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第 28回日本口腔感染症学会総会・学術大会 

プログラム・抄録集 

 

 

期日： 2019 年 10 月 12 日（土）－10 月 13 日（日） 

会場： 近畿大学（東大阪キャンパス） 

B 館（法科大学院・経済学部）  

 

 

 

 

 

大会長 濱田 傑 

近畿大学病院 歯科口腔外科 
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会場案内 

会 場 近畿大学（東大阪キャンパス） 

B 館（法科大学院・経済学部） 
所在地 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1 

TEL：06-6721-2332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄大阪線「長瀬駅」（各駅停車にご乗車ください）からの経路(徒歩 15分) 
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 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」からの経路(徒歩 20分) 

    

  

バスをご利用の場合 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」から約 6分 

◇直行 100円バス（日曜日は運休） 

「近畿大学東門前」下車 

◇近鉄路線バス 

「東上小坂」下車  
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校内および館内マップ 

 

  

B館 

（学会会場） 

西門 ブロッサムカフェ

（懇親会会場） 
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お知らせとお願い 

 

1. 学会会場は近畿大学（東大阪キャンパス）B館（法科大学院・経済学部）201号室です。開場は 13時

30 分です。 

2. 参加される方は、会場受付で参加証と抄録集をお受け取りください。 

3. 会場では常に参加証をお付けください。 

4. 本会は日本歯科医師会生涯研修事業認定研修会です。生涯研修カードをご持参の方は、受付の PC で

ご登録が可能です。 

5. 来場には公共交通機関をご利用ください。 

6. 会場内でのご飲食はお控えください。 

7. ランチョンセミナーでのチケットを配布いたします。 

 

座長の先生方へ 

1. 座長の方は、ご来場されましたら受付にご連絡ください。 

2. 座長の方は、ご担当の口演開始時間の 10分前に次座長席にお越しください。 

3. 予定時間通りに進行しますようご協力をお願いいたします。 

 

演者の先生方へ 

1. 口演時間は 6分、質疑応答は 2分です。時間を厳守してください。 

2. 次演者の方は、あらかじめ次演者席にお越しください。 

3. 発表は Power Point（2007、2010、2013、2016）を使用した PC（Windows 7、8、10）と液晶プロジェ

クター1台（単写）による発表に限らせていただきます。 

4. 学会当日、演者受付に準備しております PC にて発表の 30 分前までに発表データをご確認ください。 

5. 口演発表時に利益相反（COI）の開示が必要です。 

 

質疑応答 

1. 座長の指名によりマイクを使用し、所属・氏名を述べてから簡潔にお願いいたします。 

2. 実りのある討論となりますよう、フロアからの活発な発言をよろしくお願いいたします。 

 

代議員の先生方へ 

1. 10月 12日（土）の学会当日 10時 00分より認定委員会、編集査読委員会、理事会、代議員総会を順

次行います。ご出席の程よろしくお願い申し上げます。会場等不明な点はスタッフにお尋ねください。 

 

参加費 

当日支払い： 一般：8,000円 歯科衛生士・看護師・コメディカル：3,000円 

事前振込み： 一般：7,000円 歯科衛生士・看護師・コメディカル：3,000円  

＊学生（学部学生）は無料です。学生証等の身分を証明するものを受付に持参ください。 
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● 懇親会のお誘い 

 

懇親会を、10 月 12日（土）18:00 より同施設内にて開催いたします。皆様お誘い合わせの上、ご参加い

ただきますようお待ちしております。事前参加費と合わせてお支払いいただければ幸いです。 

 

※当日、学術大会会場でも受付を行います。お早めにお申し込みください。 

 

参加費：6,000円 

会場：近畿大学東大阪キャンパス ブロッサムカフェ（学術大会会場のすぐそば） 

 

 

第 28回一般社団法人日本口腔感染症学会総会・学術集会事務局 

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2 

近畿大学病院 歯科口腔外科 

TEL：072-366-0221 FAX：072-367-9218 

E-mail：kdomfs.conference@gmail.com 
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プログラム 

10 月 12日（土） 

12：30－13：30  理事会（2F・203） 

13：30－14：15  代議員総会 

14：30－14：45  開会の辞 大会長 濱田 傑 

14：45－15：00  会務報告 

 

15：00－15：40 一般演題 口演 1～5 座長 太田 耕司（広島大学大学院医系科学研究科 口腔

健康科学講座 公衆口腔保健学研究室）  

 

1． 歯肉線維芽細胞における Candida albicanｓ構成成分による抗菌ペプチドの発現 

1）広島大学 大学院医系科学研究科 医歯薬学専攻 口腔外科学 

2）広島大学 大学院医系科学研究科 口腔健康科学講座 公衆保健学研究室 

〇佐久間美雪 1)、太田耕司 2)、加藤大喜 1)、石田陽子 1)、鳴瀬貴子 1)、重石英生 2)、武知正晃 1) 

2． 口腔の HPV16 と口腔衛生状態および歯周病原細菌との関係 

広島大学大学院医系科学研究科 口腔健康科学講座 公衆口腔保健学研究室 

 〇重石英生、杉山 勝、太田耕司 

3． 当院における歯科 ICTラウンドの実際と問題点について 

 1）福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 

 2）福岡歯科大学 総合歯科学講座 

 3）福岡歯科大学医科歯科総合病院 歯科衛生士部 

 ◯橋本憲一郎、森田浩光、田頭美穂 

4．様々な手段を用いた[清拭による衛生状態]の確認(第 2 報) ―清拭から拭浄へ― 

 1）東京 HIVデンタルネットワーク 

 2）加賀谷歯科医院(文京区) 

 3）澤歯科医院(調布市) 

 4）鈴木歯科クリニック(品川区) 

 ○加賀谷 昇 1,2)、小林美生 1,2)、齊藤怜子 2)、小倉満美 2)、植田美知子 2)、児玉あづさ 2)、澤悦夫 1,3)、

鈴木治仁 1,4) 

5．神戸大学医学部付属病院歯科口腔外科における抗菌薬適正使用の現状 

 1）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

 2）一般財団法人甲南会 甲南医療センター歯科口腔外科 

 ○吉位亮助 1)、楠元順哉 1)、松村恵美 1)、古土井春吾 2)、明石昌也 1) 
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15：40－16：20 一般演題 口演 6～10 座長 吉位 尚（よしい歯科口腔外科クリニック）  

 

6．医科歯科連携、地域連携が功を奏した周術期等口腔機能管理の１例 

1）耳原総合病院 歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

〇荻澤良治 1）、長谷川淳子 1）、中野聖月 1）、岸本裕充 2） 

7．エピシル®口腔用液による口腔粘膜炎の疼痛緩和についての検討 

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

○松村恵実、西井美佳、楠元順哉、古土井春吾、明石昌也 

8．顎矯正手術における予防的抗菌薬適正使用への取り組み 

 1）神戸市立西神戸医療センター 歯科口腔外科 

 2）神戸市立医療センター中央市民病院 歯科・歯科口腔外科 

 3）大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

 ○平井雄三 1),2)、竹信俊彦 2)、前田圭吾 2),3) 

9．ナビゲーションシステムが有用であった上顎骨骨髄炎の 1例 

1）神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 

2）大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

○向仲佑美香 1)、竹信俊彦 1)、前田圭吾 1)2) 

10．BP 関連顎骨骨髄炎によるインテグレーション喪失が疑われた１例 

1）兵庫医科大学病院歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 

○板東祥太 1)、玉岡丈二 1,2)、野口一馬 1,2)、岸本裕充 1,2)  

 

16：20－16：30 休憩  

 

16：30－17：30 特別講演① 座長 濱田 傑（近畿大学病院 歯科口腔外科） 

 「歯科における薬剤耐性菌（AMR）対策 JAID/JSC感染症治療ガイド 2019―歯性感染症―」 

 東海大学医学部外科学系口腔外科 金子明寛 

 

17：30－18：00 懇談会  

 招待講演  日本歯科医学会 松村英雄 

 

18：10－20：00 懇親会 ブロッサムカフェ 
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10 月 13日（日） 

8：45－10：55 シンポジウム 座長 濱田 傑（近畿大学病院 歯科口腔外科）  

  

 8：45－8：55 シンポジウム① 「顎顔面領域の重症感染症の経験」 

  近畿大学病院歯科口腔外科 江原裕基 

 8：55－9：35 シンポジウム② 「顎顔面領域の重症感染症への対応」 

  甲南医療センター歯科口腔外科  古土井 春吾 

 9：35－10：15 シンポジウム③ 「重症歯性感染症治療のピットフォール」 

  東海大学医学部付属八王子病院歯科口腔外科 唐木田一成 

 10：15－10：55   シンポジウム④ 「重篤な合併症を引き起こす深頚部感染症への対応 

～耳鼻咽喉科医からの立場から～」 

  島根県立中央病院耳鼻咽喉科 木村光宏 

   

10：55－11：00 休憩  

 

11：00－12：00 特別講演② 座長 岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）  

 「敗血症治療のエビデンスの整理と実践の工夫」 

 神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 小谷穣治教授 

   

12：00－12：20 シンポジウム総合討議  座長 岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学

講座）、濱田 傑（近畿大学病院 歯科口腔外科）  

 

12：30－13：30 ランチョンセミナー  

「感染の予防と制御 その具体策は？」（モレーンコーポレーション共催） 

有限会社ハグクリエイション 柏井伸子先生（口腔科学修士 / 歯科衛生士） 

 

13：30－13：35 休憩  

 

13：35－14：07 一般演題 口演 11～14  座長 明石 昌也（神戸大学大学院医学研究科外科系講

座口腔外科学分野）  

 

11．敗血症を繰り返す抜歯後下顎骨骨髄炎に対して iMAPで治療した 1例 

千葉大学病院整形外科 

〇姫野大輔 
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12．若年女性の頬部蜂窩織炎から肺化膿症にまで進展した MRSA菌血症の 1例 

1）北播磨総合医療センター歯科・口腔外科 

2）加古川中央市民病院歯科・口腔外科 

3）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

○大橋雄高 1)、南川 勉 1)、岩田英治 2)、松村恵美 3)、古土井春吾 3)、明石昌也 3) 

13．高齢者施設入所者に生じたガス産生を伴う壊死性筋膜炎の 2例 

1）独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院歯科口腔外科 

2）JR大阪鉄道病院歯科口腔外科 

〇栗本聖之 1)、美馬淳子 2)、薄木崇介 1)、森友梨奈 1)、岸川凌子 1)、白砂兼光 1)、吉岡秀郎 1) 

14．成人スティル病患者の歯性感染に継発した側頭部壊死性筋膜炎の１例 

札幌医科大学医学部口腔外科学講座 

○五十嵐友彦、宮﨑晃亘 

 

14：07－14：39 一般演題 口演 15～18  座長 北村 龍二（関西労災病院歯科口腔外科）  

 

15．感染を繰り返し治療に難渋した口底部類皮嚢胞の一例 

大阪母子医療センター 口腔外科 

〇桐越晶子、大槻浩一、山西 整、近藤敬秀 

16．臍帯血移植後に上顎骨壊死を生じた 1 例 

1）兵庫医科大学病院 歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

3）宝塚市立病院 歯科口腔外科 

○河田尚子 1)、川邊 睦記 2,3)、森寺 邦康 1,2）、野口 一馬 1,2）、岸本裕充 1,2） 

17．頬部の皮膚充填剤により生じた頬部蜂窩織炎の 1例 

1）加古川中央市民病院歯科口腔外科 

2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

◯榎本由依 1)、橘進彰 1)、岩田英治 1)、高田直樹 1)、明石昌也 2) 

18．終末期患者に発症した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の 1例 

宝塚市立病院 歯科口腔外科 

○橋谷 進、川邊睦記、春日佳織、柳澤高道 

 

14：40－14：45  次期大会長挨拶 

14：45   閉会の辞 

 

15：00－17：00  ICD 講習会 
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特別講演① 

 

歯科における薬剤耐性菌（AMR）対策 JAID/JSC感染症治療ガイド 2019―歯性感染症― 

 

東海大学医学部外科学系 口腔外科 

金子明寛 

 

 歯性感染症を重症化させないためには初期治療および薬剤耐性菌対策が重要である。歯性感染症検出

菌の Prevotella属を用いたマウスポーチ感染モデルにおける検討では、菌種によりポーチ内に膿瘍のみ

を形成する菌種と周囲組織に壊死、出血痕を認める菌種が認められた。膿瘍のみを形成する菌と周囲組

織に壊死を認める菌を比較しても著しい差は認めなかった。歯性感染症検出嫌気性菌の中において周囲

組織に壊死を起こす菌が存在すること、条件が整えば重症化に移行することを念頭に初期治療にあたる

ことが必要である。 

 

JAID（日本化学療法学会）/JSC（日本感染症学会）感染症治療ガイド 2019-歯性感染症-の主な変更点 

 

クラブラン酸アモキシシリンの適応外使用が１群歯周組織炎、２群歯冠周囲炎、３群顎炎および小児歯

性感染症（クラバモックス小児用配合 DS®）に対して 2018 年に認められたのを機に基本薬剤をβラクタ

マーゼ阻害薬配合ペニシリン系薬とした。経口薬が適応となる感染症ではアモキシシリン、中等症以上

ではクラブラン酸アモキシシリンを第一選択薬とし、経口セフェム系薬は第一世代経口セフェム系薬を

ペニシリン代替薬として位置付けた（Prevotella属はβラクタマーゼ産生菌が多いため、ampicillinの

耐性率(2μｇ/mL 以上)は３０%以上である。Prevotella 属の産生するβラクタマーゼは、ペニシリンお

よび第 3世代のセフェム系薬を含め分解するが、クラブラン酸、スルバクタム、タゾバクタムに阻害され

る）。 

○第一選択経口薬 

   クラブラン酸アモキシシリン(オーグメンチン®)1 回 125mg/250mg 1日 3~4回 

   小児クラバモックス小児用配合 DS® 1回 48,2mg/kg,1 日 2回,12時間毎に食直前 

ペニシリンアレルギーの場合 

   成人：シタフロキサシン(グレースビット®) 1回 50~100㎎ 1日 1~2回 

   小児：クリンダマイシン(ダラシン®)  1回 10mg/kg 1日 3回 30mg3回分服 
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略 歴 

 

《学歴・職歴》 

昭和 56年 3月 松本歯科大学卒業 

同年 6月 東海大学医学部臨床研修医 

平成 6年 4月 東海大学医学部口腔外科講師 

平成 10年 4月 東海大学医学部口腔外科助教授 

平成 14年 4月 東海大学医学部外科学系口腔外科教授 

 

《役職》 

日本歯科医学会理事 

日本歯科医師会医薬品委員会委員長 

日本歯科薬物療法学会理事長 

日本口腔感染症学会理事長 

日本バイオフィルム学会理事 

日本化学療法学会 理事 

日本環境感染学会、日本感染症学会、日本口腔科学会 日本口腔外科学会 評議員 

厚生労働省薬事・食品衛生審議会薬事分科会 委員 

日本化学療法学会 第 11回上田泰記念感染症・化学療法研究奨励賞受賞 
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特別講演②  

 

敗血症治療のエビデンスの整理と実践の工夫 

 

神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 

小谷穣治 

 

 敗血症の定義は 2016 年に新しくなり、「感染に対する制御不能な宿主反応に起因する生命を脅かす臓

器不全」と定義された。すなわち感染源や起炎菌に関わらず、感染症に基づく全身反応がその病態であ

る。診断基準には臓器傷害スコアである SOFA scoreの増加数が用いられる、また、敗血症性ショックの

定義は単なる血圧の低下ではなく「実質的に死亡率を増加させるに十分に重篤な循環と細胞/代謝の異常

を有する敗血症のサブセット」と定義される。診断基準は「適切な輸液負荷を行ったにもかかわらず平均

血圧 65mmHg以上を維持するための循環作動薬を必要とし、かつ、血清乳酸値が 2mmol/L（18mg/dL）以上」

である。治療の基本は感染巣のコントロール、抗菌剤の早期投与、循環動態の改善のための血管作動薬の

投与である。一方で、血糖管理、早期経腸栄養に加えて、国際的には認められていないが本邦で保険収

載・実施されている補助/支持療法として、血液浄化、蛋白分解酵素阻害剤、好中球エラスターゼ阻害剤、

免疫グロブリン、ステロイド、選択的腸管殺菌、DIC治療が行われている。本講演では、敗血症の診断基

準の解説に加えて、日本救急医学会で 2010-2011 年と 2016-2017 年に日本救急医学会主導で行われた他

施設共同疫学研究の結果を示しながらこれら補助療法を解説し、口腔外科医の先生がたの敗血症症例治

療のお役に立てるような内容としたい。 
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略 歴 

 

《学歴》 

昭和 62年 3月 山口大学医学部卒業 

平成 9年 3月 神戸大学大学院 医学系研究科 外科学系 修了 

 

《職歴》 

昭和 62年 6月 神戸大学第一外科入局 研修医〜関連病院出向 

平成 2年 4月 帝京大学病院救命救急センター 助手 

平成 3年 4月 神戸大学第一外科 医員 

平成 9年 3月 神戸大学 大学院 医学系研究科 外科学系 修了 

平成 9年 9月 ニュージャージー州立医科歯科大学‐ 

ロバート・ウッド・ジョンソン医科大学 外科 フェロー 

平成 12年 6月 神戸労災病院 外科 医長 

平成 14年 6月 兵庫医科大学救命救急センター 医員、助手、学内講師、准教授 

平成 21年 4月 兵庫医科大学 救急・災害医学講座 主任教授 

兵庫医科大学 救命救急センター センター長 

平成 18年 5月 兵庫医科大学 NSTディレクター（初代） 

平成 29年 9月 神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 教授 

平成 31年 7月 神戸大学大学院医学研究科外科系講座 災害・救急医学分野 教授 

/ 神戸大学医学部附属病院 救命救急センター センター長 

 

＜併任＞ 

平成 20年 4月～ 神戸大学大学院保健学研究科 非常勤講師 

平成 22年 4月～ 関西学院大学理工学部 国内客員教授 

平成 26年 6月～ カンボジア軍医科大学 名誉教授 (Health Science Institute of RCAF)  

平成 27年 4月～ 岐阜大学大学院医学系研究科・医学部 客員臨床系医学教授 

平成 29年 9月 

～平成 31年 3月 兵庫医科大学 救急・災害医医学講座 特別招聘教授（終了） 

平成 30年 4月～ 神戸大学都市安全センター 教授 

 

＜専門医と指導医＞ 

専門医＆指導医：日本救急医学会、日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会 

日本静脈経腸栄養学会 

専門医：日本集中治療医学会、日本外傷学会 

認定医：日本腹部救急医学会暫定教育医、腹部救急認定医認定証、消化器がん外科治療認定医  
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シンポジウム① 

顎顔面領域の重症感染症の経験 

近畿大学病院歯科口腔外科 

江原裕基 

 

【緒言】医科との連携により救命し得た歯からの感染および顎骨壊死による重症感染症を２例経験した。

頭頸部の重症感染症は、気道閉塞などによる呼吸困難や全身症状の悪化を伴うことが少なからずあり、

歯科口腔外科を専攻する若手として貴重な体験をすることができたので、シンポジウムの導入として、

考察を加えて報告する。 

【症例】１例は歯からの感染による 27 才女性であり、もう１例は顎骨壊死を起因とする 69 才女性で、

２例とも近医ならびに近歯科で消炎加療を受けていたが改善乏しく当科へ紹介され、画像診断で顎下部

および頸部に多量のガスの貯留を認めた重症感染症であった。また、２例とも血液透析を行っている慢

性腎不全患者であった。２例とも即日緊急手術を実施の上、ドレナージ部位から洗浄を継続しつつ消炎

を継続した。１例は急性期を脱したのちに原因歯の抜歯も実施した。現在は２例とも完治し終診となっ

ている。壊死性筋膜炎の場合、早期診断、早期加療が救命率に関わってくることが知られており、LRINEC 

scoreを用いた診断についても検討し、臨床経過を追って考察を加えた。 

【考察】今回経験した２例の重症感染症は、糖尿病、慢性腎不全などの併存疾患を認めたが、医科・歯科

が連携し、迅速かつ的確に加療できたことが救命につながったと考える。 

 

 

 

略 歴 

2015年 3月 愛知学院大学歯学部卒業 

2016年 4月 近畿大学病院医学部歯科口腔外科研修医 

2018年 4月 近畿大学病院病院歯科口腔外科専攻医 
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シンポジウム② 

顎顔面領域の重症感染症への対応 

甲南医療センター歯科口腔外科 

古土井 春吾 

 

顎口腔領域に発症する感染症は、ほとんどが歯に関連して発症する歯性感染症であり、1群から 4群に

分類される。1群の根尖性歯周炎や辺縁性歯周炎、2群の智歯周囲炎は歯槽部に炎症が限局し、切開、排

膿など適切な外科処置と抗菌薬投与により数日で軽快することが多い。しかしながら、時として初期治

療の遅れにより重症化し、顎骨や周囲組織間隙に炎症が波及して 3 群の顎炎（顎骨骨髄炎）や 4 群の顎

骨周囲の蜂巣炎（蜂窩織炎）へと進展することがある。 

歯性感染症の主要原因菌は口腔連鎖球菌および嫌気性菌であるが、炎症の重篤化に伴い偏性嫌気性菌

の関与する割合が高くなる。口腔閉塞膿瘍から分離される嫌気性菌で最も検出頻度が高いのは

Prevotella 属であり、歯性感染症由来 Prevotella 属の約 35%が β-ラクタマーゼを産生し、ペニシリン

系薬および第 3 世代を含むセフェム系薬剤に耐性を示す。Prevotella 属のような β-ラクタマーゼ産生

嫌気性菌は、β-ラクタマーゼ阻害薬により酵素活性が阻害されるため、3 群または 4 群では β-ラクタ

マーゼ阻害薬配合ペニシリン系薬の投与が必要となる。また、感染病巣である顎骨、膿瘍腔などは抗菌薬

移行濃度が低いため、抗菌薬の投与量は必要十分な量を投与し、膿瘍切開による骨膜下や隙のドレナー

ジを併用して菌量を減少させるとともに、嫌気環境を改善することが重要となる。抗菌薬効果判定の目

安は 3 日間とし、効果があれば継続するが、増悪の際は他剤への変更や外科的消炎処置の追加を考慮す

る。 

 

略 歴 

1992年 3月 九州歯科大学卒業 

1992年 6月 神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医 

1994年 6月 兵庫県立淡路病院（現淡路医療センター）歯科口腔外科医員 

1998年 5月 神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科医員 

2004年 1月 学位受領（医学博士） 

2004年 12月 神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科助手 

2007年 1月 神戸大学医学部附属病院手術部副部長 

2011年 7月 神戸大学医学部附属病院講師  

2014年 8月 神戸大学医学部附属病院准教授 

2019年 9月 甲南医療センター歯科口腔外科部長 
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シンポジウム③ 

重症歯性感染症治療のピットフォール 

東海大学医学部付属八王子病院 歯科・口腔外科 

唐木田 一成 

 

歯性感染症は日常臨床において頻繁に遭遇する疾患である。通常は原因歯の治療と抗菌薬の投与で消

炎し事なきを得るが、稀に重症化し生命に危機を及ぼすこともある。予後を左右する因子には患者の PS

や基礎疾患そして歯性感染症の重症度などが挙げられるが、早期に的確な診断と迅速な治療を行うこと

が最も重要である。また歯科口腔外科の立場から単科だけで治療を行うのが難しいケースも多く、医科

との連携が重要となることもしばしばである。 

今回、我々は 4症例の重篤な歯性感染症を経験したのでその概要について報告する。2例は無事に消炎

したが、2例は不幸な転機をたどっている。ターニングポイントを考えると消炎した 2例は初回のドレナ

ージ処置が有効で感染の範囲が頸部に留まったこと、糖尿病などの基礎疾患に対し、医科との連携で適

切に管理できたことなどが挙げられた。一方、不幸な転機をたどった 2 例のうち 1 例は頸部壊死性筋膜

炎だけでなく縦隔炎まで併発していた。ドレナージを繰り返し、局所の感染は収束したが、長期療養の間

に低栄養や免疫力の低下から MRSA肺炎を併発し敗血症により救命しえなかった。もう 1例は初診時、頸

部膿瘍の状態であったが、自己免疫性肝炎による肝硬変があり、初期のドレナージがうまくいかず感染

が拡大し、ARDSを併発し、47病日で不幸な転機となった。 

重症歯性感染症患者は基礎疾患を合併しているケースも多く、局所感染制御と全身管理の両面で厳重

な管理が行われなければならない。治療に於けるピットフォールと治療戦略について再考する。 

 

略 歴 

1987年 3月 神奈川歯科大学歯学部卒業 

1987年 4月 東海大学医学部付属病院 研修医 

1990年 4月 足利赤十字病院 出向 

1991年 8月 都立府中病院 出向 

1992年 4月 東海大学医学部口腔外科教室 助手 

2003年 4月 東海大学医学部口腔外科教室 講師 

2006年 4月 東海大学医学部付属八王子病院 医長 

2011年 4月 東海大学医学部口腔外科教室 准教授 

現在に至る 
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シンポジウム④ 

重篤な合併症を引き起こす深頚部感染症への対応～耳鼻咽喉科医からの立場から～ 

島根県立中央病院 耳鼻咽喉科  

木村光宏 

 

深頚部感染症とは、頭頚部領域の疎性結合織で構成される間隙に生じる感染症である。抗菌薬が発達し

た現在では徐々に減少傾向にあるが、診断・初期治療の遅れによって縦隔・頭蓋底進展、仮性大動脈瘤の

形成などによる大血管破錠、敗血症、気道閉塞など重篤な合併症を引き起こし致命的な経過をとりやす

い疾患である。 

この疾患は、齲歯や扁桃炎、咽喉頭炎などといった common disease が、治療の遅れ、不十分な治療、

糖尿病や免疫能低下などの全身合併症の存在の影響により深頚部膿瘍に発展し、不幸にも致命的な合併

症に至ることもあり、初期対応が最も重要であると考えられる。 

原因となる感染部位は、当科の検討では咽喉頭感染由来による深頚部感染症は 48％と最も多く、次い

で歯性感染由来によるものが 25％であり、咽喉頭・歯性感染由来によるものが 73％を占める結果であっ

た。咽頭感染由来は、副咽頭間隙・咽頭後間隙に波及し縦隔へ進展することがある。歯性感染由来では顎

下・舌下間隙や咀嚼筋間隙に進展し、前者は前頚間隙から前縦隔に進展しやすく、後者は副咽頭間隙へ波

及しやすい。副咽頭間隙や縦隔、頚動脈間隙など重要臓器の存在する部位に炎症が波及することで重篤

な合併症に発展しやすくなると考えられている。 

今回の講演では、当科で経験した重篤な合併症を来たした症例を提示するとともに、耳鼻咽喉科医の立

場から、深頚部膿瘍に対する対応について考察する。 

 

略 歴 

1998年 獨協医科大学卒 

島根大学医学部耳鼻咽喉科教室入局 

2000年 公立雲南病院耳鼻咽喉科配属 

2002年 島根大学医学部耳鼻咽喉科 

2009年 同大学大学院修了   

島根大学医学部耳鼻咽喉科 助教 

2012年 島根県立中央病院 耳鼻咽喉科  

2014年 同. 部長 
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ランチョンセミナー 

感染の予防と制御 その具体策は？ 

有限会社ハグクリエイション 

柏井伸子 

 

 既に超高齢社会に突入した我が国においては、易感染性疾患を有する患者が増加しており、①飛沫対

策を含む環境設定、②大きさや材質等の医療用具の特殊性、③費用対効果という点を踏まえ、優先順位を

明確化して感染管理に取り組む必要がある。また、抗菌薬多用による弊害については、WHO(World Health 

Organization) も 世 界 的 規 模 で 警 鐘 を 鳴 ら し て お り 、 メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌

MRSA( Methicillin‐resistant Staphylococcus aureus)、多剤耐性緑膿菌 MDRP(Multi-drug resistant 

Pseudomonas aeruginosa)、多剤耐性アシネトバクターMDRA(Multi-drug Resistant Acinetobacter) 、

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌耐性菌 CRE(Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae)の出現による

医療施設内における院内感染の危険性や国内での事例も発生している。 

タービンを用いた注水下での切削、PMTC (Professional Mechanical Teeth Cleaning) 時における研

磨用ペーストの飛散等、歯科の診療空間においては飛沫発生のリスクが高く、対策としてはグローブ・マ

スク・ユニフォーム・ゴーグルまたはフェイスシールド等の個人防護具(Personal Protective Equipment)

が使用される。以前にまとめた「歯科用インプラント埋入時の感染防止対策の検討 －介助者の個人防

護具と治療ドリルの洗浄－」という研究では、介助者の胸部・腹部・上腕部にも血液被爆が確認されてお

り、血液飛散が懸念される観血処置時には、術者のみならず介助者においても滅菌ガウンをはじめ、個人

防護具着用を徹底しなければならない。それを確実に行うためには、使用する個々のマテリアルにも適

切な選択が必要で、マスクの重量やグローブの取り出し方などに工夫がなされたものを選択することで、

ストレスフリーで快適性を得ることが可能となる。 

日常的に「ムダの見直し」を科学的観点から行い、効率よく確実な方向性を検討することが医療施設内

感染を予防する出発点である。本講演を通してチームアプローチとして感染管理体制が確立され、質の

高い医療サービス提供に寄与できればと考える。 
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略 歴 

 

1979年 東京都歯科医師会付属歯科衛生士学校卒業 

1988年 ブローネマルクシステムサージカルアシスタントコース修了 

2003年 イギリス・ロンドンおよびスウェーデン・イエテボリにて 4ヶ月間留学 

2004年 有限会社ハグクリエイション設立 

2005年 日本歯科大学新潟短期大学非常勤講師 

2006年 日本医療器械学会認定 第二種滅菌技士 

2007年 東北大学大学院歯学研究科修士課程口腔生物学講座入学 感染管理専攻 

日本口腔インプラント学会認定 専門歯科衛生士 

2009年 日本口腔インプラント学会専門歯科衛生士委員会委員 

日本歯科大学東京短期大学非常勤講師 

2011年 東北大学大学院歯学研究科修士課程口腔生物学講座卒業 口腔科学修士 

2013年 東北大学大学院歯学研究科博士課程口腔生物学講座入学 

2015年 ミラノにて 3か月間臨床研究 

2016年 アメリカ心臓協会認定ヘルスケアプロバイダー 

2017年 上記更新 

 

[著書] 

『歯科衛生士』「インプラントがわかる全 7回」、「続インプラントがわかる全 4回」、「Q&A で理解しよう！ 

歯科医院の感染管理対策全 3回」、『図解 みるみる理解できるスタッフ向けインプラント入門』（共著）、

『歯科医院の感染管理 常識非常識』（共著）、『The 悩める歯科衛生士』（共著）、歯科治療中のやさしい

ごはん（共著） 

以上クインテッセンス出版 

 

『歯界展望』「まずはここから！歯科医院にいける感染管理全 7回」 医歯薬出版 

『接着 ここが知りたい 歯科衛生士編』 財団法人 口腔保健協会 

『よくわかる歯科医院の消毒滅菌管理マニュアル』 インターアクション株式会社 

『歯科衛生士のためのインプラントのきほん（共著）』 株式会社デンタルダイヤモンド社 

『書き込み式 歯科衛生士のためのインプラントのきほん（共著）』株式会社デンタルダイヤモンド社 

 

[所属学会] 

日本歯科衛生士会 日本口腔インプラント学会 日本歯周病学会 日本口腔感染症学会 日本医療機器

学会 日本手術医学会 European Association for Osseointegration Active Member 
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1． 歯肉線維芽細胞における Candida albicanｓ構成成分による抗菌ペプチドの発現 

1）広島大学 大学院医系科学研究科 医歯薬学専攻 口腔外科学 

2）広島大学 大学院医系科学研究科 口腔健康科学講座 公衆保健学研究室 

〇佐久間美雪 1)、太田耕司 2)、加藤大喜 1)、石田陽子 1)、鳴瀬貴子 1)、重石英生 2)、武知正晃 1) 

 

 

【目的】口腔粘膜細胞は微生物の感染に対して、抗菌ペプチドを産生することで自然免疫応答を誘導し

ていることが知られている。しかしながら、歯肉線維芽細胞が Candida albicans(Ca) 感染に対して抗菌

ペプチドを産生し、宿主防御応答を行っている報告はない。今回、我々は、歯肉線維芽細胞への Ca加熱

死菌添加によって誘導された遺伝子を網羅的に解析し、抗菌ペプチド Defensin β-129 (DEFB-129)を同

定したため、その発現誘導について報告する。 

【材料および方法】不死化歯肉線維芽細胞(GT1)に Ca 加熱死菌添加、非添加群による遺伝子の発現誘導

の網羅的解析をマイクロアレイ法にて行った。濃度調整したリコンビナント抗菌ペプチドを Ca生菌に前

処理し、サブロー寒天培地に播種、増殖したコロニー数を計測した。Ca 生菌および、Ca、C.glabrata、

C.tropicalis、C.parapsilosisの加熱死菌を GT1に添加し、DEFB-129 mRNAの発現誘導を Real-time PCR

法によって検討した。Ca 由来構成成分を GT1に添加し、 DEFB-129の蛋白発現を Western blotting法に

て検討した。  

【結果】マイクロアレイ法よる遺伝子解析によって、Ca 加熱死菌添加群が非添加群と比較して 5 倍以上

の発現誘導が認められた遺伝子群の中から、抗菌ペプチド Defensin α-1（DEFA-1）、Defensin β-118

（DEFB-118）、DEFB-129を同定した。3つの抗菌ペプチドの中で DEFB-129 が Ca 生菌に対して最も抗菌

作用をもつことが示された。Ca 生菌、Candida 属の加熱死菌の添加は DEFB-129 mRNAの発現誘導を増加

した。さらに Ca 由来 β-glucan の添加によって DEFB-129 の発現が誘導されることが示された。一方、

Ca 由来 mannan の添加では DEFB-129の発現誘導に変化は認められなかった。 

【考察】歯肉線維芽細胞は Candida感染に対して、Candidaの構成成分β-glucanを認識し、抗菌ペプチ

ドを誘導している可能性が示唆された。 
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2． 口腔の HPV16 と口腔衛生状態および歯周病原細菌との関係 

広島大学大学院医系科学研究科 口腔健康科学講座 公衆口腔保健学研究室 

 〇重石英生、杉山 勝、太田耕司 

 

 

 

【緒言】我々はこれまで、口腔の HPV感染について調査した疫学研究のメタ解析の結果から、男性は女性

と比べて口腔の HPV 感染率が高く、喫煙と性行動は口腔の HPV 感染の有意なリスクファクターであるこ

とを報告してきた。また、年齢も口腔の HPV感染に影響を与える因子のひとつと考えられる。そのため、

今回、60 歳以上の女性を対象に、口腔の HPV16 と口腔内の衛生状態および歯周病原細菌との関連を検討

した。 

【方法および結果】広島大学病院口腔健康科を受診した 60歳以上の女性患者（口腔癌患者、免疫不全の

患者、および喫煙者を除く）46 人（平均年齢 74.6歳）を対象として、口腔含嗽液から得られたサンプル

を用いて、リアルタイム PCR 法にて HPV16 DNA の検出を行い、プラークコントロールレコード、歯周ポ

ケット、プロービング時の出血との関係を検討した。その結果、46人中 4人（8.7%）が HPV16 DNA陽性

であった。プラークコントロールレコードは、HPV16 DNA陽性例と陰性例で有意差を認めなかった。また、

HPV16 DNA陽性例は、すべて 4mm以上の歯周ポケットおよびプロービング時の出血を認め、HPV16 DNAは

プロービング時の出血と有意な関連を認めた。さらに、Prevotella intermediaの陽性率は、HPV16 DNA

陽性例で 75.0%、HPV16 DNA 陰性例で 14.3%と、HPV16 DNA 陽性例で有意に高い結果であった。さらに、

6mm 以上の歯周ポケットを有し、プロービング時の出血を認めた例において、16S rRNA 遺伝子を標的と

した口腔内細菌叢の解析を行ったところ、HPV16 DNA陽性例では、Neisseria属が優勢で高い構成比を示

した。 

【結論】口腔の HPV16 感染は、高齢の女性において、歯周病やある種の歯周病原細菌と関連があること

が示唆された。 
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3． 当院における歯科 ICTラウンドの実際と問題点について 

 1）福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 

 2）福岡歯科大学 総合歯科学講座 

 3）福岡歯科大学医科歯科総合病院 歯科衛生士部 

 ◯橋本憲一郎、森田浩光、田頭美穂 

 

当院の感染対策チーム（以下、ICT）の活動における ICTラウンドは、医科と歯科で分けて行っている。

歯科 ICT ラウンドにおいては、感染対策への造詣が深い歯科医師と歯科衛生士の各１名が１組となり、

歯科各診療部門の感染対策の実態を査察・評価している。 対象専門診療科は７つで（口腔外科、総合・

高齢者歯科、保存・歯周病科、補綴・インプラント科、小児歯科、矯正歯科、障害者歯科）、月に１回の

ラウンドを行っている。評価項目は 2015年度より、①歯科基本セット準備前の手指消毒、②グローブ装

着前の手指消毒、③不潔操作の回避、④リグローブの回避、⑤グローブ除去後の手指消毒、⑥ゴーグルの

適正着用、⑦マスクの適正着用に焦点を置いて査察し、それらの遵守率を評価している。さらに、査察者

が気にかかった点はコメントを残すようにしている。今回われわれは、2018 年度に行った歯科 ICT ラウ

ンドの結果を報告し、判明した問題点を報告する。各項目の全診療科の平均遵守率は、①62%、②62%、③

74%、④92%、⑤51%、⑥75%、⑦89%であった。平均遵守率が高かった診療科は、障害者歯科、口腔外科、

矯正歯科の順であった。特に観血的処置の多い口腔外科では、滅菌グローブやエプロン、キャップの使用

による感染対策の意識が高く、査察者から好評であった。最も平均遵守率の低かった⑤においては、グロ

ーブ除去後にすぐに手指消毒する習慣がついていない医療者が多く、そのまま患者に説明を始めたり、

電子カルテを入力したりと、すぐに次の行動に移る傾向があった。一方、④と⑦では各診療科で遵守率が

高く、特に鼻出しマスクなどが大幅に減少し、経年的に遵守率の上昇傾向があった。その他、口腔外バキ

ュームが活用されていない、ユニットのバリアフィルムの張替え忘れなど、今後に早急な改善を要する

事項も散見された。本発表ではては各年度による比較、また、それらにより判明した問題点なども併せて

報告する。 
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4．様々な手段を用いた[清拭による衛生状態]の確認(第 2 報) ―清拭から拭浄へ― 

 1）東京 HIVデンタルネットワーク、2）加賀谷歯科医院(文京区) 

 3）澤歯科医院(調布市)、4）鈴木歯科クリニック(品川区) 

 ○加賀谷 昇 1,2)、小林美生 1,2)、齊藤怜子 2)、小倉満美 2)、植田美知子 2)、児玉あづさ 2)、澤悦夫 1,3)、

鈴木治仁 1,4) 

 

【緒言】本学会の院内感染予防対策認定制度で、各自作成する申請書類の不適切文例に[感染症の患者に

はラッピングをする]とあり、Standard Precautions(以下 SP)に矛盾する為、不可であると明記されてい

る。1)全患者にラッピングをするか、清拭にて対応するかを問うに当たり第 26 回大会にて、タッチポイ

ント調査や ATP 酵素反応による生物発光利用の検査機器を用いた拭き取り調査などを行い発表した。今

回その続編を報告する。COI関係による企業･団体はない。 

【方法】前回は結果より、拭き取りには広範囲における注意が必要であると共に二度拭きの重要性を示

したが、二度拭きと同等の結果が一回でも得られるか、数種類の材料と使用法に対して、ATP 検査機器、

計量器、タイマー等を用いて比較、検討した。 

【結果】薬剤の種類と使用法によって ATP 数値に違いが現れた。拭き取り物質は不識布などで小さすぎ

ないサイズ。薬剤はアルコールより第四級アンモニウム塩、更にはペルオキソ一硫酸塩溶液の方が良い

値となった。スプレー噴霧後の拭き取りよりも、薬液浸漬クロスの方が安定した値が得られた。二度拭き

に近い値になるには 2 ㎏程度の圧力が必要で、速度や回数は圧力に左右され、時間は一部位に 8 秒以上

を要した。人を変えても同等の値を得る為には訓練が必要であった。 

【考察】実験から薬効のみならず手技に左右される事が浮彫りになった。こだわって実施する手技に対

する表現は、清拭ではなく[拭浄]とする方が良いと考える。又、拭き難い部分にラッピングをする考え方

に対しては、清掃中にユニットを動かさない為にも、タッチパネル部が良いと思われた。 

【結論】要点を掴んだ上で、環境整備をより簡便で手早く、更には予算も抑えて行えるならば、SP は実

行し易くなるであろう。今後も検討を続ける所存である。 

【文献】1)JOID,2016,Vol.23-2：P.64 他. 
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5．神戸大学医学部付属病院歯科口腔外科における抗菌薬適正使用の現状 

 1）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

 2）一般財団法人甲南会 甲南医療センター歯科口腔外科 

 ○吉位亮助 1)、楠元順哉 1)、松村恵美 1)、古土井春吾 2)、明石昌也 1) 

 

 

【緒言】口腔内は細菌が常在しており、抜歯などの外科的処置を行う場合、SSIや菌血症を危惧し、しば

しば抗菌薬が使用される。また、歯性感染症においても、その程度は様々であるが抗菌薬が使用される。

その中でも、特に第三世代セフェム系抗菌薬の使用頻度が高い傾向にあったが、バイオアベイラビリテ

ィーの低さから、現在では問題があるとされている。一方で、医科領域でも上気道感染症に対し抗菌薬が

処方されるなど、抗菌薬の不適正使用により薬剤耐性菌の増加が懸念される。薬剤耐性菌の増加は国際

社会でも大きな問題となっており、わが国では 2016 年 4 月に薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが

発表された。そこで、当科における抗菌薬適正使用の実態について調査したので報告する。 

【対象と方法】当科における 2013 年と 2018 年の外来ならびに入院患者における経口抗菌薬（ペニシリ

ン系、マクロライド系、キノロン系抗菌薬）の使用状況を調査した。DOT（抗菌薬使用日数）として算出

し、AMR対策アクションプランに則った抗菌薬適正使用の実施状況を調査した。 

【結果】2013年と比較して 2018 年においては、外来患者ではペニシリン系抗菌薬の DOT は増加し、第三

世代セフェム系抗菌薬はほぼ使用されていなかった。またマクロライド系ならびにキノロン系抗菌薬の

DOT は減少していた。一方、入院患者では外来患者と同様の傾向は認めたものの、キノロン系抗菌薬の DOT

が増加していた。 

【考察】当科における抗菌薬の使用状況を調査したところ、概ね適正に使用できているものと考えられ

た。ただし、入院患者でキノロン系抗菌薬の使用が増加しており、骨髄炎の増加といった当科での対応疾

患の変遷なども関係しているものと考えられた。 
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6．医科歯科連携、地域連携が功を奏した周術期等口腔機能管理の１例 

1）耳原総合病院 歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

〇荻澤良治 1）、長谷川淳子 1）、中野聖月 1）、岸本裕充 2） 

 

 

【緒言】周術期等口腔機能管理において医科歯科連携は最重要とされる。今回われわれは、医科歯科連携

及び地域連携が功を奏した周術期等口腔機能管理の 1例を経験したので、報告する。 

【症例】患者は 80歳代の男性。息切れ、夜間の呼吸苦などの症状を訴えられ、当院循環器内科紹介受診。

心不全、大動脈弁閉鎖不全症の臨床診断のもと、当院循環器内科にて入院加療されていた。入院中にブラ

ッシング後の歯肉からの持続出血の診察依頼があり、診察したところ、下顎前歯部歯肉からの出血痕が

あり、すでに止血状態であった。口腔内は全顎的に重度歯周炎状態で、要抜去歯が多数認められた。入院

後の血液検査で血小板数が 5.3×104 と低値を示していた。異常出血は認めなかったため、積極的加療は

行わなかった。今後心疾患に対し手術が必要と判断され、当院心臓血管外科へ転科となる。心臓血管外科

より当科へ周術期等口腔機能管理依頼があり、口腔環境の改善から口腔管理を開始したが、管理開始後

すぐに術前に一旦後方支援病院へ転院となる。転院先病院は歯科のない病院であった。転院数日後に後

方支援病院より、歯肉出血が止まらないと連絡があり、緊急で診察したところ、下顎前歯部歯肉からの著

しい出血を認めた。抗凝固状態ではあったが、積極的外科処置により出血コントロールが可能となり、そ

の後経過観察となる。手術目的に当院心臓血管外科へ再度転院されるも、血小板数が低値のまま改善せ

ず手術中止となり、精査加療目的にて他院血液内科へ転科となる。 

【考察】患者が周術期等口腔機能管理中であることを、主科と当科より後方支援病院へ情報共有をして

いたため、迅速な処置が地域連携を通じて行うことが出来たと考える。 

【結語】今回われわれは医科歯科連携、地域連携が功を奏した周術期等口腔機能管理の 1 例を経験した

ので、それを報告した。 
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7．エピシル®口腔用液による口腔粘膜炎の疼痛緩和についての検討 

神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

○松村恵実、西井美佳、楠元順哉、古土井春吾、明石昌也 

 

 

 

【緒言】頭頸部癌に対する放射線療法（Radiotherapy：RT）による合併症の一つに口腔粘膜炎がある。口

腔粘膜炎が発症し疼痛が出現すると経口摂取が困難となり、重症化した場合には治療の中断に至る。今

回われわれは、頭頸部癌に対する RT 中に発症した口腔粘膜炎の疼痛緩和目的でエピシル®口腔用液を使

用し検討を行ったので報告する。 

【方法】対象は、2018年 10月から 2019年 7月の間に、当院で頭頸部癌に対して RTを施行した患者のう

ち、当科で周術期口腔機能管理を施行し、疼痛緩和目的にエピシル®口腔用液を使用した 9 例である。性

別は、男性 7例、女性 2例、年齢は 17～81歳（平均 59.3歳）で、原発部位は、口腔癌 3例（舌癌・歯肉

癌・口腔底癌）、上咽頭癌 2例、中咽頭癌 1例、下咽頭癌 1例、原発不明癌 2例であった。出現した口腔

粘膜炎は、CTCAE v3.0による Grade別に分類した。エピシル®口腔用液の使用前後に患者アンケート調査

を施行し、疼痛緩和について検討した。 

【結果】エピシル®口腔用液の使用開始時の放射線量は、2～70Gy（平均 30Gy）であった。使用開始時の口

腔粘膜炎は、Grade1 が 2 例、Grade2 が 7 例であり、RT 完遂まで Grade は変化しなかった。エピシル®口

腔溶液の使用前後の患者アンケート調査では、疼痛緩和に「効果を感じた」が 4 例、「変わらなかった」

が 5 例、「効果を感じなかった」が 0 例であった。使用方法は「使いやすい」が 0 例、「問題ない」が 5

例、「使いにくい」が 4例であった。使用前後で食事形態の変更された例は認めなかった。 

【考察】エピシル®口腔用液の使用前後で疼痛緩和に効果があったと思われる症例は半数に満たなかった

が、疼痛が増悪した症例は認めなかった。今後は症例数を増やし、疼痛緩和に効果がより期待できる使用

開始時期や部位などについて検討していきたい。 
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8．顎矯正手術における予防的抗菌薬適正使用への取り組み 

 1）神戸市立西神戸医療センター 歯科口腔外科 

 2）神戸市立医療センター中央市民病院 歯科・歯科口腔外科 

 3）大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

 ○平井雄三 1),2)、竹信俊彦 2)、前田圭吾 2),3) 

 

【目的】近年、抗菌薬の適正使用が推奨されているが、口腔外科手術における予防的抗菌薬投与に明確な

指標はなかった。2016 年に日本化学療法学会と日本外科感染症学会から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が出され、顎矯正手術においても推奨抗菌薬および投与期間が記載された。今

回われわれは、2017 年 5 月よりガイドラインに沿って SSI（手術部位感染）に対する予防的抗菌薬を変

更し、変更前後における SSIの発生頻度について検討した。 

【対象と方法】当科において施行した顎矯正手術のうち、2017 年 5 月以前に実施した 100 例と以後に実

施した 100 例を比較した。骨延長および歯槽骨切りの症例は除外した。変更前の抗菌薬は CEZ を術後 48

時間まで投与し、術後 3日目から AMPCを 4日間内服していた。変更後は SBT/ABPCを術後 24時間まで投

与し終了とした。また SSI は、人工物を使用した手術では術後 1 年以内に発生したものと定義した CDC

（アメリカ疾病管理予防センター）の発表を採用した。ただし、1年以内に抜釘術を施行した症例は、そ

の時点までの評価とした。 

【結果】SSIの発生数は変更前が 2例で、変更後が 2例であり、フィッシャーの正確確率検定で両群の発

生率に有意差は認められなかった。 

【まとめ】顎矯正手術において予防的抗菌薬の投与期間を大幅に減少させたが SSI の発生頻度に差がな

く、取り組みが適切であったことが示唆された。また、耐性菌の発現および蔓延を低下させる可能性もあ

り、今後も症例数を増やし検討を続けていく必要がある。 
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9．ナビゲーションシステムが有用であった上顎骨骨髄炎の 1例 

1）神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 

2）大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

○向仲佑美香 1)、竹信俊彦 1)、前田圭吾 1)2) 

 

 

【緒言】顎骨骨髄炎は臨床経過が長く重篤な症状を呈することがあり、難治性疾患のひとつとされてい

る。治療は抗菌薬投与、局所灌流療法、高気圧酸素療法、外科的療法があるが、治療に抵抗性で再発する

症例もある。ナビゲーションシステムは手術部位を CTや MRI の画像上にリンクさせ、位置関係をリアル

タイムに捉えられる手術支援装置で、近年では顎顔面領域での有用性が報告されている。今回われわれ

は、上顎骨骨髄炎に対してナビゲーションシステムを用いた腐骨除去及び掻把術を施行し、良好な結果

が得られたので報告する。 

【症例の概要】患者は 74歳男性。2003年、近歯科で右上顎臼歯部にインプラントを埋入した。2013年 5

月、右眼窩下部に熱感と腫脹を自覚し、当科紹介受診した。インプラント周囲炎および右上顎洞炎と診断

し、2013 年 7 月インプラント除去および右上顎洞内掻把術を施行した。術後同症状は消失したが、2018

年 1月再燃した。右上顎骨骨髄炎および右上顎洞炎と診断し、2018年 10月右上顎腐骨除去及び掻把術を

施行した。手術はナビゲーションシステムを併用した。右上顎骨前壁を開洞し、術前に決定しておいた上

顎洞内の増生骨の削除範囲を基に削合した。開洞した上顎洞前壁をチタンメッシュプレートで閉鎖し手

術終了した。現在まで再発なく経過は良好である。 

【結語】より安全で迅速な手術を行う上でナビゲーションシステムは有用な手術支援装置であると思わ

れた。 
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10．BP 関連顎骨骨髄炎によるインテグレーション喪失が疑われた１例 

1）兵庫医科大学病院歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 

○板東祥太 1)、玉岡丈二 1,2)、野口一馬 1,2)、岸本裕充 1,2)  

 

 

【緒言】骨粗鬆症に使用される低用量の BPでも顎骨骨髄炎・骨壊死（BRONJ）を生じることがあり、イン

プラントに関連して発症する症例も散見される。今回我々は、インプラントに隣接する部分の BRONJ が

波及することでインテグレーションの喪失に至ったと思われる 1例を経験したので報告する。 

【症例】患者：79 歳、女性。既往歴：高血圧、喘息、白内障、骨粗鬆症（2008 年～2019 年 5 月 アレン

ドロン酸）。現病歴：2003年 5 月に近医歯科で 76┘を抜歯され、5か月後に同部のインプラント埋入術を

受けた。2006年に 6┘部インプラントは経過不良のため除去された。2008年から BPが開始されたが転居

となり、施術医でのメインテナンスが途絶えたが、7┘部インプラントで咀嚼可能であった。2019年 6月

上旬に上顎右側大臼歯部の自発痛が出現したため、転居後の近在歯科を受診し、BRONJの疑いで当科を紹

介された。現症：7┘部インプラントの動揺を認めたが、排膿や周囲歯肉の発赤や腫脹はなく、骨露出を

認めなかった。画像所見：インプラント頸部の骨吸収はなく、インプラント体周囲に一層の透過像を認め

た。周囲骨は硬化していたが、腐骨形成は明らかでなかった。Tc-SPECTでは、6┘部を中心に 7┘部に及

ぶ強い集積を認めた。臨床診断：BRONJ stage 0。処置および経過：2019年 7月に局所麻酔下で 7┘部イ

ンプラント除去術および近心部から骨生検を行った。除去部分は完全閉創とし、現在経過観察中である。

病理所見：骨梁間が軽度に線維化するなど骨の変性を認めるも、壊死には至っていなかった。 

【考察】BP は炎症部位に集積する性質があり、累積投与量が多くなると BRONJ 発症のリスクが高まると

考えられている。本症例での 7┘部インプラントのインテグレーションの喪失は、インプラント周囲炎由

来ではなく、6┘部インプンラント除去後に残存した慢性感染病変に BPが集積して骨髄炎となり、7┘部

まで波及した結果として生じたと推察された。 
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11．敗血症を繰り返す抜歯後下顎骨骨髄炎に対して iMAPで治療した 1例 

千葉大学病院整形外科 

〇姫野大輔 

 

 

 

敗血症治療では感染源の制御を行うソースコントロールが重要であり、抜歯後骨髄炎によるものでは切

開排膿やドレーン洗浄、改善が得られなければ顎骨切除が必要となる。しかし急性期には全身状態を理

由に適切な評価ができないことや、手術室で徹底的な処置を行えないことも多く、全身状態の安定を待

って外科的処置を行うことになる。また全身状態不良な症例ではそもそも手術自体に耐えられない状況

もあり得る。われわれは骨軟部組織感染による敗血症の場合に高濃度抗菌薬局所投与（iMAP/iSAP）を用

いて積極的ソースコントロールを試みている。これにより大規模手術を行わず感染制御ができ、敗血症

からの離脱ができ全身状態を安定化できると考えており、良好な結果が得られているため報告する。症

例は慢性腎不全で維持透析中の 67 歳男性。歯科開業医で左側下顎７番の抜歯を施行された。3 週後に下

顎骨骨髄炎および左頚部膿瘍に伴う敗血症に陥り近医入院し抗菌薬点滴が行われたものの改善得られず、

当院救急科に紹介転院となった。緊急切開排膿およびドレーン留置が行われ、連日の洗浄処置および抗

菌薬全身投与による治療が開始された。しかしドレナージする毎に発熱を生じ下顎の疼痛は遷延してお

り、2か月の治療の後に再度敗血症に陥ってしまった。歯科口腔外科および耳鼻咽喉頭頚部外科において

治療方針が検討されたが、根治には下顎骨切除が必要とされたが全身状態が悪く耐術は不可能と判断さ

れ、抗菌薬による抑制療法を行い今後は救命措置を行わない旨の説明がされた。しかしご家族の治療希

望は強く、iMAP を用いた治療を試行することとなった。ベッド上で局所麻酔下に顎関節周囲にセイラム

サンプチューブを留置し、下顎骨頤部に骨髄針を留置し、それぞれよりゲンタマイシン 60mg/ml の持続

投与を 2週間行った。投与開始数日で下顎の疼痛は消失し、発語可能な状態となり、その後敗血症に陥る

ことはなく療養型病院へ転院することができた。 
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12．若年女性の頬部蜂窩織炎から肺化膿症にまで進展した MRSA菌血症の 1例 

1）北播磨総合医療センター歯科・口腔外科 

2）加古川中央市民病院歯科・口腔外科 

3）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

○大橋雄高 1)、南川 勉 1)、岩田英治 2)、松村恵美 3)、古土井春吾 3)、明石昌也 3) 

 

【緒言】市中感染型 MRSAは市中の健康人から分離される MRSAであり若年者や小児に多いとされている。

近年本邦でも分離頻度が増加傾向であり深部感染例では死亡例も報告されている。今回われわれは市中

感染型 MRSA による頬部蜂窩織炎から血行性に敗血症性肺塞栓症/肺化膿症にまで至った症例を経験した

のでここに報告する。 

【症例】患者は生来健康な 34歳女性。既往歴に特記事項なし。現病歴：2019年 2月に発熱および左頬部

の腫脹を主訴に近病院を受診、入院下にて加療したが軽快しないため当科紹介初診となった。初診時現

症：体温 38.3度。全身倦怠感強いが独歩で入室。左口角部〜頤部〜頬部にかけて広範囲に腫脹発赤圧痛

を認めた。左頬粘膜部から排膿あり。歯牙に異常所見なし。入院時撮影 CT では膿瘍形成、ガス像なし。 

【処置および経過】2019年 2月下旬当院入院、CRP27 WBC14700 と高値であったため SBT/ABPC12gにて治

療開始するも採血データの改善見られなかった。前医にて採取した血液培養より MRSA 検出されたため

VCM を追加し点滴加療を継続した。その他熱源精査目的に CT 撮影したところ空洞を伴う多発性肺膿瘍を

認めたため MRSA菌血症による敗血症性肺塞栓症/肺化膿症の診断となり、他院感染症内科転院となった。

VCM 開始後採血データおよび臨床症状は消退し現在経過良好となっている。 

【結語】今回われわれは口腔領域に発生した市中感染型 MRSA 菌血症の一例を経験したため報告する。 
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13．高齢者施設入所者に生じたガス産生を伴う壊死性筋膜炎の 2例 

1）独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院歯科口腔外科 

2）JR大阪鉄道病院歯科口腔外科 

〇栗本聖之 1)、美馬淳子 2)、薄木崇介 1)、森友梨奈 1)、岸川凌子 1)、白砂兼光 1)、吉岡秀郎 1) 

 

 

【緒言】壊死性筋膜炎は皮膚や皮下組織、浅層筋膜にかけて壊死が急速に進行し、最悪の場合死亡するこ

ともある重篤な疾患である。今回我々は高齢者施設で訪問歯科診療を受けていたが著しく病状が悪化し

た状態で搬送された壊死性筋膜炎の 2例を経験したので報告する。 

【症例１】89歳女性、200X年 4月初旬より歯痛を訴え訪問歯科医にて左下 7を抜歯された。抜歯 1週間

後から左側頬部の腫脹を認めたため抗生剤投与されるも増悪し、抜歯 2週間後に当科紹介受診となった。

初診時、左側中下顔面の著明な腫脹と眼周囲および口腔内から多量の排膿を認めた。体温は 38.7℃、SpO2

が 93%（酸素投与 3L/min）であった。CTにて左側頬部から頸部にかけて著明な腫脹とガス貯留を認めた。

頸部ガス壊疽と診断し、全身麻酔下で気管切開術、頸部デブリードマンを施行した。適宜デブリードマン

を追加し排膿は消失したが、術後 51日目に中心静脈カテーテル留置部からのカンジダ性敗血症により死

亡した。 

【症例 2】83 歳女性、200X 年 3 月下旬より右側下顎歯肉の疼痛を訪問歯科医に訴えるも経過観察となっ

ていたが、4 月上旬に右側頬部腫脹をきたし当科紹介受診となった。初診時、右側頭部から顎下部にかけ

ての著明な腫脹を認めた。無歯顎であったが右側下顎歯肉に 5mm 大の骨露出と排膿を認めた。全身的に

は明らかな異常所見を認めなかった。CT で右側頭部から頬部にかけての著明な腫脹と多量のガス貯留を

認めた。側頭部ガス壊疽の診断下、全身麻酔下で側頭部デブリードマンを施行した。局所の炎症所見は経

時的に改善したが誤嚥性肺炎を併発したため術後 70日目に軽快退院となった。 

【考察】歯科訪問診療ではその特徴ゆえ、急を要する病態でも検査や治療が不十分となり適切な医療機

関への紹介が遅れることは少なくない。施設入所高齢者は増加傾向にあり、壊死性筋膜炎のような重篤

な歯性感染症が今後も増加することが予測される。 
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14．成人スティル病患者の歯性感染に継発した側頭部壊死性筋膜炎の１例 

札幌医科大学医学部口腔外科学講座 

○五十嵐友彦、宮﨑晃亘 

 

 

 

【緒言】壊死性筋膜炎は、皮下に広汎な浅層筋膜とその周囲組織壊死の発症を特徴とし、全身症状の悪化

を伴い緊急対応を要する重症感染症である。今回、成人スティル病患者の歯性に継発した側頭部壊死性

筋膜炎に対する１例の治療を経験したので報告する。 

【症例の概要】（症例）70 歳代、女性。（現病歴）成人スティル病に対して副腎皮質ステロイドの内服お

よび合併症の骨粗鬆症に対してビスホスフォネート製剤を内服していた。近医歯科から当科での歯周病

の管理を勧められ、2006年 4月より当科に通院中であった。2019年１月下旬に左上 6部に慢性辺縁性歯

周炎の急性発作を発症し、抗菌薬の経口投与を行うも、症状が増悪したため、当科入院管理下での消炎を

開始した。口腔外所見では左頬部の腫脹および同部の皮膚の発赤を認めた。口腔内所見では左上 6 歯槽

部粘膜に発赤、腫脹および同部に波動を認めた。（処置および経過）局所麻酔下で口腔内切開排膿および

ドレーンを留置し、CTRX 2g/日および CAM 400mg/日の併用投与および高気圧酸素療法を開始した。入院

14 日目に意識レベルの低下、呼吸不全、白血球数の急激な減少を認めたため、当院 ICU 管理とし、同日

気管挿管を施行した。造影 CT 所見で左側頭部に膿瘍を認めたため、ICU 入室 2 日目に全身麻酔下にて切

開、ドレナージ、デブリードマンを施行。左側側頭筋の筋膜を中心に広範囲の皮下組織の壊死を認めた。

口腔内にドレーンを留置し、側頭部は開放創として、連日洗浄を行った。術後は徐々に軽快し、入室 24

日後に全身麻酔下にて周囲壊死組織のデブリードマンと側頭部の創閉鎖術を施行した。術後、炎症およ

び感染の再燃もなく、経過良好につき、入院から 77日目に退院となった。 

【結語】チーム医療により救済し得た成人スティル病患者に発症した側頭部壊死性筋膜炎の１例を経験

したので報告した。 
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15．感染を繰り返し治療に難渋した口底部類皮嚢胞の一例 

大阪母子医療センター 口腔外科 

〇桐越晶子、大槻浩一、山西 整、近藤敬秀 

 

 

 

【緒言】類皮嚢胞の治療は、摘出が一般的であるが、感染に対する消炎処置によって摘出が困難となるこ

とがある。今回我々は、感染を合併したため治療に難渋した口底部類皮嚢胞の一例を経験したので報告

する。 

【症例】患者は 8 歳女児であり、2017 年 10 月、咽頭痛と右側顎下部の腫脹を主訴に当科初診となった。

0歳４か月時に当院小児外科でオトガイ下部類皮嚢胞の摘出術を受けていた。当科初診後、右側顎下部嚢

胞と診断し摘出を予定したが、初診の 14日後に嚢胞に感染が合併し、CTで嚢胞腔の増大に伴う気道の狭

窄を認めた。入院下で CEZ＋CLDM を投与し、翌日穿刺吸引を施行することで炎症の改善を認めたが、入院

6日目に腫脹が増悪し気道狭窄が進行したため、全身麻酔下に切開排膿術を施行した。口腔底からの排膿

では不十分であったため、顎下部からの切開排膿も行った。膿汁の細菌培養で Str.viridans ,Neisseria

が検出された。術後は ICU管理下で、抗菌薬を SBT/ABPCへ変更し、入院 10日目に炎症の消退を認めた。

画像所見で切開排膿術の 16日後に嚢胞内容物の再貯留を認めたため、嚢胞摘出術を施行したが、嚢胞の

構造は失われており断片的な摘出となった。病理組織診断は炎症性肉芽組織であった。再び嚢胞様病変

が形成され摘出が可能となる時期を待機する方針とし、外来通院下で経過観察を行った。経過観察中に

計 3回の感染の再発を認め、SBT/ABPCの投与を行った。MRIにて嚢胞腔の拡大を認めたため、1回目の摘

出から 1 年後の 2018 年 11 月に嚢胞摘出術を行い、口底部より一塊として病変を摘出した。病理診断は

類皮嚢胞であった。術後 9か月の時点で再発所見はなく、経過は良好である。 

【結語】感染を合併し切開排膿を余儀なくされたため、嚢胞の摘出が一時は困難となったが、その後嚢胞

の形成を待機して治療を行うことにより、良好な経過を得た口底部類皮嚢胞の一例を報告した。 
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16．臍帯血移植後に上顎骨壊死を生じた 1 例 

1）兵庫医科大学病院 歯科口腔外科 

2）兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

3）宝塚市立病院 歯科口腔外科 

○河田尚子 1)、川邊 睦記 2,3)、森寺 邦康 1,2）、野口 一馬 1,2）、岸本裕充 1,2） 

 

【緒言】造血幹細胞移植（HSCT）における口腔の有害事象を予防するために、術前からオーラルマネジメ

ント（OM）を実施している。今回われわれは、急性骨髄性白血病（AML）に対する HSCT後に、上顎骨壊死

を併発したと考えられた 1例を経験したので、その概要を報告する。 

【症例】患者；41歳、男性。経過；平成 30年 5月に近医で歯科治療中に止血困難があり、内科で AMLと

診断された。AMLに対する化学療法が奏功せず、臍帯血移植（CBT）を行うために、同年 8月 30日に当院

血液内科に入院となった。翌日に OM を開始し、左上 8 を抜歯した。10月 2日、11 月 21 日と 2 度の CBT

を行うも生着しなかった。2回目の CBT後から発熱性好中球減少症を生じ、11月 26日に右側口蓋粘膜に

内出血斑を認め、CRP：9.0 mg/dℓ、血小板：2.0万/μℓで、血液培養検査では菌を同定できなかった。11

月 28日には CRP：19.6mg/dℓ に悪化し、粘膜の黒変は口蓋の右側半分に拡大した。右上 4に M2の動揺を

生じたが、周囲歯肉の炎症所見はなかった。12月 1日に右側 54の歯肉頬移行部付近まで粘膜の黒変が波

及し、12 月 4 日には右側口蓋粘膜が融解した。専門的口腔清掃を継続したが、粘膜の壊死は進行し、12

月 8日、CRP：50.9 mg/dℓ、血小板：2.7万/μℓ、PT：64.8％、D-dimer：2.96μg/mℓ となり、翌日死亡

した。 

【考察】本症例は患者の状態から生体組織検査を施行できず、臨床所見より上顎骨壊死を疑った。壊死兆

候を認めた時点で、より厳重な OMを行うも改善できなかった。CBT前処置で発熱性好中球減少症となり、

敗血症で下降口蓋動脈に血栓・塞栓を生じ、上顎骨壊死に至ったと考えられた。 
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17．頬部の皮膚充填剤により生じた頬部蜂窩織炎の 1例 

1）加古川中央市民病院歯科口腔外科 

2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 

◯榎本由依 1)、橘進彰 1)、岩田英治 1)、高田直樹 1)、明石昌也 2) 

 

 

【緒言】アルカミドは皮膚充填剤の 1 つであり、美容領域で顔面の除皺術などに使用される。生体に吸収

されず局所に止まるとされ、繰り返し注入する必要がないという利点で使用例が一時増加していた。今

回、頬部の腫脹のため歯性感染症が疑われ、当科を受診したが原因となる歯科疾患がなく、頬部皮下の皮

膚充填剤による感染症であることが疑われた症例を経験したので報告する。 

【症例】71歳、女性。右頬部の腫脹・開口障害を主訴に受診した。 

【治療経過】2019 年 8 月右頬部の腫脹のため当科の夜間救急外来を受診した。右頬部の腫脹・皮膚発赤

および開口障害を認めていた。診査では明らかな感染源を疑う歯は認めなかった。採血にて白血球 10858/

μl、CRP 10.58mg/dl と炎症値の上昇を認めた。感染源は不明であったが、右頬部蜂窩織炎の診断のも

と SBT/ABPC 6g/日点滴を開始し、右頬粘膜に波動を触れたため切開したところ、排膿を認めるとともに

粗造なオカラ状固形物も排出された。既往を再度問診したところ、審美目的に両側頬部皮下にアルカミ

ドの注入の既往があったとのことで、MRI を撮影したところ両側頬部皮下に T2 高信号領域を認めた。形

成外科へ対診したところ、他に感染源が明らかではなく頬部皮下注入物による感染の可能性が高いとの

診断であった。 

【考察】頬部蜂窩織炎のため口腔外科を受診となったが、明らかな歯性の感染源が認められず、感染源の

特定が困難であった。審美目的での顔面の除皺術は近年増加傾向にあるため、明らかな歯性の感染源が

認められない顔面蜂窩織炎の場合皮下充填剤の感染の可能性を考慮し、問診することが重要であると考

えられた。 
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18．終末期患者に発症した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の 1例 

宝塚市立病院 歯科口腔外科 

○橋谷 進、川邊睦記、春日佳織、柳澤高道 

 

 

 

骨吸収抑制薬はがんの骨転移に対する治療に広く用いられている。これらの薬の副作用として口腔衛

生状態の不良をリスクとして顎骨壊死が発症することがある。今回われわれは治療に難渋した終末期患

者に発症した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（以下 ARONJ）の 1例を経験したのでその概要を報告する。 

 患者は 48歳、女性。既往歴：高血圧。150cm、64kg。現病歴：2017年 10月から右乳癌多発骨転移、髄

膜・硬膜転移に対してがん化学療法、ホルモン療法、デノスマブ投与開始。デノスマブ開始前後に保存不

可の右上 65左上 57右下 8左下 78抜歯。治療の効果無く、2018年 4月から疼痛コントロール目的に当院

緩和ケア内科に入院。がん化学療法とホルモン療法は入院後中止されたがデノスマブは継続投与されて

いた。2019 年 2 月左耳の掃除後から頬部痛と開口困難を自覚したため当院耳鼻科対診。外耳道炎の診断

で経過観察されるも症状改善がみられず、デノスマブが投与されていることから当科紹介来科となる。

現症：初診時開口量は 1 横指、左頬部に圧痛があるも腫脹はみられなかった。CT 所見では右側に比較し

て左側の下顎骨体部の不透過性が軽度亢進していた。ARONJを疑いデノスマブの中止と抗菌薬投与を開始

した。3週間後左頬部に腫脹を認め、左下 8相当舌側から多量の排膿がみられ、同部は骨露出が生じてい

た。自壊部から 5 日間洗浄を継続したが排膿量が減少しないため口腔外から切開し排膿路を追加した。

その後左外耳道からの自壊もあり洗浄を継続することで症状の軽減がみられたが、1か月後に再度腫脹し

たため口腔外に新たな切開を追加した。その間、開口障害が若干改善され口腔内精査で右上臼歯部歯槽

骨が露出していることも確認した。元々歯科恐怖症と嘔吐反射があり、疼痛が生じる処置に積極的な介

入ができず治療に難渋したが、数回の鎮静下で処置施行することで対応した。以後は徐々に消炎され現

在は口腔内骨露出部の洗浄を継続している。 
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誤嚥性肺炎（VAPを含む）予防のためのオーラルマネジメント 

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 

岸本裕充 

 

 誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが有効とされている。「口腔ケア」は職種によって捉え方が異なる用語で、

狭義には歯みがきや洗口などの「口腔清掃」と考えられている。誤嚥性肺炎を予防するためには、口腔機

能を向上させる必要があり、その前提条件が口腔環境の整備である。口腔環境を整備するためには、単に

口腔清掃だけではなく、的確な口腔機能の評価に基づく患者教育や（歯科）治療、リハビリテーションを

適宜組み合わせて取り組むことが重要であり、演者はこれを「オーラルマネジメント」（以下、OM と略）

と呼んでいる。OMの目標は、数ある口腔機能の中でも最も大切な「食べられる口を CREATE（＝つくる）」

と考えている。 

評価・診断が重要であることは OMに限ったことではないが、「口内炎のため、痛くて食べられない」と

いう患者がいた時に、口腔を充分に診察することなく、ステロイド含有の軟膏を処方した経験はないで

あろうか。その「口内炎」が、慢性再発性アフタや口腔扁平苔癬であれば、その処方は誤りではないが、

臨床の現場では褥瘡性潰瘍や慢性萎縮性カンジダ症に対して誤って処方されている場合が少なくない。

誤った処方により、口腔環境が悪化しているのである。歯科治療を実施できるのは歯科医師のみである

ので、評価には歯科治療が必要か否かを判断するための専門的評価（例：歯科用 X線写真、歯周病検査、

など）と、歯科以外の職種にも実践可能な口腔のアセスメントがある。後者には、演者が開発した COACH

（clinical oral assessment chart；臨床的口腔評価指針）が有用であり、口腔をバイタルサイン的にモ

ニタリングすることを推奨している。これは、清浄度と湿潤度の２つを評価するもので、いずれかに問題

があれば、口腔環境が悪化しやすい。 

 誤嚥性肺炎と診断された患者に対しては「絶食」にされることが多いが、果たして医学的に正しい対応

と言えるだろうか。もちろん経口摂取に伴う顕性誤嚥（＝ムセや咳を伴う）のリスクはあるが、絶食に伴

うリスクが軽視されていると思われる。絶食にすると、刺激性唾液の分泌が減少し、また咀嚼に伴う食物

と歯・口腔粘膜の接触が喪失し、さらに嚥下による口腔・咽頭のクリアランス能も低下するため、口腔の

自浄性が著明に低下する。つまり、口腔のバイタルサインである清浄度と湿潤度の両者が悪化する。高齢

者の誤嚥性肺炎では、顕性誤嚥は少なく、ムセや咳を伴わない不顕性誤嚥が多いとされている。不顕性誤

嚥は、睡眠時に生じる場合が多いので、絶食は予防に寄与できない。むしろ、上述のように、絶食によっ

て口腔・咽頭の清浄度は低下するため、不顕性誤嚥時による肺炎の発症リスクは高くなる可能性がある。 

 VAP（ventilator-associated pneumonia；人工呼吸器関連肺炎）のリスク因子は、気管チューブの長期

留置であり、チューブに添って口腔咽頭の汚染物が気管に侵入する誤嚥性肺炎の一種である。気管チュ

ーブの留置中は絶食とせざるを得ないため、口腔の自浄性の低下を補うため頻回の口腔清掃が望ましい。

この際、盲点となりやすいのが、仰臥位での口腔清掃では歯や粘膜に付着していた汚染物が咽頭に落下

しやすいことである。適切な体位の設定とともに、吸引を重視した口腔清掃が望まれる。 

 OMの構成要素である CREATEを意識すれば、誤嚥性肺炎・VAPの予防効果を高めることが可能となるで

あろう。 
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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 同 准教授 

2013年 4月 同 主任教授、現在に至る 
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手術部位感染の予防策 

近畿大学医学部外科学講座 

木村豊 

 

医療関連感染の一つである周術期感染症には、手術操作を直接加えた部位に起こる術野感染と呼吸器

感染、尿路感染、血流感染などの術野外感染（遠隔部位感染）とに分けられる。手術部位感染（surgical 

site infecion：SSI）は、術野感染と同義で手術操作が及んだ部位に発生する感染と定義され、発生した

部位によって（表層・深部）切開創 SSI と臓器/体腔 SSI に大別される。SSI が発生すると患者に不利益

となるばかりでなく余分な医療費がかかるため SSI の 発生を低下させることが求められている。SSI 予

防に関するガイドラインは、世界保健機構（WHO）、アメリカ疾病対策センター（CDC）、アメリカ外科学会・

アメリカ外科感染症学会（ACS/SIS）、日本外科感染症学会、国公立大学附属病院感染対策協議会など各種

組織から発出され、ここ数年の間に改訂も行われた。SSIを低減させるためには、各種ガイドラインを参

考にして各病院で術前から周術期を通じて可能な限り SSI予防策を講じることが重要である。 

術前には、1 か月以上の禁煙、血糖値の適切な管理を行う。心臓および整形手術患者における MRSA 保

菌スクリーニングと保菌患者に対するムピロシン軟膏による除菌が推奨されている。また、術前入院期

間はできるだけ短い方がよいとされている。栄養状態が不良であると SSI 発生が増加するとの報告は多

く、できるだけ栄養状態の改善に努める。頭頸部領域の手術において周術期口腔機能管理（口腔ケア）は

SSI 予防の点からも必須である。術前準備として、体毛が術野の妨げとなる場合を除いて除毛の必要はな

い。剃毛は SSIを増加させるので、直前のクリッパーによる除毛を行う。術前のシャワー浴は推奨されて

いるが。クロルヘキシジンを使用する必要はない。 

手術直前から術中には、手術の種類に応じて適切な予防抗菌薬を皮膚切開の前に行い、体重に応じた投

与量の追加や 3～4時間毎の追加投与を行うことが推奨されている。手術時の手指消毒は生体消毒薬が配

合された擦式消毒用アルコール製剤（ラビング剤）を肘まで塗り込む擦式消毒（ラビング rubbing）法が

広く行われている。ブラシは皮膚にダメージを与えるので推奨されない。術野の消毒にはアルコール製

剤の使用が推奨されているが、電気メスの引火には十分注意しなければならない。術中は保温による正

常体温の維持をする必要がある。術中から術直後にかけて FiO2 0.8の高濃度酸素投与が欧米のガイドラ

インで推奨されているが、日本では一般的ではない。閉創前の創洗浄は、WHO、CDC のガイドラインでは

ヨード水溶液での洗浄が推奨されているが、日本でのデータはない。 

術後は、適切に創管理を行い、ドレーンはできるだけ早期に抜去するほうがよい。特に重要な事項は、

チームによる SSIサーベイランスである。SSI サーベイランスは SSI の発生を常に監視して、SSI の発

生率とその原因を把握し、その情報を手術に関係するスタッフにフィードバックして、SSI を減少させ

るための積極的な感染対策の活動である。手術終了時には感染リスク因子（手術創の清潔度分類、ASA身

体状態分類、手術時間）について記録し、チームで患者を観察し、SSIが疑われる場合には、判定基準に

則って SSIを同定し、データを収集する。見張り効果と SSI サーベイランスに基づいた各種対策の導入

によって、SSIの発生が低減するため、SSI サーベイランスを継続的に実施することが推奨されている。  
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略 歴 

 

1990(平成 2)年 3月 大阪大学医学部 卒業 

1990(平成 2)年 6月 大阪大学医学部附属病院 第二外科研修医 

1991(平成 3)年 7月 公立学校共済組合近畿中央病院 外科医員 

1994(平成 6)年 4月 大阪大学医学部大学院入学 

1998(平成 10)年 3月 大阪大学医学部大学院 卒業（医学博士取得） 

1998(平成 10)年 4月 箕面市立病院 外科医長 

2002(平成 14)年 1月 東京都立駒込病院 外科医員 

2003(平成 15)年 1月 大阪大学医学部附属病院 消化器外科医員 

2003(平成 15)年 4月 NTT 西日本大阪病院 外科医長 

2012(平成 24)年 7月 市立堺病院 胃食道外科担当部長・外来化学療法センター長 

2014(平成 26)年 4月 市立堺病院 外科統括部長兼任 

2015(平成 27)年 7月  堺市立総合医療センター（改称）外科統括部長・外来化学療法センター長 

2016(平成 28)年 4月  近畿大学医学部外科学教室（上部消化管部門） 准教授 

2019(令和 1)年 8月 現在に至る 

 

  

資格 

日本外科学会専門医・指導医    

日本消化器外科学会専門医・指導医 

日本消化器病学会専門医・指導医   

日本消化器内視鏡学会専門医・指導医  

日本食道学会食道科認定医   

日本内視鏡外科学会技術認定医（消化器・一般外科）   

日本外科感染症学会外科周術期感染症管理認定医・教育医  

ICD（インフェクションコントロールドクター） 

がん治療認定機構がん治療認定医・暫定指導医   

日本臨床腫瘍学会暫定指導医   

日本医師会認定産業医   

麻酔科標榜医 

da Vinci Console Surgeon 
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薬剤耐性菌の動向と抗菌薬適正使用 

近畿大学病院安全管理部感染対策室 

吉田耕一郎 

 

 抗菌薬耐性菌の増加は、医療現場のほか畜水産の分野においても喫緊の課題である。WHOでは耐性菌の

プライオリティーリストを、米国 CDC でも耐性菌の危険度リストを公表して、抗菌薬耐性菌を抑制する

ための啓発活動に努めている。わが国でも 2016年に 5か年計画の薬剤耐性対策アクションプランが策定

されており、設定された数値目標の達成のため、Infection Control Teamと Antimicrobial Stewardship 

Teamが対策の両輪として機能することが期待されている。 

わが国では黄色ブドウ球菌に占める MRSAの割合は低下傾向にある。一方、ESBL産生菌の分離頻度は上

昇してきており、市中での蔓延も懸念されるようになった。また、緑膿菌のカルバペネム耐性株増加の問

題も看過できない。緑膿菌のカルバペネム耐性は、カルバペネマーゼ産生以外に、細菌細胞壁の変化や抗

菌薬侵入孔の減少などの機序が関与していることが多く、一層の抗菌薬適正使用が求められる。多剤耐

性化した緑膿菌やアシネトバクター属菌、カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌の国内分離頻度は、欧

米と比してまだ少ない現状であるが、今後、これらの耐性菌の動向にも注目し、拡散を防止する対策の強

化が重要である。 

抗菌薬の適正使用は臨床現場においても極めて重要であり、耐性株の増加は、医療資源の損失につなが

る。感染症を正しく診断し、可能な限り狭域の抗菌薬を使用し(最適な抗菌療法)、短期間で感染症を制圧

することが肝要である。 

本セミナーでは、近年の耐性菌分離状況と厚生労働省などの疫学調査結果を紹介し、最適抗菌療法の実

践について考えてみたい。 
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略 歴 

 

平成 ２年 3月 川崎医科大学卒業 

平成 ２年 4月 川崎医科大学附属病院内科研修医 

平成 ４年 4月 川崎医科大学呼吸器内科臨床助手(附属病院シニアレジデント) 

平成 ７年 4月 川崎医科大学大学院医学研究科入学 

平成 11年 3月 川崎医科大学大学院医学研究科終了 

平成 11年 4月 川崎医科大学呼吸器内科臨床助手(附属病院シニアレジデント) 

平成 12年 4月 川崎医科大学呼吸器内科講師(附属病院副医長) 

平成 18年 4月 川崎医科大学呼吸器内科講師(附属病院医長) 

平成 19年 2月 昭和大学医学部臨床感染症学助教授 

平成 19年 4月 昭和大学医学部臨床感染症学准教授 

平成 24年 4月 近畿大学医学部附属病院安全管理部感染対策室 教授・室長 

平成 30年 10月 近畿大学医学部附属病院 病院長補佐 兼務 

 

所属学会 

日本内科学会 ：評議員、認定内科医、総合内科専門医 

日本感染症学会 ：評議員、中日本地方会理事、感染症専門医、感染症指導医、認定 ICD、 

日本化学療法学会 ：評議員、抗微生物薬適正使用推進検討委員、抗菌化学療法認定医制度審議委員、西

日本支部活性化委員、抗菌化学療法指導医 

日本医真菌学会 ：代議員、医真菌学会認定専門医、COI 委員、ガイドライン検討委員、専門医・認定師

委員、将来計画委員、 

日本臨床微生物学会：編集・ホームページ委員 

日本環境感染学会：倫理委員 

日本呼吸器学会：広報委員、学術感染症・結核部会プログラム委員 

日本結核病学会・日本渡航医学会 

 

業績 

平成 15年 真菌症フォーラム第 4回 学術集会 奨励賞 「アルカリ処理 - 発色合成基質カイネティッ

ク法による血中(1→3)-β-D-グルカン値測定における非特異反応とその対策」 

平成 17 年 真菌症フォーラム第 6 回 学術集会 優秀賞 「改良アルカリ前処理法を用いた発色合成基

質カイネティック法による血中(1→3)-β-D-グルカン測定の基礎的検討」 

平成 17年 川崎学園 柴田賞 

平成 19年 日本医真菌学会 奨励賞 「アルカリ処理 - 発色合成基質カイネティック法を用いた血中(1

→3)-β-D-グルカン測定法の問題点とその改良」 

平成 26年 日本医真菌学会 学会賞 「深在性真菌症の血清診断法の臨床的評価と改良に関する研究」 
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協賛企業一覧 

 

本学術大会の開催にあたり、多くの企業様からご協力いただきました。深く感謝申し上げます。 

（五十音順） 

 

 

アインテレックス株式会社 

アボットジャパン株式会社 

株式会社岡部 

長田電機工業株式会社 

化研製薬株式会社 
コアフロント株式会社 

帝人メディカルテクノロジー株式会社 

富士フィルム富山化学株式会社 

Meiji Seika ファルマ株式会社 

株式会社モリタ 

株式会社モレーンコーポレーション 

雪印ビーンスターク株式会社 

和田精密歯研株式会社 

 


