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第40回日本歯科薬物療法学会学術大会

ご　挨　拶

　第40回日本歯科薬物療法学会学術大会を鶴見大学で開催させていただくことになりました．当初の予定
では2020年6月27日（土）28日（日）鶴見大学会館（横浜市）での開催でしたが，新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため，現状では従来の現地開催は断念せざるを得ず，また感染症収束の目処も立っていないこと
から延期も困難な状況です．現地開催は中止となりますが，『インターネット学術大会』として web サイ
トで開催させていただきます．	
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため多くの講演会や学会が中止・延期となり，講演や学会発表の場
が少なくなっているという現状があります．しかし新型コロナウイルスに打ち勝つためにも，貴重な講演，
学会発表の場を提供することは主催者の責務と考えております．このような困難な状況であるからこそ，い
ままで以上に積極的にご参加頂きたく心からお願い申し上げます．

　本学会は，歯科における薬物療法に関する研究の進歩と知識の普及を図ることを目的としております．薬
物療法は，外科療法とともに医療の一翼を担うものであり，歯科医療の質の向上と国民の口腔の健康増進に
果たす本学会の責任は大きなものです．歯科医療における感染症予防に果たす役割も少なくありません．
　医学の進歩は目覚ましく，再生医療は臨床応用され，AI が治療法を選択する時代になってきました．歯
科領域でも再生医療が現実のものとなり，今後は，多様化した口腔の愁訴への対応，難治疾患への新たな対
処やドラッグリポジショニングが求められる局面です．このようなことから今回の学術大会のメインテーマ
は「歯科薬物療法の新しい展開」としました．
　再生医療については第一人者，大阪大学歯学部の村上伸也先生に特別講演「歯周組織再生剤リグロスⓇが
変える歯科再生医療の未来」をお願いしました．
　口腔乾燥，灼熱感，味覚異常，口臭など多様化した愁訴への対応には，基礎的な勉強も必要と思い，明海
大学歯学部の村本和世先生に「脳における味と匂いの統合～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～」とい
うタイトルで教育講演をお願いしました．ワークショップ「Burning Mouth Syndrome （BMS）を改めて考
える～その新しい概念と治療法について～」と委員会報告「4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報
告～口腔乾燥症の新分類（案）～」で議論を深めていただきたいと思っています．さらに診療の引き出しを増
やすべく，教育シンポジウム「歯科医療に必要な漢方薬の知識」で漢方を勉強したいと思っています．2019
年には，本学会の理事でもあった渡部茂先生が「　5歳児の唾液の量」でイグノーベル賞を受賞されました．

「ヒト1日の唾液量」というタイトルで講演していただきます．唾液研究の背景や受賞の意義について興味深
いお話が伺えると思います．一般演題にはドラッグリポジショニングに関する演題など，新しく興味深い発
表が多数エントリーされています．難治疾患への対処に有用な示唆が得られるものと期待しております．
　新しい歯科薬物療法を展開のためになすべきことは何か．厚生労働省医政局歯科保健課	小嶺祐子先生の
招聘講演「歯科医療を取り巻く状況」から，歯科保健医療ビジョンを学び，臨床や研究のあり方を改めて
考えたいと思います．構築されつつある “ 地域包括ケアシステム ” では医薬品の安全管理も重要であるため，
シンポジウム「歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割」を企画していただきました．
　一方，日常の一般歯科診療では薬物療法の情報収集が怠れません．「有病者における安心・安全な薬物療
法」「アスリートへの医療提供とアンチ・ドーピング」「口腔ケア10の鉄則」「さまざまな場面で遭遇する
口腔カンジダ～危険因子，診断，最新の治療薬まで～」「論文をアクセプトに導く統計学」など日常臨床に
役立つセミナーを企画しております．

　日本歯科薬物療法学会は第40回という節目を迎え，日本歯科医学会の専門分科会として，より一層の発
展と進化が望まれます．多数の皆様のご参加を心よりお待ちしております．

第40回日本歯科薬物療法学会学術大会

大会長　中川 洋一　 鶴見大学歯学部附属病院 
口腔機能診療科
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お 知 ら せ

演者の皆さまへ

インターネット学術大会は6月27日（土）28日（日）に予定していた学会スケジュールならび
にプログラムに従ってご発表いただくようお願いいたします．

発表方法（動画データ）

　	インターネット学術大会に掲載する講演データは，企画演題・一般演題とも，音声を入れ
たプレゼンソフト（PowerPoint,	Keynote）を動画に変換してアップロードしていただきた
くお願いいたします．

　	音声付の動画は，下記3つの作成方法があります．①～③のいずれかを選んでデータを登
録してください．

　　①ナレーションはご本人の声で直接スライドに録音する．

　　②ご本人の声で録音したナレーションとスライドを別々に作成する．

　　③ナレーションはスライドのノートに文字として入力し人工音声を使用する．

　	データの作成方法と登録については第40回日本歯科薬物療法学会学術大会 Web 開催サ
ポートデスクでご確認いただき，［講演データの作成方法と登録］でご登録ください．

　	発表動画データ登録期間	 5月18日（月）～6月7日（日）ここまでにご登録ください	

　サポートデスクでの確認	 6月8日（月）～6月17日（水）

　主催者による画面確認	 6月18日（木）～6月23日（火）

　公開期間	 6月27日（土）～7月26日（日）

発表時間

一般演題 7分
教育講演 60分
特別講演 60分
招聘講演 60分
イグノーベル賞受賞講演 60分
ランチョンセミナー1 60分
ランチョンセミナー2 60分
委員会報告 30分
ワークショップ 1題15分　合計60分
シンポジウム 1題15分　合計60分
教育シンポジウム 1題25分　合計75分
認定制度講演会：統計学セミナー 45分
認定制度講演会：薬剤師によるセミナー 1題20分　合計60分

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，通常の現地開催ではなく，�
インターネット学術大会として下記の要領でWeb開催を行うこととなりました．
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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．

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 ○○△△
□□製薬会社顧問（20×× ～20××）�
年間○○万円

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

参加者の皆さまへ

インターネット学術大会にご参加ください．閲覧用の ID とパスワードをメールでお知ら
せいたします．

第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会は出席・受講状況の確認が
でき，参加証明書が発行されます．

参加登録

第40回日本歯科薬物療法学会学術大会の WEB サイトからご登録ください．

令和2年度第1回理事会，社員総会のお知らせ

メール会議を開催いたします．

認定試験のお知らせ

8月2日（日）　14：00～15：00

鶴見大学歯学部附属病院 地下1階 大会議室
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

A 会 場 B 会 場
6月27日土1日目

 9：00～9：10 開会式 ・ 会員報告
 9：10～9：50 委員会報告

座長：岩渕 博史
4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報告 ―口腔乾燥症の新分類（案）―

土井田 誠

 9：10～9：40
一般演題 1 （01～03）

硬組織
座長：戸苅 彰史

 9：40～10：10
一般演題 2 （04～06）

ドラッグ リポジショニング
座長：山越 康雄10：00～11：10

ワークショップ
Burning Mouth Syndrome （BMS）を改めて考える

～その新しい概念と治療法について～
座長：土井田 誠、伊藤 幹子

講師：土井田 誠、伊藤 幹子、徳倉 達也、山下 映美

10：10～10：30 一般演題 3 （07～08）
分子シャペロン　座長：佐伯 万騎男

10：30～11：10
一般演題 4 （09～12）

抗菌薬・抗菌物質
座長：今井 健一

11：20～12：20 教 育 講 演
脳における味と匂いの統合

～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～
座長：小林 真之
講師：村本 和世

12：30～13：30
ランチョンセミナー 1

様々な場面で遭遇する口腔カンジダ症
―危険因子，診断，最新の治療薬まで―

講師：岩渕 博史
共催：富士フイルム富山化学株式会社

13：40～14：40
特 別 講 演

歯周組織再生剤リグロスⓇが変える歯科再生医療の未来
座長：松野 智宣
講師：村上 伸也

14：50～15：50
招 聘 講 演

歯科保健医療を取り巻く状況
座長：金子 明寛
講師：小嶺 祐子

16：00～17：00
2019年度イグノーベル賞受賞講演

ヒト１日の唾液量
座長：戸谷 収二
講師：渡部 　茂

学会スケジュール

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

6月28日日2日目

B 会 場A 会 場
 9：00～10：15

教育シンポジウム

歯科医療に必要な漢方薬の知識

座長：王　 宝禮
シンポジスト：王　 宝禮、砂川 正隆、筒井 健夫

 9：00～9：30
一般演題 5 （13～15）
口腔︲全身ネットワーク

座長：山崎 　裕
 9：30～9：50　一般演題 6 （16～17）

唾　液
座長：上川 善昭

 9：50～10：30
一般演題 7 （18～21）

炎　症
座長：三宅 　実

10：20～11：30

シンポジウム

歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割

座長：澤田 しのぶ
シンポジスト： 斎藤 義夫、澤田 しのぶ

足立 了平、岩渕 博史

10：30～11：00
一般演題 8 （22～24）

副 作 用
座長：鎌谷 宇明

11：00～11：30
一般演題 9 （25～27）

有 病 者
座長：川辺 良一

11：40～12：40
ランチョンセミナー 2

口腔ケア 10の鉄則

講師：岸本 裕充

共催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

12：50～14：35
第9回認定制度教育講演会・

第23回臨床治験担当者制度講習会

［ 統計学セミナー］ 12：50～13：35
座長：上川 善昭、山根 伸夫
講師：野村 義明

［ 薬剤師によるセミナー］ 13：35～14：35
座長：斎藤 義夫
講師： 竹野 敏彦

小松﨑 康文
斎藤 義夫

14：35～14：45 表彰式 ・ 閉会式
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

A 会 場 B 会 場
6月27日土1日目

 9：00～9：10 開会式 ・ 会員報告
 9：10～9：50 委員会報告

座長：岩渕 博史
4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報告 ―口腔乾燥症の新分類（案）―

土井田 誠

 9：10～9：40
一般演題 1 （01～03）

硬組織
座長：戸苅 彰史

 9：40～10：10
一般演題 2 （04～06）

ドラッグ リポジショニング
座長：山越 康雄10：00～11：10

ワークショップ
Burning Mouth Syndrome （BMS）を改めて考える

～その新しい概念と治療法について～
座長：土井田 誠、伊藤 幹子

講師：土井田 誠、伊藤 幹子、徳倉 達也、山下 映美

10：10～10：30 一般演題 3 （07～08）
分子シャペロン　座長：佐伯 万騎男

10：30～11：10
一般演題 4 （09～12）

抗菌薬・抗菌物質
座長：今井 健一

11：20～12：20 教 育 講 演
脳における味と匂いの統合

～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～
座長：小林 真之
講師：村本 和世

12：30～13：30
ランチョンセミナー 1

様々な場面で遭遇する口腔カンジダ症
―危険因子，診断，最新の治療薬まで―

講師：岩渕 博史
共催：富士フイルム富山化学株式会社

13：40～14：40
特 別 講 演

歯周組織再生剤リグロスⓇが変える歯科再生医療の未来
座長：松野 智宣
講師：村上 伸也

14：50～15：50
招 聘 講 演

歯科保健医療を取り巻く状況
座長：金子 明寛
講師：小嶺 祐子

16：00～17：00
2019年度イグノーベル賞受賞講演

ヒト１日の唾液量
座長：戸谷 収二
講師：渡部 　茂

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

6月28日日2日目

B 会 場A 会 場
 9：00～10：15

教育シンポジウム

歯科医療に必要な漢方薬の知識

座長：王　 宝禮
シンポジスト：王　 宝禮、砂川 正隆、筒井 健夫

 9：00～9：30
一般演題 5 （13～15）
口腔︲全身ネットワーク

座長：山崎 　裕
 9：30～9：50　一般演題 6 （16～17）

唾　液
座長：上川 善昭

 9：50～10：30
一般演題 7 （18～21）

炎　症
座長：三宅 　実

10：20～11：30

シンポジウム

歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割

座長：澤田 しのぶ
シンポジスト： 斎藤 義夫、澤田 しのぶ

足立 了平、岩渕 博史

10：30～11：00
一般演題 8 （22～24）

副 作 用
座長：鎌谷 宇明

11：00～11：30
一般演題 9 （25～27）

有 病 者
座長：川辺 良一

11：40～12：40
ランチョンセミナー 2

口腔ケア 10の鉄則

講師：岸本 裕充

共催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

12：50～14：35
第9回認定制度教育講演会・

第23回臨床治験担当者制度講習会

［ 統計学セミナー］ 12：50～13：35
座長：上川 善昭、山根 伸夫
講師：野村 義明

［ 薬剤師によるセミナー］ 13：35～14：35
座長：斎藤 義夫
講師： 竹野 敏彦

小松﨑 康文
斎藤 義夫

14：35～14：45 表彰式 ・ 閉会式
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プログラム

6月27日（土）　A会場

開 会 式 9：00～9：10

 大会長　中川 洋一（鶴見大学）

会員報告 理事長　金子 明寛（東海大学）

委員会報告 9：10～9：50

座長：岩渕 博史（神奈川歯科大学）

4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報告 
―口腔乾燥症の新分類（案）―

土井田 誠（杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科）

ワークショップ 10：00～11：10

座長：土井田 誠（杉田玄白記念公立小浜病院）	
伊藤 幹子（愛知学院大学）            

Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える 
～その新しい概念と治療法について～

WS-1　 Oral Sensory Complaints （OSC） 
～古くて新しい概念～ BMSとの関係

	 杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科	 土井田　誠

WS-2　口腔外科リエゾン外来における BMSの診断と治療
	 愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座	 伊藤　幹子

WS-3　 精神医学的視点から見た BMSの対処 
～抗うつ薬の使い方や医科との連携のコツ～　

	 名古屋大学医学部附属病院 精神科 徳倉　達也

WS-4　 味覚障害患者における臨床的特徴と治療成績に関する検討 
～ BMS患者の味覚障害への対応のヒント～

	 砂川市立病院 歯科口腔外科，　　　　　　　　　　　　 　　　  
 北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野口腔診断内科学教室 山下　映美
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教育講演 11：20～12：20

座長：小林 真之（日本大学）

脳における味と匂いの統合 
～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～

村本 和世（明海大学歯学部 形態機能成育学講座生理学分野）

ランチョンセミナー1 12：30～13：30

 
様々な場面で遭遇する口腔カンジダ症 
―危険因子，診断，最新の治療薬まで―

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）

共催：富士フイルム富山化学株式会社

特別講演 13：40～14：40

座長：松野 智宣（日本歯科大学）

歯周組織再生剤リグロスⓇが変える歯科再生医療の未来

村上 伸也（大阪大学大学院歯学研究科 歯周病分子病態学）

招聘講演 14：50～15：50

座長：金子 明寛（東海大学）

歯科保健医療を取り巻く状況

小嶺 祐子（厚生労働省医政局 歯科保健課）

2019年度イグノーベル賞受賞講演 16：00～17：00

座長：戸谷 収二（日本歯科大学）

ヒト1日の唾液量

渡部 茂（明海大学保健医療学部 口腔保健学科）
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6月27日（土）　B会場

一般演題1　［ 硬組織 ］ 9：10～9：40

座長：戸苅 彰史（愛知学院大学）

01 医療用輸液の混合により析出した低結晶ハイドロキシアパタイトの評価と 
二相性骨補填材の開発

	 日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座	 山口　友輔

02 グロボ系列スフィンゴ糖脂質による骨代謝制御
	 愛知学院大学歯学部 薬理学講座，　  
 愛知学院大学歯学部 歯科矯正学講座	 濵村　和紀

03 米発酵エキスが象牙芽細胞様細胞（KN-3）のタンパク発現におよぼす影響について
	 新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生理学分野	 岡本圭一郎

一般演題2　［ ドラッグ リポジショニング ］ 9：40～10：10

座長：山越 康雄（鶴見大学）

04 象牙芽細胞分化と象牙質形成に及ぼす麻酔導入剤ミダゾラムの 
ドラッグ・リポジショニング効能

	 鶴見大学歯学部 分子生化学講座	 唐木田丈夫

05 C2C12細胞から骨芽細胞への分化誘導のためのmidazolamと BMP-2の併用効果
	 鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座	 日高　亨彦

06 口腔ストレスに起因する心疾患に対する抗ヘルペス薬（ビダラビン）の予防効果
	 鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座	 早川　佳男

一般演題3　［ 分子シャペロン ］ 10：10～10：30

座長：佐伯 万騎男（新潟大学）

07 フェニレフリン長期投与マウスにおける小胞体ストレスの関与
	 鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科，  
 相模女子大学栄養科学部 応用栄養学研究室	 吉野　陽子

08 分子シャペロンR2TPの口腔扁平上皮癌進展における機能解析
	 新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野	 柿原　嘉人
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一般演題4　［ 抗菌薬・抗菌物質 ］ 10：30～11：10

座長：今井 健一（日本大学）

09 LEDダイオードとグレーチタンによる抗菌的光線化学療法の細胞毒性について
	 日本歯科大学新潟生命歯学部 微生物学講座	 葛城　啓彰

10 プロバイオティクス菌Lactobacillus fermentum ALAL020の培養上清中の 
抗歯周病菌活性の特性について

	 鶴見大学歯学部 口腔微生物学講座	 河井　智美

11 タマネギ外皮抽出物（OE）の口腔内病原微生物に対する抗菌作用
	 鶴見大学歯学部 口腔微生物学講座	 向井　陽子

12 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世代セフェム薬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
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6月28日（日）　A会場

教育シンポジウム 9：00～10：15

座長：王 宝禮（大阪歯科大学）

「歯科医療に必要な漢方薬の知識」

ES-1　口腔疾患に有効な漢方薬
	 大阪歯科大学歯学部 歯科医学教育開発室	 王　　宝禮

ES-2　漢方薬の構成生薬　～歯科で頻用される方剤より～
	 昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門	 砂川　正隆

ES-3　歯科大学における漢方医学教育の実際
	 日本歯科大学生命歯学部 薬理学講座 筒井　健夫

シンポジウム 10：20～11：30

座長：澤田 しのぶ（神奈川歯科大学）

「歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割」

S-1 医薬品の管理と歯科における特徴
 鶴見大学歯学部附属病院 薬局 斎藤　義夫

S-2 歯科衛生士に対するアンケート調査結果
 神奈川歯科大学附属病院 歯科衛生士科 澤田しのぶ

S-3 歯科衛生士教育における医薬品安全管理
 神戸常盤大学短期大学部，  
 ときわ病院 歯科口腔外科  足立　了平

S-4 本学会としての今後の課題
 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

ランチョンセミナー2 11：40～12：40

 
口腔ケア 10の鉄則

岸本 裕充（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座）

共催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
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第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会 12：50～14：35

　「統計学セミナー」　12：50～13：35

座長：上川 善昭（鹿児島大学）	
山根 伸夫（今井病院）  

 論文をアクセプトに導く統計
	 鶴見大学歯学部 探索歯学講座	 野村　義明

　「薬剤師によるセミナー」　13：35～14：35

座長：斎藤 義夫（鶴見大学）

　1 アスリートへの医療提供とアンチ・ドーピング　
	 日本歯科大学新潟病院 薬剤科	 竹野　敏彦

　2 有病者における安心・安全な薬物療法　―高血圧症患者―
	 日本大学松戸歯学部付属病院 薬剤室	 小松﨑康文

　3 有病者における安心・安全な薬物療法　―糖尿病患者―
	 鶴見大学歯学部附属病院 薬局	 斎藤　義夫

表彰式・閉会式 14：35～14：45

 大会長　中川 洋一（鶴見大学）
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6月28日（日）　B会場

一般演題5　［ 口腔－全身ネットワーク ］ 9：00～9：30

座長：山崎 裕（北海道大学）

13 鶴見大学歯学部附属病院発行の院外処方箋に関する疑義照会の現状 
―保険薬局における調査―

	 田辺薬局株式会社	 倉岡　貴徳

14 歯科を併設しない病院と近接歯科医院の周術期口腔機能管理の取り組み 
および臨床的検討

	 岡部歯科	 戸木田怜子

15 腎臓病患者における口腔内環境と栄養状態との関連について
	 医療法人社団相和会 渕野辺総合病院，  
 相模女子大学大学院 栄養科学研究科　	 小島　志保

一般演題6　［ 唾　液 ］ 9：30～9：50

座長：上川 善昭（鹿児島大学）

16 低亜鉛血症を伴った口腔乾燥患者に対する 
栄養機能食品アエンプロユースⓇの使用評価

	 日本歯科大学新潟病院 口腔外科，　　　　　　　  
 日本歯科大学新潟生命歯学部 食育・健康科学講座	 戸谷　収二

17 シェーグレン症候群患者における唾液分泌量とう蝕経験歯数との関係
	 神奈川歯科大学 総合歯科学講座，　　　　  
 国立病院機構栃木医療センター 臨床研究部	 佐藤真理子

一般演題7　［ 炎　症 ］ 9：50～10：30

座長：三宅 実（香川大学）

18 希少糖によるマウス樹状細胞の機能調節
	 香川大学医学部 歯科口腔外科学講座，  
 香川大学医学部 免疫学講座　　　　　	 髙尾健二郎

19 口腔粘膜疾患モデルの開発
	 日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座	 竹内　麗理

20 皮膚より侵入した黄色ブドウ球菌が感染源と考えられた 
感染性心内膜炎により口腔カンジダ症を発症した1症例

	 地域医療機能推進機構 仙台病院	 佐藤　新一
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21 入院加療を要した超高齢者重症歯性感染症3例の検討
	 日本歯科大学新潟病院 口腔外科	 赤柴　　竜

一般演題8　［ 副作用 ］ 10：30～11：00

座長：鎌谷 宇明（昭和大学）

22 表層にカンジダ症を合併した薬剤性（MTX）潰瘍の2例
	 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

23 薬剤を起因とする口腔癌術後せん妄の2例
	 豊田厚生病院 歯科口腔外科	 兼子　隆次

24 術前術後化学療法を併用した当科 ARONJ手術の臨床成績 
～パイロットスタディー～

	 東邦大学医学部 口腔外科	 兼古　晃輔

一般演題9　［ 有病者 ］ 11：00～11：30

座長：川辺 良一（大船中央病院）

25 抜歯後出血を契機に判明した第ⅩⅢ因子欠乏症の1例
	 東京都立広尾病院 歯科口腔外科	 小林　　裕

26 血小板無力症患者の埋伏歯を含む両側上顎智歯の抜歯経験
	 鹿児島市立病院 歯科口腔外科	 新田　哲也

27 抗血栓治療薬服用川崎病患者の急性化膿性根尖性歯周炎への立効散の効果
	 大阪歯科大学 歯科医学教育開発室	 王　　宝禮
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抄　　録

特 別 講 演

教 育 講 演

招 聘 講 演

2019年度イグノーベル賞受賞講演

ワークショップ

教育シンポジウム

シンポジウム

第9回認定制度教育講演会・ 
第23回臨床治験担当者制度講習会

委員会報告

ランチョンセミナー1

ランチョンセミナー2

一 般 演 題





特 別 講 演

歯周組織再生剤リグロスⓇが変える 
歯科再生医療の未来

村上 伸也
大阪大学大学院歯学研究科 歯周病分子病態学

6月27日（土）　13：40～14：40

A会場

座長：松野 智宣（日本歯科大学）
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　歯科領域においては，1980年代に GTR 法および GBR 法が報告され，
臨床応用が始まる等，医科に先駆けて再生医学を再生医療へと展開し，
再生医療分野を先導する実績を残してきた．我々の研究室では，強力な
血管新生作用と間葉系細胞の増殖誘導能を有する塩基性線維芽細胞増殖
因子（FGF-2）に着目し，FGF-2を歯周外科時に局所投与することによ
り，歯周病の進行により破壊された歯周組織の再生を誘導・促進しよう
とする，新規歯周組織再生療法の開発に取り組んできた．基礎研究の結
果，FGF-2は歯根膜細胞の遊走や増殖を促進するのみならず，同細胞
からの高分子量ヒアルロン酸の産生や，VEGF の産生を顕著に促進す
ることが明らかとなった．また，ビーグル犬やカニクイザルを用いた動
物実験の結果から，FGF-2の局所投与は，セメント質や歯槽骨の新生
ならびに線維性付着の再構築を伴う有意な歯周組織再生を誘導すること
が示された．その後に実施された臨床試験（治験）では，0.3%	FGF-2
製剤の局所投与が，9ヶ月後に有意な歯槽骨新生を誘導することがレン
トゲン的に実証された．さらに，その歯槽骨の新生量に関し，同
FGF-2製剤がエナメルマトリクスタンパク（EMD）に対し優越性を示
すことも明らかにされた．また，これら一連の臨床試験（治験）におい
て，重篤な有害事象等は観察されることはなかった．そして以上の結果
を受け，日本発・世界初の歯周組織再生剤（リグロスⓇ：0.3%	FGF-2
製剤）が我が国に誕生した．
　リグロスⓇの基剤には，ヒドロキシプロピルセルロース（HPC）が用
いられているが，HPC は足場材としての機能は有していない．そのた
め，重度な歯周組織欠損部に対応するためには，リグロスⓇと骨補填剤
等との併用療法が期待されている．また，リグロスⓇの局所投与は，歯
科用インプラントの osseointegration を活性化することが動物実験で
示されている．これらの新規利用法に関しても，その有効性・安全性の
検証が今後真摯になされることが期待されている．
　本講演では，リグロスⓇが切り開く歯周組織再生療法の近未来を，そ
してさらには，リグロスⓇが変えていく歯科再生医療の将来展望につい
て，先生方と共に考察したい．

歯周組織再生剤リグロスⓇが変える 
歯科再生医療の未来

村上 伸也
大阪大学大学院歯学研究科 歯周病分子病態学

特 別 講 演

略　　歴

1988年	
	 	大阪大学大学院 歯学研究科 修了
1988年	
	 	米国国立衛生研究所（NIH）	

博士研究員
1990年	
	 	大阪大学・助手 歯学部
1992年	
	 	大阪大学・講師 歯学部附属病院
2000年	
	 	大阪大学・助教授 大学院歯学研究科
2002年～現在	
	 	大阪大学・教授 大学院歯学研究科
2016年～現在	
	 	大阪大学歯学部附属病院 病院長
2019年	
	 	特定非営利活動法人 日本歯周病学会	

理事長

受 賞 歴

2009年：	
	 	アメリカ歯周病学会（AAP）：	

R.	Earl	Robinson	Regeneration	Award
2012年：	
	 	国際歯科研究学会（IADR）：William	

J.	Gies	Award	for	Clinical	Research	
2013年：	
	 	IADR：Distinguished	Scientist	

Award：	Basic	Research	in	
Periodontal	Research	Award

2018年：	
	 	IADR/PRG	Award	in	Regenerative	

Periodontal	Medicine

資 格 等

日本歯周病学会：専門医・指導医
日本歯科保存学会：専門医・指導医
日本再生医療学会：再生医療認定医



教 育 講 演

脳における味と匂いの統合 
～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～

村本 和世
明海大学歯学部 形態機能成育学講座生理学分野

6月27日（土）　11：20～12：20

A会場

座長：小林 真之（日本大学）
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　食に関して「味わう」という語を用いるが，この場合の「味」とは感覚
としての味覚だけで決定されるものではない．我々が食物の味を認識する
時に判断材料とする味とは，匂い（嗅覚）や口腔内の粘膜で受ける感覚（触
圧覚・温度覚など）を味覚に加えた複合感覚としての「風味（フレーバー）」
である．風味の受容は多くの哺乳動物の中でも特にヒトで最も特徴的に獲
得されたものであり，風味を得たことにより我々人類は美味しさという喜
びを得て，単なる栄養素の摂取に留まらない食の楽しみを感じるようになっ
たのである．しかし，風味は複合的に種々の感覚が影響し合って生じる感
覚であることから，その形成機構については未だはっきりとしない点が多
い．風味の形成では，特に化学感覚である味覚と嗅覚の統合が重要であり，
我々の研究室では両者の統合機構に関しての研究を行っている．
　本講演では，風味の形成・認知機構に関する知見について，我々の研究
成果を交えながら，以下の点について順に紹介していきたい．
（1）	化学感覚を理解する基本的な知識として，味覚と嗅覚それぞれの特徴

や役割，受容から中枢への情報伝達経路，中枢情報処理機構などにつ
いて従来の説明を概観する．特に，食における匂いの受容の成立と役
割について詳述したい．

（2）�食における化学感覚の役割，特に風味形成機構について，これまでの
背景から，歴史的な経過について，両者の統合が風味の成立に重要で
あるという点を，事例を挙げながら説明したい．さらに，風味形成の
責任領域として考えられる脳領域（その根拠となる研究結果），機構
などについても概説する．

（3）�化学感覚の統合機構を解明することを目標にマウスを用いて行った
我々の研究成果を紹介する．我々は，マウスに味・ニオイそれぞれの
刺激を単独で与えた場合に応答する脳領域と，同時刺激した場合の応
答領域を光学イメージング法で比較観察し，両感覚の統合の場や風味
の形成機構について考察した．さらに，マウスに特定の味と匂いの間
での連合学習（すなわち風味の形成）を成立させると，味または匂い
に対する大脳皮質の応答領域が学習前に比べて顕著に拡張することを
見いだした．これらの実験結果を紹介しながら，風味形成に関する
我々の仮説を述べたい．

（4）�風味に対する影響度は，味覚よりも嗅覚の比重の方が高いことから，
例えば味覚障害の方に対して，匂いがどれ位影響を及ぼし得るのか，
影響があるのならば，匂いでの味覚障害の改善は可能となり得るのか
等の点について最後に考察してみたい．

脳における味と匂いの統合
～味覚異常の薬物療法の確立を目指して～

村本 和世
明海大学歯学部 形態機能成育学講座生理学分野

教 育 講 演

略　　歴

1989年3月	
	 	東京都立大学理学部生物学科 卒業
1991年3月	
	 	上智大学大学院理工学研究科	

博士前期課程（生物科学専攻） 	
修了（理学修士）

1995年3月	
	 	東京大学大学院医学系研究科	

第三種博士課程（第2基礎医学専攻）	
修了（博士（医学））

1995年4月～1997年6月	
	 	日本学術振興会特別研究員
1997年7月～2002年7月	
	 	（財）東京都神経科学総合研究所
（現：東京都医学総合研究所）	
主事研究員（神経生化学部門）

2002年8月～2008年8月	
	 	高知医科大学・医学部・第一生理学

教室 助教	
（在職中，統合や国立大学法人化に
より名称変更あり，現・高知大学）

2008年9月～2012年3月	
	 	明海大学歯学部形態機能成育学講座

生理学分野・准教授
2012年4月～	
	 	明海大学歯学部形態機能成育学講座

生理学分野・教授
現在に至る



招 聘 講 演

歯科保健医療を取り巻く状況

小嶺 祐子
厚生労働省医政局 歯科保健課

6月27日（土）　14：50～15：50

A会場

座長：金子 明寛（東海大学）
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　日本の人口構造は，2004年の12,779万人をピークに減少傾向にある．
一方で，年齢階級別にみると75歳以上人口は増加し続け，2025年には約
18% になると推測されている．いわゆる「団塊の世代」が75歳以上とな
る2025年以降は，日本の総人口が減少する中で，高齢者人口の割合が増
加することから，国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込ま
れている．このような社会構造の変化に対応するため，厚生労働省は「地
域包括ケアシステム」の構築を目標に掲げ，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，地域の包
括的な支援・サービス提供体制の構築を推進してきた．そして，今後は，
2040年に向けて，急速に生産年齢人口が減少する中で医療・福祉サービ
スを維持していくために，健康寿命の延伸と医療・福祉サービスの生産性
の向上への取組が求められている．この健康寿命の延伸プランでは，2040
年までに健康寿命を男女ともに3年以上延伸し（2016年比），75歳以上と
することを目指しているが，この中の疾病予防・重症化予防の取組のひと
つとして，歯周病等の対策の強化が含まれている．
　歯科保健医療の状況をみると，小児のう蝕が減少する一方で，高齢化の
進展に伴い歯周病や高齢者のう蝕は増加し，歯科疾患の予防や口腔機能の
維持・回復の重要性が増すなど，人口構成の変化や歯科疾患の罹患状況の
変化等により，歯科保健医療を取り巻く状況は大きく変化している．また，
地域包括ケアシステムの構築を進める中で，在宅歯科医療のニーズも増加
している．厚生労働省では，このような歯科保健医療の状況を鑑み，国民
のニーズに基づき質の高い歯科医療提供のあり方等について議論を行うこ
とを目的に歯科医師の資質向上等に関する総合的な議論を行う「歯科医
師の資質向上等に関する検討会」を開催し，同検討会の中間報告として

「歯科保健医療ビジョン」（2017年12月）が取りまとめられた．
　「歯科保健医療ビジョン」は，歯科保健医療の需要の変化を踏まえた，
これからの歯科保健医療の提供体制の目指すべき姿として，かかりつけ歯
科医の機能・役割，地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関等の役割，
医科歯科連携の方策などについてまとめられている．今後は，各地域にお
ける歯科保健医療のニーズをふまえつつ，歯科医療機関とその他関係機関
や行政等が連携し，歯科保健医療提供体制を構築することが求められる．
　本日は，「歯科保健医療ビジョン」をご紹介させていただきつつ，近年
の歯科保健医療を取り巻く状況についてお話させていただきたい．

歯科保健医療を取り巻く状況

小嶺 祐子
厚生労働省医政局 歯科保健課

招 聘 講 演

略　　歴

2000年	
	 東北大学歯学部 卒業
2006年	
	 	東北大学大学院歯学研究科	

博士課程 修了
2008年	
	 	東北大学大学院歯学研究科 	

加齢歯科学分野 助教
2011年	
	 	厚生労働省入省
	 	保険局医療課医療指導監査室，	

老健局老人保健課等
2015年	
	 	厚生労働省保険局 医療課
2018年	
	 	厚生労働省医政局 歯科保健課 	

課長補佐（現職）



2019年度イグノーベル賞受賞講演

ヒト1日の唾液量

渡部 茂
明海大学保健医療学部 口腔保健学科

6月27日（土）　16：00～17：00

A会場

座長：戸谷 収二（日本歯科大学）
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　ヒトの「1日の総唾液分泌量」について，口腔環境や機能に関する研究
者の間では，早期から関心の高い研究課題であったに違いない．でもこの
研究に取り掛かかる人は誰もいなかった．唾液分泌速度の測定は決して難
しくはないが，測定誤差が大きいこと，分泌速度には個人差が大きく，ま
た同一個人でも変化が大きいこと，尿量なら畜尿瓶に放尿すればよいが，
唾液は嚥下するものであり，それを嚥下させずに吐き出させることの不自
然さなどが足かせとなっていた．そのような唾液を一日中測定すること自
体不可能と考えられ，それに当時の生理学の教科書には1日の唾液分泌量
は1～1.5L と記載されていたことから，（現在もそのまま），やるまでも
ないという暗黙の了解がまかり通っていた．しかし調べてみると，その裏
付けとなる文献はどこにもなく，1～1.5L はいつ・どこで・誰が言い出し
たことなのか全く不明であった（現在も）．
　私は1985年からマニトバ大学，Oral	Biology，Colin	Dawes 教授の下
で2年間唾液研究の基礎を学ぶ機会を得た．留学翌日午後から，（時差ぼ
けのまま），かねての打ち合わせ通り，味覚の順応現象と唾液分泌への影
響について研究を開始した．研究を進めているうちに，「1日唾液量」は
少しずつ私にとって大きな問題に成長してきていた．そしてある日，いく
つかのアイデアを提案した結果，「1日唾液量」のプロジェクトがスター
トすることとなった…．
　まずは成人を対象に結果を出し，帰国後1995年に「5歳児の1日唾液量」
の論文を完成させた．そしてそれから25年の月日が立った昨年，1日中被
験者に寄り添って唾液を採取しなければできないと思われていた測定を，
まったく異なった方法と計算にて求めたこのアイデアが，イグノーベル賞
審査委員の目に留まることとなった．
　2019年イグノーベル賞授賞式，受賞者講演会は例年のごとく今回も，赤
煉瓦の荘厳なハーバード大学，目を見張る近代的建築群からなる MIT，
両大学で開催された．人々を笑わせ，考えさせる研究業績に対して与えら
れるイグノーベル賞は，1991年に設立され，両大学のノーベル賞受賞者を
含む審査委員会にて組織運営されている．イグノーベル賞を受賞した研究
が後にノーベル賞を受賞することもあり，単なるパロディーを超えて，世
界中の独創性のある研究を発掘する役割も担っている．受賞者の選考に当
たっては，毎年9,000前後の推薦論文の中から厳格公正に行われている

（マーク・エイブラハム委員長）とのことである．
　本家のノーベル賞は毎年候補者がノミネートされ，世の中が期待する中
での選考が行われるが，イグノーベル賞は，話題にすらならず，誰も気が
付かないところに突然光が当たり，そこからすべてが始まる．25年前の雑
誌に発表した論文の何が Laugh で何が Think だったのか？	そして，マイ
ナーな唾液研究に明かりを灯したこの賞の意味するところは一体何だった
のか？唾液研究の背景と共に解説を試みる予定である．

ヒト1日の唾液量

渡部 茂
明海大学保健医療学部 口腔保健学科

2019年度イグノーベル賞受賞講演

略　　歴

1977年	
	 	岐阜歯科大学（朝日大学歯学部） 卒業	

同 助手
1982年	
	 	北海道医療大学歯学部 講師
1985年	
	 	同大学 助教授
1985年～1987年	
	 	Manitoba 大学 客員教授	
（Oral	Biology）

1995年	
	 	明海大学歯学部教授 大学院教授
2017年	
	 	同大学 定年退職，同名誉教授
2018年	
	 	同大学保健医療学部設置準備室 教授
2019年	
	 	同 教授
現在に至る

学会活動

日本子ども虐待防止歯科研究会会長
日本子ども学会理事
日本健康医療学会常務理事
日本障害者歯科学会評議員
日本咀嚼学会評議員
千葉県学校保健学会理事
日本小児歯科学会名誉会員
Dent	Oral	Maxillofac	Res.	Editor-in-chief

受 賞 歴

日本小児歯科学会賞
イグノーベル賞

著書訳書等：

Macro	to	Nano	Spectroscopy,	J.	Uddin	ed,	
（INTECH）．
「Saliva	and	Oral	health」，M.	Edgar（ed），
渡部 茂監訳（医歯薬出版）

「Dental	Caries」O.	Fejerskov（ed），	
高橋信博他監訳（医歯薬出版）．
分担　他



ワークショップ

Burning Mouth Syndrome（BMS）を 
改めて考える 

～その新しい概念と治療法について～

6月27日（土）　10：00～11：10

A会場

座長：	土井田 誠（杉田玄白記念公立小浜病院）	
伊藤 幹子（愛知学院大学）

WS-1　杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科	 土井田　誠

WS-2　愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座	 伊藤　幹子

WS-3　名古屋大学医学部附属病院 精神科	 徳倉　達也

WS-4　	砂川市立病院 歯科口腔外科， 
北海道大学大学院歯学研究院  
口腔病態学分野口腔診断内科学教室	 山下　映美



26	 歯　薬　療　法	 Vol. 39 No. 2 2020

　2018年の国際頭痛学会（IHS）分類第3版で，Burning	Mouth	Syndrome（BMS）は

「1日2時間以上かつ3か月以上持続する口腔粘膜表層の灼熱痛で，外見上も感覚検査を

含む臨床検査も正常所見を呈するもの」と定義され，

1）主観的な口腔乾燥感や味覚異常等を訴えることがある

2）精神疾患や心理社会的問題の合併を示す研究もみられる

3）中枢・末梢神経系の変化が示唆されている

などのコメントが盛り込まれている．

　本ワークショップでは，BMS にみられる3つの口腔自覚症状（口腔乾燥感・口腔灼

熱感・味覚異常）に関連の深い Oral	Sensory	Complaints（OSC）と言う概念について

紹介させていただく（土井田担当）とともに，IHS 新分類（2018）に基づく BMS の新し

い概念やトピックス，特に精神科的治療について紹介させていただき（伊藤担当），特

に精神科的治療については精神科がご専門の徳倉先生より詳細なお話を伺う．また

BMS における口腔乾燥感・味覚異常の実態や治療法については充分な知見が得られて

いるとは言い難いが，このうち味覚異常への対応について示唆に富むご研究を山下先生

よりご紹介いただく．

　IHS 新分類（2018）が提唱されてまだ日も浅いことから，今後，この新たな定義に合

致する BMS 症例の集積とそれに対する治療等の知見の蓄積が重要となるが，本ワーク

ショップが今後の BMS 研究に少なからず貢献できれば幸いである．

座長のことば

本ワークショップ開催の意義

土井田 誠
杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科

伊藤 幹子
愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座

ワークショップ　［ Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える ～その新しい概念と治療法について～ ］
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Oral Sensory Complaints（OSC） 
～古くて新しい概念～ BMS との関係

土井田 誠
杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科

ワークショップ　［ Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える ～その新しい概念と治療法について～ ］

略　　歴

1982年	
	 	愛知学院大学歯学部 卒業
1986年	
	 	名古屋大学大学院医学研究科 	

博士課程（臨床組織病理） 修了
1986年～1987年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（医員）
1987年～1988年	
	 	市立敦賀病院 歯科（医員）
1988年～1989年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（医員）
1989年～1999年	
	 	JA 岐阜厚生連揖斐総合病院 	

歯科口腔外科（部長）
1999年～2000年	
	 	岐阜大学医学部 口腔外科学講座	
（助手）

2001年～2003年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（講師）
2003年～2010年	
	 	岐阜大学医学部 口腔外科学講座 /	

岐阜大学大学院医学系研究科 	
口腔病態学分野（助教授 / 准教授）

2010年～2020年	
	 	杉田玄白記念公立小浜病院 	

歯科口腔外科（主任医長）
2020年～現在	
	 	杉田玄白記念公立小浜病院 	

歯科口腔外科（部長）

資　　格

医学博士
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本病理学会認定口腔病理専門医・
研修指導医
歯科医師臨床研修指導医

WS-1

　われわれは，一般成人1,188名についてサクソンテストによる刺激時唾液分泌
量（SSFR 値）と口腔3自覚症状（口腔乾燥感・口腔灼熱感・味覚異常）の有無・
強度（VAS 値）に関する調査を行い，これら3つの自覚症状の有無と強度が
SSFR 値の低下と有意な相関を示すこと，各症状が互いに緊密な関連を以て発現
することなどを明らかにしたが，高 SSFR（≧5.50	g/2分）群においてもこれら3
症状が発現する場合が相当数あり，その発現に唾液分泌低下以外の要因が関与し
ていることが示唆された（Toida	M	et	al：J	Oral	Pathol	Med	2010）．
　Oral	Sensory	Complaints（OSC）は，原因不明の上記3症状のひとつ乃至すべ
てを訴える病態に対して Nagler	RM ＆ Hershkovich	O（J	Pain	2004）および
Granot	M ＆ Nagler	RM（J	pain	2005）らが提唱した概念であるが，彼らは
OSC の発症機序として，精神的要因も除外し，末梢神経障害性慢性疼痛を想定
した．前述の高 SSFR 群で3症状を訴えた者にはこの OSC が含まれると考えら
れるが，その後，この OSC と言う名称は一般的になることもなく，BMS に取
り込まれてしまった感がある．2018年の国際頭痛学会（IHS）分類によれば，
BMS には中枢性（かつての心因性・精神的要因に因る場合に相当）と末梢性のも
のが含まれるが，定義中に「感覚検査を含む臨床検査も正常所見を呈するもの」
の一文があり，これに従えば，特に末梢性 BMS の病因として神経障害性疼痛

（であれば感覚検査で異常がみられるはず）を想定することは困難となり，病因
を精神的要因以外に求めることは難しくなりそうである．また BMS は，その名
の如く口腔灼熱感の発現を必須とし，灼熱感のみが強調された名称であるが，口
腔乾燥感・味覚異常を訴える場合も多く，これら口腔3症状のいずれかが発現す
る病態の名称としては OSC も捨て難いと思う．
　BMS の診断・治療の要諦は，「（1）2次性 BMS の除外→（2）中枢性 BMS か末
梢性 BMS かの鑑別→（3）的確な治療」であり，（1）では，局所要因（カンジダ，
扁平苔癬，唾液分泌低下など），全身要因（薬剤副作用，貧血，栄養障害，シェー
グレン症候群，糖尿病など）の除外，（2）では，精神科的・神経学的検査などが
必要となる．（3）に関しては，①局所療法（クロナゼパムやカプサイシンの塗布
や洗口，低出力レーザーなど），②全身療法（クロナゼパム，α- リポ酸，ガバペ
ンチン，アミトリプチリンなど），③認知行動療法などが有効とされている

（Ritchie	A ＆ Kramer	JM：J	Dent	Res,	2018）が，①は末梢性 BMS，②，③
は中枢性 BMS に有効と考えられよう．
　今後の課題としては，1）BMS に OSC の概念を反映させ，灼熱感・乾燥感・味
覚異常を訴える病態として包括的に捉えることはできないか，2）中枢性 BMS と
末梢性 BMS は別疾患と考えることはできないか（両者は互いに治療方針も異な
る），3）BMS の新しい定義（2018）に基づいた症例と知見の蓄積．4）BMS の乾
燥感・味覚障害に対する治療方針の確立（中枢性 BMS なら向精神薬・認知行動
療法などにより，これら2症状も制御できる可能性が高い）などが上げられよう．
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伊藤 幹子
愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座

WS-2

【緒言】�2003年 Scala によって Burning	Mouth	Syndrome（BMS）の診断・治
療・管理は，一次性と二次性の分類から開始するという治療概念が提唱された．
すなわち「発症に関連する局所的・全身的因子の探求で，1つ以上の要因があれ
ば二次性 BMS と診断し原因疾患の治療に専念する．なければ一次性 BMS と診
断する．その場合，心理学的評価も行い精神障害による疼痛を発見する」と解
説された．
　2018年に国際頭痛分類第3版で BMS は「1日2時間以上かつ3か月以上持続
する口腔粘膜表層の灼熱痛で，外見上も感覚検査を含む臨床検査も正常所見を呈
するもの」と定義された．同分類は，主観的な口腔乾燥感・異常感覚・味覚異
常が存在したとしても，背景に原因疾患が認められない一次性 BMS こそが
BMS であるという診断概念にシフトした．
　疼痛病態分類のひとつに①侵害受容（炎症）性疼痛，②神経障害性疼痛，③中
枢機能障害性疼痛，④心因性疼痛という分類があり，①～④はオーバーラップ
するとも言われている．BMS の病態として，中枢と末梢神経系が関与する神経
障害性疼痛の可能性が議論されているが，器質的異常がないことからしばしば心
因性疼痛と診断される傾向がある．この様な背景の中，演者らは口腔外科リエゾ
ン外来（当外来）において，1999年から名古屋大学医学部精神科医師と一次性
BMS を中心に全人的医療を行っている．
【診断・治療】�舌痛を訴え当外来に受診する患者は，当外来全体の4割程である．
演者らは診断の流れとして，二次性 BMS の除外から始めている．除外すべき局
所要因には，カンジダ・扁平苔癬・唾液分泌低下などが，全身要因には薬剤性・
貧血・ビタミン B12や亜鉛不足・シェーグレン症候群・糖尿病などが指摘され
ている．心因性舌痛で紹介された患者に，検査により亜鉛欠乏症・カンジダ舌
炎・口腔乾燥症などが明らかになることも珍しくなく，その場合は亜鉛製剤，抗
真菌薬，口腔保湿剤投与などで舌痛が緩和する．各種検査を実施することは，演
者らが BMS を安易に心因性と捉えていない証として訴えの支持・保証につな
がっている．次の段階で精神科医師が，疼痛に関与する可能性のある精神疾患や
心理社会的要因の存在を診断する．7割程は身体症状症（身体症状による強い苦
痛と，その症状に関する過剰かつ不釣り合いな思考・感情・行動を特徴とする）
と診断され，1割ほどがうつ病（併存診断も含む）と診断される．
　BMS の病態を神経障害性疼痛とした場合，国際的に推奨されている第1選択
薬は三環系抗うつ薬（TCA：アミトリプチリンなど）と抗けいれん薬（プレガバ
リンなど）で，両者は歯科医師により保険処方が可能である．本大会のメイン
テーマは「歯科薬物療法の新しい展開」であり，2016年，歯科医師にも保険処
方が認められたアミトリプチリンの解説も含めて徳倉講師にバトンタッチする．

口腔外科リエゾン外来における BMS の診断と治療

ワークショップ　［ Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える ～その新しい概念と治療法について～ ］

略　　歴

1984年	
	 	愛知学院大学歯学部歯学科 卒業
	 	愛知学院大学歯学部口腔外科学	

第一講座（現・顎口腔外科学講座） 	
入局

1985年	
	 	名古屋大学医学部附属病院麻酔科 	

非常勤医員（研修医）
1987年～1991年	
	 	資生会八事病院歯科 勤務
1993年	
	 	愛知学院大学歯学部 歯学博士 	

学位取得
1994年～現在	
	 	愛知学院大学歯学部顎口腔外科学	

講座 非常勤講師
1999年	
	 	愛知学院大学歯学部附属病院にて	

リエゾン歯科医療グループ発足
	 	精神科医師・近藤三男氏（日本精神

神経学会・日本心身医学会：指導
医）に師事

2007年～2017年3月	
	 	中京大学心理学部心理学科 	

非常勤講師

所　　属

日本歯科心身医学会（理事，指導医）
日本口腔顔面痛学会（評議員，専門医）
日本口腔外科学会（認定医）
日本心身医学会（代議員）
日本口腔科学会
日本精神神経学会
など
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徳倉 達也
名古屋大学医学部附属病院 精神科

WS-3

　Burning	Mouth	Syndrome（BMS）は，口腔内に明確な器質的異常を認め
ないにもかかわらず口腔粘膜や舌に疼痛・灼熱感・味覚異常・口腔乾燥感な
どの症状を呈する疾患と定義され，近年は中枢・末梢神経双方の関与が示唆
されている．その発症や経過には心理社会的要因が影響を及ぼしている場合
も少なくないと想定され，例えば，がんに罹患したのではないかという不安，
家族を含む対人関係上の不和，社会生活上の不適応，新しいことに着手しに
くい性格傾向（Tokura	T	et	al.	J	Psychosom	Res,	2015）などの要因が報告
されている．さらに，疼痛などの症状が長く持続することにより強い心理的
苦痛を抱える患者も多く，抑うつを合併することも珍しくない．このような
背景を踏まえ，演者らは，愛知学院大学歯学部附属病院リエゾン外来におい
て，歯科口腔外科の先生方と連携する形で精神医学的評価と介入を行ってい
る（“リエゾン ” はラテン語で連携を意味する）．
　精神疾患の国際的診断基準である The	Diagnostic	and	Statistical	Manual	
of	Mental	Disorders,	Fifth	Edition（DSM-5）には，「その身体症状に見合
わないほどの過度な苦痛が生じており，思考・感情・行動に影響を及ぼして
いる」ことを特徴とする身体症状症という疾患群があるが，我々の調査では，
BMS 患者の多くは精神医学的には身体症状症に分類された．精神医学的介
入としては，精神療法に加えて薬物療法が選択肢となる．精神療法としては，
支持的精神療法に加えて認知行動療法のエッセンスを用いることが多い．薬
物療法としては，三環系抗うつ薬やセロトニン・ノルアドレナリン再取り込
み阻害薬（Serotonin	and	Norepinephrine	Reuptake	Inhibitors：SNRI）の
効果が実証されており，我々のグループも，SNRI であるミルナシプランや
デュロキセチンの疼痛軽減効果や，その効果と血中濃度との関連などについ
て報告してきた．
　本セッションでは，精神医学的視点からの BMS の理解，BMS に対する
精神医学的介入，精神科を含む医科との連携のコツ，といったことについて
お話しさせていただき，加えて，歯科医師の先生方も「末梢性神経障害性
疼痛」の病名で2016年から処方可能となった三環系抗うつ薬アミトリプチ
リン使用の際の留意点についても話題にしたい．具体的には，口渇，便秘，
排尿障害，眠気，体重増加といった副作用や，心筋伝導系への影響の可能性
などについて留意する必要がある．

精神医学的視点から見た BMS の対処
～抗うつ薬の使い方や医科との連携のコツ～

ワークショップ　［ Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える ～その新しい概念と治療法について～ ］

略　　歴

2000年	
	 名古屋大学医学部 卒業
2000年～2004年	
	 西尾市民病院 研修医・内科
2004年～2006年	
	 名古屋大学医学部附属病院 精神科
2006年～2012年	
	 総合心療センターひなが 精神科
2009年～現在	
	 	愛知学院大学歯学部附属病院	
（リエゾン外来） 非常勤医師

2012年	
	 名古屋大学大学院 博士課程修了
2012年～2013年	
	 刈谷豊田総合病院 精神科
2013年～現在	
	 	名古屋大学医学部附属病院 精神科	
（現在は助教）

資　　格

博士（医学）
精神保健指定医
日本精神神経学会 精神科専門医・指導医
精神腫瘍学の基本教育に関する指導者
臨床研修指導医
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山下 映美
砂川市立病院 歯科口腔外科
北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野口腔診断内科学教室

WS-4

【緒言】�日本では超高齢社会が進行しており，高齢者が健康に生活して QOL を
保つために豊かな食生活は不可欠である．しかし味覚異常を訴える高齢者は増加
傾向にあり，食べる楽しみが失われ，健康状態にまで影響を及ぼす可能性がある．
また若年者層の味覚障害患者も増加傾向にある．北海道大学病院歯科診療セン
ター口腔内科に味覚異常を主訴に来院する患者も増加している．今回「味覚障
害患者における臨床的特徴と治療成績に関する検討」というテーマの下，味覚
障害患者の背景因子，原因，診断と治療効果を検討した．本研究は Burning	
Mouth	Syndrome（BMS）を念頭に行われたものではないが，BMS の主要な三
症状のひとつである味覚障害への対応のヒントとなればよいと考える．
【対象と方法】�2010年7月から2017年3月に味覚異常を主訴に北海道大学病院歯
科診療センター口腔内科を受診した271例を対象とした．自覚症状，背景因子，
原因，検査所見，治療法，治療効果について後方視的に検討した．治療効果判定
は治癒，改善，不変，悪化に分類した．
【結果と考察】�対象271名の性別は男性71例，女性200例で，年齢は19歳から94
歳（平均65.5歳）であった．主な自覚症状は味覚減退116例（43%），自発性異常
味覚91例（34%）であった．主な原因は心因性97例（36%），口腔疾患58例（21%），
特発性54例（20%）であり，全体の77% を占めていた．自発性異常味覚では41
例（45%）の原因が心因性で，他と比較して心因性の割合が有意に高かった（P ＜
0.05）．治療法は236例（87%）に薬物療法が行われ，181例（77%）で改善を認め
た．主な使用薬剤はロフラゼプ酸エチル（商品名：メイラックス）（110例，
41%），漢方（106例，39%）であった．改善率はロフラゼプ酸エチル77%，漢方
56% であった．病悩期間に関しては6か月未満の症例の改善率は80% である一方
で，6か月以上の症例は71% であり，有意差は認めなかった（P = 0.09）．また，
本研究において口腔乾燥を合併している症例は184例（68%），舌痛を合併してい
る症例は129例（48%）と高確率であった．
　近年，BMS の病因としては中枢あるいは末梢神経の何らかの障害が考えられ
ており，口腔粘膜灼熱感のほか口腔乾燥感や味覚異常を訴えることも多い．ロフ
ラゼプ酸エチルはベンゾジアゼピン系抗不安薬であるが，今回の研究で本剤が心
因性や特発性の味覚障害の改善に有効であったことから，BMS においてもその
主要症状のひとつである味覚障害の改善に本剤が有用となる可能性が示唆された．

味覚障害患者における臨床的特徴と 
治療成績に関する検討
～ BMS 患者の味覚障害への対応のヒント～

ワークショップ　［ Burning Mouth Syndrome（BMS）を改めて考える ～その新しい概念と治療法について～ ］

略　　歴

2012年	
	 北海道大学歯学部 卒業
	 	北海道大学病院歯科診療センター	

研修医
2013年	
	 北海道大学病院口腔内科 医員
2019年	
	 	北海道大学大学院歯学研究院 	

博士課程 修了
	 砂川市立病院歯科口腔外科 副医長

資　　格

歯学博士
日本口腔外科学会認定医



教育シンポジウム

歯科医療に必要な漢方薬の知識

6月28日（日）　9：00～10：15

A会場

座長：王 宝禮（大阪歯科大学）

ES-1　大阪歯科大学歯学部 歯科医学教育開発室	 王　　宝禮

ES-2　昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門	 砂川　正隆

ES-3　日本歯科大学生命歯学部 薬理学講座	 筒井　健夫
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ES-1

教育シンポジウム　［ 歯科医療に必要な漢方薬の知識 ］

略　　歴

1986年	
	 北海道医療大学歯学部 卒業
1990年	
	 	北海道大学歯学部 予防歯科学講座	

助手
1992年～1994年	
	 	米国フロリダ大学歯学部 	

生物学講座 研究員
1995年～2002年	
	 大阪歯科大学薬理学講座 講師
2002年	
	 	松本歯科大学歯科薬理学講座 	

教授・附属病院 口腔内科担当
2010年～	
	 	大阪歯科大学歯学部	

歯科医学教育開発室 教授

王 宝禮
大阪歯科大学歯学部 歯科医学教育開発室

　日本の医学は，奈良時代以来中国伝統医学が主流でした．しかし，江戸時代中
期以降に西洋医学が伝えられると，これを「蘭方」と呼び，従来からの日本化
された中国医学を「漢方」と呼んでそれぞれを区別するようになりました．つ
まり，「漢方」という言葉は日本で独立し，比較的新しい日本の呼び名です．
　現在，医師の80% 以上が漢方薬の処方経験があり，歯科臨床の現場では漢方
薬を服用した患者の来院が増加していくと考えられます．また，私達が学んだ西
洋医学で対応できない口，舌，顎の痛み，口の渇きなどの訴えに対して漢方薬が
有効である場合があります．このようなことから歯科医療従事者における漢方薬
の知識は必要です．漢方薬と西洋薬には多くの異なる点があります．それが漢方
薬にあり西洋薬にはない，色々な利点や可能性に結びついているといえます．し
かし，逆に西洋薬には漢方薬にない利点もあるわけですから，その時々の病態に
応じてどちらか，または最良の組み合わせで用いられることが期待されます．西
洋医学と漢方医学は，医療の質の向上において無限の可能性があるといえます．
　最近では，日本歯科医学会から全国の大学歯学部への漢方医学教育の充実の提
案がありました．さらに歯科医学教育コアカリキュラムに「和漢薬を含む」と
いう語句が導入された背景から，日本歯科薬物療法学会では神奈川県立産業技術
総合研究所と共同で文部科学省補助事業「地域イノベーション戦略支援プログ
ラム」を利用して「歯科漢方 e ラーニングシステム」を専門の歯科医師，医師，
薬剤師により作成してきました．そして昨年には，歯科，歯科衛生士に向けた教
科書も作成されました．
　さて，医療用漢方製剤は148種類あります．本来漢方薬は「証」によって選
択されますが，現在は「虚証・中間証・実証」という証と「効能・効果」で処
方される場合が多いです．少し難しくなりますが，中国医学と漢方医学の歴史的
な背景から，漢方薬の選択には以下の3種に分類されます．それらは，中国医学
から「弁証論知」，日本漢方から「方証相対」，現代の日本医療での「病名漢方
療法」です．これらの違いも簡単に説明していきます．
　今回は，口腔疾患に有効な漢方薬の選択方法，副作用，西洋薬との相互作用に
関して基本的なお話しをさせていただきます．

口腔疾患に有効な漢方薬
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砂川 正隆
昭和大学医学部 生理学講座生体制御学部門

ES-2

　歯科口腔外科領域で使用されている漢方薬として，「口腔乾燥症」に対して
滋陰降火湯・麦門冬湯・五苓散・白虎加人参湯が，「歯周炎」に対して排膿散
及湯，「歯痛や抜歯後疼痛」に対して立効散，「口内炎」に対して茵蔯蒿湯・
半夏瀉心湯・黄連湯が用いられている．加味逍遙散は「口腔心身症や舌痛症」
に，芍薬甘草湯は「顎関節症や口腔顔面領域の筋肉痛」に，葛根湯は「口腔
顔面領域の筋肉痛や神経痛，三叉神経痛，リンパ腺炎」に適応できる．また
補中益気湯は「口腔顔面領域の疾患に関与する病後の体力低下や食欲不振」に，
十全大補湯も「口腔顔面領域の疾患に関与する病後の体力低下や食欲不振」
に適応されるが，「口腔乾燥症」にも応用しうる．
　滋陰降火湯・麦門冬湯は漢方医学的に「滋陰剤」に分類され，麦門冬・天
門冬・地黄などの潤す生薬が主成分として含まれている．ラットから摘出した
顎下腺を用いた実験で，麦門冬を顎下腺組織に投与したところ唾液の分泌が促
進されたとの報告がある．五苓散は「利水剤」に分類され，茯苓・猪苓・沢
瀉・蒼朮といった水の停滞や偏在を是正する生薬から成る．茯苓はアクアポリ
ンに対する作用が報告されている．白虎加人参湯には知母・石膏，排膿散及湯
には桔梗，立効散には細辛・竜胆，茵蔯蒿湯には山梔子，半夏瀉心湯には黄
連・黄芩 ,	黄連湯には黄連など，消炎効果を有する生薬が含まれている．桔梗
の主成分であるプラチコジンは歯周病菌 Porphyromonas gingivalis に対して
抗菌作用を有する．細辛の主成分であるメチルオイゲノールは，GABAA 受容
体を介した鎮痛作用を有する．黄連の主成分であるベルベリンは，抗菌作用，
血圧降下作用，中枢神経系抑制作用，抗炎症作用，止血作用などを有し，
Actinomyces naeslundii, Porphyromonas gingivalis, Prevotellaintermedia, 
Prevotella nigrescens, Actinobacillus actinomycetemcomitans などの歯周病
菌の増殖を抑制することが報告されている．芍薬甘草湯・葛根湯・十全大補
湯・滋陰降下湯・排膿散及湯に含まれる芍薬は，鎮痛作用，抗炎症作用，抗ア
レルギー作用，血液粘度低下抑制作用，血小板凝集抑制作用などを有する．葛
根湯に含まれる葛根には，鎮痛作用，解熱作用，鎮痙作用，血流増加作用など
が認められている．補中益気湯は補気剤，十全大補湯は気血双補剤に分類され，
いずれも体力増強を目的に使用される漢方薬で，人参・黄耆などの強壮剤が含
まれ，いずれも抗菌作用，抗ウイルス作用，免疫活性亢進作用，血圧降下作用
などを有する．
　漢方薬の名前だけ見ても一体何に使うのかよくわからないものが多いが，含
まれている生薬の作用を知ると，どのようなケースに使うことができるのか，
理解しやすくなる．

漢方薬の構成生薬
～歯科で頻用される方剤より～

教育シンポジウム　［ 歯科医療に必要な漢方薬の知識 ］

略　　歴

1996年3月	
	 	昭和大学歯学部 卒業
1996年4月～2008年3月	
	 	医療法人社団明徳会 福岡歯科
2002年10月～2008年3月	
	 	昭和大学医学部 第一生理学教室	
（兼任講師）

2008年4月～2010年7月	
	 	昭和大学医学部 第一生理学教室	
（専任講師）

2010年7月～2017年3月	
	 	昭和大学医学部 生理学講座	

生体制御学部門（准教授）
2012年9月～2013年8月	
	 	ピッツバーグ大学医学部 薬理学教室
2017年4月～現在	
	 	昭和大学医学部 生理学講座	

生体制御学部門（教授）

そ の 他

2003年4月～現在	
	 	日本工学院八王子専門学校	

医療・保育カレッジ（非常勤講師）
2008年4月～2019年3月	
	 	日本体育大学医療専門学校	
（非常勤講師）

2018年4月～現在	
	 	筑波大学理療科教員養成施設	
（非常勤講師）

2019年4月～現在	
	 早稲田大学（非常勤講師）

学会活動

日本歯科薬物療法学会（漢方 EBM 委員）
日本歯科東洋医学会（専務理事）
日本東洋医学会
全日本鍼灸学会
日本生理学会（代議員）
日本疼痛学会（代議員）
国際疼痛学会（IASP）
日本ペインクリニック学会
日本運動器疼痛学会
など
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筒井 健夫
日本歯科大学生命歯学部 薬理学講座

ES-3

　歯学教育モデル・コア・カリキュラム平成28年度改訂版では，C-6生体と薬
物の C-6-1）薬物と医薬品，C-6-2）薬理作用，C-6-3）薬物の適用と体内動態，
および C-6-4）薬物の副作用と有害作用の項目で，それぞれのねらいで和漢薬に
ついて定められている．
　漢方医学教育は各歯科大学で行われており，日本歯科大学生命歯学部薬理学の
ユニットでは漢方医学の講義が，2学年と4学年で2講義（2ユニット）実施され
ている．2019年度の講義は，生命歯学部のパソコンルームで一人一台の端末を
使用し，教材配信ソフトで資料とアンケートを配信し，講義前アンケート（プレ
アンケート），生薬の講義（約10分間），漢方 e-ラーニングのビデオによる講義

（約40分間），講義内容におけるテスト（20問，約20分間），講義後アンケート
（ポストアンケート）行い回答を求めた．漢方 e-ラーニングのビデオは，神奈川
県立産業技術総合研究所で作成された歯学教育漢方 e-ラーニング入門編を使用
した．プレアンケートは以下5項目についてアンケートを行った．
1.�漢方医学について興味はありますか．
2.�漢方薬の経験についてお答えください（複数回答可）．
3.	健康食品と漢方薬の違いを知っていますか．
4.	漢方薬を学んで，どのようになりたいですか（複数回答可）．
5.	あなたの漢方薬のイメージを書いてください．
　また，ポストアンケートでは以下7項目についてアンケートを行った．
1.	今回の授業内容は理解できましたか．
2.	今回の講義内容を人に説明できますか．
3.	今回の学んだことを何かに応用できそうですか．
4.	試験では設問に答えられそうですか．
5.	講義を受けて，漢方医学についてどう思いますか．
6.	将来歯科医師になったとき，漢方薬の処方についてどう考えますか．
7.	漢方薬の講義を受けて，漢方薬についてのイメージを書いてください．
　プレアンケート項目1，ポストアンケート項目1から6の項目では5段階評価（ポ
ストアンケート項目6では分からない，の選択肢も加え）アンケートを行い，プレ・
ポストアンケートのそれぞれの項目5と7では自由記載とした．2学年のアンケー
ト結果において，プレアンケート項目1の漢方学に対する興味について，5段階評
価	〈興味がある（5）～興味がない（1）〉	で3まで評価した学生は135名中108名で，
同様の内容であるポストアンケート項目5では123名であった．ポストアンケート
項目6の歯科医師となった時の漢方の処方について，5段階評価	〈処方する（5）～
処方しない（1）までの5段階評価 + 分からない〉で3まで評価した学生は112名で
あり，項目7の自由記載においても漢方薬と口腔との関係について興味を示す内
容が多くみられた．
　今回のアンケートから漢方医学教育について，学生は興味を示し積極的に学ぶ
姿勢が示唆された．また，今回実施したアンケートやテストを基に，漢方医学教
育の進め方を考察しこれからの歯科医学教育に役立てていきたい．

歯科大学における漢方医学教育の実際

教育シンポジウム　［ 歯科医療に必要な漢方薬の知識 ］

略　　歴

1999年3月	
	 	日本歯科大学 歯学部 卒業
2000年5月～2001年11月	
	 	米国国立環境衛生科学研究所
（NIEHS/NIH）に留学

2001年11月～2004年4月	
	 	米国国立歯科頭蓋顔面研究所
（NIDCR/NIH）に留学

2003年3月	
	 	日本歯科大学大学院歯学研究科 	

修了（博士号取得）
2003年4月	
	 	日本歯科大学 歯学部 薬理学講座

助手
2007年4月	
	 	日本歯科大学 生命歯学部 	

薬理学講座 講師
2013年4月	
	 	日本歯科大学 生命歯学部 	

薬理学講座 准教授
2015年4月	
	 	日本歯科大学 生命歯学部 	

薬理学講座 教授
現在に至る



シンポジウム

歯科診療所における医薬品安全管理と 
歯科衛生士の役割

6月28日（日）　10：20～11：30

A会場

座長：澤田 しのぶ（神奈川歯科大学）

S-1　鶴見大学歯学部附属病院 薬局 斎藤　義夫

S-2　神奈川歯科大学附属病院 歯科衛生士科 澤田しのぶ

S-3　 神戸常盤大学短期大学部， 
ときわ病院 歯科口腔外科 足立　了平

S-4　 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
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シンポジウム　［ 歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割 ］

　近年，医療安全や院内感染対策が医療従事者のみならず，患者など非医療従事者の間

でも大きく注目されている．これらを踏まえ，医療法では医療機関に対し，医療安全管

理体制を義務付けており，「医療安全管理責任者」や「医薬品安全管理責任者」および

「医療機器安全管理責任者」の配置が求められている．歯科診療所においても「医薬品

安全管理責任者」および「医療機器安全管理責任者」を配置する必要があり，これら

の管理責任者は歯科医師のみではなく，歯科衛生士も兼務することが可能である．多く

に歯科医院では，これら安全管理責任者を歯科医師が兼務していると思われるが，実務

は歯科衛生士が行なっていることが多いと思われる．薬の管理においも処置薬（歯科専

用薬）や消毒薬の管理は歯科衛生士が行っている歯科医院が大半であると思われる．し

かし，歯科衛生士が医薬品安全管理について継続的な教育を受ける機会は非常に限られ

ている．そのため本学会としては安全な歯科医療を患者に提供するため，歯科衛生士に

対する医薬品安全管理の生涯研修を行う必要があると考えている．本シンポジウムでは

歯科医院における医薬品安全管理の現状や歯科衛生士の役割，歯科衛生士教育における

医薬品管理の現状と課題，この問題に対する本学会としての対応について討論する．

趣　　旨

シンポジウム開催に当たって

澤田 しのぶ
神奈川歯科大学



Vol. 39 No. 2 2020	 歯　薬　療　法	 37

斎藤 義夫
鶴見大学歯学部附属病院 薬局

S-1

　医薬品を管理する際には，法令遵守，品質確保，在庫管理等に配慮している．
　法令遵守では，「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関
する法律」（略称「薬機法」）に基づく劇薬等の管理，「麻薬及び向精神薬取締法」
に基づく向精神薬等の管理，「毒物及び劇物取締法」に基づく劇物等の管理を
行っている．
　劇薬は，白地に赤枠，赤字をもってその品名及び「劇」の文字を表示し，他
の医薬品と区別して貯蔵・陳列しなければならない．また，毒薬は，黒字に白枠，
白字をもってその品名及び「毒」の文字を表示し，貯蔵・陳列する場所には施
錠が必要となるが，ネオアルゼンブラック（歯髄失活薬）の販売中止（2005年）
以降，毒薬に該当する歯科専用薬剤は無い．
　向精神薬は，夜間，休日等で保管場所を注意する者がいない場合は，盗難防止
のため出入口の施錠が必要となる．また，第一種及び第二種向精神薬については，
譲受，廃棄等についての記録も義務付けられている．
　ホルマリンには医薬品と劇物の製品がそれぞれあり，医薬品の製品は劇薬の管
理方法に従い，劇物の製品は赤地に白字をもって「医薬用外劇物」の文字を表
示し，盗難・紛失防止対策を講じなければならない．
　品質確保では，室温保存（1～30℃），冷所保存（1～15℃），遮光保存等の保
管条件及び使用期限等を遵守している．
　在庫管理では，適正在庫を心がけ，少なくとも在庫切れを起こさないように最
低在庫数の設定及び確実な注文に留意している．特に使用頻度の低い医薬品及び
在庫数の少ない医薬品に注意し，最低在庫数を貯蔵・陳列場所に目立つように表
示するなどして確実な注文につなげている．
　歯科における特徴として，歯科専用薬剤に劇薬が多いこと，医薬品と区別し難
い材料もあること，使用期限までに使用しきれない医薬品も少なくないこと等が
挙げられる．
　2007年に医薬品安全管理責任者が医療法に設置され，手順書の作成，従業者
に対する研修の実施，業務手順書に基づく業務，情報の収集，改善のための方策
等の業務が課された．
　情報の収集方法として，「Pmda メディナビ」への登録が勧められる．厚生労
働省が医療現場に届けたい医療安全に関する最新情報が，無料メールで配信され
ている．届いた情報の中から歯科領域に関連するものを抜粋し，スタッフ全員へ
周知することが医薬品安全管理責任者の重要な役割と考えている．
　医薬品安全管理責任者とは，医薬品による医療過誤（医療ミス）を起こさない
ように，スタッフ全員が適正使用を心掛ける環境を作る人であると考えている．

医薬品の管理と歯科における特徴

シンポジウム　［ 歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割 ］

略　　歴

1985年	
	 日本大学理工学部 薬学科 卒業
1985年	
	 	鶴見大学歯学部附属病院 薬局 	

入局
2007年	
	 	鶴見大学歯学部附属病院 	

医薬品安全管理責任者
2016年	
	 鶴見大学歯学部附属病院 薬局長
現在に至る

専門医，認定医，学会活動等

日本歯科薬物療法学会 認定薬剤師

社会活動（役職等）

日本歯科薬物療法学会 理事

著　書

ポケット版歯科医薬品処方集	
（医歯薬出版）（共著）
判例からみた医療安全（わかば出版）

（共著）
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澤田 しのぶ
神奈川歯科大学附属病院 歯科衛生士科

S-2

　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，
医薬品安全管理責任者や医療機器安全管理責任者を置く必要がある．医薬品安全
管理責任者および医療機器安全管理責任者は歯科医師のみではなく，歯科衛生士
も兼務することが可能である．実際に歯科衛生士がこれら安全管理者になってい
る施設は少ないと思われるが，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と思われる．また，
薬に限らず，歯科用ユニット，回転切削器具，光照射器の管理や点検，修理依頼
や修理後の確認作業は，歯科衛生士が通常業務として行っていることがほとんど
である．しかし，これらについて卒後教育を受ける機会は少なく，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，本学会歯科衛生士の医
薬品安全管理検討委員会で歯科衛生士の医薬品安全管理についてアンケート調査
を行ったので報告する．
【方法】�神奈川県歯科医師会会員診療所に勤務する歯科衛生士および神奈川県歯
科衛生士会会員の歯科衛生士を対象に医療安全や医薬品安全管理についてアン
ケートによる調査を行った．
【結果】�回収は156人から回答が得られた．歯科衛生士としての経験年数は平均
21.2∓10.8年であった．日々行っている業務内容は処置薬や消毒薬の管理など
医薬品管理や，デンタルチェアーの動作確認などの医療機器管理，医療廃棄物の
分別の感染対策など多岐に渡って歯科衛生士が行なっていた．また，これら安全
管理者配置の必要性を77.1% の歯科衛生士は知っており，回答者の2/3の歯科
衛生士は自分たちが兼務できることも知っていた．また，わずかながらではある
がこれら安全管理者を兼務している歯科衛生士が存在した．しかし，多くは安全
管理者になることに消極的で，その理由として業務が忙しくなることや知識がな
いことを挙げていた．歯科衛生士の医薬品管理の知識としては，93.7% の歯科衛
生士が医薬品には保管に適した条件があることを知っていた．そして，歯科専用
薬剤に「毒薬」や「劇薬」があること96.5% の歯科衛生士が知っていると答え
た．しかし，劇薬の保管方法を知っていると答えたのは63.3% であった．なお，
カルビタール，JG，F バニッシュ，TD ゼット液，スキャンドネストカートリッ
ジについては劇薬ではないと答えた歯科衛生士の方が多かった．そして，劇薬の
正しい保管法を知っていたのは28.2% のみであった．消毒薬（アルコールなど）
の保管期間や擦式手指消毒剤の開封後使用期限に付いて正しい知識を持っていた
のは2～3割程度であった．
【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・保管
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．

歯科衛生士に対するアンケート調査結果

略　　歴

1994年3月	
	 	湘南短期大学（現：神奈川歯科大学

短期大学）歯科衛生士学科 卒業
1994年7月	
	 	神奈川歯科大学附属病院 勤務
2012年4月	
	 	神奈川歯科大学附属病院 口腔外科	

配属
2014年4月	
	 	神奈川歯科大学附属病院 口腔外科

衛生士主任

所属学会・役職・資格など

日本薬物療法学会 理事・認定衛生士
日本有病者歯科医療学会 認定衛生士
日本口腔ケア学会
日本老年歯科医学会

シンポジウム　［ 歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割 ］
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S-3

略　　歴

昭和53年	
	 	大阪歯科大学卒業後，	

同大学歯科麻酔学講座に入局
昭和56年	
	 	神戸市に入職，	

神戸市立中央市民病院 歯科口腔外
科に配属

平成1年	
	 	神戸市立西市民病院 歯科口腔外科

に配属
平成20年	
	 	神戸常盤大学短期大学部 口腔保健

学科 教授
平成22年	
	 	ときわ病院歯科口腔外科部長を	

兼任（非常勤）
平成31年	
	 	神戸常盤大学短期大学部を退職	
（非常勤），	
ときわ病院に常勤勤務となる

著　　書

「災害歯科医学」医歯薬出版，2018
「歯科麻酔学・全身管理学」学建書院，
2013

「4疾病のオーラルマネジメント」	
金芳堂，2012

「一歩進んだ口腔ケア」金芳堂，2010
ほか

役　　職

兵庫県病院歯科医会 会長
神戸市保健福祉局 歯科専門役

足立 了平
神戸常盤大学短期大学部
ときわ病院 歯科口腔外科

　2007年に第5次医療法改正が施行され，それまで病院で義務づけられていた
医療安全管理体制が，一般の診療所にも適用されることになった．同時に医療の
安全確保に院内感染防止対策，医薬品安全使用および医療機器安全使用を確保す
るための体制も整備された．特筆すべきは本医療法の改正によって，医師，歯科
医師，薬剤師，助産師，看護師等とともに歯科衛生士もその役割を担うことに
なったことである．
　医薬品安全管理責任者は，「医薬品の業務手順書」を作成しなければならない．
手順書は以下の内容を含む．
1）医薬品の採用・購入
2）�医薬品の管理方法（医薬品の保管場所，薬事法等で適切管理を求めている麻薬

等の管理方法）
3）�投薬指示・調剤（例：薬剤服用歴，入院時に持参してきた薬剤等の患者情報の

収集，処方せんの記載方法，調剤方法，処方せんや調剤薬の鑑査方法）
4）患者への与薬や服薬指導
5）医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集，提供）
6）他施設との連携
　また，責任者は従業者に対する医薬品の安全使用のための研修も実施する．研
修内容は，医薬品の有効性・安全性情報，使用方法，副作用等が発生した場合の
対応などであり，さらには医薬品の情報収集，安全使用を目的とした改善方策な
ども示さなければならない．
　これらは，「良質な医療を提供する体制の確立を図るため」の法改正であり，
医療安全管理体制のより一層の強化を目指すものである．そして，歯科衛生士に
その任を担う能力があると認められたことは，2005年に施行された歯科衛生士
学校養成所の指定規則の一部改正によってすべての歯科衛生士養成校が3年制以
上になったことと無関係ではない．しかし，歯科衛生士教育において医療安全は
近年とくに力を入れている分野であるにもかかわらず，適切な教科書がなく養成
施設での教育内容にも統一性を欠くのが現状である．
　2005年，薬を過剰に投与された患者が死亡する事故が発生した．2011年に言
い渡された判決は，医師だけでなく薬剤師にも責任を負わせたことで注目された．
調剤や処方監査を担当した薬剤師にも損害賠償を求めたこの判決は，専門性を尊
重しチーム医療の推進を図らなければ事故を根絶することはできないとの観点か
らなされたものである．一方で，抜歯後の鎮痛剤処方により死亡したアスピリン
喘息患者に関する判例では，歯科医師のみの責任（研義務違反）が問われた．医
療法の改正は，医師や歯科医師以外の職種の専門性を重視する傾向にあり，将来，
医療事故においても歯科衛生士の能力の高さから相応の責任が問われる時代が到
来する可能性がある．医薬品安全管理責任者として求められる能力を考えるとき，
歯科衛生士教育における医療安全学の位置づけは決して小さくない．

歯科衛生士教育における医薬品安全管理

シンポジウム　［ 歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割 ］
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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

S-4

　医療法では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，歯科診療
所では「医薬品安全管理責任者」および「医療機器安全管理責任者」を配置す
る必要があり，これらの管理責任者は歯科医師のみではなく，歯科衛生士も兼務
することが可能である．また，医療安全や院内感染対策を確保するための指針の
策定や研修会の開催，医薬品や医療機器の安全管理体制の確立が歯科診療所に義
務付けられている．歯科医院においても歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士，歯
科助手，事務など多職種で診療にあたることが多く，全従業員に対して研修会な
どを行うことにより，指針の知徹底を図り，医療安全に取り組むことが重要であ
るとされる．歯科医院では名目上の医療機器安全管理責任者や医薬品安全管理責
任者は歯科医師が兼務しているが，実際には歯科医師などの歯科衛生士が指示の
下に手順書の作成，診療室内の整備，従業者に対する研修の実施，医薬品の管理，
医療機器の管理・点検，インシデント事例の収集，スタッフ間での情報共有など
の業務を行っていることが多いと思われる．平成20年の大阪府での調査では，
歯科医院における医療機器安全管理責任者の約2% が既に歯科衛生士であったと
報告されている．薬の管理において，処方箋薬は，歯科医師が行うが，処置薬

（歯科専用薬）や消毒薬の管理は歯科衛生士が行っている歯科医院が大半である
と思われる．歯科における治療の主体は外科的手技あるが，薬物療法も治療の補
助として重要な働きをしている．歯科で用いる医薬品には医療用医薬品と歯科用
薬剤が存在する．また，根管処置などで用いる処置薬と処方箋が必要な処方箋薬
が存在する．さらに，歯科で用いる身近な医薬品にも多くの劇薬が存在するが，
そのことをあまり理解していない歯科医療従事者も少なくない．全ての医薬品は，
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．薬機法で
は，医薬品をその作用の強さに応じて「毒薬」「劇薬」「普通薬」に分類してい
る．そして薬機法によりそれぞれの区分により保存方法や貯蔵，陳列方法が定め
られている．近年，歯科診療所においても保健所の立入検査が行われているが，
その際によく指摘・指導される項目の一つに「毒薬」や「劇薬」の保管法があ
る．このように歯科においても医薬品管理は重要であり，正しく行うためには専
門知識が必要である．また，歯科診療所においては，医薬品安全管理に関する業
務を歯科衛生士が担っていることも少なくないと思われる．これらの現状を踏ま
えると安全な歯科医療を患者に提供する上で歯科衛生士に対する医薬品安全管理
の生涯研修を行うことが重要だと考えている．本学会は薬物療法の専門学会とし
て他学会とも連携しつつ，歯科衛生士に対する医薬品安全管理研修会を恒久的に
開催したいと考えており，その計画について説明する．

本学会としての今後の課題

略　　歴

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・歯科口腔外科・

小児歯科 歯科医長
2013年11月	
	 	神奈川歯科大学顎顔面外科学講座	

診療科講師
2015年4月	
	 	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	
	 	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 准教授

現在に至る

所属学会

日本歯科医学会連合 臨床研究支援委
員会 委員長
日本歯科医師会医薬品委員会 委員
日本歯科医師会保険適用検討委員会
委員
神奈川県歯科医師会 がん診療医科歯
科連携委員会 委員

シンポジウム　［ 歯科診療所における医薬品安全管理と歯科衛生士の役割 ］



第9回認定制度教育講演会・ 
第23回臨床治験担当者制度講習会

「統計学セミナー」
鶴見大学歯学部 探索歯学講座	 野村　義明

「薬剤師によるセミナー」
1　日本歯科大学新潟病院 薬剤科	 竹野　敏彦

2　日本大学松戸歯学部付属病院 薬剤室	 小松﨑康文

3　鶴見大学歯学部附属病院 薬局	 斎藤　義夫

6月28日（日）　12：50～14：35

A会場

「統計学セミナー」� 座長：	上川 善昭（鹿児島大学）	
山根 伸夫（今井病院）  

「薬剤師によるセミナー」� 座長：斎藤 義夫（鶴見大学）
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略　　歴

1990年3月	
	 	東京医科歯科大学歯学部 卒業
1998年3月	
	 	東京医科歯科大学大学院医学研究科	

修了
2002年4月	
	 	鶴見大学歯学部 予防歯科学教室 	

助手
2003年4月	
	 	鶴見大学歯学部 予防歯科学教室 	

講師
2007年4月	
	 	国立保健医療科学院口腔保健部 	

口腔保健技術室長
2008年10月	
	 	鶴見大学歯学部 探索歯学講座 	

准教授
2019年4月	
	 	鶴見大学歯学部 探索歯学講座 	

学内教授

資　　格

日本口腔衛生学会 指導医

野村 義明
鶴見大学歯学部 探索歯学講座

　疫学研究，臨床研究，治験において統計処理は必要不可欠なものです．統計学
を基本から習得するためには，微分積分，線形代数をはじめとする数学の知識が
不可欠なため，膨大な労力を要します．その一方で，パソコンの性能が向上した
ため，簡単に統計処理が可能になりました．それに併せて，いわゆるクックブッ
ク的な処理の手順を主体として記載された書籍が多く出版されています．統計学
の理解が不十分な状態でも統計処理ができるため，便利な一方で統計処理の誤り
を学会発表，論文査読，場合によっては発表された論文にさえも目にすることが
少なくありません．
　そこで本講演では，統計学の基本的な概念の理解を念頭に比較的多くみられる
初歩的な誤りを解説したいと思います．具体的な内容を以下に挙げます．
・	統計学的検定の基本的な概念は母集団から無作為に抽出された標本から母集団

の性質を推測することにあります．この基本的な概念が無視されて，特に生態
学的研究，地域相関研究において全数調査に対して検定がなされていることが
あります．

・	基本的な統計学的検定も種類が多く使い分けが難しいかもしれません．変数の
基本は名義尺度，順序尺度，間隔尺度，比尺度ですが，統計学では離散変数と
連続変数に分けて体系が成り立っています．二変量の関係を検定する場合，変
数の種類によって検定方法が決まります．この点の誤りは少ないのですが，順
序尺度を不適切に解釈している誤りは散見されます．

・	統計の基本は分布にあります．その基本となるのは正規分布です．二標本 t 検
定をはじめとする多くの検定は，データが正規分布に従っていることを前提と
しています．正規分布に従っているかどうかは Kolmogorov–Smirnov 検定や
Shapiro-Wilk 検定によって確かめることができます．正規分布に従っている
場合は二標本 t 検定や一元配置分散分析を用いて検定を行うことができます．
実際には正規性の検定を無視した状態で二標本 t 検定や一元配置分散分析が用
いられていることが多々あります．

・	データが正規分布に従っていない場合はノンパラメトリック検定を用います．
二標本 t 検定の代用として用いられる Mann	Whitney	U 検定や一元配置分散分
析の代用として用いられる Kruskal	Wallis 検定を用いる場合は，誤りはほとん
ど見られませんが，正規分布に従っていないデータを回帰分析を行う場合，多
くは線形回帰が用いられています．この場合，2つの変量が正規分布に従ってい
てもより適合の良い分布を適用することで，さらに推定，検定の精度を高める
ことができます．線形回帰に対して正規分布のみに頼って分析している例は非
常に多く目にすることがあります．この問題の解決方法を解説する予定です．

論文をアクセプトに導く統計

第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会　［ 統計学セミナー ］



Vol. 39 No. 2 2020	 歯　薬　療　法	 43

竹野 敏彦
日本歯科大学新潟病院 薬剤科

1

　2019年はラグビーワールドカップの開催，そして2021年に延期となった
TOKYO2020オリンピック・パラリンピックと日本国内で大きな国際スポーツ
イベントが開催される．その他サッカー，バスケット，陸上とスポーツは大いに
盛り上がりを見せている．その反面，スポーツ界ではアンチ・ドーピング規則違
反が問題となっている．
　ドーピングとは何か？　公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（Japan	
Anti-Doping	Agency：JADA）のホームページには「スポーツにおいて禁止さ
れている物質や方法によって競技能力を高め，意図的に自分だけが優位に立ち，
勝利を得ようとする行為」のことと記載され，更に，意図的であるかどうかに
関わらず，ルールに反する様々な競技能力を高める「方法」や，それらの行為
を「隠すこと」も含めて，ドーピングと呼ぶと記載されている．治療のための
医療行為についても，ドーピングとなることもある．このドーピングを無くす目
的で，「世界アンチ・ドーピング機構（WADA）」が設立され，アンチ・ドーピ
ングの統一ルールである「世界アンチ・ドーピング規程（Code）」が適用されて
います．
　歯科診療においてドーピング違反となる薬物，違反にならない薬剤は何か．こ
れは禁止表国際基準に記載されている薬剤が禁止薬物となります．禁止表国際基
準は成分および効果で分類されています．歯科関連で注目すべきは「但し以下
のものは除く」とし「歯科麻酔におけるフェリプレシンの局所投与」は禁止薬
物にならない記載があります．禁止表国際基準に記載のある薬物は，薬物だけで
なく類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有するものも含まれるとされてい
ます．確実に使用できる薬剤を確認しておくことが必要です．これらのことを踏
まえて，歯科領域における主な使用可能薬をどのように確認するのか紹介します．
　もう1点注意しなければならない処置として緊急時の対応があります．アス
リートが「病気やけがの適切な治療」を目的として医療を受ける場合です．禁
止物質や禁止方法を使用する場合には，「特例」として，その使用が認められて
おり，それは「TUE（Therapeutic	Use	Exemption：治療使用特例）」と言いま
す．しかし，治療目的だからといって，全ての禁止物質，禁止方法の使用が認め
られるわけではないので，TUE に関する内容を紹介します．
　JADA のサイトはかなり内容が充実してきました．サイト内に【医療関係者
向け】専用サイトがあり，処方薬の確認方法，TUE 申請手続きなどが確認でき
ます．また，参考として The	Global	Drug	Reference	Online（Global	DRO）か
らも薬剤の検索ができます．そして，各都道府県のスポーツファーマシストを検
索し，使用する薬剤に関して相談が可能であることなどを紹介します．

アスリートへの医療提供とアンチ・ドーピング

第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会　［ 薬剤師によるセミナー ］

略　　歴

1983年	
	 新潟薬科大学薬学部 卒業
	 笹菊薬品株式会社 管理薬剤師
1991年	
	 	済生会新潟病院 薬剤部
2007年	
	 	日本歯科大学新潟病院 薬剤科 	

薬剤科長

認定，学会活動

日本歯科薬物療法学会認定薬剤師
JADA 認定スポーツファーマシスト
日本薬剤師研修センター認定薬剤師
認定実務実習指導薬剤師

社会活動

日本歯科薬物療法学会 理事
医薬品安全性学会 評議委員
新潟県病院薬剤師会 常任理事
新潟県薬剤師会 本部委員
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小松﨑 康文
日本大学松戸歯学部付属病院 薬剤室

2

　高血圧治療ガイドラインの最新版が2019年4月に刊行された．わが国の高血
圧者数は4,300万人とされるなかで3,100万人が管理不良とされ，その内訳は高
血圧を認識していないが1,400万人，認識しているものの未治療が450万人，薬
物治療管理不良が1,250万人と推定されている．
　高血圧と診断されるのは診療室血圧が140/90	㎜Hg 以上（収縮期血圧，拡張期
血圧のどちらか一方でも基準値よりも高値であれば）であるが，高血圧は脳心血
管病による死亡のリスク因子となるため，降圧目標値としては130/80	㎜Hg 未
満としている．また，健康日本21では主要な生活習慣病の発症予防と重症化予
防の徹底に関する目標として国民の収縮期血圧平均値を令和4年度までの10年
間で4	㎜Hg 低下（男性134	㎜Hg,	女性129	㎜Hg）させることを掲げている．
　高血圧の治療には非薬物療法である生活習慣の修正と薬物療法があり，個々の
患者に応じた治療が施されている．様々な種類の降圧剤があるなかで，服薬アド
ヒアランスを維持するための製剤上の工夫も図られるようになってきている．
　高血圧症患者の歯科治療にあたっては，歯科受診をきっかけとして高血圧であ
ることが判明し内科受診を優先させる場合も想定される．そのため問診票に記載
された血圧に関する事項を確認し，治療の内容と経過について聴取するとともに
実際に血圧を測定する．また，降圧剤を服用している場合は治療当日の服用有無
を忘れずに確認する．そして，照会状を通じて歯科治療に使用する薬剤とその使
用量，処置時間などの情報を提供するとともに最新の処方内容や合併症の有無の
情報を得ることが大切となる．
　高血圧症患者に対してはアドレナリン含有リドカインの代替としてフェリプレ
シン含有プロピトカインなどの局所麻酔薬が使われているが，不安，時間を要す
る手技や不十分な麻酔効果による痛み刺激から血圧上昇を来すことも考慮した上
で疼痛管理に必要な麻酔薬の用量を守りつつ，血圧や心拍数をモニターしながら
慎重に処置を行うことが大切である．これについては日本歯科麻酔学会が2019
年に発表した高血圧患者に対するアドレナリン含有歯科用局所麻酔剤使用に関す
るステートメントが参考になる．
　また，入院による歯科治療では，降圧薬を含む持参薬の情報を正確に鑑別し，
手術前後の服用継続について麻酔科や内科の意見を求めるとともに，経管栄養や
顎間固定が必要になる場合には，薬剤の粉砕や溶解の可否について薬剤師に確認
するなど情報を共有しておくことが大切である．そして，薬剤の継続中は血圧値
の推移を確認し，変動した場合にも速やかに対応できるよう準備しておくことも
大切である．
　特に投薬時に注意しておきたい相互作用として，NSAIDs が降圧剤の効果を
減弱し血圧を上昇させること，マクロライド系抗菌薬がカルシウム拮抗薬の効果
を増強し血圧を低下させることがあるため，副作用を未然に防ぐ安全な処方設計
が求められる．

有病者における安心・安全な薬物療法
―高血圧症患者―

第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会　［ 薬剤師によるセミナー ］

略　　歴

1996年	
	 日本大学薬学部 卒業
	 	駿河台日本大学病院（研修生）
	 	民間の保険薬局，病院薬剤部 勤務
1997年	
	 	日本大学松戸歯学部付属病院 	

薬剤室勤務
2007年	
	 	共立薬科大学大学院博士前期課程

修了
2016年	
	 	日本大学松戸歯学部付属病院 	

薬剤室主任
現在に至る

専門医，認定医，学会活動等

JADA 認定スポーツファーマシスト

社会活動

（一社）千葉県薬剤師会適正使用委員
会 委員

（一社）松戸市薬剤師会スポーツ
ファーマシスト委員会 委員長
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斎藤 義夫
鶴見大学歯学部附属病院 薬局

3

　糖尿病の歴史は，今から約3,500年前に書かれたと推定されているエベルス・
パピルスから始まり，そこには多尿を呈する疾患の記録が残されている．糖尿病
とは，インスリン作用不足による慢性に高血糖状態を主徴とする代謝疾患群で，
その典型的な症状は，口渇，多飲，多尿，体重減少などであり，三大合併症とし
て，糖尿病神経障害，糖尿病網膜症，糖尿病腎症が知られている．
　糖尿病患者の歯科診療時の注意点として，血糖コントロール，感染対策，低血
糖などがいわれている．具体的には，血糖コントロールが不良の場合は創傷治癒
の遷延や重篤な感染症の合併を起こしうること，糖尿病患者は易感染性であり歯
周外科手術や抜歯の際には十分な感染対策を講じること，薬物療法を受けている
糖尿病患者では低血糖を起こすことがあるので空腹時の歯科診療は避けること，
低血糖が疑われるときはすみやかにブドウ糖投与などで対処することなどが勧め
られている．
　また，歯周病の治療については，日本歯周病学会によって「糖尿病患者に対
する歯周治療ガイドライン」がまとめられている．
　歯科診療における処方時の注意点として，スルホニル尿素薬との相互作用によ
る血糖降下作用の増強が挙げられ，鎮痛薬（サリチル酸薬，プロピオン酸系消炎
薬，アリール酢酸系消炎薬，オキシカム系消炎薬など），抗菌薬（テトラサイク
リン系抗生物質，クラリスロマイシン，レボフロキサシン水和物など），アゾー
ル系抗真菌薬などを処方する際には注意が必要である．なお，スルホニル尿素薬
は，配合剤のソニアス配合錠の成分にも含まれている．
　糖尿病患者への局所麻酔薬の選択について，リドカイン塩酸塩・アドレナリン
注射薬（歯科用キシロカインⓇカートリッジ，他）は原則禁忌，メピバカイン塩酸
塩注射薬（スキャンドネストⓇカートリッジ）は慎重投与である．
　糖尿病腎症患者の場合は，腎機能評価を行い，その上で処方薬の選択や用量設
定などに配慮する必要もある．
　血糖コントロールは歯科診療においても重要であり，コントロール良好であれ
ば基本的に手術や抜歯も可能といわれている．「食べたい気持ち」を抑えること
への負担感を感じている糖尿病患者に対して，どの様な言葉をかければ良好な血
糖コントロールを得られるようになるのか，一筋縄ではいかない問題である．

有病者における安心・安全な薬物療法
―糖尿病患者―

第9回認定制度教育講演会・第23回臨床治験担当者制度講習会　［ 薬剤師によるセミナー ］

略　　歴

1985年	
	 日本大学理工学部 薬学科 卒業
1985年	
	 	鶴見大学歯学部附属病院 薬局 	

入局
2007年	
	 	鶴見大学歯学部附属病院 	

医薬品安全管理責任者
2016年	
	 鶴見大学歯学部附属病院 薬局長
現在に至る

専門医，認定医，学会活動等

日本歯科薬物療法学会 認定薬剤師

社会活動（役職等）

日本歯科薬物療法学会 理事

著　書

ポケット版歯科医薬品処方集	
（医歯薬出版）（共著）
判例からみた医療安全（わかば出版）

（共著）
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委員会報告

4学会合同口腔乾燥症用語・ 
分類検討委員会報告 

―口腔乾燥症の新分類（案）―

土井田 誠
杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科

6月27日（土）　9：10～9：50

A会場

座長：岩渕 博史（神奈川歯科大学）
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委員会報告

略　　歴

1982年	
	 	愛知学院大学歯学部 卒業
1986年	
	 	名古屋大学大学院医学研究科 	

博士課程（臨床組織病理） 修了
1986年～1987年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（医員）
1987年～1988年	
	 	市立敦賀病院 歯科（医員）
1988年～1989年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（医員）
1989年～1999年	
	 	JA 岐阜厚生連揖斐総合病院 	

歯科口腔外科（部長）
1999年～2000年	
	 	岐阜大学医学部 口腔外科学講座	
（助手）

2001年～2003年	
	 	岐阜大学医学部附属病院 	

歯科口腔外科（講師）
2003年～2010年	
	 	岐阜大学医学部 口腔外科学講座 /	

岐阜大学大学院医学系研究科 	
口腔病態学分野（助教授 / 准教授）

2010年～2020年	
	 	杉田玄白記念公立小浜病院 	

歯科口腔外科（主任医長）
2020年～現在	
	 	杉田玄白記念公立小浜病院 	

歯科口腔外科（部長）

資　　格

医学博士
日本口腔外科学会専門医・指導医
日本病理学会認定口腔病理専門医・
研修指導医
歯科医師臨床研修指導医

　口腔乾燥症（ドライマウス）は原因や徴候が多種多様であるため，その診断と

対処に苦慮することが少なくない．多くの学会で分類や治療指針が検討されて

いるものの，統一した見解が得られていないことが混乱をまねく原因のひとつ

となっている．そこで，臨床と教育の場での混乱を解消する目的で，「口腔乾燥

症の分類，治療指針」を作成することとした．具体的には，口腔乾燥症と関わ

りが深い日本口腔内科学会，日本老年歯科医学会，日本口腔ケア学会，日本歯

科薬物療法学会の4学会が合同で口腔乾燥症用語・分類検討委員会（委員の一覧

を下に示す）を立ち上げ，2017年12月に検討を開始した．その後，多くの議論

を経て，一応の口腔乾燥症の新分類（案）がまとめられた．現在，各学会におい

て会員からの意見を頂戴し，今後さらに修正を加えて新分類を完成させたいと

考えているところである．

　本分類案では，口腔乾燥症を「自覚的な口腔乾燥感と他覚的な口腔乾燥所見

（唾液の量的減少と唾液の質的変化を含む）のいずれかを認めるもの」と定義し

た．そして，口腔乾燥症を大きく

1.�唾液分泌量の減少あるいは分泌唾液の質的変化があるもの

2.	唾液分泌量の減少と分泌唾液の質的変化のいずれもないもの

に分類した．前者はさらに，1）唾液腺実質障害，2）唾液分泌刺激障害，3）全

身性障害，4）特発性に分類され，後者は，1）全身的な原因によるもの，2）口

腔に原因があるもの，3）薬剤性，4）特発性に分類した．分類には表に示すよう

な疾患を想定している．

　本学会でも，この分類案について広くご意見を頂戴し，今後の検討の参考に

したい．

〈4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会〉

　日本口腔内科学会　　：岩渕 博史，山本 一彦

　日本老年歯科医学会　：伊藤 加代子，服部 佳功

　日本口腔ケア学会　　：中村 誠司，山内 智博

　日本歯科薬物療法学会：中川 洋一，土井田 誠

4学会合同口腔乾燥症用語・分類検討委員会報告
―口腔乾燥症の新分類（案）―

土井田 誠
杉田玄白記念公立小浜病院 歯科口腔外科
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口腔乾燥症の定義
　	口腔乾燥症とは自覚的な口腔乾燥感と他覚的な口腔乾燥所見（唾液の量的減少と唾液の質

的変化を含む）のいずれかを認めるもの

口腔乾燥症の分類
1.� �唾液分泌量の減少あるいは分泌唾液の�
質的変化があるもの

1）�唾液腺実質障害
	 （1）�唾液腺形成不全または欠損
	 	 ・唾液腺無形成
	 	 ・唾液腺の摘出または外傷
	 （2）��唾液腺組織の器質的変化または障害
	 	 ・唾液腺腫瘍
	 	 ・頭頸部の放射線治療
	 	 ・慢	性唾液腺炎	

Sjögren 症候群	
慢性移植片対宿主病	
細菌感染症	
ウイルス感染症	

（HIV,	CMV など）
	 	 ・薬	剤性唾液腺組織障害	

抗悪性腫瘍薬など
� （3）�導管炎
	 	 ・唾石症
	 	 ・導管の閉塞
2）�唾液分泌刺激障害
� （1）中枢性唾液分泌刺激障害
	 	 ・精神疾患
	 	 ・精神的ストレス
	 	 ・頭	蓋内疾患	

脳卒中，脳腫瘍，認知症など
	 	 ・更年期障害
� （2）�末梢性唾液分泌刺激障害
	 	 ・薬	剤性唾液分泌抑制	

Ca 拮抗薬，抗ヒスタミン薬，	
三環系抗うつ薬，向精神薬，	
オピオイド，抗コリン薬，	
利尿薬など

	 	 ・咀	嚼機能低下	
咀嚼筋，表情筋の筋力低下，	
義歯・歯の欠損

	 	 ・末	梢神経損傷	
顔面神経麻痺，舌咽神経麻痺

	 	 ・口	腔感覚障害	
味覚障害

3）�全身性障害
	 ・脱	水	

人工透析，皮膚から水分喪失（発熱，
多汗），消化管からの水分喪失（嘔吐，
下痢），胸水・腹水貯留，糖尿病，
尿崩症，尿濃縮能低下，甲状腺疾患，
利尿薬など

	 ・貧血
4）特発性

2.� �唾液分泌量の減少と分泌唾液の質的変化
のいずれもないもの

1）�全身的な原因によるもの
	 ・精神疾患
	 ・心因性を思わせる原因不明疾患
2）�口腔に原因があるもの
	 ・蒸	発	

口呼吸の習慣，鼻閉，顎変形・歯列
不正，顎関節脱臼など

	 ・感	覚障害	
口腔内灼熱症候群，口腔粘膜の障害
など

3）薬剤性
4）特発性
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ランチョンセミナー1

様々な場面で遭遇する口腔カンジダ症 
―危険因子，診断，最新の治療薬まで―

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

6月27日（土）　12：30～13：30

A会場

共催：富士フイルム富山化学株式会社



52	 歯　薬　療　法	 Vol. 39 No. 2 2020

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

　カンジダの感染症である口腔カンジダ症は，口腔粘膜に白苔，発赤，びらん・
潰瘍形成などの他覚所見と疼痛，味覚障害などの自覚症状，それらに伴う食欲不
振などの多様な症状を示し，罹患者の QOL を低下させる．カンジダ属は口腔内
の常在菌の一つであるが通常，口腔内から検出されることは少ない．また，その
病原性は弱く口腔粘膜への定着（付着）能も強くないため，口腔内に存在してい
ても症状を生じることはほとんどない．カンジダは口腔内での菌数が他の菌に比
べ有意に増加しないと症状が生じることはない．そのため，菌交代現象や日和見
感染症として口腔カンジダ症が発症する．口腔カンジダ症発生の危険因子には全
身的な要因と局所的な要因とがる．全身的な要因には高齢，病中・病後，ADL
の低下，糖尿病，免疫抑制薬の使用，抗菌薬の長期使用があり，局所的には口腔
粘膜の損傷（口内炎や口腔粘膜炎），義歯使用，口腔乾燥症，口腔環境の悪化な
どがある．年齢は口腔カンジダ症発症の大きな危険因子である．加齢と共に免疫
能が低下することがカンジダを増加させる．報告によると若年者からのカンジダ
の検出率は約10% ～40% で概ね20% 台，高齢者では50% 以上の検出率である
とされている．さらに自立高齢者より ADL 低下高齢者の方がカンジダの検出率
が高いことや寝た切り度が高くなるほどカンジダの検出率が上昇することも報告
されている．脳卒中患者においても口腔の日和見菌でカンジダが最も多く検出さ
れる．また，抗がん薬を始めとする強力ながん化学療法や抗体療法が盛んに行わ
れるようになり，優れた抗腫瘍効果を示すようになった．しかし，その一方で有
害反応として好中球減少症やそれに伴う日和見感染症としての口腔カンジダ症の
増加，重篤な口腔粘膜炎の発症が多くみられるようになった．がん薬物療法（が
ん化学療法や抗体療法）では概ね50%，頭頸部領域への放射線治療ではほば
100% の患者からカンジダが検出され，口腔カンジダ症を合併する．がん治療に
伴う口腔粘膜炎は口腔カンジダ症発症の重要な危険因子の1つである．口腔カン
ジダの診断は臨床所見より行われる．必ずしもカンジダの培養検査が必要なわけ
ではない．確定診断には培養や各種染色法による検鏡で菌糸が確認されれば確定
となる．口腔カンジダ症では予防が最も重要である．しかし，一度発症した患者
においてはケアのみでは治癒しないので，抗真菌薬の投与が重要である．本邦で
口腔カンジダ症に保険適応のある抗真菌薬にはポリエンマクロライド系のアムホ
テリシン B シロップ，トリアゾール系のイトナコナゾールシロップとカプセル，
イミダゾール系のミコナゾールゲルと付着錠がある．それぞれの薬剤は剤型が異
なることや有害反応に特徴があるので，その特徴を十分理解したうえで使い分け
るのが望ましい．本セミナーでは演者の経験からそれぞれの抗真菌薬の特徴を生
かした使用方法について解説する．

様々な場面で遭遇する口腔カンジダ症
―危険因子，診断，最新の治療薬まで―

略　　歴

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・歯科口腔外科・

小児歯科 歯科医長
2013年11月	
	 	神奈川歯科大学顎顔面外科学講座	

診療科講師
2015年4月	
	 	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	
	 	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 准教授

現在に至る

所属学会

日本歯科医学会連合 臨床研究支援委
員会 委員長
日本歯科医師会医薬品委員会 委員
日本歯科医師会保険適用検討委員会
委員
神奈川県歯科医師会 がん診療医科歯
科連携委員会 委員

ランチョンセミナー1



ランチョンセミナー2

口腔ケア　10の鉄則

岸本 裕充
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

6月28日（日）　11：40～12：40

A会場

共催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
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岸本 裕充
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

　歯科を専門としない職種から，介助による口腔ケアに関するアドバイスを数多
く求められてきた．その内容を振り返ってみると，細かい手技も大切であるが，
的確なアセスメント（鉄則10）に基づくケアや歯科治療の計画の立案が大切であ
ること（鉄則1，2，8）を再認識し，「口腔ケア　10の鉄則」としてまとめたもの
を2006年に公表した．
　これまでの経験上，歯科を専門とするか，しないか，で差がつきやすいことは，
歯肉縁上プラークの付着の有無のアセスメントである．またその延長線上で．特
に易出血性の患者の口腔ケアにおいては，「ブラッシングをしても大丈夫か？」
の判断が難しく，消極的に無難な方法が選択されがちである（鉄則7）．
　この際，ある水準以上のアセスメント能力およびケアスキルがあることが前提
ではあるが，出血時の対応策が準備されていれば，安全にブラッシングしやすい

（鉄則5）．止血には局所的対応が重要であり，止血シーネや歯周パックとともに，
局所止血材（剤）の応用も有用である．
　本セミナーでは，オーラルマネジメントにおける口腔ケアについて，10の鉄
則を意識しながら解説する．

【鉄則1】�	 ケアの原則は「安全・安楽」．ムリしない．
【鉄則2】�	 ゴールを考えよう「100m 走か？」「マラソンか？」
【鉄則3】�	 歯があればプラーク（歯垢）コントロールを！
【鉄則4】�	 食べて，天然の洗口液である唾液を出そう！
【鉄則5】�	 ケアの環境を整え，便利な道具を導入しよう
【鉄則6】�	 口腔内は常に適度な潤いを！
【鉄則7】�	 “ 無難すぎる ” ケアは悪循環への黄色信号
【鉄則8】�	「備えあれば憂いなし！」できる時にケアを行っておく
【鉄則9】�	 義歯があればはめておく！
【鉄則10】�	見る・触る・嗅ぐの主観的評価を大切に！

口腔ケア　10の鉄則

略　　歴

1989年3月	
	 	大阪大学歯学部 卒業
1989年6月	
	 	兵庫医科大学病院 臨床研修医	
（歯科口腔外科）

1996年9月	
	 	兵庫医科大学歯科口腔外科学講座	

助手
2002年1月～2004年1月	
	 	米国インディアナ大学医学部外科

ポスドク
2005年4月	
	 	兵庫医科大学歯科口腔外科学講座	

講師
2009年4月	
	 	兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

准教授
2013年4月	
	 	兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

主任教授
現在に至る

資　　格

日本口腔外科学会認定 	
口腔外科専門医，同 指導医
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

所属学会

日本口腔感染症学会 専務理事
日本歯科薬物療法学会 理事
口腔顔面神経機能学会 理事
日本口腔外科学会 代議員
日本口腔科学会 評議員
日本口腔ケア学会 評議員
日本口腔インプラント学会 代議員
日本顎顔面インプラント学会 	
運営審議委員
兵庫県病院歯科医会 顧問

ランチョンセミナー2



一般演題抄録
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一般演題1　［ 硬組織 ］

01

【目的】�現在，インプラント治療などの骨造成にさまざま
な骨補填材が用いられている．しかし，多くの骨補填材に
は骨形成能や骨誘導能がない．そこで，本研究では骨誘導
能が期待できる低結晶 Hydroxyapatite（HA）を医療用輸
液の混合により作製し，顆粒状骨補填材の表面に析出させ
た二相性骨補填材を開発した．今回は，析出物の分析，お
よび骨補填材の違いなどが，低結晶 HA の析出にどのよ
うな影響を与えるか，さらに二相性骨補填材の細胞増殖・
骨分化への影響について検討した．
【材料と方法】�5種の医療用輸液を pH7.8になるように混
合して過飽和リン酸カルシウム溶液を作製し，沈殿した析
出物の表面性状を SEM で観察した．また，組成分析と結
晶性の評価を XRD,	FT-IR で評価した．次に，4種類の
骨補填材顆粒を過飽和リン酸カルシウム溶液に浸漬し，乾
燥 後 の 表 面 性 状 を SEM で 比 較 観 察 し た． さ ら に，
MC3T3E-1細胞を各骨補填材周囲に播種し，細胞増殖能
と骨分化能を評価した．
【結果】�医療用輸液の混合により生じた析出物は球状を呈
し，経時的に厚みを増した．また，析出物の XRD パター
ンの結果から，結晶性の低い HA 特有のピークを示した．
FT-IR スペクトルではリン酸基の吸収のバンド，OH の
収縮振動が認められたことから低結晶性の HA であると
わかった．この過飽和リン酸カルシウム溶液に各骨補填材
を浸漬することで，低結晶 HA が経時的に骨補填材表面
に成長し，特に HA 顆粒では針状の低結晶 HA が析出した．
また，二相性骨補填材は細胞増殖と骨分化を促進させた．
【考察と結論】�医療用輸液を混合して作製した過飽和リン
酸カルシウム溶液から低結晶 HA を析出させることがで
きた．また，そこに骨補填材を浸漬させることで，骨補填
材顆粒表面に低結晶 HA が成長し，骨誘導能が期待でき
る二相性骨補填材を作製することができた．

医療用輸液の混合により析出した 
低結晶ハイドロキシアパタイトの 
評価と二相性骨補填材の開発

○山口 友輔，松野 智宣，宮澤 敦子，宮坂 彩子，	
米山 勇哉，宮坂 孝弘，里見 貴史
日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座
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【目的】�スフィンゴシンと脂肪酸から成るセラミドに糖鎖
が付加されたものをスフィンゴ糖脂質と呼ぶ．このスフィ
ンゴ糖脂質の中で，ガングリオ系列は，骨芽細胞に発現し
ていることが知られており，骨芽細胞への分化に関与する
ことが報告されている．しかしながら，グロボ系列のス
フィンゴ糖脂質が骨形成や骨吸収に関与しているのかにつ
いては不明であった．そこで，本研究では，グロボ系列ス
フィンゴ糖脂質の骨代謝への関与を骨芽細胞株，破骨細胞
前駆細胞株，およびグロボ系列スフィンゴ糖脂質が欠損し
たマウスを用いて検討した．
【材料および方法】�マウス骨芽細胞株 MC3T3	E1細胞お
よび破骨細胞前駆細胞株 RAW264.7細胞におけるグロボ
系列スフィンゴ糖脂質（Gb3，Gb4および Gb5）の発現を
フローサイトメトリーを用いて解析した．グロボ系列ス
フィンゴ糖脂質が欠損した Gb3合成酵素遺伝子ノックア
ウトマウス（Gb3S	KO）を用いて，µCT による骨量解析
をした．また，骨形成能の評価はカルセニンを用いた二重
標識法で，骨吸収能の評価は大腿骨を TRAP 染色し，
TRAP 染色陽性の細胞を計数することで行った．
【結果】�骨芽細胞では，Gb4のみが発現しており，それが
欠損した Gb3S	KO マウスでは，野生型マウスと比較して，
骨量の低下が認められた．また，カルセニンを用いた二重
標識による実験の結果，野生型マウスと比較して，Gb3S	
KO マウスでは，骨形成が抑制されることが示された．一
方，破骨細胞前駆細胞では，解析したすべての糖脂質の発
現が認められず，TRAP 染色で評価した骨吸収能におい
ても野生型と Gb3S	KO マウスとの間で有意な差は認めら
れなかった．
【結論】�骨芽細胞では，Gb4が発現していることが判明し，
その糖脂質が欠損したマウスでは，骨形成の抑制により骨
量が低下することが示された．つまり，グロボ系列スフィ
ンゴ糖脂質は，骨吸収には関与しておらず，骨形成に重要
な役割を果たしていることが明らかになった．

グロボ系列スフィンゴ糖脂質による 
骨代謝制御

○濵村 和紀1）2），三島 好貴1）2），宮澤 健2），後藤 滋巳2），
戸苅 彰史1）

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
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　清酒醸造の過程で生成される米発酵エキス（酒粕）は，
様々な生理活性機能を持つことが示されてきている．例え
ば，そのひとつとして骨代謝の調節機能が挙げられる．この
事実から酒粕が，同様に硬組織である象牙質の形成や代謝
にも何らかの効果があることが推測される．多様な刺激が
象牙質に達すると歯髄に存在する象牙芽細胞は修復象牙質
を形成する．つまり環境の変化に呼応した象牙芽細胞の分
化の促進が，歯髄機能の維持に重要である．本研究の目的は，
米発酵エキスが象牙芽細胞様細胞株（KN-3細胞，九歯大・
口腔保存治療学分野・北村教授より供与）の性質に与える影
響を検討することである．KN-3細胞を10% ウシ胎仔血清
含有α-MEM で培養し，コンフルエント後，石灰化誘導培
地（ascorbic	acid,	50	ug/㎖,	dexamethasone,	10nM,	beta-
glycerophosphate,	10	mM）に，PBS（コントロール）また
は米発酵エキスを添加し，0,	3,	9,	12,	15,	18日後での
ALP（アルカリフォスファターゼ）と Runx2のタンパク質
レベルについて検討した．米発酵エキスの存在下ではコン
トロールと同様に9日目以降，ALP の増加が見られ，さ
らにコントロールに比べて発現レベルの亢進が見られた．
一方，Runx2はコントロール，米発酵エキスともに3,	9
日で発現レベルの増加を認め，いずれの時点でも，米発酵
エキス群において発現の亢進が観察された．また米発酵エ
キスが KN-3細胞の増殖におよぼす影響を WST-8を用い
てアッセイした（培地中に石灰化誘導因子は無添加）．そ
の結果，米発酵エキス存在下では24時間後までは増殖傾
向を認めたが48,72時間後では濃度依存的に細胞増殖の低
下が見られた．以上より米発酵エキスは KN-3細胞にお
ける複数の石灰化関連タンパク質発現を変化させる性質を
持つ一方，増殖能を抑制する効果があることが示唆された．

米発酵エキスが象牙芽細胞様細胞
（KN-3）のタンパク発現におよぼす 
影響について

○岡本 圭一郎1），柿原 嘉人2），佐伯 万騎男2）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生理学分野
2）新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野
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　歯髄には線維芽細胞や象牙芽細胞に分化する未分化間葉
系細胞が存在し，様々な生理活性物質が細胞分化に影響を
及ぼすことが報告されている．我々は歯科治療において主
に麻酔導入薬・鎮静薬として用いられているミダゾラム

（MDZ）に注目し，ブタ切歯歯髄から調製した不死化細胞
（PPU7細胞）の細胞培養系を利用して，象牙芽細胞分化
と象牙質形成に及ぼす効果について検討した．細胞分化に
は硬組織形成細胞のマーカーであるアルカリホスファター
ゼ（ALP）活性を測定し，定量的 PCR 法で象牙芽細胞の
マーカー遺伝子の発現を観察した．象牙質形成は培養細胞
周囲に形成される石灰化沈殿物のタンパク質とカルシウム
結晶の成分を検討した．PPU7細胞を MDZ 単独，MDZ
と BMP2または TGF-β1の併用の3つの投与群に分けて
培養して ALP 活性を測定したところ，MDZ と BMP2ま
たは TGF-β1の併用群より，MDZ 単独群で顕著に増加
していることが明らかになった．さらに，定量 PCR によ
る遺伝子発現の観察では，MDZ 単独で7日間培養した
PPU7細胞で象牙芽細胞の遺伝子マーカーが，骨芽細胞お
よび軟骨細胞の遺伝子マーカーより優位に上昇した．一方，
10mM のβ-glycerophosphate を追加した石灰化培地で培
養した PPU7細胞の石灰化沈着物を Alizarin	Red	S 染色
および Von	Kossa 染色とカルシウム定量から比較したと
ころ，ALP 活性と同様に MDZ 単独群で石灰化能が最も
顕著であることがわかった．この石灰化沈殿物のタンパク
質電気泳動から，象牙質に特異的な象牙質リンタンパク質
が同定された．さらに，X 線回折の分析によって石灰化
沈殿物中のリン酸カルシウム結晶はヒドロキシアパタイト
であることが明らかになった．以上の結果より，ブタ歯髄
細胞株を用いた培養実験系では，MDZ は象牙芽細胞分化
と象牙質形成を促進することが示唆された．

象牙芽細胞分化と象牙質形成に及ぼす
麻酔導入剤ミダゾラムの 
ドラッグ・リポジショニング効能

○唐木田 丈夫1），日高 亨彦2），小沼 一雄1），	
山本 竜司1），斉藤 まり1），大熊 理紗子1），	
山越 康雄1）

1）鶴見大学歯学部 分子生化学講座
2）鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座
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【目的】�Drug	repositioning は既存薬の薬理効果を別の治
療薬として開発する戦略をいう．ミダゾラム（MDZ）は，
静脈内鎮静法に使用される麻酔導入薬である．本研究では，
骨形成タンパク質 -2（BMP-2）と MDZ の骨形成分化へ
の併用効果について実験を行った．
【方法】�不死化マウス筋芽細胞株（C2C12細胞）を BMP-2
と MDZ（BMP-2+MDZ）の組み合わせで培養し，C2C12
細胞の骨芽細胞への分化とシグナル伝達を，細胞生物学的，
免疫組織化学的および結晶工学的に調べた．
【結果】�BMP-2+MDZ 処理は，C2C12細胞の筋管細胞形
成を減少させ，アルカリホスファターゼ活性と骨芽細胞分
化マーカー遺伝子の発現レベルを上昇させた．石灰化培地
を用いて形成した C2C12細胞の石灰化沈着物は，ランダ
ムに配向したヒドロキシアパタイトのナノロッドとナノ粒
子 で 構 成 さ れ て い た．BMP-2+MDZ 処 理 に よ り，
C2C12細胞のガンマアミノ酪酸受容体のα1およびγ2サ
ブユニット抗原の免疫染色性は減少したが，Ⅰ型 BMP 受
容体やリン酸化 Smad1/5/8のなどの BMP シグナル伝達
に関する物質の免疫染色性が増強した．
【結論】�本研究では，BMP-2	+	MDZ が C2C12細胞の骨
芽細胞への分化を誘導し，骨再生における Drug	reposi-
tioning に対して有用性があることが示唆された．

C2C12細胞から骨芽細胞への 
分化誘導のためのmidazolamと
BMP-2の併用効果

○日高 亨彦1），大熊 理紗子2），唐木田 丈夫2），	
小沼 一雄2），山本 竜司2），阿部 佳子1），	
斉藤 まり2），山越 康雄2），河原 博1）

1）鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座
2）鶴見大学歯学部 分子生化学講座
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【背景】�咬合異常などの口腔ストレス増加による交感神経
の慢性的な活性化は，心疾患を惹起させる因子の1つとし
て注目されている．一方，先行研究より抗ヘルペス薬とし
て認可されているビダラビンは，心臓型（5型）アデニル
酸シクラーゼ（AC）阻害作用をもつことが報告されている．
そこで我々は口腔ストレスに起因する心疾患に対して，ビ
ダラビンが有用な治療薬になると考えた．
【目的】�我々は，マウス咬合異常（Bite-opening：BO）モ
デルでは，慢性的な交感神経活動の亢進による心機能障害
が誘導されることを報告した．本研究では，BO 誘導性の
心機能障害に対する心臓型 AC 遮断薬（ビダラビン）の抑
制効果を検討した．
【方法】�16週齢雄性マウス（C57BL/6）	1）コントロール
（CTRL）群，2）BO 群，3）ビダラビン投与群（15	㎎/㎏/
day），4）BO+ ビダラビン投与群の4群に分けた．実験開
始より13日目に心エコーにて心機能評価行い，14日目心臓
を摘出し，臓器重量測定後，組織学的手法を用いて心臓の
線維化ならびにアポトーシスおよび酸化ストレスを調べた．
【結果】�
1）��心機能（EF）は，CTRL 群に比較して BO 群で有意に

低下していたが，その効果は BO+ ビダラビン投与群
で抑制された．

2）		線維化領域の割合は BO 群では CTRL 群に比較して有
意な増加が見られたが，その効果は BO+ ビダラビン
投与群で抑制された．

3）		アポトーシス陽性心筋細胞の割合は CTRL 群に比較し
て BO 群では有意な増加傾向が見られ，その効果は
BO+ ビダラビン投与群で抑制された．

4）		酸化ストレス陽性心筋細胞の割合は CTRL 群に比較し
て BO 群では有意な増加傾向が見られ，その効果は
BO+ ビダラビン投与群で抑制された．

【結語】�口腔ストレスにより惹起された心機能障害に対し
てビダラビンは有用な治療薬になる可能性をもつことが示
唆された．

口腔ストレスに起因する 
心疾患に対する抗ヘルペス薬 
（ビダラビン）の予防効果

○早川 佳男1），大貫 芳樹2），石川 美佐緒3），	
伊藤 愛子4），八木澤 由佳4），松尾 一朗5），	
吹田 憲治2），奥村 敏2），河原 博1）

1）鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座
2）鶴見大学歯学部 生理学講座
3）鶴見大学歯学部 口腔解剖学講座
4）鶴見大学歯学部 矯正学講座
5）鶴見大学歯学部 歯周病学講座
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【目的】�ストレス下では唾液の量的・質的変化が起こる．
急性ストレスでは，唾液分泌量が減少しタンパク濃度が上
昇するが，慢性ストレスではタンパク濃度が低下する．慢
性ストレスにおける唾液タンパク変化のメカニズムを知る
ことが本研究の目的である．長期に食餌制限下で運動させ
るという慢性ストレスを与えたマウスでは，唾液タンパク
濃度とカリクレイン活性が低下する．これは，α1- アド
レナリン受容体アゴニストのフェニレフリン（PHE）を投
与したときの唾液成分の変化と類似していることから，
PHE 長期投与マウスを慢性ストレスモデルとみなし検討
してきた．このマウスでは，ムスカリン受容体刺激で上昇
する細胞内 Ca2+ 濃度が抑制され，小胞体ストレス応答

（Unfolded	protein	response：UPR）の関与が推察される．
そこで，UPR に関連するタンパク発現量を検討した．
【方法】�13週齢の ICR 雄マウスを使用し，PHE（5	㎎/㎏）
を1日2回5日間投与する PHE 群と生食を投与する CTL
群に分け，ピロカルピン刺激後に顎下腺を摘出した．
Unfolded	protein が蓄積すると分子シャペロンの GRP78/
Bip が セ ン サ ー か ら 解 離 し，PERK/eIF2α/ATF4，
IRE1/XBP1，ATF6の3つの経路が活性化されるので，
リン酸化 eIF2α（eukaryotic	 initiation	 factor	2），ATF4

（activating	 transcription	 factor	 4），XBP1（X-box	
binding	protein-1），ATF6（activating	 transcription	
factor	6）の顎下腺における両群の発現量をウェスタンブ
ロッティングにより比較した．
【結論】�GRP78/Bip，ATF4および ATF6は PHE が有意
に上昇していた（p ＜0.05）．リン酸化 eIF2αに有意差は
なかったが，ATF4はリン酸化 eIF2αによって活性化さ
れるので，タンパク質の翻訳抑制が起きているものと推察
された．ATF4と ATF6は分子シャペロンの転写誘導を
促すので，これが GRP78/Bip の増加に関与したものと考
えられた．以上のことから，慢性ストレス下の唾液タンパ
クの質的変化のメカニズムに UPR の関与が示唆された．

フェニレフリン長期投与マウスに 
おける小胞体ストレスの関与

○吉野 陽子1）2），今村 武浩3），山近 重生3），中山 亮子4），
斎藤 一郎4），中川 洋一1）

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
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　 分 子 シ ャ ペ ロ ン R2TP は，Pontin,	Reptin,	RPAP3,	
PIH1D1の4つのタンパク質から構成され，近年，様々な
標的因子が同定され，その作用機構について解析が進めら
れている．既知標的因子としては，PIKKs（phosphatidy-
linositol	 3-kinase-related	 kinases），snoRNP（small	
nucleolar	ribonucleoprotein），RNA	polymerase	II など
が挙げられ，我々は，酵母や哺乳細胞の系を用いて，
R2TP が box	C/D	snoRNP 形成や mTORC1複合体形成
を介してリボソーム合成制御に関与することを明らかにし
てきた．他の様々な癌と同様に口腔扁平上皮癌細胞におい
ても核小体の明瞭化や肥大化が観察され，リボソーム合成
が活性化していることが示唆される．そこで我々は，
R2TP がどのようなメカニズムで口腔扁平上皮癌細胞の分
裂増殖を活性化しているのか分子レベルでの解析を行った．
免疫組織染色の結果から，R2TP は軽度異型上皮ではそ
れぞれの因子が核と細胞質に散在したが，口腔扁平上皮癌
組織では特に Ki-67で染色された分裂活性の高い細胞に
おいて核での共局在が観察された．また，口腔扁平上皮癌
由来細胞を用いた各因子のノックダウン解析により，
RPAP3以外の三因子 Pontin,	Reptin,	PIH1D1が細胞増殖
や遊走に大きく寄与することが明らかになった．このこと
から，R2TP は口腔扁平上皮癌細胞の核内に局在するこ
とでその増殖活性を高めていることが示唆された．さらに，
R2TP の新規なコファクターやターゲット因子を同定する
ため，共免疫沈降タンパク質を質量分析にて同定したとこ
ろ，HEAT	repeat 構造を持つタンパク質が多く検出され
た．それらのタンパク質に対する R2TP の機能的関与に
ついても併せて発表する．

分子シャペロンR2TPの 
口腔扁平上皮癌進展における機能解析

○柿原 嘉人，佐伯 万騎男
新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野 
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【目的】�LED ダイオードとグレーチタンによる抗菌的光
線化学療法に抗菌効果が確認されたのでその実用化に向け，
細胞毒性について検討することを目的とした．
【方法】�試料はチタン合金にハイドロキシアパタイトとト
リプトファン錯体を合成されたグレーチタン（長岡技術大
学より提供）を用いた．可視光線は赤色レーザー（650nm）
と白色ブロードバンド LED　（peak	wave：470nm）を用
いた．細胞には L929細胞を使用した．継代培養した
L929細胞を12ウエルセルカルチャープレートに播種し細
胞毒性試験を行った．実験条件はチタン合金材料に抗菌効
果の認められた条件と同様にレーザーおよび LED を12ウ
エルセルカルチャープレートの底面から一定の距離で照射
し，1日，2日，4日後の細胞増殖を（Alamar	blue	assay

（Thermo	Fisher	co.jp）とトリパンブルー法による生細胞
カウントにより判定した（N=6）．
【結果】�L929細胞はいずれの条件下でも1～4日で増殖傾
向を示した．
　チタン合金単体では，接触系，非接触系のいずれの条件
下でも L929細胞に対する細胞毒性効果は認められなかっ
た．レーザーおよび LED を照射群においても L929細胞
に対する細胞毒性効果は認められなかった．
【考察】�以上の結果から LED ダイオードとグレーチタン
による抗菌的光線化学療法には，細胞毒性効果はなく臨床
応用が可能であることが示唆された．従来チタン合金と紫
外線照射による活性酸素産生による抗菌効果は知られてい
たが，今回，可視光でもその効果が実証され細胞毒性のな
いことは臨床応用に向けての大きな一歩だと考える．

LEDダイオードとグレーチタンによる
抗菌的光線化学療法の 
細胞毒性について

○葛城 啓彰
日本歯科大学新潟生命歯学部 微生物学講座

10

【目的】�プロバイオティクスは，微生物叢のバランスを改
善することができるとされている生きた細菌である．近年，
口腔疾患の予防効果が期待されているが，歯周病に対する
プロバイオティクス菌の抑制効果のメカニズムについては
明確にされていない．私たちは，代表的な歯周病原菌であ
る Porphyromonas gingivalis に対する抗菌活性のある
Lactobacillus fermentumALAL020（Lf020）培養上清中
の有効成分の特性を解析した．
【方法】�Lf020の培養上清を37℃・60℃・100℃・121℃で，
15分間加熱し，P.gingivalis 基準菌株に対する抗菌性の温
度感受性を比較した．また，P.gingivalis の他の菌株の抗
菌感受性の比較とトリプシン様酵素（ジンジパイン）活性抑
制効果の比較を行った．抗菌成分にはサイクリックジペプ
チドが含まれていることをすでに報告しており，その合成
ジペプチドの P.gingivalis と Prevotella intermedia に対
する抗菌試験およびジンジパイン活性抑制試験を行なった．
【結果】�Lf020の培養上清は，37℃以上の温度処理によっ
て P.gingivalis に対する抗菌力は半減したが，温度上昇さ
せてもそれ以上抗菌性は失われなかった．P.gingivalis の
複数の菌株での抗菌試験結果は株ごとに感受性の差が認め
られた．また，ジンジパイン活性抑制試験結果は，Lf020
培養上清により全ての P.gingivalis 株のジンジパイン活性
抑制が認められた．合成ジペプチドは，P.gingivalis と
P.intermedia に対して5	㎎/㎖で抗菌性を示したが，ジン
ジパイン活性の抑制効果は示さなかった．
【結論】�Lf020の培養上清は，熱耐性があり，P.gingivalis
に対しては，試験すべての株に効果を示したが，感受性差
があると考えられた．合成ジペプチドは，Lf020の培養上
清から精製された天然抗菌ジペプチドと同様の濃度で抗菌
性が認められたが，ジンジパイン抑制活性は認められな
か っ た．そ の た め，Lf020の 培 養 上 清 中 に は，他 の
P.gingivalis 抑制物質があると考えられる．

プロバイオティクス菌Lactobacillus 
fermentum ALAL020の培養上清中の
抗歯周病菌活性の特性について

○河井 智美1），新 良一2），伊藤 幸惠2），井川 聡3），	
田中 剛3），大島 朋子1）

1）鶴見大学歯学部 口腔微生物学講座
2）エイ・エル・エイ乳酸菌研究所
3）地方独立行政法人 大阪産業技術研究所
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【目的】�OE に含まれるケルセチン（Qc）は，Staphylococ-
cus aureus，Escherichia coli などに対して抗菌性がある
ことが報告されている．しかし OE そのものや OE に含ま
れる Qc 誘導体であるケルセチン -4- グルコシド（Q-4-
Glc）に関してはその抗菌性は不明である．そこで本研究
では，OE と Qc，Q-4-Glc の口腔病原微生物に対しても
抗菌性を検討した．
【方法】�被験物質の OE，Qc，Q-4-Glc は難水溶性であっ
たので，培地懸濁液として菌体と接触させた後，寒天培地
へ接種し，抗菌試験（MBC 測定）を行った．被験菌は口腔
微生物として齲蝕原因菌（Streptococcus mutans），歯周病
菌（Porphyromonas gingivalis，Prevotella intermedia，
Fusobacterium nucleatum），真菌（Candida albicans，C. 
glabrata），対照菌（Pseudomonas aeruginosa，S.aureus，
E.coli）を用いた．
【結果】�OE の MBC は歯周病菌では1.0	㎎/㎖，齲蝕原因
菌では25	㎎/㎖，対照菌では50	㎎/㎖であった．しかし，
真菌には抑制効果を示さなかった．口腔細菌に対する OE
の MBC の最高値は50	㎎/㎖であったので，この濃度で各
細菌に対して有効性を経時的にみたところ，歯周病菌は
30分～1時間後，齲蝕原因菌は4時間後，対照菌は6時間
後に抗菌効果が現れた．
　次に，Qc の MBC を測定したところ，歯周病菌が0.125
～0.25	㎎/㎖であったが，齲蝕原因菌や対照菌に抗菌作用
は見られなかった．また50	㎎/㎖で OE の抗菌作用を示し
た時間と同じ時間でそれぞれ調べたところ，抗菌効果を示
さなかった．さらに，QcとQ-4-Glcの混合物のP.gingivalis
における MBC を測定したところ，0.25	㎎/㎖であったが，
50	㎎/㎖では1時間経過しても抗菌効果はなかった．
【結論】�歯周病菌に対しての MBC は OE より Qc の方が
低値であったが，50	㎎/㎖では，Qc より OE の方が早期
に殺菌効果が現れた．また齲蝕原因菌と対照菌では OE の
みに殺菌性がみられた．このことより，OE には Qc 以外
に抗菌成分が存在する可能性が考えられた．

タマネギ外皮抽出物（OE）の 
口腔内病原微生物に対する抗菌作用

○向井 陽子，大島 朋子
鶴見大学歯学部 口腔微生物学講座

12

【目的】�連鎖球菌などの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，2018年および2019年の期間にデ
ンタルクリニックを受診した患者564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182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】�2019年までの調査期間で分離された株において，
PCG に感受性を示す株は認められず，TC および CPFX の
感受性率の低下が認められた．CFIX の MIC が＞0.25	㎍/
mL を示す非感受性株は2015：16株（24.2%），2018：5株

（6.8%），2019年：4株（9.3%）分離され，CTRX の MIC
が＞0.25	㎍/mL を示す非感受性株は2015：3株（4.5%），
2018：0株（0%），2019年：2株（4.7%）分離された．
【考察】�唾液試料より分離された口腔 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 TC および 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，CTRX
非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．さらに，
CTRX 非感受性株の詳細な検討について報告する．

【会員外協力者】�
　	山根夏枝（なつデンタルクリニック），大野章（東邦大学

看護学部），大西真，志牟田健（国立感染症研究所）

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
セフェム薬耐性化に関する検討

○金坂 伊須萌1），小山 英明2），松本 哲2），	
勝瀬（金山） 明子1），金子 明寛3），小林 寅喆1）

1）東邦大学看護学部 感染制御学
2）株式会社 LSIメディエンス
3）東海大学医学部 外科学系口腔外科
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【緒言】�医薬分業の根幹をなすものが疑義照会であり，医
療における安全性を確保するものである．今回，今後の医
療における安全性と質の向上を目的として，院外処方箋に
関する疑義照会の現状調査を行ったので報告する．
【対象と方法】�2010年および2012年の各々1年間に鶴見
大学歯学部附属病院の歯科診療科から発行され，田辺薬局
総持寺前店で受け付けた院外処方箋を対象とした．疑義照
会の総件数，割合，分類，処方変更の有無，対象医薬品の
分類等を調査し，さらに歯科領域において多いと考えられ
る処方箋中の疑義の検索も行った．
【結果】�疑義照会の総件数および割合は，2010年は903件
で受付処方箋の5.2%,	2012年は1,088件で5.8% であった．
分類すると，薬学的疑義照会は91.0%（2010年）および
81.6%（2012年），形式的疑義照会は8.7%（2010年）およ
び18.2%（2012年）であった．処方変更の有無は，処方変
更「有」が87.8%（2010年）および73.4%（2012年），「無」
が11.8%（2010年）および26.6%（2012年）であった．対
象医薬品は，抗菌薬（抗真菌薬含む）が32.8%（2010年）お
よび29.1%（2012年），鎮痛薬が23.7%（2010年）および
22.2%（2012年），含嗽薬が15.0%（2010年）および9.8%

（2012年）であった．歯科領域において多いと考えられる
処方箋中の疑義として，ロキソプロフェンナトリウム水和
物錠（頓用）の用法・用量に関する疑義，クラリスロマイ
シン錠の用法・用量に関する疑義，ミコナゾールゲル経口
用の用法・用量に関する疑義等があった．
【考察】�疑義照会に関する全国規模の調査は日本薬剤師会
による調査（2000年），鹿村らによる調査（2015年）等が
あるが，疑義照会の割合に関する今回の調査結果はこれら
の報告より高い割合であった．また，処方変更「有」の
割合，薬学的疑義照会の割合もこれらの報告より高い結果
であった．安心・安全な歯科医療のために，病院と保険薬
局など全ての医療機関同士のより一層の連携が求められて
いると考えられた．

鶴見大学歯学部附属病院発行の 
院外処方箋に関する疑義照会の現状
―保険薬局における調査―

○倉岡 貴徳1），有川 槙葉1），斎藤 義夫2），中川 洋一3）

1）田辺薬局株式会社
2）鶴見大学歯学部附属病院 薬局
3）鶴見大学歯学部附属病院 口腔機能診療科

14

【緒言】�2012年4月より周術期口腔機能管理が保険導入さ
れた．歯科併設病院での周術期口腔機能管理についての報
告は散見されるが，開業医での報告は僅少である．今回
我々は近接歯科医院として，歯科を併設しない地域中核病
院と周術期口腔機能管理に取り組んだので概要を報告する．
【対象および方法】�社会福祉法人仁生社江戸川病院は，15
の診療科，病床数418を有し，年間2,500件以上の全身麻
酔手術を行っている．当院では，そのうち主に整形外科，
泌尿器科の患者に対して2013年5月より術前口腔内診査
を開始した．本研究では，2014年から2018年に当院を受
診した1,058名を対象に，手術までの日数，処置回数，処
置内容等について調査した．
【結果】�当院受診から手術までの期間は，平均12.8日で
あった．患者の受診回数は，1回（47.7%）が最多であった．
処置内容は，口腔ケアの施行が大多数を占めた．一方，受
診拒否の理由としては，かかりつけ歯科医院を定期受診し
ている，当院までの移動が困難などであった．
【結論】�受診から手術までの期間，処置内容は歯科併設病
院との違いはみられなかった．また，受診拒否に関しては
ポスター掲示による周術期口腔管理の啓蒙活動，当院まで
の無料バスの運行，手術入院時に往診を行うことで受診率
の改善が図れた．
　今後は当院における周術期口腔機能管理と術後合併症の
有無について，受診拒否症例との比較を含めて検討してい
く予定である．

歯科を併設しない病院と 
近接歯科医院の周術期口腔機能管理の
取り組みおよび臨床的検討

○戸木田 怜子1），岡部 直未1）2），松野 智宣3）

1）岡部歯科
2）社会福祉法人仁生社 江戸川病院
3）日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座
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【目的】�透析患者は，体水分量の減少や内服薬の副作用に
より口腔乾燥症を起こしやすい．口腔乾燥は味覚や経口摂
取に影響を及ぼし，食欲や体重の低下，栄養状態の悪化，
さらには QOL の低下をもたらす．しかし，透析患者にお
ける口腔内環境と栄養状態との関連について調べた報告は
少ないのが現状である．そこで，外来維持血液透析患者に
おける口腔水分，細菌数，およびオーラルフレイルのスコ
アについて調べ，栄養状態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，2019年10月に当院外来透析を施行した患
者36名（男性27名，女性9名，平均年齢68.5±12.3歳）と
した．口腔水分は，透析前後に口腔水分計（株式会社ライ
フ）を使用し，口腔細菌数は細菌カウンタ（パナソニックヘ
ルスケア）により測定した．オーラルフレイルは，セルフ
チェック表を用いて問診を実施した．栄養状態は，透析前
後の末梢血液一般検査結果および透析評価指標を用いた，
統計解析は SPSS	statisticsⓇ	ver.25（IBM）により行った．
【結果】�ロジスティック回帰分析の結果，オーラルフレイ
ルのスコアと透析前 HCO3

- 濃度（p= 0.003），および処方
数（p= 0.035）との間に有意な正相関が認められた．また，
カルシウム拮抗薬の服用と %CGR との間に有意な正相関
が認められた（p= 0.035）．さらに，透析前の口腔水分が
高値群では，低値群に比べて補正カルシウム濃度が有意に
高かった（p= 0.042）．Spearman の順位相関係数では，
口腔細菌数と総リンパ球数との間に正相関が認められた

（r= 0.414，p= 0.017）．
【考察】�透析患者における口腔水分，口腔細菌数および
オーラルフレイルは，栄養状態や透析評価指標と関連があ
ることが示唆された．栄養状態を改善するためには，口腔
状態の把握をするとともに口腔内環境を改善することが重
要であると考えられる．

腎臓病患者における口腔内環境と 
栄養状態との関連について

○小島 志保1）2），吉野 陽子2）

1）医療法人社団相和会 渕野辺総合病院
2）相模女子大学大学院 栄養科学研究科
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【目的】�口腔乾燥患者は高齢者が多く，低栄養から低亜鉛
状態が口腔乾燥や味覚障害，口腔内違和感などの症状に繋
がっていると考えられる．昨今栄養成分（ビタミン・ミネ
ラル）の補給のために利用される食品で，栄養成分の機能
をもつ栄養機能食品の普及に伴い，様々な栄養補充がなさ
れ効果が期待されている．そこで，当院口のかわき治療外
来に来院し，低亜鉛血症を認めた口腔乾燥患者に対して，
亜鉛製剤である栄養機能食品アエンプロユースⓇを使用し
た患者を対象に臨床的検討を行ったので報告する．
【方法】�日本歯科大学新潟病院口のかわき治療外来を受診
した口腔乾燥患者に対してアエンプロユースⓇ（亜鉛とし
て10	㎎/1日）を3か月使用した15例（平均年齢71.1歳）
を対象に，患者ファイルより後ろ向きに，血清亜鉛値，唾
液分泌量（サクソンテスト），乾燥感の自覚症状（VAS），
味覚異常感（VAS）を検討した．
【結果】�平均血清亜鉛値は投与前が67.7	㎍/dL から75.6	㎍
/dL と9例（60%）の上昇がみられた．平均唾液分泌量は
1.95	g/2分から2.46	g/2分と12例（70%）の増加がみられ
た．また，乾燥感の自覚症状の VAS 値は48.5から37.0
と9例（60%）の改善がみられた．味覚異常感の VAS 値は
51.8から37.3と7例（45%）の改善であった．
【考察とまとめ】�亜鉛は必須の微量元素であり，生体を維
持するのに重要な役割を果たしている．その欠乏により味
覚の低下や口内炎などの症状が出現する．特に高齢者や
シェーグレン症候群患者は，唾液文分泌減少による味物質
の到達障害が味覚異常の原因されているが，低亜鉛血症を
伴う口腔乾燥症対する亜鉛補充と唾液分泌量の関連につい
ての報告は少なく，明確な解明が今後の課題である．今回
の結果から亜鉛補充は唾液分泌増加に寄与している可能性
が考えられた．

低亜鉛血症を伴った口腔乾燥患者に 
対する栄養機能食品アエンプロユースⓇ

の使用評価

○戸谷 収二1）2），二宮 一智1）2），赤柴 竜1），田中 彰3），
山口 晃1）

1）日本歯科大学新潟病院 口腔外科
2）日本歯科大学新潟生命歯学部 食育・健康科学講座
3）日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座
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【緒言】	シェーグレン症候群（SS）では，唾液分泌量が低
下しているためう蝕が発生しやすいとされている．しかし
ながら，唾液分泌量を増加させることがう蝕予防に繋がる
という報告は今までにない．そこで唾液分泌量の減少の程
度とう蝕経験歯数（DMF）の増加の程度との関連性を明確
にすることと，唾液分泌量増加が DMF 増加を抑制するか
どうかを明らかにすることを目的として，SS 患者を対象
として後ろ向き研究を行った．

【方法】	栃木医療センター歯科口腔外科ドライマウス外来
において，SS で治療または経過観察など定期的に診療を
行っている患者のうち，症状が安定している165例を対象
とした．性別は男性5例，女性160例，観察開始時の平均
年齢は68.7±9.09歳，観察開始時の残存歯数の平均は，
23.5±5.87本であった．観察期間の平均値は57.7±8.62
か月であった．観察開始時と観察終了時のガムテストの平
均値（平均唾液分泌量）7.45±4.62	mL，観察開始時と観
察終了時のガムテストの差（唾液分泌量変化値）の平均は
1.67±3.98	mL であった．また，唾液分泌促進薬服用患者
では，服用開始24か月以上経過した患者のみを対象とした．

【結果】	平均唾液分泌量と観察開始時と観察終了時の喪失
歯変化量（M 変化量）との間に負の相関関係が認められ

（P= 0.047，r=-0.155），平均唾液分泌量6	mL 以下の症
例は6	mL 超過の症例に比較して M 変化量が有意に高かっ
た．しかし，唾液分泌量変化値と DMF の各変化量との相
関はみられなかった．ロジスティック回帰分析の結果は，
唾液分泌量が喪失歯増加の危険因子として抽出された

（P= 0.021,	OR= 0.905,	95%CI= 0.832-0.985）．
【考察】	唾液分泌量の減少している SS 患者は喪失歯数が
増えやすく，本研究における唾液分泌量の増加では DMF
を抑制するというデータが得られなかった．このことから
SS 患者の DMF 増加抑制には唾液分泌促進薬だけでなく
フッ素，抗菌物質などあらゆるう蝕予防の手段を用いる必
要があると考えられた．

シェーグレン症候群患者における 
唾液分泌量とう蝕経験歯数との関係

○佐藤 真理子1）2），石田 孝文2）3），岩渕 絵美4），	
岩渕 博史4）5）

1）神奈川歯科大学 総合歯科学講座
2）国立病院機構栃木医療センター 臨床研究部
3）神奈川歯科大学附属病院 口腔外科
4）国立病院機構栃木医療センター 歯科口腔外科
5） 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
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【目的】�香川大学が中心となり開発研究を行っている “ 希
少糖 ” は，自然界に存在量が少ない単糖とその誘導体と定
義されており，D- アルロース（D- プシコース）など約50
種類が存在する．希少糖は，健康・医療分野において，食
後血糖の上昇の抑制，脂肪蓄積の抑制，動脈硬化の予防に
効果があることが確認されている．また，その抗酸化作用
により，神経変性疾患，脳・心筋梗塞，高血圧症などの治
療への応用も進められている．さらに，癌細胞の増殖を抑
制する働きがあることも解明されている．
　我々は，樹状細胞（Dendritic	cell,	DC）の機能を明らか
にする研究を行っている．DC は高い抗原提示能を有し，
かつ，自然免疫の刺激によりサイトカインを産生すること
により，T 細胞の活性化を介して獲得免疫を始動する役
割がある．今回我々は，DC の機能に対する希少糖の影響
を調べた．希少糖を用いて，DC の機能を調節する疾患の
治療法開発を目指す．
【方法】�C57BL/6N マウスの骨髄細胞を Flt-3	 ligand 存
在下で培養し，DC を分化させ，続いて，形質細胞様樹状
細胞（plasmacytoid	DC,	pDC），および通常型樹状細胞

（conventional	DC,	cDC）をそれぞれ分離した．得られた
pDC および cDC を，希少糖を含む培地を用いてプレー
ティング後，TLR7あるいは TLR9刺激を行い，24時間
後の培養上清に含まれるサイトカイン濃度を ELISA で測
定した．
【結果】�希少糖 C を含む培地において pDC のサイトカイ
ン産生が低下した．一方，cDC のサイトカイン産生は低
下しないことから，希少糖 C は pDC の機能だけを抑制す
ることを見出した．
【考察】�今後は，希少糖が pDC の機能を抑制するメカニ
ズムの解明，マウス生体組織内に存在する pDC の希少糖
への反応性，およびマウス個体レベルでの希少糖への反応
性について検討する．

希少糖によるマウス樹状細胞の 
機能調節

○髙尾 健二郎1）2），田中 麻央1），秦泉寺 紋子1），	
中井 史1），岩崎 昭憲1），大林 由美子1），星野 克明2），
三宅 実1）

1）香川大学医学部 歯科口腔外科学講座
2）香川大学医学部 免疫学講座
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【目的】�口腔粘膜炎は口腔内の潰瘍を形成する炎症性疾患
として今も昔も，先進国・開発途上国問わず世界中で広く
知られている．この疾患は，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，がん治療の延期や投薬
量の変更を生じ，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．その治療法は主
に対症療法で消炎と鎮痛を行い，局所麻酔薬，抗炎症薬，
抗潰瘍薬，口腔粘膜をアルギン酸ナトリウムで覆う方法な
どを用いるが，効果的な治療法は確立されておらず，予防
法も存在しない．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】�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3	㎜，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）．その後，1，7時間および3，5，
7，9，12，16，21日に，セボフルラン麻酔下で舌の規格
化写真を撮影し，また安楽死後，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】�実験群では処置後1，7時間の病変部において水泡
形成および上皮剥離を伴う潰瘍形成が認められ，3，5，7
日では明らかな真皮への炎症性細胞浸潤が見られた．9日
では上皮の修復が開始し，16，21日において上皮・結合
組織が再生していた．
【結論】�本研究で作製したラットモデルを用い，今後，口腔
粘膜炎のメカニズム解明や治療法・予防法の確立を目指す．

口腔粘膜疾患モデルの開発

○竹内 麗理1），田口 千恵子2），末光 正昌3），	
森川 美雪3），松本 裕子4），有川 量崇2），	
久山 佳代3），平塚 浩一1）

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 衛生学講座
3）日本大学松戸歯学部 病理学講座
4）日本大学松戸歯学部 薬理学講座
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【緒言】	感染性心内膜炎（IE：Infective	Endocarditis）は先
天的に心室や弁に異常，弁膜硬化を伴う高齢者や易感染性
のある場合に発症しやすい．また歯科領域では抜歯といっ
た観血的処置後に発症のリスクが高まることが報告されて
いる．また，口腔カンジダ症は日和見感染症であり宿主の
抵抗力，免疫機能が低下するに従い発症頻度が増加する．
　今回，我々は IE により口腔カンジダ症を発症した1症
例を経験したので報告する．
【症例】�26歳，男性．
【既往歴】�アトピー性皮膚炎．歯科は3年ほど受診してい
ない．
【原病歴】�紹介医より急な発熱と手指，足底に点状紫斑を
認め体動困難，経口摂取困難のため IE 疑いにて紹介があ
り当院に緊急入院した．心エコー検査により僧帽弁に可動
性のある12	㎜大の構造物が認められ，血液培養検査より
ブドウ球菌状の GPC（Gram	Positive	Cocci）が検出され
た．入院2病日後，循環器科より当科へ口腔内精査のため
紹介受診した．
【現症】�口腔外は頬部腫脹が認められ，口腔内は舌中央部
の舌乳頭が消失しており発赤が認められた．舌擦過による
細菌検査にて Candida	albicans が検出された．
【診断】�IE による口腔カンジダ症．
【処置】�循環器科では抗菌薬治療が行われ，当科ではアム
ホテリシン B シロップによる抗真菌治療と口腔内プラー
ク減少のため，スケーリングを実施した．
【経過】�次第に舌乳頭の回復を認め，初診日より42日後実
施した細菌検査では Candida は検出されなかった．
【考察】�今回，IE は皮膚から侵入した黄色ブドウ球菌が感
染源と考えられたが，感染性心内膜炎の予防と治療に関す
るガイドライン（2017年改訂版）では真菌性の IE は全体
の1～2% を占めるにすぎないが，近年増加傾向にあると
されており，その大部分は Candida 属と言われている．
そのため術前抗菌薬療法以外にも口腔カンジダ症の発症を
予防しておくこと IE 発症予防に重要と考えられた．

皮膚より侵入した黄色ブドウ球菌が 
感染源と考えられた感染性心内膜炎に
より口腔カンジダ症を発症した1症例

○佐藤 新一
地域医療機能推進機構 仙台病院

21

【緒言】�高齢化社会の日本において，90歳以上の超高齢者
は増加傾向にあり，その対応に苦慮することが多い．歯性
感染症は時に重症化し，致命的な病態へ移行することがあ
り，特に超高齢者では予備力が低く，注意が必要である．
今回，当院で入院加療を要した超高齢者重症歯性感染症3
例について検討した．
【症例】�
症例1：96歳，女性．右側顎下部蜂窩織炎．初診時 CRP：
8.22	㎎/㎗，入院期間：8日間，抗菌療法：ABPC	2	g・
CLDM	1.2	g ×7日間．
症例2：99歳，女性．左側頬部，顎下部蜂窩織炎．初診時
CRP：12.82	㎎/㎗，入院期間：10日間，抗菌療法：ABPC	
2	g・CLDM	1.2g ×7日間．
症例3：90歳，女性．左側顎下部，頸部，口底部蜂窩織炎．
初診時 CRP：15.98	㎎/㎗，抗菌療法：MEPM	1	g ×6日
間，ABPC	2	g・CLDM	1.2	g ×6日間，ABPC	2	g ×3日
間，入院期間：25日間．
【結果】�3症例の平均年齢は95歳，原因歯は下顎大臼歯3例
（智歯2例），初診時平均 CRP：12.33	㎎/㎗，平均入院期間
は14.3日間であった．全 症 例が 認 知症，performance	
status	4，施設入居中であり，治療は全例で通常量の抗菌薬
静脈内投与および静脈麻酔下での消炎手術が行われていた．
【結論】�全例において認知機能の低下により症状の訴えが乏
しく，発見が遅れ，重症化していた．超高齢者であっても
通常量の抗菌療法および消炎手術が可能であった．超高齢
者においては往診医と連携し，入院管理のうえ，全身状態
を確認しながら適切な治療強度が重要であると考えられた．

入院加療を要した 
超高齢者重症歯性感染症3例の検討

○赤柴 竜1），戸谷 収二1），田中 彰2），山口 晃1）

1）日本歯科大学新潟病院 口腔外科
2）日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座
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　カンジダは口腔常在菌であり他の口腔粘膜疾患や悪性腫
瘍の表層に2次的にカンジダ症が合併することが知られて
いる．中でも口腔扁平苔癬と口腔カンジダ症の関連につい
ては従来から多くの報告がある．演者らは2010年の本学
会においてニコランジルに起因した口腔潰瘍にカンジダ症
が合併した症例を報告した．そして薬剤性潰瘍にカンジダ
症の合併が疑われるケースにおいては，まずカンジダ症の
治療を先行して行いその後に起因薬剤を休薬することが重
要であることを報告した．今回我々は表層にカンジダ症を
合併したリウマトレックスⓇ（MTX）に起因した口腔潰瘍
の2例を経験したのでその概要を報告する．
　症例1：71歳女性，1か月前から舌の口内炎を自覚した．
かかりつけ歯科にてステロイド軟こうを処方され塗布する
も改善しないので当科を紹介受診した．なお3年前から関
節リウマチにて MTX とフォリアミン錠Ⓡを内服中とのこ
とであった．口腔内所見として舌右側辺縁から舌下面にか
けて10×5	㎜大の類円形，境界明瞭で硬結を伴わない潰
瘍を認め，接触痛が強度で食事がしづらいとのことであっ
た．触診では周囲に硬結なく細胞診でもクラス1であった
ため悪性疾患の可能性は低く，MTX による薬剤性潰瘍の
可能性が示唆されたが細菌検査で Candida	albicans が分
離培養されたためカンジダ関連潰瘍の可能性も残された．
そこでまず抗真菌剤（フロリード・ゲル）を1週間投与し
たところ疼痛は著名に改善し食事も楽になり潰瘍も縮小傾
向を示したため抗真菌剤治療を継続した．しかしそれ以降
大きさに変化はなく舌潰瘍は持続したため抗真菌剤治療は
3週間で中止し整形外科主治医に MTX 休薬の可否につい
て問い合わせた．その結果，短期の休薬は可能とのことで，
2週間休薬後の再診時には舌潰瘍は著名に縮小し MTX 休
薬3週間後には完治した．以上の経過からカンジダ症を合
併した薬剤性潰瘍と診断した．同様の経過をたどった症例
を合わせて報告する予定である．

表層にカンジダ症を合併した 
薬剤性（MTX）潰瘍の2例

○寺井 陽彦，植野 高章，中野 旬之
大阪医科大学 感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室
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　せん妄は高齢，認知症，手術などの要因に加えて身体
的・精神的苦痛や入院自体も誘発の因子となる．今回，当
科において治療した口腔癌の術後に薬剤を起因として発症
したと思われるせん妄を経験したので報告する．
　症例1は83歳女性．口唇癌頸部リンパ節後発転移にて
2019年2月全身麻酔下に頸部郭清術を施行．術直後の悪
心に対してヒドロキシジンを投与したところ点滴ルートの
自己抜去，頻回のナースコール，意味不明な言動や見当識
障害が見られた．さらに翌日，強固に退院を主張するなど
治療に非協力的な態度が見られた．術後せん妄の診断下に
ヒドロキシジンを中止し，精神科へ対診した．抗精神病薬

（MARTA），スポレキサントが処方され，せん妄症状は
消失した．
　症例2は85歳女性，下唇・下顎歯肉癌の再発例．パー
キンソン病，認知症，うつ病にて投薬の既往歴あり．
2019年9月全身麻酔下に気管切開，腫瘍切除術，再建術
を施行し，術後は ICU 管理とした．術後2日目に抜管を
試みるも自発呼吸が不十分にて呼吸器による呼吸管理を継
続した．術後3日目より抗パーキンソン薬，抗精神薬の投
薬を再開したところ，ルートやカニューレの自己抜去や見
当識障害などのせん妄症状を呈した．精神科対診にて本剤
を減量し，抗うつ薬（SARI），MARTA が投与された．
その後，呼吸および精神状態が安定した病日7日目に一般
病棟へ移った．翌日，気管カニューレを抜去すると再び呼
吸困難や不穏がみられたため，気管カニューレを再挿管す
るとともに抗うつ薬を追加投与した．せん妄症状が安定し
た4日後に再抜管し，経口摂取も可能となった．
　高齢者の，特に侵襲の比較的大きい術後にはせん妄の発
症に注意して，薬剤の選択や全身管理をすべきである．抗
精神薬の長期服用歴のある症例では，せん妄を発症しても
病状に応じて減量するなど継続的な投与が有効な場合もあ
ることを考慮すべきと思われた．

薬剤を起因とする口腔癌術後せん妄の
2例

○兼子 隆次，河合 孝真，澤木 廉
豊田厚生病院 歯科口腔外科



Vol. 39 No. 2 2020	 歯　薬　療　法	 69

一般演題8　［ 副作用 ］

24

　骨粗鬆症や悪性腫瘍の骨転移，多発性骨髄腫の治療の目
的で，ビスホスホネートやデノスマブなどの骨吸収抑制薬
が広く使用されている．その結果，骨吸収抑制薬関連顎骨
壊死（以下 ARONJ）は明らかに増加している．2016年に
改定された6学会合同のポジションペーパーでは，治療の
第一選択は保存療法で難治症例に対し外科療法を考慮する
立場をとっているが，近年，外科療法の優位性が多く報告
されており，可能な症例においては，積極的に外科療法を
考慮することが標準治療と当科でも考えている．しかし，
その方法について統一されたものはなく，抗菌薬使用の有
無についても，議論の分かれるところである．今回われわ
れは，ダウンステージングまたは症状の改善目的に，術前
化学療法を行い，外科療法後さらに化学療法を行うレジメ
ンを考案し，パイロットスタディーを行なったのでその概
要を報告する．そのレジメンは
①術前抗菌薬投与を3日間行う．
② 	腐骨および周囲骨を一層削合し通常の顎骨骨髄炎消炎

手術を行う．
③ 	完全閉創の上，可能であれば軟膏ガーゼをタイオーバー

やシーネ固定により圧迫し死腔をなくす．
④術後抗菌薬投与を3日間行う．
　2017年1月から2019年12月までに行なった ARONJ 手
術21症例について検討した．術後，19症例がダウンス
テージングされた．13症例は症状や骨露出を認めず軽快，
8症例は軽度骨露出，出血など術後症状があった．8症例
のうち6症例は投薬・修正手術などにて改善した．悪化し
たものはなかった．この結果を基に，レジメンや手術方法
について考察したので報告する．

術前術後化学療法を併用した 
当科 ARONJ手術の臨床成績
～パイロットスタディー～

○兼古 晃輔，飯田 雅彦，甲村 斉資，中村 一浩，	
高橋 謙一郎，関谷 秀樹
東邦大学医学部 口腔外科



70	 歯　薬　療　法	 Vol. 39 No. 2 2020

一般演題9　［ 有病者 ］

25

　血液凝固因子欠乏症は止血困難な時に初めて判明する場
合が時にある．今回，われわれは抜歯後止血困難で原因を
精査した結果，第ⅩⅢ因子欠乏症が判明した症例を経験し
たので報告する．
【症例】�79歳男性．
【既往歴】�心不全，胸部大動脈，冠動脈バイパス術後，陳
旧性心筋梗塞，糖尿病，慢性腎臓病．
【現病歴】�2018年1月頃，右上6に膿瘍形成，歯肉にフィ
ステルを認め，4月近歯科より抜歯依頼で当科を紹介され
る．2018年06月当科初診．
【現症】�右上6周囲歯肉に発赤，圧痛等はなかったが，レ
ントゲン写真より根分岐部病変を認めた．初診時臨床診断
は右上顎6根尖性歯周炎．
【処置および経過】�かかりつけの内科に対診し，血圧の変
動に注意とのことと抗血栓薬を服用していたため，静脈内
鎮静法と局所麻酔を併用して抗血栓薬継続下で6月下旬に
右上6抜歯を施行．翌日，微少出血を認めたため，可吸収
性止血剤を抜歯窩に挿入，再縫合し退院．抜歯後4日目に
抜歯後出血にて来院．局所止血を行い再入院．処置後は止
血するも翌日には再び出血し，再度止血処置を行う状態が
4日間続いた．通常の経過と異なるため，抜歯後9日目血
液内科対診．精査後，第ⅩⅢ因子低下（33%）が判明．抗
血栓薬2種類を中止して，第ⅩⅢ因子20	㎖	5日間連続投
与．7月中旬，再度創部の止血処置を行った．8月中旬抜
歯窩治癒を得られたため軽快退院となった．

抜歯後出血を契機に判明した 
第ⅩⅢ因子欠乏症の1例

○小林 裕
東京都立広尾病院 歯科口腔外科
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【緒言】�血小板無力症は先天性血小板機能異常症の一つで
あり，常染色体劣性遺伝の稀な疾患で血小板受容体
GPIIb/IIIa の量的異常ないし質的異常がある．血小板数
が正常にもかかわらず，出血時間は延長し血小板凝集が欠
如あるいは低下し出血傾向を呈するのが特徴であるが，抜
歯処置の周術期止血管理の報告は少ない．本疾患患者の埋
伏歯を含む両側上顎智歯の抜歯経験について臨床的概要を
報告する．
【症例】�患者は26歳女性で，初診の2か月前からの右上顎
智歯の疼痛を主訴として，当院小児科より精査加療目的に
当科へ紹介された．既往歴では，生後10か月時の鼻出血
時に当院小児科の精査で血小板無力症 TypeII と確定診断
され歯肉出血や扁桃炎，鼻出血で4歳までに5回の入院，
1回の PC 輸血歴があった．18歳時と20歳時には智歯周
囲炎にて片側ずつの下顎智歯抜歯で各 PC10+5+5U 輸血
PC10+10U 輸血を受けていた．アレルギーはなく鉄剤を
常用し家族歴では妹も同疾患であった．現症では口腔外の
紫斑，鼻出血や口腔内の点状出血，歯肉出血などは認めな
かった．18部歯肉に軽度の発赤を認めたが，28部歯肉の
圧痛はなく，パノラマ X 線写真では18,	28とも根は肥大
し28は埋伏していた．血液検査で Plt	18.9万 /µL で凝固
系は基準値内であった．
臨床診断：血小板無力症（TypeII）を伴った18半埋伏歯・
28埋伏智歯・歯科治療恐怖症．
処置及び経過：入院管理下で，止血床を準備して術前に
PC10U 輸血後に局麻鎮静下で歯肉切開の上で上顎両側智
歯を抜去後に吸収性ゼラチンスポンジを填入，吸収性糸で
縫合し，術中に PC10U 輸血して以後は後出血を認めるこ
となく抜歯創の上皮化が得られた．抜歯後鎮痛薬にはアセ
トアミノフェンを使用した．
【結論】�後出血を生じてから血小板輸血を行うことがない
ように，術前後に十分な血小板輸血を行って後出血を予防
し，埋伏智歯の同時抜歯の実施は輸血量の増加を回避する
という点からも有効であると考えられた．

血小板無力症患者の埋伏歯を含む 
両側上顎智歯の抜歯経験

○新田 哲也
鹿児島市立病院 歯科口腔外科
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　立効散は，江戸時代初期の「衆方規矩」収載の処方に
基づいて作られ，内服するとその効果がたちどころに現れ
ることから「立効散」とその名がつけられている．歯痛
に効果がある立効散の構成生薬は，防風・細辛・升麻・竜
胆・甘草である．防風・細辛が温性で痛みや腫れを発散し，
升麻・竜胆が寒性で熱を冷まし，炎症をとる．立効散には
抗炎症効果，鎮痛効果，局所麻酔効果があるとされている．
立効散は証に関係なく処方でき，適応は抜歯後の痛み，歯
痛であることから，歯科に特化した漢方薬である．川崎病
は全身の血管炎を病態とする疾患である．抗血栓症への薬
物療法として，ワルファリンやバイアスピリンが投与され
る場合が多い．本研究では抗血栓治療薬であるワルファリ
ン及びバイアスピリンを投与している川崎病患者が急性化
膿性歯周炎の鎮痛効果を期待して立効散の有効性を確認で
きた．患者は，平成8年9月21日生男性，身長：175	㎝，
体重：65	㎏．主訴は左下第一大臼歯部の急性化膿性根尖
性歯周炎の痛みが強く，夜間眠れない現病歴は川崎病（2
歳頃）により，ワルファリン，バイアスピリンを服用して
いる．季節の変わり目と夏の暑いときは体がだるい．その
場合は外出を控えている．2か月に1度は地元の病院，大
学病院小児科を受診．歯科的所見は14歳の来院時にパノ
ラマレントゲン写真にて上下左右第二大臼歯の埋伏を確認．
ワルファリン，バイアスピリンの服用によりプロービング
時に易出血．口腔内は全体的に歯周炎状態．既往歴として
川崎病（2歳頃）．初診時所見はプラークコントロール不良
による左下第一大臼歯部の急性化膿性根尖性歯周炎．血液
検査所見として PT-INR	2.0-3.0．治療経過は急性化膿性
根尖性歯周炎に対し，立効散2.5g を頓服として3回分，
アモキシシリン250	㎎/1カプセルを1日3回毎食後に服用

（3日分）させ，心臓への感染防止と疼痛コントロールをす
ることで，睡眠障害も予防できた．

抗血栓治療薬服用川崎病患者の 
急性化膿性根尖性歯周炎への 
立効散の効果

○王 宝禮1），原山 周一郎2），益野 一哉1），大草 亘考1），
今村 泰弘3）

1）大阪歯科大学 歯科医学教育開発室
2）原山歯科医院
3）松本歯科大学 歯科薬理学講座
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株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

富士フイルム富山化学株式会社

広　　告

ウエルテック株式会社

株式会社大塚製薬工場

オリンパステルモバイオマテリアルズ株式会社

クインテッセンス出版株式会社

株式会社モリタ

佐藤製薬株式会社

株式会社松風

昭和薬品化工株式会社

テルモ株式会社

日本歯科薬品株式会社

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

UHA 味覚糖株式会社

展　　示

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ 
ジャパン株式会社

昭和薬品化工株式会社

株式会社セントラル科学貿易

ティーアンドケー株式会社

株式会社ピカッシュ

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

株式会社モリタ

株式会社ライフ

寄　　付

昭和薬品化工株式会社

株式会社そーせい

富士製薬工業株式会社
� （五十音順）

第40回日本歯科薬物療法学会学術大会
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