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抄録：
【緒 言】現在，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（Anti-
resorptive agents-related osteonecrosis of the jaw :
ARONJ）は，わが国で増加している疾患である。し
かし，ARONJ の治療成績については明らかではな
い。ARONJ のステージは臨床所見により分類され
ており，簡便で病状把握に適している。そこで本研
究では，ARONJ のステージングに基づいた治療成
績について臨床的検討を行い，予後因子について検
討した。
【対 象】２０１２年４月から２０１５年３月までの３年間
に，東京歯科大学千葉病院口腔外科で加療を行った
ARONJ ７０例を対象とした。
【結 果】ARONJ の初診時のステージは，ステー
ジ０：３例，ステージ１：１２例，ステージ２：４５
例，ステージ３：１０例であった。ARONJ ステージ
の推移として，最大増悪時は，ステージ１：１４例，
ステージ２：４０例，ステージ３：１６例であり，ス
テージ３症例が増加した。治療後の最終観察時に
は，寛解：２１例，ステージ１：１９例，ステージ２：
２３例，ステージ３：７例であった。
寛解群の因子解析の結果，ARONJ ステージの初

診時・最終観察時による差異を認めなかった（初診
時P＝０．２３７，最終観察時P＝０．８４０）。有意な因子
は，原因疾患（P＝０．００２），投与経路（P＝０．００６），

原因薬の中止（P＝０．０１０），外科療法の併用（P＜
０．００１）であった。
【結 語】ARONJ の治療には，原因疾患に注意す
るとともに，原因薬の中止，外科療法の併用が有用
であることが示唆された。

緒 言

現在，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（anti-resorptive
agents-related osteonecrosis of the jaw : ARONJ）
は，わが国で増加している疾患である１，２）。ARONJ
の原因薬は，ビスホスホネート（bisphosphonate :
BP）および receptor activator of nuclear factor κB
ligand : RANKLに対するヒト型モノクローナル抗
体デノスマブである（骨代謝調整薬 bone modifying
agents : BMA）。これらの薬は，悪性腫瘍による骨
転移や高カルシウム血症，予防を含む骨粗鬆症など
に用いられる。ARONJ は，BMAの処方医である
医科とARONJ の治療医である歯科とのコンセンサ
スが必須であり，医科・歯科共同による顎骨壊死
検討委員会によって２０１６年にポジションペーパー
（position paper : PP）が新たに発刊３，４）された。ARONJ
のステージは臨床所見により分類されており（表１），
簡便で病状把握に適している。しかし，ARONJ の
治療成績については明らかではなく，またその予後
因子についても不明な点が多い。
そこで本研究では，ARONJ のステージングに基

づいた治療成績について臨床的検討を行い，予後因
子について検討し，若干の知見を得たので，文献的
考察を加え報告する。
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対象・方法

２０１２年４月から２０１５年３月までの３年間に，東京
歯科大学千葉病院口腔外科（以下，当院）で加療を
行ったARONJ ７０例を対象とした。なお，本研究
は，東京歯科大学倫理審査委員会の承認を得て行っ
た（承認番号５８２）。
患者背景（性別，年齢）やARONJ の状態（発生部

位，発生契機，発生リスク因子，BMA投与の原因
疾患，投与経路，原因薬，投与期間），ARONJ の
ステージ，加療内容（原因薬の中止の有無，保存療
法，外科療法の併用），予後について検討した。
ARONJ のステージには，顎骨壊死検討委員会によ
る分類を用い１），症例毎に，最もステージの増悪し
た状態を最大増悪時，最終来院時の状態を最終観察
時とした。ステージにおいては初診時，最大増悪
時，最終観察時の推移について評価した。寛解は，
骨性治癒を考慮し，無症状でかつ骨露出がない状態
が少なくとも６か月以上継続し，最終観察時まで継
続した状態とした５）。寛解に対する予後因子解析を
行った。また，最終観察時において，初診時と比較
しステージの減少を認めた場合をダウンステージ，
ステージの上昇を認めた場合をアップステージとし
て評価した。
統計学的な検定は，マン・ホイットニーのU検

定，フィッシャーの正確確率検定，カイ２乗検定を

用い，解析ソフト SPSS version．２３（IBM，東京）を
用いて行った。p値は，０．０５未満を統計学的有意差
ありと判定した。

結 果

７０例の内訳を表２に示す。性別として，男性２７
例，女性４３例で，女性が６２．８％を占めた。年齢は，
４２～９０歳，平均７２．９歳であった。年齢分布として，
７０～８０歳台が多かった（図１）。ARONJ の部位とし
ては，下顎が４７例（６７．１％）と最も多く，次いで上顎

表１ ARONJ の病期分類と症状（文献３，４より改変）
ARONJ の病期は，症状や臨床所見により分類されている。

病 期 症 状

ステージ０
骨露出・骨壊死なし
深い歯周ポケット，歯の動揺，粘膜潰瘍，腫脹，膿瘍，開口障害，
オトガイ部の知覚異常（Vincent 症状），歯原性ではない痛み
歯槽骨硬化，歯槽硬線の肥厚・硬化，抜歯窩残存

ステージ１ 無症状で感染を伴わない骨露出・壊死または骨を触知できる瘻孔
歯槽骨硬化，歯槽硬線の肥厚・硬化，抜歯窩残存

ステージ２
感染を伴う骨露出・壊死または骨を触知できる瘻孔
骨露出部に疼痛，発赤や排膿
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
ステージ 2に加えて，1つ以上の下記の症状を伴う。
歯槽骨を超えた骨露出・骨壊死（下顎下縁や下顎枝，上顎洞，頬骨），
病的骨折や口腔外瘻孔，鼻・上顎洞口腔瘻孔形成
周囲骨（頬骨，口蓋骨）下顎下縁や上顎洞への骨硬化/骨溶解進展

表２ 結果
ARONJ は，下顎に多く発生している。ARONJ の発

生契機は，抜歯が多くを占めている。原因疾患として
は，がんが最も多くを占めている。原因薬はBP薬が多
い。原因薬の中止は４５例に行われている。外科療法併用
は２９例である。

N＝７０

性別，男性／女性 ２７／４３
年齢，平均（範囲） ７２．９（４２－９０）
部位，上顎／下顎／上下顎 １７／４７／６
ARONJ ステージ０，１，２，３ ３／１２／４５／１０
発生契機，抜歯／辺縁性歯周炎／他 ３２／２０／１８
原因疾患，がん／骨粗鬆症／多発性骨髄腫 ３７／３０／３
投与経路，注射／経口／注射＋経口併用 ３９／２７／４
原因薬，BP／デノスマブ／BP＋デノスマブ ５２／１０／８
投与期間，月，平均（範囲） ３７．５（２－１４４）
原因薬の中止，あり／なし ４５／２５
治療方法，保存療法のみ／外科療法併用 ４１／２９
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が１７例，上下顎が６例であった。ARONJ の初診時
のステージは，ステージ０：３例，ステージ１：１２
例，ステージ２：４５例，ステージ３：１０例であっ
た。発生契機としては，抜歯が３２例（４５．７％）と最も
多かった（図２）。抜歯の適応疾患は，根尖性歯周組
織炎が２０例（６２．５％）と最も多く，次いで辺縁性歯周
組織炎が１０例，歯根破折が２例であった。BMA投
与の原因疾患として，がんが３７例（５２．８％）と最も多
く，次いで骨粗鬆症が３０例（４２．９％），多発性骨髄腫
が３例（４．３％）であった（図３）。がん種として，前
立腺がんが１９例，乳がんが１５例，肺がんが２例，悪
性リンパ腫が１例であった。BMAの投与経路とし
て，注射が最も多く，３９例（５５．７％）で，経口が２７
例，注射＋経口併用が４例であった。ARONJ 発生
の原因薬として，BPが５２例（７４．２％）と最も多く，

次いでデノスマブが１０例，BPとデノスマブの併用
が８例であった。BPではゾレドロネートが３１例と
最も多く，次いでアレンドロネートが１６例，リセド
ロネート８例，ミノドロネートが７例であった（重
複を含む）。原因薬の投与期間は，２～１４４か月であ
り，平均３７．５か月であった（図４）。発生リスク因子
は，５８例で認めた（８２．６％）。内訳として，抗がん薬
投与・ステロイド投与が１９例ずつ，ホルモン療法１５
例，飲酒１５例，喫煙１１例，糖尿病８例，重度貧血２
例，口腔衛生不良１例であった（重複を含む）。

ARONJの治療

ARONJ の治療方針として，まずは保存療法が全
例に施行された。保存療法は，局所洗浄と含嗽指示
を行い，疼痛時には鎮痛薬，感染時には，急性期は

図１ 年齢分布
性別として，男性２７例，女性４３例である。年齢分布と

して，７０～８０歳台が多く認められる。

図４ 原因薬の投与期間
原因薬の投与期間は，２～１４４か月であり，平均３７．５

か月である。投与期間の分布として，３６か月以上が多
く，全体の５４．３％を占めている。

図２ 発症契機
発症契機としては，抜歯が３２例（４５．７％）と最も多い。

次いで，辺縁性歯周組織炎が２８．６％，義歯不適合が
１４．３％である。

図３ 原因疾患
原因疾患として，がんが３７例（５２．８％）と最も多く，次

いで骨粗鬆症が３０例（４２．９％）である。
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ペニシリン系およびセフェム系抗菌薬が第一選択
で用いられ，慢性期にはマクロライド系が多く用
いられた。また，ARONJ の原因薬の処方医と対診
し，原因薬の休薬や代替薬について相談し，４５例
（６４．３％）で治療的休薬を行った。原因疾患別では，
治療的休薬は，がんでは５１．４％に留まったのに対
し，骨粗鬆症では８６．６％に行われた。保存療法のみ
の４１例では，寛解は５例（１２．２％）のみであった。ま
た，ダウンステージは１２例（３４．１％）で，アップス
テージは６例（１４．６％）であった。
保存療法で改善が認められない場合，特に疼痛の

増悪や著しい排膿など症状が強い場合には，外科療
法を考慮した。外科療法は２９例（４１．４％）に施行さ
れ，術式は腐骨除去術が１９例，腐骨除去＋周囲骨削
去が８例，顎骨切除２例であった。外科療法併用の
２９例では，寛解は１６例（５５．２％）あった。また，ダウ
ンステージは２２例（７５．９％）で，アップステージは１
例（３．４％）のみであった。
ARONJ ステージの推移として，最大増悪時は，

ステージ１：１４例，ステージ２：４０例，ステージ
３：１６例で，ステージ３症例が増加した。治療後の
最終観察時には，寛解：２１例，ステージ１：１９例，
ステージ２：２３例，ステージ３：７例であり，寛解
が３０．０％に認め，またステージ２は３２．９％，ステー
ジ３は１０．０％まで減少していた（図５）。最終観察時
のステージ３の症例は，原因疾患は全てがん症例で
あった。

予後因子の解析

寛解群と非寛解群（ARONJ ステージ０，１，２，
３を含む）の性差・年齢・部位に差異は認めなかっ
た。ARONJ ステージの初診時・最終観察時による
差異を認めなかった（初診時 P＝０．２３７，最終観察時
P＝０．８４０）。原因疾患として，寛解群では骨粗鬆症
が７１．４％（１５／２１例）と多いのに対し，非寛解群では
がんが６５．３％（３２／４９）と多くを占めた（P＝０．００２）。
また投与経路としては，寛解群では経口が６６．７％
（１４／２１例）と多いのに対し，非寛解群では注射が
６７．３％（３３／４９）を占めた（P＝０．００６）。投与期間にお
いては，寛解群では４１．５±３２．６か月，非寛解群では
３２．９±１９．１か月と期間の統計学的差異は認めなかっ
た（P＝０．１８０）。原因薬の中止は，寛解群では７１．４％

（１５／２１例）に対し，非寛解群では４２．９％（３０／４９）と有
意に低率であった（P＝０．０１０）。外科療法の併用は，
寛解群では７１．４％（１５／２１例）に対し，非寛解群では
２６．５％（３６／４９）と低率であった（P＜０．００１）（表３）。

考 察

ARONJ はわが国で，急増している疾患である。
米国口腔外科学会６）では，骨吸収抑制薬と血管新生
阻害薬を合わせた薬剤関連顎骨壊死（Medication-
related osteonecrosis of the jaw : MRONJ）として
呼称されているが，わが国では，血管新生阻害薬に
よるONJの発生頻度は不明のため，ARONJ として
PP３，４）が発刊された。この PPには，ステージやそ
れに対する治療などが示されているが，治療成績に
ついては明らかにされていない。そこで本研究で
は，ARONJ の治療成績と予後因子について明らか
にすることを目的とした。
本研究のARONJ の患者背景は，性別では女性に

多く，その割合は６２．８％であった。日本口腔外科
学会の実態調査７－９）によると，女性の割合は７０．７～
８９．３％と報告されている。平均年齢については，
６７．７～７３．４歳とされており，本研究でも７２．９歳で
あった。発生部位においては，下顎に多く，これま
での報告と同様であった。国外でも下顎に多いと報

図５ ステージの推移
ARONJ の初診時のステージは，ステージ０：３例，

ステージ１：１２例，ステージ２：４５例，ステージ３：１０
例である。最大増悪時は，ステージ１：１４例，ステージ
２：４０例，ステージ３：１６例であり，ステージ３症例が
増加している。治療後の最終観察時には，寛解：２１例，
ステージ１：１９例，ステージ２：２３例，ステージ３：７
例であり，寛解が３０．０％に認め，またステージ２は
３２．９％，ステージ３は１０．０％まで減少している。

＊寛解：骨露出なく，完全な上皮化かつ無症状

１８６ 森川，他：ARONJ の治療成績
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告１０）されており，発生部位において人種差はなく，
解剖学的構造によるものと考えられている。発生
契機はこれまでの報告と同様に抜歯が最も多く，
４５．７％を占めた。抜歯の適応疾患は，根尖性歯周
組織炎や辺縁性歯周組織炎などの歯槽骨や顎骨へ
の感染症例がほとんどであったことから，潜在的
ARONJ 症例が多いと考えられた。原因疾患は，わ
が国においては骨粗鬆症などの非がん症例の割合が
増加していると指摘されており１），日本口腔外科学
会の実態調査では，２００７年では３２．１％７），２０１１年で
は３４．８％であったのに対し８），２０１６年では４７．７％９）と
増加傾向にあることが報告されている。本研究では
４２．９％を占めていたが，国外では１１．０％との報告１０）

もあり，原因疾患にわが国と国外との差異を生じて
いる可能性が示唆される（表４）。がんではBMAが
高用量であること，がんの進行抑制のためのBMA

であることため休薬が困難であること，がん治療に
伴う免疫能の低下があることなどから予後は不良で
あるとの報告１１）もあり，本研究でも有意な因子の１
つであった。BMAの投与経路は，がんや多発性骨
髄腫の場合には注射薬が用いられ，骨粗鬆症の場合
には多くは経口薬である。本研究でも投与経路は有
意な因子であった。しかし，近年では，骨粗鬆症に
適応のある注射薬が開発・販売されており，これら
の関連性については今後の検討課題であろう。
BMAの投与期間については，平均３７．５か月であっ
た。AAOMSの PP６）では，BP内服薬において，投
与期間が４年以上でARONJ の発生リスクが高くな
るため，注意喚起を行っている。注射薬での投与期
間について検討はほとんどないため不明であるが，
より短い期間での発症が予想される。
ARONJ の治療において，原因薬の治療的休薬は

表３ 解析結果
寛解の因子として，原因疾患・投与経路・原因薬の中止・外科療法の併用が抽出され

ている。

寛解群
N＝２１

非寛解群
N＝４９ P value

性別，男性／女性 ６／１５ ２１／２８ ０．２６０
年齢，平均 ７２．５±１０．２ ７３．０±１０．８ ０．８５６
部位，上顎／下顎／上下顎 ６／１５／０ １１／３２／６ ０．２３７
ARONJ ステージ
初診時０，１，２，３ １／２／１７／１ ２／１０／２８／９ ０．２３７
最大増悪時０，１，２，３ －／５／１１／５ －／９／２９／１１ ０．８４０
原因疾患，がん／骨粗鬆症／多発性骨髄腫 ５／１５／１ ３２／１５／２ ０．００２＊

投与経路，注射／経口／注射＋経口併用 ６／１４／１ ３３／１３／３ ０．００６＊

投与期間，月，平均 ４１．５±３２．６ ３２．９±１９．１ ０．１８０
原因薬の中止，あり／なし １５／６ ３０／１９ ０．０１０＊

治療方法，保存療法のみ／外科療法併用 ５／１６ ３６／１３ ＜０．００１＊

表４ ARONJ の原因疾患に関する報告
これまでわが国でのARONJ は，非がん症例が増加傾向にあるとされている。本研究では

４２．９％である。

発表者 報告年 対 象 症例数 非がんの割合
（%） 国

浦出４） ２００６ BRONJ ２８ ３２．１ 日本
Urade５） ２０１２ BRONJ ２６３ ３４．８ 日本
日本口腔外科学会６） ２０１２ BRONJ ４，７４９ ４７．７ 日本
Filleul７） ２０１０ BRONJ ２，４００ １１．０ 国外
Hayashida９） ２０１７ ARONJ ３６１ ４５．４ 日本

本研究 ２０１７ ARONJ ７０ ４２．９ 日本
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腐骨分離を促進するとされている１２）。Hayashida ら
の報告１０）によると，治療的休薬は有効で，予後リス
クを０．４６倍に減少させると報告している。本研究で
も治療的休薬は有効であることが支持された。治療
方法として，外科療法は良好であるとの報告が増加
している１，１２）。米国口腔外科学会６）やわが国の顎骨壊
死検討委員会３）による PPでは，ARONJ ステージ２
に対し，外科療法が考慮するとした２，１３）。骨露出部
には，残渣や細菌が停滞しバイオフィルムを形成す
るため，抗菌療法の効きにくい状態と考えられる１）。
そのため，細菌が沈着した壊死骨を減少させる外科
療法がより抗菌療法を有効にするとされている１４）。
本研究でも外科療法併用群が有意に良好な結果であ
り，外科療法の有効性が示唆された。今後は外科療
法の術式や，創の状態などについても詳細に検討し
ていく予定である。
ARONJ のステージは，臨床症状に即した分類と

なっており，治療法にも密接に関係している。特に
原因疾患ががんである場合，全身状態や生命予後に
より積極的な外科療法が適応にならない場合もあろ
う。ARONJ の治療の基本方針は，「患者のQOLの
維持」が挙げられており３），ARONJ ステージ２・３
の有症状を改善し，寛解もしくは無症状のステージ
１に改善させることが重要と考えられる。本研究
では，最終観察時に寛解が３０．０％，ステージ１が
２７．１％であり，全体の５７．１％であり，ARONJ の制
御は概ね良好であったと考えられる。しかし，ス
テージ３は１０％であった。これらの症例の原因疾患
は，全例がんであり，積極的な外科療法が困難で
あった症例であった。これらの症例には，より早期
からの歯科的介入が必要で，感染制御が重要と考え
られた。
しかし，いくつかの限界も見いだされた。①単施

設での検討であること，②BPとデノスマブは異な
る作用機序も持ち，BPは骨への長期間の残存が示
唆されるのに対し，デノスマブは直接的な破骨細胞
の分化誘導を抑え，不可逆的に作用すると考えられ
ているが，その差異が不明であること，③細菌叢に
ついて不明であること，④ARONJ の進展範囲を特
定することは困難であり，切除範囲について今後検
討する必要１５）があることが，挙げられた。これらに
ついては今後，症例数の蓄積とともに，前向き研究

についても検討していく予定である。
本研究により当院におけるステージングに基づく

ARONJ の治療，予後因子が明らかとなった。今後
は，症例数の蓄積とともに治療法に関する検討，ま
た発生リスク因子などについても検討していく予定
である。

結 語

ARONJ のステージングを用いた治療評価基準
は，予後評価として有用であることが示唆された。

本論文の要旨は，第５１回日本口腔科学会関東地方会（西暦
２０１７年９月３０日，新宿区）において発表した。

利益相反：本研究に関して，開示すべき利益相反状態は無い。

文 献
１）森川貴迪，柴原孝彦：BRONJ・ARONJ・MRONJ の現
状と課題．日歯医師会誌，６９⑽：９７７－９８６，２０１６．
２）森川貴迪，柴原孝彦：薬剤関連顎骨壊死の現状．日本歯
科評論，７７⑽：１１１－１１８，２０１７．
３）骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の病態と管理：顎骨壊死検討
委員会ポジションペーパー２０１６；顎骨壊死検討委員会．
［accessed２０１８-０１-３１］．https://www.jsoms.or.jp/medical
/wp-content/uploads/２０１５/０８/position_paper２０１６.pdf.
４）Japanese Allied Committee on Osteonecrosis of the
Jaw, Yoneda T, Hagino H, Sugimoto T, Ohta H, Takahashi
S, Soen S, Taguchi A, Nagata T, Urade M, Shibahara T,
Toyosawa S : Antiresorptive agent-related osteonecrosis
of the jaw : Position Paper ２０１７ of the Japanese Allied
Committee on Osteonecrosis of the Jaw. J Bone Miner
Metab,３５：８－１９，２０１７．
５）Wutzl A, Biedermann E, Wanschitz F, Seemann R,
Klug C, Baumann A, Watzinger F, Schicho K, Ewers R,
Millesi G : Treatment results of bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaws. Head Neck,３０⑼：１２２４－１２３０，
２００８．
６）Ruggiero SL, Dodson TB, Fantasia J, Goodday R,
Aghaloo T, Mehrotra B, O’Ryan F, American Association
of Oral and Maxillofacial Surgeons. : American Associa-
tion of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw-２０１４ Up-
date. J Oral Maxillofac Surg,７２：１９３８－１９５６，２０１４．
７）浦出雅裕，田中徳昭，嶋田 淳，柴田考典，古澤清文，
桐田忠昭，山本哲也，池邊哲郎，北川善政，倉科憲治，瀬
戸 一，福田仁一：ビスフォスフォネート投与と関連性が
あると考えられた顎骨骨髄炎ならびに顎骨壊死３０症例に関
する追跡調査 ２年後の現状について．日口外誌，５５⑾：
５５３－５６１，２００９．
８）Urade M, Tanaka N, Furusawa K, Shimada J, Shibata T,
Kirita T, Yamamoto T, Ikebe T, Kitagawa Y, Fukuta J :
Nationwide survey for bisphosphonate-related osteone-
crosis of the jaws in Japan. J Oral Maxillofac Surg, ６９：
３６４－３７１，２０１１．
９）Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons :

１８８ 森川，他：ARONJ の治療成績

― ２４ ―



BRONJ treatment related to Survey,２０１５edition.
［accessed２０１８-０１-３１］．https://www.jsoms.or.jp/medical
/wp-content/uploads/２０１６/０６/bronj_jsoms_２０１５１２.pdf.

１０）Filleul O, Crompot E, Saussez S : Bisphosphonate-induced
osteonecrosis of the jaw : a review of２，４００patient cases.
J Cancer Res Clin Oncol,１３６⑻：１１１７－１１２４，２０１０．

１１）Hayashida S, Soutome S, Yanamoto S, Fujita S, Hasegawa
T, Komori T, Kojima Y, Miyamoto H, Shibuya Y, Ueda N,
Kirita T, Nakahara H, Shinohara M, Umeda M : Evalu-
ation of the Treatment Strategies for Medication-Related
Osteonecrosis of the Jaws（MRONJ） and the Factors
Affecting Treatment Outcome : A Multicenter Retro-
spective Study with Propensity Score Matching Analysis.
J Bone Miner Res,３２⑽：２０２２－２０２９，２０１７．

１２）Rupel K, Ottaviani G, Gobbo M, Contardo L, Tirelli G,
Vescovi P, Di Lenarda R, Biasotto M : A systematic review

of therapeutical approaches in bisphosphonates-related
osteonecrosis of the jaw（BRONJ）. Oral Oncol, ５０⑾：
１０４９－１０５７，２０１４．

１３）柴原孝彦，岸本裕充，矢郷 香，野村武史：薬剤・ビス
フォスフォネート関連顎骨壊死MRONJ・BRONJ 最新
米国口腔顎顔面外科学会と本邦の予防・診断・治療の指針
第１版，クインテッセンス出版株式会社，東京，２０１６．

１４）Shibahara T, Morikawa T, Yago K, Kishimoto H, Imai
Y, Kurita K : National Survey on Bisphosphonate-Related
Osteonecrosis of the Jaw in Japan. J Oral Maxillafac
Surg,１８：３０３１２－３０３１４，２０１４．

１５）Otto S, Ristow O, Pache C, Troeltzsch M, Fliefel R,
Ehrenfeld M, Pautke C : Fluorescence-guided surgery for
the treatment of medication-related osteonecrosis of the
jaw : A prospective cohort study. J Craniomaxillofac Surg,
４４⑻：１０７３－１０８０，２０１６．

Treatment outcome of ARONJ in Tokyo Dental College Chiba Hospital

Takamichi MORIKAWA１），Megumi SHINGYOUCHI１），Mana KAWAKAMI１）

Masashi IWAMOTO２），Takahiko SHIBAHARA１）

１）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College
２）Department of Oral Pathobiological Science and Surgery, Tokyo Dental College

Key words : anti-resorptive agents-related osteonecrosis of the jaw : ARONJ, bisphosphonate : BP, denosmab,

osteoporosis

【Introduction】Currently，the number of ARONJ increase in Japan． However，the outcome of ARONJ
treatment is not clear． The stage of ARONJ has been classified according to the clinical condition，it is
simple and suitable for understanding the disease condition． Therefore，in this study，we examined the
outcome of ARONJ treatment based ARONJ stage clinically．
【Object】The ７０ patients diagnosed with ARONJ at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery，
Tokyo Dental College in Chiba，between April２０１２and March２０１５were selected．
【Result】At the time of first visit，the ARONJ stage of ０，１，２ and ３ were ３，１２，４５and１０cases．
At maximum exacerbation.，the stage of １，２ and ３ were１４，４０and１６cases． And at final follow-up，
remission and the stage of １，２，３ were２１and１９，２３，７ cases，respectively． As a result of factor
analysis of the remission group，no significantly difference was found between ARONJ stage at the time of
first visit and last final follow-up（stage at the time of first visit : p＝０．２３７，stage at the time of final follow-
up : p＝０．８４０）． Significant factors were primary disease（P＝０．００２），route of administration（P＝０．００６），
discontinuation of bone modifying agents（P＝０．０１０），combined surgical treatment（P＜０．００１）．
【Conclusion】For treatment of ARONJ，it was suggested that attention to causative primary disease，
discontinuation of bone modifying agents，and combined surgical treatment were useful．

（The Shikwa Gakuho，１１８：１８３－１８９，２０１８）
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