間生物学会
評議員，日本薬剤学会評議員，日本薬物動態学会評議員

研究領域：
医療薬学，薬効評価学，時間治療学

キーワード：
生体リズム，時計遺伝子，時間薬剤学，クロノドラッグ
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間葉系幹細胞の基礎とその臨床応用
－歯髄細胞治療の現状と今後の展望－

愛知学院大学歯学部・口腔解剖学講座
本田 雅規

現在，様々な幹細胞を対象とする再生医療の実用化を目指した研究が進められている．
その中でも，成体から採取できる体性幹細胞は，腫瘍化の危険性が低く，倫理問題にも絡
みにくいので実用面の利点がある．その中で，間葉系幹細胞は，骨，軟骨，脂肪細胞への
分化能を備えることから，これまでは，組織欠損部に間葉系幹細胞を補充するための細胞
移植を目的とした研究がなされてきた．一方，近年では，抗炎症作用，免疫抑制作用およ
び障害部位への集積能力などの様々な能力を期待する細胞治療が主流になりつつある．こ
れらの効果が発揮される機構は，投与した細胞から産生される液性因子等の分泌因子が寄
与していると考えられている．

間葉系幹細胞の細胞源は骨髄を初め，脂肪，臍帯，胎盤などであるが，2000年に歯髄，
2002年には歯根膜にも骨髄由来の間葉系幹細胞と類似する幹細胞の存在が報告され，歯科
医師においても身近に幹細胞が手に入ることになった．中でも，演者は歯髄幹細胞が抜歯
以外の外科的処置を必要としないことから，最も侵襲が少なく採取できる間葉系幹細胞と
して将来有望と考えている．

歯髄は疎性結合組織であり，硬組織である象牙質に囲まれ，外界とは根尖孔のみで交通
する閉鎖空間に近い環境にある．象牙質と歯髄は共に神経堤由来外胚葉性間葉組織であり，
神経管が造られる時に，上皮から間葉にこぼれ落ちた神経堤細胞群が，歯胚が形成される
領域に遊走すると考えられている．

近年，インプラント治療や歯周組織再生療法が広く行われるようになり，さらに，細胞
を用いた細胞治療技術の開発が歯科領域においても積極的に試みられていることから，歯
科基礎医学の知識の再確認が求められるようになっている．また，医科領域では，すでに
民間の医療機関においても細胞治療が行われているが，歯科領域では，いまだ，一部の大
学病院にて行われているのみである．しかしながら，歯科領域は，間葉系幹細胞が採取し
やすい，細胞を投与しやすい，う蝕および歯周病に罹患する患者数が多いことなどから，
細胞治療（再生医療）を歯科治療に導入しやすい領域とも言える．

これらの背景をもとに，本講演の前半において，間葉系幹細胞および歯髄の組織学・発
生学の基礎知識と歯髄幹細胞を用いた再生研究の現状を概説させていただき，後半では，
再生医療等新法下において歯科領域で新しく構築可能な細胞治療システムの将来展望につ
いて私見を述べさせていただきたい．

教育講演 1 6月17日（土）13：20 ～14：20
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略 歴

本田 雅規（ほんだ まさき）

 平成元年３月 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
  同 ６月  歯科医師免許取得（歯科医籍1096 4 5号） 

医療法人積善会 歯科医師として勤務
 平成５年４月  名古屋大学医学部附属病院・医員（歯科口腔外

科）
  同 11月 国立名古屋病院レジデント（歯科口腔外科）
 平成６年６月  名古屋大学医学部附属病院・医員（歯科口腔外

科）
 平成８年１月 愛知医科大学分子医科学研究所・研究員
 平成12年３月  名古屋大学大学院医学研究科 博士（医）（医

博1337号）
  同 ４月  名古屋大学医学部附属病院・医員（歯科口腔外

科）
 平成12年９月  Forsyth Institute, Harvard-Forsyth Oral 

Biology, Boston, USA, Research Fellow
 平成13年９月  名古屋大学医学部附属病院・医員（歯科口腔外

科）
 平成14年７月  名古屋大学医学部附属病院・医員（遺伝子再生

医療センター）
 平成15年７月  東京大学医科学研究所・幹細胞組織医工学寄付

講座・助手
 平成20年４月  日本大学歯学部解剖学第II講座 専任講師
 平成20年４月  新潟大学大学院医歯学総合研究科 非常勤講師

（～平成21年３月31日）
 平成22年４月 日本大学歯学部解剖学第II講座 准教授
 平成23年４月  九州大学歯学研究院歯学府歯学部非常勤講師

（～平成28年３月31日）
 平成27年４月 愛知学院大学歯学部口腔解剖学 教授
  現在に至る
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口腔内科疾患に対する薬物療法の現状と課題
北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室

北川 善政

医学の発達とともに，慢性疾患を有する高齢者が増加し， 口腔領域においても疾病構造
や患者のニーズも多様化している．さまざまな基礎疾患をもつ患者が多い昨今の歯科臨床
には，「外科的アプローチ」（従来の手技や技術の習得）と ｢内科的アプローチ｣（感染症，
内分泌，代謝，生理生体反応などの知識や思考法）の両方が必要であることはいうまでも
ない．最近10年の口腔内科的疾患の急増は目を見張るものがあり，これからの歯科医師は，
口腔疾患を的確に診断し，効果的な治療を実施するために，全身の疾患に関して幅広い知
識に加え，精神医学に関する基本的知識も身につけておかねばならない．口腔内科的なア
プローチが必要な疾患として，口腔カンジダ症，舌痛症，味覚異常，口内炎，天疱瘡，類
天疱瘡，金属アレルギー，扁平苔癬，白板症などの粘膜疾患，初期の口腔がん，口腔顎顔
面痛，唾液腺疾患，顎関節症，がん患者に対する口腔ケア，HIV 患者や血液腫瘍患者の口
腔病変などがあげられる．このように，近年口腔内科的プローチが必要な疾患は広範囲に
わたりその重要性は年々増している．臨床の場では，適切に病態を把握し，原因を究明す
る内科的思考法とそれに基づく治療法の選択の重要性を教育する必要がある．

当科が口腔内科を正式に担当して10数年が経過した．本講演では当科が日常臨床で行っ
ている薬物療法を紹介するとともに課題について考えてみたい．歯科薬物療法では，副腎
皮質ステロイド薬，NSAIDs，抗菌薬，抗真菌薬，抗ウイルス薬，ビタミン剤などがよく
使われる．口腔粘膜は薬物の吸収がよく，副作用も少ないなどの利点を有する局所療法も
汎用されている．特徴として，1） 根本療法ではなく対症的として使われる事が多い．2） 
疾病の病態解明が進んでいないまま経験的に使用している．3） 薬物の機序や効果に関す
る evidence が少ない．4） 保険適応外薬剤の問題，などが挙げられる．

口腔内科の重要性の機運が高まり口腔内科的疾患に関する診療や研究については，着実
にレベルアップし，より良質の医療を提供できるようになってきたと考えている．その一
方で，外来患者数の増加にもかかわらず，診療に費やす時間の割に診療報酬は伸びず，病
院経営の面で大きな問題となっている．これは，口腔内科的疾患に対する診療報酬が余り
に低すぎるためである．この状況を打破し口腔内科を充実・発展させるためには，この領
域の evidence を学会から発信し口腔内科の必要性を社会・国民にアピールしていくこと
が急務であると考える．

教育講演 2 6月18日（日）9：00 ～10：00
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略 歴

北川 善政（きたがわ よしまさ）

 1958年５月 滋賀県生まれ
 1983年３月 東京医科歯科大学歯学部卒業
 1988年３月  東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了 

（第１口腔外科）
 1988年４月  東京医科歯科大学歯学部附属病院医員 

（第１口腔外科）
 10月 伊豆赤十字病院歯科口腔外科勤務
 1989年４月  東京医科歯科大学歯学部附属病院医員 

（第１口腔外科）
 1990年５月  浜松医科大学医学部附属病院歯科口腔外科助手

 1993年４月  福井医科大学医学部附属病院歯科口腔外科講師
 2001年５月  米国ミシガン大学口腔顎顔面外科出張 

（2002年３月まで）
 2004年７月  北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科（旧

第１口腔外科）教授
 2016年４月 北海道大学病院 副病院長（歯科担当）

学会役職：
日本口腔科学会理事，日本口腔内科学会理事，日本口腔診断学会理事
日本口腔顎顔面外傷学会理事長，日本歯科心身医学会理事

著 書：
１．「口腔内科的アプローチの現在」歯科医療 第一歯科出版，2010.
２．「クリニカルPET最前線」先端医療技術研究所，2004
３．「消化器病学 基礎と臨床」西村書店，2013
４．「口腔科学」朝倉書店，2013
５．「口腔内科学」永末書店，2014
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シンポジウム 1 6月18日（日）10：10 ～11：40

「歯科薬物療法の現状と課題 －口腔の痛みに対する薬物治療－」

舌の痛みの原因と対処法
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

山崎 裕

近年，舌痛を訴える患者は急増し，その原因疾患の多くは，舌痛症と口腔カンジダ症が
占めていることから，2年前の本学会のワークショップにて「舌痛症と紅斑性カンジダ症
の鑑別を中心に」で両疾患の鑑別の重要性を述べた．当科では舌痛を訴える患者に対し，
初診時にカンジダ培養検査を血液検査と同様の必須検査として施行し，陽性の場合は先ず，
抗真菌薬の投与を行う．抗真菌薬の投与後，必ず再度培養検査を施行し，舌痛が消失し培
養検査で陰性ならカンジダ症と確定診断が得られ，培養検査で陰性でも舌痛が残存する場
合は，舌痛症の併発として舌痛症への治療に移行するという流れで対応している．この他
に，問診上で舌痛症の場合は，摂食時の方が安静時よりも舌痛が軽減することや，日内変
動を有する場合が多いことが鑑別の参考になる．しかし，最近では，抗真菌薬を投与して
も除菌できない症例が増えてきている．そこでカンジダが陽性のままで，抗うつ薬などの
舌痛症の治療を行い舌痛が消褪する症例や，抗真菌薬で除菌できても舌痛が全く軽快しな
い症例もある．すなわち，培養検査でカンジダ陽性が必ずしも舌痛の原因にならないこと
に注意が必要である．培養検査ができない場合，抗真菌薬を治療的診断に使う場合も多い
と思うが，効果がないのに漫然と長期投与はしないようにする．必ず1 ～ 2週間毎に効果
の再評価を行い，指示通りに抗真菌薬を使用しているにもかかわらず効果が得られない場
合は，他剤に変更，または耐性傾向や舌痛症を考慮し専門医療機関に紹介する．

この2つの疾患以外には，扁平苔癬や再発性アフタ，褥瘡性潰瘍なども比較的良く遭遇
するが，明らかな器質的変化を伴っているため診断は容易である．器質的変化を伴わない
舌痛の原因疾患に三叉神経痛がある．片側性の発作性の電撃痛とトリガーゾーンが認めら
れれば三叉神経痛の診断は容易であるが，時にこれらの特異的症状が病状の初期には出現
しない場合もある．

今回，当初は舌痛症と診断され抗うつ薬で軽快したが，その後も長期間に亘って再
燃を繰り返す度に同じ抗うつ薬で対応され，最終的に典型的な三叉神経痛が出現した
pretrigeminal neuralgia が疑われた症例を紹介する．
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山崎 裕（やまざき ゆたか）

 昭和60年３月 北海道大学歯学部卒業
 昭和60年４月  北海道大学歯学部第一口腔外科入局 

（現：口腔診断内科）
 平成５年８月 北海道大学歯学部助手
 平成18年６月 北海道大学病院講師
 平成25年８月  北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座
  高齢者歯科学教室教授

認定等：
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本がん治療学会暫定教育医（歯科口腔外科）
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
日本老年歯科医学会摂食機能療法専門歯科医師
日本老年歯科医学会認定医・専門医
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“心身症っぽい”口腔内疼痛とドパミン神経系
東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座 歯科心身医学分野

豊福 明

近年，歯科領域の「難治性疼痛」がトピックとなっている．従来，通常の歯科治療で解
決できない痛みは，安易に「心因性」などと排除されがちであった．その診断にはあまり
医学的根拠はない．そもそもこのような用語を使いたくなる背景として，歯科医療の賠償
責任を否定する論理，もっと言えば「自分のせいじゃない！」と言う心理が垣間みられる．
一方，そのような物言いは患者にとっては「仮病扱い」となり，当然承服し難い．権利意
識の向上ともに医療トラブルも無視できなくなり，このような痛みの問題が俎上に上るよ
うになったのではなかろうか．

1970年代初頭より，都らがこのような歯科領域の「難治性疼痛」にアミトリプチリンが
有効であると報告してきたが，特有の使いづらさ故か普及には至らなかった．その後，他
科領域の疼痛学の進歩・発展もめざましく，痛みの機序の解明は随分進んだ．神経障害性
疼痛の診断・治療ガイドラインも整備され，慢性疼痛に対する抗うつ薬の有用性もようや
く広く認知されるようになった．

ところが依然として「神経支配に一致しない」「食事にも支障がない」かつ神経障害を
起こしうる「外傷歴や病変が認められない」歯科領域の「難治性疼痛」がたくさん残され
ている．それらの多くが「筋・筋膜性疼痛」などという幼稚な概念では説明できない．
「痛み」はすべからく「主観的」であり，「こころ」抜きでは議論できない．mindless 

dentistry では痛みの患者を救えない．やはり抗うつ薬には意味があった．しかし，何で
も三環系抗うつ薬を処方すれば解決，というものでもない．アミトリプチリンが奏功しな
い慢性疼痛もかなり多いことが分かっている．薬物療法には知性と自制が必要である．そ
して自らの目で効果を確認する能力が求められる．

一方で「こころ」を治療のターゲットにすると歯科治療は袋小路に陥ってしまう．痛み
そのものではなく，痛みに影響を及ぼしている認知，行動，感情，環境などの媒介要因に
治療的介入の糸口がある．我々は，特に「痛みのことばかり考えてしまう」（反芻）や「ま
た痛くなったらどうしよう」（予期不安）などの認知の偏りに注目し，それらへの心理的
対応とドパミン部分作動薬の有効性に着目している．慢性疼痛とドパミン神経系の活動低
下は以前より指摘されている．当日は，以上のような“心身症っぽい”口腔内疼痛の治療デー
タをもとに，「痛み」の基盤に潜むドパミン神経系の病態について考察したい．
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豊福 明（とよふく あきら）

 平成２年３月 九州大学歯学部卒業
 平成２年４月 福岡大学医学部歯科口腔外科学教室入局
 平成３年３月から平成４年１月
  白十字病院（歯科口腔外科）にて部外修練
 平成４年10月 福岡大学病院助手（歯科口腔外科）
 平成13年４月 福岡大学病院講師（歯科口腔外科）
 平成19年３月  東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
  歯科心身医学分野 教授
  現在に至る
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口腔顔面領域の神経障害性疼痛の薬物療法
川崎市立井田病院歯科口腔外科

村岡 渡

抜歯やインプラント埋入後に，歯肉やおとがい神経領域にびりびり，じりじりとした痛
みが生じることがある．これは，神経障害性疼痛と呼ばれ，従来から歯科領域で用いられ
てきた鎮痛薬である非ステロイド性抗炎症薬は無効であり，その診断や治療には専門的な
知識を要する．

神経障害性疼痛に対する薬物療法は，英国立医療技術評価機構（NICE）（2014年），国
際疼痛学会（IASP）（2015年），日本ペインクリニック学会（2016年）など国内外に多く
の最新のガイドラインがあり，口腔顔面領域もそれらに準じて治療を行うことが推奨され
る．これらの薬物療法ガイドラインを，症例による診断および薬物療法の実際を含めて紹
介し，本邦での口腔顔面領域の薬物療法の現状と課題について考えたい．

現状：
現在，本邦において神経障害性疼痛に対して使用可能な薬剤にプレガバリン（リリカⓇ） 

がある．「末梢性神経障害性疼痛」治療薬として歯科領域でも承認されている．また，
2016年2月，従来は「うつ病・うつ状態」に適応であったアミトリプチリン（トリプタノー
ルⓇ）に対して「末梢性神経障害性疼痛」の適応症が追加され，歯科領域での使用が可能
になり，今まで以上にガイドラインに沿った治療の選択肢が増えた．

課題：
各種ガイドラインでは，その他の薬剤も推奨されているが，現状では歯科適応がないも

のがほとんどである．また，プレガバリン，アミトリプチリンなどの使用にあたっては，
禁忌や副作用など各薬剤に関する十分な知識を必要とする．また，副作用などの観点から
血液検査や心電図といった各種検査の実施や他科との連携が必要になることが挙げられ
る．
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村岡 渡（むらおか わたる）

 1997年 鶴見大学歯学部卒業
  慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医
 1999年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科専修医
  国立栃木病院機歯科口腔外科医員
 2001年 清水市立病院口腔外科医員
 2003年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
 2006年 日野市立病院歯科口腔外科主任医員
 2009年 日野市立病院歯科口腔外科医長
 2012年 川崎市立井田病院歯科口腔外科医長
  慶應義塾大学医学部客員講師（歯科・口腔外科学）

 2017年～ 川崎市立井田病院歯科口腔外科部長
  慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔外科学）

【所属学会等】
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医，理事，セミナー企画運営委員会委員長，ガイドライン
作成委員会委員，編集委員会委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Craniomandibular Disorders, Council Member, Treasure
医学博士（慶應義塾大学）
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口腔粘膜疾患による疼痛症状への対処法
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 口腔診断学分野

菅原 由美子

口腔粘膜疾患は全身疾患と密接に連関し，①全身疾患（皮膚科疾患，内科疾患）の初発
症状として発現することがある，②全身疾患の部分症状として発現することがある，③多
くが炎症性疾患である，④特に生理的障害を示さない先天性形態異常がある，などの特徴
がある．また，口腔粘膜疾患は実際に視診・触診が可能であり，病変の肉眼的所見は診断
上極めて重要である一方，感染や機械的刺激などによる二次的変化を受けやすく，病期に
よって病態が変化しやすい．したがって，定型的な臨床所見・ 病理所見を示さないことが
あり，診断に苦慮する場合も少なくない．とくに，びらん ･ 潰瘍病変を伴う口腔粘膜疾患
は難治性であり，臨床経過も長く疼痛症状による摂食障害など患者の苦痛は大きいが，未
だ発現機序が不明なものが多く，十分な治療法が確立されていないのが現状である．

本シンポジウムのテーマである“疼痛症状を伴う口腔粘膜疾患”とは，びらん・潰瘍病
変あるいは紅斑・萎縮病変を伴うものがほとんどである．その代表的な疾患としては，口
腔扁平苔癬，多形滲出性紅斑，類天疱瘡，天疱瘡，口腔粘膜炎，非特異的口内炎，再発性
アフタやヘルペス性口内炎，鉄欠乏性貧血，口腔カンジダ症などがあげられる．まずは疼
痛症状を伴う口腔粘膜疾患を的確に診断し治療を進めることが肝心である．

治療法としては，口腔粘膜疾患の治療，疼痛症状の緩和や除痛を目的とする対症療法，
症状を重篤化させない治療法などがあげられるが，まずは発症要因や増悪因子が想定でき
る場合には可能な限り，それらの因子を取り除くことにより症状の改善をみる場合がある．
即ち，口腔管理として口腔内の衛生状態を保つよう十分な口腔衛生指導行う口腔衛生管理
と歯周病の治療をはじめ，齲蝕治療，歯の鋭縁の削合，不適合補綴物の除去や咀嚼機能の
回復を目的とした口腔機能管理は重要である．口腔管理を行うことにより，薬物の治療効
果をあげることが期待される．口腔粘膜疾患による疼痛症状への薬物による対処法として
は，抗炎症作用を目的としたステロイド局所療法，セファランチン，漢方薬，含嗽剤，局
所麻酔薬の使用などがあげられる．また，補助療法として口腔内の保湿を目的とした口腔
化粧品などを積極的に活用することも有効である．

本シンポジウムでは，“口腔粘膜疾患による疼痛症状への対処法”について当施設での
現状を参考例として提示したいと考える．
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菅原 由美子（すがわら ゆみこ）

 1986年３月 東北大学歯学部  卒業
 〃 ４月 東北大学歯学部附属病院 口腔診断科 入局
 1987年６月 東北大学歯学部附属病院 口腔診断科 医員
 1991年１月 東北大学歯学部附属病院 口腔診断科 助手
 2003年10月 東北大学病院 口腔診断科 助手
 2007年４月 東北大学病院 口腔診断科 助教
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シンポジウム 2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第 6 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 6月18日（日）12：50 ～14：20

「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」

在宅療養患者における薬物療法，歯性感染症の治療
東海大学医学部外科学系口腔外科

金子 明寛

加齢による生理的要因と多剤併用による相互作用による注意および服薬コンプライアン
ス低下に対する配慮が在宅療養患者では必要である．

1）加齢による生理的要因
高齢者疾患の特徴として1）一人で多くの疾患を持つ2）個人差が大きい3）症状が非定

型的である4）水，電解質の代謝異常を起こしやすい5）慢性疾患が多い6）薬剤に対する
反応が成人と異なる7）生体防御力が低下し疾患が治りにくい8）患者の予後が医療のみな
らず社会的環境に大きく影響される1）．

2）在宅療養患者の副作用の頻度
在宅療養患者の特徴の一つにほとんどの在宅療養患者が複数の薬剤が処方されている現

状がある．恩田らは，1,890薬局から5,447人分の患者データを収集し，副作用（副作用の疑い）
（Adverse Drug Reactions: 以下 ADRs）の発生について報告している．薬剤師が訪問時
に ADRs を発見した患者割合は14.4% で，催眠鎮静剤・抗不安剤 , 精神神経用剤 , その他
の中枢神経系用薬が処方されている患者の主な症状はめまい・ふらつき・立ちくらみ等 ,
消化器障害 , 臨床検査値異常 , 意識障害 , 皮膚症状などであったと報告している2）．

3）服薬コンプライアンス低下の原因
1． 患者側因子（服薬方法に対する誤解，服薬忘れ，薬の試用に対する不安，身体的理

由で薬剤が取り出せない，下痢など副作用の経験，症状の軽快のため中断）
2． 薬の因子（有害作用，複雑な処方内容，剤形により服薬しにくい）
3． 乾いた口腔内で服薬しにくい剤形（粘性の低い液剤，顆粒剤，散剤，口腔内に付着

しやすい大きい錠剤カプセル）
4． 身体能力の低下から服薬しにくい剤形（計量が煩わしいシロップ，PTP シートから

取り出しが不便）
5．最適な剤形（ゼリー剤，小さな錠剤，崩壊錠，貼付剤）

文献
1） 日本医師会編：高齢者の身体と疾病の特徴 

https://www.tokyo.med.or.jp/kaiin/kaigo/chiiki_care_guidebook/035_072_chapter02.
2） 恩田 光子 , 今井 博久 , 正野 貴子 , 高田 百合菜 , 藤井 真吾 , 七海 陽子 , 荒川 行生 

在宅患者における薬物治療に伴う副作用 ―全国調査からの考察―薬剤疫学 Vol. 21 （2016） No. 1 
p. 1-11
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金子 明寛（かねこ あきひろ）

 《学歴・職歴》

 1981年３月 松本歯科大学卒業
 1981年６月 東海大学医学部臨床研修医
 1994年４月 東海大学医学部口腔外科講師
 1998年４月 東海大学医学部口腔外科助教授
 2002年４月 東海大学医学部外科学系口腔外科教授
 

《役職》
日本歯科薬物療法学会：理事長，日本口腔感染症学会：理事長
日本健康科学学会：副理事長
日本化学療法学会：理事，日本環境感染学会，日本感染症学会，日本口腔科学会 日本口腔
外科学会 代議員
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在宅歯科診療に役立つ内服薬や消毒薬の管理方法
神奈川歯科大学大学院歯学研究科

顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野
岩渕 博史

歯科分野においても訪問診療の機会が増加し，在宅患者に対する医薬品の使用頻度が増
加している．在宅患者に医薬品を使用する際には外来患者とは異なる特性に配慮する必要
がある．在宅や施設入所中の患者における薬物療法の安全性を確保するには，患者の食事，
排泄，移動など生活環境を考慮した処方・調剤，投与を行うととともに，コンプライアン
スの確保，飲み間違い防止，副作用の早期発見及び重篤化防止，重複投与及び相互作用の
防止等のために，的確な管理及び服薬指導を行うことが重要である．剤形の選択や調剤方
法の工夫は，在宅患者の薬物療法の安全性を確保する上での重要な要素である．嚥下機能
障害の程度や経口摂取の可否の確認が必要である．状況によっては調剤薬局と連携しなが
ら適切な投薬および服薬指導をする必要がある．各医療職が連携し，在宅患者への管理・
指導を行うことで，治療効果と安全性の両方の向上が期待できる．そして，患者の状態に
よっては，医薬品を使用する際の管理者を選定する必要がある．認知症患者などでは医薬
品管理能力が低下するため，管理者（家族や介護者）の必要性を検討する．

また，歯科領域で用いる医薬品には，一般医科でも使用する医療用医薬品と局所麻酔薬
をはじめとする歯科領域専用のものがあり，さらに毒物・劇物（フッ化水素酸，亜硝酸ナ
トリウム，過酸化水素水など）や歯科材料も存在する．したがって，その管理には十分注
意を払う必要がある．医薬品保管の三大原則は温度，湿度，光 の適切な管理である．剤形
によっても保管方法が異なってくる．アムホテリシン B シロップは遮光して室温で保存す
る必要があるが，坐薬は挿入部を下にして冷暗所に保管する必要がある．そして，医薬品
は作用の強さに応じて「毒薬」「劇薬」「普通薬」に分類されており，毒薬は専用の鍵のか
かる保管庫が必要で，劇薬は他の医薬品等と区別して保管することが必要である．歯科に
おける毒薬にはアルゼン，劇薬にはペリオドン，ＦＧ，サホライド，ＴＤゼット，オーラ
ct など多数の薬品がある．消毒薬や処置薬では開封後の期限，開封日の記載や開封後の保
管方法を確認する必要があり，薬品のつぎ足しは禁止である．消毒薬の使用期限は特に製
品ごとの規定がない限り開封後3カ月間とし， 擦式手指消毒薬の開封後使用期限に関して
は，開封後６カ月間とする．

シンポジウム 2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第 6 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 6月18日（日）12：50 ～14：20

「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」



Vol .   36 No. 2 2017 歯 薬 療 法 43

略 歴

岩渕 博史（いわぶち ひろし）

 1992年３月 東京歯科大学卒業

 1992年５月 慶應義塾大学医学部研修医（歯科口腔外科）
 1998年７月 慶應義塾大学医学部助手（歯科口腔外科学）
 2001年５月 国立栃木病院歯科口腔外科
 2003年７月  国立栃木病院歯科・歯科口腔外科・小児歯科

歯科医長
 2009年４月  （独）国立病院機構栃木病院（H25.4月より栃

木医療センター）
   歯科・歯科口腔外科・ 小児歯科 

歯科口腔外科医長
 2012年４月 神奈川歯科大学顎顔面外科学講座 講師
 2015年４月１日  神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面外科

学講座 准教授
 2017年４月１日  神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態

診断治療学講座顎顔面外科学分野
  顎顔面外科学分野 准教授（現在に至る）

日本口腔外科学会専門医・指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本有病者歯科医療学会認定医・指導医
日本小児口腔外科学会指導医
日本歯科薬物療法学会認定歯科医師
ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）
日本歯科薬物療法学会理事
日本口腔内科学会理事
日本有病者歯科医療学会理事
日本口腔外科学会代議員
日本小児口腔外科学会評議員
日本口腔ケア学会評議員
日本口腔感染症学会代議員



44 歯 薬 療 法 Vol.  36 No. 2 2017

介護施設における HIV 患者・免疫不全患者の
介護・歯科訪問診療時の感染リスクと問題点

鹿児島大学病院口腔顎顔面センター・口腔外科
上川 善昭

・地域包括医療・ケアシステムとは
住みなれた場所で，安心し，人らしい自立した生活をするために，治療のみならず保健，在宅ケア，

リハビリテーション，福祉・介護サービスのすべてを，多職種が連携し，施設ケアと在宅ケアとが
連携して行うことである．
・歯科は重要な役割を持つ

地域ぐるみで全人的医療・ケアを構築するには，美味しく食べること，口腔ケアにより健康に暮
らすことを担う歯科の役割は大きい．
・HIV 感染症者を在宅歯科診療で診る

治療の進歩により HIV 感染症の予後は改善し，患者は高齢化している．拠点病院を中心に HIV
治療が行われてきたが，今後は在宅医療が増えるので，在宅歯科診療で患者と遭遇する機会が増加
する．
・診断力と知識が必要となる

加齢により糖尿病，高血圧症，骨粗しょう症，認知症などの合併症が増加するが，HIV 感染症者
ではさらに，HIV 関連認知症，悪性腫瘍などの長期合併症が増加する．HIV 治療では服薬アドヒア
ランス（服薬率）が重要で正確な服薬が必須だが，加齢により病気や服薬についての理解度が低く
なり服薬率が低下する可能性がある．その結果，長期合併症や日和見感染が増加し，口腔がん，口
腔カンジダ症，歯周病の増悪などが予想される．高齢者歯科診療の知識に加えて，口腔がんや日和
見感染の診断能力，観血的治療の可否，投薬など医科との連携に伴う知識が必要となる．
・感染防御は標準予防策をおこなう

HIV の感染力は HVC や HVB より低いので標準予防策を行えば十分である．しかし，歯周病の進
行などによる抜歯や，歯性感染症による切開排膿処置などの観血的処置が増えるので標準予防策を
遵守する．
・針刺し事故や大量曝露

針刺し事故や大量曝露が生じたときは，HIV 治療マニュアルに沿って対処する．万一の事故発生
に備えて，速やかな抗 HIV 薬の予防内服を開始できる体制を確立するとともに，専門的判断を求め
るために，近隣のエイズ治療拠点病院との連携や連絡方法を確立する必要がある．
・正しい知識の普及が必須

不幸にも血友病患者で HIV 感染が多発した当時は，HIV 感染症に対する正しい知識が普及してお
らず，感染症者に対する差別や治療施設に対する風評被害が発生した．現在では，医療機関や歯科
医療機関での問題は少なくなっているが，地域包括医療・ケアシステムでは医学的知識のない職種
が患者に遭遇する機会が増える．過ちを繰り返さないように，多職種に対して正しい知識を啓蒙す
る必要がある．

シンポジウム 2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第 6 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 6月18日（日）12：50 ～14：20
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上川 善昭（かみかわ よしあき）

 所属：鹿児島大学・学術研究院・医歯学研究域・歯学系

 職位：准教授
 1991年 鹿児島大学歯学部歯学科卒業
 1991年 第84回歯科医師国家試験合格
 1995年 鹿児島大学歯学部附属病院・医員（第一口腔外科）
 1996年 健康保険人吉総合病院歯科・医長
 1998年 博士（歯学）鹿児島大学歯研79号
 1999年 健康保険人吉総合病院歯科口腔外科・部長
 1999年  フンボルト大学口腔外科（独連邦，ベルリン）全社連

選抜留学生
 2000年 鹿児島大学歯学部付属病院第一口腔外科・助手
 2011年 衛生検査技師免許
 2014年 鹿児島大学医学部･歯学部付属病院口腔外科・講師
 2015年  鹿児島大学・学術研究院・医歯学研究域・歯学系・准

教授
 以後現在に至る．

資格：がん治療認定医，日本有病者歯科医療学会指導医・専門医，
日本口腔外科学会専門医，ICD，日本化学療法学会抗菌療法認定歯科医師，
歯科薬物療法学会認定歯科医師，歯科薬物療法学会治験担当者，

学会：歯科薬物療法学会教育担当理事・評議員，日本口腔感染症学会評議議員，
日本口腔ケア学会評議員，日本口腔外科学会評議員

賞罰：第52回日本口腔外科学会学術大会優秀口演賞，
第29回日本口腔腫瘍学会優秀ポスター賞，第21回日本有病者歯科医療学会
最優秀発表ポスター賞，第67回日本口腔科学会優秀ポスター賞，第60回日本口腔外科学会優
秀ポスター賞
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実際の訪問歯科臨床現場での
感染予防策実践においての問題

医療法人 社団南生会 生田歯科医院
生田 図南

会員の先生方もご存じと思いますが，今後の日本は超少子高齢化の時代に突入します．
（厚生労働省 HP より下記 QR コード参照）」その問題を解決するには地域包括ケアの推進
以外にないと厚生労働省の幹部は断言しています．

地域包括ケアはできうる限り在宅で自立して最期を迎えるためのシステムです．
その根本には超少子高齢化とともに膨れ上がる医療費の抑制があります．2025年には60

兆円ともいわれる医療費をどのようにして抑制するか，現行の皆保険制度を維持していく
ために非常に喫緊の課題であるといえます．

私は現在，厚生労働省の「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ作業チー
ム員」として平成30年度から開始される高齢者の保健事業のガイドラインを作成する作業
に従事しています．この事業で作成するガイドラインは２０２５年（平成３７年）を目途
に，「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるように地域の包括的な支援・サー
ビス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築」を推進するものとなります．

その中で重視されているのがフレイル（口腔フレイルを含む）の予防，多剤処方の抑制
などですが特に口腔フレイルの予防に関してはモデル事業が多く報告されており，ますま
す，口腔の健康維持の重要性が認識されはじめています．

以上のような理由で，今後，歯科医師は患者さんが来院するのを待つ治療システムから
患者さんのもとに出かけて行って治療や指導を行う治療システムに転換していく必要があ
ります．

しかし，院内だけで治療を行う場合でも院内感染防止対策にかかる費用は膨大であり，
効率を重視して滅菌・消毒システムを構築しないと採算ベースに乗せるのはなかなか難し
い状況です．ましてや歯科治療や摂食嚥下指導が在宅で行われる機会が増えれば，使用す
る器具の滅菌消毒管理はさらに難しくなると思われますし，さらに経営のマネジメントも
大変厳しいものとなると感じています．そのような状況の中で，日本口腔感染症学会等と
連携を深め，厚生労働行政に働きかけながら，大きな視点で包括的に超少子高齢化に向け
て，在宅での安心・安全な歯科医療を展開するためのガイドラインを作製する必要性を強
く感じます． 

厚生労働省
QR コード

シンポジウム 2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第 6 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 6月18日（日）12：50 ～14：20

「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」



Vol .   36 No. 2 2017 歯 薬 療 法 47

略 歴

生田 図南（いくた となみ）

 プロフィール：

 1955年（昭和30年）６月19日生
 1981年 福岡県立九州歯科大学卒業
 1984年 河浦町宮野河内にて開業
 2004年  河浦町白木河内にて移転開業 医療法人社団南生会生

田歯科医院

役職：
1997年～2000年 熊本県歯科医師会 広報委員長
2001年～ 一般社団法人 国際歯周内科学研究会 代表理事・会長
2005年～ 日本口腔感染症学会理事
2009年 米国インディアナ大学フェロー取得
2012年 一般社団法人 国際歯周内科学研究会 顧問
2012年 歯学博士取得 日本大学歯学部
2012年  第21回日本口腔感染症学会総会・学術大会 大会長 於：熊本県歯科医

師会館
2014年 一般社団法人 国際歯周内科学研究会 常務理事
2016年  厚生労働省 保険局 高齢者医療課 高齢者の保健事業のあり方検討

ワーキンググループ作業チーム員

主な著書：
1994年  ５月号 実践歯学ライブラリー 消毒・滅菌コスト 歯科医院における経営バラ

ンス 稲岡勲共著 デンタルダイヤモンド社
2005年  チェアーサイドの消毒・滅菌ライフラインガイドブック 院内感染対策からイン

プラントまで 井上秀人 生田図南共著 デンタルダイヤモンド社
2013年 月刊 生田図南 デンタルダイヤモンド社
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高齢者に特徴的な問題としての口腔乾燥症に伴う問題
鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科

中川 洋一

地域包括ケアシステムは，高齢者のために，［医療］［介護・介護予防］［住まい］［自立
した日常生活の支援］，これらを包括的に確保する体制である．このシステムの中で歯科
に求められるのは口腔機能の回復と維持であるが，口腔が原因となる感染リスクを減らす
ことも歯科の役目である．

歯科訪問診療時には（１）感染予防対策（患者⇔他人の感染予防）が必要である．この
こと以外に（２）歯科治療時に〈誤嚥からの呼吸器感染症〉や〈菌血症からの敗血症や心
内膜炎などの感染症〉を起こさせない配慮が必要である．それには，口腔の清潔保持（保
清）が重要となる．さらに（３）患者の有する感染リスクを減らさなければならない．こ
の感染リスクには，①誤嚥性肺炎や心内膜炎などの全身的な感染リスクと，②歯周病，う蝕，
顎炎，義歯性口内炎，口腔カンジダ症などの口腔領域の感染リスクがある．口腔乾燥はこ
れら感染リスクの大きな要因であり，リスクは口腔ケアによって減らすことができる．

口腔ケアの基本は保清，保湿，保護である．微生物増加の抑制，口腔粘膜の解剖学的バ
リアーの強化を目的とする．保湿は，市販の口腔ケア用品，特にジェルタイプの保湿剤に
頼るところが大きい．ジェルタイプの保湿剤には，〈ジェル自体が水分を保持する作用〉
と〈ジェルが水分を覆うことによって蒸発を防ぐ作用〉がある．これらの作用によって粘
膜の水分を保持する．ジェルに水分を保持する能力は製品によって異なる．粘膜への付着
性が高く，崩壊性・溶出性が低いものが良い．一方，水分の蒸発を防ぐ能力は，ジェルタ
イプの保湿剤の殆どの製品に備わっている．この性質を活かすためには，乾燥状態ではな
く，水で粘膜を潤してからジェルで覆うという方法が有効だと考えられる．

義歯ケアは口腔のみならず全身の異常を予防するため重要である．これは，〈デンチャー
プラーク中に微生物が検出されると咽頭粘膜面からも同種の微生物が検出される傾向があ
ること〉，〈要介護高齢者のデンチャープラークから呼吸器感染を引き起こす可能性がある
微生物が検出されていること〉，〈口腔カンジダ症の発症リスクは義歯装着者で高いこと〉
などの理由による．唾液分泌が減退した義歯装着者は粘膜の Candida コロニー数が多いこ
とから，口腔乾燥患者では特に義歯ケアが必要となる． 

口腔乾燥患者における歯科訪問診療時の口腔ケアならびに義歯ケアは感染リスクを減ら
すために重要である．

シンポジウム 2（日本口腔感染症学会との合同シンポジウム）
第 6 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講演会 6月18日（日）12：50 ～14：20

「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」
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中川 洋一（なかがわ よういち）

 1980年３月 鶴見大学歯学部歯学科卒業

 1981年１月 鶴見大学歯学部 口腔外科学第二講座 助手
 1988年４月 鶴見大学歯学部 口腔外科学第二講座 講師
 1990年４月～1992年６月
   Department of Oral Biology, University of 

Florida
 2011年４月 鶴見大学歯学部 口腔内科学講座 講師
 2015年４月～  鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科

准教授

免許・資格：
博士（歯学）
日本歯科薬物療法学会認定歯科医師
日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医・指導医
日本口腔科学会 2008年 宿題報告（唾液分泌改善へのアプローチ）担当
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『治験』と『臨床試験』と『臨床研究』（治験を中心に）
杏林会 今井病院 口腔外科

山根 伸夫

世間では『治験』と『臨床試験』や『臨床研究』の言葉があいまいなままに認知・理解
されている．我々臨床研究に携わるものはそれらの違いを被験者に正しく説明する責務が
ある．近年では治験の数がめっきり減少し，その要領を知る者が減少してきているため，
治験の手順やそれに関する用語の解説をしたい．

治験とは，医薬品の製造販売にむけ，薬事法に基づく承認を得るために行う臨床試験の
ことである．すなわち製薬会社が実施計画書をつくり，医療機関に依頼する形をとり，行
われるものである．以前は比較的曖昧であった被験者の人権等に配慮し，責任体制を明ら
かにするために，新薬の臨床試験の実施に関する基準となる厚生労働省令の「医薬品の臨
床試験の実施基準」(GCP) という具体的なルールが1990年 10月に定められた．これによ
り治験責任医師は症例報告書を正確に作成されることが強く求められ，被験者の自発的な
参加同意に十分な配慮がなされるようになり，治験の質的向上が図られた．これにより新
薬の治験を製薬企業から受託し，医薬品開発を支援する CRO（医薬品開発受託機関）と
いう企業が製薬会社と治験医の間に介在し，その CRO から CRC が治験症例エントリー時
に派遣され，治験業務の円滑な遂行を支援してくれるようになった．

また一方，2003年に薬事法が改正され，医師や歯科医師自らが治験を企画・立案し，治
験計画届を提出して治験を実施できるようになった．これらの治験の目的は外国で承認さ
れていながら国内未承認薬や適応外使用が一般的となっている医薬品などの薬事承認を取
得することが目的である．医師自らが，治験実施計画書等の作成から始まり，治験計画届
の提出，治験の実施，モニタリングや監査の管理，試験結果を取りまとめた総括報告書の
作成など，実施医療機関と協力しながら治験のすべての業務の実施並びに統括しなければ
ならないことから，医師主導治験といわれている．これらの治験に際しても CRO や CRC
の存在は不可欠である．しかし資金的な問題もあり，なかなか導入できないことが多いこ
とも医師主導治験の今後の課題ともいえる．

教育セミナー
第 20 回臨床治験担当者制度講習会 6月17日（土）14：30 ～16：00

「臨床研究者必須，変化する臨床研究環境にどのように対応すべきか」
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山根 伸夫（やまね のぶお）

 1983年３月 城西歯科（現：明海）大学歯学科卒業

 1983年６月 東海大学医学部研修医
 1988年４月 同大学同学部口腔外科助手
 1998年４月 同講師
  その後，足利赤十字病院口腔外科部長，小美玉医療センター口

腔外科部長
 2016年７月より現職

ICD
口腔外科専門医
歯科臨床研修指導医
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臨床研究法案と改定個人情報保護法の概要と
研究者としての対応

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 信頼性保証・監査室
栗原 千絵子

2017年4月に「臨床研究法」が成立，続いて5月には改正個人情報保護法を受けた「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針」改正（新医学系指針）が施行となり，研究に関
する規制が急速に複雑化・厳格化している．

日本では，医薬品・医療機器等の臨床試験で製造販売承認を目指すものは医薬品医療機
器等法に基づく「治験」として実施しなければならない．承認申請を目的としない医薬品
医療機器等の臨床試験は，諸外国では「治験」との区別なく薬事関連法で規制されるが，
日本では，この種の臨床試験に対して「臨床研究法」が適用されることとなった．すなわ
ちその適用範囲は，医薬品医療機器等の有効性・安全性を明らかにしようとする臨床研究
であり，中でも，未承認（承認外適応を含む）の医薬品等を使う場合，企業等からの利益
供与を受ける場合には，「特定臨床研究」として，行政当局への事前の届出，認定を受け
た倫理審査委員会での審査が求められることとなった．

一方，新医学系指針の施行により，学術研究における個人情報保護が厳格化している．
論争の末，従来の研究を実施できなくなるような規制強化とはならなかったものの，主な
例として，次のような対応が求められている．（１）「匿名化」における個人識別性の判断
が厳格化し，「対応表」の管理が求められるとともに，対応表を作成しないことのみでは

「連結不可能匿名化」として個人の同意を免除されなくなった．（２）後ろ向きカルテ調査
等の「情報公開」による拒否の機会提供が強く求められ，記載項目が追加となった．（３）
外部からデータ提供を受ける際に提供元の規程や機関の長への報告，倫理審査，対応表管
理状況，提供元での情報公開の確認が必須となった．また，症例報告については「研究」
とみなされない限りは指針の適用は受けないとされたが，個人情報保護法上は一層注意深
く個人の同意を受ける必要性が高まっている．今回の指針改正は，2014年改正で侵襲・介
入ありの研究にモニタリング又は必要に応じて監査を求められるようになって以来，より
幅広い，ほぼすべての人を対象とする研究に影響の及ぶ，ビッグ・イベントである．

こうした規制環境の変化に対応し，適正な研究を推進し，新規医療技術を実臨床へと渡
すための鍵となるポイントについて，議論する．

教育セミナー
第 20 回臨床治験担当者制度講習会 6月17日（土）14：30 ～16：00

「臨床研究者必須，変化する臨床研究環境にどのように対応すべきか」



Vol .   36 No. 2 2017 歯 薬 療 法 53

略 歴

栗原 千絵子（くりはら ちえこ）

 1983年  早稲田大学政治経済学部経済学科卒，執筆・

翻訳・編集活動等
 1994年～現在  （株）臨床評価刊行会 「臨床評価」編集ス

タッフ
 2003年～2007年３月
  （株）科学技術文明研究所
 2007年４月～ （ 独）放射線医学総合研究所 分子イメージ

ング研究センター 客員研究員
 2008年９月～  （独）*放射線医学総合研究所 分子イメージ

ング研究センター 主任員研究員（＊2015年
４月より国立研究開発法人）

 2014年10月～2016年３月
  同 放射線防護研究センター（併任）
 2016年４月～  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機

構 放射線医学総合研究所 信頼性保証・監
査室 主幹研究員，2017年４月～同 主任研
究員

主な学術活動：
・ A member of the Task Group 94 “Ethics of radiological protection” under the C4 

working party of the International Commission on Radiological Protection (ICRP)



54 歯 薬 療 法 Vol.  36 No. 2 2017

エルゼビアの歯学系ジャーナルと
知らなきゃ損する最新ツールの使い方

エルゼビア・ジャパン株式会社
リサーチソリューションズ

ソリューションコンサルタント
高石 雅人

エルゼビア・ジャパン株式会社
グローバル STM ジャーナルズ

インターナショナル・ジャーナルズ パートナーシップ・パブリッシング
エグゼクティブ・パブリッシャー

長房 望

論文の調査をする際に抄録・引用文献データベースは欠かせないツールになっています．
最新の論文や重要度の高い論文を検索したり，投稿するためのジャーナルの比較調査がで
きる『Scopus』をご紹介します．また，論文を作成する際にはジャーナルのスタイルに合
わせた参考文献リストの作成に，多くの時間をとられている方も多いと思います．エルゼ
ビアでは無料の文献管理ツール『Mendeley』を提供していますので，役に立つシーンを
ご紹介します．最後に，今後の論文投稿時に参考資料としてご利用いただけるよう，エル
ゼビアの歯学系ジャーナルや Open Access 誌をご紹介します．

共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 1 6月17日（土）11：40 ～12：30
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一度使ったらやめられない ！！！
地域包括ケアシステムを支える

－安全・安心・確実・簡便な，ナノ銀粒子を応用した口腔ケア－
鹿児島大学病院口腔顎顔面センター・口腔外科

上川 善昭

・超高齢化社会では義歯が重要だ．
社会の高齢化の推計によれば，高齢化率は上昇を続け，３人に１人が65歳以上という“超

高齢化社会”の訪れが近い．平成23年歯科疾患実態調査では，高齢になるに従って現在歯
数が減少傾向にあり，義歯装着者が増加している．65歳以上の高齢者の60% 以上が義歯を
使用している．義歯は栄養，熱量の摂取，明瞭な会話，調った顔貌をもたらし，健康で豊
かな人生になくてはならない．
・口腔ケアでは義歯管理が重要だ．

義歯清掃は口腔ケアを煩雑にする．自己管理のできない要介護者では義歯が敬遠されや
すく，生活の質が低下しやすい．安全，安心，確実，簡便な義歯管理法を確立すれば，義
歯装着が進み，健康で豊かな質の高い生活がもたらされる．
・カンジダを念頭においた義歯管理が重要だ．

義歯材料にはカンジダが付着しやすいが，市販の義歯洗浄剤ではカンジダに有効なもの
は少ない．義歯はカンジダのリザーバーとなるので，免疫能が低下した高齢者ではカンジ
ダを念頭に置いた義歯管理が求められる．口腔カンジダ症から肺カンジダ症へと進展した
との報告もあり生命予後を左右することもある．
・安全・安心・確実・簡便な口腔ケアはナノ銀粒子の応用が重要だ．

古くから銀イオンは微生物に対して殺菌作用を有し安全・安心であることが知られ，近
年，食品分野や医療分野で多用されている．
なぜナノ銀粒子が有効なのか？ 

重さを一定にしたとき，大きさが小さくなると表面積は増え，比表面積が大きくなる．
球体では比表面積は直径に反比例し，直径が10分の1になると表面積は10倍になり，同じ
重さの銀では1ナノメーターの直径の銀粒子の総表面積は1ミリメーターの銀粒子の表面積
の10万倍となるので多くの銀イオンを放出する．つまり，ナノ銀粒子は比表面積が大きく
極微量で大きな抗菌作用を示す．口腔ケアへ応用すれば，安全，安心，確実な口腔ケアが
実現する．

われわれは，義歯材料へのナノ銀坦治法 ( 特許第4324639，特願2013-105663号 ) である
ピカッシュとナノ銀粒子を応用した歯磨剤のピカティースを開発し上市した．ピカッシュ
を一度行うと6か月間は抗菌作用が持続し，義歯清掃はブラシによる水洗で十分であり簡
便である．

口腔微生物に対するナノ銀粒子による抑制効果を示し口腔ケアにおける有用性について
示すとともに，その作用機序について概説する．

共催：株式会社 ピカッシュ

ランチョンセミナー 2 6月18日（日）11：50 ～12：40
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テーマ：外科領域で知っておきたい院内感染対策

司会 東邦大学看護学部 感染制御学
小林 寅喆

１）Clostridium difficile 感染症の院内感染対策

 愛知医科大学病院感染症科／感染制御部
 山岸 由佳 三鴨 廣繁

２）周術期抗菌薬の適正使用

 三重大学大学院医学系研究科 先進医療外科学講座
 小林 美奈子

３）知っておきたい嫌気性菌・検査

 岐阜大学生命科学総合研究支援センター嫌気性菌研究分野
 田中 香お里

第 259 回 ICD 講習会 6月18日（日）15：00 ～16：30
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第 259 回 ICD 講習会 6月18日（日）15：00 ～16：30

外科領域で知っておきたい院内感染対策
司会のことば

東邦大学看護学部 感染制御学
小林 寅喆

外科領域においてはその専門性から侵襲性が高い処置が多く，術後感染対策は患者の予
後に大きく影響する．術後合併症の1つである感染症の対策としては予防抗菌薬使用法，
術後保温，血糖値管理，適切な除毛処置の4つが挙げられている．そのうち，予防抗菌薬
の使用については日本外科感染症学会から多施設無作為比較試験 (RCT) の結果が報告され
投与薬剤，投与のタイミング，投与期間についてのいくつかの知見が示された．当然なが
ら，予防抗菌薬は術式により清潔創および腸管内細菌の汚染が考えられる準清潔手術では
抗菌薬の選択や術後感染菌の種類も異なりそれぞれ適切な対応が必要である．また，術後，
長期に抗菌薬投与が行われる場合，抗菌薬関連下痢症の起炎菌となる Clostridium difficile
にいても注意が必要である．

今回の講習会では外科領域における感染対策として各分野における専門家に講師をお願
いし講演いただくことにした．

まず，愛知医科大学の山岸由佳先生には C. difficile 感染症の院内感染対策としての2本
柱である CDI 発症・再発のリスクの軽減および感染防止策の接触予防策と隔離について概
説していただく．次に，三重大学の小林美奈子先生には周術期抗菌薬の適正使用として，
手術部位による予防抗菌薬の選択，抗菌薬投与のタイミングと投与期間についてガイドラ
インやいくつかのスタディについて解説いただく．最後に岐阜大学の田中香お里先生には
知っておきたい嫌気性菌・検査として重要な嫌気性菌のうち院内肺炎の原因となる口腔内
常在嫌気性菌とそれらの性質および C. difficile 検査法の最近の話題について概説いただく
こととした．

本講習会が学会員のみならず，講習に参加いただいた先生方にも各種現場における感染
対策に有益な知見になることを願う．



58 歯 薬 療 法 Vol.  36 No. 2 2017

第 259 回 ICD 講習会 6月18日（日）15：00 ～16：30

Clostridium difficile 感染症の院内感染対策

愛知医科大学病院感染症科／感染制御部
山岸 由佳 三鴨 廣繁

Clostridium difficile  は嫌気性グラム陽性有芽胞毒素産生桿菌で，一部のヒトでは常在腸
内細菌叢として存在する細菌の一つである．抗菌薬曝露歴のある症例や医療機関入院歴の
ある症例において下痢症状が出現した場合には Clostridium difficile 感染症（CDI）も疑わ
なければならない．本菌は栄養型，芽胞型の両方があり，腸管内では主に栄養型細胞で存
在するが，腸管外では主に芽胞型で生存する．この芽胞は環境中の生存期間が長く，また
多くの消毒薬に抵抗性である特性を有する．

本菌は糞口感染により伝播するが，医療関連感染においては，感染・保菌者の手指など
による直接感染，感染・保菌者の菌が医療従事者や物品・環境を介した間接的感染がある．

感染対策の2本柱は，CDI 発症・再発のリスクの軽減と，感染防止である．リスク軽減
については，広域スペクトラム抗菌薬やプロトンポンプ・インヒビター等の使用制限の他，
CDI 発症時には CDI に対する適切な治療による除菌あるいは菌量減少がある．感染防止
策については接触予防策と隔離があげられる．手指衛生においては，一般に用いられるア
ルコールなどは無効であり，最初は石鹸と流水を使用する．環境の管理は適切な清掃や消
毒が必要であるが芽胞に有効な消毒薬は過酢酸，グルタラール，高濃度の次亜塩素酸ナト
リウムであること，いずれも刺激性や毒性，金属腐食性が強いことに留意が必要である．
隔離の適応や隔離解除基準については各施設での個室保有状況などによるが，症状改善後
も約１週間程度で50％程度の減少にとどまり，しばらくの期間，便中への排泄が持続する
ことに留意が必要である．本講習会では具体的な感染対策についても概説する．
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周術期抗菌薬の適正使用

三重大学大学院医学系研究科 先進医療外科学講座
小林 美奈子

術後感染予防薬は，手術部位感染 (surgical site infection : SSI) の予防とされており，遠
隔部位感染 (remote infection : RI) は対象とされていない．

本邦では，日本外科感染症学会が，本邦での SSI による医療経済的負担を明らかにする
ため，消化器外科・産婦人科手術と心臓血管外科手術を対象に，全国10施設から600症例（300
ペア）を検討した結果，SSI 発生症例は平均で，在院日数が20.8日延長し，術後医療費は
856320円多くかかることを報告しており，SSI を予防することは医療経済的価値を含め重
要性が高まっている．

SSI 予防には禁煙や糖尿病のコントロールなど患者側の要因や，使用器材の滅菌，手術
室の空調などの環境要因，手術手技そのものの改善など多岐にわたる対策が求められるが，
その中でも術後感染予防薬の投与は重要な対策の1つであり，日本化学療法学会と日本外
科感染症学会が合同で「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」を2016
年に発表している．

術後感染予防抗菌薬は，①投与薬剤，②投与タイミング，③投与期間が重要である．
①予防抗菌薬の選択：予防抗菌薬は，手術部位に常在する術中汚染菌に活性を有する抗

菌薬を選択する．よって清潔創の手術では皮膚常在菌を対象とし，セファゾリン (CEZ) や
スルバクタム／アンピシリン (SBT/ABPC) が選択される．消化器手術などの準清潔手術
では，胃や腸管内の常在細菌を対象に薬剤選択を行うべきで，セフォチアム (CTM) や，
セフメタゾール (CMZ)，フロモキセフ (FMOX) が選択される．

②投与タイミング：執刀時には十分な血中，組織内濃度が必要であり，最も SSI 発生率
が低率であると報告されている，執刀30 ～ 60分前以内に投与されるべきである．特殊な
例として，VCM やフルオロキノロン系薬が投与される場合には，120分前に投与を開始す
る．整形外科領域などで駆血のためにターニケットを使用する場合には，装着前に予防抗
菌薬の投与を終了する．

③投与期間：欧米では，手術終了後数時間は十分な血中濃度を維持する必要はあるが，
それ以降の予防抗菌薬投与は，臨床試験で SSI 発生に有意差を認めていないことから術後
24時間を超えての投与は推奨されていない．例外的に心臓手術では胸部外科学会のガイド
ラインや Surgical Improvement Project (SCIP) で48時間投与が推奨されている．一方本
邦では多くの手術で3 ～ 4日間投与が推奨されてきたが，耐性菌による術後感染リスクが
3日以上投与で高率となることや，単施設における RCT で24時間以内の投与と比較し SSI
発生率に有意差が認められていないことなどより，術式にごとに単回～ 24時間投与など短
縮化の傾向にある．
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知っておきたい嫌気性菌・検査

岐阜大学生命科学総合研究支援センター嫌気性菌研究分野
田中 香お里

嫌気性菌は，酸素暴露により発育が抑制されるとともに，死滅していく菌群であるた
め，院内伝播する菌群は芽胞形成菌であり，院内感染管理上，とりわけ重要な菌種は
Clostridioides difficile である．芽胞を形成しない菌群においては，感染対策の対象とはな
らないが，口腔内の常在菌叢を形成する嫌気性菌については，誤嚥性肺炎や肺化膿症に関
与し，ときに院内肺炎・医療介護関連肺炎の検体から分離される．

口腔の常在菌叢を構成する嫌気性菌のうち，嫌気性菌感染症から分離される主要な菌群
には，Prevotella 属 , Porphyromonas 属 , Fusobacterium 属 , 嫌気性球菌，Actinomyces
属他の無芽胞グラム陽性桿菌がある．Prevotella 属には，黒色集落を形成する pigmented 
Prevotella と着色集落を形成しない non-pigmented Prevotella があり，いずれもβラ
クタマーゼ産生菌が存在し，複数菌感染を主とする内因性感染症において問題となる．
Fusobacterium 属には現在14菌種が存在するが，横隔膜より上部の感染症材料から分離さ
れる主要な菌種は Fusobacterium nucleatum, Fusobacteirum necrophorum の２菌種で
ある．これらの抗菌薬感受性は全般に良好であるが，マクロライド系薬には自然耐性であ
り，ときにペニシリン系薬に耐性を示す株が存在する．F. nucleatum は紡錘形の菌体が特
徴的であるが，Leptotrichia 属も口腔内に見られる紡錘形が特徴的な菌群であり，菌種に
よってはグラム染色の形態のみでは F. nucleatum と判別し難い．Leptotrichia buccalis，
Leptotrichia trevisanii は免疫力の低下した患者の菌血症から分離される．

ここでは上述の菌群の一部と C. difficile 検査法の概要について紹介したい．
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一般演題① 02 6 月 17 日（土）9：10 ～ 9：20

口腔内常在 Oral Streptococci および Neisseria sp. の各種抗菌薬感受性について
1）東邦大学看護学部 感染制御学，2）なつデンタルクリニック，3）株式会社 LSI メディエンス，
4）東海大学医学部 外科学系口腔外科
○金坂 伊須萌1），勝瀬（金山） 明子1），山根 夏枝2），松崎 薫3），松本 哲3），金子 明寛4），小林 寅喆1）

【目的】
S. pneumoniae や N. gonorrhoeae のβ -lactam 薬耐性株の増加は，同薬に耐性を有する口腔内常在菌からの
PBP 遺伝子組み換えによることが推察されている．本研究では口腔内常在菌である Oral Streptococci および
Neisseria sp. における各種抗菌薬感受性を測定し検討を行った．

【対象と方法】
平成27年7月～ 9月の期間にデンタルクリニックを受診した患者118名を対象として唾液試料を採取した．培養
にて発育した Oral Streptococci に対し，寒天平板希釈法により ABPC, AZM, CLDM, LVFX, CTRX の MIC を，
Neisseria sp. に対し PCG, CFIX, TC, CPFX, CTRX を測定した．

【結果】
口腔より分離された S. mitis 17株 , S. oralis 15株および S. sanguinis 15株に対する ABPC の感受性率は各々
82％, 80％および33％であった．AZMでは各々32％, 40％および13％，LVFXで82％, 87％および73％を示した．
また，CTRX に対し中等度耐性を示す株が S. mitis および S. oralis より1株検出された．Neisseria sp. 66株に
対する感受性率は PCG：0％ , CFIX：76％および CPFX：18％であった．CTRX における感受性率は95％を示
し，非感受性株が3株分離された．

【考察】
Oral Streptococci に対する感受性成績において ABPC および CTRX に耐性を示す株が分離され，さらに口腔
Neisseria sp. においては過去の成績と比較し，PCG, CFIX および CTRX に対する感受性が低下していること
が考えられた．口腔内には S. pneumoniae や H. influenzae 等の多くの日和見感染菌が存在し，PCG に耐性化
した Oral Streptococci や口腔 Neisseria sp. から耐性遺伝子を獲得する可能性が否定できないことから，その
感受性に注意が必要である．

一般演題① 01 6 月 17 日（土） 9：00 ～ 9：10

ミノサイクリン塩酸塩の口腔嫌気性菌に対する抗菌活性
1）東海大学 医学部 外科学系 口腔外科，2）松和会池上総合病院口腔外科，3）株式会社 LSI
メデイエンス治験検査部微生物検査グループ，4）東邦大学看護学部感染制御学講座
○金子 明寛1），中西 康大1），渡辺 大介2），水沢 伸仁2），松崎 薫3），松本 哲3），金坂 伊須萌4）， 
小林 寅喆4）

【目的】米国歯性感染症治療薬ガイドでは，βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬が第一選択薬となり，
ミノマイシン系薬は歯周疾患の局所治療剤として掲載され，本邦と同じような傾向である．ペニシリンアレル
ギー患者に対する代替薬との注釈はあるが Vincent 炎症の際は Fusobacterium 属 が原因であるためミノマイ
シンが推奨されている．英国では細菌検査を施行していない際の第一選択薬として推奨されている．本邦では
近年の口腔嫌気性菌に対する報告が少ない．私達は2012年から2015年の口腔由来嫌気性菌を用いてミノサイク
リンの抗菌活性を検討したので報告する．

【方法】検討期間に歯科口腔外科14施設を受診した急性歯性感染症患者より採取した閉鎖膿瘍由来株を用
い抗菌薬感受性は CLSI 法に準拠し測定した．試験菌株は Prevotella 属248株，Peptostreptococcus 属215
株，Porphyromonas 属75株および Fusobacterium 属26株を用いて検討した．試験薬は minomaycin(MINO), 
ampicilin/slubactum,(ABPC/SBT), clindamycin(CLDM) および sitafloxacin(STFX) を用いた．

【成績】各菌株種に対する MIC90は Prevotella 属は MINO，ABPC/SBT 2μg/mL（以下単位略）CLDM
＞64，STFX ≦0.06，Peptostreptcoccus 属 は MINO ≦0.06，ABPC/SBT 0.25，CLDM 1，STFX 0.12，
Porphyromonas 属は MINO ≦0.06，ABPC/SBT 0.5，CLDM 16，STFX ≦0.06，Fusobacterium 属は MINO，
ABPC/SBT，STFX ≦0.06，CLDM 0.12であった．【考察および結論】ミノサイクリン塩酸塩200mg 服薬時
の血中濃度は投与4時間で1.96μg/mL，半減期は9.5時間，投与24時間の平均血中濃度は0.52μg/mL で，口蓋
扁桃組織，咽頭扁桃組織および上顎洞粘膜組織で血中濃度とほぼ同じか上回る．今回の口腔嫌気性菌の抗菌活
性結果および血中濃度から類推すると本邦においても歯槽部周囲の感染症，顎骨炎などに有用と考えられる．
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一般演題① 04 6 月 17 日（土）9：30 ～ 9：40

当科歯科口腔外科病棟における MRSA アウトブレイクの経験と持続可能な感染予防対策の取り組み

熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門  感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野
○田中 千愛，平山 真敏，田中 拓也，内藤 久貴，福間 大喜，尾木 秀直

近年，薬剤耐性菌が増加し続け，その蔓延が感染症治療・薬物療法に対する深刻な課題となっている．過剰な
抗菌薬使用が薬剤耐性菌の出現と蔓延の主たる原因と指摘されている一方で，院内感染対策もまた重要な課題
であると言われている． 
当院の歯科口腔外科病棟にて MRSA のアウトブレイクを認め，院内の ICT チームと協力し対応に当たったの
でその経験を報告する．
2016年7月に当科病棟でのアウトブレイク警戒値を超える５名の新規 MRSA が歯科口腔外科患者において検出
され，アウトブレイクが疑われた．直ちに感染制御部 ICT による調査が開始され，POT 法による分子疫学解
析により検出された MRSA は同一菌種由来であることが判明し，交差感染が確認された．そのため感染のさ
らなる拡大を防止する為，各患者の同室履歴や ADL や保菌部位などの確認，さらには ICT のラウンドと環境
培養検査を行い感染源や感染経路を調査した．その結果，歯科処置室での交差感染がもっとも疑われた．その
ため，感染制御の面より，歯科処置室での診察・処置の手順を統一したマニュアルを作成した他，中央材料部
とも相談し歯科ユニットのスピット部の部品の洗浄・乾燥委託を開始した．さらに，ICT と当科のスタッフ全
員でのカンファレンスや，他施設間の相互監察も順次行ない再発防止に努め，その後の患者間の交差感染は認
めていない．
今回，私たちは身をもって「教訓」を得たわけであるが，経時的な「危機意識の低下」や「問題意識の風化」
が危惧される．口腔外科患者に対するの処置は，患者の咳き込みや含嗽などに際し菌体が飛散したり，口腔の
処置中は患者の頭頸部皮膚への接触が避けられない．シンプルな予防対策の作成とその遵守，明快な手順の決
定，日頃からの ICT の協力によるサーベイランスと啓蒙活動など，持続可能な感染予防対策が必要と考えら
れた．

一般演題① 03 6 月 17 日（土）9：20 ～ 9：30

舌乳頭萎縮に関連する Candida 菌種
1）鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科，2）鶴見大学歯学部口腔微生物学講座，3）大和駅前
歯科，4）鶴見大学歯学部地域歯科保健学，5）相模女子大学，6）鶴見大学歯学部病理学講座
○中村 幸香1,2,3），岡本 真理子1,2），山本 健1,4），鶴本 明久4），吉野 陽子1,5），斎藤 一郎1,6）， 
前田 伸子2），中川 洋一1）

【目的】口腔カンジダ症は，Candida albicans が主な病原菌で，偽膜性，紅斑性，肥厚性の３つの主な病型があり，
義歯性口内炎，口角びらんなどのカンジダ関連病変がある．この他に口腔扁平苔癬にカンジダ症が合併するな
ど，口腔カンジダ症の病態は多彩である．舌乳頭萎縮は口腔カンジダ症の１つの特徴的な他覚的所見で，臨床
でしばしば遭遇する．近年 C.albicans 以外に non-albicans Candida の重要性が注目されているが，これまで口
腔カンジダ症の病態と Candida 菌種の関連は必ずしも明らかではなかった．本検討の目的は，舌乳頭萎縮とい
う病態形成に，Candida のどの species が関連しているのかを臨床データから明らかにすることである．【方法】
2010年1月から2013年2月までに口腔乾燥感を主訴として鶴見大学歯学部附属病院ドライマウス外来を受診し
た口腔乾燥症患者のうち，カンジダ検査を行った33歳から92歳（平均66.6±12.6歳）の231名（男 : 女 =42:189）
を対象として解析した．舌乳頭萎縮の有無を従属変数，C.albicans，C.glabrata，C.tropicalis，C.parapsilosis
の CFU，安静時唾液量，刺激唾液量，年齢を独立変数とし，ロジスティック回帰分析を行った．【結果】カン
ジダ培養検査は，231名中135名（58.4％）が Candida 培養陽性であった．ロジスティック回帰分析の結果，舌
乳頭萎縮に関連する因子は，C.albicans の増加と刺激唾液量の低下であった．C.glabrata は C.albicans に次い
で多く検出されたにも拘わらず，舌乳頭萎縮との間に関連が認められなかった．【結論】カンジダ性の舌乳頭
萎縮には C.albicans が強く関連しており，依然として C.albicans が治療のターゲットであるといえる．
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一般演題② 05 6 月 17 日（土）9：40 ～ 9：50

交感神経β受容体遮断薬は歯の移動を抑制する
1）愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座，2）愛知学院大学歯学部薬理学講座
○佐藤 琢麻1），宮澤 健1），戸苅 彰史2），後藤 滋巳1）

【目的】矯正歯科治療による歯の移動時には歯根膜神経線維の分布の変化や，骨リモデリングの活性化がおこっ
ている．また近年，交感神経系の骨代謝に及ぼす効果が注目されており，骨リモデリングは交感神経系により
制御されることが知られている．今回我々は，交感神経系の活動亢進が知られている高血圧自然発症ラット

（SHR）を用いて歯の移動実験を行い，交感神経β受容体遮断薬の効果を検討することとした．【方法】SHR
にプロプラノロール（PRO）（非選択的β受容体遮断薬），アテノロール（ATN）（選択的β1受容体遮断薬），
ブトキサミン（BUT）（選択的β2受容体遮断薬）を6週間経口投与し，SHR コントロール群および Wistar 
Kyoto rat（WKY）( 対照ラット ) コントロール群には生理食塩水を経口投与した．投薬開始2週間後から，上
顎門歯と臼歯の間にクローズドコイルスプリングを装着し，4週間牽引を行った．その後，上顎臼歯の移動距
離の計測，骨構造解析，組織学的解析を行った．【結果】SHR コントロール群は WKY コントロール群と比較
して，歯の移動距離が増加し，上顎骨骨密度の減少が認められた．また，PRO 投与群，ATN 投与群，BUT
投与群すべてにおいて，歯の移動距離の減少，上顎骨骨密度の回復が認められた．さらに，組織学的解析よ
り，ATN 投与によるβ1受容体の遮断は骨細胞に影響を与え，スクレロスチンを減少させ，骨形成を増加させ
ること，BUT 投与によるβ2受容体の遮断は破骨細胞に影響を与え，骨吸収を減少させることがわかった．【結
論】交感神経の活動が亢進している SHR の歯の移動実験において，β受容体の遮断は，歯の移動距離を抑制し，
骨密度を改善することが示唆された．また，この骨密度改善効果は，β1受容体遮断効果による骨形成の増加と，
β2受容体遮断効果による骨吸収の抑制が関与している可能性が示唆された．

一般演題② 06 6 月 17 日（土）9：50 ～ 10：00

Malfunction of death receptor signaling pathways in gingival fibroblasts by phenytoin
1）日本大学 松戸歯学部 生化学・分子生物学講座，2）日本大学 松戸歯学部 薬理学講座， 
3）日本大学 松戸歯学部 口腔外科学講座
○竹内 麗理1），松本 裕子2），小野 眞紀子3），小宮 正道3），平塚 浩一1）

Objective: The mechanism of phenytoin (PHT)-induced gingival overgrowth has been reported to be related 
to decreased apoptosis in the gingival fibroblasts. In this study, we investigated the role of PHT in death 
receptor-induced apoptosis of gingival fibroblasts to clarify the mechanism of this disease.
Methods: After human gingival fibroblasts were reached the semi-confluence condition, cells were treated 
with PHT (0.025, 0.1, 0.25, and 1.0μM) for 48 h and then the apoptotic cell numbers were relatively 
determined as absorbance at 550 nm. After 24 h of 0.25μM PHT treatment, expression levels of apoptotic 
genes were quantified by real-time qPCR, expression of apoptotic proteins was detected by western blot 
analysis, and caspase activity was measured by absorptiometry. After 48 h of 0.25μM PHT treatment, 
appearance of apoptotic cells were detected by TUNEL assay.
Results and Discussion: Results show the following facts in gingival fibroblasts treated with PHT compared 
to a serum-free control culture: increases in BCL2, BIRC3, CFLAR mRNA expression and Bcl-2, c-IAP2, 
c-FLIP protein expression; decreases in FADD, RIPK1, TRAF2 mRNA and protein expressions; decreases 
in caspase-3, caspase-8, and caspase-9 activation, and decreases in pro- and cleaved caspase-3, caspase-8, and 
caspase-9 protein expressions.
Conclusions: This study demonstrates that the cause of PHT-induced gingival overgrowth might decrease 
in the apoptosis of the gingival fibroblasts through the malfunction of Fas and TNF pathways in the death 
receptor signaling pathway by PHT.
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一般演題② 07 6 月 17 日（土）10：00 ～ 10：10

オピオイド増殖因子受容体シグナルによる骨量制御機構

愛知学院大学 歯学部 薬理学講座
○田中 健二郎，戸苅 彰史

【背景と目的】 近年，オピオイドの骨代謝への関与に注目が集まっている．我々はこれまでの研究で，
骨形成を担う骨芽細胞では古典的オピオイド受容体（μ -，κ -，δ - オピオイド受容体）よりも非古
典的なオピオイド受容体であるオピオイド増殖因子受容体（OGFR）の発現が強いことを見出した．
OGFR シグナルは多くの組織で様々な生理機能を有していることが分かっているが，骨組織における
機能的役割は不明な点が多い．そこで我々は，オピオイドによる骨代謝制御メカニズムの一端を明ら
かにするため，骨組織における OGFR シグナルに着目し検討を行った．【方法】7週齢 ICR 雄性マウス
に OGFR 遮断薬であるナルトレキソン（NTX）（0.1 mg/kg，1 mg/kg）を28日間腹腔内投与し，対照
群には生理食塩水を投与した．投与終了後，大腿骨で microCT 解析を，脛骨では脱灰切片を作成した
後に骨形態計測解析を行った．【結果と考察】マウスに NTX（0.1 mg/kg）を28日間投与したところ，
NTX 投与群は対照群と比較して，大腿骨遠位部における BV/TV（骨量 / 組織量）値の有意な増大が
見られた．さらに，骨形態計測解析の結果，NTX 投与群では対照群と比較して Ob.S/BS（骨芽細胞数
/ 骨表面積）値の有意な増大が見られた．以上の結果より，NTX による OGFR シグナルの薬理学的遮
断は骨芽細胞の増殖を介した骨量の増加に寄与する可能性が示唆された．

一般演題② 08 6 月 17 日（土）10：10 ～ 10：20

歯髄細胞様細胞における炎症性サイトカインによるメタロチオネインの誘導
1）東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 硬組織薬理学分野，2）東京医科歯科大学 医歯学総
合研究科 口腔基礎工学分野
○田村 幸彦1），カーン マスード2），青木 和広2）

【目的】重金属結合蛋白質の1つであるメタロチオネイン（MT）は，哺乳動物では60から70アミノ酸残基で
構成される．そのおよそ1/3にあたる20残基が cysteine で，MT は多くの臓器で発現し肝臓，腎臓および膵臓
で多く認められている．我々は重金属投与により，ラット歯髄において MT が合成誘導されることを報告し
た（Arch Oral Biol 44, 49-53, Jpn J Pharmacol 83, 362-364）．本研究では炎症性サイトカインのひとつである
Interleukin-6（IL-6）処理後の歯髄細胞における MT の生理的意義について検討した．

【方法】ラット歯髄から樹立された RPC-C2A cell を通法により培養した．コンフルエント後に亜鉛 (Zn) およ
び IL-6 を添加し，1，3，6，24時間後に細胞形態を観察後，全 RNA を抽出した．qRT-PCR により Hprt の遺
伝子発現を基準として delta-delta Ct 法で MT の遺伝子発現を計算し経時的変化を観察した．

【結果】Zn および IL-6添加による歯髄細胞の形態的変化は観察されなかった．qRT-PCR の結果から Zn による
MT の遺伝子発現の増加が認められた．カドミウム添加により用量依存的に歯髄細胞の細胞毒性を生じたが，
Zn 前処理による MT の誘導によりカドミウム毒性の軽減が示された．一方 IL-6処理群は Zn 処理による MT
遺伝子発現の増加とは経時的に異なる特徴を示した．

【考察】すでに我々は，軟骨細胞において Zn により MT が誘導されることを報告し，軟骨細胞における重金
属毒性の軽減作用について明らかにしたが，本研究では，Zn や IL-6により歯髄細胞に MT 誘導が確認され，
歯髄の MT は重金属に対する生体防御反応だけでなく，急性炎症時に誘導されるフリーラジカルの除去作用を
もつ多機能蛋白質であることが示唆された．
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一般演題③ 09 6 月 17 日（土）9：00 ～ 9：10

漢方薬の歯周病モデルラットへの抗炎症作用解明の基礎研究
1）大阪歯科大学細菌学講座，2）松本歯科大学薬理学講座，3）大阪歯科大学中央歯学研究所，4）大
阪歯科大学歯科医学教育開発室
○王 宝禮1），今村 泰弘2），本田 義知3），益野 一哉4）

【目的】漢方薬は炎症性疾患に投薬される場合があり，医科では，肛門周囲膿瘍，掌蹠膿疱症，内麦粒腫，子
宮留膿症，に対して排膿散及湯が有効であった報告がある．歯科臨床では，歯周組織炎に対して排膿散及湯が
投薬されている．しかし，その有効性の基礎医学的解明はない．本研究では排膿散及湯の歯周炎に対する有
効性の確認を目的として，動物実験で歯周炎に対する排膿散及湯の抗炎症作用の効果について検討した．【材
料及び方法】カラゲニンによって誘発された歯周病モデルラットに対して排膿散及湯2900 mg/kg を10日間患
部に塗布し，歯周炎に及ぼす効果について，写真撮影による歯肉の状態の経過観察，最終投与後に摘出した
炎症部位の病理標本による病理組織学的分析により評価した．【結果】排膿散及湯は，歯肉の腫脹を抑制する
共に，病理組織学的分析において歯周ポケットが浅くなり，上皮層糜爛改善，上皮突起の伸張，炎症細胞の減
少，歯根膜の成熟を確認できた．さらに，好中球数の減少，血管数の増加傾向，破骨細胞数の減少傾向を確認
した．また，ポケット接合上皮に生じた上皮脚の伸長とポケット上皮の根尖側への側方増殖が軽減した．【考
察】排膿散及湯は，桔梗，枳実，芍薬，生姜，甘草，大棗の6味を構成生薬とする漢方薬であり，主に疼痛を
伴う皮膚，粘膜の化膿性疾患，また局所では発赤や腫脹などによる痛みの症状を散らし，排膿を促進する方剤
として知られている．結果から歯周炎に対して抗炎症作用を示唆した．ヒト歯肉線維芽細胞に歯周病関連細菌
Porphyromonas gingivalis LPS を刺激する培養実験系で，炎症性サイトカイン産生量が増加することから，排
膿散及湯が自然免疫系の増強や免疫細胞遊走・細菌の貪食を促進する免疫活性化に有効である事や COX を抑
制する可能性を示唆してきた．これらの基礎実験結果が歯周病モデルラットへの抗炎症作用に関与していると
考える．

一般演題③ 10 6 月 17 日（土）9：10 ～ 9：20

骨形成不全症モデル Oim(+/-) マウスを用いた salubrinal の骨形成不全症に対する治療効
果の検討

1）三重大大学院 運動器外科学，2）Dept of Biomedical Engineering IUPUI，3）愛知学院大学
歯学部 薬理学

○瀧川 慎也1,2），須藤 啓弘1），横田 博樹2），浜村 和紀2,3）

【目的】Salubrinal は，小胞体ストレスにて誘導される eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2
α ) の脱リン酸化阻害剤である．我々は以前，salubrinal が骨吸収抑制，骨形成促進作用を示すことを
報告した．今回は，salubrinal が骨形成不全症に対し有用な治療薬になり得るかを検討した．【方法】
骨形成不全症モデル Oim(+/-) マウスから採取した骨髄由来細胞を骨芽細胞へ分化誘導させ，salubrinal
の石灰化への影響を Alizarin Red S 染色により検討した．また， Oim(+/-) マウスに salubrinal を2か
月間，毎日2mg/kg で皮下注射後，骨を採取して放射線画像解析と機械的応答検査を行った．対照群
として野生型マウス群と骨形成不全症モデル Oim(+/-) マウスへのプラセボ投与群を用いた．【結果】
Salubrinal は，Oim(+/-) マウス由来の骨芽細胞による石灰化を有意に促進させた．また，大腿骨の剛
性 (stiffness)，弾性率 (elastic module) において， 野生型マウス群に対して，Oim(+/-) マウス + プラセ
ボ群は有意に低下が認められたが，Oim(+/-) マウスに salubrinal を投与することで，野生型マウス群
との有意差が消失した．【結論】Salubrinal は，骨形成不全症に対する大腿骨の機械的特性を改善する
ことが示された．Salubrinal は，ビスホスホネート剤にはない骨形成促進作用をもつことより，骨リモ
デリングを阻害せず骨形成不全症を治療できる可能性が示唆された．



68 歯 薬 療 法 Vol.  36 No. 2 2017

一般演題③ 11 6 月 17 日（土）9：20 ～ 9：30

破骨細胞抑制剤 ( リベロマイシン A) の局所注射が歯周病の進行に与える効果

愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座
○玉岡 佑将，宮澤 健，後藤 滋巳

【目的】矯正歯科治療では，咬合の確立のために長期にわたり装置の装着が必要となる．長期にわたる
装置装着は，口腔清掃を困難とし，う蝕や歯周病のリスクを増大させる．歯周病の進行抑制としては
現在，ブラッシング等による機械的清掃や，抗菌薬の投与による原因菌の除去が主体となっている．我々
は，破骨細胞の活性を抑制する薬剤であるリベロマイシン A( 以下 RMA) を用いて，歯槽骨の吸収を
抑制することにより従来とは異なる方法で歯周病の進行を抑制できるのではないかと考えた．そこで
本研究では，今後の臨床応用を想定して，歯周炎モデルマウスの歯周病誘発部に対して RMA を局所
注射し，その効果を検討することとした． 【資料及び方法】生後8週齢の雄性マウスを用い，生理食塩
水を投与する群 ( 以下 control 群 ) と RMA を投与する群 ( 以下 RMA 群 ) の２群 ( 各 N=6) に対し，麻
酔下にて，左側第一臼歯，第二臼歯間に0.1mm 径の矯正用結紮線を結紮し，実験的歯周病モデルマウ
スを作成した．結紮後，１日に２回の割合で RMA0.1ml(1.0mg/kg of weight) を８週間，局所注射した．
屠殺後，骨形態的，組織学的変化について検討した．【結果】結紮８週間後，マイクロ CT 画像を用い
て歯槽骨残存率を計測したところ，RMA 群の方が control 群よりも歯槽骨残存率は有意に高いことが
確認された．組織学的所見においても RMA 群ではアタッチメントロスの抑制が有意に認められた．【考
察】RMA の局所注射は歯槽骨の破骨細胞の活性を抑制し，歯周病進行時における歯槽骨吸収を防止す
る効果があることが示唆された．

一般演題③ 12 6 月 17 日（土）9：30 ～ 9：40

ゾレドロネートは若齢マウスの成長と歯の発育を阻害する
1）昭和大学 歯学部 歯科薬理学講座，2）昭和大学 歯学部 小児成育歯科学講座
○唐川 亜希子1），井澤 基樹1,2），坂井 信裕1），高見 正道1）

【目的】骨吸収抑制薬は成人の骨粗鬆症だけでなく，小児の骨疾患治療にも用いられている．しかし成長過程
の小児に対して骨吸収抑制薬がいかなる作用を及ぼすか詳細は不明である．本研究では破骨細胞に対して異
なる作用機序をもつ２種類の骨吸収抑制物質，すなわち分化誘導因子 RANKL に結合して分化を抑制する抗
RANKL 抗体と，骨吸収機能を阻害するビスホスホネートを用いて，若齢マウスの成長，骨および歯に及ぼす
影響について解析した．

【方法】市販薬であるデノスマブと同じく，RANKL に結合する抗マウス RANKL 抗体 OYC1（オリエンタル
酵母社）を用いた．またビスホスホネートとしてゾレドロネートを用いた．これらを１週齢マウスの腹腔皮下
に1) １回，2) ４回，または 3) ７回投与し，８週齢の時に成長（体重・体長），骨および歯の構造を解析した．

【結果】抗 RANKL 抗体投与群では，上記1)2)3) 実験群のいずれも体重や体長，歯に異常は認められなかった．
しかし，2) と3) の実験群において大腿骨の骨密度および皮質骨幅の増加が認められた．一方，ゾレドロネート
投与群では，1)2)3) いずれにおいても著しい体重と体長の抑制が認められ，大腿骨の骨密度も増加した．さら
に臼歯の歯根の伸長が著明に抑制され，萌出不全を生じた．

【考察】抗 RANKL 抗体投与群およびゾレドロネート投与群はいずれも骨吸収抑制作用を示したが，成長（体重・
体長）や歯の発育に対する作用は異なっていた．ビスホスホネートはヒドロキシアパタイトに高い親和性を持
つため骨に沈着し，抗 RANKL 抗体よりも骨吸収抑制作用が長く持続した可能性が考えられる．また，本研究
ではゾレドロネート投与群で臼歯の歯根伸長抑制作用が認められた．これは歯根伸長に破骨細胞が関与するこ
とを示唆するとともに，小児へのゾレドロネート投与が歯の発育に悪影響を及ぼす可能性があることを意味す
る．

【非会員共同研究者】茶谷昌宏1），古賀貴子1），島田幸惠2），佐藤昌史2），井上美津子2）
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一般演題④ 13 6 月 17 日（土）9：40 ～ 9：50

日本歯科薬物療法学会誌における医薬関連情報 Q&A 24年の歩み
1）鶴見大学 歯学部 附属病院 薬局，2）日本歯科薬物療法学会 医薬関連情報委員会
○斎藤 義夫1,2），上中 清隆2），竹野 敏彦2），田中 秀弥2），千葉 智子2），岩尾 一生2）

【目的】薬剤師は，診療の際に生じる医薬品に関する相談や質問などに対して，その職能を活用しできるだけ
適切な情報を提供する業務（医薬品情報管理業務，Drug Information：DI）も行っている．医薬関連情報委員
会は，歯科領域における医薬関連情報 Q&A（以下，Q&A と略す），医薬品・医療機器等安全性情報等を日本
歯科薬物療法学会会員へ提供することを目的として活動している．今回は，医薬関連情報委員会のこれまでの
歩みを検証する目的で，Q&A で取り上げた医薬品の分類，Q&A テーマの分類等を試みた．【方法】1993年～
2016年の24年間に提供した Q&A 全78報について，次の方法による分類を行った．方法1 Q&A で取り上げ
た医薬品を薬効分類（日本標準商品分類番号：通称87分類）に基づき分類した．方法2 Q&A テーマの内容
を医薬品添付文書の記載要領に基づき分類した．なお，複数項目に該当する場合は，それぞれ1件とした．【結果】
Q&A で取り上げた医薬品の薬効分類は，多い順に抗菌薬，鎮痛薬，消毒薬，局所麻酔薬等であった．Q&A テー
マの医薬品添付文書の記載要領に基づく分類は，多い順に使用上の注意，効能又は効果，用法及び用量，組成・
性状，禁忌等であった．記載要領に基づく分類に該当しなかったテーマは，アレルギー検査，薬剤管理指導業
務，ドーピング，一般用医薬品の販売制度，医薬品医療機器総合機構（PMDA），妊娠と薬情報センター事業，
処方箋の書き方，後発医薬品使用体制加算及び一般名処方加算等であった．【考察】歯科診療において使用機
会の多い医薬品と共に，歯科診療に影響のある医薬品（骨吸収抑制薬等）も Q&A に取り上げていた．Q&A テー
マは添付文書情報に関連する内容が多かったものの，添付文書情報と異なる視点のテーマも少なくなかった．
今後も幅広く歯科薬物療法に係わる情報を取り上げ，学会誌を通して臨床現場の役に立つ情報を提供し続けて
いきたいと考える．

一般演題④ 14 6 月 17 日（土）9：50 ～ 10：00

昭和大学歯科病院における抗菌薬の使用状況
1）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門，2）昭和大学歯科病院 薬局
○鎌谷 宇明1），池田 幸2），代田 達夫1）

[ 緒言 ] 抗菌薬の適正使用は，耐性菌の出現を抑制するだけでなく，感染症に対する治療効果を高める
効果がある．昭和大学歯科病院では平成22年度に，カルバペネム系および第四世代セフェム系の抗菌
薬と MRSA 治療薬に対し使用届け出制度を導入した．そこで過去7年間の抗菌薬の使用量と耐性菌の
発現状況について検討した．[ 対象・方法 ] 平成21年度から平成27年度の間，当院で入院加療を要した
患者に対して投与した注射用抗菌薬を対象とし，抗菌薬使用密度 antimicrobial use density (AUD) を
用いて年度毎に集計した．AUD 値の算定に用いた抗菌薬規定１日投与量 (defined daily dose:DDD) は，
Centers for Disease Control and Prevention（米国 CDC）で規定されている値を用いた．[ 結果 ] 平成
22年度以降の AUD はペニシリン系が高くおよそ200前後で，次いで第一世代セフェム系，第二世代セ
フェム系となっていた．その他の抗菌薬の AUD 値は少なく，50以下であった．年度別の合計 AUD は
平成22年度以降でほぼ横ばいで400前後であった．この間に耐性菌の発現は認められなかった．[ 考察 ]
歯科領域の SSI（手術部位感染）や歯性感染症に対して，ペニシリン系薬，第一世代セフェム系薬は有
効であり，歯科医師と薬剤師が協力して，一層の適正使用に努めていく．
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一般演題④ 15 6 月 17 日（土）10：00 ～ 10：10

口腔扁平苔癬に対する茵ちん蒿湯の使用経験

大阪医科大学感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室
○寺井 陽彦，植野 高章

口腔扁平苔癬は，口腔粘膜に網状ないし斑状の白色病変を形成し，軽度の角化異常を伴い慢性に経過する炎症
性病変で，時にはびらんや潰瘍を伴った紅班性病変となり，患者は違和感や接触痛を覚え日常生活にも支障を
きたす可能性もある難治性粘膜疾患である．また，本疾患は歯科・口腔外科臨床において遭遇する頻度の高い
疾患であるが，原因や発症機序については不明な点も多く治療法も確立していない．一方，2012年の歯科関係
薬剤点数表に7種の漢方薬が掲載され，この中に口内炎に対する半夏瀉心湯や茵ちん蒿湯が含まれている．こ
こでいう口内炎とは単に再発性アフタのみでなく，口腔粘膜の発赤，びらん，水泡，潰瘍を呈する幅広い疾患
を指しており，この中に扁平苔癬も含まれるが，今回われわれが渉猟した範囲では本邦における扁平苔癬に対
する茵ちん蒿湯の使用報告はほとんど見当たらない．今回われわれは口腔扁平苔癬に対して茵ちん蒿湯を用い
たところ症状の改善がみられた症例を経験したのでその概要を報告する． 症例：69歳の女性，6か月前から
右頬粘膜に違和感を自覚し，かかりつけ歯科から当科を紹介受診した．視診では右頬粘膜に約１cm 大の不正形，
軽度の発赤を認めた．細胞診は陰性で，臨床所見から口腔扁平苔癬と診断した．症状が軽度であったため経過
観察を行っていたが，初診から8か月後に右頬粘膜の発赤拡大し一部びらんを伴い摂食時の疼痛も出現したた
めセファランチン末の内服とデキサルチン軟膏の塗布を開始したが2週間後も変化なく，茵ちん蒿湯内服を開
始した．内服2週間後の再診時には軽度ではあるが自覚的・他覚的症状の改善傾向を認め，特に副作用も訴え
なかったため本剤を継続することとした．4週間後には症状は著明に改善し，以後内服を継続し開始後14週間
で症状はほぼ消失した．その後4週間は1日1回，2.5ｇに減量し再燃のないことを確認したのち終了とした．さ
らに他の症例を加えて報告する予定である．

一般演題④ 16 6 月 17 日（土）10：10 ～ 10：20

ビスホスホネート製剤の内服で生じた口腔粘膜潰瘍
1）鹿児島市立病院歯科口腔外科，2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔
面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野
○新田 哲也1），平原 成浩1），坂元 亮一2），上川 善昭2）

ビスホスホネート製剤の副作用として，内服時に薬物を口腔内に保持したり口腔内で溶解させると粘膜障害
を生じ，潰瘍を発生することがある．今回，私たちは口腔粘膜潰瘍症例に対し同剤による粘膜潰瘍を強く疑い，
正確な内服方法を指示することで潰瘍の消失に至った症例を経験したので報告する． 症例１は83歳の女性で，
主訴は右下顎の潰瘍形成で，既往歴には骨粗鬆症，胸椎圧迫骨折，認知症があり，アレンドロン酸（週１回内
服）ほかを内服し施設入所中であった．現病歴は，初診の3日前にかかりつけ内科受診し口腔内の潰瘍形成を
指摘され介護士と当科へ紹介来院した．現症は頭部から体幹までの右傾に伴い右口腔内の貯留した唾液を吸引
すると，右下顎臼歯部歯肉を中心とした領域と下唇小帯相当部に潰瘍形成を認めていた．アレンドロン酸によ
る口腔粘膜潰瘍形成疑いの臨床診断で，同剤を口腔内に滞留させることなく確実に嚥下できたことを確認する
ように介護士へ指示し経過観察したところ，初診から17日後の再診時には口腔内の潰瘍は完全に消失した．
症例２は74歳の女性で，主訴は右下顎歯肉の出血と疼痛で既往歴には骨粗鬆症があり，ミノドロン酸（４週１
回内服）ほか多剤を内服していた．現病歴では，当科初診の４日前にミノドロン酸を起床時に義歯を装着した
まま内服し，右下顎歯肉部の出血と疼痛を認め始めたためかかりつけ歯科を受診したところ，粘膜病変を疑わ
れ即日当科へ紹介された．現症は，右頬粘膜から右下顎臼歯部歯肉，舌口底部にいたる範囲に周囲に発赤を伴
う潰瘍形成，右舌縁部にも孤立した潰瘍形成とはく離した上皮の付着を認め，上下顎義歯は不適合で動揺して
いた．ミノドロン酸錠による潰瘍形成疑いの臨床診断で義歯を外して確実にミノドロン酸を内服することを指
導して，４週後には潰瘍形成部の完全消失を確認した．
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一般演題⑤ 18 6 月 17 日（土）16：10 ～ 16：20

局所麻酔薬が腫瘍組織内微小環境における免疫応答におよぼす影響
1）朝日大学 歯学部 総合医科学講座 麻酔学分野，2）朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育
学講座 口腔生化学分野，3）朝日大学 経営学部 経営情報学科 化学，4）朝日大学 歯学部

口腔病態医療学講座 口腔外科学分野
稲垣 慶則1），○神谷 真子3），梅村 直己2），川木 晴美2），高山 英次2），伊藤 宏衣2,4），鷲見 成紀2,4），
櫻井  学1），智原 栄一1），近藤 信夫2）

【目的】局所麻酔薬は歯科臨床においても広く用いられている薬剤であるが，癌細胞に及ぼす影響も指摘され
てきている．我々は，マウス口腔扁平上皮癌細胞（OSCC）と同系統マウスの胎仔線維芽細胞（10T1/2）を単
独あるいは組合せて刺激脾細胞と共培養することで，間質細胞を含む腫瘍組織内微小環境モデルの構築を試み
てきた．そこで本研究では，その培養系を用いて局所麻酔薬が脾細胞のサイトカイン産生能および腫瘍組織内
微小環境に与える影響を解析し，腫瘍組織における免疫応答におよぼす影響を検討した．

【方法】C3H マウス頬粘膜由来 OSCC 株（Sq-1979細胞 ) および Sq-1979移植マウスの頚部転移リンパ節から樹
立したサブクローン（L5-11および L6-8）を用いた．また間質細胞として C3H マウス胎児由来線維芽細胞株

（10T1/2細胞）を用いた．C3H マウスより脾細胞を単離し，抗 CD3抗体を用いて48時間刺激した．局所麻酔薬（ロ
ピバカイン，メピバカインおよびリドカイン）存在下での細胞の生存率を PrestoBlue 生細胞試薬を用いて測
定した．さらに上記細胞の共培養系に麻酔薬を添加し，刺激脾細胞からサイトカイン産生量を ELISA 法にて
測定した．

【結果と考察】ロピバカインの50％細胞毒性濃度（CC50）は，刺激脾細胞 (0.15 mg/ml) ＜10T1/2 (0.62 mg/
ml) ≦ Sq-1979-1(0.67 mg/ml) ＜ L6-8 (2.54 mg/ml) ≒ L5-11 (2.80 mg/ml) の順であり，他の局所麻酔薬に対し
ても同様の傾向を示した．特に転移巣由来 L 系 OSCC は，用いたすべての局所麻酔薬に対して強い抵抗性を
示した．加えて，局所麻酔薬は刺激脾細胞のインターフェロンγ産生能をさらに低濃度で阻害したが，なかで
もロピバカインの IC50は0.09mg/ml で最も低かった．

以上の結果から，脾細胞は10T1/2や OSCC 細胞株に比較して局所麻酔薬に対する感受性が高く，免疫応答
能は細胞毒性を示さないより低濃度でも有意に抑制されることが示された．

一般演題⑤ 17 6 月 17 日（土）16：00 ～ 16：10

骨吸収性疾患の治療ターゲットとしてのニコチン性アセチルコリン受容体

新潟大学歯学部
○佐伯 万騎男

骨が神経系の調節を受けていることは，多くの研究で明らかになりつつある．特に交感神経系が骨量
を抑制的に支配していることについては多くの報告がある．一方，副交感神経系に関しては，解剖学
的なエビデンスも乏しく，不明な点が多い．近年，非神経系細胞から放出されるアセチルコリンが，
末梢で様々な生理作用に働いているとの知見が集積しつつある．この非神経性アセチルコリンのター
ゲットとして，ニコチン性アセチルコリン受容体が注目を集めている．ニコチン性アセチルコリン受
容体はマクロファージに発現することが知られており，免疫系を迷走神経刺激が抑制する，いわゆる
inflammatory reflex が提唱されている．しかしながら，副交感神経と破骨細胞との関係についてはこ
れまで知られていなかった．我々は NFAT ルシフェラーゼベクターを RAW264.7細胞に発現させた
cell-based アッセイ系を構築し，ライブラリースクリーニングにより，コリンエステラーゼ阻害剤であ
る phenserine が破骨細胞に及ぼす作用を見出したことを端緒として，さらにアセチルコリン受容体拮
抗薬について検索を行い，ニコチン性アセチルコリン受容体阻害薬の methyllycaconitine （MLA）が，
破骨細胞分化を抑制すること，ラット頭蓋骨欠損モデルにおいて MLA が骨再生効果を持つことを明
らかにした．今回，非神経性アセチルコリンが骨代謝に及ぼす影響について議論したい．
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一般演題⑤ 19 6 月 17 日（土）16：20 ～ 16：30

頭頸部癌における IL-13R α2の発現と新たな分子標的薬の開発
1）藤枝市立総合病院 歯科口腔外科，2）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学
○中島 英行1,2），來生 知2），飯坂 友宏2），杉浦 圭2），小栗 千里2），渡貫 圭1,2），光藤 健司2）， 
藤内 祝2）

【緒言】Interleukin 13 Receptor Alpha 2 (IL-13R α2) は，脳腫瘍，頭頸部癌など様々な癌で高発現し
ていることが報告され，癌抗原の一つとして注目されている．我々は頭頸部自然発生腫瘍マウスモデ
ルを用いて IL-13R α2の発現と，それに対する分子標的薬による新たな治療法の可能性について検討
を行った .【材料・方法】TGF-beta と PTEN のコンディショナルダブルノックアウト（Tgfbr1/Pten 
2cKO）マウスに生じた頭頸部自然発生腫瘍モデルを用いた．IL-13R α2に対する分子標的薬として
IL-13と緑膿菌外毒素（PE）の2つのたんぱく質を遺伝子組み換え技術により融合させた IL13-PE を
用いた．Tgfbr1/Pten 2cKO マウスに生じた腫瘍を採取し，免疫染色，Western blot，RT-PCR を用
いて IL-13R α2の発現を解析した．また同マウスにおける IL13-PE の抗腫瘍効果を観察した．【結果】
Tgfbr1/Pten 2cKO マウスでは，100％の割合で頭頸部領域に腫瘍が観察された．初代培養細胞では IL-
13R α2が高発現し，IL13-PE を用いた cytotoxic assay にて抗腫瘍効果を認めた．IL13-PE を投与した
マウスでは，非投与群と比較して腫瘍の縮小ならびに生存率の増加が観察された．また IL13-PE を投
与したマウスの脾臓における骨髄由来免疫抑制細胞であるMyeloid-Derived Suppressor Cells (MDSCs）
は，非投与群と比較して有意にその割合が減少していることが観察された．【結論】頭頸部癌での IL-
13R α2をターゲットにした分子標的治療が今後期待できると考えられた．

一般演題⑤ 20 6 月 17 日（土）16：30 ～ 16：40

口腔扁平上皮癌細胞株におけるクロシンと各種抗癌剤の併用作用の検討

大阪歯科大学 口腔外科学第一講座
○石川 敬彬，松下 巧，上田 衛，森田 章介

【緒言】
サフランはアヤメ科に属し，学名を Crocus sativus L. と称する多年草であり，古来より医薬品，香辛料として
使用されてきた．サフランに主成分として含まれるクロシンは水溶性カロテノイド色素であり，各種の腫瘍細
胞系において抗腫瘍効果を持つとの報告がある．今回われわれは，口腔扁平上皮癌細胞株を用いて抗癌剤とク
ロシンの併用効果について検討を行った．

【材料と方法】
ヒト口腔扁平上皮癌細胞株 HSC-4を培地 MEM+10%FBS+1%PS にて培養を行い，細胞培養用マルチプレート
に播種・培養した．5%CO2培養器内にて24時間培養した後，クロシン（Crocin : Sigma-Aldrich）を培養液に
濃度別に添加し，細胞生存率の判定を行った．その後，各種抗癌剤の至適添加濃度を測定した．そして，各種
抗癌剤とクロシンを培地に添加・培養し細胞生存率の測定を行い，その効果を判定した．

【結果】
クロシン添加によりヒト口腔扁平上皮癌細胞株の増殖抑制を認めた．また，抗癌剤単体投与と比較してクロシ
ンとの併用時には一部の抗癌剤において細胞生存率の低下がみられた．

【考察】
サフランは古くより医薬品として用いられており，抗腫瘍効果が現在でも提唱されている．今回，クロシンに
よって口腔扁平上皮癌細胞の増殖抑制効果が認められた．また一部抗癌剤との併用においてその増殖抑制率の
差異を認め，クロシンは悪性腫瘍細胞株の増殖について影響を与えていることが示唆された．
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一般演題⑥ 21 6 月 17 日（土）16：40 ～ 16：50

神経障害性疼痛モデルマウスにおける骨量減少

愛知学院大学 薬学部 応用薬理学講座
○兒玉 大介，大井 義明，櫨 彰

神経障害性疼痛は体性感覚伝導路の損傷や病変によって直接引き起こされる痛みであり，慢性疼痛の一種であ
る．神経障害性疼痛は難治性であり，長期に持続する痛みに加えて様々な症状が現れる．骨密度の低下は神経
障害性疼痛に伴う症状の一種であり，一般に，痛みによる体動の減少，即ち荷重の減少が原因であると考えら
れてきたが，荷重の変化以外の要因を示唆する報告もあり，その病態は明らかではない．近年，神経系が骨代
謝調節において重要な役割を果たしている事が明らかとなり，神経障害性疼痛においても異常な神経活動が骨
量減少の原因となっている可能性が考えられる．また骨粗鬆症患者は痛みを訴えることが多く，骨量減少が痛
みの増悪につながっている可能性も考えられる．そこで，本研究では神経障害性疼痛における痛みと骨量減少
の関係性を明らかにすることを目的として，神経障害性疼痛モデルマウスの一種である坐骨神経部分結紮モデ
ルマウス（PSNL マウス）を用いて疼痛行動試験および骨構造解析を行った．von Frey test による機械刺激
試験において，PSNL マウスでは神経結紮後3日から神経結紮側後肢の逃避閾値に有意な低下が見られた．逃
避閾値の低下は神経結紮2週後にプラトーに達し，8週後まで持続した．神経結紮から2，4および8週後にマ
ウスから大腿骨を採取し，μCT による骨梁構造解析を行った結果，PSNL マウスではいずれの時点において
も神経結紮側大腿骨の骨密度，骨梁数，骨梁幅の有意な減少および骨梁間隔の有意な増加が見られた．さら
に PSNL マウスにおいて逃避閾値の低下と骨密度減少の間に有意な相関関係が認められた．以上の結果から，
PSNL マウスは神経障害性疼痛患者の病態を反映していることが示唆され，神経障害性疼痛と骨量減少の相互
関係を明らかにし，その治療薬を開発する上で有用なモデルであると考えられる．

一般演題⑥ 22 6 月 17 日（土）16：50 ～ 17：00

三叉神経痛におけるカルバマゼピンによる薬物療法の検討
1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 顎口腔再生外科
学分野，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 展開医療科学講座 口腔腫瘍治
療学分野
○江頭 寿洋1），大場 誠悟1），銅前 昇平1），井 隆司1），古賀 喬充1），中谷 佑哉1），四道 玲奈1），
柳本 惣市2），梅田 正博2），朝比奈 泉1）

【緒言】三叉神経痛は，持続時間の短い発作性の電撃痛によって特徴づけられる片側性の痛みであり，突発性
に始まる．三叉神経痛の有病率は0.01％～ 0.3％であるが，男女比はおよそ1：2で女性に多い．またあらゆる
年齢においても発症するが，初発の90％以上は 40 歳以降に生じ好発年齢は，50 ～ 60 歳とされている．三叉
神経痛の薬物治療の第一選択薬はカルバマゼピン（200 ～ 1200 ㎎ / 日）となっているが至適な投与量，ある
いは投与期間等は明らかにされていない点が多い．今回我々は当施設で三叉神経痛の診断にてカルバマゼピン
投与を行った症例について臨床的検討を行ったので，若干の考察を交え報告する．【対象および方法】2008年
4月から2017年3月の8年間に，長崎大学病院口腔外科で三叉神経痛と診断されカルバマゼピンによる薬物療法
を行った患者36例を対象とした．診療録に基づいて症例の年齢および性差，全身の既往歴，三叉神経の罹患枝，
疼痛状態，カルバマゼピン投与量，投与期間，疼痛のコントロール状態，副作用の発現の有無等について検討
を行った．【結果】年齢は60代が最も多く，女性にやや多いのは過去の報告と同様であった．三叉神経の罹患
枝は第2枝が最も多く疼痛コントロールに必要であったカルバマゼピンの投与量は加齢に伴い上昇する傾向が
あったが，眩暈やふらつきといった副作用の発現頻度も加齢に伴って増加する傾向がみられた．投与期間は複
数の症例は三叉神経痛の自然寛解あるいはその他の治療法により1年以内で中止していたが，多くは数年以上
の長期に渡る投与が施行されていた．【考察】三叉神経痛におけるカルバマゼピンによる薬物療法は加齢に伴
いコントロールが困難となる事例も多く，投与量の決定には慎重な検討が必要である．また，投与期間が長期
に渡る場合が多いため，投与前に十分なインフォームドコンセントが必要であると考えられた．
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一般演題⑥ 23 6 月 17 日（土）17：00 ～ 17：10

iPS 細胞由来神経堤細胞を利用した下歯槽神経の再生
1）愛知学院大学 歯学部 口腔解剖学講座，2）日本大学 歯学部 解剖学第 II 講座，3）日本大
学 歯学部 生理学講座，4）日本大学 歯学部 歯学科，5）株式会社 アトリー
○鳥海 拓1,2），渡辺 雅弘3），岡 篤志4），篠田 雅路3），礒部 仁博5），佐久 太郎5），岩田 幸一3）， 
磯川 桂太郎2），本田 雅規1）

口腔外科領域では，外傷や手術により下歯槽神経が損傷されることがある．その治療法の開発として，細胞
移植により軸索の再生を誘導し，神経損傷後の機能回復を試みる研究が行われている．そこで，移植細胞とし
て iPS 細胞から分化誘導した神経堤細胞をラット下歯槽神経切除モデルへ移植することで，感覚機能回復と軸
索再生における有効性を検討した．Bajpai らの方法を応用し，ヒト iPS 細胞 (253G1) を神経堤細胞へ分化誘導
した．1.0 × 106個の神経堤細胞を I 型コラーゲン製配向性中空性担体（長さ5 mm，内径0.8 mm）の内壁に播
種し，2日間培養した．コントロールとして，ラット坐骨神経から採取したシュワン細胞およびラット皮膚線
維芽細胞を播種した．7週齢雄性 SD 系ラットの下歯槽神経に長さ4 mm の欠損部を作成し，細胞が播種された
担体を移植した．移植後，下唇への侵害機械刺激に対する逃避反射閾値を経日的に測定し，移植後14日目での
担体中央部横断切片の免疫組織化学的検討を行った． 移植後3日目，神経堤細胞移植群において下唇への侵
害機械刺激に対する逃避反射閾値が低下した．また移植後14日目，いずれの群においても担体内部に軸索再生
を認めた．神経堤細胞移植群の再生軸索中央部横断切片において，ヒトミトコンドリアおよび S-100β（シュ
ワン細胞マーカー）の共陽性細胞を認めた．また，ニューロフィラメント200（軸索マーカー）陽性線維数は，
シュワン細胞移植群と比較して有意な差は認められなかった．以上の結果より，ヒト iPS 細胞から分化誘導し
た神経堤細胞は移植部で生着し，シュワン細胞へと分化して軸索再生を誘導し，感覚機能の回復に寄与した可
能性が示唆された．

一般演題⑥ 24 6 月 17 日（土）17：10 ～ 17：20

ラット三叉神経脊髄路核尾側亜核ニューロンのシナプス伝達に対する PGE2の促進作用に
おける TRPV1チャネルの関与

1）愛知学院大学 歯学部 歯科矯正学講座，2）愛知学院大学 薬学部 応用薬理学講座
○浅岡 諒1,2），大井 義明2），宮澤 健1），後藤 滋巳1），櫨 彰2）

＜目的＞中枢神経系で合成される prostaglandin E2 (PGE2) は，侵害受容を含め様々な生理機能に影響
を与えている．口腔顔面領域の痛覚情報は，主に三叉神経脊髄路核尾側亜核（Vc）の侵害受容ニュー
ロンによって受容されている．近年，我々は，Vc ニューロンにおいて PGE2がシナプス前 EP1受容体
の活性化により自発性シナプス伝達を促進することを明らかにした．一方，PGE2の作用に transient 
receptor potential vanilloid 1(TRPV1)channels の活性化が関与していることが様々な部位で報告され
ている．そこで，本実験では Vc ニューロンにおいて TRPV1チャネルが PGE2のシナプス伝達促進作
用に関係しているか，否かを検討した．＜方法＞ ラット脳幹スライス標本を用い，ホールセルパッ
チクランプ法により Vc ニューロンから自発性の興奮性および抑制性シナプス後電流 (spontaneous 
excitatory and inhibitory postsynaptic currents: sEPSCs and sIPSCs) を記録した．TRPV1チャネルの
活性化にはカプサイシン (0.1-1.0μM) を用いた．＜結果＞カプサイシンの適用により sEPSC，sIPSC の
頻度が用量依存的に増加したが，振幅は変化しなかった．このカプサイシンの促進作用は，TRPV1チャ
ネル遮断薬である AMG9810により完全に消失した．また，AMG9810は，PGE2による sEPSC，sIPSC
の頻度増加を有意に抑制した．＜考察＞本研究において，TRPV1チャネルが PGE2誘発性のシナプス
伝達促進作用に関係していることが示された．この結果より，口腔顔面領域から Vc ニューロンへの痛
覚情報伝達の修飾において PGE2と TRPV1チャネルのシナプス前部での相互作用が示唆される．
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一般演題⑦ 25 6 月 17 日（土）16：00 ～ 16：10

当科における直接経口抗凝固薬 (DOAC) 服用患者の歯科小手術に関する検討

東京歯科大学 口腔病態外科学講座
○星野 照秀，小山 侑，片倉 朗

【緒言】近年，ワーファリンに代わる直接経口抗凝固薬 (DOAC) が開発され，認知されてきた．DOAC 服用患
者への歯科治療はワーファリン服用時と同様に対応することが推奨されているが，服用中止や継続に関する報
告は未だ少ない．今回われわれは，当科における DOAC 内服患者の歯科小手術における現状を把握すること
を目的に調査を行い，考察したので報告する．【対象と調査項目】対象は2015年4月から2016年4月に東京歯科
大学水道橋病院口腔外科を受診した直接経口抗凝固薬 (DOAC) 内服患者で，当科で歯科小手術を施行した12名
である．調査項目は性別，年齢，処置内容，DOAC 休薬の有無，術者経験年数（資格の有無），処置時間帯，
局所止血法，後出血の有無をカルテから後ろ向きに抽出した．【結果】性差は男性８名，女性４名で，平均年
齢が72歳であった．全症例が非弁膜症性心房細動で DOAC の投与を受けていた．４例に脳梗塞の既往があり，
CHADS ２スコアが４点以上の症例が２例であった．処置は抜歯が10名で22歯，他に嚢胞摘出術や腫瘍切除術
を含んでいた．DOAC の内訳はダビガトラン２例，イグザレルト９例，エリキュース１例であり，内服継続が
10例，術前に休薬したのが２例であった．術者は8例が口腔外科学会認定医，専門医を有していた．処置時間
帯は１例を除き，午後12時以降であった．局所止血法は縫合に加え，7例が吸収性止血剤を使用していた．抜
歯後出血を認めたのは２例であった．【考察】抜歯後出血を認めた症例は少なく，口腔外科学会認定医，専門
医がガイドラインに準拠した適切な止血処置を行ったことが示唆された．また，処置時間帯が半減期に達して
いたことも要因であると考えられた．今回の結果から，DOAC 服用継続下でも十分な局所止血で対応可能であ
ることが示唆された．今後は症例数の増加が課題であり，後出血の要因について検討していきたい．

一般演題⑦ 26 6 月 17 日（土）16：10 ～ 16：20

心房細動を有する患者の麻酔導入時に頻拍発作を認め管理に難渋した一症例
1）日本歯科大学 大学院新潟生命歯学研究科 口腔全身機能管理学，2）日本歯科大学新潟生命
歯学部 歯科麻酔学講座
○関根 美桜1），冨田 優也2），佐野 公人2）

【緒言】今回我々は，心房細動の既往を有する患者に対し全身麻酔を行い，麻酔導入時に頻拍発作を認め，全
身管理に難渋した症例を経験したため，若干の考察を加え報告する．【症例】患者は57歳，男性．身長165cm，
体重76kg．既往歴に心房細動，糖尿病があり，内服加療中であった．今回，下顎右側顎骨嚢胞が疑われ，静脈
内鎮静法下で生検術を行った後に，全身麻酔下で埋伏歯抜去ならびに嚢胞摘出術が予定された．【経過】入室時，
血圧120/81mmHg，心拍数85回 / 分，経皮的酸素飽和度99%，心電図は心房細動を呈していた．プロポフォー
ルを用いて急速導入をしたところ，心拍数が153回 / 分と上昇したため，ベラパミル2.5mg を投与したが心拍
数に変化はなく，さらにベラパミル2.5mg を追加投与した．しかし改善が認められなかったため，ランジオロー
ル2.5mg を投与し，ランジオロール0.04mg/kg/ 分で持続投与を開始したところ，徐々に心拍数は減少し，5分
後には，血圧107/79 mmHg，心拍数81回 / 分と安定したため，経口挿管した．その後，ランジオロールの投
与を中止したにも関わらず，血圧62/36 mmHg，心拍数46回 / 分と低下を認めたため，エフェドリン8mg を投
与したが改善せず，ドーパミン5mg/kg/ 分で持続投与を開始した．徐々に血圧，心拍数の上昇を認め，循環
動態は安定し，手術時間1時間35分，麻酔時間2時間30分で予定処置を終了した．【考察】心房細動は現在，最
も多い不整脈の一つで，全身管理を行う上で，心拍数の管理と血栓塞栓症予防が重要とされている．本症例で
は，麻酔導入時に心拍数が急激に上昇し，β遮断薬により改善を認め，重篤な不整脈への移行を防ぐことがで
きた．しかしその後，血圧と心拍数の低下を認め，昇圧薬，循環不全改善薬を使用し安定した循環動態を維持
することができた．心房細動を有する患者の全身管理は，術中の循環動態の安定を維持するために，緊急時に
的確・迅速な薬剤の選択が必要不可欠であると再確認した．
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一般演題⑦ 27 6 月 17 日（土）16：20 ～ 16：30

歯科治療時の不整脈を契機に心機能低下が発見された１例
1）日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科麻酔学講座，2）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究
科 口腔全身機能管理学
○冨田 優也1），関根 美桜2），佐野 公人1,2）

今回我々は，静脈内鎮静法（IVS）中に重篤な不整脈が発症し，その後の精密検査で心機能低下が発見された
症例を経験したので報告する．【症例】患者は55歳，女性．身長164cm，体重50kg．喘息，シェーグレン症候
群などの既往はあったが，過去に心機能の異常を指摘されたことはなかった．局所麻酔に対する恐怖心が強く， 
IVS 下での治療を希望し当院に紹介来院した． 【経過】 １回目は，IVS 下に両側下顎第一大臼歯，右側第二小
臼歯の抜歯を予定した．独歩で入室し，静脈路を確保した . この時，バイタルサインに異常はなく，心電図は
洞調律であった．ミダゾラム3mg を静脈内投与し，至適鎮静が得られた後，1/8万アドレナリン添加2% リド
カインで局所麻酔を行った．その直後，心室性期外収縮（PVC）が数回発生したが，危険性の少ない PVC と
判断し処置を継続した．その20分後，多源性 PVC が出現したため，リドカイン50mg を静注した．投与後，
洞調律となったため，処置を継続した . 数分後，再び PVC が生じたが，散発性であったため，処置は中断せず，
予定処置を終了した．処置より1週間後，循環器内科に精密検査を依頼したところ，心電図検査で PVC 頻発，
心エコー検査で左室駆出率40% と心機能の低下が認められ，エナラプリルの処方が開始されていた . 2回目は，
IVS 下に下顎前歯部および小臼歯の抜髄を予定した . 前回，1/8万アドレナリン添加2% リドカインによる局所
麻酔後から PVC が生じており，局所麻酔薬中のアドレナリンにより誘発された可能性が考えられたため，0.03IU
フェリプレシン含有3% プロピトカインを使用した . その結果，PVC の発現はなく予定処置を終了した .【考察】
日常生活では心機能に異常のない患者の IVS 中に，重篤な心電図変化を発見することがある．適切なモニタリ
ングを行い，緊急時の対応を熟知しておく必要があると考える．

一般演題⑦ 28 6 月 17 日（土）16：30 ～ 16：40

特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) 患者に対するトロンボポエチン受容体作動薬投与下での
抜歯経験

三重大学大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野
○小林 加奈，清水 香澄，奥村 健哉，朽名 智彦，黒原 一人，新井 直也

【緒言】特発性血小板減少性紫斑病（ITP）は，自己抗体による血小板の破壊亢進および血小板産生の
抑制により，血小板減少をきたす後天性の自己免疫疾患である．従来，血小板数30,000/μl 以下で出血
傾向を有する ITP 患者では，抜歯に際して血小板輸血や免疫グロブリン大量療法が行われてきた．し
かし，2010年12月にトロンボポエチン受容体作動薬であるエルトロンボパグオラミンが認可されて以
降，その内服投与下に抜歯を行ったとの報告がみられるが，まだ少数である．今回，ITP 患者に対す
るエルトロンボパグオラミン ( レボレードⓇ) 投与下での抜歯を経験したので報告する．【症例】55歳女
性．└2部の歯肉腫脹を主訴に近病院口腔外科を受診．既往歴に ITP があるため，紹介により当科に
初診した．既往歴：ITP，耳下腺多形腺腫，高脂血症，骨粗鬆症．口腔外所見：異常所見なし．口腔
内所見：└2部歯肉腫脹，圧痛を認めた．臨床検査所見：血液検査結果では，血小板数17,000/μl と低
下していた．X 線所見：└23，2┘根尖部に透過像を認めた．【臨床診断】└23，2┘根尖性歯周炎【処
置および経過】└23，2┘は抜歯適応であり，当院血液内科に対診した．抜歯28日前よりレボレードⓇ

の内服を開始し，抜歯前日には血小板数は127,000/μl まで上昇した．局所麻酔下に└23，2┘を抜歯し，
局所止血剤を使用したうえで縫合閉鎖した．術後は止血シーネを使用した．再出血はなく翌日に退院
が可能で，レボレードⓇの副作用も認めなかった．【まとめ】エルトロンボパグオラミン ( レボレードⓇ)
投与下に抜歯し経過良好であった ITP の1例を経験したので報告する．
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一般演題⑧ 29 6 月 17 日（土）16：40 ～ 16：50

FGF-2を局所徐放するゼラチン / ハイドロキシアパタイト複合体顆粒による骨再生
1）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座，2）日本歯科大学生命歯学部歯学教育支援センター
○松野 智宣1），浅野 一成1），北原 和樹1,2）

【緒言】塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-2）は，褥瘡・皮膚潰瘍治癒剤として10年以上用いられ，その有用
性と安全性が認められてきた我が国で臨床応用可能な唯一の成長因子である．さらに，整形外科領域では多施
設での臨床研究で骨再生を促進させることも報告されている．また，歯科領域でも長年にわたり FGF-2による
歯周組織再生の臨床研究が行われ歯槽骨の再生を促進することが認められ，昨年12月には歯周組織再生剤「リ
グロス」として販売された．そこで，我々はさらに迅速かつ確実な骨再生を目的として，FGF-2を徐放する骨
補填材を開発した．まず，FGF-2の DDS 担体にはゼラチンハイドロゲル（GH）を選択した．骨再生の足場材
料には三次元連通気孔（気孔径：100 ～ 300μm）を有する超多孔体 HA 顆粒（気孔率85%）を用い，その気
孔内に GH 粒子を導入した GH/HA 複合体顆粒を作製した．今回は，その作製方法と in vitro での FGF-2の徐
放プロファイル，さらに in vivo で骨再生を評価した．

【実験方法】HA 顆粒には粒径0.5-1.0mm のアパセラム -AX®G1を用いた．HA 顆粒 20mg に対し，GH 粒子（等
電点5.0）を重量比10, 20, 30 ,40および50 wt% と変化させ GH 導入条件の異なる GH/HA 複合体顆粒を作製し
た．SEM で気孔内の GH 粒子を確認した．また，GH 粒子に100μg の FGF-2を含浸させ，GH の分解性と HA
複合体顆粒からの FGF-2の徐放性を in vitro で評価した．また，in vivo では，ウサギの頭蓋骨欠損に FGF-2
含浸ハ HA 複合体顆粒を填塞し，新生骨量を CT と病理組織像で評価した．

【結果】in vitro で HA 複合体顆粒気孔内の GH の分解に伴う FGF-2の徐放が認められた． in vivo では FGF-2
含浸 HA 複合体顆粒は有意に骨再生を促進し，さらに GH 粒子量の違いで新生骨量に有意差があることを認め
た．以上より，GH/HA 複合体顆粒は FGF-2を徐放しながら，骨再生を促進する新たな骨補填材料であること
が示唆された．

一般演題⑧ 30 6 月 17 日（土）16：50 ～ 17：00

口腔保湿ジェル剤の口腔環境を想定した物性試験（第２報）
1）ティーアンドケー株式会社，2）鶴見大学歯学部地域歯科保健学，3）鶴見大学歯学部附属病院
口腔機能診療科
○加藤 航1），脇山 潤1），山本 健2），中川 洋一3）

ジェル状の口腔ケア剤（いわゆる口腔保湿ジェル）は，外来の唾液分泌減少患者における口腔乾燥に対する有
用性に加えて，入院の高齢患者における口腔乾燥に対する有用性や，脳血管障害後遺症患者における気道感染
予防効果が認められている．しかし，要介護状態の患者において誤嚥が問題となっている中で，口腔保湿ジェ
ルには湿潤剤や保湿剤の他に多種多様な成分が配合されているため，構成する物質や量の組み合わせにより製
品自体の物性が大きく異なるものと推測される．保湿効果が高く，誤嚥を引き起こしにくく，使用感の良い製
品が理想であるが，製品の機能を判断するのは必ずしも容易ではない．本研究は，より実際的な口腔環境を想
定した状態における口腔保湿ジェルの物性の特性を明らかにすることを目的とした研究（歯科薬物療法．第35
巻第3号に発表）を初報とし，試験材料を増やして分析，検討した．今回の検討は初報と同様に，（1）水分の
蒸発を抑えて保水するエモリエント効果を想定したジェル乾燥試験，（2）口腔保湿ジェルの加水性と粘膜に付
着した口腔保湿ジェルの粘膜からの溶出を想定したジェル溶出試験，（3）口腔における口腔保湿ジェルの崩壊
性を推測するためのジェルろ過試験，以上3つの条件下で試験した．口腔保湿ジェルは初報で検討したペプチ
サルジェントルマウスジェル（T&K，東京），リフレケア H（イーエヌ大塚製薬，岩手）およびコンクールマ
ウスジェル（ウエルテック，大阪）の3種類に，バイオティーンオーラルバランスジェル（GSK，東京），ビバ
ジェルエット（東京技研，東京）およびマウスピュア口腔ケアジェル（川本産業，大阪）の3種類を加えて検
討したので，その結果を報告する．
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一般演題⑧ 31 6 月 17 日（土）17：00 ～ 17：10

D−タガトースと D−プシコースの口腔内細菌に対する増殖抑制効果

香川大学 医学部 歯科口腔外科学講座
○永峰 優一，小川 尊明，大林 由美子，岩崎 昭憲，中井 史，田中 麻央，三宅 実

[ 目的 ] 我々はこれまで本学会において，希少糖である D−タガトースと D−プシコースの Streptococcus 
mutans に対する作用について発表してきた．今回，D−タガトースと D−プシコースに関して，被験者より採取
した唾液から採取した，Stereptococcu mutans や，その他の口腔内細菌に対する作用について，新しい手法に
て検証した．
[ 材料と方法 ] 被験者10名にパラフィンガムを咀嚼させて唾液を採取し，希釈後，D−タガトース，D−プシコー
ス，キシリトール，マルチトールを2.5％または5.0% を添加した BHI 寒天培地と MSB 寒天培地に塗布した．
BHI 培地は48時間，MSB 培地は72時間，好気条件，嫌気条件の2条件で培養を行い，形成されたコロニーを
計数した．
[ 結果 ] 2.5％と5.0％の D−タガトースと D−プシコースを添加した BHI，MSB 培地では，嫌気条件，好気条件
ともに，コントロール，キシリトールまたはマルチトールを添加した培地と比較し，コロニー数が有意に抑制
された．例えば，BHI 培地の好気条件での5.0％ D−タガトース，D−プシコースを加えた培地での，コントロー
ルと比較した抑制率は，それぞれ94.2±6.0％，90.0±6.0％であった．MSB 培地の嫌気条件における，コントロー
ルと比較した抑制率は，それぞれ79.9±12.6%，77.3±11.7% であった．
[ まとめ ] D−タガトースと D−プシコースは，これまでの高濃度での培養や液体培地での結果と同様に，2.5％
や5.0％の低濃度でも増殖抑制作用を示すことが明らかとなった．Streptococcus mutans のみならず，その他の
口腔内細菌に対しても増殖抑制作用を示すことが明らかとなった．この2糖は，嫌気条件，好気条件ともに増
殖抑制作用を示しており，Streptococcus mutans 以外の，歯周病原菌等の口腔内細菌に対し幅広く作用してい
る可能性が示唆された．

一般演題⑧ 32 6 月 17 日（土）17：10 ～ 17：20

ヒアルロン酸の歯科応用の可能性

朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 口腔生化学
○梅村 直己，高山 英次，川木 晴美，神谷 真子，近藤 信夫

【目的】近年，歯髄組織内に CD44が発現している細胞を多く含むことが明らかになった．一方，歯髄
幹細胞も CD44を高発現している．そこで我々は CD44のリガンドであるヒアルロン酸にて歯髄幹細胞
を処置したらどのような現象が生じるか検討した．【方法】ヒアルロン酸により歯髄幹細胞の細胞増殖
に影響しないことを MTT assay と細胞周期解析により明らかする一方，アルカリフォスファターゼが
活性化されることをウエスタンブロッティング法と蛍光定量法にて明らかにした．この結果から，歯
髄幹細胞はヒアルロン酸により石灰化が誘導され，同時に dentin matrix protein-1(DMP-1) と dentin 
sialophosphoprotein(DSPP) が mRNA レベルだけではなくタンパク質レベルでの発現が増加すること
をリアルタイム PCR とウエスタンブロッティング法にて明らかにした．これにより歯髄幹細胞はヒア
ルロン酸により象牙芽細胞様に分化されることが示唆された．そのシグナル伝達を詳細に検討し，歯
髄幹細胞はヒアルロン酸により Akt の活性化を誘導していることが観察されたため，Akt の特異的活
性化抑制剤 Ly294002により Akt の活性化を抑制した状態でヒアルロン酸により象牙芽細胞様の分化が
抑制されるかを DSPP と DMP-1を指標にウエスタンブロッティング法にて検討した．その結果，Akt
の活性化を抑制しても象牙芽細胞様に分化誘導された．同様に smad，MAPK シグナルについても検
討を行い，その結果，歯髄幹細胞はヒアルロン酸により Akt，smad，MAPK のシグナルが活性化さ
れたが，それらのシグナル伝達が直接象牙芽細胞様分化に関与していないことを明らかにした．【結論】
歯髄幹細胞はヒアルロン酸により CD44を介して象牙芽細胞へ分化誘導されることを明確に示した．
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一般演題⑧ 33 6 月 17 日（土）17：20 ～ 17：30

非外科的歯槽骨再生薬物療法に向けての動物モデル

大阪歯科大学 歯学部 歯学科 薬理学講座
○河井 まりこ，大浦 清

歯槽骨は歯周病や外傷などで欠損した場合，積極的に自己再生する組織ではないとされる．歯槽骨再
生を目的とした薬物療法では組換えヒト bFGF( 塩基性線維芽細胞成長因子 ) やエナメルマトリックス
デリバディブ (EMD) とフラップオペレーションを併用した外科的治療が一般的である．しかし，感染
のリスクや観血的処置に伴う適応例の制限など，特に高齢の患者にとってはリスクが高い．そこで外
科的処置を伴わない新たな歯槽骨再生法として，骨形成因子 (BMP) を遺伝子の状態で歯周組織へデリ
バリーする方法を考えた．今回，BMP-2/7へテロダイマー産生プラスミドベクターをラット上顎臼歯
部口蓋側歯周組織に in vivo electroporation 法を用いて導入し，歯周組織の変化を組織化学的に解析し
た．BMP 遺伝子導入1日後から外来性ヒト BMP の発現を認めた．遺伝子導入5日後には新規歯槽骨様
組織を認め，7日後には既存の歯槽骨と融合する組織像を認めた．以上の結果から，BMP-2/7へテロダ
イマー産生プラスミドベクターは新たな非外科的歯槽骨再生薬物療法として期待できると考える．
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