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糖尿病を有する歯周炎患者の包括歯科治療に必要な多職種連携
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抄録：糖尿病を有する歯周病患者の治療に当たっては，口腔はもとより内科における治療や患者の生活背景まで考慮した包括歯
科治療が必要である。しかし年齢や病態，さらに患者の生活モデルに寄り添った総合的な糖尿病治療についての情報は限られて
いる。大規模なコホート研究では厳格な血糖コントロールは網膜症，腎症および神経障害のリスクを減少させる効果が認められ
たが，脳梗塞や心筋梗塞に対しては十分な抑制効果は得られていない。高齢の糖尿病患者では筋肉量の低下に伴い，活動が低下
して抑うつや認知症などの精神心理的な問題を引き起こし，さらに食欲・食事摂取量の低下などをもたらすフレイルティ・サイ
クルに陥りやすい。歯周治療は糖尿病患者のインスリン抵抗性を改善し，咀嚼機能を回復させるが，高齢者では多数歯欠損の患
者も多く，治療は複雑で選択肢も多岐にわたる。糖尿病・歯周病のような慢性疾患は，生活者にとってストレスの一つとなり，
患者が効果的に医療を享受するためには，治療とともに生活や人生をサポートする視点が必要となる。超高齢社会における糖尿
病患者の包括歯科治療を実現するためには，65 歳までは生活習慣病対策，75 歳からはサルコペニア・フレイル対策に重点をおく
など年齢と病態を考慮した上で，アドバンス・ケア・プランニングに基づく内科の医師や，ソーシャルワーカー，ケアマネ
ジャーなどとの多職種連携が有効である。
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包括歯科医療

に医療を享受するためには，治療とともに生活や人生

言

をサポートする視点が必要となる。多職種支援体制に

日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会によ

おいては，糖尿病療養指導士のような医療者に加え心

るガイドラインでは高齢者の特徴や健康状態にあわせ

理・社会・経済的側面から支援するソーシャルワー

た血糖コントロール目標を設定しており，高齢者では

カーが，慢性疾患患者と家族，介護関係者に対する

若年者と異なる基準で治療を行うことが推奨されてい

外来での受診・受療援助を強化することが望まれて

る（表 1）。2011 年より過剰医療の抑制と適正化を目

いる。

的として，エビデンスに基づいて不要な医療を検討す

厚生労働省の「人生の最終段階における医療の決定

る Choosing Wisely が提唱されたが ，その推奨にお

プロセスに関するガイドライン」で医療・ケアチーム

いても高齢者の糖尿病に対して避けるべきこととし

の対象に介護従事者が含まれることを明確化している

て，標準的な血糖コントロール，ノンアドヒアラン

にも関わらず，年齢や病態，さらに患者の生活モデル

ス，薬物の相互作用，低血糖および栄養不良が挙げら

に寄り添った総合的な糖尿病治療について言及される

れており，歯科医師，薬剤師を含む多職種の連携に

ことは少なく，必要十分な治療を行うための情報は限

よって取り組むべき内容が提示されている（表 2）2）。

られている。本稿では超高齢社会において糖尿病を有

一方で若年期において厳密に血糖や血圧のコントロー

する歯周病治療に対して包括歯科医療を行うための多

ルを行うことが，合併症の防止につながる，いわゆる

職種連携について考察を加える。

1）

レガシー効果があることも示唆されている 。糖尿病
3）

患者では歯周病が重度であり，また歯周病は糖尿病患

1．厳格な血糖コントロールの意義とそのリスク

者の血糖コントロールを困難にすることから，歯周病

糖尿病の合併症は網膜症，腎症および神経障害とい

と糖尿病は相互に影響を与えることが注目されてい

う細小血管障害，心筋梗塞，脳梗塞，閉塞性動脈硬化

る。糖尿病・歯周病のような慢性疾患の患者が効果的

症（ASO）が知られている。糖尿病の診断基準であ
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表 1

①認知機能正常かつ
② ADL 自立

なし
重症低血糖
が危惧され
る薬剤

あり

2021年

高齢糖尿病のコントロール目標（HbA1c 値）

カテゴリーⅠ
患者の特徴・
健康状態

日総歯誌

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅢ

①軽度認知障害〜軽度認
知症または
②手段的 ADL 低下，
基本的 ADL 自立

①中等度以上の認知症
または
②基本的 ADL 低下または
③多くの共存疾患や機能
障害

7.0％未満

8.0％未満

8.0％未満（下限 7.0％）

8.5％未満（下限 7.5％）

7.0％未満
65 歳以上
75 歳未満

75 歳以上

7.5％未満
8.0％未満
（下限 6.5％）（下限 7.0％）

高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017 より引用

表 2

高齢の糖尿病患者で注意すべき項目

避けるべきこと

課題

対策

1

標準的な代謝目標

個別のゴールを設定

American Geriatric Society 2013 for improving
the care of old adults with diabetes

2

ノンアドヒアランス

アドヒアランスの確認

服薬日記，リマインダーシステム，介護者，
処方の単純化

3

薬と病気の相互作用

併存症の確認

National guidelines on diabetes

4

低血糖

患者の機能に合わせた代謝目標

フレイルスケール

5

栄養不良

メトホルミンの代替処方

栄養の評価

Dovjal P. Wien Med Wochenschr 2016；166：166‑172.

る HbA1c 6.5％という基準は糖尿病網膜症の頻度で決

依然として一般人との間の寿命の差が存在する8）。

定されている。糖尿病薬は SU 剤，メトフォルミンが

厳格な血糖コントロールの意義とそのリスクについ

1960 年以前より使用され，1973 年に MC インスリン

ては，UKPDS や ACCORD9） などの大規模コホート

が導入されたがそれ以降しばらく大きな変化は無かっ

研究で血糖コントロールを厳格に行う強化療法群と，

た。1990 年代に入ってαグルコシダーゼ阻害剤，グリ

より緩やかに行う標準療法群との間で糖尿病の合併症

ニドが開発され，さらに 2000 年代からはインスリン

が発症するリスクの比較がなされた。UKPDS3310）に

グラルギン，DPP4 阻害薬，GLP-1 アナログ，SGLT2

おいては強化療法が細小血管障害を 12％低下させた

阻害薬と多くの薬が使用可能になった。日本人の糖尿

のに対し，大血管症では有意差が認められなかった。

病患者の平均 HbA1c を経年的に診ると 2002 年から

しかし UKPDS33 終了後に対象者をさらに 10 年間追

2018 年まで 1 型糖尿病患者も，2 型糖尿病患者もとも

跡した UKPDS80 においては強化治療群で細小血管障

に緩やかに下降しており，血糖コントロールが改善さ

害だけでなく心筋梗塞や死亡者が減少していた。この

れていると考えられる4）。2015 年の統計では糖尿病網

ことは強化療法を行うことで後の合併症を減少させ

膜症は視覚障害の 1 位，2 位の座を緑内障，網膜色素

る，いわゆるレガシー効果として知られている3）。さ

変性症に譲り，3 位となっている 。糖尿病性腎症に

らに ACCORD 研究では高リスクの糖尿病患者を強化

よる透析導入の増加も鈍ってきており，血糖コント

療法群とコントロール群に分けて観察している。研究

ロールの改善に伴い，細小血管障害は確実に減少して

開始 1 年後の HbA1c は強化療法群で 6.4％，標準療

いる。HbA1c が 1％低下するごとに細小血管障害が

法群で 7.5％であったが，強化療法群で死亡率が高

35％減少するという報告や6），HbA1c が約 0.2％低下

かったため，予定よりも 17 か月早く試験は中止され

すると死亡リスクが約 10％減少するという報告もあ

た。このことから，HbA1c の値が同じであっても，

る7）。しかし糖尿病患者の平均寿命を一般人と比較し

食後に血糖値が急激に上昇する（グルコーススパイク

てみると，1970 年から 2010 年代まで一貫して男女と

が起こる）患者では，空腹時血糖と食後血糖の変動が

も 10 年ほど短くなっており，この間に糖尿病患者で

大きく，変動の少ない患者よりも血管の障害が大きい

は血糖コントロールが改善されているにも関わらず，

と考えられるようになった。

5）
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糖尿病は認知症のリスク因子であり，アルツハイ

産生されるため，肥満者ではインスリン抵抗性が認め

マー型認知症発症のリスクが約 1.5 倍になることが報

られる。従って糖尿病治療における適切な食事指導を

告されている 。久山町研究で脳を剖検した所見によ

支えるためには補綴治療を中心とした咀嚼機能の回復

れば，HOMA-R が高いほどアルツハイマー病の所見

も重要である20）。糖尿病患者の歯周治療では歯周病に

であるアミロイドβの沈着が認められている。また重

よる炎症の改善と，歯の保存と咀嚼機能障害の改善に

症の低血糖で認知症発症が増加することが報告されて

よる健康的な食生活の確立という 2 つの側面から血糖

いる 。1980 年から 2007 年までの北カリフォルニア

コントロールの改善を目指すことが重要である（図 1）
。

の統合ヘルスケア提供システムのメンバーである 2 型

一般的に糖尿病患者の歯科治療では抜髄や抜歯を含

11）

12）

糖尿病患者 16,667 人（平均年齢 65 歳）を対象とした

め確実に感染を除去することが必要とされている

縦断的コホート研究では，低血糖発作を 1 回以上経験

21）
。糖尿病を有する重度歯周炎患者に対しては
（表 3）

した人では 1.44 倍（1.25‑1.66），3 回以上経験した人

歯周基本治療に加えて歯周外科治療や咬合機能回復が

では 1.94 倍（1.42‑2.94）に認知症発症リスクが増加

必要となるため，治療をどこまで行うべきであるか難

しており，重症低血糖で認知症発症が増加することが

しい選択を迫られることも少なくない。日本歯周病学

明らかとなっている13）。

会の糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン第 2 版

超高齢社会を迎えた日本では糖尿病，肥満，高血圧

においては，糖尿病を有する重度歯周炎患者に対して

などの生活習慣病を有する高齢者が増加している。高

は抗菌療法の併用が推奨されている。また歯周組織再

齢の糖尿病患者では食後高血糖や低血糖を起こしやす

生療法やインプラント治療については血糖コントロー

く14），低血糖に対する脆弱性を有すること，腎機能が

ルが不良な患者では推奨されないと結論づけられてい

低下し，薬物相互作用の影響を受けやすいこと，認知

る22）。また SPT の間隔を短くすることが推奨されて

症・認知機能低下，うつ，サルコペニアなどの老年症

いる22）。歯科治療の際は高血糖だけでなく，低血糖リ

候群をきたしやすいことなどが知られている。

スクも問題であり23），特に高齢者に対しては服薬状況

日本糖尿病学会のガイドラインにおける血糖コント

などを考慮した配慮が必要である（表 3，4）。Euro-

ロールの目標は，可能な限り正常な代謝状態を目指すべ

pean Federation of Periodontology（EFP）と World

きであるとされている。罹病期間が短い若年者で，並存

Heart Federation（WHF）のコンセンサスレポート

疾患や血管合併症が無い場合は，治療開始後早期に良好

では心臓血管疾患を有する患者に対しても非外科的

な血糖コントロールを達成・維持することで長期予後の

歯周治療は必須とされており24），糖尿病患者におい

改善が期待できることから，より厳格な管理を目指すこ

ても歯周基本治療はリスクに配慮した上で行うべきで

とが推奨されている。その一方で高齢者に対しては日本

ある。

糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会によるガイド

図 1 〜 5 は 2 型糖尿病患者を有する慢性歯周炎患者

ラインで高齢者の特徴や健康状態にあわせた血糖コント

である。血糖コントロール不良のため北海道医療大学

ロール目標を設定しており，若年者と異なる基準で治療

病院の内科に紹介されて，2007 年 8 月より入院治療，

15）
。
を行うことが求められている（表 1）

次いで 2010 年 4 月から歯科治療が行われた（図 2 〜 6）
。
内科治療によって HbA1c は約 4％低下し，歯科治療

2．超高齢社会における糖尿病患者の歯周病治療
日本では 8020 運動に代表される歯を保存するため
の努力によって多くの高齢者が無歯顎を免れるように

開始時には血糖コントロール状態は大幅に改善してい
たため（表 5），歯科治療は問題なく行うことができ
る状態であった。

なった。しかし高齢者の残存歯の多くは歯周病に罹患

歯科における初診時の問題点としては，上顎右側の

しており，歯周治療を必要とする高齢者は年々増加し

ブリッジの支台歯である第 2 大臼歯で脱離してう蝕と

ている16）。これまでの研究から糖尿病患者では歯周炎
が重度であること，歯周炎患者は糖尿病を発症するリ
スクが高く17），糖尿病患者に対して歯周基本治療を行
うことで HbA1c が約 0.4％低下することが明らかに
なっている18）。TNF-αなどの炎症性サイトカインは
インスリン抵抗性を引き起こすため，歯周治療による
炎症のコントロールは炎症性サイトカインの低下を介
してインスリン抵抗性を改善させることで血糖コント
ロールを改善すると考えられる。実際に歯周基本治療
によって CRP が約 50μg/dL 低下することも報告さ
れている 。炎症性サイトカインは脂肪組織で多量に
19）

図 1 糖尿病と歯周病の関係
Nagasawa T, et al. Int Med 2010；49：881‑885. より改変引用
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表 3

日総歯誌

2021年

糖尿病患者の歯科治療に関する注意事項

A
Analgesics（鎮痛剤）

SU 剤を服用している場合にアスピリンやその他 NSAIDs
の服用で低血糖が悪化する恐れがある。

Antibiotics（抗生剤）

抗生剤の服用は通常不要。侵襲的な治療が必要で，空腹時
血糖が 200mg/dL 以上のコントロール不良の糖尿病患者で
は抗生剤の投与を考慮する。感染のコントロールは，切開
と排膿，抜歯，抜髄，洗浄，抗生剤など徹底して行う。

Anesthesia（麻酔）

コントロール良好な糖尿病患者では麻酔に問題はない。高
血圧などの問題がある場合 1：100000 エピネフリン含有
カートリッジ 2 本までにすべきである。

B
Bleeding（出血）

SU 剤の副作用でまれに血小板減少が認められる。

Blood Pressure（血圧）

糖尿病は高血圧を伴うことが多いので血圧をモニターする。

C
Cardiovascular（心臓血管）

心臓血管系の状態を確認する。ベータ遮断薬は SU 剤服用
者の低血糖を悪化させる可能性がある。

D
Devices（端末）

インスリンポンプを装着している患者では正しく作動して
いるか確認する。

Drugs（薬剤）

歯科治療の予約の際に通常通りの食事とインスリン投与を
行うことを指示する。

E
Equipment（装置）

血糖値を確かめるためにグルコメーターを使用する。

治療中に低血糖発作がおきた時には歯科医師やスタッフに
Emergencies / urgencies（緊急） 知らせるよう患者にアドバイスしておく。低血糖時に与え
るグルコースを準備する。
F
糖尿病患者では定期的な通院によるフォーローアップが必
要であることを患者にアドバイスする。疾患の進行がない
か口腔病変の変化をモニターする。歯周疾患の悪化は血糖
コントロールの悪化と関連している。

Follow-up

外科処置に関する注意
1．外科処置後の食事に関して内科医に相談する。
2．糖尿病のコントロールが不良な場合適切な応急処置のみを行い，内科医と相談する。コ
ントロール不良例 ：空腹時血糖＜ 70mg/dL あるいは＞ 200mg/dL，心筋梗塞後，腎疾
患，不整脈，うっ血性心不全，心臓血管系のイベント，不安定狭心症，血圧＞ 180/110，
高齢，＜ 4 metabolic equivalents
3．患者に急性症状がある場合すぐに来院，症状がない場合は通常の来院を求める。
DENTAL MANAGENENT of the Medically Compromised Patients 8th ed より改変引用

表 4
機序

インスリン抵抗性改善

薬剤

高齢者における注意事項

メトホルミン

高齢者でも心血管死亡を減少させる可能性がある。乳酸アシドーシスは極めて
稀であるが，75 歳以上ではより慎重な判断が必要で定期的に eGFR を用いた
腎機能評価，消化器症状，水分接収，体重などをモニターして使用する。

チアゾリジン薬

インスリン分泌促進

心不全や骨折のリスクに注意を要する。

SU 薬

高 齢 者 で は 低 血 糖 の リ ス ク と な る。 で き る だ け 少 量 で 使 用 し， 腎 機 能，
HbA1c，低血糖の症状により適宜減量する。

グリニド

グリニド薬は高齢者糖尿病の特徴である食後高血糖の改善に適しているが低血
糖のリスクがあり，服薬回数，タイミングも負担になりやすい。

DPP-4 阻害薬

単独で低血糖をきたしにくいが，SU 剤との併用で重症低血糖をきたす恐れが
あるので SU 剤を減量する。

GLP-1 受容体作動薬
糖吸収・排泄調節系

高齢者の糖尿病薬物治療における注意点

α-GI
SGLT2 阻害薬

糖尿病診療ガイドライン 2019 より改変引用

悪心，嘔吐などの消化器症状，体重減少に注意が必要。
消化器症状や内服回数，タイミングの負担に注意を要する。
脱水，尿路・性器感染症などに注意を要する。
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糖尿病を有する慢性歯周炎患者の 1 症例（内科から
歯科への紹介の概要）

図 4

図 5

図 3
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糖尿病を有する慢性歯周炎患者の 1 症例（歯科的所
見の概要）

Dental X-P（2010/04/05）

下顎臼歯部のプラークコントロール不良

なっていたことが最も急を要していた。患者は水がし

の平均より低かった（表 6）。欠損形態は宮地の分類

みることを訴えてはいたが，ブリッジが脱離していた

でステージⅡ，Eichner B2 であり，上顎右側のブリッ

ことを認識していなかった。プラークコントロールも

ジは上顎左側の部分床義歯の鉤歯であった。骨格型は

不良であったが，歯周病は中等度慢性歯周炎であり，

Brachyfacial で Clenching も疑われたため，ブリッジ

ステージⅢ，グレード C であった。DMFT も同年代

が患者の咬合力や鉤歯としての負担に耐えられずに脱
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離した可能性も考えられた。治療計画について患者と

た。実際に本症例では内科初診時（66 歳）から現在

話し合った結果，歯周基本治療と上顎右側臼歯部のブ

（80 歳）に至る 14 年間，心臓血管系疾患のイベントは

リッジと上顎左側の欠損に対する部分床義歯の再製作

無く，腎症，網膜症，神経障害も重篤化していない。

を行うこととした。

歯科治療開始から現在までの約 10 年間で装着した

歯周基本治療は 2010 年 4 月から行われた。歯周基

ブリッジや部分床義歯に問題は生じなかった。歯周炎

本治療後の血液検査では CRP の低下はみられたもの

の悪化も認められなかったが，下顎左右第 1 大臼歯は

の，HbA1c の更なる低下は認められなかった（表 5）
。

う蝕のため抜髄となった（図 6）。糖尿病は歯内治療

しかし大血管障害のリスクを Suita Study の計算式に

後の歯の喪失の独立したリスク因子であり，喪失リス

あてはめると（図 8） ，禁煙と LDL の低下によって，

クが 2.4 倍であることから26），糖尿病患者ではう蝕予

冠状動脈疾患のリスクは 2007 年 8 月の時点では 14％

防を厳密に行って歯内治療を避けるべきである。本症

であったのが，2010 年 10 月には 8％へと低下してい

例ではう蝕治療ガイドラインに沿って Minimal Inter-

25）

vention を行ったが 27），う蝕の進行を止めることはで
表 5
高感度 CRP
B-TP
ALP
GOT
GPT
LDH
γ-GTP
CPK
総コレステロール
LDL コレステロール
HDL コレステロール
中性脂肪
ナトリウム
カリウム
クロール
尿素窒素（BUN）
クレアチニン（Cr）
尿酸
血糖
HbA1c
1. 5AG
BMI

きなかった。う蝕の原因については下顎大臼歯部の舌

血液検査

2007/8/21

2009/9/24

2010/9/21

451

422
6.7
142
18
17
178
31
80
211
132
47
197
142
4.8
103
23.4
1.3
6
251
7.3

286
7.6
212
21
33
202
69
68
225
96
39
586
140
4.5
100
16.7
1
4.3
313
7.3
8.2
24.5

233
127
58
236

11.2
2.1
24.6

図 6

側のプラークコントロールを苦手としていたことも原
因として考えられるが（図 4），う蝕が発生した時期
には奥様と一緒にスイーツの間食を摂る機会が増えて
血糖コントロール状態も悪化するなど，食生活にも問
題が認められた。癌で奥様を亡くされてから食生活の
問題はより深刻になっている。朝はパン，昼はうど
ん，夜は宅配の弁当といった野菜が少ない炭水化物が
中心の食事となり，来院時に歯間部，歯頚部のプラー
表 6

歯科所見

日付

2010/4/5

2017/8/21

DMFT
う蝕歯数
修復歯数
欠損歯数
残存歯数
宮地の分類
Eichner
動揺歯数
PPD 4 mm 以上の歯数

13（ 20.0）
2
6
5
24
Stage Ⅱ
B2
4
3

13（＊＊22.6）
0
8
5
24
Stage Ⅱ
B2
0
0

＊

2011 年歯科疾患実態調査 65 〜 74 歳の平均
2016 年歯科疾患実態調査 75 〜歳の平均

＊
＊＊

Dental X-P（2017/08/21）
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クの付着も認められることが多くなっている。これら

的に医療を享受するためには，治療とともに生活や人

の現状を医療ソーシャルワーカーの視点でみると，医

生をサポートする視点が必要となる。セルフケアが可

学・生物学的（Bio）問題に加えて心理的（Psycho）
，

能な青年期・壮年期では，経済的理由や疾患への理解

社会的（Social）な問題が存在することが理解される28）

不十分による自己中断からの病状進行が主で，生活上

（図 7）
。後期高齢者となった現在，生活モデルを考慮

の課題の把握や解決が重要である。65 歳までの現役

した多職種連携による食事指導，う蝕・歯周病予防を

世代においては生活習慣病対策を行い，う蝕・歯周病

行う必要性が増大している。

や咀嚼機能障害も長期の安定を得られるよう徹底した
治療が望ましい。これに対し高齢者は認知症や身体機

3．糖尿病および歯周病患者をめぐる医科歯科連携と
ソーシャルワーク介入

能低下，環境変化によるセルフケア，アドヒアランス
の不良から，社会的フレイルに陥り糖尿病や歯周病の

糖尿病・歯周病のような慢性疾患は，生活者にとっ

重症化を招きやすい。さらに高齢者の生活や住環境は

てストレスの一つとなり，生活要因やソーシャルサ

多様化しており，家族に限らず多くの介護関係者が生

ポートと深い関わりが存在することから，患者が効果

活を支えているため，血糖管理においても生活の維持
を優先した目標数値を考慮する例も少なくない。65
歳から 74 歳までの前期高齢者においては，健康寿命
の延伸にみるように現役時代と変わらない生活を維持
している場合から，著しく身体機能の低下が認められ
る場合まで多様となるので，個別の対応が重視され
る。75 歳以上の後期高齢者の場合も個人差があるこ
とは同様ではあるが，周囲の環境も変わっていくこと
から，サルコペニア・フレイル対策を考慮していく必
要がある。
多くの介護関係者が多職種連携を進めていくために
は，お互いの専門領域の治療内容を理解して共通の目
標を持たなければならない。他職種の診療内容を理解

図 7

医療ソーシャルワーカーから見た問題点

すると同時に歯科の領域からも有用な情報を提供して

図 8 吹田スコア
J Atheroscler Thromb 2014；21：784‑798.
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いくことも必要である。歯周病では糖尿病における

相談援助機能を専門に担う医療ソーシャルワーカーが

HbA1c のように疾患のコントロール状態を表す数値

おらず，他職種にとって医科に比べ連携の窓口がわか

が無かったことから，その候補として PISA を用いる

りづらいという構造的な特性があるものと思われる。

事が試みられている29）。また，総義歯のための問診表

実際に医療ソーシャルワーカーが介入して一度連携が

を用いた咀嚼機能判定表は，何が食べられるのかをア

取れた例では「訪問歯科の先生はケアマネジャーにも

ンケートで可視化することで咀嚼機能を評価するもの

分かりやすく説明してくれる」
「また訪問を依頼しよ

，歯科治療による咀嚼機能の回復を多
であり （図 9）

うと思う」と密な関係が築かれる例も多い。

30）

職種と共有する上で有用であると思われる。今後は実

慢性疾患患者と家族，ケアマネジャーなど介護関係

際の連携の中で必要なデータを共有するシステムが形

者に対する多職種支援体制においては，心理・社会・

成されることが期待される。

経済的側面から支援するソーシャルワーカーが，外来

厚生労働省の「人生の最終段階における医療の決定

での受診・受療援助を強化することが望まれている

プロセスに関するガイドライン（2018 年）
」では，ア

（図 12）。つまり高齢者の糖尿病を有する歯周病患者

ドバンス・ケア・プランニングの概念を踏まえ，医

の治療の選択には，患者の人生や生活の態様，とりま

療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを

く環境を取り込んで決定していくことが求められてお

明確化している。実際にケアマネジャーの 9 割以上が

り，さらに治療が本人に益をもたらすためには，多職

口腔に課題を持つ利用者のマネジメントを行っていな

種が各々の課題を共有し補い合う関わりが重要である

がらも（図 10）
，7 割は歯科と連携できていないと感じ

ことから，ソーシャルワーク介入などを通じて包括歯

ていた。連携できていないケアマネジャーは，どのよ

科医療を実現していくことが必要である。

うな時に連携すべきかわからない，あるいは歯科に連
絡しづらいと感じており（図 11）
，歯科医療機関では，

利益相反事項：特記事項なし。

図 9 摂取可能食品アンケート表
Koshino H, et al. Prosthodont Res Pract 2008；7：12‑18. より改変引用

図 10

ケアマネジャーが過去 1 年間に担当した口腔に
課題をもつ利用者の件数（n＝77）
2018. 11
札幌市北区ケアマネジャ―連絡協議会研修会での調査
【回収率】86.5％（77 名 /89 名中）有効回答率同

図 11

ケアマネジャーが歯科と連携できていない場合
の理由（n＝47）（複数回答）
2018. 11
札幌市北区ケアマネジャ―連絡協議会研修会での調査
【回収率】86.5％（77 名 /89 名中）有効回答率同
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Multi-professional cooperation needed for the comprehensive dental treatments in
periodontitis patients with diabetes mellitus
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Abstract：Since periodontal disease is severe in diabetic patients, and periodontal disease makes it
diﬃcult to control blood glucose in diabetic patients, it has been noted that periodontal disease and
diabetes aﬀect each other. When treating a patient with periodontal disease having diabetes, it is
necessary to perform not only oral treatment but also comprehensive medical and dental treatment
considering the living background of the patient. However, there are few references about comprehensive diabetes treatment considering age, pathological condition, and patientʼs life model, and information for performing comprehensive dentistry is limited. In a large cohort study, strict glycemic
control was found to reduce the risk of retinopathy, nephropathy and neuropathy, but it was not sufﬁcient to suppress cerebral infarction or myocardial infarction. Older diabetic patients tend to fall
into the frailty cycle, which leads to psychological problems such as depression and dementia as their
muscle mass declines. Periodontal treatment improves insulin resistance in diabetic patients and restores masticatory function, but many elderly patients have multiple tooth defects, and the treatment
is complicated and the options are diverse. Chronic diseases such as diabetes and periodontal disease become one of stress for patients, and in order for patients to eﬀectively receive medical care, it
is necessary to have a viewpoint to support their lives together with treatment. In order to realize
comprehensive dental treatment for diabetics in a super-aged society, we should focus on lifestyle-related disease measures up to the age of 65, and sarcopenia frail measures from the age of 75. Multiprofessional collaboration with medical doctor, social workers, care managers, etc. based on care planning would be eﬀective for the comprehensive dental treatment.
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