地域の医療行政












となどを報告。新年度は、
日常診療経験交流会への
積極的な参加や「よりよ
く食べるはよりよく生き
る」パンフレットを活用
した住民健診・健康教室
の開催など、医科歯科連
携や住民・患者との対話
を進めることを確認した。
記念講演では、大前氏
が口腔粘膜疾患を①白色
病変②発疹③隆起性病変
④形態表面異常⑤感覚・
神経異常⑥潰瘍・びらん
⑦着色
に分類し病変
の特徴と対処法を詳しく
解説した。また、感染性
心内膜炎予防で口腔外科
での処置が望ましいケー
スを紹介しながら、口腔
外科との連携を訴えた。

口腔軟組織疾患

住民・患者との
対話を進める
記念講演



堺・高石・和泉地区は
３月 日、堺市内で総会
を開き、活動のまとめと
方針、予算案を承認し、
地区役員･評議員を選出。
地区責任者に下井戸昭介
氏を再任した。また、泉
州地区（準）と共催でりん
くう総合医療センター歯
科口腔外科部長の大前政
利氏を招き「口腔内軟組
織疾患の診断と処置」を
テーマに記念講演を開い
た。 人が参加した。
総会では、診療報酬の
不合理是正を求めて堺・
泉州方面から６人が上京
した取り組みや、乳幼児
の医療費助成拡充で岸和
田･泉南･阪南各市が対象
年齢を１歳引き上げたこ










す―歯と骨を含めた硬組
織の再生―」について話
した。
米田氏は、大阪大学大
学院歯学研究科が、歯学
研究科単独として唯一
世紀ＣＯＥプログラムに
採択され、そのプログラ
ムにおいて歯科医学研究
の発展、歯科医療の進歩
に貢献していくための研
究プロジェクトを推進し
ていると述べた。
その中で、最も力を結
集しているのが歯と骨を
含む硬組織の再生プロジ
ェクトである。歯槽骨の
再生については動物実験
で成功しており、４～５
年先には臨床応用される
という見通しを示した。
米田氏の骨の知識につい
ての講演は分かりやす
く、今後の研究プロジェ
クトに対して大いなる期
待を抱かせるものであっ
た。（吹田・平川光彦）




病診連携

改善を目指す
記念講演

をテーマに、自院の病診
連携や診療内容を紹介し
た。
病院歯科の役割とし
て、入院管理を要する疾
患、外来小手術、腫瘍・
粘膜疾患、外傷などの処
置があると、スライドで
症例を解説した。入院患
者の口腔ケア等が入院期
間の短縮に寄与するとし
て、「患者のため、症状
が悪化する前に早めの紹
介をお願いしたい」と締
め括った。



東西南地区総会・記念講演

「本音で語る 今視ること、
これから走る方向」

日時
会場
講師
会費

４月８日（日）午前 時～午後 時
人
保険医会館
定員
吉永勉氏（生野区開業）
会員無料、未入会者１万円

４月度生涯研修

「高齢者歯科医療マニュアル」

分

日時 ４月 日（日）午前 時～午後１時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 田中義弘氏（神戸市立中央市民病院歯科部長）
定員 １００人
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

大阪府保険医協同組合第

今、日本の政治

回定期総代会・記念講演

「 世紀の日本を洞察する
に求められるもの」

日時 ５月 日（土）午後２時 分～４時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 森田実氏（政治評論家）
定員 １００人
会費 無料

回定期総会・記念講演

「豊かな脳を育てる食脳学」

第

3
0

分

1
0

達すると助成対象外にな
るので改善を目指した
い」と抱負を述べた。会
員 人が参加した。
記念講演は、八尾徳洲
会総合病院の占部一彦歯
科口腔外科部長が「病診
連携と病院歯科の役割」

役員体制などを確認



硬組織の再生



記念講演



案し、承認された。
記念講演は、米田俊之
氏（大阪大学大学院歯学
研究科生化学講座教授）
が「骨の知識を歯に生か



北大阪地区は総会を３
月 日、豊中市内で開き、
平川光彦地区責任者が地
区活動の報告と予算案、
次年度役員などを報告提


1
0

1
2

東大阪・八尾・柏原地
区は総会を３月 日、八
尾市内で開いた。
総会では、活動のまと
めと方針、決算と予算案
を承認し、地区役員・評
議員を選出した。地区責
任者に中山興之氏を再任
した。活動方針は、医科協
会などと連携を強めて地
域医療行政の改善、地域
住民の健康保持と医院活
性化へ向けた健診・健康
教室に取り組むことのほ
か、講習会の日程などを
確認した。
中山氏は、「東大阪・
八尾の乳幼児医療費助成
制度の対象年齢は低く、
歯の治療に必要な年齢に


もあります。問診で骨粗
鬆症の薬を服用している
場合には必ず薬を確認し
て、ＢＰ系薬剤なら口腔
外科にご紹介ください。
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第３回日常診療経験交流会

日時 ５月 日（日）午後 時 分～２時 分
会場 三井アーバンホテル大阪ベイタワー（地下鉄
中央線「弁天町」駅またはＪＲ環状線「弁天
町」駅から徒歩３分）
定員 ２００人
講師 大島清氏（京都大学名誉教授・生殖生理学専
攻、医学博士）
会費 会員無料、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

4
0




※協会行事などを本紙で報道するため、講習会などの写真で
個人が特定されることがありますが、趣旨をご理解の上、
ご了承ください。また、講習会でのビデオ撮影や録音はお
断りします。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です

定員
内容

日時 ６月 日（日）午前９時 分～午後４時
会場 三井アーバンホテル大阪ベイタワー（地下鉄
中央線「弁天町」駅またはＪＲ環状線「弁天
町」駅から徒歩３分）
２００人
午前・分科会（午前９時 分～ 時 分）
午後・シンポジウム（午後１時～４時）

30

フロモックス錠の副作用
に「劇症肝炎」を追加
感染症の治療薬として
使われている塩野義製薬
の抗生物質「フロモック
ス錠」（塩酸セフカペン
ピボキシル）添付文書の
副作用欄に「劇症肝炎」
が追加された。これは厚
労省が２月 日付の医薬
品・医療機器等安全性情
報でフロモックス錠と因
果関係が否定できないも
のとして劇症肝炎を報
告、塩野義製薬に、副作
用の追加を指示したも
の。



1
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1
2

2
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注射剤

科に受診す
るように注
意してくだ
さい
と
いう情報を
出しまし
た。
一度顎骨
壊死が起こ
ると、効果
的な治療法
が現在確立
しているわ
けではあり
ません。原
経口剤
因菌の同定
は不可欠で、間欠的もし
くは継続的抗生剤治療が
有効となる場合がありま
す。壊死組織を可及的に
小さな範囲で実施し、血
行不良の顎骨を血行のよ
い粘膜で覆うか保護床で
防護すると効果的な場合

4
0

21

48

0665687731
0665680564

電
話
ファクス

お申し込みは

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

2
4

骨粗鬆症

4
0

30

骨粗鬆症
骨ページェット病
大日本住友製薬
脊髄損傷後、股関節形成術後
における異所性骨化の抑制

1
2

11

ダイドロネル

腫れ・骨の露出などの異
常がある場合は、ＢＰ系
薬剤を処方された医師に
ご相談ください③抜歯等
の侵襲的治療を行った場
合、治療後の患者のケア
を十分に行ってくださ
い。直ちに歯科・口腔外

2
2

堺･高石･和泉地区

悪性腫瘍による高カルシウム
血症
ノバルティスフ
多発性骨髄腫による骨病変
ァーマ
固形癌骨転移による骨病変

1
0
5
0

30

オンクラスト
万有薬品
悪性腫瘍による高カルシウム
テイロック
帝人ファーマ
血症
ビスフォナール
アステラス製薬

2
5

万有薬品
帝人ファーマ
味の素
武田薬品工業

フォサマック
ボナロン
アクトネル
ベネット

製造販売

2
1

ゾメタ



粗鬆症患者に、一般
的な内科のクリニッ
クで処方されるよう
になりました。これ
らの錠剤は注射薬よ
りは容量は少ないも
のの、海外では同様
の副作用が稀に報告
されています。そし
て阪大でも１例の顎
骨壊死が見られまし
た。抜歯処置からの
発症ではなく、歯槽
膿漏から骨壊死でし
た。
厚生労働省は 年
月に経口剤でも稀に起
こることを発表し、ＢＰ
系薬剤投与を受けている
場合には、①抜歯等の侵
襲的歯科処置はできるだ
け避けてください②歯科
処置が必要な場合、 ま
た、顎のしびれ・痛み・

アレディア



0
1

悪性腫瘍による高カルシウム
ノバルティスフ
血症
ァーマ
乳癌の溶骨性骨転移



1
4

0
4

適応症

ビスホスホネート系薬剤投与中
患者における歯科処置について

０例に顎骨壊死が報告さ
れました。阪大口腔外科
１（制御系）においても
３例認められ、国内第１
例目を報告いたしまし
た。
さらに経口薬（表）が
年から骨粗鬆症の適応
を承認され、約１０００
万人と推定されている骨

国内で販売されているＢＰ系薬剤一覧

1
7

大阪大学歯学部付属病院 口腔外科１（制御系） 大倉正也准教授

0
2

0
5

骨粗鬆症の治療薬として知られているビスホスホネート系薬剤（ＢＰ系薬
剤）の副作用として、顎骨壊死・顎骨骨髄炎の発現が報告されている。多くは
癌患者に投与されているが、骨粗鬆症の患者にも経口投与されている場合もあ
る。歯科医院での抜歯など局所感染が伴う処置にはご注意いただきたい。投薬
中の患者における歯科処置について、大阪大学歯学部付属病院口腔外科の大倉
正也准教授に解説いただいた。

1
1

0
5

製品名

1
1

北大阪地区
1
8

東大阪･八尾
･柏 原 地 区
患者数は急速に増大しま
した。
この結果、市販後調査
により、 年９月の段階
で、２０３７例の投与患
者に対して 例の顎骨壊
死を含む顎関連事象の発
現が認められました。海
外でも ～ 年に投与を
された２９０万人中６１

0
6

各地区で総会 方針･役員決める

ビスホスホネート（Ｂ
Ｐ）系薬剤は骨吸収抑制
剤で、日本では１９９４
年悪性腫瘍による高カル
シウム血症の治療薬とし
て発売され、 年 月に
乳癌の溶骨性骨転移への
適応が承認され、 年に
は固形癌骨転移による骨
病変にも承認され、投与

1
2

医科連携や地域への視点強調
0
4

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（３） 2007年4月5日




