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総　説
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はじめに

　糖尿病などの生活習慣病の発症・進行を遅らせ，

健康寿命を延伸させようとする「“ 未病 ” 検査→先

制医療」の概念に基づいた “Productive	Aging（生産

性を維持した老化）” の考え方が注目されている 1）。

人生 100 年時代を見据えた慢性疾患合併症の 2 次

予防対策に必要な概念として従来の治療指針の根拠

となっている標準化（平均値）医療（Standardized	

medicine） か ら 個 別 化 お よ び 精 密 医 療 モ デ ル

（Personalized	or	precision	medicine）へのシフトが

挙げられる 2，3）（図１）。歯周病やう蝕など口腔保健

衛生が基盤となる口腔領域においても、過去 50 年

近くの間、プラークの染め出し検査に基づく口腔清

掃指導が標準化診療として脈々と実践されてきたが、

今後、プラークの質的検査やそれに影響を及ぼす食

栄養評価などに基づく個別化、精密診療にシフトさ

せていくことで、従来の結果治療（リハビリテーショ

ン）重視から、検査に基づく原因治療重視の医療へ

の変遷を図っていく必要がある。

　歯周病と糖尿病の医科歯科連携した包括的診療モ

デルも個別化あるいは、精密な歯科モデルとして、

前者は医療モデルに基づき、また、後者は疾患の管

理と予防に対するアプローチを意図したものである

必要がある。さらに、このアプローチ法は、全人的

医療（Holistic	medicine）やレギュラトリーサイエン

スの概念に基づいたものでなければならず、それに

よって包括的視点で患者を診る（検査⇒診断⇒治療、

健康支援）総合診療が可能となる 4，5）（図 2）。以上

のような背景を念頭において、2 次予防としての慢性

疾患重症化予防の見地から、歯周病と糖尿病の医科歯

科連携診療に必要な関連検査をまとめてみた（表 1）。

歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療に関連した検査

について

　ステージ１の連携開始前には、特に双方の疾患の

未治療や治療中断率を減少させるうえでスクリーニ

ング検査が有用である。歯周病は、糖尿病と双方向

性の関係にあり、糖尿病およびその関連性疾患のリ

スク因子であることが明らかにされてきた 6，7）。ま

た、歯周病検査は、糖尿病および冠動脈疾患のスク

リーニングとして有用であることが報告されており、

特に糖尿病のスクリーニングにおいては、歯周病の

既往に加えて血糖（HbA1c）検査を併用することに

より、高い感度と特異度が得られることが示されて

いる 6，8，9）。最近の糖尿病のいわゆる「未病」検査

としての歯周病スクリーニング検査の有用性に関す

る研究では、前糖尿病状態と歯周病の重症化と全身

炎症やインスリン抵抗性との関連性が報告されてい

る 10-12）。歯科での高血糖患者のスクリーニングと内

科受診推奨の効果を検証した研究においては、血糖

（HbA1c）検査に加えて、歯科施設における糖尿病リ

スク評価と患者教育（強化介入）は、患者の行動変

容を促し、糖尿病リスクを改善させることが示唆さ

れている 13）。著者らが、糖尿病と歯周病の地域連携

のために試作し、利用している医科歯科連携手帳の

糖尿病チェックリストを図 3 右に示した 14）。この他、

糖尿病リスク評価表や糖尿病リスクスクリーニング

表が、歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療に関する
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図 1　歯科領域も標準化医療から個別化・精密医療の時代へ（文献 2 より引用改変）
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精密医療 : Precision medicine
; 人生100年時代を見据えた長期的な慢性疾患

合併症の予防・改善に必要

Zeevi et al. 2015 Cell 163, 1079-1094

⇓

図 2　全人的（全体観的）医療、総合診療、レギュラトリーサイエンスの概念が導入されてきている

表 1　歯周病と糖尿病の医科歯科連携診療の関連検査　－二次予防としての慢性疾患重症化予防の見地から－

時期（目的） 概　要 関連検査
連携開始前

（スクリーニング）
医科⇒歯科：歯周病スクリーニング
	 　　　（糖尿病関連性歯周炎の疑い）

歯周病リスク問診、唾液潜血

歯科⇒医科：	糖尿病スクリーニング
　　　　　　　（糖尿病関連性歯周炎の疑い）

糖尿病リスク問診、
随時血糖、HbA1c

連携開始時
（リスクの情報共有）

医科⇔歯科：糖尿病関連性歯周炎の診断基準の策定
　　　　　　　（ステージ分類）

感染度、炎症度、
破壊進行度、咀嚼度

連携診療時
（リスクの共有管理）

医科⇒歯科：糖尿病の病状評価
　　　　　　（糖尿病治療に伴う歯周病リスク改善）

メタボリックマーカー
（血糖、BMI、血圧、脂質）
合併症リスク検査

（CKD、網膜症、神経障害、動脈硬化）

歯科⇒医科：歯周病の病状評価
	 　　（歯周治療に伴う糖尿病リスク改善）

　　　　　+　口腔清掃、自己効力感、
　　　　　　		口腔 QOL

歯科⇔医科：ライフステージや治療反応性を考慮した
　　　　　　歯周病リスクコントロール目標値の設定
　　　　　　（cc：高齢者の血糖コントロール目標）

PRA（+ 治療抵抗性、オーラルフレイル）
PRA:	Periodontal	Risk	Assessmemnt

歯科⇔医科：食栄養（糖質、肥満）
（保健指導）
　　　　　　禁煙

食栄養調査、体組成、味覚、唾液

CO 濃度、ニコチン依存症

三辺正人　他　糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた検査導入の意義

Holistic	medicine：全体観的医療

	 従来の医学が患部の治療だけに焦点が当てらていた（臓器別医療）のに対し、
	 体と心、さらには生活環境や社会環境等、患者全体を対象とした治療行為を行おう
	 とする考え方

Comprehensive	Medicine:：総合診療

	 人間には体と心があり、あらゆる臓器が有機的に関連するという総合的な視点で
	 患者を診る必要性が高まった。

Regulatory	science:	レギュラトリーサイエンス
　　；科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に
　　　エビデンスに基づく予測、評価、判断を行い、
　　　科学技術と社会と人の調和を目指す科学
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最新の指針に掲載されているので、参照願いたい 15）。

一方、	糖尿病患者においては、歯周病を早期に発見し、

その予防管理とともに感染、炎症の改善と咀嚼機能

回復を図ることが糖尿病の重症化予防とオーラルフ

レイル（フレイルの前ステージとしての咀嚼、嚥下、

滑舌など口腔機能の低下状態）を経た老年症候群の

予防につながる 16）（図 4）。そのためには、医科にお

いて歯周病をスクリーニングして歯科受診を促すと

ともに、重度歯周病患者やドライマウス、味覚異常、

睡眠時無呼吸症候群、オーラルフレイル等をスクリー

ニング可能な問診検査に加えて潜血を含む唾液検査

の利用等が有用である（図 5 に神奈川歯科大学附属

病院医科歯科連携センターで実施している関連検査

項目について示した。表 2 に医科歯科連携を目的と

した歯周病検査項目を示した）。医科施設での特に重

症歯周病患者をスクリーニングするために考案され

た歯周病リスクチェック表を図 3 左に示した。歯周

病重症度の予測確率に基づいた評価では、糖尿病専門

図 3　医科において歯周病スクリーニング ( 左 ) を、歯科において糖尿病スクリーニング ( 右 ) を行う（文献 14 より引用）

図 4　生活習慣病（口腔⇔全身）は老年症候群のリスク因子である（文献 16 より引用）

太る（中身）　　→　老ける（見た目と中身）　　→　病む（体と心）
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医施設受診患者の約 4 割は、重度歯周病患者であるこ

とが報告されている 17，18）。

　ステージ 2 の連携開始時においては、双方の疾患

リスクの情報を共有することが重要である。歯周病

は、従来の歯周治療のための重症度あるいは、病態

診断分類から、医科歯科連携診療における歯周治療

のための医科臨床検査に対応した歯周病破壊進行度、

感染度、炎症度、咀嚼機能度の各検査から成る新し

いステージ診断分類を提示するともに、歯周病・糖

尿病専門医連携診療が推奨されるいわゆる「ハイリ

スク歯周病」の診断基準を設定、周知する必要があ

る 14，19）。現在考えられている医科歯科連携の共有

検査指標としては、歯周病の破壊進行度については、

エックス線学的歯槽骨吸収率あるいは骨吸収年齢比、

感染度については、歯周病原細菌検査、P.	gingivalis

血漿抗体価検査、炎症度については、高感度 CRP、

歯周ポケット炎症面積（PISA）、咀嚼機能について

は、グミ咀嚼検査などが挙げられる 20	-	23）。PISA は、

HbA1c や高感度 CRP との相関性が報告されており、

著者らも歯周ポケット歯根表面積（CAPRS）が歯周

病重症度や歯周治療後の改善度を表す有用な指標と

なることを報告した 24	-	26）。これらの検査指標を用い

た、いわゆる「糖尿病関連性歯周炎」（日本歯周病学

会歯周病診断分類では、全身疾患関連歯周炎の中の

糖尿病に分類 27））の診断基準の策定が望まれる。

　ステージ 3 の連携診療時においては、双方の疾

患リスクの共有管理を行うことが必要である。図

6ab に連携手帳に用いている糖尿病（治療）リスク

図 5　神奈川歯科大学附属病院医科歯科連携センターにおける実施検査項目

表 2　医科歯科連携を目的とした歯周病の検査（歯周病と糖尿病連携の場合）

検査法＊

連携開始前
（スクリーニング＊１）

連携開始後
（リスク診断＊２）

連携継続時
（リスク管理＊３）

歯科 医科 歯科 医科 歯科 医科

GCF 検査
（GA など） 〇 ◎ 〇

Pg 抗体価検査 ◎ 〇 ◎

Pg 線毛
遺伝子型検査 ◎ 〇

唾液検査
（潜血など） 〇 ◎ 〇

*　リスク診断レベル：　部位、歯、個人（患者）、網羅的解析を除外
*1	「糖尿病関連性歯周炎」の疑　　*2	感染、炎症、治療抵抗性（難治性）のハイリスク（個別化）診断
*3	病状評価　+　多因子リスク診断（PRA)　→　リスクコントロール目標の設定

全身と口腔の関連検査

・歯周ポケット内炎症面積
・唾液検査システム
・HbA1c測定
・口腔乾燥検査
・口臭検査
・咀嚼グルコセンサー など

オーラルフレイルの関連検査

・咀嚼困難感、むせの問診

・嚥下検査 ・歯年齢評価
・握力検査 ・指輪っか検査

・舌圧検査 ・咬合力検査
・咬合接触検査 など

簡
易
検
査

＊フレイル検査
１．問診 ２．認知機能テスト
３．うつ病検査 など

食事や栄養状態の関連検査

・食事栄養調査 ・生活習慣調査 ・身体計測 ・味覚検査

など

精
密
検
査

・唾液潜血検査

・歯周病細菌検査

・血糖値測定

・滑舌検査 ・グミ咀嚼検査

口腔検査指標と生活習慣病お
よびオーラルフレイルの指標

の関連の検討

神奈川歯科大学 倫理委員会
2017年10月13日承認

458番

三辺正人　他　糖尿病・歯周病医科歯科連携における歯周医学に基づいた検査導入の意義



日本口腔検査学会雑誌　第 10 巻　第 1 号： 　　　   , 2018

7

としての歯周病健康度評価表と糖尿病の病状評価表

を示した 14，17）。図 6 左は、日常診療での臨床検査

指標を用いて重症度、炎症度、咀嚼力を評価するも

ので、口腔清掃状態（歯磨き習慣）は、生活食習慣

を是正するためのいわゆる「生活療法」の指標とし

て、また、歯科受診状況は、歯周病とともに糖尿病

治療中断のリスクを推測する指標として有用である
28）。医科側では、糖尿病のリスク要因としてのいわ

ゆる「ペリオマーカー」の改善状態を把握すること

ができる。図 6 右の病状評価項目の経時的合計点は、

高感度 CRP 値と相関することが示されており、歯

科側では、歯周病（治療）リスクとしての糖尿病健

康度評価表として利用できる 28）。すなわち、歯周病

のリスク要因としてのいわゆる「メタボリックマー

カー」の改善状態および糖尿病合併症リスクを把握

することができる。今後、医科から歯科へ「糖尿病

関連性歯周炎 27）」の疑い」で紹介する場合の、重症

度、感染度、炎症度、咀嚼能力に関する共通検査指

標の診断基準の策定および、歯科から医科へいわゆ

る「“ 歯周病関連性糖尿病 ” の疑い」で紹介する場合

の血糖をはじめとする「メタボリックマーカーや糖

尿病合併症リスク」に関する診断基準の策定が必要

である。また、連携診療時においては、双方の疾患

リスクの継続管理を行うことが、疾患の重症化、再

発などを抑制して良好な予後を維持することや治療

中断率を減少させるうえで重要となる。超高齢社会

にある我が国においては、医科歯科連携により糖尿

病の「未病」ステージである壮年期以前に糖尿病リ

スクとしての歯周病を発見し、先制医療としての歯

周病管理を行う必要がある 16，29）。また、糖尿病悪化

と脳の糖尿病と称される認知症（認知機能障害を含

む）発症による歯周病発症や悪化という負のスパイ

ラルを防ぐには、医科歯科連携下での糖尿病と歯周

病の定期的管理を継続することが重要である 30）。歯

図 6	　(a) 糖尿病（治療）リスクとしての歯周病健康度評価　(b) 糖尿病病状把握のための記入票

評価日 　　　年　　月　　日　 患者名 男・女 　（　 ）歳

＜良好＞ ＜不良＞

1 2 3 点数

咀嚼力 何でも噛める 一部噛めない よく噛めない

現在歯数 20歯以上 10～19歯 9歯以下

深い歯周ポケット 3歯以下 4～7歯 8歯以上

歯周ポケット内出血 9％以下 10～24％ 25％以上

口腔清掃状況 9％以下 10～24％ 25％以上

歯磨き習慣 3回以上（6分以上） 2回（3～6分） 1回以下（3分以下）

歯周治療中

定期検診中

8～15点 16～19点 20～24点

□ローリスク □リスク □ハイリスク （合計）

自由筆記欄：

④歯科受診状況
定期受診

（×2）
不定期受診

（×2）
治療中断・初診時

（×2）

健康度評価

【コントロール状況】

①咀嚼・咬合

②歯周病重症度

③口腔清掃状態

【コントロール状況】 ＜良好＞ ＜不良＞

1 2 3 4 5
点数
評価

① ＨｂＡ１ｃ値（％） ＜6.2 ＜6.9 ＜7.4 ＜8.4 ≧8.4

② 食後2時間血糖（mg/dl） ＜140 ＜180 ＜200 ＜220 ≧220

③ BMI（kg/㎡） ＜23 ＜25 ＜27.5 ＜30 ≧30

④ 血圧(mmHg)
BPs＜130 and

BPd＜80
BPs＜140 or

BPd＜90
BPs＜160 or
BPd＜100

BPs＜180 or
BPd＜110

BPs≧180 or
BPd≧110

LDL-C（mg/dl） ＜120 ＜140 ＜160 ≧160

nonHDL-C（mg/dl） ＜130 ＜150 ＜170 ＜190 ≧190

HDL-CとTG（mg/dl）
HDL-C≧40
and TG＜150

HDL-C＜40 or
TG≧150

HDL-C＜40
and TG≧150

【合併症進行状況】 ＜無し＞ ＜進行＞

⑥ 蛋白尿 無し 微量アルブミン 顕性蛋白尿

⑦ GFR ≧90 ≧60 ≧45 ≧30 ＜30

⑧ 網膜症 前網膜症 単純網膜症 前増殖網膜症 増殖網膜症

⑨ 神経障害 3項目正常 1項目異常 2項目異常 3項目異常 足壊疽既往

⑩ 動脈硬化症 無し 検査で異常
循環器検査で
明確な異常

脳・心・足の血
管障害の既往

10～14 15～19 20～24 25～29 30～50

1 2 3 4 5
(  ) 糖尿病薬 (  ) 降圧薬 (  ) 高脂血症薬 (  ) 抗血小板薬 (  ) 抗凝固薬【治療薬の使用状況】

自由筆記欄：

【総合ランク】

合計点

病状ランク

⑤

糖尿病病状把握のための記入票
（医師・患者両者が糖尿病の現在の病状を確認する目的のものです）

図 7　歯周医学に基づいた歯周治療いわゆる :“ 歯周医療 ” における歯周病の検査導入の意義（恩恵）

歯周治療(従来型）

歯周病の重症化

基本治療

医科紹介
(急性疾患対応)

歯科から医科への紹介

“歯周医療”（歯科医科 連携型）

全身に影響を及すリスクの低減

リスク診断に基づく宿主修飾療法
(Host modulation therapy)

の導入(個別化医療)

継続連携
(慢性疾患対応)

医科から歯科への紹介
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周病のリスク管理法としては、糖尿病や喫煙の影響

も考慮した患者レベルの多因子リスク診断法 (Lang	&	

Tonetti	2003) が、歯周病リスク評価（Periodontal　

　Risk　Assessment:	PRA）に関するシステマテック

レビューにおいても推奨されており、日本歯周病学

会治療指針においても引用されている 31	-	33）。この診

断法の妥当性について日本歯周病学会において歯周

病専門医症例を基にしたデータベースを構築して検

証中である 33）。医科歯科連携での疾患管理は、チー

ム医療で行うことが、レギュラトリーサイエンスの

観点からも効率的である。特定健診と保健指導など

において、喫煙関連歯周炎 27）においては、医科歯科

連携した禁煙指導・支援連携を行うための検査体制

を整備、実施することで、現状に比較して再喫煙率は、

間違いなく抑制できるであろう。また、医師、歯科

医師と共に、保健師や管理栄養士と歯科衛生士など

が、糖尿病療養指導の一環として、食栄養指導・支

援を行う体制づくりも急務である。特に糖質、肥満

のコントロールは、医科歯科連携で行う生活習慣病

対策としてルーチンに実施すべきである 35）。うま味

感度障害は、心血管疾患、レプチン抵抗性に起因す

る肥満と関連しており、また、口腔から腸にわたる

消化管の味覚受容器は、インクレチン分泌と密接に

関連していることから、うま味検査を医科歯科共有

の検査指標として、食栄養指導支援において活用す

べきと考える 27，36）（図 5）。

おわりに

　今後、歯周病・糖尿病医科歯科連携診療指針の策

定のためには、①必要な検査システムの標準化とデー

タベース構築と管理を行う体制づくり、②歯学部附

属病院の口腔検査外来や臨床研究センターを中核施

設とした地域医療連携システムのネットワークを構

築し、医科歯科での専門医連携とかかりつけ医（総

合診療医と口腔健康管理専門医）連携の双方向の円

滑化を図る、などが必要となると考える。慢性疾患

重症化予防のための医科歯科連携診療において、以

上の歯科医科連携下における歯周医学に基づいた検

査のシステム化と臨床導入においても、日本口腔検

査学会が主導的役割を果たしていくことが望まれる

（図 7）。
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