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糖尿病患者は頭部より足部に至るまで全身に合併
症があることに留意し（図１），糖尿病の評価を問診
時に詳細に聞くことがまず病態把握と今後の治療の
ため，第一に重要だと思われる。

病歴聴取の注意点

●糖尿病がある場合は現病歴，既往歴，家族歴，治
療歴について聴取する。

１．現病歴
●主訴：高血糖などの代謝異常による症状（口渇，

多飲，多尿，体重減少，易疲労感とその程度）や
合併症が疑われる症状（視力低下，足のしびれ
感，歩行時下肢痛，勃起障害，無月経，発汗異
常，便秘，下痢，足潰瘍，壊疽の存在）。

２．既往歴
●膵疾患，内分泌疾患，肝疾患，胃切除など，糖尿

病・糖代謝異常を引き起こす可能性のある疾患の
既往の有無。

●肥満，高血圧，脂質異常症，脳血管障害，虚血性
心疾患の有無と経過（治療歴）。

●体重歴：体重の経過や体重減少があれば随伴症状
の有無。

３．家族歴
●血縁者に糖尿病がある場合は，糖尿病の発症年

齢，治療内容，各種合併症の有無。

４．治療歴
●糖尿病と診断されてから受けた指導や治療内容な

らびに継続状況，服薬中断の有無，症状の経過。
●経口血糖降下薬の種類と服用量，注射薬の種類と

投与量，およびコントロール状況の推移。
●合併症の内容と治療内容，および医療機関名と主

治医名。

臨床のヒント

Ｑ＆Ａ27

関連医学系

Ｑ＆Ａコーナーは，東京歯科大学の３病院の臨床研修歯
科医から寄せられた質問に対しての回答です。回答は本
学３施設の専門家にお願い致します。内容によっては基
礎や臨床，あるいは歯科や医科と複数の回答者に依頼す
る場合もあります。毎号掲載いたしますので，会員の皆
様もご質問がございましたら，ぜひ東京歯科大学学会ま
でｅメールかファックスで依頼していただきたいと存じ
ます。必ずご期待に添えることと思います。今号は糖尿
病患者の歯科治療に関する質問です。
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５．病気に関する知識と生活歴
●糖尿病に関する教育を受けたかどうか。
●食事療法や運動療法について確認する。
●飲酒習慣や喫煙の有無。
●職業などの治療に影響する社会的背景と現在の家

族構成や生活状態（独居老人，高齢世帯，単身赴
任など）。

身体所見のポイント

●身長・体重，血圧測定。とくに糖尿病合併症に関
連した以下の項目に注目する。

１．皮膚
●白癬・カンジダなどの感染症，爪病変，湿疹な

ど。
２．眼
●視力，糖尿病網膜症の存在，白内障・緑内障，眼

圧など。
３．口腔
●口腔内乾燥，齲歯，歯周病，歯牙欠損，口腔内感

染症など。
４．下肢
●浮腫，壊疽，潰瘍など。
５．神経系
●感覚障害，起立性低血圧，発汗異常，排尿障害，

勃起障害（ED）など。
５年以上前から糖尿病があれば，最小血管障害等

の合併症の存在（神経症，網膜症），１０年程前から糖
尿病があれば腎症の存在が否定できず，腎機能低下
についても確認する。通常，腎機能低下があれば高
血圧の合併も伴い，血圧値１４０／９０以上か確認する
必要がある。口渇，多飲多尿，体重減少，夜間頻
尿，全身倦怠感が強ければ，血糖コントロールの不
良が考えられる。次に口渇，多飲症状が強く体重減
少が短期間に著明であれば（５～１０kg）血糖コント
ロール不良と考える。また，夜間頻尿が毎日２～３
回以上ある場合も血糖コントロール不良の兆候と思
われる。現在服用している薬（経口糖尿病薬，イン
スリン）をチェックする必要がある。経口糖尿病薬

（スルホニール尿素剤，グリニド剤）やインスリン注
射は低血糖を起こす可能性があり，歯科治療におい
ても十分に注意し，低血糖を回避するように治療前
より注意しなければならない。特に空腹時の処置，

食後６時間以上経過した時の歯科的治療も低血糖の
危険度が高く，低血糖症状，強い空腹感，手の震
え，動悸，意識喪失の有無を確認した方が望まし
い。抜歯などの小手術においては更に注意を要す
る。やはり食後時間がかなり経過しての歯科処置，
抜歯は低血糖について十分な注意をはらった方が望
ましい。ビグアナイド剤などの服用では，手術時，
腎機能悪化や虚血を起こすことも考慮して，あらか
じめ中止（数日前より）を考慮した方が良い。

更に糖尿病患者の約４０％は高血圧合併し，血圧脂
質の管理状態もそのため確認した方が良い。

又，更に肥満などが合併していれば，心筋梗塞，
脳梗塞の既往なども確認し，抗血小板剤や抗凝固剤
を内服しているかが問題とされる。心疾患，脳血管
障害の合併があれば，歯科治療時にストレス負荷に
対し，慎重な対応が望まれる。

又，抗血小板剤，抗凝固剤は歯科処置時（抜歯の
後の手術時）出血が止まらない可能性が多く，数日
から１週間前より中止した方が良い場合が多い。内
科主治医に確認することが望まれる。歯科治療時，
感染の可能性があれば，その処置を怠らないように
配慮すべきである。

歯周病などの合併が非糖尿病患者に比較して非常
に高い患者が多く，その上，更に治療や手術などを
行えば，局所の感染症だけでなく，全身感染症を引
き起こすことも念頭に置いた方が良い。

歯周病

●歯周病は，グラム陰性嫌気性菌である Porphy-
romonas gingivalis などの感染による歯周組織の
慢性炎症で，糖尿病の重大な合併症の一つであ
る。

●糖尿病患者では歯周病が重症化する。
●主因は，生体の感染防御能としてのマクロファー

ジ機能や好中球の細菌貧食能が，高血糖や虚血に
よって低下し，歯周病原菌の増殖を制御できない
ことにあると考えられる。

●症状は，慢性炎症による歯肉腫脹であり，触れる
と出血する。進行すると歯根部の歯肉が退縮し，
歯が長くなったようにみえる。歯と歯肉の隙間で
ある歯周ポケットも深くなり，その部分から出
血，排膿して，口臭の原因の一つとなる。さらに
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進行すると歯がぐらつき，最終的には歯が抜ける
ことになる。

●血糖コントロールが不良だと歯周病が増悪しやす
く，とくに高齢者，喫煙者，肥満者，免疫不全者
では罹患率が高い。

●歯周病が重症であるほど血糖コントロールは不良
となる。また，歯周治療にて歯周組織の慢性炎症
を改善すると，血糖コントロール状態が改善する
ことが報告されている。

●歯周病はさらに，心筋梗塞などの動脈硬化性疾患
や感染性心内内膜炎，呼吸器疾患，低体重児出産
などの誘因となる可能性が指摘されている。
高血糖状態が引き起こす末梢組織への影響が，口

腔内にも認められることが推測される。炎症による
症状が重篤化し，口腔蜂窩織炎にまで進行する場合
もある。また，これは細菌感染症である歯周病にお
いても同様で，糖尿病患者においては歯周病の罹患
率が高いことや重症度が高いことなどの報告がみら
れる。唾液の分泌量が減少することも影響して，加
齢や歯周病の進行などによって生じた根面露出部の
う蝕もよくみられる。

糖尿病患者の歯科治療時の偶発症（併発症）として
は，感染による偶発症と血糖の影響によって起こる
偶発症があるかと思われる。一般的には血糖コント
ロールが良好であれば糖尿病でない患者と同じよう
な処置を行うことが可能である。これらの偶発症の
発生を回避するためには配慮が必要と思われる。血
糖値の急激な変化によって生じる高血糖発作，低血
糖発作は重篤な問題となる場合もあるので，その対
応方法を含め注意する。また，このような状態へ陥
らないようにストレスの少ない治療を心がけるだけ
でなく，治療前後，治療中の血糖値のモニタリング
や患者の観察を怠らないようにすることが重要と考
える。

その処置には感染に対して十分配慮することと抗
生剤の十分な投与も常に行うことも考えた方が良
い。

高齢者の糖尿病

●高齢（６５歳以上）の糖尿病患者は，高齢になって発
症した者と青壮年発症の糖尿病で高齢になった者
に分けて考え，患者の年齢と罹病期間，慢性合併

症の発症に要する年月を考慮する。
●高齢者では腎，肝の予備能低下による薬剤の副作

用や，心の予備能低下による輸液過多に留意する
必要がある。

●薬剤の副作用として，SU 薬による低血糖，ビグ
アナイド薬による乳酸アシドーシス，チアゾリジ
ン薬による浮腫，心不全，α－グルコシダーゼ阻
害薬による腸閉塞など，重篤なものも含め副作用
を生じやすいことを留意する。

●高齢者では低血糖に注意が必要であり，遷延性低
血糖をきたす危険があるため，薬剤の量や種類に
注意する。

●高齢者の低血糖による異常行動は，認知症と間違
われやすいことを理解する。

●高齢者で高血糖（３００mg/dl 以上）があり脱水徴候
が著しい場合は，ケトン体陰性でも高浸透圧高血
糖症候群の可能性があり，速やかに専門医に紹介
する。

●高浸透圧高血糖症候群は，高齢の２型糖尿病患者
が感染症，脳血管障害，手術，高カロリー輸液，
利尿薬やステロイドホルモン投与により高血糖を
きたした場合に発症しやすく，発症まで数日で起
こる。

●高齢者で血糖コントロールが不良だと歯周病が増
悪しやすい。
糖尿病患者の歯科治療に際し，個々の状態やその

変化を把握したうえで，治療を行っているとは言い
難いこともあり得る。歯科治療時に予測される偶発
症を通して，日常の歯科治療の際の注意点や留意す
べき点について糖尿病患者の特徴を踏まえてまと
め，医科・歯科連携をどのように行うかについて一
つの指標にしていけばと思う。

糖尿病患者の歯科治療で問題になるのは，抜歯や
歯周外科といった観血的処置ではないか。日本歯周
病学会の「糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライ
ン」では「外科処置において HbA１c が７％未満
での処置が推奨されていることから，歯科において
も７％未満が参考値と考えられる。しかしながら，
合併症を予防するうえでの HbA１c の目標値は
６．５％未満に設定されていることから，長期的な予
後を良好に保つためにはさらに厳格な血糖コント
ロールが要求される」とある。よって，血糖コント
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ロールが良好（HbA１c＜６．５％）な場合は，健常者
と同様に行ってもその予後に差はないと思うが，血
糖コントロールが不良な場合は処置前にかかりつけ
医（糖尿病専門医）による血糖コントロールの改善を
依頼すべきだと考える。観血的処置の際には菌血症
を予防するためにも抗菌薬の投与（術前・術後投与）
を十分に行い，必要に応じて創面を縫合し，術後消
毒を行って感染予防に努めることが重要と考える。

局所麻酔については，一時的な血糖値の上昇がみ
られるという報告があるものの，コントロールされ
ている糖尿病患者の場合には問題がないとされる。

しかしながら，含有している血管収縮剤の効果によ
り抜歯窩が血餅で満たされないようなことがある
と，創傷治癒遅延の原因となることもあるので注意
を要する。

また，前述したように，糖尿病患者の場合は糖尿
病合併症の基礎疾患を有していることもあるので，
その際はそれらへの対応も必要と考える。

Answer１：武井 泉
東京歯科大学内科学講座

糖尿病患者の現状と病態

２００７年の国民健康・栄養調査にて，２０歳以上の
HbA１c（JDS 値）≧６．１％または現在糖尿病の治療
を受けていると答えた人を「糖尿病が強く疑われる
人」と定義したところ，８９０万人という数字が報告
されました。１０年前の１９９７年の同様の調査では６９０
万人でしたので，その増加率は大変に高いものに感
じます。この背景には高齢者の増加が考慮されてい
ますが，日々の歯科診療においても糖尿病患者を診
察する機会はけっして少なく無いことをまず，知っ
ておく必要があります。

糖尿病は，インスリン作用の不足により生じる慢
性の高血糖を主徴とする代謝疾患群と定義されま
す。つまり体内各所の細胞でのエネルギーの産生
に，糖が有効利用されず，血中にとどまっている病
態と理解されています。この高血糖が長期にわたり
持続することで，血管の障害が起き，各種の慢性合
併症が発現します。糖尿病が血管病と言われる所以
です。

糖尿病の合併症

慢性合併症は特に，虚血性心疾患や脳血管障害と
いった大血管症と，網膜症や腎症，神経障害といっ
た糖尿病に特異的とされる細小血管症が知られてい
ます。細小血管症は毛細血管基底膜の異常を基本と
して，微小循環障害による低酸素症，また高血糖に

起因する末梢組織での各種代謝異常が，相互に関与
する多様で複雑な病態です。高血糖が継続する状況
下では，口腔粘膜にもそのような変化が起きている
ことは留意すべき点です。

一方，急性合併症では糖尿病性昏睡が知られてい
ます。歯科診療室に来院される糖尿病患者では，よ
り低血糖発作に特に注意する必要があります。歯科
治療の際に，食事をせずに来院される方は意外と多
いものです。「“歯型”をとると吐いてしまうので
…」というように，保存的な治療であっても空腹の
状態で来院されます。この際に，糖尿病治療薬のみ
通常通りとなると，時に歯科治療時に低血糖発作を
起こすことになります。患者様の多くは低血糖に関
する教育も受けられており，対応可能ですが，糖分
補給が行なわれない際には，意識消失・生命予後に
も関わる病態である認識は必要です。受付から診療
台までの歩行の様子，食事を摂られたかといった処
置前の問診といった医療面接の基本は，糖尿病患者
では特に重要と考えます。また，低血糖の状態評価
として簡易血糖測定器は有用で，他のモニター類な
どと共に，診療所に準備をしておくべきです。

診察にあたって

診察は始めるにあたっては，糖尿病患者の口腔内
の特徴を改めて理解をしておく必要があります。特
に血糖のコントロールの悪い症例では，継続する高
血糖のため，尿浸透圧の問題から多尿となり，引き

Answer２
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続いて脱水の病態となります。この脱水に伴って生
じる口腔乾燥により，歯周病や多発性う蝕がみられ
ます。さらに末梢循環の問題に加えて，免疫系の細
胞が血中で糖にさらされる状態と細胞自身のエネル
ギー産生が上手くいかないことなどによって，糖尿
病患者が易感染性の状態であることは良く知られて
います。易感染性の状態として，口腔の偽膜性カン
ジダ症が，重症の糖尿病の初発症状であったとする
症例もみられ，これ以外に難治性の口角炎の病態に
糖尿病を背景とした真菌感染が考慮されることもあ
ります。糖尿病と歯周病の関係に大きな注目が集
まっていますが，歯周病以外の口腔疾患との関わり
も大変深いことは，再認識されるべきです。このよ
うに口腔内症状を契機に糖尿病の診断がつくことも
あります。糖尿病の診断がついていない症例では特
に，状況により内科へ対診といった対応が，引き続
いての歯科治療をすすめる上でも重要となることが
あります。

各種歯科治療における注意点

観血処置にあたっての注意は前述した易感染性が
再び重要な問題です。時に予防的な抗菌薬の術前投
与が検討されましたが，現状は術後感染予防の裏付
けとなる十分な臨床試験による根拠はありません。
また治癒不全のリスク因子としても糖尿病は知られ
ています。これらの状況に対応する“最も重要な
点”は，糖尿病が十分コントロールされてから処置
を行なうことです。その上で，十分な清潔環境での
処置，急性炎症下では侵襲処置を行なわない，抜歯
処置であれば愛護的な処置，十分な不良肉芽の掻
爬，死腔形成の予防といった基本事項に配慮するこ
とで，より良好な治癒が期待できると考えます。当
院でも抜歯後感染から，気道管理が必要となるよう
な重篤な炎症に波及した症例が，未治療で重症の糖
尿病患者であることを度々，経験します。改めて糖
尿病のコントロールと医療面接の重要性を再認識す
る場面です。その医療面接では，前述した口腔内症
状や家族歴，また「以前に糖尿病の治療を受けてい
ましたが，今は受診していません」といった病態認
識の様子などに，注意が払われるべきと考えます。
また末梢循環の問題から出血傾向が指摘されること
もあります。しかし抜歯であれば歯間乳頭部の縫合

といった通常の適切な処置によって，止血困難が問
題となる場面は非常に少ないと考えます。一方，手
術ストレスやエピネフリンによる血糖値の上昇作用
も知られています。短時間の外来処置であれば，一
時的な高血糖が問題となることは少ないのですが，
処置にあたっての患者安静は，他の患者同様に配慮
すべきでしょう。その上で，糖尿病のコントロール
が十分なされていることは，この点に置いても重要
です。

非観血処置においても知っておくべき点がありま
す。糖尿病に伴う神経障害の背景から，歯髄炎症状
の訴えは少ないとされています。このことは歯科受
診の機会減少から，う蝕の進行といった問題につな
がります。歯科の定期受診の必要性の根拠にもなる
でしょう。また，義歯による褥創に対する疼痛の訴
えも少ない傾向にあるようです。この義歯の褥創か
ら重篤な蜂窩織炎への転帰をとった症例もあり，訴
えの無い褥創への対応の必要性も知っておくべき点
と考えます。

照会状の重要性と歯科医療の重要性

糖尿病は食事療法のみから，インスリン療法を必
要とする病態まで，重症度には大きな差がありま
す。また１型糖尿病に比べ，環境因子や加齢が問題
となる２型糖尿病といった糖尿病の病態背景も存在
します。糖尿病が，どのような状態にあるかといっ
たことは問診だけでなく，特に観血処置を行なうに
あたっては，主治医に病状照会を行なうべきです。
これには，虚血性心疾患や脳血管障害，また糖尿病
性腎症といった慢性合併症の把握を行なう上でも大
変に有意義で，安全な処置の助けとなります。合併
症を多く抱える糖尿病患者では，今回記載した一般
的な特徴だけでなく，付随する合併疾患への対応が
必要で，時にオーラルメディシン学的な知識を総動
員する必要もあります。また抜歯等の処置にあた
り，糖尿病がある程度コントロールされてから処置
を行なうまで，定期的な洗浄や根管貼薬を継続する
といった状況もあるでしょう。この間の炎症の急性
転化は心配されるところと思います。状況により，
歯科口腔外科を有する２次医療機関との処置の連携
を，検討する判断も必要です。

最後に，糖尿病の重症度には差がみられますが，
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食事療法はいずれの病態においても重要です。咀嚼
機能を回復し，より効率的な食事療法に寄与するな
ど，長年おつきあいする患者様のために力になれる
ことは，かかりつけ歯科医として，歯科臨床の多く
の場面であることと思います。
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