
一般口演抄録

一般セッション

第 1 日目　3 月 2 日（土）
1−A−1　  9：00〜  9：40　A会場（大ホール）
1−B−1　  9：00〜  9：56　B会場（小ホール）
1−B−2　10：10〜11：06　B会場（小ホール）
1−B−3　11：20〜11：52　B会場（小ホール）
1−B−4　13：00〜13：48　B会場（小ホール）
1−B−5　14：00〜14：40　B会場（小ホール）
1−B−6　15：00〜15：40　B会場（小ホール）
1−B−7　16：00〜16：48　B会場（小ホール）
1−B−8　17：00〜17：56　B会場（小ホール）
1−C−1　  9：00〜  9：40　C会場（特別会議室2）
1−C−2　  9：50〜10：22　C会場（特別会議室2）
1−C−3　10：30〜11：02　C会場（特別会議室2）
1−C−4　11：10〜11：50　C会場（特別会議室2）
1−C−5　13：00〜13：48　C会場（特別会議室2）
1−C−6　14：00〜14：56　C会場（特別会議室2）
1−C−7　15：10〜15：58　C会場（特別会議室2）
1−C−8　16：10〜16：58　C会場（特別会議室2）
1−C−9　17：10〜17：50　C会場（特別会議室2）

第 2 日目　3 月 3 日（日）
2−B−1　14：00〜14：48　B会場（小ホール）
2−B−2　15：00〜15：48　B会場（小ホール）
2−C−1　  8：45〜  9：25　C会場（特別会議室2）
2−C−2　  9：40〜10：28　C会場（特別会議室2）
2−C−3　10：40〜11：20　C会場（特別会議室2）
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　  1－B－1－1
テリパラチドにより改善した MRONJ の 1 例

1）東海大学医学部付属大磯病院歯科口腔外科
2）東海大学医学部外科学系口腔外科

○小嶋　玲奈 1），山﨑　浩史 1），大鶴　光信 1）

金子　明寛 2）

　【緒　言】関節リウマチ（RA）に対しメトトレキサー
ト（MTX）は，標準的に治療薬として使用されているが，
副作用として顎骨壊死が生じることがまれにあるとされ
ている．また RA に対して従来からステロイドが使用さ
れることが多く，ステロイドによる骨粗鬆症を予防する
目的にビスフォスフォネート（BP）が併用される．今
回われわれは，MTX，BP，ステロイドを使用している
RA 患者で，抜歯後に顎骨壊死が生じ，腐骨除去後にテ
リパラチドを開始したところ改善した症例を経験したの
で報告する．
　【症　例】患者：77 歳，女性，主訴：抜歯した後が全
く治らず膿が止まらない．既往歴：関節リウマチ，骨粗
鬆症，両側足指変形性関節症，頸椎症，胸椎陳旧性多発
圧迫骨折．現病歴：3 か月前に近医歯科医院で右下 7 を
抜歯後，上皮化せず，排膿が継続しているため当院紹介
受診．
　【来院時所見】口腔外所見：体格中等度．右指変形あり．
口腔内所見：右下 7 抜歯窩に肉芽形成，易出血性をみと
め排膿を伴っていた．画像所見：パノラマエックス線写
真では，右下 7 抜歯窩を含む周囲の骨吸収を認めた．
　【処置および経過】まず，抜歯窩の肉芽組織について
悪性腫瘍を考慮し生検術を施行したが，病理所見は炎症
性組織であった．内科主治医との連携により，RA のた
め MTX，BP，ステロイドの使用を確認し，薬剤性顎骨
壊死の診断に至った．その後 BP 製剤は内服中止し腐骨
除去を行い，テリパラチドを開始したところ，1 か月後
に抜歯窩は上皮化し排膿は消退した．
　【結　論】RA により MTX，BP，ステロイドを使用
していた抜歯後顎骨壊死患者に対して，BP 製剤の休薬
および腐骨除去，さらに内科主治医との連携によりテリ
パラチドを開始したところ，症状を改善することができ
た 1 例を経験した．MRONJ 患者においては特に医科歯
科連携が重要であることを再認識した．

薬
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　  1－B－1－3
アレンドロン酸ナトリウムで生じた口腔粘膜潰瘍の 1 例

1）仁厚会病院口腔外科
2）東海大学医学部付属大磯病院歯科口腔外科

○丸山　志保 1），山﨑　浩史 1, 2），長崎　理佳 1）

佐々木次郎 1）

アレンドロン酸ナトリウムは骨粗鬆症などの患者に広
く使用されている薬剤である．内服にあたり注意事項と
して口腔咽頭部に潰瘍を生じる可能性があるため，本剤
を噛んだり又は口腔内で溶かしたりしないことが記され
ている．今回われわれは正しい内服方法を行わなかった
ために口腔粘膜に潰瘍を生じ，内服を中止したことによ
り口腔粘膜潰瘍が消失した症例を経験したので報告す
る．
　【症　例】80 代女性．
　【主　訴】口の中が，ただれている．
【既往歴】認知症，恥骨骨折．特別養護老人ホームに

入所中．
　【現病歴】1 年程前から下唇に潰瘍が生じた．刺激を
避けるため義歯を外し対応していた．往診医よりデキサ
メタゾン軟膏を処方されていたが改善せず，潰瘍の範囲
が広がってきたことから当科紹介受診となった．
【現　症】上唇下唇および舌に潰瘍形成を認めた．全

顎無歯顎であり義歯の装着は中止していた．
　【処置および経過】カンジダ性口内炎や天疱瘡などの
可能性を疑い検査を行ったがいずれも陰性であった．患
者自身が口腔内を触り傷つけている可能性を考え，注意
深く観察してもらうように入所施設職員や家族に指示し
たところ，患者がアレンドロン酸ナトリウムを口腔内で
持て余していることがわかった．かかりつけ医と相談の
下，内服を中止した．その後，口腔粘膜潰瘍は改善傾向
を示し，次第に上皮化した．
【考　察】ビスフォスフォネート製剤であるアレンド

ロン酸ナトリウムの口腔領域の主な副作用として顎骨壊
死があげられる．また重大な副作用として肝機能障害や，
食道炎などがあげられている．しかし内服方法を誤るこ
とで今回のように口腔粘膜潰瘍を生じることがある．今
後，高齢化社会が進むにつれて，嚥下障害や認知症等の
患者が増加することが予想されるが，患者に正確な服用
方法を指導し確認することが大切であると考えられる．

薬
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　  1－B－2－7
MRONJ に伴う病的骨折に対して行った顎骨再建の 1 例

杏林会今井病院口腔外科
○山根　伸夫，西澤　秀一，東郷真理亜

日本人が長寿になるにつれ，高齢女性の多くの人が骨
粗鬆症の予防や進行抑制を目的に，ビスホスホネート製
剤を服薬している．それに伴い，MRONJ は年配女性に
発症することが多く，QOL および生命予後の観点から
も，その治療は低侵襲かつ早期の社会復帰が可能な治療
が望ましい．
　今回われわれは MRONJ に伴う病的下顎骨骨折に下
顎骨後縁部より骨採取を行い，骨折部に移植し，その後
早期の社会復帰を果たしえた症例を経験したので，報告
する．
　症例は 85 歳女性で，既往歴は慢性気管支炎および心
不全であった．
　骨粗鬆症の進行防止目的で，2010 年よりアレンドロ
ン酸 Na（ボナロンⓇ）を服薬していた．その後，2016
年頃より左臼歯部の下顎骨露出が認められるようになっ
たが，痛みや腫脹がないため，家族は食渣と思っていた
とのことであった．しかし 2017 年 6 月に外歯瘻が出現
したため，かかりつけ内科医より当科に紹介され，7 月
20 日に来院した．初診の際に撮影した XP 写真にて骨
折が確認された．来院時より屋内での自力歩行しか出来
ず，外出時は押し車により自宅周囲程度の歩行状態で
あった．
　そのため，腸骨採取侵襲を加えることが躊躇われたた
め，上記方法による再建を試みた．
　【経　過】入院後翌日に全麻下で口腔外より顎骨再建
を行い，併せて外歯瘻の搔爬を口腔内外より施行した（手
術時間：2 時間 20 分　出血量：200cc）．また入院期間
は約 3 週間であり，術後には早期に PT に介入してもら
い，歩行訓練を行い，筋力の低下予防に努めた．
その結果，顎位の回復に伴う摂食障害の改善および歩行
機能の維持が図れ，術後約 1 年半経過しているが，感染
や骨吸収もなく，順調に経過している．

薬
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　  1－B－6－2
セフトリアキソンナトリウム投与が原因と考えられた
胆砂の 1 例

いわき市医療センター歯科口腔外科
○鈴木　翔太，内藤　博之，佐藤　浩子

金丸　健太

　【緒　言】セフトリアキソンナトリウム（CTRX）は
第 3 世代のセフェム系抗菌薬であり，血中半減期が 6 〜
7 時間と長く，良好な組織内移行性を示すことから，呼
吸器感染症，尿路感染症，胆道感染症，婦人科感染症な
どさまざまな領域の感染症に適応を有する．口腔外科領
域においては顎骨周辺の蜂巣炎および顎炎において用い
られている．CTRX は胆汁移行が良いことから，投与
後に胆囊内に一過性に胆石様沈澱物が出現することが
Schaad らにより 1986 年に報告された．無症候性である
ことが大半であり，投与中止と水分補給などの保存療法
により比較的速やかに自然消失することが多い．今回わ
れわれは，CTRX 投与が原因と考えられる胆砂が出現
した症例を経験したので若干の文献的考察を加え報告す
る．
　【症　例】81 歳女性．2002 年，2006 年に舌腫瘍切除
術を施行．病理組織検査にて異型上皮と診断．以後経過
観察を継続．2015 年 8 月，右舌側縁部に 15 × 15mm 大
の周囲硬結を伴う潰瘍を認め生検を施行し，扁平上皮癌
の診断を得た．同年 9 月，全身麻酔下に舌部分切除術を
施行．その後頸部リンパ節転移を認め，同年 11 月右頸
部廓清術（廓清範囲：ⅠⅡⅢⅣ），同年 12 月左頸部廓清
術（廓清範囲：ⅠⅡⅢⅣ）を施行．後治療として放射線
治療（total 60Gy/30Fr）．その後，再発なく経過．2018
年 7 月，放射線性右下顎骨骨髄炎にて外歯瘻が形成され，
出血および排膿を認めた．局所洗浄および CTRX2g/ 日
による抗菌化学療法を施行し消炎を図った．非アルコー
ル性脂肪肝炎に伴う腹水精査目的に CT 撮影を施行した
ところ，胆囊内に泥状構造物を認めた．腹部エコーにて
胆砂と診断され，原因と考えられた CTRX の投与を中
止した．利尿剤の投与により腹水は改善したが，胆砂は
依然と認める．胆道炎等の合併症を発症することなく無
症候性に経過している．
　【考　察】CTRX 投与が原因と考えられる胆砂が出現
した症例を経験した．多くの場合は無症候性に経過する
が，合併症を発症する症例も報告されているため，定期
的な経過観察が望まれる．

薬
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　  1－B－7－1
当科における手術部位感染 179 例の検討

1）医療法人社団松和会池上総合病院口腔外科
2）東海大学医学部外科学系口腔外科学講座

○藤本　泰広 1, 2），濱田　裕嗣 1），逢坂　竜太 1）

水澤　伸仁 1），渡辺　大介 1），金子　明寛 2）

手術部位感染は手術併発症として一定の割合で生じ，
本来施される医療行為の妨げとなり治療期間の遅延，患
者負担の増大に繋がる．当科においては歯科・口腔外科
領域の準清潔手術や口腔癌などの長時間，高侵襲手術の
割合が高く，良好な感染制御を得ているとは言い難い．
直近の現状把握を行い，当科の課題につき検討を行った．
　【対　象】2016 年 12 月〜 2018 年 11 月　手術室で行
われた全身麻酔手術　179 例（重複例あり）患者年齢分
布　年齢 6 歳〜 91 歳　平均 56.1 歳　中央値 56.0 歳（男
性　平均 52.7 歳　中央値 53.5 歳／ 女性　平均 61.0 歳　
中央値 69 歳）
　【方　法】① CDC 手術部位感染の予防のためのガイ
ドライン（2017）② JANIS 手術部位感染判定基準（2015）
③日本化学療法学会 / 日本外科感染症学会　「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」（2016
年）上記のガイドラインを準拠し，手術部位感染の発生
頻度，検出菌，ガイドラインの遵守，使用抗菌薬につい
て検討を行った．
　【結　果】手術部位感染　発生頻度　　13 例／ 179 例

（7.2％）手術創分類　① Class Ⅰ（清潔手術）3/26 例
② Class Ⅱ（準清潔手術）9/148 例　③ Class Ⅲ（不潔）
0 例　　④ Class Ⅳ（汚染 - 感染）1/5 例（表在 8 例，
深 部 4 例， 臓 器 感 染 1 例 ） 検 出 菌 は，MRSA8 例，
M R C N S 1 例 ， E . c o l i （ E S B L 産 生 ） 2 例 ，
Corynebacterium2 例，S.constellatus1 例，不検出 1 例（混
合感染有り）であった．
　手術部位感染予防対策についは術前・術中・術後を通
して遵守されていた．歯科・口腔外科領域の術後感染予
防の抗菌薬の適正使用に関してガイドラインによると清
潔手術では第 1 世代セフェム系抗菌薬，準清潔手術では
第 2 世代セフェム系抗菌薬が推奨されているが，当科で
は Class Ⅳ　5 例を除いて 179 例中 174 例が第 3 世代セ
フェム系抗菌薬が 48 時間以上投与されておりガイドラ
イン遵守とは言えず，耐性菌が多く検出される一因と推
測された．

薬
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　  1－B－7－5
Cetuximab により Grade3 以上の Infusion Reaction
を発現した口腔癌 3 症例

東海大学医学部外科学系口腔外科学
○大澤　侑子，瀬田　祥平，長谷川大悟

青山　謙一，傳田　祐也，佐々木剛史
加藤　久視，青木　隆幸，太田　嘉英
金子　明寛

Cetuximab（Cmab）は EGFR 細胞外ドメインと特異
的に結合するヒト - マウスキメラ型 IgG1 モノクローナ
ル抗体であり，細胞シグナル伝達が抑制され抗腫瘍効果
を発揮する分子標的薬剤である．重大な有害事象として，
重篤な Infusion Reaction（IR）が報告されている．IR
の発現機序は明らかではないが，機序の 1 つとして，抗
原抗体反応に伴うサイトカインの放出による一過性の反
応が考えられている．頭頸部がんでの IR 発症率は全
Grade で 4.5 〜 13.5%，Grade3 以 上 は 0 〜 3.0 ％，
Grade4 は 0 〜 3.0％と報告されている．また，そのほと
んどは初回投与時や投与開始から 1 時間以内に認められ
ている．IR が発現した際には，早急な対応が重要である．
今 回， わ れ わ れ は Cmab 併 用 化 学 療 法 施 行 患 者 で
Infusion Reaction Grade3 以上を発現した口腔癌 3 症例
を経験したので報告する．1 例目は 63 歳・男性，口底
癌術後肺転移・骨転移の患者．初回投与で Cmab 投与
開始 2 分後に呼吸困難感を，その後低血圧（69/54mmHg）
を認め，喉頭 fiber にて咽頭粘膜に広範な浮腫状変化を
確認した．直ちに Cmab の投与中止，酸素投与，大量
輸液，抗ヒスタミン薬，副腎皮質ステロイド薬，エピネ
フリンを投与し，気管内挿管を行った．2 例目は 56 歳・
男性，口底癌肺転移の患者．Cmab4 回目投与で投与開
始 65 分後に呼吸困難感と悪寒，嘔吐が出現．直ちに
Cmab 投与中止，酸素投与，大量輸液，抗ヒスタミン薬，
副腎皮質ステロイド薬の投与を行った．Cmab 投与開始
85 分後に IR 症状は消失した．3 例目は 71 歳・男性，口
底癌術後頸部リンパ節転移の患者．初回投与で Cmab
投与開始 3 分後に気分不快と尿意を訴え，その後急激な
意識レベル低下（JCS3 桁），低血圧（50/30mmHg）を
認めた．直ちに Cmab 投与中止，酸素投与，大量輸液，
抗ヒスタミン薬，副腎皮質ステロイド薬，気管支拡張薬，
エピネフリンの投与を行った．Cmab 投与開始から 68
分後に IR 症状は改善した．
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　  1－B－7－6
高用量シスプラチンを用いた化学放射線療法による急
性腎障害発症に関する検討

東海大学医学部外科学系口腔外科学
○傳田　祐也，太田　嘉英，瀬田　祥平

長谷川大悟，大澤　侑子，青山　謙一
佐々木剛史，加藤　久視，青木　隆幸
金子　明寛

　【緒　言】口腔癌に対する高用量シスプラチン（以下
CDDP）を用いた化学放射線療法は強度の治療であり，
腎機能障害は頻度の高い有害事象の一つである．今回，
高用量 CDDP 投与時の急性腎障害（以下 AKI）発症に
影響を及ぼす因子について統計学的に検討した．
　【対象・方法】2011 年 4 月から 2017 年 9 月までに当
科で外科療法を行った口腔扁平上皮癌患者のうち，再発
リスク群の診断で術後化学放射線療法を施行した 52 例

（男性 35 例，女性 17 例，年齢中央値 68 歳）を対象に，
年齢，性別，PS，喫煙，pStage，血清アルブミン値，
CDDP 総投与量，硫酸マグネシウム（以下 Mg）投与の
有無，糖尿病，心血管疾患の既往について検討し，AKI
発症に関連する因子について多変量解析を行った．AKI
の診断基準は KDIGO 分類を用いた．また，放射線治療
は 66Gy/33 回，化学療法はシスプラチン 100mg/m2 を
3 週毎に 3 回投与した．
　【結　果】AKI を発症した症例は 22 例（42%）であっ
た．多変量解析の結果，性別，Mg 投与の有無が AKI
発症に関連する因子として検出された（P ＜ 0.05）．Mg
投与群（n=22）での AKI 発症率は 4 例 18%，Mg 非投
与群（n=30）での AKI 発症率は 18 例 60% であった．
　【結　語】Mg 投与は高用量 CDDP 投与時の AKI 発症
を予防する可能性がある．
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　  1－C－1－1
当科における注射用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）日本歯科大学薬剤科

○赤柴　　竜 1），竹野　敏彦 2），本間　彰人 1）

上田　　潤 1），戸谷　収二 1），水谷　太尊 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，抗
菌薬の適正使用を推進するために，当院口腔外科におけ
る注射用抗菌薬使用実態を調査した．
　【方　法】日本歯科大学新潟病院口腔外科外来および
入院患者で使用された注射用抗菌薬を 2016 年〜 2018 年
の 3 年間で調査し，さらにカルバペネム系抗菌薬に関し
ては全症例の年齢，投与前 CRP 値，投与期間，投与前
の細菌検査有無，投与理由について調査を行った．
　【結　果】使用された抗菌薬はアンピシリンナトリウ
ム（ABPC），セファゾリンナトリウム（CEZ），セフト
リアキソンナトリウム（CTRX），クリンダマイシン

（CLDM），メロペネム水和物（MEPM）であり，抗
MRSA 薬の使用はなく，年間総投与量は経年的に減少
した．2016 年では使用量が最多であった CEZ は 2017
年より著明に減少し，代わって ABPC が最多となった．

カルバペネム系抗菌薬 MEPM は 3 年間で 19 症例に
使用されていた．平均年齢：63.5 歳（最高齢 96 歳，最
年少 32 歳），平均 CRP 値：14.87mg/dl（最高値 32.98 
mg/dl，最低値 2.29mg/dl），投与理由としては歯性重症
感染症，口腔癌術後感染症，骨髄炎，口腔癌末期患者等
に使用されており，平均投与期間は 4.4 日，全例で投与
前細菌検査が施行されていた．
　【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，ABPC が増加
していることから，ペニシリン系抗菌薬が見直されてい
る．MEPM は概ね適正使用がなされていると考えられ
るが，難治性骨髄炎症例への対応が今後の課題と考えら
れた．
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　  1－C－1－3
D- プシコースによる Porphyromonas gingivalis に対
する増殖抑制効果と，gingipain 産生の抑制効果につ
いて

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】希少糖の D- プシコースは，近年の研究によ
り血糖値の上昇抑制効果が明らかとなっており，歯周病
との関連が深い糖尿病患者への応用が期待されている．
われわれはこれまで，Streptococcus mutans をはじめと
する口腔内細菌に対して D- プシコースが増殖抑制効果
を有することを明らかとし，本学会において発表してき
た．しかし，歯周病原菌に対する効果については明らか
になっていなかった．今回われわれは，歯周病原菌
Porphyromonas gingivalis（以下 P.gingivalis）に対す
る D- プシコースの増殖抑制効果と，その増殖に不可欠
なプロテアーゼである gingipain の産生変化を検討した．
　【材料と方法】D- プシコース，D- タガトース，キシリ
トールを 8.0％添加した Trypticase soy broth（TSB）
液体培地（ヘミン，メナジオン添加）を作成し，P.
gingivalis ATCC 33277 株を 37℃，嫌気条件下で培養し，
12，24，36，48 時間毎に OD 値を測定した．そして，
各時間における gingipain 量（Arg-gingipain（Rgp）と
Lys-gingipain（Kgp））を測定した．
　【結　果】D- プシコースを添加した培地においては，
培養開始から 24，36，48 時間後において，コントロー
ルに比べて増殖が有意に抑制された．また，gingipain
においては，24，36，48 時間後において，Rgp，Kgp
ともに，コントロールに比べて産生が有意に抑制された．
　【まとめ】今回の研究によって，D- プシコースが
P.gingivalis に対して増殖抑制効果を示し，gingipain の
産生も抑制していた．また，その効果は培養開始から，
24 時間以降に現れていた．gingipain は，P.gingivalis
の増殖のほか，宿主細胞の障害，炎症の惹起など，その
病原性の大部分に関与していると言われており，D- プ
シコースの応用は，P.gingivalis の病原性を低下させ，
歯周病進行を抑制する可能性が示唆された．今後，D-
プシコースの増殖抑制効果について，他の歯周病原菌に
対する効果も検討する予定である．

薬 　  1－C－1－4
口腔ケアに Amphotericin B を用いた場合の臨床効果
について

1）鶴見大学歯学部口腔微生物学講座
2）富士製薬工業株式会社
3）八重洲歯科クリニック
4）黒川歯科医院

○草塩　英治 1, 2），木村　陽介 3），山本　共夫 4）

前田　伸子 1）

口腔の物理的な清掃が困難な状況になると，プラーク
が増殖し，口腔内のみならず，全身へも悪影響を及ぼす
ことは広く知られている．したがって，口腔ケアにより
プラークコントロールすることは全身の健康維持に重要
とされている．一方，Candida は口腔常在性真菌とみな
されているが，健康な宿主では分離率も菌数も低値であ
るのに対し，全身的な疾患を有する，免疫機能が低下し
ている，あるい要介護などの易感染宿主では分離率・菌
数とも高くなり，表在性のカンジダ症にとどまらず全身
的な感染症が発症するリスクも高まる．このような背景
から，われわれは口腔内の真菌の増加が口腔内のみなら
ず全身の健康にも悪影響を与えていると仮定し，抗真菌
薬 Amphotericin B （AMPH-B）で真菌のみを選択的か
つ継続的に抑制する臨床研究を開始した．その結果，健
常人では口腔からの真菌の除去により，歯垢の物理化学
的変化を伴う歯垢抑制が確認できた．また，介護老人施
設の入所者では，口腔内の改善のみならず，体重維持や
便通の改善などが示唆された．今回，これまでの臨床研
究の結果と AMPH-B の培養細胞への効果などを踏まえ
て，口腔内における最適な使用法について検証したとこ
ろ，懸濁状態の AMPH-B と可溶化した AMPH-B とで
は培養細胞への影響が大きく異なっていた．すなわち，
懸濁の場合は，培養細胞への毒性が抑制され，培地中に
細胞由来の TNF- αが認められたが，可溶化した場合で
は低濃度でも細胞毒性が非常に強く，培養細胞へのダ
メージが大きかったことが明らかになった．以上のこと
から，臨床応用する際，AMPH-B の剤型が宿主組織の
細胞に影響を与える可能性が示唆された．
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　  1－C－2－1
電子スピン共鳴（ESR）法による洗口剤リステリンⓇ

ナチュラルケアの抗酸化作用に関連した抗菌作用の基
礎的検討

1） 神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者
歯科

2） 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座感染制御学分野
3）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
4）神奈川歯科大学大学院災害医療歯科学講座
5） 神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療

歯科学研究センター
○小松　知子 1, 5），渡辺　清子 2），浜田　信城 2）

片山幸太郎 4, 5），森本　佳成 3），李　　昌一 5）

　【目　的】要介護高齢者，障害者では，歯磨きなどに
よる機械的なプラークコントロールが困難になることも
多く，安全かつ効果的な洗口剤による化学的コントロー
ルは口腔感染の治療や予防における有用性が期待でき
る．口腔感染予防における有用性を明らかにするため，
頻用されている洗口剤であるエタノール非含有のリステ
リンⓇナチュラルケア（リステリン NC）の活性酸素種

（reactive oxygen species: ROS）消去作用である抗酸化
作用および口腔細菌に対する抗菌作用について検討した
ので報告する．
　【方　法】抗酸化作用は ROS であるヒドロキシルラジ
カル（HO•），スーパーオキシド （O2

• －）の直接的な消
去 能 に つ い て 電 子 ス ピ ン 共 鳴 法 （Electron spin
resonance; ESR） 法により測定した．抗菌作用は最小発
育阻止濃度 （MIC） および最小殺菌濃度 （MBC）につい
て Candida albicans （C.albicans），Streptococcus mutans

（S. mutans），Aggregatibacter actinomycetemcomitans
（A. actinomycetemcomitans），Porphyromonas
gingivalis （P. gingivalis）， Prevotella intermedia （P.
intermedia） の 5 菌種を用いて測定した．
　【結果と考察】リステリン NC には，O2

• －消去能は認
められなかったが，HO• 消去能に対しては高い消去能が
認められた．また，リステリン NC は 25% 以下の濃度
でもすべての菌に対して強い抗菌活性を示した．以上の
結果から，リステリン NC は直接的な抗酸化作用を有し
ており，さらに口腔微生物に対する効果的な抗菌作用を
有することにより，口腔感染症における有用性が示唆さ
れた．今回の研究結果において，リステリン NC の優れ
た抗菌作用が ESR 法による直接的な HO• に対する抗酸
化作用と連動してみられたことは，ESR 法による抗酸
化能評価と連携した抗 s 生作用を抑制することで，生体
により安全な抗菌作用を有する洗口剤を開発するトラン
スレーショナルリサーチに有用であることが示唆され
た．このような ESR テクノロジーによる歯科材料開発
への可能性についても議論したい．
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　  1－C－2－2
口腔扁平上皮癌における新規分子シャペロン R2TP の
機能解析

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科薬理学分野
2） 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科

学分野
○柿原　嘉人 1），木口　哲郎 2），高木　律男 2）

佐伯万騎男 1）

R2TP complex は，Pontin, Reptin, RPAP3, PIH1D1
の 4 つタンパク質によって構成される分子シャペロンで
あり，これまでにさまざまなタンパク質複合体のアセン
ブリーに関与することが報告されている．われわれは，
R2TP のシャペロン機能がどのように口腔扁平上皮癌

（OSCC）の進展に関与しているのかについて，口腔扁
平上皮癌由来培養細胞（HSC2, HSC3, HSC4）を用いて
細胞・分子生物学的解析を行った．まず，免疫沈降実験
によって，OSCC における R2TP complex の存在を確
認した．肺癌培養細胞では，癌抑制遺伝子 p53 が gain-
of-function （GOF）と呼ばれる癌形成促進機能を有する
変異型（R248Q）となり，その安定化に R2TP の構成因
子である Pontin が寄与するとの報告がある．HSC4 細
胞も同様の変異型 p53 （R248Q）を有することから，抗
p53 抗体による免疫沈降を行ったところ，変異型 p53 

（R248Q）と Pontin の相互作用が認められた．興味深い
ことに，この Pontin の p53 （R248Q）との相互作用は，
HeLa 細胞や正常歯肉上皮細胞の野生型 p53 と比べて顕
著に亢進していることが明らかとなった．また，R2TP
の各遺伝子のノックダウン実験により，R2TP の構成因
子がお互いのタンパク質レベルの維持や p53 のリン酸
化レベルに影響を与え，さらに HSC4 細胞の細胞生存率
にも寄与することが示された．以上の結果から R2TP
は p53 GOF のリン酸化レベルを亢進させ，OSCC 細胞
の分裂・増殖を正に制御していることが示唆された．
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　  1－C－4－2
内頸静脈血栓症を認めた深頸部膿瘍の一例

1）SUBARU 健康保険組合太田記念病院歯科口腔外科
2）東海大学医学部外科学系口腔外科

○伊澤　和三 1），中西　康大 1），金子　明寛 2）

内頸静脈血栓症は日常診療で経験することは少ない
が，頸部痛・頸部腫脹を主訴とすることがあり，脳梗塞
や肺梗塞など重篤な合併症を引き起こす疾患である．今
回われわれは，深頸部膿瘍治療中に内頸静脈血栓症が疑
われ，感染症治療に難渋した症例を経験したので報告す
る．
　症例：68 歳，男性．右頰部から頸部の腫脹疼痛を主
訴に，救急要請し未明に当院救急救命センター救急搬送
さ れ た． 来 院 時，WBC20620/uL,CRP26.92mg/dL,   
PCT2.56ng/mL．同日午後，全身麻酔下に頸部の切開排
膿術を施行した．術後，敗血症性ショックとなり ICU
で循環呼吸管理を必要とした．CT にて内頸静脈血栓症
を認め，膿瘍は下頸部に進展し複数回の切開排膿術を必
要とした．
　Lemierre 症候群は，咽頭炎などの口腔内感染症に引
き 続 い て 生 じ， 嫌 気 性 菌（ 代 表 的 な も の と し て
Fusobacterium nucrophorum）による内頸静脈やその支
流の血栓性静脈炎，重症敗血症から多発性転移性感染を
きたす重篤な全身感染症である．
　本症例では，Prevotella oralis,Clostridium ramosum, 
Corynebacterium 属が検出された．幸い肺膿瘍の出現は
認めなかったが，一度の切開排膿術では膿瘍の制御が図
れず，上縦隔に波及し消炎に難渋した．
　今回の症例は典型的な Lemieere 症候群とはいえない
が，内頸静脈血栓症を併発した場合，広範な drainage
を複数回必要とすることも考慮する必要があると思われ
た．
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　  1－C－5－1
フェニレフリン長期投与マウスにおける唾液 EGF 分
泌の抑制

1）鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科
2）相模女子大学栄養科学部応用栄養学研究室
3）鶴見大学歯学部口腔内科学講座
4）鶴見大学歯学部病理学講座

○吉野　陽子 1, 2），今村　武浩 3），山近　重生 3）

中村　幸香 1），中山　亮子 4），中川　洋一 1）

　【目　的】疾患と唾液中の上皮成長因子（EGF）低下
の関係が指摘されており，この中にはアフタ性口内炎な
ど発症のメカニズムや原因が明らかではなく，ストレス
の関与が想定される疾患がある．マウスに食餌制限下で
の運動を 12 週間行う方法で慢性ストレスを与えるモデ
ルでは，唾液タンパクとカリクレイン活性の低下が起こ
る．これはα1- アドレナリン受容体が持続的に刺激され，
脱感作が生じた結果と推察される．このα1- アドレナリ
ン受容体の持続的刺激を単純化して再現する薬理学的モ
デルとして考えられるのは，α1- アドレナリン受容体ア
ゴニストの長期投与である．本研究は，唾液の EGF 分
泌に及ぼす慢性ストレスの影響を調べることを目的とし
て，フェニレフリン長期投与マウスにおける唾液 EGF
分泌低下とその機序を検討した．
　【方　法】12 週齢の ICR 雄マウスを使用し PHE （5mg/
kg，筋注）を 1 日 2 回 5 日間投与する PHE 群と生食を
投与する CTL 群の 2 群に分けた．ピロカルピンによる
刺激唾液を 20 分間採取し，顎下腺を摘出した．唾液中
の EGF 濃度，顎下腺組織中の EGF 量と EGFmRNA 量
を測定した．また，免疫組織化学により顎下腺の EGF
とその前駆体である Pro-EGF タンパクの局在を観察し
た．さらに，分散した顎下腺浮遊細胞にプロテインキナー
ゼ C（PKC）の活性剤である PMA を添加し EGF 濃度
を測定した．
【結　果】唾液中 EGF 濃度は CTL に比べて PHE 群

が低値であったが（p<0.05），唾液分泌量は差がなかった．
顎下腺組織中 EGF 量は CTL に比べて PHE 群が低値で
あったが（p<0.05），EGFmRNA 量は差がなかった．組
織学的所見では，PHE 群の EGF および Pro-EGF 陽性
の顎下腺顆粒導管は CTL に比較して面積が狭く，管腔
側で弱い分泌様式であった．以上のことから，唾液中の
EGF 低下が明らかとなり，その機序として翻訳後の
EGF のプロセシング障害や EGF の分泌顆粒への移行障
害があることが示唆された．
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　  1－C－5－2
唾液 EGF と栄養素摂取量および腸内細菌叢との関係

1）鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科
2）相模女子大学栄養科学部応用栄養学研究室
3） 愛知淑徳大学健康医療科学部スポーツ・健康医科

学科
○吉野　陽子 1, 2），瀬浦　嵩博 3）

　【目　的】生理活性物質である唾液 EGF は，経粘膜
吸収されるため消化管粘膜の局所のみではなく全身的に
作用する．EGF の作用は口腔や消化管粘膜の創傷治癒
促進のほか，味覚情報受容器である有郭乳頭や茸状乳頭
の形成，機能維持にも関与している．これまでに，歯の
損失と栄養素摂取量との関連は明らかにされているが，
唾液成分と栄養素摂取量および腸内細菌叢との関連につ
いて調べた報告はない．そこで，唾液 EGF が栄養素摂
取量や腸内細菌叢と関連があるか否かについて検討する
ことを目的とした．
　【方　法】対象は，本学管理栄養学科 4 年の女性 26 名

（平均 22 歳）とした．唾液採取は，昼食 1 時間前に吐唾
法により安静時唾液を 5 分間採取した．唾液中の上皮成
長 因 子（EGF） 濃 度 の 測 定 は，Quantikine ELISA 
Human EGF Immunoassay キットを使用した．腸内細
菌叢は，採便キット（テクノスルガラボ）を用いて糞便
を採取し nagashima 法により T-RELP 解析を行った．
食物摂取状況は，3 日間の秤量記録法を行い，栄養素摂
取量と食品群別摂取量を算出した．
　【結　果】重回帰分析の結果，EGF 濃度とビタミン E（p 
=0.045）および種実類（p =0.028）との間に有意な正相
関を認めた．種実類はビタミン E 含有量の高い食品で
ある．また，Spearman の順位相関係数から検討した結
果，EGF 濃度と共生菌である Bacteroides（p =0.419）
との間に有意な正相関を認めたが，有用菌である
Lactobacillus との間に有意な負相関（p = －0.456）を認
めた．
　【考　察】抗酸化作用をもつビタミン E の摂取は，唾
液 EGF 濃度に影響をもたらす可能性があることが示唆
された．また，唾液 EGF は腸内細菌叢の中でも，共生
菌に影響を与える可能性があることが示唆された．ビタ
ミン E は，EGF 受容体を介してアポトーシスや癌細胞
増殖の抑制を促進することが多数報告されている．今後
は，さらに EGF 以外の唾液成分と腸内細菌叢との関連
について検討していきたい．

薬 　  1－C－5－3
18-alpha-glycyrrhetinic acid induced the apoptosis
against PHT in the gingival fibroblasts

1） Biochemistry and Molecular Biology, Nihon
University School of Dentistry at Matsudo

2） Pharmacology, Nihon University School of
Dentistry at Matsudo

3） Community Oral Health, Nihon University School
of Dentistry at Matsudo

4） Maxillofacial Surgery, Nihon University School of
Dentistry at Matsudo

○Reiri TAKEUCHI 1），Hiroko MATSUMOTO 2）

Chieko TAGUCHI 3），Ko ITO 4）

Akinobu AOKI 4），Kosuke TAKAHASHI 4）

Kazumune ARIKAWA 3），Toshirou KONDOH 4）

Koichi HIRATSUKA 1）

It has been reported that one of the mechanism of
phenytoin （PHT）-induced gingival overgrowth was 
the apoptosis inhibition in gingival fibroblasts. We 
demonstrated that 18-alpha-glycyrrhetinic acid （18α
-GA） induced the apoptosis in gingival fibroblasts
obtained from the patients of nifedipine-induced
gingival overgrowth in the past. In this study, we
investigated the effect of 18α-GA on the apoptosis of
gingival fibroblasts exposure to PHT.
　Gingival fibroblasts were cultured in DMEM 
supplemented with 10% serum to reach the semi-
confluent and then cells were stimulated in serum-free 
DMEM with or without （control） only PHT or PHT + 
18α-GA for the periods as shown below. On day 0, 7, 
14, 21 after stimulation, the relative number of 
apoptotic cells was determined by ELISA, and the 
rates to the value of day 0 were caliculated at each 
time point. On day 0 and 21 after stimulation, the 
numbers of viable cells were counted and the rates to 
the value of day 0 were calculated at day 21.
　Number of apoptotic cells was increased in the 
control group with passage of time, however, PHT 
significantly decreased that of apoptotic cells at all 
t ime points compared to the control .  18α-GA 
significantly increased the apoptotic cell numbers on 
day 14 and 21 compared to the PHT group. Also, 18α
-GA significantly decreased the rate of viable cells on
day 21 in the gingival fibroblasts exposed to PHT
compared to the PHT group.
　In the present study, it was shown that 18α-GA 
induced the apoptosis in the gingival fibroblasts 
exposed to PHT. 18α-GA may be applied for the 
medication of gingival overgrowth.
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　  1－C－5－5
口腔内常在 Neisseria sp. に対する各種抗菌薬感受性 
推移および第 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），勝瀬（金山）明子 1），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 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】2015 年 7 月〜 9 月および 2018 年 1 〜 3
月の期間にデンタルクリニックを受診した患者 328 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. 計 139 株に対し，寒天平板希釈法により
PCG, CFIX, TC, CPFX, CTRX の MIC を測定した．
　【結　果】2015 年に口腔より分離された 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．2018 年に分離された 73 株に対する感受性
率は PCG：0%, CFIX：93%, TC：41%, および CPFX：
12% であった．CTRX に対する感受性率は 100% を示し
た．
　【考　察】2015 年および 2018 年に分離された口腔
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，過去の成績と比較し
CPFX に対する感受性が低下していることが考えられ
た．また，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．

薬　  1－C－5－4
真菌二次代謝産物 terrein はマウス歯周病モデルにお
ける歯槽骨吸収を抑制する

1） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・歯周病態学
分野

2）岡山大学病院・歯周科
3） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・分子医化学

分野
○佐光　秀文 1），大森　一弘 2），中川　沙紀 1, 2）

坂井田京佑 1），山本　総司 2），青柳　浩明 1, 2）

小林　寛也 1），大野　充昭 3），平井　公人 2）

山城　圭介 1），山本　直史 2），高柴　正悟 1）

われわれは，抗菌・抗炎症作用を有する真菌 Asper︲
gillus terreus が産生する二次代謝産物 terrein（TER）
に着目し，①有機化学的大量合成経路の確立，② IL-6
のシグナル伝達抑制作用，③破骨細胞分化抑制作用を報
告した．しかし，TER の動物モデルにおける効果は未
だ不明であり，TER の薬剤への応用を検討する上で in 
vivo での検証は必須である．そこで本研究では，絹糸
結紮マウス歯周病モデルに対する TER の抗炎症および
骨吸収抑制効果を検討した．
　【材料および方法】雄性マウス（C57BL/6J，10 週齢）
の上顎左側第二大臼歯に 6－0 絹糸を結紮し，歯周病原
性細菌である Porphyromonas gingivalis W83 株（1 ×
109 CFU，200 µL）を実験開始時および 1 週間後に絹糸
に浸透させた．歯周病の誘導と同時に，有機化学的に合
成した TER（30 mg/kg）を週 2 回，腹腔内に投与した．
対照群は，PBS を腹腔内に投与した．歯周病誘導開始 2
週間後に安楽死させ，上顎骨，肝臓，腎臓，血漿を採取
し，組織学的評価（H-E 染色），エックス線画像評価

（µCT），炎症性サイトカイン産生性評価（ELISA）を行っ
た．
　【結　果】本モデルにおいて，TER は以下の効果を示
した．
1．歯槽骨吸収を約 30 % 抑制した（p<0.05）．
2． 血 漿 中 の TNF-α 産 生 を 抑 制 す る 傾 向 に あ っ た

（p=0.056）．
3．投与期間中に，体重変化をきたさず，肝および腎組
織の細胞形態に為害作用を示さなかった．
　【考察・結論】TER は，マウス歯周病モデルにおける
歯槽骨吸収を抑制するとともに，炎症性サイトカイン

（TNF-α）の産生を抑制する可能性が示唆された．また，
目立った副作用もみられなかったことから，TER を慢
性炎症と骨吸収を主病態とする歯周病に対する治療また
は予防薬として用いられる可能性が示唆された．
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　  1－C－6－1
歯性感染症由来菌に対するペニシリンおよびペニシリ
ン代替薬の抗菌活性

1）東海大学医学部外科系口腔外科
2）株式会社 LSI メディエンス
3）東邦大学看護学部感染制御学

○金子　明寛 1），傳田　祐也 1），佐々木剛史 1）

青木　隆幸 1），太田　嘉英 1），小山　英明 2）

長谷川美幸 2），松本　　哲 2），金坂伊須萌 3）

勝瀬（金山）明子 3），小林　寅喆 3）

　【目　的】β - ラクタマーゼ阻害薬を加えたペニシリ
ン系配合薬も歯性感染症の適応外使用が認められ，歯科
感染症治療の第一選択薬としてペニシリン系薬が推奨さ
れている．今回私達はペニシリン代替薬である第一世代
セフェム系薬およびリンコマイシン系薬およびマクロラ
イド系薬の歯性感染症由来菌に対する抗菌活性を検討し
た．
　【方　法】2016 － 2017 年に歯科口腔外科 6 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から分
離 さ れ た Streptococcus anginosus group （124 株 ），
Streptococcus mitis group （149 株），Prevotella 属 （114
株），Peptostreptococcus 属 （109 株）を用い，歯科用抗
菌薬としてアンピシリン （ABPC），スルバクタム＋ア
ンピシリン（SBT/ABPC），セファレキシン（CEX），
クリンダマイシン（CLDM），アジスロマイシン（AZM）
の抗菌活性を CLSI に準拠した微量液体希釈法で測定し
た．
　【結　果】ABPC, SBT/ABPC, CEX, CLDM, AZM の
Prevotella 属 に 対 す る MIC50/90 は 各 々 0.12/64,
<=0.06/2, 1/64, <=0.06/>64, 1/>16, Peptostreptococcus
属 に 対 し て は 各 々 <=0.06/0.12, <=0.06/0.12, 1/8,
<=0.06/2, <=0.06/>16, S. anginosus group に対しては
各 々 0.12/0.25, 0.12/0.25, 4/8, <=0.06/1, <=0.06/16, S.
mitis group に 対 し て は 各 々 0.12/1, 0.12/1, 8/32,
<=0.06/64, 2/>16 であった．
　【考　察】CEX は Prevotella 属に対してはほぼ同様の
抗菌活性を示した．Streptococcus 属に対する抗菌活性
は若干劣るものの，2000 年初めの頃の MIC 値より低値
であり，第一世代経口セフェム系薬 CEX500mg1 日 4
回の処方で効果が期待される抗菌活性を有していた．
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　  1－C－6－3
昭和大学歯科病院における抗菌薬適正使用の推進

1）昭和大学歯科病院薬局
2）昭和大学薬学部病院薬剤学講座
3）昭和大学歯科病院顎顔面口腔外科

○阿部　誠治 1, 2），若林　仁美 1, 2），鎌谷　宇明 3）

佐藤　　仁 3），代田　達夫 3）

　【目　的】日本感染症学会および日本化学療法学会か
ら出された JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2016 の
歯性感染症では，軽症から中等症における第一選択経口
薬としてアモキシシリン（AMPC）が推奨されている．
また抗菌薬効果判定の目安に関しては 3 日と記載されて
いる．しかし，当院におけるこれまでの抗菌薬使用調査
を行った結果，ガイドラインに則った処方がなされてい
ない可能性が考えられたため，抗菌薬の適正使用を促し，
一定の成果が得られたので報告する．
　【方　法】2017 年 8 月分より毎月の内服抗菌薬使用調
査結果を院内感染予防対策委員会に提出し，抗菌薬の処
方実態を確認することとした．さらに，院内感染対策講
習会で職員への啓蒙を行った．
　【結　果】2017 年 8 月以降の第三世代セフェム系と
AMPC の処方件数を調査して現状を把握し，2017 年 9
月の院内感染予防対策委員会において，各診療科にガイ
ドラインを提示し周知するよう啓蒙した．その結果，
2017 年 10 月処方分より第三世代セフェム系の処方件数
が大幅に減少したが，複数の診療科においては処方件数
に変化は見られなかった．2018 年 5 月には院内感染対
策講習会で全職員を対象に抗菌薬の適正使用に関する啓
蒙を行い，その後は一部を除き第三世代セフェム系の処
方はほぼ無くなった．
　【考　察】抗菌薬の適正使用を推進する上で，自施設
の現状を先ずは把握することが重要であり，優先順位を
つけて一つずつ解決していく必要がある．特に歯科領域
においては，使用される抗菌薬が限られているもその選
択に十分理解できていないことがあるため，しっかりと
啓蒙活動を行っていく必要がある．今回は処方内容に限
定したものであったが，今後は処方日数に関しても調査
を行い，更に適正使用を推進していく．

薬　  1－C－6－2
新規抗ヘルペスウイルス薬 amenamevir の薬理プロ
ファイル

1）マルホ株式会社医薬開発研究所
2）東海大学医学部外科系口腔外科

○池田　文昭 1, 2），金子　明寛 2）

Amenamevir（AMNV）は昨年 7 月に帯状疱疹の適
応症で承認を取得した新規経口ヘルペスウイルス薬であ
る．本発表では，AMNV の薬理プロファイルについて
報告する．
　AMNV は既存の抗ヘルペスウイルス薬の核酸類似構
造とは異なり，oxadiazolylphenyl を基本骨格とする新
規化学構造を有する．本薬は，単純ヘルペスウイルス 1
型（HSV-1）の helicase/primase 複合体の helicase 活性
および primase 活性をそれぞれ 0.1 および 0.03 µmol/L
以上の濃度で阻害した．また，AMNV は 0.03 µmol/L
以上の濃度で水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV），HSV-1
および単純ヘルペスウイルス 2 型（HSV-2）の DNA 複
製を阻害し，これらのウイルスに対して aciclovir（ACV）
よりも強い in vitro 抗ウイルス活性を示した．また，
AMNV は ACV 耐性の VZV に対しても抗ウイルス活性
は減弱せず，本薬と ACV に対する交差耐性は認められ
なかった．ヘアレスマウスの HSV-1 皮膚感染モデルに
おいて，AMNV は皮膚病変スコアの上昇を用量依存的
に抑制し，1 mg/kg 以上の投与群の病変スコアはプラ
セボ投与群のそれよりも有意に低値を示した．一方，同
モデルにおいて valaciclovir（VACV）の 10 mg/kg 以
上の投与群の皮膚病変スコアは，プラセボ投与群のそれ
よりも有意に低かった．
　AMNV は VZV，HSV-1 および HSV-2 に対してその
helicase/primase 複合体の酵素活性を阻害することによ
り優れた in vitro および in vivo 抗ウイルス活性を示す
ことが示唆された．

薬

第28回日本有病者歯科医療学会_抄録集_本文.indd   130 2019/02/19   20:41



― 131 ―

　  1－C－6－4
オゾンジェルとオゾン軟膏の骨芽細胞への活性比較

1）大阪歯科大学歯科医学教育開発室・歯科法歯学室
2）松本歯科大学歯科薬理学講座

○王　　宝禮 1），益野　一哉 1），西川　哲也 1）

大草　　亘 1），今村　泰弘 2）

オゾン水の生理活性は古くから殺菌作用をはじめ数多
く報告され，現在さまざま分野で用いられている．しか
し作用時間は約 30 分間で水となる．そのため私達の研
究グループはオゾンの生理活性を長時間維持するために
オゾンをグリセリン化したオゾンジェルとポリエチレン
グリコールを用いたオゾン軟膏の開発に成功した．一方，
歯周病治療において患部にオゾンを用いた時に殺菌効
果，止血作用，創傷治癒促進，抗炎症作用を臨床的に経
験する時がある．この臨床の声から，これまでにう蝕原
因菌ならびに歯周病関連細菌への殺菌効果の検討し，そ
の効果を確認した．また動物実験にて止血部にオゾンを
塗布するとエペネフリン同様に止血効果を確認できた．
さらに，動物実験で人工的に創傷をつくりオゾン塗布に
より，形態的観察，組織的に治癒促進を明らかにしてき
た．
　本研究では，オゾン軟膏による臨床的知見から得たそ
の骨再生能を，オゾンジェルとオゾン軟膏によるヒト骨
芽細胞様骨肉腫細胞株（Saos-2）を用いて基礎医学的に
検討した．その結果 Saos-2 への増殖能，コラーゲン産
生能，ALP 分泌能を確認できた．これらの骨基質マー
カーの促進機序についての解明には踏み込めていない．
過去の報告では，酸素オゾン治療により VEGF 等の成
長因子の生成を促進することが認められている．また，
オゾンガスは FGF やその関連サイトカインの生成を促
進することが知られている．VEGF はマウス骨芽細胞
株 MC3T3-1 の ALP 発現を増強する．これらの成長因
子分泌を介して，間接的に骨基質分泌が促進された可能
性も考えられる．今回はオゾンジェルとオゾン軟膏の骨
芽細胞への活性比較を報告する．
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　  1－C－6－7
歯科開業医における AMR と外来経口抗菌薬使用に関
するアンケート

鹿児島市立病院歯科口腔外科
○新田　哲也，平原　成浩

　【背　景】本邦では毎日 200 万人に抗菌薬が投与され，
その 90％は経口抗菌薬との報告がある．従来から経口
抗菌薬の 70％近くは開業医で処方されているとされる
が，開業医が多くを占める歯科においては AMR 問題に
おけるその役割は大きい．
【目　的】開業歯科医師における歯科治療時の抗菌薬

使用の実態を明らかにする．
【方　法】開業歯科医師のスタデイグループおいて，

経口抗菌薬使用の実態のアンケートを行った．
　【結　果】回答者は 43 名（経験年数 1 〜 43 年）で，
AMR 対策について知っていると答えた者は 58％，これ
までの抜歯処置やインプラント処置時に多く使用した抗
菌薬の割合は，アモキシシリン 39％，第 3 世代経口セフェ
ム薬 35.1％であった．経験年数別では，5 〜 19 年目の
者では経口第 3 世代セフェム薬の使用割合が 50％を占
め他年代より高かった．急性・慢性歯性感染症（辺縁性
歯周炎・根尖性歯周炎・インプラント周囲炎）時に，多
く使用した抗菌薬割合では，アモキシシリン 33％に対
して，経口第 3 世代セフェム薬と第 2 世代セフェム薬が
それぞれ 29％を占めていた．経験年代別では 5 〜 19 年
目では経口第 3 世代セフェム薬の使用割合が 60％と他
の年代よりも高かった．予防投与と治療投与を区別につ
いては，なんとなく区別していた者 34.9％で多く，区別
していなかった者は 16％であった．経験年代別では，5
〜 19 年目でなんとなく区別していた者が 72％で区別し
ていた者はいなかった．
【考　察】外来経口抗菌薬の不適正投与は，耐性菌発

生に関与しているなかで，少人数のアンケートでは歯科
処置時にはアモキシシリンが最も多く投与されていたが
第 3 世代経口セフェム薬も多く投与され，特に経験年代
別では 5 〜 19 年目での経口第 3 世代セフェム薬の使用
割合が高かった．今後はさらに大規模な開業歯科医にお
ける抗菌薬使用実態調査や，AMR 問題に対する意識の
検証が必要であると考えられた．

薬　  1－C－6－6
歯科衛生士の医療安全・医薬品管理についてのアン
ケート調査

1）神奈川歯科大学附属病院歯科衛生士科
2） 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
○澤田しのぶ 1），岩渕　博史 2）

　【緒　言】医療法では一般歯科診療所においても医療
安全管理体制が義務付けられており，医療安全管理者を
置く必要がある．医療安全管理者は医療安全を確保，院
内感染対策，医薬品の安全管理および医療機器の安全管
理などの業務を行うことになり，一般歯科診療所におい
ては歯科医師のみではなく，歯科衛生士も兼務すること
ができる．実際に歯科衛生士が医療安全管理者になって
いる施設は少ないが，医薬品，処置薬（歯科専用薬）や
消毒薬の管理・保管の実務の大部分を歯科衛生士が担っ
ているが現状である．また，すべての医薬品は，薬機法
によって管理されており，保管法などが細かく決められ
ている．しかし，これらについて教育を受ける機会が少
なく，歯科衛生士がどの程度の知識を有しているかは定
かではない．そこで，今回医薬品管理についてもアンケー
ト調査を行ったので報告する．
　【方　法】本院に勤務する歯科衛生士 31 人を対象に医
療安全や医薬品管理についてアンケートによる調査を
行った．
　【結　果】解答は 30 人から得られた．医療安全管理に
関する理解度は，聞いたことある程度が最も多く，
63.3.％であった．医療安全管理者に歯科衛生士がなれる
ことを知っていたのは 66.7％であった．また，各医薬品
や消毒薬について歯科衛生士が管理している割合は根管
治療薬 73.3%，局麻薬（カートリッジ）や消毒薬（手や
環境）90.0% であった．しかし，劇薬の保管方法につい
ては 86.7% の歯科衛生士が鍵をかけて保管すると答え
た．また，消毒薬の保管方法について正しい知識を持っ
ていた歯科衛生士は 10% に過ぎなかった．
　【考　察】歯科診療所においてに歯科衛生士は多くの
医薬品や消毒薬の管理・保存を実際に行っていた．しか
し，十分な知識を有していないものも多く，研修会など
の開催が必要であると考えられた．
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　  1－C－7－4
当院循環器科における周術期等口腔機能管理の検討

1）SUBARU 太田記念病院
2）東海大学医学部外科学系口腔外科

○中西　康大 1），伊澤　和三 1），金子　明寛 2）

心臓弁膜症の罹患者数は，2-300 万人存在し，年々増
加していると言われている．重症例では弁置換術が必要
となり，弁置換術後は，抜歯術や出血を伴うスケーリン
グなどの観血的処置を行う際，感染性心内膜炎（infective 
endocarditis；以下 IE）を発症する可能性がある．この
ため，IE の予防と治療に関するガイドラインにおいて，
予防抗菌薬投与が推奨されている．IE は，血流にのっ
て運ばれた菌塊が心臓の弁に付着する状態である．観血
的処置のみならず，日々の咀嚼やブラッシンングなどに
よっても菌血症が発生しており，IE の原因となると考
えられている．
　当院において，2012 年の新棟移転以降，IE の診断の
もと入院加療した患者数のうち，感染源精査目的で当科
へ依頼が 19 症例あった．このうち，口腔内常在菌が原
因細菌とされた症例は，9症例であった．この9症例で「抜
歯適応の残存歯」もしくは「5mm 以上の歯周ポケット」
を有する割合は，8 人 /9 人であった．一方で，口腔内
常在菌以外の細菌が原因細菌とされた症例では，5 人
/10 人の割合であった．心臓血管外科での手術に際し，
周術期等口腔機能管理が保険収載された 2017 年 4 月以
降 2018 年 10 月までに当科が介入した症例が，28 症例
あった．弁置換術が必要な重症弁膜症患者のうち「抜歯
適応の残存歯」もしくは「5mm 以上の歯周ポケット」
が認められたのは，15 人 /28 人であった．この割合は，
口腔内細菌以外が原因細菌とされる IE 罹患者における
割合と大きく差はなかった．これらのことから，口腔内
細菌起因菌による IE のトリガーに口腔内汚染が関与し
ている可能性が示唆された．
　高齢社会において，弁膜症を併発している患者は多く
存在する．「抜歯適応の残存歯」もしくは「5mm 以上の
歯周ポケット」が認められた場合は，IE のトリガーに
なりうる可能性があり，われわれの積極的な介入の必要
性があると考えられた．
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　  2－C－2－2
口腔扁平苔癬に対する茵蔯蒿湯と半夏瀉心湯の使用経験

大阪医科大学感口腔外科学教室
○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．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．演者らは 2017 年の第 37 回日本歯科薬
物療法学会において本疾患に対する茵蔯蒿湯の効果につ
いて報告した．今回は追加症例を加え，されに茵蔯蒿湯
と半夏瀉心湯との症例選択についても検討したのでその
概要を報告する．
　対象は 2014 年 1 月から 2018 年 6 月までの 4 年 6 か月
間に当科で漢方治療を行った口腔扁平苔癬患者男性 5
名，女性 13 名の計 18 名で，平均年齢は 64.6 ± 11.6 歳
であった．茵蔯蒿湯と半夏瀉心湯の使い分けは問診によ
る便通を基本とし，便秘症ないし便秘気味は茵蔯蒿湯（10
名），下痢症ないし下痢気味は半夏瀉心湯（2 名），どち
らとも言えない便通普通の場合は，体力や食欲不振の有
無にて選択した（茵蔯蒿湯 4 名，半夏瀉心湯 2 名）．効
果判定は自・他覚的に完治ないしほとんど症状を認めな
くなったものを著効，自・他覚的にも明らかな効果が認
められるが症状の残存するもの有効，変化がわずかかほ
とんど認められないものを無効とした．その結果，茵蔯
蒿湯を処方した 14 名で著効 6 名，有効 2 名，無効 6 名
であった．このうち無効の 6 名のうち 5 名に半夏瀉心湯
を処方したところ著効 2 名，有効 2 名であった．一方半
夏瀉心湯を処方した 4 名では著効 2 名，無効 2 名で，無
効の 2 名のうち 1 名に茵蔯蒿湯を処方したところ著効を
示した．

薬　  2－C－2－1
大規模災害時における唾液を用いた災害関連死疾患のリ
スク評価法―歯科医師の新しい災害時の役割の可能性―

1） 神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療
歯科学研究センター

2） 神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者
歯科学分野

3）九州保健医療大学薬学部臨床生化学
4）神奈川歯科大学大学院災害医療歯科学講座
5）神奈川歯科大学大学院口腔科学講座
6）筑波技術大学東西医学統合医療センター

○李　　昌一 1），小松　知子 1, 2），赤崎さとみ 3）

山本伊佐夫 1, 4），大平　　寛 1, 4），木本　一成 1, 5）

二瓶智太郎 1, 5），山田　良広 1, 4），平山　　暁 6）

佐藤　圭創 3），片山幸太郎 1, 4），槻木　恵一 1, 5）

　【目　的】大規模災害時の災害関連死において，長期
にわたる避難所・仮設住宅の生活によって罹病した脳血
管障害・循環器系疾患の悪化や，身体的，心理的ストレ
スにより，さまざまな精神疾患に罹患することが報告さ
れている．これらの疾患に関わる活性酸素種（reactive
oxygen species：ROS）による酸化ストレス，この酸化
ストレスを減弱する抗酸化作用の評価はこれら疾患のリ
スク評価に応用可能である．この背景から，これまで
ROS を特異的に検出可能な技術である電子スピン共鳴

（electron spin resonance：ESR）技術による災害医学
応用研究を行ってきた．さらに，これらの疾患のリスク
評価を避難所・仮設住宅においても簡便に非侵襲的に行
える唾液を用いた応用研究も併せて遂行してきたので，
報告する．
　【対象・方法】研究に同意が得られた健常者より全唾
液を採取した．唾液中 ROS の消去能を ESR 法により測
定し，サンプル採取方法，管理の観点から，ROS 各種
の抗酸化能などに対する影響の面から，実際の避難所・
仮設住宅において実施可能であるかについて検討した．
　【結果および考察】安静時唾液中の ROS の消去能は，
刺激唾液と比較して，すべての経過時間において安静時
唾液で有意に高い値を示した．このように唾液の ROS
消去能は安静時唾液と刺激唾液で違いがあることが明ら
かであった．すべての ROS 消去能では，刺激唾液に比
較して安静時唾液で高値を示した．すなわち，採取する
唾液について安静時唾液，刺激唾液の鑑別が必要であり，
また採取後 4℃保管における安静時唾液 48 時間以内，
刺激唾液 24 時間以内では ESR 測定値に影響を与えない
ことが明らかとなった．これにより，被災地での唾液採
取の条件を基準化でき，定期的，継続的な唾液中の抗酸
化能のモニタリングによる避難所・仮設住宅における
個々の被災者の酸化ストレス度の変動による生活習慣病
の予防，災害関連疾患の早期発見につながるリスク評価
への応用の可能性が示唆された．この評価によるオーラ
ルケア，オーラルフレイル予防にもつながる臨床研究を
進めているので，歯科医師の新しい災害時の役割の可能
性についても議論したい．
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　  2－C－3－4
オーラルフレイル予防のための抗酸化食品の臨床応用
への基礎的検討―超高齢者社会対策としての医科・歯
科・栄養多職種連携による臨床展開―

1） 神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療
歯科学研究センター

2） 全身管理医歯学講座障害者歯科
3） 高度先進口腔医学講座横浜クリニック障害者歯科
4） 全身管理医歯学講座
5） 災害医療歯科学講座
5） 東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリ

テーション研究室
○李　　昌一 1），重藤　良太 2），横山　滉介 2）

高野　知子 3），宮城　　敦 1），岩口　真路 5）

大賀　誠一 5），石田　　瞭 5），片山幸太郎 1, 5）

森本　佳成 4），小松　知子 1, 2）

　【目　的】有病高齢者や障害者の歯の喪失による口腔
機能の低下は低栄養，サルコペニアと関連してフレイル，
オーラルフレイルを引き起こすが，低栄養改善を含めた
食品の機能性に関する栄養医学的観点からのオーラルフ
レイル予防の臨床応用の試みはまだ少ない．私たちはこ
の臨床応用を実現するため，食品由来魚肉タンパク（Fish
protein; FP）ペプチド（FP peptide; FPP）の歯周病を
含む生活習慣病の原因となる活性酸素種（reactive
oygen species; ROS）の酸化ストレスに対する基礎的検
討をおこなったので報告する．
　【方　法】本研究では，まず ROS であるヒドロキシラ
ジカル（HO•）の消去能を電子スピン共鳴法により FPP
と 大 豆 タ ン パ ク 質 由 来 ペ プ チ ド（Soybean protein
peptide; SPP）を用いて HO• 消去能を比較検討した．
FP 摂取による高血圧自然発症ラット（SHR）および通
常の餌を摂取する群（Control）と FPP と SPP を通常
の餌に加えて日常サプリメントとして摂取する群に分
け，約 3 か月間飼育した．SHR の血圧変化を測定した
後に，この摘出脳を用いて in vivo L-band ESR 画像の
構築を行い，そのデータを ESR スピンプローブ剤であ
る MC-PROXYL の減衰速度を解析し，SHR 脳内酸化ス
トレスに対する FPP の効果を検討した．
　【結果と考察】HO• 産生に対する消去能においては，
FPP は SPP に比べ有意に亢進した．また，Control や
SPP 摂取群と比較して SHR の血圧上昇が抑制された．
同様に，SHR に FPP を摂取させることにより，Control
や SPP 摂取群と比較して脳内酸化ストレスを有意に低
下させた．フレイルにおける高次脳機能制御筋機能改善
に必要なタンパク質の補給が重要である．FPP は必須
アミノ酸を含んだタンパク補給が可能であり，ROS に
よる酸化ストレスによる生活習慣病などの全身疾患を予
防する可能性も示唆された．今後，この FPP を用いて，
超高齢者社会で必須課題であるフレイル，オーラルフレ
イル予防に向けた臨床応用を医師・歯科医師・栄養士な
どを中心とした多職種連携で取り組んでいきたい．
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一般ポスター抄録

ポスターセッション

第 1 日目　3 月 2 日（土）
P−1−1　18：00〜18：30　ポスター会場（第3−4会議室）
P−1−2　18：00〜18：30　ポスター会場（第3−4会議室）
P−1−3　18：00〜18：25　ポスター会場（第3−4会議室）
P−1−4　18：00〜18：25　ポスター会場（第3−4会議室）
P−1−5　18：00〜18：30　ポスター会場（第3−4会議室）

第 2 日目　3 月 3 日（日）
P−2−1　  8：45〜  9：10　ポスター会場（第3−4会議室）
P−2−2　  8：45〜  9：15　ポスター会場（第3−4会議室）
P−2−3　  8：45〜  9：15　ポスター会場（第3−4会議室）
P−2−4　  8：45〜  9：10　ポスター会場（第3−4会議室）
P−2−5　  8：45〜  9：10　ポスター会場（第3−4会議室）
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　  P－1－5－2
当科における骨吸収抑制剤関連顎骨壊死症例の臨床的
検討

1）池上総合病院歯科口腔外科学
2）東京歯科大学顎顔面口腔外科学講座
3）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
4）東海大学外医学部科学系口腔外科学

○逢坂　竜太 1），濱田　裕嗣 1, 2），藤本　泰広 1, 3）

水澤　伸仁 1, 4），渡辺　大介 1, 4），金子　明寛 1, 4）

　【緒　言】以前より，骨吸収抑制剤投与患者において，
難治性の顎骨壊死が生じることが多々報告されており，
その呼称も変遷を認めている．今回われわれは，当科に
おける骨吸収抑制剤関連顎骨壊死（以下 ARONJ）症例
の動向および実態を把握する目的に臨床的検討を行った
ので報告する．
　【対象および方法】対象は，2012 年 4 月〜 2018 年 4
月までの 6 年間に当院を受診した骨吸収抑制剤使用患者
312 例中，ARONJ と診断，加療した 50 例である．これ
ら 50 例に対し ARONJ ポジションペーパー（顎骨壊死
検討委員会；2016）に基づき，特に全身性リスク因子，
局所性リスク因子，骨吸収抑制薬剤種類に着目して検討
を行った．
【結　果】症例の男女比は男性 13 例，女性 37 例（男

女比；1：2.8）と女性が多かった．年齢は 56 〜 94 歳（平
均年齢 79.8 歳，中央値 81 歳）であった．原疾患は骨粗
鬆症が 84.0% （42/50 例）と最も多かった．発症契機と
原因薬剤は，外科処置後の発症は 52%（26/50 例），歯
性感染症が契機と考えられた発症は 34%（17/50 例）で
あった，原因薬剤の投与経路は経口投与が 34 例と最も
多く，アレンドロネートが 18 例と最も多かった．薬剤
の投与期間は，4 年未満の投与症例では 19.1%（27/141
例），4 年以上の投与症例では 15.0%（21/140 例）であっ
た．治療経過では，外科療法を 40％（20/50 例）に施行
し，治癒率は 90.0%（18/20 例）であった．
【考　察】当科では，壊死骨を認め保存困難と臨床的

に判断した症例に対し積極的な外科処置を施行し，高い
治療効果を認めていた．今回，一次症例の検討において，
外科処置時の骨吸収抑制薬剤の休薬について臨床統計学
的に検討を行ったが，症例数も少なく明確な有意差は認
められなかった．今後症例の蓄積検討が必要であると考
える．
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　  P－1－5－4
唾液を用いた酸化ストレス・抗酸化力の評価

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

【目　的】酸化ストレスは，老化や疾病の原因として
注目を集めている．今回われわれは，自然流延唾液を用
いて酸化ストレスを測定可能かどうかを検討し口腔およ
び全身状態の指標となるか検討した．
　【材料および方法】新潟生命歯学部学生ボランティア
15 名（男性 7 名，女性 8 名，年齢 18 〜 25 歳）を用いた．
研究目的を説明後インフォームドコンセントを得たのち
Salliva Collection Aid （Saliva BIO LLC）を用いて唾液
を採取し，9000 回転 5 分遠心後，上清を酸化ストレス
測定に用いた．酸化ストレス測定は FREE CARIO
DUO （DIACRON INTERNATIONAL, Grosseto, Italy）
を用い活性酸素代謝物（d－ROMs），抗酸化力（BAP））
について測定した．酸化ストレス測定後の唾液の ATP
測定も併せて行い口腔汚染度を評価した．本研究は，日
本 歯 科 大 学 新 潟 生 命 歯 学 部 倫 理 員 会 の 承 認

（ECNG-R332）のもとに行った．酸化ストレス測定後の
唾液でステロイドホルモンについても ELISA 法にて比
較検討した．
　【結　果】唾液採取と同時に測定した結果，脈拍 73 〜
106/ 分，酸素飽和度 97 〜 99％で，ストレス指数は 37
〜 100 であった．酸化ストレスに関するマーカーは，
d-ROMs は，11 〜 54 U と血清に比べ低値を示した．
BAP は -1027 〜 2995µM と血清同様に測定幅が存在し
た．ATP 測定による口腔汚染度は 16000 〜 21697 RLU
をしめした．口腔汚染度と酸化ストレスマーカーの関係
は明瞭ではなかった．唾液ストレスホルモンも検知され
たが酸化ストレスとの関係は明確ではなかった．

【結論】唾液を用いても血清同様に酸化ストレスに関す
るマーカーを検知できることが示された．特に BAP に
関してはほぼ血清レベルと同程度の測定域でることから
全身のストレス状態を反映している可能性が示唆され
た．
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　  P－1－5－6
歯髄組織の培養上清は骨芽細胞の分化を抑制する

1）愛知学院大学歯学部薬理学
2）愛知学院大学歯学部歯科矯正学

○森　　寛典 1, 2），浜村　和紀 1），三島　好貴 1, 2）

宮澤　　健 2），後藤　滋巳 2），戸苅　彰史 1）

【目　的】近年，歯髄幹細胞に関する研究報告が散見
されており，歯髄に対する関心が高まっている．以前，
われわれはラット歯髄組織の培養上清（以下 CM）が破
骨細胞前駆細胞の接着能を減少させることで，破骨細胞
形成を抑制することを報告した．しかし，骨芽細胞に対
する CM の影響は明らかになっていない．そこで本研
究では CM による骨芽細胞分化への影響を解析するこ
とにした．
【方　法】CM による骨芽細胞の分化への影響を解析

するために，Wistar 系ラットより歯髄を採取し，3 日間
培養した上清を回収して CM を作成し，本実験に使用
した．骨芽細胞株 MC3T3E1 を CM の添加の有無で 3
週間培養後，Alizarin Red 染色し，石灰化能を評価した．
また，CM 添加 1 週間後，骨芽細胞の RNA を回収し，
定量的リアルタイム PCR を用いて，骨芽細胞分化マー
カ ー で あ る，Osteocalcin，ALP， お よ び Runx2 の
mRNA の発現レベルを検討した．
　【結　果】Alizarin Red 染色の結果，CM 添加群では，
Control 群（以下 CN 群）と比較して石灰化能が有意に
低下した．また，骨芽細胞分化マーカーの mRNA の発
現レベルを検討した結果，CM 添加群は CN 群と比較し
て，Osteocalcin，ALP，Runx2 の遺伝子発現をそれぞ
れ 95%，94%，49% 抑制することが示された．
【結　語】本研究により歯髄組織は破骨細胞形成を抑

制させることに加えて，骨芽細胞の分化を抑制し，石灰
化を低下させることが明らかになった．今後は CM が
どのような分子メカニズムで骨芽細胞の分化を抑制する
のかを解明していきたい．

薬

第28回日本有病者歯科医療学会_抄録集_本文.indd   175 2019/02/19   20:41



― 182 ―

　  P－2－3－3
Fusobacterium 含有バイオフィルムに対するチモキ
ノンの洗浄効果

香川大学医学部分子微生物学講座
○多田　彩乃，桑原　知巳

　【目　的】チモキノン（TQ）はスパイスとして使用さ
れるブラッククミン（Nigella sativa L.）精油（BC）の
主成分であり，抗菌および抗炎症効果が知られている．
しかしながら，Fusobacterium nucleatum（Fn）を含む
バイオフィルムに対する TQ の効果は明らかでない．本
研究では Fn の生菌および死菌を含むバイオフィルムを
作製し，TQ の抗菌およびバイオフィルム除去効果を検
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，口腔初期定着菌の Actinomyces naeslundii（An）
とともにバイオフィルムを形成させた．Fn および An
の死菌として，4％パラホルムアルデヒドリン酸緩衝液
で固定した菌体を使用した．Fn および An の生菌およ
び死菌を 0.05％ TQ で 30 分間処理し，24 時間嫌気培養
して単独または混合バイオフィルムを作製した．生理食
塩水で洗浄した後，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，同様に 24 well 
plate に形成させたバイオフィルムを採取し，染色像を
比較した．さらに，Fn および An の生菌および死菌に
より形成させたバイオフィルムを 0.01％の TQ で洗浄
後，残存バイオフィルム量を測定した．
【結果および考察】TQ は An と比較し，Fn に対して

より高い殺菌効果を示した．また，TQ による洗浄は生
理食塩水による洗浄と比較し，Fn 含有バイオフィルム
量を有意に減少させた．死菌により形成されたバイオ
フィルムに対しては TQ の除去効果は低く，TQ は生菌
の凝集作用を阻害している可能性が示唆された．以上の
結果から，TQ は Fn に対する抗菌効果と Fn 含有バイ
オフィルムに対する洗浄効果を有すると考えられた．
TQ 含有液による口腔内洗浄は，Fn に起因する歯周病
の発生を予防する可能性がある．
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