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はじめに

近年，国立大学では各大学の「ビジョン」「戦略」
「取組」の評価結果により，文部科学省からの運営
交付金（各大学への補助金）が増減されている。この
波は私立大学へも波及し，文部科学省は平成２８年度
から，独自色を大きく打ち出して研究のブランディ
ン力向上を目指す優れた大学に「私立大学研究ブラ
ンディング事業」として大学への補助金を特別支援
する事業を開始した。本事業は「学長のリーダー
シップの下，大学の特色ある研究を基軸として，全
学的な独自色を大きく打ち出す取組を行う私立大学
に対し，文部科学省が施設費・装置費・設備費と経
常費を一括的に支援」するものである。
東京歯科大学では，平成２９年度の「私立大学研究

ブランディング事業」に応募し，採択された。本事
業の名称は「顎骨疾患の集学的研究拠点形成：包括
的な顎口腔機能回復によるサステナブルな健康長寿
社会の実現」（顎骨疾患プロジェクト）で，平成２９年
度より５年間文部科学省からの支援を受けて推進す
る予定である。
この度，「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」

として本事業の研究内容を含めて顎骨疾患に関する

最新情報を本誌にシリーズとして紹介すること
になった。本稿では，まず「顎骨疾患プロジェク
ト」の概略を述べ，次いで本事業での対象疾患の一
つである「薬剤関連顎骨壊死」（Medication-related
osteonecrosis of jaw : MRONJ）について，その現状
と対応を述べる。

１．平成２９年度「私立大学研究ブランディング事
業」の応募・採択状況

平成２９年度の「私立大学研究ブランディング事
業」は平成２９年３月末に公募となり，６月初旬が提
出期限であった。応募様式としてはタイプＡ（社会
展開型：地域貢献）とタイプＢ（世界展開型：先端
的・学際的な研究拠点）の２種類があり，本事業へ
の応募は各大学から１課題と制限されていた。本学
からは，タイプＢとして「顎骨疾患の集学的研究拠
点形成：包括的な顎口腔機能回復によるサステナブ
ルな健康長寿社会の実現」という事業案で応募し
た。そして，平成２９年１１月に当該年度の支援対象校
の選定結果が開示され，本学の提案事業が選定され
た。この事業の研究内容は平成２８年度から本学の支
援により推進していた「顎骨疾患プロジェクト」を
継続的に推進するものであるために，本事業でも
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「顎骨疾患プロジェクト」の略称を継続する。
平成２９年度「私立大学研究ブランディング事業」

には１１８校の私立大学・短大が応募し，６０校が支援
対象校として選定された。タイプＡには１２３校が応
募して３３校が，タイプＢには６５校が応募して２７校が
選定された。歯学部関係では，岩手医科大学が医歯
薬合同でタイプＡに，福岡歯科大学及び福岡医療短
期大学が各々タイプＡで選定され，タイプＢで選定
されたのは本学だけである。

２．「顎骨疾患プロジェクト」の概要

顎骨は，食べる，話す，笑うなどの口腔機能を維
持し，我々の基本的生活を支えるために必須な組織
である。顎骨に種々の疾患が発症すると口腔機能も
障害されるが，現在までに顎骨疾患の病態，発症メ
カニズム，治療法，予防法などを総括的に推進する
研究拠点は形成されていない。そのため，本プロ
ジェクトでは東京歯科大学に世界初の顎骨疾患の集
学的研究拠点を形成して，口腔機能回復によるサス
テナブルな健康長寿社会の実現に貢献する。本事業
の推進により，最先端の教育と医療をもって社会に
貢献できる確かな基盤を構築するという本学の「将

来ビジョン」を具現化し，「ヒューマニズムとリサー
チマインドを堅持する歯科医師を育成する大学」を
ブランド化する。本事業の詳細に関しては，本誌に
すでに掲載した平成２８年度東京歯科大学口腔科学研
究センターワークショップの基調講演「顎骨疾患プ
ロジェクトの現状と今後の展望」１），平成２８年度東京
歯科大学研究ブランディング事業顎骨疾患の集学的
研究拠点の形成（顎骨疾患プロジェクト）活動報告
書２）及び東京歯科大学ホームページの「私立大学研
究ブランディング事業」３）を参照にしていただきた
い。
本事業では，学長のリーダーシップの下で，研究

活動は口腔科学研究センターを中心として，大学院
歯学研究科と大学付属病院，市川総合病院及び千葉
歯科医療センターと連携して推進する。また，国内
外の研究機関や企業との連携も強化する。本事業の
実施・進捗状況に関しては，外部評価委員会の評価
を受け，その内容をふまえて自己点検・評価委員会
で全体的評価と改善策を検討し，事業全体の
PDCAサイクルを効率的に回転させる（図１）。
「顎骨疾患プロジェクト」では，大学病院などで
診断・治療の対象となる遺伝性疾患（鎖骨頭蓋異形

図１ 「顎骨疾患プロジェクト」の実施体制
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成症，基底細胞母斑症候群など），腫瘍性疾患（口腔
がん，歯原性腫瘍など），感染性疾患（顎骨炎など），
顎変形症，薬剤関連顎骨壊死などの「希少疾患」と
一般の歯科診療所で治療対象となる歯周病による骨
破壊や歯の喪失による顎骨萎縮／吸収などの「一般
的歯科疾患」を研究対象とする（図２）。本事業では
これらの疾患に関して，全学的な研究課題として取
り組み，学問分野の「壁」を越えた「分子・細胞ラ
ボ」，「感染制御ラボ」，「ファブラボ」，「咀嚼嚥下ラ
ボ」の４つの研究グループを構築して，各グループ
の有機的な連携による先端的な病態解析，診断法，
治療法の開発へと展開させ，「顎骨疾患集学的研究
拠点」を構築する（図２）。そして，本事業では，
「遺伝子→細胞→組織→器官→全身」レベルでの疾
患メカニズムを基盤とした顎骨疾患の予防・治療法
を開発し，包括的な顎口腔機能回復によるサステナ
ブルな健康長寿社会の実現に貢献することを目的と
する。
さらに本事業では，学内外の研究者で科学的研

究ネットワーク（Science-based research network :
SBRN）を構築するとともに，大学同窓会などの支援
で全国各地域における歯科開業医研究ネットワーク
（Practice-based research network : PBRN）を構築

して，大学・地域医療連携ネットワークの構築を
目指す（図３）。PBRNはアメリカ国立衛生研究所
（NIH）の歯科・頭蓋顔面研究所（National Institute
of Dental and Craniofacial Research : NIDCR）です
でに構築されているが４，５），本事業ではまず東京歯科
大学同窓会を中心としたより実践的な PBRNを構
築して，SBRNと PBRNの連携によりわが国にお
ける大学・地域医療連携ネットワーク展開のモデル
ケースの確立を目指す（図３）。この方策の一つとし
て本誌に「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」
というシリーズの掲載を企画した。
本シリーズの初めとして，本事業の対象疾患の一

つである薬剤関連顎骨壊死患者について同窓生から
コンサルテーションがあったので，それへの対応を
含めて薬剤関連顎骨壊死の現状とその対応を概説す
る。

３．薬剤関連顎骨壊死
（Medication-related osteonecrosis of the jaws ; MRONJ）

１）症例
本症例報告に関する臨床情報の使用については，

患者に十分なインフォームドコンセントを行った上
で，患者本人から同意を得た。
患 者：６３歳，女性
初 診：２０１７年３月７日
主 訴：左側下顎臼歯部の頬側歯肉腫脹
既往歴：２００５年１０月右乳癌（T１N０M０）の診断の
下，某乳腺外科クリックにて右乳房温存手術を施行

図２ 「顎骨疾患プロジェクト」の対
象疾患と研究推進体制

図３ 東京歯科大学同窓会と連携した「大学・地域医療連携
ネットワーク」の構築
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され，同年１１～１２月に某大学付属病院放射線科にて
放射線外部照射を受ける。術後７年３か月経過した
２０１３年１月第二胸椎への乳癌骨転移を認め，再度放
射線治療を受ける。同年２月からは抗エストロゲン
剤（フェソロデックス筋注２５０mg）および骨吸収抑制
薬（抗ヒトRANKL抗体：ランマーク１２０mg／月）投
与を開始した。以後４年２ヶ月間，他臓器への遠隔
転移はなく良好な経過をたどっていた。
現病歴：歯周病（P２）に罹患していた左下顎第二大
臼歯の歯槽部～頬粘膜部に腫脹が出現したため２０１７
年３月７日に久保歯科医院を受診した。顎骨炎に進
展していたために，同歯科医院にて動揺著明な左下
顎第二大臼歯を抜歯した。その際，頬側歯槽骨は根
尖近くまで吸収しており，根尖部病巣を搔爬，歯槽
中隔を一部除去後，縫合して，セフェム系抗菌薬を
投与した。４月から下顎骨体部に激痛を伴う腫脹が
発現し，同歯科医院を再受診。抗菌薬投与するも改
善なく，某大学付属病院口腔外科にてMRONJ の
診断の下に高気圧酸素療法（３０回）および長期抗菌薬
投与を受け，疼痛は軽減するが腫脹は不変であっ
た。２０１７年９月に久保四郎歯科医師（本学同窓）より
MRONJ の治療法に関するコンサルテーションがあ
り，本学への受診を勧め，同年１０月２６日に根治療法
を目的に東京歯科大学付属病院口腔外科を受診し
た。
口腔内所見；抜歯創は上皮化せず，若干の排膿を伴
う不良肉芽を認める。パントモグラフィーでは抜歯
窩の骨形成は明らかでなく，周囲に骨硬化所見を呈
する（図４Ａ）。メディカルCT画像では同側６－８
部に至る虫食い様骨吸収像の骨破壊があり，その周
囲の骨梁は緻密化している（図４Ｂ）。また，メディ
カルCT画像の水平断では下顎骨病変部外側におけ
る顕著な新生骨造成がみられる（図５Ａ）。図５Ｄ
は，メディカルCT画像から作成した３次元立体構
築像で，反応性骨領域（紫色）を示す。下歯槽神経麻
痺はない。
臨床診断：左側下顎骨体部の薬剤関連顎骨壊死
処 置：２０１７年１１月に東京歯科大学水道橋病院に入
院し，局所麻酔下で左下顎骨辺縁切除を施行した。
病変部当該部の骨膜は厚く歯肉と癒着していたた
め，左側下顎５番遠心から同側臼後部までで深さは
下顎管上，頬舌的に full thickness で箱型に下顎骨

切除を行った。切除断端からは出血が確認できた。
切除範囲は，術前のパントモグラフィー（図４），メ
ディカルCT画像及びMRI 所見による抜歯窩から
下顎枝までの広範囲な骨梁の変化と骨髄反応及び骨
膜反応による新生骨の造成を考慮して上記範囲とし
た。手術時にはメディカルCT画像より作成した三
次元立体構築画像（図５A）及び３Dプリンターを用
いた病変部を含む三次元構築模型（図５B）を参照と
した。また，これらの画像や模型を用いて術前に患
者様に病変部と切除予定範囲などの説明も行った。
切除後は頬側粘膜を減張切開で進展させ舌側歯肉と
縫縮し，死腔が起きないよう所々マットレス縫合も
加えた。
抗菌薬は，手術１時間前にアモキシシリン１g静

注，その後８時間ごとに４回投与した。退院後は内
服でアモキシシリン１g／日，１日３回を１週間処方
した。
経 過：術直後のパノラマＸ線写真では下顎管上部
で当該部の骨は削去され，異物等の混入は確認でき
なかった。手術１０日後に抜糸し，臼後部の一部に創
哆開を認めるが，骨露出はなくそのまま洗浄と経過
観察とした。手術４か月後のＸ線写真では切除骨周
囲から新生骨の造成が確認された。また，本症例で
は，術前・術後の２ヶ月間ランマークの皮下注射は
休薬した。

２）薬剤関連顎骨壊死の名称の変遷
骨粗鬆症や癌の骨転移病巣などでは破骨細胞によ

る骨吸収亢進により著明な骨量減少や骨破壊が誘導
されるため，骨量減少や骨破壊の進展を予防・治療
するために種々の骨吸収抑制薬が開発されている。
その中でも強力な骨吸収抑制作用を有するビスフォ
スフォネート（BP）は，骨粗鬆症や癌の骨転移病変な
どにおける骨量減少の予防・治療に有効な薬剤とし
て広く利用されているが，２００３年にMarx が BP投
与患者に顎骨壊死（ONJ : Osteonecrosis of the jaw）
が発症することを発表したのを契機に６），多くの症
例が報告され，それらはビスフォスフォネート関連
顎骨壊死（BRONJ : Bisphosphonate-related Osteone-
crosis of the Jaw）とよばれるようになった。
その後，２００４年に強力な骨吸収抑制薬である完全

ヒト型RANKL（Receptor Activator of NFκB Ligand）
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図４ MRONJ 症例のパントモグラフィー（Ａ）とコーンビームCT画像（Ｂ）。

図５ MRONJ 患者下顎骨のメディカルCT画像よ
り構築した次元立体構造（Ａ）。反応性骨（紫），
腐骨（赤），骨密度低下領域（緑）腐骨（紫色），下
顎管（黄色）。（Ｂ）メディカルCT画像データを
使用して３Dプリンターで作成した病変部を含
む三次元模型。白色部が反応性骨病変。
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抗体薬であるデノスマブ（商品名：ランマーク，プ
ラリア）が骨粗鬆症患者の骨量抑制に有効であるこ
とがAmgen 社より報告された７）。そして，２００９年
に７，８６８名の女性骨粗鬆症患者を対象とした大規模
臨床研究でデノスマブ投与患者では顎骨壊死の発症
がなく骨量増加がしたこと８），及び７３４名の前立腺患
者を対象とした大規模臨床研究でもデノスマブ投
与は顎骨壊死の発症がなく骨転移巣での骨破壊を
抑制すること９）が一流臨床雑誌であるNew England
Journal of Medicine に発表されたために，デノスマ
ブは顎骨壊死を惹起しない有用な骨吸収抑制薬とし
て期待された。しかし，翌年の２０１０年にTaylor ら
がデノスマブ投与患者で顎骨壊死が認められたこと
を初めて報告した１０）。その後，デノスマブ使用でも
顎骨壊死が惹起される症例報告が続き，２０１１年には
前立腺癌患者を対象としてデノスマブとBPの作用
を検討する大規模臨床研究が報告され，それらの中
ではデノスマブはBPと同頻度で顎骨壊死を発症す
る１１，１２）あるいはデノスマブの方がBPより高頻度で
顎骨壊死を発症する１３）ことが報告され，デノスマブ
投与患者でも顎骨壊死が発症することが明らかと
なった。本剤に関連する顎骨壊死についてはデノ
スマブ関連顎骨壊死（DRONJ : Denosumab-related
ONJ）１４）の名称が提案された。
以上のように，有効な骨吸収抑制薬であるBPま

たはデノスマブの投与により顎骨壊死が惹起される
ことが明らかになったために，２０１１年にアメリカ歯
科医師会は，BPとデノスマブに関連する顎骨壊死
を包括して骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ :
Anti-resorptive agents-related ONJ : ARONJ）１５）とい
う名称を提唱した。その後，２０１４年に米国口腔顎顔

面外科学会は骨吸収抑制薬以外に血管新生阻害薬に
よる顎骨壊死も含めて薬剤関連顎骨壊死（MRONJ :
Medication-related ONJ）１６）という名称を提唱した。
わが国では日本骨代謝学会，日本骨粗鬆症学会，

日本歯科放射線学会，日本歯周病学会，日本口腔
外科学会，日本臨床口腔病理学会の６学会により
「顎骨壊死検討委員会」が設置され，同委員会で
２０１１年に顎骨壊死（BRONJ）に関するポジション
ペーパー１７）を発表したが，その後の世界的な動向を
踏まえて２０１６年に「骨吸収抑制薬顎骨関連壊死の病
態と管理：顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー
２０１６」１８）を発表した。同ポジションペーパー２０１６で
は顎骨壊死国際タスクフォースも使用している
ARONJ の名称を用いているが，現実的には薬剤関
連顎骨壊死（MRONJ）の名称が国内外で使用される
頻度が高い。MRONJ の診断，発生頻度，臨床症状
とステージング，リスク因子などの詳細に関しては
同ポジションペーパー及び関連図書１９，２０）を参照して
いただきたい。

３）BPの種類と骨吸収抑制作用２１）

BP は基本構造である P-C-P 骨格の炭素原子に結
合する側鎖により，第一世代薬（エチドロネートな
ど），第二世代薬（パミドロネート，アレンドロネー
ト），第三世代薬（ミノドロネート，ゾレドロネー
ト，リセドロネートなど）に分類される。第二世代
薬は骨格の炭素側鎖が窒素含有側鎖（アミノ基：
-NH２）で置換されており，第三世代薬はR２側鎖
に窒素を含有する環状構造を有し，骨吸収抑制作用
が増強している（図６）。
BPはヒドロキシアパタイトに強い親和性を有す

図６ ビスフォスフォネートの種類と骨吸収抑制作用の比較。文献２１より改変
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るために，血中に入ったBPの約５０％は骨に蓄積
し，それらは長期に残存する。アレンドロネートの
骨組織における半減期は１０年とされている。これら
の特徴がBPの骨吸収抑制メカニズムで重要とな
る。つまり，骨組織に沈着したBPは，骨吸収の過
程で骨より掘り出されて破骨細胞内に取込まれ，そ
れが破骨細胞の細胞骨格の障害やアポトーシスなど
を誘導して破骨細胞の機能を抑制する（図７）。窒素
含有BPは，コレステロールの合成系であるメバロ
ン酸代謝経路を阻害し，種々の情報伝達因子の細胞
膜上での局在や標的蛋白質への移動を障害して，細
胞骨格形成を障害する。そのため，破骨細胞では細

胞骨格が破綻して波状縁が消失し，アポトーシスな
どが誘導されて，機能が阻害される。

４）デノスマブの骨吸収抑制作用
RANKLは破骨細胞の分化・機能・生存を制御す

る最も重要なサイトカインである２２）。骨芽細胞や間
葉系細胞がRANKLを産生し，それが破骨細胞前
駆細胞の発現するRANKL受容体（RANK）に結合す
ると破骨細胞の分化・機能が促進される（図８）。一
方，骨芽細胞や間葉系細胞はRANKLの囮受容体で
ある osteoprotegerin（OPG）を産生し２３），RANKLが
RANKに結合するのを阻害して，破骨細胞の分化・

図７ 窒素含有ビスフォスフォネートの作用機序。投与されたビスフォスフォネートは骨の
カルシウムに結合して骨に沈着する。破骨細胞により骨が破壊するとビスフォスフォ
ネートが遊離し，破骨細胞に取込まれ，骨吸収抑制作用を発揮する。文献２１より改変

図８ 破骨細胞の分化・機能を制御するRANK/RAKL/OPG。骨芽細胞，
間質細胞が産生するRANKLは，その受容体であるRANKを発現す
る破骨細胞前駆細胞に作用し，破骨細胞の分化・機能を制御するマス
ター転写因子であるNFATc１を活性化し，破骨細胞の分化・機能が
亢進する。一方，骨芽細胞，間質細胞はRANKLの囮受容体である
OPGを産生し，破骨細胞の分化・機能を負に制御する。抗RANKL
抗体は破骨細胞の分化・機能を抑制する。
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機能を抑制する（図８）。つまり，骨芽細胞や間葉系
細胞の産生するRANKLと OPGのバランスにより，
破骨細胞の分化・機能が制御されている（図８）。そ
のため，破骨細胞性骨吸収を抑制する薬剤としての
RANKLの中和抗体が開発された７）（図８）。
現在使用されている完全ヒト型抗RANKL抗体

（デノスマブ：販売名プラリア，ランマーク）は強力
な骨吸収抑制作用を発揮し，骨粗鬆症患者における
骨密度増加作用や骨折防止効果を示し８），癌の骨転
移病変でも病的骨折，脊髄圧迫症状，抗カルシウム
血症などの骨関連事象の発生を減少することが明
らかにされている９－１２）。現在，わが国では骨粗鬆症
（プラリアの経口投与）や多発生骨髄腫による骨病変
および固形癌骨転移による骨病変（ランマークの皮
下注）への適応が認可されている。RANKL抗体は，
ビスフォスフォネートのように成熟した破骨細胞の
機能を抑制するだけではなく，RANKを発現する
破骨細胞前駆細胞から成熟した破骨細胞の分化も抑
制する。

５）BPとデノスマブの骨吸収抑制機構の違い
BPとデノスマブは破骨細胞抑制に関するメカニ

ズムが全く異なる２４）（図９）。BPは前述したように，
破骨細胞が骨基質に埋もれているBPを骨破壊の過

程で細胞内に取込み，細胞骨格の機能不全やアポ
トーシスを亢進して，破骨細胞の機能不全により骨
吸収を抑制する。一方，デノスマブは破骨細胞の分
化・機能に必須の分子であるRANKLの機能を抑
制し，破骨細胞の分化・機能・生存の抑制により骨
吸収を抑制する。このように骨吸収抑制メカニズム
が異なる薬剤でも同様な顎骨壊死を誘導すること
は，強力な骨吸収抑制薬の作用により，骨代謝が低
回転になっていると感染などを引金に顎骨壊死が発
症しやすいと考えられる（図１０）。

６）MRONJ の臨床症状と歯科医師の対応
MRONJ は病態の進行度（ステージ）により種々の

臨床症状を呈し，その病態の把握には画像所見が重
要である。表１に「顎骨壊死検討委員会ポジション
ペーパー２０１６」１８）より転載した各ステージにおける
MRONJ の臨床症状と画像所見及び病態をまとめ
た。
BRONJ が初めて報告されてから約１５年が経過し

た。当初は発症メカニズム，病態がよく理解されて
いなかったために適切な治療法も十分に確立されて
いなかった。そのため，BP製剤を処方する医師側
と顎骨壊死を治療する歯科医師側の間でBRONJ に
対する認識にしばしば齟齬があった。わが国では前
述したように過去２回ポジションペーパーが発刊
されたが，残念ながら対応の混迷が解決されずに
MRONJ の発症が増加している。２０１２年のポジショ
ンペーパー１７）では骨粗鬆症とBP製剤の怖さが誇張
されたためか，多くの歯科医師は投与患者の歯科
治療を躊躇した時期があったようである。２０１６年の
ポジションペーパー１８）では BP製剤投与前はもちろ
ん，BP製剤投与中でも治療すべき歯を残しておけ
ば感染源となり，顎骨壊死が惹起することを明らか
にした。侵襲的歯科処置には注意が必要だが，非侵
襲的であれば患者の病態と治療内容を十分に検討し
て口腔管理を含め歯科治療を選択すべきであると強
調している（表２）１８）。
歯科治療時または顎骨壊死治療時の休薬について

は処方医と製薬会社，そして歯科医師とでは見解が
異なる点があり，未だに十分なコンセンサスを得る
に至っていない。医師側もMRONJ 発生時に治療
目的としての休薬は患者の全身状態が許容されれば

図９ ビスフォスフォネートと抗RANKL抗体（デノスマ
ブ，ランマーク）の破骨細胞制御機構の違い。文献２４よ
り改変
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表１ MRONJ の臨床症状とステージング

ステージ 臨床症状および画像所見

ステージ０★
臨床症状：骨露出／骨壊死なし，深い歯周ポケット，歯牙動揺，口腔粘膜潰瘍，腫脹，膿瘍形成，開口障害，

下唇の感覚鈍麻または麻痺（Vincent 症状），歯原性では説明できない痛み。
画像所見：歯槽骨硬化，歯槽硬線の肥厚と硬化，抜歯窩の残存。

ステージ１
臨床症状：無症状で感染を伴わない骨露出や骨壊死またはプローブで骨を触知できる瘻孔を認める。

口腔粘膜潰瘍，腫脹，膿瘍形成，開口障害，下唇の感覚鈍麻または麻痺。
画像所見：歯槽骨硬化，歯槽硬線の肥厚と硬化，抜歯窩の残存。

ステージ２
臨床症状：感染を伴う骨露出，骨壊死やプローブで骨を触知できる瘻孔を認める。

骨露出部に疼痛，発赤を伴い，排膿がある場合と，ない場合がある。
画像所見：歯槽骨から顎骨に及ぶびまん性骨硬化／骨溶解の混合像，下顎管の肥厚，骨膜反応，上顎洞炎，腐

骨形成。

ステージ３

臨床症状：疼痛，感染または１つ以上の下記の症状を伴う骨露出，骨壊死，またはプローブで骨を触知できる
瘻孔。
歯槽骨を超えた骨露出，骨壊死（例えば，下顎では下顎下縁や下顎枝に至る。上顎では上顎洞，頬
骨に至る）。その結果，病的骨折や口腔外瘻孔，鼻・上顎洞口腔瘻孔形成や下顎下縁や上顎洞まで
の進展性骨溶解。

画像所見：周囲骨（頬骨，郊外骨）への骨硬化／骨溶解進展，下顎骨の病的骨折，上顎洞底への骨溶解進展。
★ステージ０のうち半分はONJに進展しないとの報告があるので，過剰診断にならないよう留意する。

表２ MRONJ の治療法（ポジションペーパー２０１６から）１８）

ステージ０と１ 抗菌性洗口剤の使用，瘻孔や歯周ポケットに対する洗浄，局所的抗菌薬の塗布・注入

ステージ２ 抗菌性洗口剤と抗菌薬の併用，
難治例：複数の抗菌薬併用療法，長期抗菌薬療法，連続静注抗菌薬療法，腐骨除去，壊死骨掻爬，顎骨切除

ステージ３ 感染源となる骨露出／壊死骨内の歯の抜歯，栄養補助剤や点滴による栄養維持，腐骨除去，壊死骨掻爬
広範囲な場合：顎骨辺縁切除，区域切除

病期に関係なく，分離した腐骨片は非病変部の骨を露出させることなく除去する。露出壊死骨内の症状のある歯は，抜歯しても壊
死過程が増悪することはないので抜歯を検討する。

図１０ 骨吸収抑制薬の投与によるMRONJ 発症機構
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認めるものの，顎骨壊死発症のない歯科処置時の予
防的休薬の意義はないとしている。
いずれにしろ医科歯科連携の欠如によって癌や骨

粗鬆症の患者が適切な歯科治療を受けられず，不利
益をこうむることを阻止しなければならない。その
ためには，歯科医師は，骨吸収抑制薬の作用機序と
適応症を正確に理解し，MRONJ 発生リスクと骨吸
収抑制薬による骨折予防のベネフィットを熟慮し
て，顎骨壊死の発生を過剰に恐れることなく，患者
に対して適切な歯科治療を進めることが強く望まれ
る。

７）MRONJ の治療法の推移
ポジションペーパー２０１６１８）で前回のポジション

ペーパー２０１２１７）と大きく異なる点の一つはステージ
２における対処法である。今までは，可能であれば
休薬，局所洗浄と抗菌薬投与が主の支持療法（定期
的なスケーリングと共に０．０５％クロルヘキシジン，
０．２％ネオステリングリーン，１％ポピドンヨード
を用いた口腔清掃）であったが，今回は積極的な外
科的治療の有効性を強調している（表２）１８）。すなわ
ち多くの臨床報告から病変に腐骨，または抜去す
べき動揺歯があるならば，これが感染源となり up
stage の危険があるため除去すべきといえる。バイ
オフイルムを形成した感染源を外科的に切除するこ
とが重要と考えられている。
わが国の「BRONJ の実態調査」２５）では，ステージ

２症例（８６６症例）に対して口腔管理を中心とした支
持療法を平均６．６か月間施行してから外科療法へ移
行する場合が多かった。腐骨の洗浄に２％過酸化水
素水と０．０５％クロルヘキシジンを等量に混ぜて用い
壊死物質の除去に努めていた施設もあった。いずれ
にしろ支持療法のみでMRONJ/BRONJ を治癒へ導
くことは困難で，時期をみて外科療法への移行が望
ましい。抗菌薬ではペニシリン，セフェム系，キノ
ロン系を選択することが多い。βラクタム系にアレ
ルギーのある場合には，クリンダマイシン系，マク
ロライド系，テトラサイクリン系が候補となる。
休薬が可能な場合は，歯科処置前（約２か月）のみ

ならず処置後も骨性治癒が得られるまで継続（約２
か月）が望ましい。患者の全身状態から休薬が困難
な場合，例えば悪性腫瘍の骨転移治療時など，骨吸

収抑制薬の投与間隔を考慮し，比較的薬剤血中濃度
の低下した時期に適切な侵襲的歯科治療（抗菌薬の
術前術後投与，骨鋭縁の削去，創の完全閉鎖）を行
うことが推奨されている。BP製剤は投与２４時間で
９５％以上排泄すると言われているが，上皮細胞遊走
と血管新生の抑制などから術前の休薬の必要性を提
唱する報告もある。またBP製剤とデノスマブの薬
理動態から，BP製剤は長く骨質のアパタイトに沈
着するため骨性治癒の遅延が考えられ，デノスマブ
は血中半減期が約１か月であり，その薬効から骨性
治癒の遅延は少ないと考えられる。
積極的な外科的治療を実施する場合，術前の画像

診断，特にメディカルCT（医療用CT）の使用によ
り有用な情報が得られる（図４，５）。本論文で提示
した症例では，メディカルCT画像や三次元立体構
築により，パントモグラフィーやコーンビームCT
では境界不明瞭であった病変の進行範囲を立体的に
把握できるとともに，筋突起まで病変が進行してい
ることも容易に理解できた。さらに，メディカル
CTでは，コーンビームCTとは異なり，CT値が
解析できるために黒化度（画像の濃淡を多くの階層
に分けて判別する）により反応性の骨部位を識別可
能な三次元立体構築像（図５Ｄ）を作成することが可
能で，これらのデータを基盤として３Dプリンター
の使用により病変部を含む三次元模型の作製も可能
である（図５Ｅ）。これらの画像や模型は外科的手術
支援だけではなく，患者様への病態説明にも有効で
あった。このようにメディカルCT・三次元立体構
築はコンーンビームCT画像より解析度が優れ，臨
床的に有用性が高く今後MRONJ の診断と治療に
は，極めて有効と考えられる。
図１０に骨吸収抑制薬の投与によるMRONJ 発症

機構の概略をまとめた。骨吸収抑制薬投与により破
骨細胞の形成また機能が抑制され，顎骨の新陳代謝
が遅れるだけではなく，口腔粘膜上皮の増殖や血
管新生も抑制され，創傷治癒の遅延が惹起され，
MRONJ が発症すると考えられる。この過程では，
抜歯などによる顎骨への強いダメージ，歯周病，根
尖病巣による抜歯後治癒不全，口腔内細菌の増殖な
どがMRONJ 発症のリスクファクターとなる。
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おわりに

骨吸収抑制の作用メカニズムは分子レベルで明ら
かにされつつあるが，MORONJ に関しては，なぜ
顎骨にだけ発症するのかという点を含めて発症メカ
ニズムは十分に明らかにされていない。このような
状況下で，最近はMRONJ に対して積極的な外科
切除が実施されるようになってきた。これに対応し
て東京歯科大学附属病院では，メディカルCTを使
用した三次元的病態解析とともに組織レベルでの詳
細な解析も推進しており，「顎骨疾患プロジェクト」
の一環としてさらに緊密な医歯連携を構築して，
MRONJ の発症メカニズム，病態解明及び予防法・
治療法の開発に取り組んでいる。
「顎骨疾患プロジェクト」は「分子・細胞ラボ」，

「感染制御ラボ」，「咀嚼嚥下ラボ」と「ファブラボ」
の４つのグループの有機的な連携で推進している
（図２）。「ファブラボFabLab」とは「Fabrication
（ものづくり）」と「Fabulous（素晴らしい）」とい
う２つの意味が込められた造語で，患者のデジタル
情報を処理して３Dデータをアウトプットする医療
系ファブラボが登場している。本学では，２０１３年に
わが国初めての医療系ファブラボである「ファブラ
ボTDC」を設立した。本プロジェクトではそれを
基盤とした「進化型医療系ファブボプラットフォー
ム」の構築を目指しており，現在までに１２０症例以
上の顎骨疾患に対して診断支援，手術支援，術後予
測や患者説明用モデル作製などを行っている。
「顎骨疾患プロジェクト」の推進には開業医の先
生方のご協力による大学・開業医の双方向性の情報
交換が必須です。そのため，今後，本シリーズで
は，「分子・細胞ラボ」，「感染制御ラボ」，「咀嚼嚥
下ラボ」，「ファブラボ」から顎骨疾患の最新のト
ピックスを分かりやすく概説します。今後，本事業
では本学同窓会との連携をさらに強化してプロジェ
クトを推進いたしますので，東京歯科大学における
「顎骨疾患の集学的研究拠点形成」にご協力，ご支
援下さるよう，よろしくお願い申し上げます。

本研究は「文部科学省私立大学ブランディング事業」の助
成を受けたものです。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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