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妊娠中は内分泌環境の変化，唾液の分泌低下，悪
阻（つわり）時の歯磨きの困難さなどのために歯周病
が増悪する可能性が示唆されており，また，それら
による口腔内 pH 低下がう歯の進行因子となるとさ
れています。加えて，２０１１年に発刊された産婦人科
診療ガイドライン産科編２０１１（以下，産科ガイドラ
イン）においても CQ５０５「妊婦のう歯・歯周病につ
いては？」の Answer として「妊娠中は歯科疾患
が進行しやすいので，う歯・歯周病について相談を
受けたら歯科医受診を勧める。（推奨レベルＢ：実
施することが勧められる）」と記載されていますか
ら，歯科の先生方にお世話になる機会は今後ますま
す増加するものと思われます。

妊娠自体は歯科治療の適応を制限しませんが，胎
児への影響が懸念される妊娠初期は救急性の高い歯
科疾患治療に限定することが勧められます。しか
し，逆に救急性の高い状況では観血的な処置や薬剤
投与などが必須となるケースが多いと考えられ，奇
形のリスクとの関連で悩まれる場合も少なくないの
ではないでしょうか。そこで妊婦に対する歯科治
療，特に観血的処置時の対応における注意点として
Ｘ線撮影，投薬を中心に概説します。

１．先天異常・奇形に対する基本的な考え方

生まれてくる児の先天異常の頻度は全分娩の２～

４％です。そのうち，６５～７０％が原因不明，２５％が
遺伝的な要因によるもの，３％が母体の環境的な要
因（薬剤・放射線・感染）であると言われているた
め，全体に占める環境的要因は約０．１％に過ぎませ
ん。また，先天異常児の母親からの聞き取り調査で
は９５～９８％が要因に覚えがないと言われており，逆
に風邪薬を飲んだ母親の調査では臨界期ですら奇形
なしという報告もあります。しかし，実際に先天異
常児が生まれた場合，処置や薬剤の影響を否定する
ことは不可能であり，この点で，産科医としては原
則として，できるだけ投薬や処置は控えていただき
たいと考えています。

胎児の先天異常・奇形のリスクは妊娠週数によっ
て異なります。表１に妊娠時の週数・月数の数え方
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Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号は妊娠
中の患者に対する歯科治療に関する質問です。

Question

妊娠中の患者に対する歯科治療上注意すべき点，知っておくべき点について教えてください。
特に観血処置後の投薬で注意することはありますか。

Answer

表１ 妊娠期間の呼称
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とそれぞれの時期の呼び方を示しますが，下記に示
すようにリスクが高いと考えられているのは妊娠４
週から妊娠１５週末，いわゆる妊娠２ヵ月から４ヵ月
の間であり，特に妊娠４週から７週末，つまり妊娠
２ヵ月です。この時期は妊娠に気づいていない場合
も少なくはなく，産婦人科では「最終月経はいつか
らですか？」「あれ…そういえば遅れてます」とい
う会話は珍しくありません。女性の診察にあたって
は，常に最終月経をチェックする習慣を持ち，必要
に応じていわゆる妊娠反応と呼ばれる尿検査による
妊娠判定を行うか，「妊娠の可能性はないとのこ
と」というカルテ記載をすることを忘れないように
してください。また，生殖可能年齢は拡がっていま
すから，１０歳代前半でも，あるいは５０歳でも妊娠の
可能性があります。「女性を見たら妊娠と思え」は
古くて新しい格言なのです。

週数については，胎児心拍が確認されれば母子手
帳を交付され，持ち歩いていることが多いため，こ
れにより確認できます。逆に母子手帳をまだもらっ
ていないという場合，初期である可能性が高いと思
われます。

２．実際の処置上の注意点

そうは言うものの，実臨床では処置・投薬が必要
となる場合も少なくありません。そこで以下に注意
点を挙げてみます。

１）Ｘ線撮影
胎児に対する放射線の影響は被曝時期と被曝線量

に依存しています。産科ガイドラインには「受精後
１１日から妊娠１０週での胎児被曝は奇形を発生する可
能性があるが，５０mGy 未満では奇形発生率を増加
させないと説明する（推奨レベルＢ）」と記載されて
います。つまり，予定月経の直前から妊娠１０週まで
は５０mGy 未満であればそのリスクは増加しませ
ん。実際，妊娠のどの時期を通しても腹部単純写真
は問題ないとも言われており，腹部 CT ですら平均
被曝線量２５mGy，最大被曝線量７９mGy です。頭部
の単純撮影による胎児被曝量は最大でも０．０１mGy
以下と考えられていますから，さらに腹部遮蔽をす
れば歯科用Ｘ線撮影はほとんど問題となることはな
いと考えられます。

２）投薬
妊娠中に投与された薬物の胎児への影響について

も服用時期が重要です。表２に妊娠中の薬剤投与に
よるリスクに関する時期別の基本的な考え方を示し
ます。ただし，実際にはランダム化研究がなされて
いるわけではありませんので，ほとんどの薬剤が添
付文書上は「治療上の有益性が危険性を上回ると判
断される場合にのみ投与される」という有益性投与
です。この判断については誰がどう判断するのか？
実は難しい問題です。患者さんには「正直にいえば
分かりませんと言うしかありませんが，これまでの
経験上は危険ではないとされているので，必要だか
ら飲んでください」と説明しているのが実際です。

ａ．消毒薬
最近の考え方では経皮投与でも理論的には胎児に

影響を与える可能性が指摘されています。もちろん
観血的処置時から数日の使用では問題はないです
が，たとえばポピドンヨード（イソジン液Ⓡなど）で
も，可能性としては胎児の甲状腺機能異常や甲状腺
腫の原因となることが指摘されており，添付文書上
も「長期にわたる広範囲の使用を避けること」と
なっています。必要最少量を最短期間しか使用しな
いということはどの薬剤でも同じです。

ｂ．局所麻酔薬
麻酔薬はおそらくは催奇形性がないと考えられて

いますが，添付文書上はすべて有益性投与です。米
国 FDA の pregnant category ではリドカイン（キ

表２ 妊娠中の薬剤投与によるリスクに関する基本的な考
え方
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シロカインⓇ）はＢ（動物生殖試験では胎仔への危険
性は否定されているが，ヒト妊婦での試験は実施さ
れていない）となっているため，まず考慮すべきも
のであり，通常量（カートリッジ２～３本）であれば
問題はないと考えられています。ただし，胎盤を通
過しやすいことと大量投与では子宮血流の減少とそ
れによる胎児死亡が起こる可能性があることは知っ
ておく必要があるかもしれません。その他に利用さ
れる薬剤については，プロピトカイン（シタネス
トⓇ）も胎盤を容易に通過し，大量投与によりメト
ヘモグロビン血症が発現して胎児組織における酸素
供給が減少する可能性や，母体よりも胎児における
濃度が高くなることなどから使用を避けた方が安全
とされているようですし，メピバカイン（スキャン
ドネストⓇ）は FDA category ではＣです。併用さ
れるエピネフリンは大量投与では子宮収縮が起き，
胎盤血流量減少から胎児への酸素供給が落ちる可能
性があるといわれていますが，通常量の使用では逆
に弱い子宮弛緩作用があり，胎盤血流量を増加させ
るとされています。一方，フェリプレッシンは，軽
度の子宮収縮作用と分娩促進作用があるため，妊婦
への使用には注意することとされていますので，使
用するならばリドカイン（＋エピネフリン添加）を通
常量使用するというのが安心でしょう。

ｃ．抗生物質
胎児に対して安全性の高いものを選択して使用す

ることが望ましく，産科ガイドライン上も「具体的
にはアミノグリコシド系，テトラサイクリン系の使
用は避ける。ペニシリン系やセファロスポリン系抗
菌剤は安全に使用できるがアナフィラキシーに注意
が必要なので薬剤過敏症について十分問診した後に
使用する」と記載されています。古い教科書にはセ
ファレキシン（ケフレックスⓇ）を第一選択と書いて
あるものもありますが，個人的には使用経験が長く
あるセファクロル（ケフラールⓇ），セフジニル（セフ
ゾンⓇ）などを選択することが多いです。

ｄ．消炎鎮痛剤
日本ではこのカテゴリーの薬剤はほとんどすべて

が妊娠中は有益性投与か禁忌です。特に，非ステロ
イド性消炎鎮痛薬（NSAIDs）は胎児動脈管収縮など

を引き起こす可能性があり，基本的に妊娠経過を通
して禁忌と考えられています。比較的安全に使用で
きるのはアセトアミノフェン（カロナールⓇ）であ
り，産科ガイドライン上も「鎮痛剤としては妊娠中
も比較的安全に使用できるアセトアミノフェンが勧
められる」と記載されています。

アセトアミノフェンについては，平成２４年４月，
添付文章に「妊娠後期の婦人への投与により胎児に
動脈管収縮を起こすことがある」が追加され，２８週
以降の投与に改めて注意が喚起されていますが，
FDA の pregnant category ではＢであり，一方，
オーストラリアにおけるカテゴリーではＡ（多数の
妊婦および妊娠可能年齢の女性に使用されてきた薬
だが，それによって奇形の頻度や胎児に対する直
接・間接の有害作用の頻度が増大するといういかな
る証拠も観察されていない）とされています。各薬
物に関する研究報告がほぼ網羅され，最も有用な教
科書の一つと考えられている Drugs in Pregnancy
and Lactation の２０１１年に発刊された最新版である
第９版では「アセトアミノフェンは妊娠のすべての
ステージにおいて一般的に使われる。母体に対する
治療域の投与は胎芽や胎児にリスクがあるとは思わ
れない。」とされています。

３）仰臥位低血圧症候群
妊娠週数が進んだ妊婦の歯科治療を行う場合，特

に比較的長時間仰向けになっている場合には仰臥位
低血圧症候群にも注意が必要です。これは大きく
なった子宮が背骨の右側を走行する下大静脈を圧迫
し，右心房への静脈還流が減少し，心拍出量が減少
し低血圧となるために起こります。あくび，冷や
汗，めまい，顔面蒼白から頻脈，悪心・嘔吐，呼吸
困難やひどい場合にはショックとなることもありま
す。解剖学的な理由から，左を下にして横になった
り，右側にクッションなどを当てるなどするとすぐ
に軽快します。

この際，大切なことは仰臥位低血圧症候群が起
こった機序を説明してあげることです。妊婦さんは
基本的にナーバスなことが多いですから，突然起
こったことに不安になっており，赤ちゃんが大丈夫
がどうか心配して産科に駆け込んでくることになり
ます。
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３．おわりに

少し不安をかき立ててしまった部分もあるかもし
れませんが，皆さんが思っているほど，あるいは統
計上の数字ほど奇形は多くないというのが実際の臨
床での感覚ではあります。実臨床上は，腹部遮蔽下
での歯科用Ｘ線撮影，局所麻酔薬としてのリドカイ
ン（＋エピネフリン）の使用，抗生物質としてペニシ
リン系あるいはセファロスポリン系の投与，鎮痛消
炎剤としてアセトアミノフェンの投与は基本的には
問題がないと考えられます。しかし，実際に児に奇
形が認められた場合，これらが原因でないことを証

明することは不可能であるため，事前に必要性を十
分に説明し，インフォームド・コンセントを得てお
くこと，それをカルテに記載しておくことは必須で
す。

産婦人科医としては，投薬・処置・妊娠判定や妊
娠週数などについて不明な場合には遠慮なく相談し
ていただきたいと考えていることを最後に強調した
いと思います。

Answer：髙松 潔，宮田あかね
東京歯科大学市川総合病院産婦人科
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