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臨床報告

東京歯科大学市川総合病院における
薬剤関連性顎骨壊死（ARONJ）についての臨床的検討

松本亜弓 岡村将宏 平賀智豊
市島丈裕 澁井武夫 野村武史

抄録：２０１４年に米国口腔顎顔面外科学会から posi-
tion  paper の改定版が発行され，ビスフォスフォ
ネート製剤関連顎骨壊死から薬剤関連性顎骨壊死と
呼称を変更し治療指示が示された。本研究は，これ
をふまえ過去４年間に受診した ARONJ 発症患者の
臨床学的統計を行いさらなる治療方針の確立を目的
とする。方法は２０１１年４月から２０１５年３月までの期
間に当科を受診され，ビスフォスフォネート製剤・
分子標的薬を投与され，ARONJ と診断された患者
５３例を対象とし，検討した。結果として性差は女性
が多く，原疾患は骨粗鬆症や乳がんの骨転移が多く
みられた。発症契機では抜歯術によるものが約半数
を占めた。投与経路による発症頻度は，経口用製剤
が全体の７０％を占めた。治療方針では保存的治療が
多く見られた。外科的治療後の予後としては全１５例
中の１４例が治癒しており，１例が切除手術後に再燃
した。原因薬剤の増加に伴い，今後はさらなる疾患
の増加がみられると考えられるため治療方針の確立
が重要である。

緒 言

ビスフォスフォネート製剤（以下 BP 製剤）は悪性
腫瘍に伴う，高カルシウム血症，多発性骨髄腫，悪
性腫瘍の骨転移や，骨粗鬆症の多くの患者に投与さ
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壊死，歯科管理
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れている。しかし，２００３年に Marx１）により，BP製
剤に起因する顎骨壊死（以下BRONJ）が報告され，
現在まで報告例は増加している。最近では RANKL
抗体を標的とした，分子標的薬であるデノスマブで
も同様に顎骨壊死が生じると言われている。２０１４年
に米国口腔顎顔面外科学会（American Association
of Oral and Maxillofacial Surgeons：AAOMS）から
position paper の改訂版が発行され，BRONJ から，
骨吸収を抑制する薬剤（Bone modifying agents：
BMA）による顎骨壊死として薬剤関連性顎骨壊死
（以下 ARONJ）と呼称が変更された。Position paper
では予防策や対応策についての統一見解及び医科と
の連携をとったチーム医療の必要性についても述べ
られている。当院では，医科歯科の連携を密に行っ
ており，今後は原疾患のため BP 製剤を使用する患
者の投与前の口腔管理の実施を行うこととなってい
る。今回，当科における薬剤関連性顎骨壊死患者に
ついて臨床的検討を行うとともに，その予防法及び
治療法について考察をしたので報告する。

対象及び方法

２０１１年４月から２０１５年３月までの４年間の間で当
科を受診し，BP製剤や分子標的薬（抗ランクルモノ
クローナル抗体）の薬歴があり ARONJ と診断され
た患者５３例を調査対象とした。患者は既に ARONJ
の発症を疑われて受診した症例と，薬歴のため
ARONJ 発症を懸念され受診した症例である。調査
項目は，患者の性別，原疾患，薬剤投与経路，使用
薬剤，発症後の治療内容，発症契機，ステージ分
類，原因薬剤の休薬の有無，ARONJ の危険因子，
投与期間，発症部位とした。
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本研究は東京歯科大学倫理委員会で審査，承認さ
れている。（受付番号 I １５－８１）

結 果

１．性別：女性が４２例（７９％），男性が１１例（２１％）で
あった（図１）。

２．原疾患：骨粗鬆症が３２例（６０％）と最も多く，次
いで乳癌８例（１５％），前立腺癌５例（９％），関節
リウマチ２例（４％），多発性骨髄腫２例（４％）で
あった（図２）。

３．投与経路：経口投与が３８例（７２％），注射投与が
１５例（２８％）であった（図３）。
４．使用薬剤：アレンドロン酸が２０例（３８％）と最も
多く，次いでゾレドロン酸１４例（２５％）であり，抗
RANKL抗体であるデノスマブの使用症例は４例
（７％）であった（図４）。
５．発症後の治療内容：保存的治療は３８例（７２％）で

図１ 性 別
女性が半数以上を占めた

あり，抗菌薬の使用や局所洗浄を行った症例がそ
のうち３４例であり，４例は当院の整形外科と連携
し，テリパラチドを使用した。テリパラチド使用
症例はすべて本人の希望があり，かかりつけ医と
の対診を行い治療した。１５例（２８％）は外科的治療
を行い，そのうち２例は顎骨切除術を施行した
（図５）。ここでは，保存的治療を局所洗浄や含嗽
薬，抗菌薬の使用とし，外科的治療を腐骨除去術
や顎骨切除術とした。骨露出や骨壊死を発症して
いるが，症状のない症例に対してはまず保存的治
療を選択した。疼痛を訴える症例に対しては抗菌
薬や鎮痛薬を使用した。抗菌薬は βタクタム系
が最も多く使用されており，次いで，マクロライ
ド，ニューキノロン系，メトロニタゾールが使用
されていた。いずれもアレルギーがある場合を除
き，第一選択として βタクタム系を選択してい
た。βラクタム系から，メトロにタゾールへ薬剤

図３ 投与経路
経口投与が約７０％以上を占めた

図２ 原疾患 図４ 使用薬剤
骨粗鬆症が６０％を占めた。次いで，乳がん，前立腺が アレンドロン酸が最も多かった。次いで，ゾレドロン

んの順となった 酸，ミノドロン酸の順となった
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を変更した症例が１例認められた。３４例で症状の
緩解が認められた。外科的治療を選択した症例
は，保存的治療にて症状改善が見られず，腐骨の
形成を認めた症例は腐骨除去術を施行した。長期
間にわたり症状が改善せず，症状の範囲拡大が著
明に認められた症例に対して顎骨切除術が選択さ
れた。１例は患者の QOLを考慮し正中を超えな
い範囲で切除を施行したが症状再燃を認めたため
追加で切除を行った。抗菌薬による治療法では症
例の感受性により差が生じる可能性があると考え
られるが，本調査では，抗菌薬の使用と反復的な
局所洗浄での治療効果が結果として多くみられ
た。

６．発症契機：抜歯が２６例（４９％），根尖性歯周炎が
１９例（３６％），義歯性潰瘍が５例（９％），インプラ
ント埋入手術が２例（４％）であった（図６）。根尖
性歯周炎が発症契機の症例は要抜去歯であること
が多く見られた。本調査では抜歯に至った経緯と
して歯牙破折が認められた症例や，重度歯周炎に
より保存不可能と診断された症例であった。重度
歯周炎，根尖性歯周炎による潜在的骨髄炎が発症
している可能性も考えられるが，ここでは，抜歯
後に発症した症例はすべて発症契機を抜歯として
検討を行った。抜歯術はかかりつけ歯科医院にて
行われた症例と，当科にて行われた症例があっ
た。また抜歯時には全身的リスクがない場合にお
いて休薬を行ったが，詳細な休薬期間等は不明で
あった。

７．ステージ分類：ステージ１が１２例（２２％），ス

テージ２が２１例（４０％），ステージ３が２０例（３８％）
であった（図７）。

８．原因薬剤の休薬の有無：３３例（６２％）は休薬され
ており，そのうち２０例が予防的休薬を行い，１３例
が治療的休薬を行った。１４例（２６％）は休薬されな
かった。その他の休薬の有無は不明であった（図
８）。本調査では，すでに ARONJ の発症を疑わ
れて受診された症例と ARONJ 発症リスクのある
薬剤の使用歴があり，観血的処置目的に受診され
た症例があった。既に ARONJ を発症していた症
例に対しては治療的休薬を行い，他は予防的休薬
を選択した。休薬されなかった１４例は悪性疾患に
対する治療薬として用いられていたため，主治医
対診の下，休薬困難とのことであったため服用が
継続された。休薬期間は，予防的休薬において経

図６ 発症契機
抜歯によるものが約半数を占めた。次いで根尖性歯周

炎，義歯性潰瘍が多く見られた

図５ 発症後の治療内容 図７ ステージ分類
保存的治療が約７０％を占めた。その内，４例でテリパ ステージ２，ステージ３がほぼ同数であった。ステー

ラチドを使用した ジ１は２２％であった

― ２１ ― 
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口投与症例はガイドラインに沿って最短で３か月
の休薬がされていた。治療的休薬では最短で７か
月，最長で１２か月であった。ここでは，予防的休
薬を ARONJ 発症以前に行う事を言い，治療的休
薬を ARONJ 発症後における休薬のこととした。

９．ARONJ の危険因子：担癌状態の患者が２０例
（３８％），糖尿病の既往のある患者が１３例（２５％），
副腎皮質ステロイド使用患者が１０例（１９％）であっ
た（図９）。

１０．投与期間：経口製剤３８例では最短で１か月。最
長で２０年であった。平均は３年２か月であった。
注射用製剤１５例では最短で３か月。最長で１２０か
月であった。平均は４５か月であった。４年以下の
投与期間の症例は経口製剤と注射用製剤併せ
て，３２例（６０％）であった（図１０）。

１１．発症部位：下顎が４３例（８１％），上顎 が９例

図８ 休薬の有無
半数以上で休薬された。休薬の見られなかった１４例は

全身的要因により，休薬されなかった

（１７％），上下顎が１例（２％）であった（図１１）。ほ
とんどの症例が下顎での発症で見られた。

考 察

２００３年に  Marx１）が  BP 製剤の関連によって発症
する BRONJ を報告して以来，本邦においてもその
報告数が増加している。また２０１４年に AAOMSが
ポジションペーパーの改定を行い，ビスフォスフォ
ネート製剤関連顎骨壊死から，薬剤関連性顎骨壊死
へと呼称を変更し，BP製剤以外の薬剤でも顎骨壊
死が発症すると報告され，症例数はますます増加す
ると考えられている。当科では，２０１１年４月から
２０１５年３月までに５３例の ARONJ 発症症例を経験し

図１０ 投与期間
４年以下の投与症例が約半数以上を占めた。最長で１５

年であった

図９ MRONJ の危険因子 図１１ 発症部位
担癌患者が最も多く，約４０％であった。次いで糖尿病 下顎での発症が約８０％を占めた。１例で上下顎での発

患者が多く見られた 症がみられた

― ２２ ― 
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た。患者の背景因子として，性差や発症部位はこれ
－までの報告２ ４）と同様に女性及び下顎骨に多く見ら

れた。女性が多く見られたのは本調査では原疾患で
骨粗鬆症と乳癌が多く見られ，どちらも女性に多く
みられる疾患であったためと考えられる。上顎と比
較して下顎は皮質骨が厚く，緻密であり骨のリモデ
リングがより活発であるため関連薬剤の吸収・蓄積
が多いためと考えられる５）。
投与経路別での ARONJ 発症頻度は注射用製剤が

経口製剤よりも高頻度で発症するとの報告がされて
いる３，６）。２００６年の米国口腔顎顔面病理学会の調査で
は，注射用製剤によるものが３４７例（９４％）であり，
経口製剤によるものは１７例（６％）であったと報告さ
れている７）。しかし，同年に本邦で行われた調査で
は３０例のうち８例（２７％）が経口製剤による発症であ
り，２０１３年に行われた吉田ら３）の報告では１５例のう
ち６例（４０％）が経口製剤によるものであった。今回
我々の行った調査では５３例のうち３８例（７２％）が経口
製剤による発症であり，注射用製剤よりも上回って
いた。本調査では原疾患で経口製剤を使用していた
骨粗鬆症患者がほとんどを占めており，注射用製剤
を用いる悪性腫瘍の症例が多く見られなかったため
と考えられる。報告によって経口製剤による発症と
注射用製剤による発症の頻度は異なるが，本調査で
みられるように，決して経口投与による発症は稀で
はないと考えられる。
本邦のポジションペーパー８）では ARONJ の危険

因子を５つに大別しており，①  BP 製剤による因
子，②局所因子，③全身的因子，④遺伝的因子，⑤
その他の因子としている。今回の調査では全身的因
子として担癌状態の症例が最も多く，次いで糖尿
病，副腎皮質ステロイド使用と順に多く見られた。
全身的因子を持たずに ARONJ 発症した症例は１０例
であった。１０例中８例で共通していた要因とし
て，８０歳以上の高齢という因子があることと BP 製
剤を長期に使用していたことが共通している。
今回の調査では抗 RNKL抗体であるデノスマブ

による発症は５３例中４例であった。デノスマブは
２０１２年に厚生労働省の承認を受け，多発性骨髄腫に
よる骨病変や固形がんの骨転移に対する治療薬と骨
粗鬆症に対する治療薬としてのみ保険適用されてい
る。抗ランクルモノクローナル抗体は BP 製剤と異

なり，骨芽細胞などの破骨細胞形成支持細胞等から
発現する RANKLに直接結合することで，成熟破
骨細胞や破骨細胞前駆細胞に発現している RANK
受容体への結合を阻害している。それにより破骨細
胞の分化・機能を阻害し，骨吸収を抑制している。
BP製剤は骨へ選択的に集積し，破骨細胞に直接取
り込まれるのに対して，抗ランクルモノクローナ
ル抗体は骨への長期沈着の作用機序がないため，
ARONJ 発症のリスクは少ないと考えられていた９）。
しかし，岩田ら１０）の報告では骨転移を有する進行乳
がん患者に対するデノスマブとゾレドロン酸を比較
した試験にて顎骨壊死の発症率は１～２％とゾレド
ロン酸と同等の結果であると示された。今後は，抗
ランクルモノクローナル抗体が関節リウマチや乳が
んの術後補助療法などでも保険適応される可能性も
ある１０）。そのため，抗ランクルモノクローナル抗体
の使用症例が増加し，ARONJ 発症の報告は増加す
ると考えられる。
発症契機では重度歯周炎や抜歯が多いと報告され

ており３－５），本調査においても抜歯が２６例（４９％）
次いで根尖性歯周炎１９例（３６％），義歯性潰瘍による

，

発症が５例（９％）となった。抜歯に至った経緯とし
ては，重度歯周炎や根尖性歯周炎が原因となった症
例が多くあり，抜歯等の侵襲的処置自体が原因とし
て発症するのではなく，侵襲的処置を必要とするほ
どの歯性感染症により局所の骨髄炎がすでに発症し
ており，それが原因であることも考えられる。その
ため，ARONJ 発症リスクのある薬剤を服用してい
る患者に対しては，積極的に ARONJ 発症の原因と
なり得る感染歯牙への処置を行うことが必要である
と考える。それに加え，MRONJ のステージ０やス
テージ１の診断を十分に行い，重症化の防ぐ必要性
があると考えられる。また，当院では他科との連携
を密にとっている。本調査においては，ARONJ と
診断された症例の来院経路は院外からの患者であ
り，院内他科からの来院経路患者では認められな
かった。これは，他科の疾患に対し BP 製剤を投与
する症例に関して，投与前に当科で口腔内診察を行
い，事前に要抜去歯の抜歯や義歯調整などを行って
いるためと考えられる。また，投与前の管理の重要
性を周知させることも重要であると考える。
ARONJ の治療方針は現在でも十分には確立され
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ていない。対症療法を主にして行い，原疾患の病態
や治療を優先的に考え，外科的処置は必要最低限に
とどめるとされている３）。本調査でも５３例中３８例は
保存的治療として局所洗浄や抗菌薬の内服を行っ
た。そのうち４例は整形外科と連携し，テリパラチ
ド治療を行った。治療経過は，投与後６か月程度経
過し上皮化を認めた症例が２例あった。１例では骨
露出は認めるが，疼痛及び排膿所見は消失した。１
例は全身的疾患により死亡したため追跡調査は不可
能であった。
外科的治療を行った症例は１５例であり治療内容と

して１３例が腐骨除去術を行い，２例は顎骨切除術を
行った。１例は術後経過として予後良好であった。
１例は術後の患者の QOL低下を懸念し，正中を超
えない範囲での区域切除を行ったが，病状が再燃し
たため追加切除を行った。どこまでを切除範囲とす
るかの検討が今後必要であると考える。さらに症例
を蓄積し，発症の予防，早期治癒を実現するための
よりよい治療法の確立を目指したいと考える。

結 語

今回，２０１１年４月から２０１５年３月までの４年間に
当科で対応した ARONJ５３例を対象に臨床的検討を
行った。今後は発症原因となる薬剤の追加，超高齢
化社会がすすむことにより危険因子のリスクも増加
するため，BP製剤や分子標的薬の使用患者への積
極的な歯科介入を行い，発症予防を行うために治療
に携わる医師やかかりつけの歯科医師へ情報提供を
行い，呼びかけていくことが重要である。

本論文の要旨は，第６０回日本口腔外科学会総会（２０１５年１０
月１７日，愛知県名古屋市）において発表した。
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In ２０１４，The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons（AAOMS） renamed bisphos-
phonate（BP）-related osteonecrosis of the jawbone medication-related osteonecrosis of the jaw，and pub-
lished a position paper． 

The purpose of this study is to analyze the factors associated with the outcomes of anti-resorptive 
agent-induced osteonecrosis of the jaw（ARONJ）． 

Among patients that were admitted to our hospital between April ２０１１ and March ２０１５ and who
were administered BP，molecular targeting drugs，and angiogenesis inhibitors，５３ patients，including ４２ 

females（７９％）and １１ males（２１％），were diagnosed with ARONJ and targeted．
Of these，３８（７２％）received oral BP，and １５（２８％）received intravenous BP． The most common un-

derlying diseases included osteoporosis and bone metastasis from breast cancer． Approximately half of
the cases of ARONJ were considered to be related to tooth extraction．
As the number of cases in which a potentially causative agent is administered increases，the incidence

of ARONJ is also expected to increase． It is important to develop a treatment strategy for ARONJ．
（The Shikwa Gakuho，１１６：３６３－３６９，２０１６）
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