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世田谷区奥沢 5-26-9　自由が丘栄ビル３F

■診療時間　AM9:30 ～ PM1:00
　　　　　　PM2:00 ～ PM5:30
■受付時間　AM9:15 ～ PM6:00
■休  診   日    日曜・祝日

http://www.masaka-dental.com
℡ 03-3718-8470  03-3718-9109Fax

自由が丘駅（東急東横線／東急大井町線）南口を出て徒歩 1 分。

遊歩道沿いです。ビルの 1 ～ 2 階は無印良品。

眞坂歯科医院

当院では、皆さまとの円滑なコミュニケーションが、より良い治療を実現する一番のポイントである

と考えています。治療へのご意見・ご希望はもとより身近な出来事や話題などをお寄せください。特

に言いにくいこと—ご不満やお叱りなど—が、私どもには貴重なものとなります。匿名でも結構で

すので、院長またはニュースレター宛にお送りくだされば、おおいに励みとさせていただきます。

「最近、腰が痛くて…」という患者様が、「整形外科の先生から、担

当の歯医者さんに飲んでいる薬を知らせるようにいわれましたの

で」と見せてくださったカードを拝見し、骨粗鬆症の薬を内服して

いることを知ることができました。

　歯科治療には、患者様がどのような薬を使っているかを知ること

がたいへん重要になります。たとえば、脳梗塞などの血栓性・塞栓性疾患の治療薬ワー

ファリン、バイアスピリンなどの抗凝固薬をお使いの場合は、抜歯などの治療や治療

後の回復に影響する場

合があることは患者様

もご存知のことが多い

のですが、骨粗鬆症の

薬を服用している場合

にも、歯科治療の際に

は特に慎重な対応が必

要なことは、あまり知

られていないようです。

そこで今号は骨粗鬆症

の薬と歯の治療につい

て紹介いたします。

骨粗鬆症は、骨の量が減少したり質が劣化したりして骨が弱くなっ

て骨折しやすくなる病気です。骨は一度できたら変化しないと思わ

れがちですが、骨は新陳代謝を繰り返し常に新しくつくりかえられ

ています。

　骨粗鬆症は、加齢や体質、生活習慣や他の病気の影響などさまざ

まな原因で骨の新陳代謝のバランスが崩れることによって発症します。特に女性に多く

発症し、閉経を迎える 50 歳前後から骨量の急激な減少がみられ、60 歳代では 2 人に 1 人、 
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をお寄せください。皆さまのご要望

にそった快適な歯科治療の提供がで

きますように、スタッフ一同頑張っ

てまいります。
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最近、治療済の歯の根が割れる「歯根破折」が増えています。
当院は、割れた歯を抜かずに残す技術を開発しています。

割れた歯も、抜かずに残します

最新の治療技術と高品質の材料、CT や無菌手術室などの
設備、万全の態勢でインプラント治療に臨んでいます。

日本口腔インプラント学会の専門医が担当します

当院は、接着治療のパイオニアです
1980 年以来、接着材をベースにした臨床研究を歯科医療界に発表
するとともに、「歯にやさしい接着治療」に実績を重ねています。

Bonding

Implant

Fracture

東急大井町線

至・渋谷

至・大井町至・二子玉川

至・横浜

南口

メルサ

無印
良品

東急
東横
線

自由
が丘
正面
口

眞坂歯科医院→

▲薬カードの例。服用期間や病院名などの記入欄もあり、処方先への問い合わせなど
にも便利に使えます。服用の注意は、患者ご自身もよく読んでおくことが大切です。

骨粗鬆症の
　お薬について
　　ご存じですか？

骨粗鬆症

はじめに

医療法人社団  歯生会
眞坂歯科医院

歯科医師　関屋　亘

　平成 27 年 12 月 19 ～ 20 日、第 34 回日本接着歯学会総会が東京タワーホー

ルにて開催されました。今回「接着治療を長期経過症例で評価する」とする演

題で、眞坂信夫会長が当医院の 40 年に渡る接着治療を報告し、日本接着歯学会

学術大会発表優秀賞を頂きました。

眞坂信夫会長に、
日本接着歯学会学術大会発表優秀賞

PHOTO

骨粗鬆症のお薬について
ご存じですか？

岡田院長・インプラント
ベーシックセミナーでの
講義と日本口腔インプラ
ント学会での発表

■学会の専門医・認定医・認定衛生士
日本接着歯学会 終身認定医：眞坂信夫

日本口腔インプラント学会専門医： 岡田常司

日本歯周病学会専門医：岡田たまみ

日本歯周病学会認定衛生士  藤原優子・松永麻子

日本口腔インプラント学会専門衛生士：北島綾美

■会長　眞坂信夫
■院長　岡田常司

■特別顧問
慶応義塾大学医学部歯科
　　　　　                口腔外科学教室准教授　河奈裕正

■スタッフ
歯科医師 8 名・歯科衛生士 9 名・歯科助手 1 名

歯科技工士２名・受付 1 名

■設備
治療ユニット 6 台／院内技工室／歯科用 X 線 CT ／

治療用顕微鏡（マイクロスコープ）6 台／院内 LAN プ

レゼンテーションシステム／レーザーう蝕診断機 etc



　当院の岡田院長は、当院で使用してい

るインプラント（デンツプライ社ザイブ）

の公認インストラクターを務めていま

す。デンツプライ社では、歯科医師向け

のベーシックセミナーを年に数回開催し

ており、岡田院長も講義を行っています。

　また、昨年９月に岡山市で開催された

第 45 回日本口腔インプラント学会学術

大会においても、研究成果の発表を行い

ました。「健康維持と口腔インプラント治療ー口腔インプラント治療のメリットを

再考するー」をテーマに行われた今回の大会は、岡田院長の母校である岡山大学が

主幹で、大学時代の同級生である岡山大学前川准教授が実行委員長をしており、岡

田院長も「楽しく発表できた」とのことでした。

70 歳以上になると 10 人に 7 人が骨粗鬆症といわれてい

ます。これは、女性ホルモン（エストロゲン）が骨の新

陳代謝に関わっていることが主な理由とされています。

　また、厚生労働省の調査では、女性が要介護となる原

因の上位に「骨折・転倒」があげられています。特に骨

粗鬆症で骨折しやすくなる部位である太ももの付け根の

骨折では、動けない状態が長期間にわたって続くので、

寝たきりの原因になることがあります。骨折やそれに伴

う合併症を防ぐためには、予防効果の高いお薬は飲む必

要がありますし、その効能は整形外科領域で証明されて

います。

　現在、骨粗鬆症に効果が

ある薬として広く処方され

ているのが、ビスフォスフォ

ネート製剤（BP 製剤）系の

薬です。

　骨粗鬆症の患者は全国に約 800 万人いて、その 7 割が

治療を受けており、そのうちの 6 割に当たる 336 万人が

BP 製剤を服用しています。服用している患者は年々増え

ている傾向にあるようです。

　BP 製剤は、骨粗鬆症だけでなく、悪性腫瘍にも骨への

転移を抑えるために使用されますし、ステロイドの副作

用による骨粗鬆症の予防目的で処方されるなど有用性の

高い薬です。

　ただ、副作用として、「顎の骨に限って」病変が生じ

る可能性が報告されています。発症率は非常に低く、

2010 年のわが国の検討委員会にて、BP 製剤の飲み薬で

は 0.01％～ 0.02％と試算されています。

　服用期間や人にもよりますが、主な症状に、口の中の

痛みや下唇のしびれ、歯のぐらつき、歯茎に白色あるい

は灰色の硬いものが出てくる（骨露出）などがあります。

これらの病気を総称して BP 関連顎骨壊死（BRONJ）と

言います。

　近年になってわかってきたことは、BP 製剤をはじめと

する骨吸収を抑える他の種類の薬や、血管を新生するこ

とを抑制する薬などを服用している人が、抜歯や口腔内

の不衛生などをきっかけに、傷がふさがらない、痛みが

なかなかおさまらないなど、薬剤関連顎骨壊死（MRONJ)

の症状がでることがわかってきたことです。

　これらの症状は稀なもので必ず起こるわけではありま

せんが、健康に害を及ぼすことなので、歯科治療の際は、

できる限りの予防をすることが必要になります。

■ブラッシングなどで口腔

内を清潔に保つことが非常

に重要です。

　日々お口の中を清潔に保

つことで、多くの薬剤関連

顎骨壊死は予防ができますが、残念ながら、ごく稀に最

善の歯科的処置をもっても予防できないこともありま

す。つまり、この薬を使用しているだけで、発症してし

まう場合もあります。

■薬剤関連顎骨壊死の初期

症状は、自覚症状がないこ

ともありますので、なるべ

く定期的な歯科検診を受け

てください。長期間この薬

を服用している患者様にお

いて、発症率が上がります。

■歯周病や虫歯のため根の

治療が必要な患者様もその

炎症部位から薬剤関連顎骨

壊死がおこる場合がありま

す。また、入れ歯を使用し

ている患者さんは入れ歯に

よる汚れや傷により、発症

する可能性があります。定

期的に歯科医院を受診し調

整やチェックをしてもらうことが

重要です。

■インプラントをされている患者

様も同様に、定期的に歯科検診を

受けて、お口の中を清潔に保つこ

とが非常に重要です。

■ 2 ～ 3 カ月、休薬（薬の服用を

休むこと）が必要となる場合があ

ります。担当のお医者さまに歯科

医師の方から休薬が可能か相談さ

せて頂きます。お手数ですが、紹

介状をお渡しした場合は担当のお

医者さまにご相談ください。くれ

ぐれも患者様ご自身の判断での休

薬は危険ですのでしないようにしてください。

■条件により高リスクな患者様は、発症した場合の対応

が早い専門の口腔外科での処置をお勧めする場合があり

ます。あらかじめご承知おきください。

　どんな薬にも必ず主作用と副作用があります。薬とは

うまく付き合っていく必要があります。当院を受診され

る際には、お薬手帳など内服薬がわかるものをご持参い

ただけると治療の参考になります。

　また、注射薬はお薬手帳に記載されませんので、病院

で薬品名を聞いておいていただくと助かります。もし、

使用しているお薬に何か変更等がありましたら、必ず歯

科医師や担当の衛生士にお伝えくださるようお願いいた

します。

▲製薬会社からも、薬剤関連顎骨壊死への告知がなされています。（図 : 製薬会社のリーフレットから転載）

▲表は、歯科治療の際に注意を要する薬の一覧です。もしも服用されている薬がある場合は、担当の歯科医師か衛生
士に申し出ていただくよう、お願いいたします。　　   （書籍「薬剤ビスフォスフォネート関連顎骨壊死  MRONJ  BRONJ」から転載）

岡田院長・インプラントベーシックセミナーでの講義と
日本口腔インプラント学会での発表

▲デンツプライ社のセミナーで講義する岡田院長

▲日本口腔インプラント学会にて
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歯科治療
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