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ご協力ありがとうございました 

今日、ビスフォスフォネート系薬剤（以下 BP とし
ます）は骨粗鬆症等の骨代謝疾患や、悪性腫瘍の骨
転移に対する標準的な治療薬として頻繁に用いられ

ています。BP 投与中の患者において歯科処置後の
顎骨壊死（以下 BRONJ とします）が報告され、BP
投与に際し歯科受診が推奨されています。特に静注
用ゾレドロン酸水和物（ゾメタ ® とします）は他の
BP と比較して BRONJ の発生頻度が高いと報告さ
れています。今回私たちは、ゾメタの投与前に、
BRONJ 発症の誘因と考えられる口腔疾患の検診

（以下、投与前スクリーニングとします）あるいは
歯科治療のために当科を受診された患者の口腔内の
状態を調査したので報告します。

平成23年10月から平成24年4月までの6か月間に
当院にてゾメタ ® を投与された患者は27人であり、
当科を受診された13人の口腔内状態を調査しました。
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目的 
  今日、ビスフォスフォネート系薬剤(以下ＢＰと略

す)は、骨粗鬆症等の骨代謝疾患や、悪性腫瘍の
骨転移に対する標準的な治療薬として頻繁に用い
られている。ＢＰ投与中の患者において歯科処置
後の顎骨壊死(以下ＢＲＯＮＪと略す)が報告され、
ＢＰ投与に際し歯科受診が推奨されている。特に
静注用ゾレドロン酸水和物(以下ゾメタ®と略す)は
他のＢＰと比較してＢＲＯＮＪの発生頻度が高いと
報告されている。ゾメタ® 投与前にBRONJ発症の
誘因と考えられる口腔疾患の検診（以下、投与前
スクリーニングと略す）あるいは歯科治療のために
当科を受診された患者の口腔内の状況を調査した
ので報告します。 

 

対象 

当科受診 
当科非受診 

 平成23年10月から平成24年4月までの６カ月間に当院
にて ゾメタ®投与された患者は27人であり、当科を受診
された13人の口腔内の状況を調査した。 
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【結果】患者の内訳は男性8例、女性は5例で、投
与前スクリーニングを当科にて行った症例は男性6
例、女性3例でした。年齢分布としては80歳代1人、
70歳代5人、60歳代5人、40歳代2人でした。

ゾメタ ® 投与の対象疾患は、当科受診患者では悪
性腫瘍骨転移12例、多発性骨髄腫1例、当科非受
診患者では悪性腫瘍骨転移12例、多発性骨髄腫1
例、高カルシウム血症1例でした。ゾメタ ® を投
与した診療科は、外科10例、泌尿器科7例、呼吸
器科6例、整形外科2例、内科2例でした。

危険因子として考えられる併用薬およびその他の因
子として重複を含めて高齢9例、化学療法3例、ス
テロイド投与2例、糖尿病1例でした。

患者の投与前後のスクリーニング結果は、う蝕2例、
根尖性歯周炎4例、下顎智歯周囲炎1例、義歯不適
合6例でした。当科の処置内容は抜歯5例、歯周治
療12例、う蝕治療2例で義歯調整6例でした。
全ての患者に BRONJ 発症は認められませんでした。
調査期間以前に当科を受診し、BRONJ を発症して
いた1例を供覧致します。

症例：80歳代男性
既往歴：平成18年6月から多発性骨髄腫の骨転移に
より腰椎圧迫骨折を生じ、2年間当院内科にてゾメ
タ ® をステロイドと併用して投与されていました。
現病歴：平成20年6月から右側上顎中切歯のう蝕
治療および同部の骨露出を主訴に当科を紹介され受
診しました。
経過：初診時から歯石除去、レジン充填および局所洗浄
などの保存的療法を行いましたが、平成20年12月、右
側上顎側切歯、左側上顎中切歯の歯周炎が増悪し、周囲
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    症例：８０歳代男性 
既往歴：平成18年６月から多発性骨髄腫の骨転移により腰椎圧迫骨折を生じ、 
    ２年間当院内にてゾメタ®をステロイドと併用して投与されていた。 
現病歴：平成20年6月から右側上顎中切歯の麟蝕治療及び  
    同部の骨露出を主訴に当科紹介され受診した。 

   経過: 初診時より歯石除去、レジン充填および局所洗浄を行ったが、 
     平成20年12月、右側上顎側切歯、左側上顎中切歯の歯周炎が増悪し、 
    周囲歯槽骨に骨露出を認め、病状把握のため、当院内科と協議した 
    結果、ＺＯＬの投与を続行、局所洗浄および非侵襲的歯科処置のみを 
    施行することにした。 

 平成21年7月、右側上顎中切歯の歯根破折し同部に疼痛が生じたため、抜

歯を行った。術後は右側上顎中切歯から側切歯部に至る歯槽骨 の壊死を
認めたため、積極的に腐骨除去および局所洗浄を行った。平   成２２年２
月、左側上顎中切歯に骨露出部に著明な炎症の拡大は認め  なかった。 
 その後も定期的な洗浄、スケーリングを継続。骨露出はほとんどなくなるま
でに、改善し平成24年8月患者様の希望である義歯を装着した。     
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歯槽骨に骨露出を認め、病状把握のため、当院内科と協
議した結果、ゾメタ ® の投与を続行、局所洗浄および
非侵襲的歯科処置のみを施行することにしました。

平成21年7月、右側上顎中切歯の歯根が破折し同部に疼痛
が生じたため、抜歯を行いました。術後は右側上顎中切歯
から側切歯部に至る歯槽骨の壊死を認めたため、積極的に
頻回の腐骨除去および局所洗浄を行いました。平成22年2
月、左側上顎中切歯の骨露出部に著明な炎症の拡大はみら
れませんでした。その後も定期的な洗浄、スケーリングを
継続。骨露出はほとんどなくなるまでに改善し平成24年8
月患者様の希望である義歯を装着しました。

【考察】ゾメタ ® 投与患者の紹介診療科としては
外科がもっとも多く、泌尿器科、内科、整形外科と
多科に及んでいました。ゾメタ ® 投与の原因疾患
は悪性腫瘍の骨転移12例、多発性骨髄腫1例でし
た。この事からもゾメタ ® が診療科に関係なく頻
繁に用いられ、特に悪性腫瘍の骨転移に対して頻用
されている投与薬と考えられます。
紹介理由に関しては、全症例が BRONJ 発症の可能
性がある歯科疾患の診査依頼でした。その内、半数
を超える9例が投与前スクリーニングの診査依頼で
した。このことより各診療科においてゾメタ ® の
投与における BRONJ および処置後の治癒不全が出
現する危険性に対しての意識が高くなっていると考
えられます。BRONJ は種々の原因で発生する可能
性があります。その誘因として抜歯などの侵襲的な
歯科処置だけでなく、歯周疾患の増悪や義歯および
補綴物の不適合などが考えられます。従って、日常
歯科臨床においても十分な問診を行うことにより全
身状態を把握することが重要です。

当科におけるゾメタ ® 投与前の歯科的スクリーニング
の対応としては、まずパノラマⅩ線写真でう蝕、歯周疾
患や、顎骨内病変の有無を確認し、歯根周囲歯槽骨の吸
収等の所見が認められれば、歯周基本検査を行い歯周病
の治療を行います。そしてブラッシングなど、患者自身
が日常的に実施できる口腔ケア指導を行っています。ゾ
メタ ® が投与され、さらにステロイド療法や化学療法
等が併用されている患者は歯周病が難治性化しやすいの
で予防が特に重要です。糖尿病も易感染性、代謝不全な
どにより顎骨壊死症状の増悪や重篤化が予測され日常歯
科臨床においても注意を要すると考えられます。
ゾメタ ® 投与患者は併用薬およびステロイド薬の投
与、糖尿病、抗がん剤の投与などの危険因子を併せ
もっている患者が多く、歯科治療に際しては十分注
意する必要があります。またゾメタ ® 投与患者に対
して観血的処置をさける為には予防的処置が重要で
あり、これらを行うにはゾメタ ® 投与医と歯科との
連携が重要です。具体的にはゾメタ ® 投与前の患者
に関しては歯科スクリーニング検査を行い、観血処
置を行う必要のある歯科治療はゾメタ ® 投与前にし
ておく。また、すでにゾメタ ® を投与されている患
者に対しては抜歯等の観血処置を避けるために、う
蝕及び歯周疾患の定期検査を行い、早期に低侵襲の
治療を行う事が重要であると考えられました。

【まとめ】

・当科におけるゾメタ ® 投与患者の口腔内診査お
よび投与状態を調査しました。

・BRONJ および抜歯後治癒異常発生予防には投与
前スクリーニング、歯科処置や投与後の定期的口
腔ケアが重要であると考えられました。

●当科におけるゾメタ®投与患者の口腔内診査   
 および投与状態を調べた。 
 
●BRONJおよび抜歯後治癒異常発生予防には                            
 投与前スクリーニング、歯科処置や投与後  
 の定期的口腔ケアが重要であると考えられ    
 た。     
 

まとめ 

症例 

平成２２年 

• 骨壊死 

平成２４年 

• 骨露出部改善 

平成２４年 

• 義歯装着時 
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