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◆ビスフォスフォネート(BP)剤による顎骨壊死の発生率は、経1投与の場合は0.61～ o.34%程度と

みられていたベ アメリカの専門誌に発表された新しい疫学的調査によると、4%に上ることが分かった。

従来の発隼率は自発報告をもとに算出していたのに対し、同調葺はBP剤服用者全例のメディカルコー

ドを調査している。BP剤投与はこれまで以上に慎重な判断が求められる。

ビス フォス フォネー ト剤 (BP剤 )に よ

る顎骨壊死 (BON」)の 問題で、経口投与

におけるBONJの発生頻度は、従来は 0.01

～ 0.04%、 投与中に抜歯 した場合で 0.09～

0.34%と み られていたが、The」 ournal of

American Dental Association(JADA)の 1

月号に掲載された新 しい疫学的調査結果
D

によると、発生率は4%に上ることが分かっ

た。これまでの疫学的発生率は、自発報告を

元に算出していたのに対 し、同調査は母集団

であるBP剤服用者全夕1の メディカルレコー

ドを調査しており、注目すべきである。

報告によると、 USC sch001 0f Dentisryに

おける患者のメディカルレコー ド13,730人

分を調べたところ、Alendronate(商 品名 :

フォサマ ック、最 も広 く使われている内服

薬)服用者 208人 のうち66人 (31.7%)に

抜歯経験があった。そのうち4人に抜歯後に

BON」 が発症。抜歯以外に義歯性潰瘍によ

るBON」 が 5人存在している。Alendronate

を服用 していない 13,522人 のうち 4,384人

(32.4%)に おいて抜歯経験があるが、その

中に一例も顎骨壊死は確認されなかった。こ

のことから、この文献での顎骨壊死は、疑い

なくBP剤 による顎骨壊死と判断され、抜歯

経験があった場合、66人 中4人の発生頻度

であったと考えられる。また、Alendronate

服用患者 208人 中に 9人 (発生率約 4%)
BONJが発症したことになる。抜歯の歯科治

療を受けた患者も30%以上存在することか

ら、BP剤服用患者に歯科治療を避け続ける

ことは不可能であろう。

一方、現在最も引用されるBON」 の発生

率として、オース トラリアで大規模に行わ

れ、2007年 に発表された調査報告のがある。

Alendronateに おいては、抜歯経験のある場

合、BONJ発生率は最大で296人あたり1例

(0.34%)と算出している。
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これは 2003年 から2005年 の調査期間中に、

オース トラリアで自発報告された 158例 (静

脈内投与を含む)か ら算出したものと、南オー

ス トラリア州のみで報告された 25例 を基に

算出した結果である。その間に投薬された患

者数は、大まかに 280万 人と想定しているが、

根拠は明らかでない。その中から骨粗祗症の

患者数を算出し、経口投与されている患者数

は304,900人 としている。

南オース トラリア州においては、62.5%が

歯科受診を経験しており、そのうち15.4%が

1本以上抜歯されているため、人口の9.6%

に抜歯経験があったと判断して、抜歯経験

のある骨粗暴症患者数は、29,270人 としてい

る。その中から、Alendronate服 用患者数を

算出し、最終的に抜歯経験のある骨粗承症で

Alendronateを 週 1回服用している患者にお

けるBONJの発生率を算出したものであり、

著者も「正確な服用者数をもとめるのは容易

でない」と書いている。

AIcia Aultが 2008年 に発表した記事ので

は、BP剤 を長期間経口投与された患者の

BONJ発生率は 1,700人 あたり1人 と報告し

ている。ニュース記事のため詳細に報告され

ていないが、歯科治療の経験を含むアンケー

ト調査で、8,568人の服用患者から回答があ

り、そのうち6,402人はBON」 なしと判断さ

れたが、2,CXXl入 以上に何らかの症状が認め

られた。そのうち 1,000人 について歯科医に

よる診査が行われ、BONJ 8例、疑いあり9

例が確認された。

よって発生率 0.2%と なるが、「8週間以上

症状が続いている」などBONJの定義に見

合うものだけを抽出して、最終的に 1,700人

あたり1例 (0.057%)と した。

アメリカ歯科医師会が 2006年に発表した

発生率。は、AlendrOnateに よって 170例、

Risedronate(商 品名 :ア クトネル、ベネット)

によって 12例、Ibandronate(商品名 :ボニ

バ、日本では現在臨床試験中)に よって 1例

で、この副作用報告があった総数と大まかな

服用患者数を基に 10万人あた り0,7人 と計

算された。当時は副作用について広 く認知さ

れておらず、症状を見逃したり、薬 剤による

ものと認識せずに報告しなかった例も多 くあ

ると考えられる。いずれも、自発報告やアン

ケー ト、製薬会社からのデータを基にしてお

り、症状に気づかない例や、患者が正しく服

用 していないことも考えられる。

日本において、製薬会社に問い合わせたと

ころ、AlendЮnate(フ ォサマック、ボナロ

ン :2001年発売)に おける顎骨壊死 。顎骨

骨髄炎の自発報告例は万有製薬 (20C19年 8

月末時点)と 帝人ファーマー (同)を合わせ

て 305例、Risedronate(ア クトネル、ベネッ

ト:2002年発売)は、武田薬品工業 (2009

年 8月 末)と エーザイ (2009年 1月 末)を

合わせて 117例、E」dronate(ダイ ドロネル :

1990年発売)は大 日本住友製薬 (20∞ 年 7

月末)に 6例報告されている。これらの数字

から発売開始後わずか 7、 8年でこの報告数

は、個人的意見として非常に急速であるよう

な気がする (Alendronateにおける症例報告

は 2006年 において世界で 170例 だけ)。 日本

人息者の場合、歯周疾患の罹患、糖尿病の穫
‐

患率が高いため、よりいっそう発症しやすい

かもしれない。

最後に、現在発売されているこれらのBP

剤は 1990年代に発売され、まだ作用機序も

はっきりしていないため、これからも違った

タイプの副作用 も報告されて くる可能性 も

ある。事実、食道癌 との関係 も2009年度の

The New English Journa1 0f MedicineD で

示唆されている。患者に歯がある以上、歯科
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治療を一生受けずに済ませることは不可能で

あり、また歯牙欠損して義歯を装着し義歯性

潰瘍、インプラントにおいてもその危険が付

きまとってしまう。また、患者の年齢ととも

にいろいろ併発する疾病も増えてきて、ステ

ロイドなどの免疫に影響する薬剤を併用して

くることも考えられ、より発生しやすくなる

かもしれない。緊急を要する歯科疾患もあり、

休薬を術前に行うことが困難な場合が考えら

れる。日本の場合、大多数は閉経後の骨粗柩

症患者にBP剤投与されているようであるが、

これまで以上に慎重に判断してほしい。内科、

整形外科などBP剤 に関係されている医療従

事者と何かの機会に意見交換ができれば幸い

である。
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