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糖尿病医療連携と糖尿病患者に対する歯周病治療

発 表 者 石田 佐智子 （岡山県：鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所）

共同研究者 澤田 弘一、山本 総司、平井 公人、荒木 麻友子、稲田 貴子、内田 浩恵、
高柳 亜由美、鷲尾 憲文、金盛 久展
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以上をまとめますと、口腔に関心がない施設

の意識変革を行うためには、口腔内環境や口腔

機能の変化による成功体験を実感させることが

必要であることが判りました。

このために、アプローチを行う側が目的達成

のための戦略を立て、どのように実行するかが

鍵となります。そして、キーパーソンへのアプ

ローチが重要であることが示唆されました。

今後もキーパーソン、施設職員との連携を密

に、口腔ケアの充実に努めたいと思います。
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糖尿病に関する医科歯科連携には、１．患者自身

によるセルフチェックリストを使用しての連

携、２．糖尿病主治医との連携、３．健康診断（特

定健診など）との連携があります。

今回は、２番により連携した症例です。
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患者は６３歳男性で、内科から紹介されました。

主訴は歯茎が弱っているようなので治療したい

とのことで来院しました。全身状態は、糖尿病

と高血圧および腎臓病に罹患していました。空

腹時血糖値は１７６、ヘモグロビン A１cは６．０、

BMI ２１．１でした。
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清掃状態は唇・頬側は比較的良好でしたが、歯

間部・口蓋側は不良でした。

右上臼歯部はブラッシング時痛みがあるため、

歯ブラシをあてることができず頬側に多量の歯

石が付着していました。

特に、左右下顎臼歯部の舌側に歯石が多くみら

れました。

４mm以上の歯周ポケット長の割合は８３．７％

BOPは７３．５％
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全顎的に水平的な骨吸収がみられ、局所では右

上臼歯部には垂直性骨吸収がありました。レン

トゲンで確認できる歯石は下顎前歯部、左下７８、

右上６７間でした。
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糖尿病治療薬として超速効型のインスリン製

剤、高血圧に対して降圧剤、腎臓病に対して、

血中の尿酸量およびカリウムを減らす薬を服用

していました。この薬剤の種類及び量は、歯科

治療の前後で変化はありません。
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空腹時血糖値は平成７年から現在まで正常値範

囲以上で推移しています。

ヘモグロビン A１cは平成７年から現在まで低

下傾向にあります。
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糖尿病の合併症である腎臓病の指標クレアチニ
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ンおよび尿酸値は正常値範囲以上で推移してい

ますが、低下傾向です。
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歯周病の知識がないために口腔内は不潔で PCR

９２．３％でした。

重度（インスリン療法）で長期（罹患期間２５年）

の糖尿病に罹患しています。

重度慢性歯周炎と診断しました。

よって、治療方針は、歯周病治療が糖尿病治療

の一環という動機を利用し、歯周病の病態に関

する知識を理解させ、感染源の除去を行うこと

としました。

i°ñ�B;»±?»<Î
=e²óZ\^

�ÖbR»±³?Z\^�
R;�?²¤.0^5

»<Î=e»´ñK�
ø1ù^

»µñY�>^

>�eÌ\\kl?¨
¶¤?ø��

<ÎF=I��².Z^ñEK;L�

ブラッシング指導では、個別箇所の歯周組織の

状態に合わせて行いました。一例では、右上臼

歯部の方法です。この部位はブラッシング時痛

がありましたので、根尖部方向の歯肉に歯ブラ

シを軽くあてて、歯ブラシを歯冠部へ移動させ

ました。そして、歯頸部で止めて、毛先を立て

て前後に小刻みに動かすよう指導しました。
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歯周基本治療を行った後、再評価後、全顎にお

いて SRP、歯周外科処置を行いました。

全顎的にプラーク量は減りました。

そして、右上臼歯部のブラッシング時の痛みは

なくなりました。上下臼歯部の歯間部と下顎前

歯部の歯間部にプラークが少量残存していたの

で、再度歯ブラシの当て方の確認を行いました。

��ù?»º°»?Ä¼.0\z\'��&'()*+,-./�%

�IJ�IYIìYz^»ÔRvóv�34

全顎的に歯槽骨頂に白線が出てきて、歯周組織

の安定がはかられました。

レントゲンで確認できる歯石はなくなりました。
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歯周ポケット長および BOPは初診時と比較し

て改善しました。
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治療方法によるメインテナンスの違いを説明し

ます。

前歯部では審美性を考慮して「切除療法」では

なく「掻把」を治療方法として選択しています

ので、治癒形態は、長い上皮付着であり、再発

・退縮しやすいため、再発予防には、より厳格

なプラークコントロール、退縮予防にはブラッ

シング圧のコントロールを行っています。

一方、臼歯部においては「切除療法」を選択し

ています。

再生療法は、糖尿病患者の場合感染しやすい宿

主ですので、選択していません。
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糖尿病が軽度の場合、通常、歯周病治療での腫

瘍壊死因子（TNF−α）を低下させることでイン

スリン抵抗性が改善し、血糖値のコントロール

が改善します。

しかし、本患者は糖尿病の進行は重度（インス

リン療法）で長期（２５年）に罹患していますの

で、歯周病治療での血中細菌量の低下⇒化学物

質(IL６）の減少、炎症性タンパク質(CRP)の減

少から、心臓病疾患のリスク低下および合併症

のリスク低下がはかられることを期待します。

合併症の腎臓病に対しては、血中炎症性タンパ

ク質の低下が、クレアチニン・尿酸値を安定さ

せ、腎臓病悪化阻止に一助となることを期待し

ます。
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糖尿病患者は、食事療法、運動療法および薬物

療法など多くの治療や指導をすでに受けてお

り、毎日ストレスを抱えながら生活しています。

これに歯周病治療が加わり、治療後の疼痛は大

きな負担になります。

このことを意識したうえで、少しでも負担を和

らげるように言葉がけを行い、日々の体調を考

慮しながら治療を行っていくことが必要である

と思います。
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