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■参加者へのご案内とお願い

１．学会受付（タワーホール船堀 1F 展示ホール内）
平成 30 年 3 月 23 日（金）8：20 から行います．

２．参加費前納の方
事前に参加証，抄録集の送付を予定しておりますのでを忘れずにご持参ください．
参加証は，必ず着用してください．未着用の方の入場はお断りします．

３．参加費未納の方
�学会受付にて，当日参加費（一般 15,000 円，医療関係従事者（コメディカル）5,000 円）をお納
めください．学生（大学院生は除く）の方は参加費無料となりますので，学生証等，在学を証明
できるものを学会受付で必ず提示してください．証明できるものをお持ちでない場合は，参加費

（一般 15,000 円）をお支払いください．
４．入会希望の方

事務局受付にて入会手続きを行っております．
�演者ならびに共同演者は会員であることが条件となっていますので，未入会の方は入会手続き�
を必ず行ってください．

【学会事務局】 日本有病者歯科医療学会 事務局
〒 115-0055 東京都北区赤羽西 6-31-5 株式会社 学術社 内
TEL：03-5924-3621 FAX：03-5924-3622

日本歯科薬物療法学会 事務局
〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-9-9 株式会社 大伸社（DS&C）内
TEL：03-6863-1777 FAX：03-3405-0653

５．駐車場について
施設駐車場は混雑が予想されますので，ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください．

■質疑応答

質問は挙手にて座長の許可を得て，必ず所属，氏名を明らかにして所定のマイクでご発言ください．

■座長の先生方へ

座長は担当セッションの 10 分前までに所定の席（次座長席）へお越しください．
質疑，討論は所定の時間内に終わるよう定時進行にご協力をお願いいたします．
�ポスター発表の座長はセッション開始 10 分前までにポスター受付（1F�展示ホール内）にお立ち寄り
ください．

学術大会参加の方へ
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■発表者の皆様へ

１）口演発表
１．PC 受付について

�事務局で用意しているパソコンの OS は Windows，アプリケーションは PowerPoint�2007 ～
2016 です．発表時刻の 30 分前までに USB メモリー，CD-R，もしくはご自身のノートパソコン
を PC 受付にお持ちいただき，受付・試写をお済ませください．
スマートフォン，i-pad 等でのデータ持込み及び HDMI での送出は対応しておりません．
�発表データの受付は，発表が差し迫っている演者を優先して受け付けさせていただく場合がござ
いますのでご了承ください．また，受付時のデータ修正は固くお断りいたします．
※ 3 月 24 日（土）ご発表のデータは 3 月 23 日（金）14：00 から受け付けさせていただきます．

PC 受付［タワーホール船堀 1F 展示ホール内］
 3 月 23 日（金） 8：20 ～ 17：00
 3 月 24 日（土） 8：20 ～ 14：30

２．作成スライドについて 
スライドサイズは XGA 1024 × 768（4：3）で作成してください．
�指定の解像度で作成されていない場合，スライドが正しく映らない場合がございますので，ご注
意ください．動画の使用はご遠慮ください．
利益相反（COI）の有無のスライドを必ず用意してください．

３．発表について
演者の先生は開始 15 分前までに次演者席にご着席ください．
●日本有病者歯科医療学会の発表

一般口演の発表時間は，8 分（発表 6 分，質疑応答 2 分）です．
●日本歯科薬物療法学会の発表

一般口演の発表時間は，10 分（発表 7 分，質疑応答 3 分）です．
�発表時間中は緑ランプ，終了時 1 分前に黄ランプで合図し，赤ランプで発表終了です．

発表形式はパソコンによる単写です．
スライドの枚数には制限がありませんが，制限時間内に終了するようにしてください．
発表データの操作はご本人で行なってください．レーザーポインタは大会側で用意します．
質疑応答時間については，座長の指示に従ってください．

■データ（USB メモリー，CD-R）を持ち込まれる方へ

１．フォントは Windows に標準搭載されているものをご使用ください．
２．�コピーミスを防ぐため，メディアに保存したあと，作成した PC 以外の PC 環境でも正常に動作

することをご確認ください．また，必ずウィルス駆除ソフトでウィルスチェックを行ってください．
３．お預かりした発表データは，学会終了後に全て消去いたします．
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■ノートパソコンを持ち込まれる方へ

１．AC アダプター，外部出力用変換ケーブルは必ずご自身でご用意ください．
２．�事務局で用意している PC ケーブルのコネクタは，MiniD-Sub�15 ピン

です．この形状に合ったノートパソコンをご用意，この形状に変換する
コネクタを必要とする場合には，PC 側 Mini�D-sub15 ピンを必ずご自身
でご用意ください．

３．スクリーンセーバーおよび省電力設定など､ 発表の妨げになる設定は事前に解除してくださ�い．
４．�スムーズな進行をするために「発表者ツール」の使用はご遠慮ください．発表原稿が必要な方は，

あらかじめプリントアウトをお持ちください．会場でのプリントアウトは対応しておりません．

２）ポスター発表
１．ポスター受付について

�受付をお済ませの後，ポスターの貼付けをお願いいたします．ポスターの貼付・撤去は必ず指定
された時間内に行ってください．
貼付の遅れ，撤去の前倒し，ポスターの放置はおやめください．
ポスター受付 ［タワーホール船堀 1F 展示ホール内］

3 月 23 日（金）� 9：00 ～ 10：00
・貼付時間 3 月 23 日（金）� 9：00 ～ 10：00
・撤去時間 3 月 24 日（土）16：00 ～ 17：00

※撤去時間を過ぎても残っているポスターは，事務局で処分します．

２．作成ポスターについて
�事務局が用意しているパネルのサイズは 120cm（幅）×
180cm（高さ）です．
�パネル上部の左側には大会事務局であらかじめ演題番号

（20cm × 20cm）を掲示しますので，該当パネルにポスター
を掲示してください．
�押しピンは各自ご用意ください（両面テープでは掲示はで
きません）．また，ポスター上部の右側に幅 20cm ×高さ
20cm サイズで「発表演者の顔写真」を貼付し，ポスター
番号と顔写真の中央のスペースに「演題名，発表者名（筆
頭演者に○），所属 , 施設名」を貼付してください．
利益相反（COI）の有無を必ず記載してください．

３．ポスター発表について
発表時間は，3 分，質疑応答 2 分です．

PC側 Mini D-sub15ピン

ポスター本文

ポスター掲示スペース

演題番号以外は各自でご用意ください

120cm

160cm

20cm

20cm

演題
番号 演題名・所属・発表者氏名・顔写真
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３）事後抄録（日本有病者歯科医療学会のみ）
１．発表当日，PC 受付とポスター受付で事後抄録を受付いたします．
２．�表紙（演題番号，演題名，発表名，発表者全員の所属機関，連絡先）と本文（20 字× 20 行，

800 字以内）にまとめた A4 用紙に印刷したものと演題番号，所属，氏名を明記した CD-R（上
記内容のデータ（Microsoft�Word 形式で保存））を提出してください．

３．事後抄録データの内容確認は PC 受付の PC ではできません．
※�未提出の場合は 1 週間以内に jsdmcp-jsotp2018@kokuhoken.jp まで E-mail にてお送りくださ

い．

４）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．
�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．

■学術教育研修会（日本有病者歯科医療学会）

日 時：平成 30 年 3 月 23 日（金）16：50 ～ 17：50
会 場：タワーホール船堀�2F�福寿（Ｃ会場）
参加費：2,000 円
１．詳細はプログラム・抄録集をご覧ください．
２．�参加費前納の方は，会場前で受付をお済ませください．研修会終了後に会場出口で修了書をお�

渡しします．
３．当日参加の方は，会場前で当日参加費 2,000 円をお支払いください．

修了証は，後日発送させていただきます．

■認定試験（日本歯科薬物療法学会）

日 時：平成 30 年 3 月 24 日（土）12：00 ～ 13：15
会 場：タワーホール船堀�4F�402 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．

１）利益相反に該当しない場合 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
発表者名：（全員の氏名）

該当者名 / 企業・団体名 / 期間 金額
○○△△
□□株式会社顧問（20xx ～ 20xx）年間○○万円
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■会員懇親会

日 時：平成 30 年 3 月 23 日（金）19：15 ～ 20：45
会 場：タワーホール船堀�2F�桃源
参加費：3,000 円

■ランチョンセミナー・その他

１．�ランチョンセミナーの整理券は 1F 展示ホールに「ランチョンセミナー参加整理券受付」を下記
時間に設けますので参加希望の方は整理券をお受け取りください．
ランチョンセミナー参加整理券受付
ランチョンセミナー１～３ 3 月 23 日（金）8：20 より配布いたします．
ランチョンセミナー４・５ 3 月 24 日（土）8：20 より配布いたします．

２．ランチョンセミナーを共催される企業は，以下のとおりです．
3 月 23 日（金）
ランチョンセミナー１ 2F 歯科薬物会場 株式会社ピカッシュ
ランチョンセミナー２ 2F Ｃ会場 ニプロ株式会社
ランチョンセミナー３ 2F Ｄ会場 ノーベルファーマ株式会社
3 月 24 日（土）
ランチョンセミナー４ 2F Ｃ会場 グンゼ株式会社
ランチョンセミナー５ 2F Ｄ会場 株式会社セキムラ

３．本学会は日本歯科医師会の生涯研修事業の認定を受けております．
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【A 会場（大ホール） 3 月 23 日】
3 月 23 日（金）10：00 ～ 11：00
特別講演 1

座 長：大木 秀郎（日本大学歯学部口腔外科学講座教授）

社会保険診療報酬支払基金改革について
社会保険診療報酬支払基金理事長� 伊藤 文郎

3 月 23 日（金）11：30 ～ 12：00
理事長講演

座 長：佐野 公人（日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座教授）

歯科における薬の使い方
―この薬を一緒に服用して大丈夫ですか，授乳中ですがの問いに対する対応―
一般社団法人日本歯科薬物療法学会理事長� 金子 明寛

3 月 23 日（金）13：00 ～ 14：00
特別講演 2

座 長：大木 秀郎（日本大学歯学部口腔外科学講座教授）

国際情勢をどう見るか―日本とアメリカ
一般社団法人日米協会会長� 藤崎 一郎

【歯科薬物会場（瑞雲＋平安） 3 月 23 日】
3 月 23 日（金）12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 1 共催：株式会社ピカッシュ

地域包括ケアシステムを支える必須アイテム
―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

3 月 23 日（金）15：00 ～ 16：30
特�別セミナー兼臨床治験担当者制度講習会 臨床研究法の詳細と研究者が陥りやすい逸脱・重大

な違反・研究不正
座 長：山根 伸夫（杏林会今井病院口腔外科）

臨床研究法について
厚生労働省医政局研究開発振興課� 福田 亮介

第38回日本歯科薬物療法学会学術大会
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研究倫理と研究規制：研究者が陥りやすい身近な逸脱・重大な違反・研究不正について
国立研究開発法人量子化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

3 月 23 日（金）16：40 ～ 17：40
基調講演

座 長：山口 晃（日本歯科大学新潟病院口腔外科）

漢方の視点で考える歯科・口腔外科医療学
聖路加国際病院リウマチ膠原病センター� 津田篤太郎

3 月 23 日（金）17：45 ～ 18：45
シンポジウム 1 患者様のための歯科疾患への漢方薬物療法

座 長：松野 智宣（日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座）

王 宝禮（大阪歯科大学歯科医学教育開発室）

歯科における漢方の基礎と実践
「歯科医療保険による漢方薬選択の考え方：―抜歯後疼痛・口内炎・歯周組織炎・口腔乾燥症―」
神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座麻酔科学分野・別部歯科医院� 別部 智司
口腔顔面痛に対する漢方治療
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野� 新美 和子
口腔領域の心理ストレス関連疾患に対する漢方薬の有効性
医療法人歯恵会ひまわり歯科／日本大学歯学部付属歯科病院心療歯科� 小池 一喜

【C 会場（福寿） 3 月 23 日】
3 月 23 日（金）12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 2 共催：ニプロ株式会社

座 長：近津 大地（東京医科大学口腔外科学分野主任教授）

安全，有効，かつ，効率的に口腔ケアを行うための新しい口腔ケアキットの実践
日本大学歯学部口腔外科学講座第 1 講座� 外木 守雄

3 月 23 日（金）18：10 ～ 19：10
Web による医療連携 2 口腔病変の早期診断と医療連携（Web による医療連携）

座 長：堀之内康文（公立学校共済組合九州中央病院歯科口腔外科）

口腔がん検診を支援する「口腔がん早期発見システム全国ネットワーク OCEDN」
―口腔病変の検診力向上のための OCEDN ネットスタディー―
NPO 法人口腔がん早期発見システム全国ネットワーク副理事長� 山根 源之
Web を用いた次世代口腔がん検診システムの現状
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座� 柴原 孝彦
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専門医が開業臨床医を支援する地域病診連携 JOMNET システムの利用
日本口腔粘膜機構，日本大学歯学部特任教授� 小宮山一雄

【D 会場（桃源） 3 月 23 日（金）】
3 月 23 日（金）12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 3 共催：ノーベルファーマ株式会社／株式会社メディパルホールディングス

司 会：今井 裕（日本歯科医学会総務理事／獨協医科大学名誉教授・特任教授）

Oral Medicine ～亜鉛補充療法の新たな選択肢～
北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室教授� 北川 善政

【A 会場（大ホール） 3 月 24 日】
3 月 24 日（土）10：00 ～ 11：00
合同シンポジウム 1 疼痛に関する講演（疼痛の基礎と臨床）

座 長：喜久田利弘（福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座教授）

今村 佳樹（日本大学歯学部口腔診断学講座教授）

口腔顔面領域に発症する異所性痛覚過敏の末梢神経機構
日本大学歯学部生理学講座� 岩田 幸一
三叉神経損傷によって生じる中枢神経系の可塑的変化
日本大学歯学部薬理学講座� 小林 真之
非歯原性歯痛の分類・診断と治療法について
日本大学歯学部口腔診断学講座ペインクリニック科� 岡田 明子

3 月 24 日（土）11：00 ～ 12：00
合同シンポジウム 2 診療ガイドラインについて

座 長：森田 章介（大阪歯科大学口腔外科学第 1 講座）

栗田 浩（信州大学医学部歯科口腔外科）

抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン―作成・改訂作業で Minds システムを学ぶ―
獨協医科大学医学部口腔外科学講座� 川又 均
JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2016―歯性感染症―
東海大学医学部外科学系口腔外科� 金子 明寛
GRADE システムを用いた初めての顎関節症初期治療ガイドラインの作成
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野

（顎関節治療部）� 木野 孔司
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【歯科薬物会場（瑞雲＋平安） 3 月 24 日】
3 月 24 日（土）13：00 ～ 14：00
トピックス

座 長：中川 洋一（鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科）

斎藤 義夫（鶴見大学歯学部附属病院薬局薬局長）

酸性電解機能水の創傷治癒促進メカニズム
日本大学歯学部病理学講座� 浅野 正岳
国内初の低亜鉛血症治療剤開発について
ノーベルファーマ株式会社� 三好 勝則
歯周組織再生剤リグロス―開発の経緯・作用機序・適応について―
科研製薬株式会社� 高木 崇

3 月 24 日（土）14：05 ～ 15：05
第 7 回日本歯科薬物療法学会認定制度教育講習会

座 長：上川 善昭（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面疾患制御学分野教授）

地域包括医療におけるオーラルマネジメント～的確なアセスメントの重要性～
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座� 岸本 裕充
地域包括ケアにおける歯科医院の役割と訪問診療時の感染防止対策
医療法人社団南生会生田歯科医院� 生田 図南

3 月 24 日（土）15：10 ～ 15：50
漢方 e-learning

座 長：金子 明寛（東海大学医学部外科学系口腔外科）

漢方 e ラーニングの歯科医学教育への活用
日本歯科薬物療法学会漢方 EBM�委員会委員長
大阪歯科大学歯科医学教育開発室教授� 王 宝禮

【C 会場（福寿） 3 月 24 日（土）】
3 月 24 日（土）12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 4 共催：グンゼ株式会社

座 長：代田 達夫（昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門教授）

顎変形症治療の up to date ～顎矯正手術の基本手技を再考する～
奥羽大学歯学部口腔外科学講座准教授� 金 秀樹
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【D 会場（桃源） 3 月 24 日（土）】
3 月 24 日（土）12：00 ～ 13：00
ランチョンセミナー 5 共催：株式会社セキムラ

座 長：砂田 勝久（日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座）

本当は凄い！笑気のちから―世界は笑気を活用し，新たな可能性を見出す―
九州歯科大学歯科侵襲制御学分野，九州歯科大学附属病院あんしん科� 原野 望
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3 月 23 日（金）第一日目 9：00 ～ 9：30
一般セッション 薬 1－1 抗菌

座 長：池田 幸（昭和大学歯科病院）

代田 達夫（昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学分野）

 1．�口腔内常在 Neisseria�sp. に対する各種抗菌薬感受性および� �
第 3 世代 cephem 耐性化に関する検討
東邦大学看護学部感染制御学� 金坂伊須萌

 2．�塩酸バンコマイシンの使用にて腎障害を呈した 2 例
いわき市立総合磐城共立病院� 金丸 健太

 3．�当院における経口抗菌薬の使用実態調査
日本歯科大学新潟病院口腔外科� 赤柴 竜

3 月 23 日（金）第一日目 14：00 ～ 14：50
一般セッション 薬 1－2 研究

座 長：大浦 清（大阪歯科大学薬理学講座）

 4．�オーラルケア食品としてのマナマコ活用に向けたサポニン含量の変動解析
公益財団法人岩手生物工学研究センター� 矢野 明

 5．�β遮断薬添加アドレナリン含有 2% リドカインが自然発症高血圧症ラットの� �
循環動態に与える影響と至適濃度について
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� 押切 孔

 6．�Streptococcus�mutans バイオフィルムは混合細菌によって構造と性質が変化する
東海大学医学部外科学系口腔外科� 中西 康大

 7．�下顎埋伏智歯抜去時の飲食摂取制限による血糖値の変動に関する研究� �
―周術期のブドウ糖投与が及ぼす影響―
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� 関根 美桜

 8．�上皮細胞接着能を制御する基底膜成分応答性抗体医薬の開発
大阪歯科大学薬理学講座� 河井まりこ

3 月 24 日（土）第二日目 9：00 ～ 10：00
一般セッション 薬 2－1 臨床

座 長：山口 晃（日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科）

 9．�半夏瀉心湯が有効であった口腔扁平苔癬の一例
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門� 鎌谷 宇明

第38回日本歯科薬物療法学会学術大会
一般口演 発表日時
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10．�インヒビター保有先天性重症血友病 B 患者の sequential 療法下での� �
多数歯同時抜歯の経験
鹿児島市立病院歯科口腔外科� 新田 哲也

11．�口臭対策としての洗口液の有用性～ハイザックを用いた検討～
鶴見大学歯学部付属病院口腔機能診療科� 中川 洋一

12．�経管栄養における半固形化投与法の臨床的検討
名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科� 岡部 一登

13．�難治性口内炎に対してイルソグラジンマレイン酸塩の投与が有用であった 2 症例
香川大学医学部歯科口腔外科学講座� 高尾健二郎

14．�シェーグレン症候群に伴う口腔乾燥症に対するレバミピドの� �
唾液分泌促進効果に関するプラセボ対照二重盲検比較試験
栃木医療センター歯科口腔外科� 岩渕 博史
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3 月 23 日（金）第一日目 18：00 ～ 19：00
ポスターセッション

座 長：三枝 禎（日本大学松戸歯学部薬理学講座）

竹野 敏彦（日本歯科大学新潟病院薬剤科）

薬Ｐ－1． 口腔粘膜炎モデル動物作製のための基礎的研究
日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座� 竹内 麗理

薬Ｐ－2． α 2 アドレナリン受容体を介した破骨細胞分化抑制
愛知学院大学歯学部薬理学講座� 浜島 康祐

薬Ｐ－3． チモキノンのフソバクテリウム含有バイオフィルムに対する効果
香川大学医学部分子微生物学講座� 多田 彩乃

薬Ｐ－4． H2O2 によって誘導された Akt 活性化に対するプロポフォールの影響
日本大学松戸歯学部薬理学講座� 松本 裕子

薬Ｐ－5． 歯科診療環境における汚染状況の可視化とその対策
日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座� 葛城 啓彰

薬Ｐ－6． �地域医療に携わる多職種との連携により病院薬剤師から歯科医師へ� �
処方提案が有用だった 2 例
北海道医療大学病院薬剤部� 岩尾 一生

第38回日本歯科薬物療法学会学術大会
ポスター 発表日時
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特別講演 1

第 1日目 3月 23 日（金）10：00 〜 11：00
A会場（大ホール）

社会保険診療報酬支払基金改革について

伊藤 文郎
社会保険診療報酬支払基金理事長

座長：大木 秀郎
日本大学歯学部口腔外科学講座教授
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脳集団」へ変革していきます．

既存事業の改革と新規事業の構築を契機として，多様な関係者に囲まれ自己変革をできない支払基金

から脱却して，多様な関係者に働きかけ自己変革できる支払基金に生まれ変わるために，同時並行で経

営改革を推進します．

≪略 歴≫

1954年 3 月 愛知県生まれ
1977年 3 月 名古屋大学農学部卒業
2007年 5 月 愛知県津島市長（2014年 3 月まで）
2014年 6 月 国民健康保険中央会常勤監事（2016年 6 月まで）
2016年 7 月 社会保険診療報酬支払基金理事長，現在に至る

主な役職
1996年10月 津島簡易裁判所民事調停委員（2007年 2 月まで）
2003年12月 津島市教育委員会委員（2007年 2 月まで）
2009年 4 月 中央社会保険医療協議会委員（2014年 3 月まで）
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特別講演 2

第 1日目 3月 23 日（金）13：00 〜 14：00
A会場（大ホール）

国際情勢をどう見るか―日本とアメリカ

藤崎 一郎
一般社団法人日米協会会長

座長：大木 秀郎
日本大学歯学部口腔外科学講座教授
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理事長講演

第 1日目 3月 23 日（金）11：30 〜 12：00
A会場（大ホール）

歯科における薬の使い方
―この薬を一緒に服用して大丈夫ですか，

授乳中ですがの問いに対する対応―

金子 明寛
一般社団法人日本歯科薬物療法学会理事長

座長：佐野 公人
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座教授
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≪略 歴≫

学歴・職歴
1971年 3 月 松本歯科大学卒業
1971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
日本歯科医師会：医薬品委員会
日本歯科医学会：理事
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
日本化学療法学会理事
日本口腔外科学会：代議員
日本健康科学学会 : 副理事長，編集委員長
日本感染症学会：評議員
日本環境感染学会：評議員
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基調講演

第 1日目 3月 23 日（金）16：40 〜 17：40
歯科薬物会場（瑞雲＋平安）

漢方の視点で考える歯科・口腔外科医療学

津田篤太郎
聖路加国際病院リウマチ膠原病センター

座長：山口 晃
日本歯科大学新潟病院口腔外科
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≪略 歴≫

2002年 京都大学医学部卒業
2002～04年 天理よろづ相談所病院ジュニアレジデント
2004～07年 東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター医局員
2007～11年 北里大学大学院医療系研究科（東洋医学）
2009～14年 JR 東京総合病院リウマチ膠原病科医長
2011年 医学博士取得
2011年～ 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部客員研究員
2014年～ 聖路加国際病院リウマチ膠原病センター副医長
2015年～ 日本医科大学附属病院東洋医学科非常勤講師

学 会
日本東洋医学会漢方専門医・指導医 用語および病名分類委員会
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本リウマチ学会リウマチ専門医・指導医・評議員
日本骨粗鬆症学会認定医
日本医史学会会員
日本アレルギー学会会員
米国内科学会（American�college�of�physicians）正会員

著 書
・�ほの暗い永遠から出でて 生と死を巡る対話 文藝春秋（上橋菜穂子と共著）2017 年
・�漢方水先案内 医学の東へ 医学書院 2015 年
・�病名がつかない「からだの不調」とどうつき合うか ポプラ新書 2014 年
・�未来の漢方�ユニバースとコスモスの医学 亜紀書房 （森まゆみと共著）2013 年
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合同シンポジウム 1

第 2日目 3月 24 日（土）10：00 〜 11：00
A会場（大ホール）

疼痛に関する講演
（疼痛の基礎と臨床）

岩田 幸一
日本大学歯学部生理学講座

小林 真之
日本大学歯学部薬理学講座

岡田 明子
日本大学歯学部口腔診断学講座ペインクリニック科

座長：喜久田利弘
福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座教授

座長：今村 佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座教授
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合同シンポジウム 2

第 2日目 3月 24 日（土）11：00 〜 12：00
A会場（大ホール）

診療ガイドラインについて

川又 均
獨協医科大学医学部口腔外科学講座

金子 明寛
東海大学医学部外科学系口腔外科

木野 孔司
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野

（顎関節治療部）

座長：森田 章介
大阪歯科大学口腔外科学第 1 講座

座長：栗田 浩
信州大学医学部歯科口腔外科
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シンポジウム 1

第 1日目 3月 23 日（金）17：45 〜 18：45
歯科薬物会場（瑞雲＋平安）

患者様のための歯科疾患への漢方薬物療法

別部 智司
神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座麻酔科学分野・別部歯科医院

新美 和子
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野

小池 一喜
医療法人歯恵会ひまわり歯科／日本大学歯学部付属歯科病院心療歯科

座長：松野 智宣
日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

座長：王 宝禮
大阪歯科大学歯科医学教育開発室
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Web による医療連携 2

第 1日目 3月 23 日（金）18：10 〜 19：10
C 会場（福寿）

口腔病変の早期診断と医療連携
（Web による医療連携）

山根 源之
NPO 法人口腔がん早期発見システム全国ネットワーク副理事長

柴原 孝彦
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

小宮山一雄
日本口腔粘膜機構，日本大学歯学部特任教授

座長：堀之内康文
公立学校共済組合九州中央病院歯科口腔外科
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漢方 e-learning

第 2日目 3月 24 日（土）15：10 〜 15：50
歯科薬物会場（瑞雲）

漢方 e ラーニングの歯科医学教育への活用

王 宝禮
大阪歯科大学歯科医学教育開発室

座長：金子 明寛
東海大学医学部外科学系口腔外科
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第7回日本歯科薬物療法学会
認定制度教育講習会

第 2日目 3月 24 日（土）14：05 〜 15：05
歯科薬物会場（瑞雲＋平安）

岸本 裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

生田 図南
医療法人社団南生会生田歯科医院

座長：上川 善昭
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

顎顔面疾患制御学分野教授
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特別セミナー兼臨床治験担当者制度講習会

第 1日目 3月 23 日（金）15：00 〜 16：30
歯科薬物会場（瑞雲＋平安）

臨床研究法の詳細と研究者が陥りやすい
逸脱・重大な違反・研究不正

福田 亮介
厚生労働省医政局研究開発振興課

栗原千絵子
国立研究開発法人量子化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

座長：山根 伸夫
杏林会今井病院口腔外科
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特別セミナー兼臨床治験担当者制度講習会 臨床研究法の詳細と研究者が陥りやすい逸脱・重大な違反・研究不正

臨床研究法について

厚生労働省医政局研究開発振興課

福 田 亮 介

≪略 歴≫

2011年 3 月 慶應義塾大学医学部卒業
2011年 4 月 済生会宇都宮病院初期臨床研修医
2013年 4 月 慶應義塾大学病院小児科

10月 佐野厚生総合病院小児科

2014年 4 月 �厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課
主査

2016年 4 月 環境省環境保健部石綿健康被害対策室主査
2017年 4 月 �厚生労働省医政局研究開発振興課課長補佐

（現在）

臨床研究については，現在「人を対象とする医学
系研究に関する倫理指針」等の研究倫理指針に基づ
いて研究を実施していただいているところである
が，ディオバン事案等の臨床研究に関する不適正事
案が発生したことを契機とした「臨床研究に係る制
度の在り方に関する検討会」において，臨床研究に
関して法制化が必要とされた．これを踏まえて，臨
床研究法は，昨年 5 月に通常国会に提出され，昨年
4 月 7 日に成立，4 月 14 日に公布された．施行日は，
公布から 1 年以内としている．

臨床研究法は，臨床研究に対する国民の信頼を確
保し，臨床研究の実施を推進することを目的として，
未承認・適応外の医薬品等の臨床研究および製薬企
業等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業
等の医薬品等の臨床研究の実施者に対して，モニタ
リング・監査の実施や利益相反の管理等の実施基準
の遵守を義務付けるとともに，製薬企業等に対して，

当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究に関する資金
提供の情報等の公表を義務付けるなどの制度を定め
るものである．

成立した臨床研究法を円滑に施行するためには，
省令等を整備し，施行のための検討事項についての
整理・議論が必要である．そのため，昨年 8 月に厚
生科学審議会に臨床研究部会を設置し，現在，省令
事項などの施行に向けた検討事項について議論を
行っていただいているところである．

施行に向けた主な検討事項としては，臨床研究実
施基準，実施計画の記載事項，研究対象者への説明・
同意事項，認定臨床研究審査委員会の要件などであ
り，臨床研究部会において審議が重ねられた．部会
で議論のとりまとめののち，本年 2 月を目途に省令
を公布する予定であり，本講演では，臨床研究法の
概要についてご紹介する．

第38回日本歯科薬物療法学会学術大会_本文.indd   58 2018/03/02   22:57





第38回日本歯科薬物療法学会学術大会_本文.indd   60 2018/03/02   22:57



トピックス

第 2日目 3月 24 日（土）13：00 〜 14：00
歯科薬物会場（瑞雲＋平安）

浅野 正岳
日本大学歯学部病理学講座

三好 勝則
ノーベルファーマ株式会社

高木 崇
科研製薬株式会社

座長：中川 洋一
鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科

座長：斎藤 義夫
鶴見大学歯学部附属病院薬局薬局長
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ランチョンセミナー

1．株式会社ピカッシュ
3 月 23 日（金）

歯科薬物会場（瑞雲＋平安）12：00〜 13：00

2．ニプロ株式会社
3 月 23 日（金）

C会場（福寿）12：00〜 13：00

3．ノーベルファーマ株式会社
3 月 23 日（金）

D会場（桃源）12：00〜 13：00

4．グンゼ株式会社
3 月 24 日（土）

C会場（福寿）12：00〜 13：00

5．株式会社セキムラ
3 月 24 日（土）

D会場（桃源）12：00〜 13：00
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一般口演抄録

一般セッション
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薬 1－1－1
口腔内常在 Neisseria sp. に対する各種抗菌薬感受性
および第 3 世代 cephem 耐性化に関する検討

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），山根 夏枝 2），小山 英明 3）

松本 哲 3），金子 明寛 4），勝瀬（金山）明子 1）

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 Neisseria�
sp. に対す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 Neisseria�sp. に対し，
寒 天 平 板 希 釈 法 に よ り PCG，CFIX，TC，CPFX，
CTRX を測定した．なお，CTRX に低感受性を示した
株に対しては VITEK�NH を用いて同定を行った．
【結 果】口腔 Neisseria�sp.�66 株に対する感受性率は

PCG：0%，CFIX：76%，TC：35%, お よ び CPFX：
18% であった．CTRX に対し感受性率は 95% を示し，
低感受性株（>0.25µg/mL）が 3 株分離された．CTRX
に低感受性を示した 3 株に対する CTRX 以外の抗菌薬
の MIC との相関性については，CFIX に対してすべて
低感受性（>0.25µg/mL）を示し，PCG に対してもすべ
て耐性（≧ 2µg/mL）を示した．これらの株はすべて
Neisseria sicca と同定された．
【考 察】Neisseria�sp. の抗菌薬感受性成績において，

PCG に対し感受性を示す株は認められず，第 3 世代
cephem 系薬に対する低感受性株が存在することが明ら
かとなった．口腔内には多くの日和見感染菌が存在し，
PCG に耐性化した 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． さ ら に， 平 成 29 年 に 分 離 さ れ た
Neisseria�sp. の抗菌薬感受性成績と比較するとともに，
N. sicca の詳細な検討について報告する．
【会員外協力者】国立感染症研究所 大西 真，志牟

田健

薬 1－1－2
塩酸バンコマイシンの使用にて腎障害を呈した 2 例

いわき市立総合磐城共立病院
○金丸 健太，内藤 博之，佐藤 浩子

鈴木 翔太，西本 晃明

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（以下 MRSA）感染
症は易感染性宿主にとって問題となる感染症のひとつで
ある．塩酸バンコマイシン（以下 VCM）は MRSA に
対し抗菌作用を有するが，腎障害をきたすため薬物モニ
タリングを実施し，トラフ値を確認することが必要であ
る．

今回 VCM を使用し，モニタリングを実施したにもか
かわらず腎障害を呈した 2 例を経験したので，その概要
を報告する．

症例 1．64 歳，男性．左頰粘膜癌（cT2N0M0�st Ⅱ）
に対して 201X 年 7 月に腫瘍切除術，左頸部郭清術，遊
離皮弁再建術，気管切開術を施行した．術後 MRSA 肺
炎を呈し，VCM を目標トラフ値（10-20µg/ml）となる
ように投与設計を行い，投与開始した．投与開始 4 日目
に血中濃度を測定したところ，トラフ値は 17.8µg/ml と
目標トラフ値範囲内であり，同量の投与を継続した．投
与開始 6 日目に再度血中濃度を測定したところ，トラフ
値は 32.6µg/ml と目標トラフ値よりも高値を示した．投
与量を減量したが投与開始 8 日目にクレアチニン（以下
Cr）が 3.0 と上昇し，急性腎障害を呈した．

症例 2．78 歳，女性．左舌癌（T2N2bM0�st Ⅳ A）に
対して 201X 年 9 月に腫瘍切除術，左頸部郭清術，遊離
皮弁再建術，気管切開術を施行した．術後 MRSA�肺炎
を呈し，VCM の投与を開始した．VCM を 2 回投与し
た後，血中濃度を測定した．トラフ値は 5.6µg/ml と目
標トラフ値より低値を示したため，投与量を増量して 4
回投与し再度血中濃度を測定したところ，トラフ値は
44.2µg/ml と目標トラフ値よりも高値を示した．Cr は
2.46 に上昇し，急性腎障害を呈した．

周術期や低アルブミン血症，長期臥床にて筋量低下を
認める患者に VCM を投与する場合，解析ソフトを用い
たシミュレーションにて投与計画を行っていても，有害
事象に一層の留意を図る必要があると思われた．
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薬 1－1－3
当院における経口抗菌薬の使用実態調査

1）�日本歯科大学新潟病院口腔外科
2）日本歯科大学新潟病院薬剤科

○赤柴 竜 1），竹野 敏彦 2），水谷 太尊 1）

戸谷 収二 1），佐藤 洋介 1），山口 晃 1）

【目 的】抗菌薬の不適切な使用を背景として，薬剤
耐性菌の増加が世界的な問題となっている．そこで，当
院における抗菌薬の適正使用を推進するために，当院外
来における抗菌薬使用実態を調査した．
【方 法】調査①：日本歯科大学新潟病院におけるペ

ニシリン系および第三世代セフェム系抗菌薬処方件数を
2014 年～ 2017 年の 4 年間で調査した．調査②：日本歯
科大学新潟病院口腔外科外来における抜歯時感染予防抗
菌薬の薬剤名，投与日数，抜歯後感染の有無について
2017 年 9 月～ 12 月の 4 か月間で調査した．
【結 果】調査①：セフカペンピボキシル塩酸塩水和

物（CFPN-PI）の件数が 2016 年では 4027 件（73.5%）
と最多であったが，2017 年では 873 件（16.6%）と減少し，
代わって 2017 年はアモキシシリン水和物（AMPC）が
4157 件（79.2%）で最多となった．また，全体の処方件
数としては 2014 年 5778 件から 2017 年 5245 件とやや減
少傾向に有り，第三世代セフェムは 2014 年 5341 件

（92.4%）から 2017 年 1051 件（20.0%）と著明に減少した．
調査②では薬剤アレルギー既往患者を除いた全抜歯件数
は 401 件で，処方薬は AMPC�355 件，CFPN-PI�9 件，
処方なしが 37 件であった．投与日数は術後 2 日間が最
も多く 327 件で，術前単回投与はみられなかった．抜歯
後感染は 4 例（1.0%）で認められた．
【結 論】2016 年の「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」発表後より第三世代セフェム
の使用量は減少し，AMPC が増加していることから，
ガイドラインに準じた投与が行われている．一方，抜歯
後の抗菌薬処方は依然 3 日～ 5 日間投与がみられ，院内
スタッフへの啓蒙活動や講習会の必要性が考えられた．
また術前単回投与については，院内処方の適応等，処方
方法の確立を含め今後の課題と考えられた．

薬 1－2－4
オーラルケア食品としてのマナマコ活用に向けたサポ
ニン含量の変動解析

1）�公益財団法人岩手生物工学研究センター
2）岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野

○矢野 明 1），阿部 晶子 2），佐藤 俊郎 2）

岸 光男 2）

マナマコ Apostichopus japonicus は，アジアにおいて
少なくとも 1000 年以上の食経験があり，生食可能な安
全性の高い食品である．カロリー比はタンパク質 80%，
脂質 12%，炭水化物 9% で，コラーゲンに富み，細胞外
組織にはコンドロイチン硫酸が含まれる．高齢者の滋養
強壮効果が期待できる健康食品／生薬としても知られて
いる．しかし有効成分についての研究は少なく，サポニ
ンの真菌殺菌作用等に限られている．われわれはマナマ
コを原料としたオーラルケア食品を試作し，要介護高齢
者を対象とした臨床試験を実施，2013 年に本学会等で
報告した（Yano�Marine�Drugs�2013,11,4993-5007）．マ
ナマコ入りゼリーの 1 週間の摂取により有意に口腔内の
カンジダが減少し，摂取停止 1 週間後もカンジダの抑制
効果が継続したことから有望と考えているが，口腔粘膜
の保護保湿効果，長期摂取時の安全性有効性検証等さら
なる研究が必要である．臨床試験の実施には量産体制の
整備と製品規格化が望ましいが，現在も実用化途中にあ
る．ナマコの中国需要が大きく安定入手が困難であるこ
と，原料によるサポニン含量差異が大きいことが課題で
ある．

今回，購入可能な全国の食用マナマコを入手し，サポ
ニン含量調査を実施した．その結果，三陸沿岸から北海
道にかけて，サポニン含量が多いマナマコ個体が存在す
ることが明らかとなった．また，三陸のマナマコを年間
通じて分析した結果，明らかな季節変動が存在した．近
年ナマコの養殖技術が確立されたことから，サポニン含
量の高い産地のマナマコの養殖を行い特定時期に収穫す
ることで，製品化が期待される．現在，臨床試験を視野
に，ナマコ製品に特徴的なオーラルケア機能，口腔常在
細菌叢保護作用の解析条件検討を進めている．
（謝辞：生研支援センター「革新的技術開発・緊急展

開事業（うち地域戦略プロジェクト）個別・SF 型」）

第38回日本歯科薬物療法学会学術大会_本文.indd   73 2018/03/02   22:57



― 74 ―

薬 1－2－5
β遮断薬添加アドレナリン含有 2% リドカインが自然
発症高血圧症ラットの循環動態に与える影響と至適濃
度について

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
3）日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座

○押切 孔 1），冨田 優也 2），秋山 麻美 2）

砂田 勝久 3），佐野 公人 1,�2）

【緒 言】アドレナリン受容体にはα1，α2，β1，β2

の 4 つのサブタイプがある．α1 受容体刺激により血管
収縮作用，β1 受容体刺激によって心拍数の上昇，心筋
収縮力が増加し，β2 受容体刺激によって血管拡張作用
が出現する．そのため，高血圧症や虚血性心疾患を有す
る患者ではアドレナリン使用に際しては，制約を受ける
ことがある．われわれは，β1 受容体に高い選択性を示
すβ1 受容体選択性遮断薬をアドレナリンと併用するこ
とにより，心拍数の上昇や心筋収縮力を抑制することが
でき，安全にアドレナリンが使用できる可能性があると
考えた．しかし過去の報告でこのような研究はわれわれ
が渉猟し得た範囲ではない．そこで，本研究ではアドレ
ナリン含有 2％リドカインとβ1 受容体選択性遮断薬を
併用して循環動態の変動を測定し，さらに，β1 受容体
選択性遮断薬の至適添加濃度についても検討する．
【材料と方法】11 週齢の雄性 WKY/Izm ラットおよび

SHR/Izm ラットを用いる．麻酔マスクを頭部に装着し，
1.5% イソフルランで麻酔を維持する．尾部に非観血式
血圧測定計の測定用カフを装着する．循環動態が安定し
たところで脈拍数，収縮期血圧，拡張期血圧，平均血圧
を測定し，ベースライン値とする．その後，右側舌背部
に被験薬を 0.3ml/kg 投与する．投与後�1，2.5，5，7.5，
10 分，以後 5 分間隔で 20 分間測定する．被験薬は生理
食塩液，アドレナリン含有 2% リドカインおよび 0.2mg，
0.4mg，0.8mg のランジオロール塩酸塩添加アドレナリ
ン含有 2% リドカインとする．
【結 果】SHR/Izm ラット，WKY/Izm ラット共にラ

ンジオロール添加アドレナリン含有 2% リドカイン投与
によって，投与直後は血圧上昇が抑制される傾向が認め
られた．
【考 察】β1 受容体選択性遮断薬を添加したアドレナ

リン含有 2％リドカインは循環動態亢進を抑制する可能
性がある．今後も継続して実験をおこなっていく予定で
ある．

薬 1－2－6
Streptococcus mutans バイオフィルムは混合細菌に
よって構造と性質が変化する

1）�東海大学医学部外科学系口腔外科
2）池上総合病院口腔外科

○中西 康大 1,�2），渡辺 大介 1,�2），水澤 伸仁 1,�2）

金子 明寛 1,�2）

う蝕はバイオフィルム（BF）形成が原因となる疾患
の一つであり，Streptococcus mutans が原因細菌とされ
る．口腔内には数百種類の細菌が存在し，異菌種間相互
作用している．つまり，う蝕原性 BF もまた複数細菌か
ら成り，異菌種間相互作用を起こしていると考えられる．
これら異菌種間相互作用は，BF の構造や性質に影響を
与えると考えられるが，実際に観察・解析した例は少な
い．われわれは，今回，複合系う蝕原性 BF の構造と，
その内部の各種細菌の局在性を観察するとともに，性質
の変化を解析することで，口腔内細菌と S. mutans の相
互作用が複合系 BF に及ぼす影響を明らかにすることを
目的とした．

複合系 BF 中での S. mutans の局在性を観察するため
に，蛍光タンパク質常発現 S. mutans 株を作成した．こ
の S. mutans 株 と 口 腔 内 細 菌（Streptococcus mitis, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans）を各々混合培
養し，唾液コートした人工歯上に 2 菌種複合 BF を形成
させ，CLSM および共焦点反射顕微鏡法を用いて各々
の BF 構造と S. mutans の局在を観察した．S. mutans
単 独 で は， 薄 く 平 ら な BF を 形 成 す る 一 方，S. 
mutans-S. mitis 複合 BF においては，二層構造が観察
された．S. mutans-Aa 混合培養では，BF 構造に大きな
変化は認められなかった．これらの BF 間で生菌数に大
きな差はなく，生菌の大部分は S. mutans で構成されて
いた．つまり，S. mutans-S. mitis および S. mutans-Aa
複合 BF 中では，各細菌が特徴的な空間分布を示す一方，
S. mutans の生育には影響を与えないことが明らかと
なった．各 BF におけるグルコン酸クロルヘキシジンに
よる耐性試験を行うと，S. mutans-S. mitis�BF では S. 
mutans の死菌増加はなく，S. mutans-Aa�BF でも S. 
mutans の死菌増加が抑えられた．複合系 BF において
は共存する菌によって，S. mutans の局在性や BF 中の
遺伝子活性変化が起こる可能性が示唆された．
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薬 1－2－7
下顎埋伏智歯抜去時の飲食摂取制限による血糖値の変
動に関する研究―周術期のブドウ糖投与が及ぼす影
響―

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），秋山 麻美 2）

佐野 公人 1,�2）

【緒 言】静脈内鎮静法（以下 IVS）では，術前の飲
食摂取制限が一般的であるが，手術侵襲等による血糖値
の変動は大きく，澤野らは，術前の飲食摂取制限により，
手術終了後に血糖値が急激に下降することを報告してい
る．そこで，本研究では，IVS 下での下顎埋伏智歯抜去
開始 4 時間前から飲食摂取制限を行い，周術期にブドウ
糖を投与し，手術終了後における血糖値の変動について
検討することと，適切な血糖管理を目的に行う．
【使用機器と方法】血糖値の測定には，POCT 対応血

糖測定機器であるグルテストミントⓇを用いる．
被験者は，本研究の内容を十分に理解し，同意の得ら

れた健常な男女で，下顎埋伏智歯抜去を予定している患
者とする．被験者の体位は仰臥位とし，5 分間の安静を
保ち，採血した血糖値を control 値とし，血圧，心拍数，
経皮的酸素飽和度を測定する．生理食塩水のみを投与す
る群（生食群），手術開始前から 5% ブドウ糖溶液（以
下 5%GL）100ml を投与する群（術前群），手術開始直
後から 5%GL100ml を投与する群（術中群），手術終了
直後から 5%GL�100ml を投与する群（術後群）に分け，
4mg/kg/ 分の滴下速度で投与する．鎮静が得られた後
に，伝達麻酔と浸潤麻酔を行い，処置は臨床経験年数が
5 年以上の口腔外科医が行う．各項目の測定は，術前，
局所麻酔後，手術開始時，手術終了時，手術終了 30 分，
60 分，90 分の 7 回とする．
【予想される結果】生食群は control 値と比較し，術

後の血糖値は下降することが予想される．また，ブドウ
糖投与群は，投与時期によってさまざまな変動が考えら
れる．
【考 察】本研究を行うことにより，5%GL の投与時

期による血糖値の変動を把握することが可能となり，術
後の血糖値の下降に対応できると考える．

薬 1－2－8
上皮細胞接着能を制御する基底膜成分応答性抗体医薬
の開発

大阪歯科大学薬理学講座
○河井まりこ，大浦 清

【目 的】確実なオッセオインテグレーションはイン
プラント治療における重要な成功因子である．一方，早
期に上皮系細胞がインプラント体へ侵入することはオッ
セオインテグレーション失敗の要因となる．そこで，オッ
セオインテグレーションの成功率を高めるため，基底膜
成分に着目した上皮細胞の接着を制御する抗体医薬開発
を目的とする．
【材料および方法】ヒト基底膜成分ラミニンのプロテ

アーゼ切断部位を想定したアミノ酸配列を同定した．同
定した 11 アミノ酸を抗原として，マウスに免疫した．
得られたクローンについて，抗原アミノ酸との結合能の
評価を行い，クローンの選択を行った．選択されたクロー
ンについて，ヒト歯肉由来細胞株 Ca9-22 の接着能への
影 響 に つ い て enzyme-linked� immunosorbent�assay�

（ELISA）を用いて検討した．
【結 果】クローン添加したヒト歯肉由来細胞株では

培地のみを添加したコントロール群と比較し，有意に接
着能が低下した．
【考察および結論】ヒト基底膜成分ラミニンは高次立

体構造の変化により生理的活性を有し，また，その立体
構造はプロテアーゼによって変化する．今回の結果から，
インプラント体への上皮細胞の接着を制御し，オッセオ
インテグレーションを誘導する抗体医薬開発の可能性が
示唆された．今後はクローンの間葉系細胞への影響につ
いても検討を行い，上皮細胞と間葉系細胞の両方を制御
することが可能な抗体医薬開発へと繋げていく予定であ
る．
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薬 2－1－9
半夏瀉心湯が有効であった口腔扁平苔癬の一例

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
3）�山梨赤十字病院歯科口腔外科

○鎌谷 宇明 1），池田 幸 2），鈴木麻衣子 1,�3）

代田 達夫 1）

口腔扁平苔癬は，原因不明の慢性炎症性の口腔粘膜病
変で，多くは 40 歳以降の女性に生じ緩解と増悪を繰り
返す．治療は主に含嗽剤やステロイドの軟膏が投与され
る．今回，われわれは口腔扁平苔癬に対し半夏瀉心湯を
投与することで，症状の改善が認められた 1 例を経験し
たので報告する．

患者は 64 歳の女性で，2 か月前，左側下顎臼歯部頰
側歯肉に口内炎が生じ，内科と耳鼻咽喉科を受診し投薬
を受けるも改善しなことから歯科受診を勧められ来科し
た．既往歴に特記事項はなかった．

左側下顎臼歯部頰側歯肉から頰粘膜にかけて，軽度の
違和感，接触痛と摂食時の刺激痛が生じる発赤とびらん
を伴う病変が認められた．臨床的に口腔扁平苔癬と診断
し，試験切除術を施行した．病理組織学的に，錯角化を
伴う重層扁平上皮の肥厚と，基底層の一部の細胞の融解
変性と，上皮下の帯状のリンパ球浸潤を認め，口腔扁平
苔癬と診断した．

その後，ツムラ半夏瀉心湯の投与を開始した．一時，
粘膜の発赤や違和感，摂食時の刺激痛などの臨床症状が
増悪した際には，合成副腎皮質ホルモンであるトリアム
シノロンアセニドの軟膏や，アズレンスルホン酸ナトリ
ウムの含嗽薬，トラネキサム酸の投与を 3 から 4 か月程
合わせて行った．治療開始から 9 か月後，軽度の違和感
がわずかにあるとのことだが，発赤やびらんなどの粘膜
所見は消失した．

半夏瀉心湯は COX-2 の発現とプロスタグランジン E2
の産生を濃度依存的に抑制することで，口腔内の疼痛な
どの症状を軽減させると報告されている．口腔扁平苔癬
の上皮では COX-2 の発現が亢進しているとされており，
本症例から半夏瀉心湯の投与は COX-2 の産生を抑制す
ることで口腔扁平苔癬の症状の改善に有効である可能性
が示唆された．

薬 2－1－10
イ ン ヒ ビ タ ー 保 有 先 天 性 重 症 血 友 病 B 患 者 の
sequential 療法下での多数歯同時抜歯の経験

鹿児島市立病院歯科口腔外科
○新田 哲也，平原 成浩

血友病 B は血液凝固第Ⅸ因子の欠乏ないし異常に基
づく，X 染色体連鎖性劣性遺伝性出血性疾患である．本
邦では 2015 年度現在で血友病 B 患者 1064 人うち 3.5 ～
5.2％がインヒビター保有者とされ，世界における同患
者数は 228 人との報告もある．

今回私たちは，インヒビター保有先天性重症血友病 B
患者の抜歯において，これまで報告のないバイパス止血
製剤の 2 剤を交互に投与する sequential 療法にて良好
な止血管理を行い得た多数歯抜歯例を経験したので，そ
の臨床的概要を報告する．

症例は 26 歳の男性で，既往歴では 3 歳時の口腔内出
血を契機に血友病 B と診断され，凝固因子Ⅸ製剤でア
ナフィラキシーや凝固因子Ⅸインヒビターも出現し，パ
イパス療法の aPCC 製剤（活性型プロトロンビン複合体
製剤）に対するアナフィナキシーの既往もあった．複数
回の腹腔内出血および出血性ショックの既往がありその
都度，当院小児科で重症度に応じて遺伝子組み換え型 F
Ⅶ a 製剤や F Ⅱ a/ Ⅹ複合体製剤による sequential 療法
による止血管理を受けていた．家族歴では母方の叔父，
祖母の弟とその孫が血友病 B であった．現病歴では，
かかりつけ歯科からう蝕治療のために過剰歯と智歯の抜
歯を勧められて紹介来院した．初診時所見は，軽度肥満
で四肢関節は血友病性関節炎にて電動車椅子を使用し，
血液検査では APTT 値 137.5 秒で延長し凝固因子Ⅸ因
子活性は 1％以下で第Ⅸ因子インヒビター力価は 3BU/
ml であった．口腔内は 35，45 部の過剰歯，38 水平埋
伏智歯 35，45 および 38，36 のう蝕を認めており，小
児科主治医へ対診し抜歯直前からバイパス止血製剤の投
与開始する sequential 療法下での水平埋伏智歯を含め
た 4 本の同時抜歯を実施した．抜糸処置まで口腔内出血
を認めることなく，良好な出血予防管理を行い得た．本
sequential 療法は，インヒビター保有先天性重症血友病
B 患者の多数歯抜歯に有効であった．
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薬 2－1－11
口臭対策としての洗口液の有用性～ハイザックを用い
た検討～

鶴見大学歯学部付属病院口腔機能診療科
○中川 洋一

口臭症は，呼気中に悪臭を認める真性口臭症（他覚的
口臭症）と，他人に認知できるほどの悪臭を検出できな
い非真性口臭症（主観的口臭症）に大きく分け，さらに
真性口臭症を，悪臭の発生部位から口腔内口臭症と口腔
外口臭症に細分類する分け方がある．口腔内口臭症は，
揮発性硫黄化合物（volatile�sulfur�compounds,�VSC）
が主な原因物質であり，舌や歯表面のバイオフィルムが
発生源となる．口腔外口臭症には，血液由来の口臭

（blood-borne�halitosis）と非血液由来の口臭がある．前
者は糖尿病，肝障害，腎不全などの疾患や食物，薬物な
どが原因となり，臭い物質が肺を通して呼気中に放出さ
れるもので，後者は上気道・下気道や胃・食道を発生源
とする．一方の非真性口臭症には，口臭恐怖症，味覚障
害，嗅覚障害などがある．

口臭症の原因の殆どが口腔にあり，特に舌背のバイオ
フィルムの占める割合が大きいため，舌清掃は口臭予防
において重要である．舌清掃には機械的方法と化学的方
法がある．機械的方法には舌ブラシ，舌スクレイパー，
ガーゼ，不織布を用いる方法，化学的方法には洗口剤，
歯磨剤，噴霧剤を用いる方法がある．化学的方法は，機
械的方法のように技術修得の必要がないため使用法が簡
便という特徴がある．しかしながら，製品による効果の
差が大きい可能性があるため，製品ごとの有効性の検証
が必要と考えられる．

そこで，塩化亜鉛含有の液体歯磨のハイザック N リ
ンス（ビーブランドメディコデンタル，大阪）を洗口液
として使用し，その口臭抑制効果について簡易ガスクロ
マトグラフィーのオーラルクロマ TM（エフアイエス，
伊丹）を用いて VSC 濃度の変化で評価し，その有効性
について検討したので報告する．

薬 2－1－12
経管栄養における半固形化投与法の臨床的検討

1）�名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科
2）豊田厚生病院歯科口腔外科
3）�名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外

科学講座顎顔面外科学
○岡部 一登 1,�2），兼子 隆次 2），河合 孝真 2）

日比 英晴 3）

【緒 言】歯科領域では，術後に経管栄養を適用する
ことが多いが，栄養状態だけでなく合併症の管理に難渋
する症例にしばしば遭遇する．特に下痢等の消化器症状
は，原疾患を円滑に治療する上で妨げとなる．また経管
栄養中は長時間の行動制限を強いられることも問題と
なっている．これらを解消するため，われわれは手術後
の経管栄養に半固形化投与法を導入してきたので，その
概要を報告する．
【対象および方法】2015 年 4 月から 2017 年 3 月まで

に豊田厚生病院歯科口腔外科で入院手術し，術後に経管
栄養とした 40 症例を対象とした．半固形化投与法を適
用させた症例を半固形化群，適用させなかった症例を対
照群として，投与方法（投与時間，投与量）および栄養
状態（体重測定値，血液生化学検査値），合併症につい
て検討した．
【結 果】経管栄養の期間は，対照群 10.2 日，半固形

化群 9.1 日であった．両群間の所要栄養量の達成率に有
意差はなかったにもかかわらず，半固形化群の投与時間
は有意に短縮し，下痢の発症頻度が低下した．下痢以外
の合併症として腹部膨満感（1 例），悪心・嘔吐（1 例）
が見られたが，経過観察のみで経管栄養の終了とともに
消失した．栄養状態について，両群とも体重は低下傾向
にあった．血液生化学検査値（アルブミン，総蛋白）に
関しては，半固形化群の有意な低下は認められなかった．
【考 察】半固形化投与法は，栄養状態の改善や投与

時間の短縮，下痢の予防効果を示すことが認められ，経
管栄養において有用であることが示唆された．
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薬 2－1－13
難治性口内炎に対してイルソグラジンマレイン酸塩の
投与が有用であった 2 症例

香川大学医学部歯科口腔外科学講座
○高尾健二郎，岩崎 昭憲，田中 麻央

秦泉寺紋子，中井 史，小川 尊明
大林由美子，三宅 実

難治性口内炎は歯科の日常診療でしばしば遭遇する疾
患だが，原因が不明で治療に苦慮することも少なくない．
今回われわれは口内炎を発症し，ステロイド軟膏および
含嗽薬による治療を行ったが症状改善が認められず，イ
ルソグラジンマレイン酸塩の投与により症状が改善され
た 2 例を経験したのでその概要を報告する．なおイルソ
グラジンマレイン酸塩は粘膜内 cAMP 増加作用や細胞
間コミュニケーションの活性化作用により，粘膜表層上
皮細胞の細胞間間隙開大や粘膜血流低下を抑制すること
により細胞防御作用を示すと考えられている．
【症例 1】74 歳，女性．平成 29 年 2 月に舌の口内炎が

治癒しないことを主訴に当科を紹介受診した．同年 1 月
より右側舌辺縁に小アフタ様病変を認めていた．紹介元
にてステロイド軟膏を処方されていたが増悪傾向であっ
た．同年 2 月までステロイド軟膏，含嗽薬を継続して処
方したが改善されなかった．組織検査にて，特異的な口
内炎や腫瘍性病変は否定された．3 月よりイソルグラジ
ンマレイン酸塩を投与した結果，5 月までに口内炎の改
善を認めた．改善後，イソルグラジンマレイン酸塩を中
止していた．8 月に口内炎の再発を認め，イソルグラジ
ンマレイン酸塩の再投与により症状の改善を認めた．
【症例 2】93 歳，女性．平成 29 年 9 月に 2 か月前より

口内炎が治癒しないことを主訴に当科を紹介受診した．
右側舌縁部および右下 67 舌側歯肉に口内炎を認めた．
かかりつけ内科より 7 月にステロイド軟膏を，8 月に含
嗽薬を処方されたが，症状の改善を認めなかった．また
かかりつけ歯科にて義歯調整および抗菌薬を投与するも
改善を認めなかった．細菌検査，細胞診，組織生検にて
細菌性口内炎および腫瘍性病変を否定した．9 月よりイ
ルソグラジンマレイン酸塩を投与した結果，口内炎の改
善を認めた．現在イルソグラジンマレイン酸塩の投与を
継続し，経過観察中である．

薬 2－1－14
シェーグレン症候群に伴う口腔乾燥症に対するレバミ
ピドの唾液分泌促進効果に関するプラセボ対照二重盲
検比較試験

1）�栃木医療センター歯科口腔外科
2）�神奈川歯科大学大学院顎顔面病態診断治療学講座

顎顔面外科学分野
3）治験管理室

○岩渕 博史 1,�2），櫻井 祐人 3），吉澤美佐子 3）

【緒 言】シェーグレン症候群に伴う口腔乾燥症の治
療薬であるセビメリン塩酸塩水和物やピロカルピン塩酸
塩は優れた唾液分泌促進効果を示した．しかし，消化器
症状の副作用が強く出現し，気管支喘息や虚血性心疾患
患者では使用できず，新たな治療薬の登場が望まれてい
る．胃粘膜を修復するとされるレバミピドには以前より，
その抗炎症作用による唾液腺機能改善効果やそれに伴う
唾液分泌促進効果が報告されている．今回われわれは
シェーグレン症候群に伴う口腔乾燥症に対するレバミピ
ドの唾液分泌促進効果に関するプラセボ対照二重盲検比
較試験を行った．
【方 法】対象はシェーグレン症候群に伴う口腔乾燥

症患者でセビメリン塩酸塩水和物またはピロカルピン塩
酸塩を投与されているが効果不十分な患者とした．比較
する薬剤は試験群ではレバミピド 1 回 100mg を 1 日 3
回毎食後に 8 週間投与した．対照群ではプラセボを 1 日
3 回毎食後に 8 週間投与した．主要評価項目は投与 8 週
後時点での安静時唾液量の増加量，投与 8 週後時点での
舌疼痛スコアの変化率とした．目標症例数は 44 例とし
た．
【結 果】4 例が脱落したため，40 例を解析対象とした．

試験群は 19 例，対照群は 21 例であった．試験群の平均
年齢は 65.1 ± 9.96 歳，性別は女性 18 例，男性 1 例であっ
た．であった．対照群の平均年齢は 62.8 ± 86.8 歳，全
例女性であった．投与 8 週後時点での安静時唾液量の増
加量は試験群では 0.90 ± 2.54ml，対照群では 0.09 ±
0.97ml であったが，有意差は認められなかった．舌疼
痛スコアの変化率は試験群では 17.6 ± 53.8%，対照群で
は-2.68±57.5％であったが，有意差は認められなかった．
【結 語】本研究結果では何れの主要評価項目も試験

群の方が対照群よりも良好な数値を示した．しかし，症
例によりばらつきが大きく，有意差は得られなかった．
今後この研究結果を踏まえ，検証試験の実施について検
討する予定である．
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薬 P－1
口腔粘膜炎モデル動物作製のための基礎的研究

1）�日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座
2）公衆予防歯科学講座
3）口腔病理学講座
4）薬理学講座

○竹内 麗理 1），田口千恵子 2），末光 正昌 3）

森川 美雪 3），有川 量崇 2），松本 裕子 4）

久山 佳代 3），平塚 浩一 1）

【目 的】口腔粘膜炎は，がん治療における放射線療
法や抗がん剤の副作用などで発症し，がん治療を受けて
いる患者に口腔粘膜炎が発症した場合には治療の延期や
投薬量の変更を余儀なくされ，さらに患者に多大な自覚
的苦痛をもたらし，疼痛による食事摂取量の減少やコ
ミュニケーション機能の低下により，患者 QOL を著し
く低下させる．口腔粘膜炎に関する実験は主にヒトサン
プルを用いて行われているが，疾患モデル動物による
in vitro 実験は確立されていない．本研究では，口腔粘
膜炎ラットモデルの開発を試みた．
【方 法】本研究は日本大学松戸歯学部動物実験委員

会の承認を得ている（AP15MD029 号）．セボフルラン
麻酔下で，ラット舌表面に 100℃に熱した六角棒スパナ

（直径 3mm，クロムモリブデン鋼製，株式会社エイト）を，
無圧にて 3 秒間接触し，口腔粘膜炎様症状を誘発した（実
験群）．口腔粘膜炎誘発 1，7 時間後および 1，3，5，7，9，
12，16，21 日後，セボフルラン麻酔下で舌の規格化写
真を撮影し，さらに安楽死後，病変部およびその周囲の
舌組織を一塊に採取し，ヘマトキシリン・エオジン（HE）
染色法により組織標本を作製した．また対照として無処
置ラットで，舌の規格化写真を撮影し，HE 染色標本を
作製した（対照群）．
【結 果】病変部において口腔粘膜炎様所見が得られ

た．上皮下結合組織へと及ぶ上皮欠損による潰瘍形成が
認められた．上皮下結合組織や筋組織は高度に壊死・変
性をおこしており，潰瘍部を中心に好中球浸潤が認めら
れた．一方，対照群では以下の組織学的所見が得られた．
表面は角化型重層扁平上皮によって被覆され，上皮下に
は一層の線維性結合組織があり，さらに深層には筋組織
がみられた．筋組織の間には比較的大きい血管が認めら
れた．
【結 論】本研究で作製した口腔粘膜炎ラットモデル

には，今後の口腔粘膜炎研究を発展させる可能性がある
と考えられる．

薬 P－2
α2 アドレナリン受容体を介した破骨細胞分化抑制

1）�愛知学院大学歯学部薬理学講座
2）愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
3）�インディアナ大学パーデュー大学インディアナポ

リス校医用生体工学科
○浜島 康祐 1,�2），浜村 和紀 1），Andy�Chen�3）

横田 博樹 3），森 寛典 1,�2），楊 承諭 1,�2）

宮澤 健 2），後藤 滋巳 2），戸苅 彰史 1）

【目 的】交感神経系が破骨細胞の分化を制御してい
ることは既に知られている．しかし，破骨細胞分化に対
するα2 アドレナリン受容体の役割，機能については，
未だ不明な点が多い．そこで，本研究では，α2 アドレ
ナリン受容体が破骨細胞分化に及ぼす影響について検討
した．
【方 法】マウスマクロファージ細胞株（RAW264.7）

およびマウス骨髄由来のマクロファージにおけるα2 ア
ドレナリン受容体の mRNA 発現レベルを quantitative�
real-time�PCR を用いて検討した．破骨細胞分化が，α2
アドレナリン受容体を介して制御されているか否かを検
討するため，マクロファージへの RANKL 添加時に，
α2 アドレナリン受容体作動薬（guanabenz，clonidine，
xylazine）， お よ び α2 ア ド レ ナ リ ン 受 容 体 拮 抗 薬

（yohimbine）を添加して，破骨細胞分化関連遺伝子
（NFATc1，TRAP，cathepsin�K）の発現レベル，およ
び TRAP 陽性多核細胞数の変化を調べた．
【結 果】RAW264.7 細胞およびマウス骨髄由来のマ

クロファージにおいて，α2 アドレナリン受容体のすべ
てのサブタイプ（α2A，α2B，およびα2C アドレナリ
ン受容体）の発現が mRNA レベルで確認された．また，
guanabenz，clonidine，xylazine の 添 加 に よ っ て，
RANKL で 誘 導 さ れ る 破 骨 細 胞 分 化 関 連 遺 伝 子

（NFATc1，TRAP，cathepsin�K）の発現が有意に抑制
さ れ た． 一 方，yohimbine を 添 加 す る こ と で，
guanabenz，clonidine による破骨細胞関連遺伝子の発
現抑制が軽減された．さらに，guanabenz，clonidine
添加により RANKL で誘導される TRAP 陽性多核細胞
数が減少した．
【結 論】α2 アドレナリン受容体はマクロファージ

から破骨細胞への分化調節に関与していることが示唆さ
れた．
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薬 P－3
チモキノンのフソバクテリウム含有バイオフィルムに
対する効果

1）�香川大学医学部分子微生物学講座
2）OHS 研究所
3）鶴見大学歯学部探索歯学講座

○多田 彩乃 1），石川 正夫 2,�3），渋谷 耕司 2）

桑原 知巳 1）

【目 的】スパイスのブラッククミン（Nigella sativa�
L.）精油（BC）およびその主成分チモキノン（TQ）の
口臭原因成分メチルメルカプタンに対する消臭活性と口
臭産生菌に対する抗菌活性は報告されている．しかし，
口臭産生菌を含むバイオフィルムに対する抗菌・除去効
果や同菌群が誘発する炎症反応への影響については検証
さ れ て い な い． 本 研 究 で は 口 臭 産 生 菌 と し て，
Fusobacterium nucleatum（Fn）を含む，バイオフィル
ムの作製を試み，BC および TQ のバイオフィルムへの
殺菌・除去効果および抗炎症作用を検討した．
【方 法】Fn は単独でのバイオフィルム形成能が低い

ため，口腔初期定着細菌の Actinomyces naeslundii（An）
とともにバイオフィルムを形成させた．その後，バイオ
フィルムに 0.01％および 0.05％に調製した BC，チモー
ル，TQ，イソプロピルメチルフェノール（IPMP），塩
化セチルピリジニウム（CPC）を 30 分間処理後，生理
食塩水で洗浄し，残存バイオフィルム量をクリスタルバ
イオレット染色で測定した．また，ヒト単球系細胞であ
る THP-1 を 5�-�50�µM に調製したチモールおよび TQ
処理後，Fn 懸濁液を添加し，TNF- α産生量を ELISA
法により比較した．さらに，試験液の細胞毒性を MTT
アッセイにより調べた．
【結果および考察】TQ はチモールと比べ有意にバイ

オフィルム除去効果が高かった．TQ は Fn によって誘
導される THP-1 細胞からの TNF- α産生を濃度依存的
に抑制し，その効果はチモールよりも高かった．また，
両試薬の THP-1 細胞に対する細胞毒性は認められな
かった．以上の結果から，BC の主成分である TQ は口
臭産生菌を含むバイオフィルムを除去するとともに，炎
症を抑制し，口臭産生菌に起因する歯周病の発生を予防
する可能性が示唆された．

薬 P－4
H2O2 によって誘導された Akt 活性化に対するプロポ
フォールの影響

1）�日本大学松戸歯学部薬理学講座
2）日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
3）日本大学松戸歯学部口腔外科学講座
4）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座

○松本 裕子 1），山口 秀紀 2），小野眞紀子 3）

竹内 麗理 4），小宮 正道 3），渋谷 鑛 2）

【目 的】われわれはこれまでに肺由来培養上皮細胞
に お い て プ ロ ポ フ ォ ー ル（PPF） が SAPK/JNK と
c-Jun（Ser73） の リ ン 酸 化 を 介 し て Bcl-2� family�
member の発現を調節することによって抗アポトーシス
作用を示すことを報告している．一方，Akt はサイクリ
ンやCDK阻害因子に作用し細胞周期を調節すると共に，
アポトーシス関連因子に作用し細胞の生存を媒介する主
要なメディエーターであることが知られている．本研究
では Akt�シグナル伝達経路における PPF の影響につい
て検討した．
【方 法】肺由来培養上皮細胞（A549�cell）に PPF（25�

µM）を作用させ，30 分後に H2O2（1µM）で刺激した．
刺激 1 時間後にプロテアーゼ阻害薬を含む Tris-SDS- β
ME サンプル処理液にて細胞を回収した．Western�
blotting 法を用いて Akt シグナル伝達経路関連物質

（Akt，GSK-3 β，PTEN，PDK1）の発現とリン酸化に
ついて測定した．
【結 果】H2O2 は Akt�（Ser473）と GSK-3 β�（Ser9）

のリン酸化を誘導した．PPF は H2O2 によって誘導され
た Akt�（Ser473）のリン酸化を抑制する一方で，GSK-3
β�（Ser9）�のリン酸化を促進した．
【考 察】Akt�は GSK-3 βに対して抑制的に作用し，

さらに GSK-3 βは CDK 阻害因子に対して抑制的に作用
する．PPF は GSK-3 βのリン酸化を促進することによっ
て細胞周期を進行させ，その結果として抗アポトーシス
作用を現す可能性が示唆された．
【謝 辞】本研究は JSPS 科研費 JP15K11325 の助成

を受けたものです．
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薬 P－5
歯科診療環境における汚染状況の可視化とその対策

日本歯科大学新潟生命歯学部微生物学講座
○葛城 啓彰，鈴木 安里，大埜間 勉

【目 的】歯科診療の治療器具は滅菌・消毒が徹底さ
れるが，ユニット廻りや供給水の汚染度は不明瞭である．
今回，私達はデンタルユニット周囲の汚染状況の可視化
とその対策について検討した．
【方 法】

1．歯科診療環境の汚染度測定
ATP 拭き取り検査キットを用いて歯科診療環境の汚

染度を測定した．測定は協力が得られた新潟病院および
一般診療所 2 か所とした．測定は月曜朝の診療前，月曜
夕方の 1 日診療後，金曜夕方の診療後とし，これを 3 回
ずつ行った．ATP 拭取り検査で高い数値を示した個所
はフードスタンプ法を併用した．
2．清拭前後の汚染度比較

第 4 級アンモニウム塩配合洗浄剤，塩化ベンザルコニ
ウム，二酸化塩素を用いた場合，清拭前後の汚染度にど
の程度の差が出るかを ATP 拭き取り検査キットで調べ
た．
3．歯科診療ユニット供給水の汚染状況調査

ATP 検査キット（ATP-water）を用いて歯科用ター
ビン，スリーウエイシリンジ，含嗽水について検査を行っ
た．測定は歯科診療環境の汚染度測定と同様に行った．
同時に残留塩素濃度についても確認した．
【結 果】いずれの個所からも汚染が確認されたが，

口腔内環境に比べると低値であった．特に受付用 PC で
目立った汚染が見られた．また，測定場所ごとの差異は
見られなかった．歯科用ユニット供給水の汚染状況は歯
科診療環境に比べ軽微であった．
【考察および結論】外来診療室である歯科診療環境は

汚染されやすいことが ATP による可視化の結果明確に
なった．特に電子カルテ導入によるキーボード端末の汚
染状況が高度であった．一方歯科ユニット供給水では残
留塩素濃度が保持されていれば汚染状況は軽微であるこ
とが確認された．

薬 P－6
地域医療に携わる多職種との連携により病院薬剤師か
ら歯科医師へ処方提案が有用だった 2 例

北海道医療大学病院薬剤部
○岩尾 一生，及川 孝司

【目 的】北海道医療大学病院（以下，当院）歯科では，
外来診療のほか，通院が困難な患者に対して自宅や入所
施設での歯科訪問診療を行っている．当院から発行され
る処方せんは，外来が院外処方，歯科訪問診療が院内処
方となる．今回われわれは，地域医療に携わる多職種と
連携することで，病院薬剤師から歯科医師へ処方提案が
有用だった 2 例を経験したので報告する．
【症例 1】薬局薬剤師が，患者より以前処方を受けた

トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏の使用感が悪
く，口腔用貼付剤を希望している旨の相談を受け，トレー
シングレポート（服薬情報提供書）により薬剤部を介し
て歯科医師へ情報提供した．次回外来時に口内炎の所見
はなかったものの，口腔用貼付剤を今後の処方選択肢へ
加えられた．
【症例 2】他院往診医から当院歯科訪問診療の歯科医

師へ糖尿病患者に対する抜歯前のレボフロキサシン（以
下，LVFX）錠の予防投与が提案された．薬剤部では，
処方監査の際に LVFX の投与量について，医療ソーシャ
ルワーカーや歯科衛生士を介して訪問看護ステーション
の看護師から得た患者情報（血清クレアチニン値，身長，
体重）に基づき，歯科医師に対して腎機能に応じた
LVFX 錠の用量調節を提案し処方変更に至った．抜歯
後の感染や LVFX 錠の副作用はなく良好に経過した．
【結 果】症例 1 では薬局薬剤師からの情報により患

者ニーズに適した剤形提案が可能となり，症例 2 では訪
問看護師から得た情報により，腎機能を再評価すること
で LVFX 錠の用量調節が可能となった．
【考 察】2 例の経験から，歯科の処方設計においては，

病院スタッフに加えて，地域医療に携わる多職種から得
られる患者情報が有用であることが示唆された．
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