
しかし、頻回、あるいは腹痛を伴う下
痢がQOLの低下に通じて、患者さん本
人が非常に苦痛だという場合は、薬物
治療をすることが正当化されるという
文献も出ています。
　山内　必ずしも禁忌とはいえないと
いうニュアンスなのでしょうか。
　鍵本　ロペミンというのはロペラミ
ドという薬で、これは小腸輸送能を抑
制して通過時間を延長し、小腸など結
腸の蠕動を抑える。また、cholera toxin
で起きる水・ナトリウムの分泌を吸収
する方向にして下痢を止めるという強

力な作用があるのです。これはいいの
ですけれども、小児科の立場から言い
ますと、６カ月未満の赤ちゃんには使
ってほしくないと思います。それから
非常に重篤な出血性腸炎とか赤痢、偽
膜性大腸炎みたいな全身に影響の強い
ものには使わないほうがよいと思いま
す。それ以外であれば、常用量を必要
最小限使って、少し下火になったらぱ
っとやめる。こういう使い方はもちろ
ん正当化されると考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科教授
松　尾　　朗

（聞き手　池田志斈）

　骨粗鬆症（70歳、女性）で、ビスホスフォネート製剤の投与を受けている場
合、歯科で歯周病のために抜歯を行う際、休薬などが必要か、注意点をご教示
ください。

＜京都府開業医＞

ビスホスフォネート製剤と歯科治療

　池田　松尾先生、ビスホスフォネー
トを内服しているか、あるいは注射し
ている方で、こういう顎骨壊死が起き
るのはどのくらいの頻度なのでしょう
か。
　松尾　頻度的には非常に低いといわ
れていますが、実際には口腔外科にか
なりの数の患者さんがいらっしゃって
います。がんの患者さんの場合、だい
たい1.8％程度といわれていて、骨粗鬆
症の患者さんですと0.01％以下といわ
れてます。
　池田　骨粗鬆症で投与されている方
と、がんで投与されている方は分けな
ければいけないのですね。
　松尾　そうですね。昔は内服薬と注
射薬でリスクを分けていたのですけれ
ども、今はむしろがんで投与される方、

骨粗鬆症で投与される方、みたいなか
たちで分けていくことが多いと思いま
す。
　池田　逆に言うと、私は皮膚科でス
テロイドの内服薬を出すのですが、そ
のときに、リスクが大きいから、ビス
ホスフォネートを骨粗鬆症だとか骨折
に対して投与するようにと骨代謝学会
から出ています。ステロイドもやはり
リスクなのでしょうか。
　松尾　ステロイドは一番のリスクに
なるので、がん以外の骨粗鬆症とかで
出されている方にとっては、ビスホス
フォネート＋ステロイドは一番のリス
クファクターといわれています。です
ので、我々もリウマチの方に関しては、
かなり気をつけて診ていくようにして
います。
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の的になっている部分でして、休薬自
体意味がないという意見と、休薬をし
たほうが安全だろうという意見と両方
あり、今のこの分野で一番の問題にな
っています。
　池田　どちらもエビデンスはあるの
でしょうか。
　松尾　両方とも、正直いってエビデ
ンスがない部分もあります。ただ、休
薬を支持しない人たちの意見としては、
基本的にビスホスフォネートは骨中に
蓄積していくので、どんどん蓄積して
いけば、多少の期間、休薬しても全然
変わらないだろうという意見です。意
味がないだろうと。
　池田　蓄積していくということです
から、投与の量とか期間がありますけ
れども、ここ以下だったらビスホスフ
ォネートをやめて歯の処置をしていく
とか、それ以上だったら意味がないか
ら続けるとか、具体的な期間はわかっ
ているのでしょうか。
　松尾　具体的な休薬に関しての期間
は、昔は３年以上経った人がリスクが
高い。その人に対して３～６カ月休薬
しなさいと言っていたのですが、現状
では４年以上投与の方、特にリスクフ
ァクターが多い人、先ほどのステロイ
ドや糖尿病などがある方に関して、２
カ月程度の休薬が、アメリカの口腔外
科学会の2014年に出たポジションペー
パーで言われていて、世界の口腔外科
学会はだいたいそこに従うかたちにな

っています。
　池田　４年を過ぎたらちょっと休薬
したほうがいいだろうというのが、ア
メリカ、ヨーロッパ系統ですね。
　松尾　口腔外科の世界ではそちらの
ほうがいいだろうと。
　池田　実際に処置されるのは口腔外
科の先生方ですので、私は納得できる
のですけれども、日本はどうなってい
るのでしょうか。
　松尾　日本もアメリカの口腔外科学
会のポジションペーパーに従うような
かたちでコンセンサスが得られていま
す。
　池田　４年ということで。でも、実
際に口腔外科の医師以外にも、骨代謝
学会などいろいろありますけれども、
その辺のコンセンサスは得られている
のでしょうか。
　松尾　残念ながら得られていないと
ころがあります。逆に骨粗鬆症メイン
でやっている内科の先生などは、顎骨
壊死になるリスクより、骨粗鬆症によ
る骨折リスクのほうが高いというデー
タがあることから、休薬しないほうが
いいのではないかという意見のほうが、
むしろ主流です。骨粗鬆症学会のAト
ップ研究では、休薬してもしなくても
顎骨壊死の発生頻度は変わらなかった
という研究もあります。
　池田　逆に言いますと、ほかのがん、
ステロイドや糖尿病は議論の中に入っ
ていないのですね。

　池田　そういったファクターを見る
と、何か免疫の関係で顎骨壊死が起こ
ると感じられるのですけれども、実際
に何か想定されているような機序はあ
るのでしょうか。
　松尾　顎骨壊死の機序は、まだ完全
な実験的なモデルができていないので、
はっきりわかっていない部分が多いの
ですが、基本的には顎骨に歯があるこ
とが原因です。口の中は細菌がたくさ
んいます。歯に生じた口腔の２大疾患
といわれる、いわゆる歯槽膿漏とか、
う蝕から生じる根っこの先の病気、こ
れは根尖性歯周炎というのですが、い
わゆる歯性の感染病巣が非常に多く、
かなりの頻度の人が慢性的に歯性の感
染病巣を持っているのです。そうする
と、感染している状況に常にあるので、
炎症から顎骨壊死になることが一番多
いといわれています。
　池田　慢性感染症状態にあって炎症
が起こっている。そこでビスホスフォ
ネートが来る。それは感染を助長して
しまうという考えでしょうか。あるい
は、炎症を強くするということでしょ
うか。
　松尾　一つは炎症、もう一つは抜歯、
歯を抜くことが大きなリスクファクタ
ーといわれているのですが、抜歯の後
の創傷治癒が大きく関与しています。
治癒を遅らせる因子、先ほどのステロ
イドもそうですし、免疫系も絡むので
すけれども、もともと感染があって創

傷治癒しにくい。そこに抜歯などの侵
襲が加わる。かつ全身の免疫も多少落
ちる。特に、がんの患者さんで抗がん
剤を併用している方ですと自己免疫疾
患とかで全身の免疫状態が落ちている。
なおかつ、全体的に骨の代謝回転が悪
くなっていることが相まって創傷治癒
が悪くなり、そこで治癒しないのが一
番大きな原因といわれています。
　池田　単純な理由ではなくて、複合
的なもの、創傷治癒と感染症ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　それを踏まえて、ステロイド
をのんでいる方、がんの方。
　松尾　糖尿病とか。
　池田　糖尿病もそうですね。
　松尾　糖尿病は特に一般的に歯科で
抜歯などの外科処置をするときのリス
クになるといわれますので、糖尿病が
ある方は要注意だといわれています。
　池田　今、キーワードが４つ出まし
た。糖尿病、ステロイド、骨粗鬆症、
がん。これに対して、どうしても歯を
抜かなければいけない場合は、どのよ
うにビスホスフォネートを調整される
のでしょうか。
　松尾　ビスホスフォネートを調整す
るというよりは、基本的には歯科医の
側が抜くときに工夫していかなければ
いけないというのが第一です。ただ、
それに対してビスホスフォネートがど
うしても問題になる場合には、休薬と
いうものがあるのですが、これは議論
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の的になっている部分でして、休薬自
体意味がないという意見と、休薬をし
たほうが安全だろうという意見と両方
あり、今のこの分野で一番の問題にな
っています。
　池田　どちらもエビデンスはあるの
でしょうか。
　松尾　両方とも、正直いってエビデ
ンスがない部分もあります。ただ、休
薬を支持しない人たちの意見としては、
基本的にビスホスフォネートは骨中に
蓄積していくので、どんどん蓄積して
いけば、多少の期間、休薬しても全然
変わらないだろうという意見です。意
味がないだろうと。
　池田　蓄積していくということです
から、投与の量とか期間がありますけ
れども、ここ以下だったらビスホスフ
ォネートをやめて歯の処置をしていく
とか、それ以上だったら意味がないか
ら続けるとか、具体的な期間はわかっ
ているのでしょうか。
　松尾　具体的な休薬に関しての期間
は、昔は３年以上経った人がリスクが
高い。その人に対して３～６カ月休薬
しなさいと言っていたのですが、現状
では４年以上投与の方、特にリスクフ
ァクターが多い人、先ほどのステロイ
ドや糖尿病などがある方に関して、２
カ月程度の休薬が、アメリカの口腔外
科学会の2014年に出たポジションペー
パーで言われていて、世界の口腔外科
学会はだいたいそこに従うかたちにな

っています。
　池田　４年を過ぎたらちょっと休薬
したほうがいいだろうというのが、ア
メリカ、ヨーロッパ系統ですね。
　松尾　口腔外科の世界ではそちらの
ほうがいいだろうと。
　池田　実際に処置されるのは口腔外
科の先生方ですので、私は納得できる
のですけれども、日本はどうなってい
るのでしょうか。
　松尾　日本もアメリカの口腔外科学
会のポジションペーパーに従うような
かたちでコンセンサスが得られていま
す。
　池田　４年ということで。でも、実
際に口腔外科の医師以外にも、骨代謝
学会などいろいろありますけれども、
その辺のコンセンサスは得られている
のでしょうか。
　松尾　残念ながら得られていないと
ころがあります。逆に骨粗鬆症メイン
でやっている内科の先生などは、顎骨
壊死になるリスクより、骨粗鬆症によ
る骨折リスクのほうが高いというデー
タがあることから、休薬しないほうが
いいのではないかという意見のほうが、
むしろ主流です。骨粗鬆症学会のAト
ップ研究では、休薬してもしなくても
顎骨壊死の発生頻度は変わらなかった
という研究もあります。
　池田　逆に言いますと、ほかのがん、
ステロイドや糖尿病は議論の中に入っ
ていないのですね。

　池田　そういったファクターを見る
と、何か免疫の関係で顎骨壊死が起こ
ると感じられるのですけれども、実際
に何か想定されているような機序はあ
るのでしょうか。
　松尾　顎骨壊死の機序は、まだ完全
な実験的なモデルができていないので、
はっきりわかっていない部分が多いの
ですが、基本的には顎骨に歯があるこ
とが原因です。口の中は細菌がたくさ
んいます。歯に生じた口腔の２大疾患
といわれる、いわゆる歯槽膿漏とか、
う蝕から生じる根っこの先の病気、こ
れは根尖性歯周炎というのですが、い
わゆる歯性の感染病巣が非常に多く、
かなりの頻度の人が慢性的に歯性の感
染病巣を持っているのです。そうする
と、感染している状況に常にあるので、
炎症から顎骨壊死になることが一番多
いといわれています。
　池田　慢性感染症状態にあって炎症
が起こっている。そこでビスホスフォ
ネートが来る。それは感染を助長して
しまうという考えでしょうか。あるい
は、炎症を強くするということでしょ
うか。
　松尾　一つは炎症、もう一つは抜歯、
歯を抜くことが大きなリスクファクタ
ーといわれているのですが、抜歯の後
の創傷治癒が大きく関与しています。
治癒を遅らせる因子、先ほどのステロ
イドもそうですし、免疫系も絡むので
すけれども、もともと感染があって創

傷治癒しにくい。そこに抜歯などの侵
襲が加わる。かつ全身の免疫も多少落
ちる。特に、がんの患者さんで抗がん
剤を併用している方ですと自己免疫疾
患とかで全身の免疫状態が落ちている。
なおかつ、全体的に骨の代謝回転が悪
くなっていることが相まって創傷治癒
が悪くなり、そこで治癒しないのが一
番大きな原因といわれています。
　池田　単純な理由ではなくて、複合
的なもの、創傷治癒と感染症ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　それを踏まえて、ステロイド
をのんでいる方、がんの方。
　松尾　糖尿病とか。
　池田　糖尿病もそうですね。
　松尾　糖尿病は特に一般的に歯科で
抜歯などの外科処置をするときのリス
クになるといわれますので、糖尿病が
ある方は要注意だといわれています。
　池田　今、キーワードが４つ出まし
た。糖尿病、ステロイド、骨粗鬆症、
がん。これに対して、どうしても歯を
抜かなければいけない場合は、どのよ
うにビスホスフォネートを調整される
のでしょうか。
　松尾　ビスホスフォネートを調整す
るというよりは、基本的には歯科医の
側が抜くときに工夫していかなければ
いけないというのが第一です。ただ、
それに対してビスホスフォネートがど
うしても問題になる場合には、休薬と
いうものがあるのですが、これは議論
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方がいらっしゃるのです。
　池田　心配されて。
　松尾　それは逆に骨折のリスクの点
でも危険で、医師がそこを、問題にし
ていると思います。歯科である意味お
どされるというか、「これをのんでい
たら顎骨壊死になってしまう」と言わ
れると勝手に止める方がいるので、歯
科医にはそれは絶対やめていただきた

いと思うところです。
　池田　患者さんの一存で勝手にコン
トロールしてしまうのは一番怖いこと
ですね。注射薬は別として、内服では
起こることが多いですね。この点も、
あまり恐れ過ぎるのも問題だし、恐れ
ないのも問題と、複雑なところですね。
ありがとうございました。

　松尾　そうですね。ですから、単純
な原発性の骨粗鬆症のときには、止め
なくていいという意見が強い。リスク
があったり、がんの場合は、うまく調
整してやったほうがいいというのが、
どちらかというと皆さん共通したコン
センサスかなと考えています。
　池田　骨粗鬆症だけの方と、がんを
患っている方の顎骨壊死の頻度が全く
違うということですし、各学会や国で
若干違いがあるようですけれども、実
際に例えば先生が、骨粗鬆症だけの患
者さんで投与４年を過ぎた場合、どの
ように対処されますか。
　松尾　そこは個々の患者さんでオー
ダーメイドで考えていかなければいけ
ないと思うのです。考えるのは全身状
態、顎骨自体の状態、投与期間、あと
手術自体の侵襲等を含めてバランスを
取ってどうするかを決めていくかたち
で考えています。私は極力、医科の医
師が治療しやすいように、基本的には
止めない方向でやっていきたいと考え
ますが、免疫が全体的に落ちるような
抗がん剤を含めて投与されているとき
には１回程度止めるなどのケースが具
体的には多いです。
　池田　もう一つ、今視点が欠けてい
たと思っているのですけれども、キー
ワードで歯周病のために抜歯を行う際
と簡単に書いてあるのですけれども、
これも重症度といいますか、状態が全
く違うのではないかと思いますが、そ

の辺との兼ね合いはあるのでしょうか。
　松尾　抜かなければいけない歯、逆
に抜かなくてもいい歯の見極めを我々
もしっかりしなければいけないところ
ですが、どうしても抜かない歯科医師
がいい歯医者さん、みたいなところが
ありまして、「これは抜いたほうがい
いよ」と歯科医が言っても、患者さん
から「抜きたくない」と言われると強
く言えない面があり、それはちょっと
問題だなと考えています。
　むしろビスホスフォネートを投与さ
れている方、特にリスクのある方です
と、だめなものはだめで、投与前とか
投与早期に悪い歯は全部きっちりとし
た治療をし、そのうえで徹底的に口腔
ケアし、口の中をきれいにすると顎骨
壊死の頻度は非常に減るといわれてい
ます。そのように徹底的な衛生管理を
して、そのうえで薬を出していくのが
一番肝要かと思うので、逆に医科の医
師も、もし投与するときには「先に歯
科医に行って診てもらってくれ」と言
ってもらうのが一番重要かと。予防・
早期発見に優るものはないと思ってい
ます。
　池田　こういう質問の前に、歯科医
師に診ていただいて、これなら顎骨壊
死が起こらない状態にあるから、のん
でもいい、という感じのスタートが本
当はベストですね。
　松尾　それがベストですね。あと、
患者さんでたまに勝手に止めてしまう
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方がいらっしゃるのです。
　池田　心配されて。
　松尾　それは逆に骨折のリスクの点
でも危険で、医師がそこを、問題にし
ていると思います。歯科である意味お
どされるというか、「これをのんでい
たら顎骨壊死になってしまう」と言わ
れると勝手に止める方がいるので、歯
科医にはそれは絶対やめていただきた

いと思うところです。
　池田　患者さんの一存で勝手にコン
トロールしてしまうのは一番怖いこと
ですね。注射薬は別として、内服では
起こることが多いですね。この点も、
あまり恐れ過ぎるのも問題だし、恐れ
ないのも問題と、複雑なところですね。
ありがとうございました。

　松尾　そうですね。ですから、単純
な原発性の骨粗鬆症のときには、止め
なくていいという意見が強い。リスク
があったり、がんの場合は、うまく調
整してやったほうがいいというのが、
どちらかというと皆さん共通したコン
センサスかなと考えています。
　池田　骨粗鬆症だけの方と、がんを
患っている方の顎骨壊死の頻度が全く
違うということですし、各学会や国で
若干違いがあるようですけれども、実
際に例えば先生が、骨粗鬆症だけの患
者さんで投与４年を過ぎた場合、どの
ように対処されますか。
　松尾　そこは個々の患者さんでオー
ダーメイドで考えていかなければいけ
ないと思うのです。考えるのは全身状
態、顎骨自体の状態、投与期間、あと
手術自体の侵襲等を含めてバランスを
取ってどうするかを決めていくかたち
で考えています。私は極力、医科の医
師が治療しやすいように、基本的には
止めない方向でやっていきたいと考え
ますが、免疫が全体的に落ちるような
抗がん剤を含めて投与されているとき
には１回程度止めるなどのケースが具
体的には多いです。
　池田　もう一つ、今視点が欠けてい
たと思っているのですけれども、キー
ワードで歯周病のために抜歯を行う際
と簡単に書いてあるのですけれども、
これも重症度といいますか、状態が全
く違うのではないかと思いますが、そ

の辺との兼ね合いはあるのでしょうか。
　松尾　抜かなければいけない歯、逆
に抜かなくてもいい歯の見極めを我々
もしっかりしなければいけないところ
ですが、どうしても抜かない歯科医師
がいい歯医者さん、みたいなところが
ありまして、「これは抜いたほうがい
いよ」と歯科医が言っても、患者さん
から「抜きたくない」と言われると強
く言えない面があり、それはちょっと
問題だなと考えています。
　むしろビスホスフォネートを投与さ
れている方、特にリスクのある方です
と、だめなものはだめで、投与前とか
投与早期に悪い歯は全部きっちりとし
た治療をし、そのうえで徹底的に口腔
ケアし、口の中をきれいにすると顎骨
壊死の頻度は非常に減るといわれてい
ます。そのように徹底的な衛生管理を
して、そのうえで薬を出していくのが
一番肝要かと思うので、逆に医科の医
師も、もし投与するときには「先に歯
科医に行って診てもらってくれ」と言
ってもらうのが一番重要かと。予防・
早期発見に優るものはないと思ってい
ます。
　池田　こういう質問の前に、歯科医
師に診ていただいて、これなら顎骨壊
死が起こらない状態にあるから、のん
でもいい、という感じのスタートが本
当はベストですね。
　松尾　それがベストですね。あと、
患者さんでたまに勝手に止めてしまう
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