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抄録：２０１４年９月から２０１６年８月の間に，当院にお
いて抗血栓薬服用継続下に抜歯を行った症例につい
て診療録をもとに調査し，当科における抗血栓薬服
用患者の抜歯に関する現状について検討した。年齢
は５１歳から９４歳で平均年齢８３．５歳であった。服用理
由となった原疾患は心疾患，脳血管疾患と続き，服
用薬ではアスピリン５７名，ワルファリンカリウム３５
名と続いた。抜歯理由は歯周疾患，根尖性歯周疾患
の順で多かった。止血法は，縫合のみ１７３例，縫合
と止血剤の併用７０例であった。外来通院処置１６４例，
入院管理下処置は８１例であった。抜歯後出血は２例
に見られ，局所止血および入院管理により対応可能
であった。抗血栓薬服用継続下に抜歯処置を施行し
ても，局所止血処置，止血確認を適切に実施するこ
とで，抜歯後出血を防ぐことが出来，抜歯後出血の
発生頻度から考慮しても，ガイドラインで推奨され
ている通り抗血栓薬服用継続下の抜歯が可能であっ
た。

緒 言

従来，抗凝固薬であるワルファリンカリウムや抗
血小板薬のアスピリンなどの抗血栓薬服用患者の抜
歯に際し，術中・術後出血が懸念されるため，投与
中断や投与量減量が習慣化されていたが１），２０１０年
に日本有病者歯科医療学会，日本口腔外科学会，日

本老年歯科医学会の３学会によって抗血栓療法患者
の抜歯に関するガイドライン２）が作成され，現在で
は抗血栓薬を中断せずに抜歯を行うことが推奨され
ている。当科でも抗血栓薬服用患者の抜歯は服用継
続下に行うことを原則として，抗血栓薬の中断によ
る重篤な血栓・梗塞症のリスクを避けつつ，抜歯後
出血が起きないように対応している。
今回われわれは，当科における抗血栓薬服用患者

の抜歯に関する現状について検討を行ったので，そ
の概要を報告する。

対象および方法

対象は，２０１４年９月から２０１６年８月の２年間に，
国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科におい
て抗血栓薬服用継続下に抜歯を行った１１１名２４５例に
ついて，年齢，性別，抗血栓薬服用理由及び服用薬
の種類，抜歯理由，止血方法，入院管理の有無，抜
歯後出血を診療録に基づき調査した。なお，今回の
調査では１本の抜歯につき１例として集計を行っ
た。

結 果

年齢は，５１歳から９４歳（５０歳代５名，６０歳代１８名，
７０歳代４３名，８０歳代４０名，９０歳代５名），平均年齢
は８３．５歳であった（図１）。性別は，男性５０名女性６１
名であった（図２）。抗血栓薬服用理由は，心血管障
害７９名（狭心症２３名，心筋梗塞１８名，不整脈２７名，
心不全９名，大動脈解離術後２名），脳血管障害２８
名，下肢静脈血栓４名であった（図３）。服用薬の内
訳は，抗凝固薬３５名（ワルファリンカリウム３５名），
抗血小板薬７７名（アスピリン５７名，硫酸クロピドグ
レル１２名，塩酸チクロピジン６名，リマプロストア
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ルファデスク４名，シロスタゾール２名，イコサペ
ント酸エチル１名），新規抗凝固薬１１名（リバーロキ
サバン６名，アピキサバン５名）であり，そのうち
抗凝固薬と抗血小板薬を併用しているものは５名で
あった（図４）。抜歯理由は歯周疾患１１３例，根尖性
歯周疾患５９例，残根歯５１例，破折歯２０例，智歯周囲
炎２例であった（図５）。止血方法については縫合の
み１７３例，局所止血材料と縫合の併用は７０例，圧迫
止血のみは２例であった（図６）。入院の有無に関し

て，入院管理下に抜歯を行ったもの１９名，既に別の
疾患で入院中であったもの１２名，外来通院にて抜歯
を行ったもの８０名であった（図７）。抜歯後出血が生
じた症例は２例で全体症例の０．８％であった（図８）。
抜歯後出血症例の詳細を以下に記載する。
症例１：７４歳女性，基礎疾患に心房細動がありワ

ルファリンカリウム服用中であった。診断は，左側
下顎第二大臼歯の重度歯周病であった。局所麻酔下
に左側下顎第二大臼歯を抜歯し，抜歯窩の創縁を２

図３ 抗血栓薬服用理由

図１ 年齢 図２ 性別

図４ 抗血栓薬服用薬の種類

図５ 抜歯理由 図６ 止血方法
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糸縫合とした。抗菌薬はセフカペンピボキシル３００
mg／日を３日分，鎮痛薬はアセトアミノフェン４００
mg／回を３回分処方した。抜歯翌日，出血を認め来
院した。口腔内所見は，抜歯窩周囲より静脈性の出
血を認め，圧迫止血にて止血を確認した後に，抜歯
窩にゼラチンスポンジを填入，抜歯窩の創縁を２糸
縫合した。その後，出血を認めることなく経過し，
抜歯後７日目で抜糸を行った。
症例２：８４歳女性，基礎疾患に心房細動がありワ

ルファリンカリウム服用中であった。診断は，左側
下顎側切歯ならびに左側下顎犬歯の根尖性歯周炎で
あった。局所麻酔下に左側下顎側切歯ならびに左側
下顎犬歯を抜歯し，抜歯窩にゼラチンスポンジを填
入，抜歯窩の創縁を２糸縫合した。抗菌薬はアモキ
シシリン７５０mg／日を３日分，鎮痛薬はアセトアミ
ノフェン４００mg／回を３回分処方した。その後，抜
歯後３日目ならびに抜歯後７日目に出血を認め来院
した。抜歯後３日目の口腔内所見は抜歯窩周囲より
静脈性の出血を認め，血餅を除去しガーゼ圧迫にて
止血確認後，抜歯窩にゼラチンスポンジを填入，
抜歯窩の創縁を３糸縫合した。しかし，抜歯後７日
目に同部位から再出血を認め，血液検査で PT-INR
３．６７と上昇が見られたため，止血管理目的に入院と
なった。当院循環器科主治医に対診の上，ワルファ
リンカリウム投与量の調整を行うとともに，当科で
は止血床とゼラチンスポンジを併用した止血管理を
行った。入院８日目で抜糸を施行，創部出血が見ら
れない事を確認し，入院１０日目で退院となった。退
院時の PT-INR は１．２１であった。

考 察

近年日本は超高齢社会となっており，それに伴い
血栓性疾患を有する患者も多く，抗血栓薬を服用し
ている患者も歯科診療所に多く来院している３）。今
後もさらに高齢化が進むにつれ，抗血栓薬を服用し
ている患者の歯科を受診する機会が増加することが
考えられ，それらの状況に適切に対応しながら，抜
歯を主とした観血的処置を歯科診療所においても行
わなければならない機会が増加することが予想され
る。当科では，基礎疾患を有する患者の抜歯は主た
る業務の一つとなっている。その中で，抗血栓薬服
用患者の抜歯は日常的に行っており，抗血栓薬は原
則として服用継続下に抜歯を行っている。
従来，抗血栓薬を服用している患者の抜歯では，

抗血栓薬の中断や減量が慣例化されていたが，ガイ
ドライン作成後，服用継続下に行うことが浸透して
きていると思われる３）。抗血栓薬休薬のリスクとし
ては，２００４年の循環器疾患における抗凝固・抗血小
板療法に関するガイドライン４）において，ワルファ
リンを中止した場合には血栓塞栓症のリスクが上昇
し，一度発症すれば病態は危篤で予後不良である場
合が多いということ，抜歯は抗血小板薬の服用継続
下での施行が望ましい５，６）と明記されている。２０１５年
に改定された抗血栓療法患者の抜歯に関するガイド
ライン７）では，従来の抗血栓薬のみならず新規抗凝
固薬（以下NOAC）服用下においても抜歯への対応
は服用継続下での施行が望ましいと示されている
が，経験的には抗血栓薬を服用している患者の抜歯
は止血が得にくいことも事実である。そのため実際
抜歯となると，当科のような総合病院をはじめ二次

図７ 抜歯後出血 図８ 入院管理の有無

４８２ 飯田，他：抗血栓薬服用患者の抜歯に関する現状

― ５２ ―



医療機関へ抜歯を依頼するケースも多く見られる。
当科では原則的に初診当日に抜歯することは行って
おらず，初診時にはどの程度の手術侵襲で抜歯が可
能であるか検討するとともに，抗血栓薬の服用状況
を把握するだけではなく，服用理由や基礎疾患の状
態を把握した上で抜歯計画を立案し，初診日以降に
抜歯を行っている。基礎疾患の状態によっては，医
科主治医に全身状態の確認と抜歯の可否を含めて対
診を行い，抜歯を行うことにしている。対診に当
たっては，診療情報提供書に抜歯の侵襲程度や予想
される止血困難の有無を記載しており，医科主治医
より抗血栓薬服用継続下での抜歯が可能と判断され
れば，抗血栓薬の服用継続下にて抜歯を行ってい

る。しかし，抗血栓薬服用患者において，まだ一般
的に抗血栓薬服用継続下での抜歯の必要性，抗血栓
薬中断によるリスクが浸透しているとは言えず，自
己判断で服用を中止して来院する患者も散見され
る。そのため抗血栓薬服用継続下で抜歯を行うこと
を医療安全の点から患者に正確に伝えるために，当
科では，全症例において抜歯の同意書を取得してお
り，その説明内容の中に「日常服用薬は服用継続下
に抜歯を行う」という一文を組み込んで，患者の理
解を得るようにしている（図９）。また，処置当日に
は看護師が記載する処置シートを作成し，抗血栓薬
服用の確認や，当日の全身状態の確認を行なってか
ら処置を行うようにしている（図１０）。

図９ 抜歯の同意書
同意書の文章の中に，『日常内服しているお薬は，通常通り内服してく

ださい』という一文を入れ，同意書取得の際に確認をしている
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NOAC服用患者の抜歯に関しては，明確なガイ
ドラインが作成されていないのが現状であるが，服
用継続下での抜歯が推奨されている。従来の抗血栓
薬と異なる点は，血中半減期が短いことと，１日２
回服用する薬剤もあり，血中濃度が高まる時間帯を
避け，服用後６時間，可能であれば１２時間以降を目
安に抜歯処置を行うことが推奨されている７，８）。その
ため，抜歯を施行する時間帯を検討する必要がある
が，当科では，NOAC服用患者も含めた抗血栓薬
服用患者における抜歯時間を，昼頃から１５時位の間
に設定している。病院の診療体制の問題もあるが，
薬の効果を考慮しつつ，抜歯後の止血困難時に対応
できるよう，最終の診療時間帯での抜歯は避けるよ
うにしている。
抗血栓薬服用患者における抜歯後の止血方法につ

いて，抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン
２０１５年版Clinical question３‐１では推奨グレードＡと
して「酸化セルロース綿あるいはゼラチンスポンジ
を抜歯窩に填入し，創縁を縫合し，ガーゼによる圧
迫止血を行う」ことが推奨されている７）。本調査に
おいては，ガイドラインの通り局所止血材料と縫合
の併用も行なっていたが，縫合のみや圧迫止血のみ
の症例も多くみられた。縫合と圧迫止血で止血が得
られる場合も多いためであるが，愛護的な抜歯操作
と抜歯窩での確実なガーゼ圧迫止血や抜歯部周囲歯

肉の確実な縫合処置が行えているためではないかと
考えている。縫合前に抜歯窩へのガーゼ圧迫を行
い，止血が得られてからの縫合を原則とし，この時
に５分程度ガーゼ圧迫を行なっても止血が得られな
い時は，酸化セルロース綿あるいはゼラチンスポン
ジを填入し，再度ガーゼ圧迫にて止血を得るように
するとともに，縫合は抜歯部周囲歯肉を損傷しない
範囲で，可能な限り緊密に縫合している（図１１ａ－
ｅ）。
本調査では２例に抜歯後出血を認めた。２例とも

重度歯周炎ならびに根尖性歯周炎と局所の炎症を
伴っており，局所炎症による毛細血管の破綻，血管
の透過性亢進及び血管拡張，抜歯窩不良肉芽などが
原因となり抜歯後出血を引き起こしたと考えられ
た９）。症例１に関しては追加縫合処置で止血可能で
あり，術前までに炎症を消炎すること，抜歯窩の不
良肉芽掻爬を怠らないことなどで，抜歯後出血を未
然に防ぐことができる可能性があった。しかし，術
前の PT-INR は３．３８であったため，止血床や局所止
血材料の併用や，あらかじめ入院加療の対応を考慮
してもよかったのではないかと考える。症例２に関
しては，術前の PT-INR は２．４２であり，ガイドライ
ン上ではワルファリンカリウム服用継続下に抜歯を
行なっても問題ないとされているが，結果的に抜歯
後出血が発生した。入院時の PT-INR 上昇の原因は

図１０ 抜歯当日の処置シート
抜歯当日処置前に，処置シートを用いてバイタルチェックや服用薬の確認を行

なっている
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明確でないが，抗菌薬を平均１０日間服用すると大多
数の抗菌薬で PT-INR 値は上昇するという報告７）も
あり，今回の処方は３日間であるが関連性は否定で
きない。また，いつから PT-INR 値が上昇していた
のか不明であり，最初の抜歯後出血の際に PT-INR
の計測を行なっていれば早期対応が図れたかもしれ
ない。

術前の評価で止血の困難が懸念される患者や，手
術侵襲が大きく術後の出血や浮腫が予想される場
合，抗血栓薬服用継続下での抜歯に対して不安をも
つ患者においては，入院管理下での抜歯も行ってい
る１０，１１）。入院管理の適応に関しては，抗血栓薬の服
用状態と患者の全身状態や基礎疾患の重症度を総合
的に考え判断している。全身状態の評価では，心肺

ａ ｂ

ｃ ｄ

図１１ 抜歯時の止血対応方法
７９歳男性。脳梗塞の既往があり，硫酸クロピドグレル服用
中。
根尖性周囲炎と診断，左側下顎第二小臼歯を抜歯した。

ａ，ｂ：左側下顎第二小臼歯抜歯後，抜歯窩へのガーゼ圧迫
ｃ：近遠心の創縁にあらかじめ縫合糸を通しておく
ｄ：抜歯窩へゼラチンスポンジを填入
ｅ：抜歯窩を緊密に縫合

ｅ
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機能が低下している患者で，特にNew York Heart
Association 分類３度以上，Hugh-Jones 分類４度以
上の場合は負荷に対する予備力，回復力は極めて低
いため，全身的な管理のできる状態で治療を行うべ
きとされており１２），さらに抗血栓薬を服用している
のであれば入院管理としている。PT-INR が３．０以
上，血小板数が１０万／μl 以下の抗血栓薬服用患者も
基本的には入院管理の適応としている。また，抗血
栓薬を２剤服用している患者も基本的に入院管理と
している。抗血栓薬２剤服用患者においては，経験
上止血しにくいことがあり，入院管理の必要性があ
ると考えている。本症例における入院患者１９名は，
年齢が高齢であること，抗血栓薬２剤服用患者や，
多数の抜歯が必要であった患者が多くみられた。
入院中に抜歯後出血が生じた時には，担当医及び

当番医に連絡が入り，速やかに診察ができる体制を
とっている。歯科医師が来院するまでの間は，当該
病棟の看護師にてバイタルチェックや圧迫止血を行
い，歯科医師が診察後，必要に応じて追加処置を
行っている。このような対応が可能であることは，
当院が二次医療機関であるからこそ出来ることであ
り，抜歯後出血時の対応が必要な状況になった時
に，夜間や休日でも担当医が診察できるということ
で患者に大きな安心感を与えることが可能ではない
かと考えている１３，１４）。
当科で求められる事は，抗血栓薬服用継続下の抜

歯症例で確実な止血処理を行いつつ安全に抜歯を行
うことで，抗血栓薬服用継続下患者の抜歯が可能で
あることが浸透していくことである。その結果が，
抗血栓薬服用患者に安心をもたらせるのではないか
と考えている。そのためには，担当医が基礎疾患や
服用薬の把握を正確に行いつつ，必要に応じて医科
主治医への対診を行っていくとともに，患者への説
明を怠らずに行うことが必要不可欠である。また，
独居などの理由で再来院が困難である場合，認知症
などで抜歯後出血に気付けない可能性のある患者に
は更に注意が必要であり，患者背景を理解しつつ，
抜歯を行うことも必要となってくると考える。

結 論

抗血栓薬服用継続下の抜歯において，圧迫止血や
局所止血材料の適応および適切な縫合によって十分

な止血が得られることが確認出来た。局所止血処
置，止血確認を適切に実施することで，抜歯後出血
を防ぐことが出来，抜歯後出血の発生頻度から考慮
しても，ガイドラインで推奨されている通り抗血栓
薬服用継続下の抜歯が可能であった。

この調査は，独立行政法人国立病院機構東京医療センター
臨床研究委員会の承認を得て実施している。（承認番号R１７
－０６６）

本論文の要旨は第２６回日本有病者歯科医療学会総会・学術
大会（２０１７年３月４日，金沢）において発表した。
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Current status of tooth extraction in patients on antithrombotic therapy
at our department
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This study examined２４５tooth extraction procedures，involving１１１patients（age : from５１to９４years
old）who were taking antithrombotic therapy． The procedures were conducted between September２０１４
and August２０１６． Regarding the underlying diseases responsible for the subjects’ anticoagulant use，７９，
２８，and ４ patients had heart disease，cerebrovascular disease，and lower extremity venous thrombosis，
respectively． Thirty-five and７７patients were receiving warfarin therapy and antiplatelet medications，
respectively． Eleven patients were taking new anticoagulants，including ５ who were taking both
warfarin and antiplatelet medications． In total，２４５extractions were conducted in１１１patients（periodon-
tal disease : １１５，apical periodontitis : ６１，tooth stumps : ５１，fractured teeth : ２０，and pericoronitis of the
wisdom teeth : ２）． Suturing alone，suturing and local hemostasis，and local hemostasis were employed
in１７３，７０，and ２ cases，respectively． Ambulatory and hospital-based treatment were administered in
１６４and８１cases，respectively． Odontorrhagia was seen in ２ cases，both of which involved hemostasis
and hospital-based care．
In this study，tooth extractions were performed according to our protocol，which is based on com-

pressive hemostasis．
Tooth extractions can be safely carried out during antithrombotic therapy with appropriate local

hemostasis． （The Shikwa Gakuho，１１７：４８０－４８７，２０１７）
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