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は じ め に

退任にあたっての特別講演は自分のライフワー

クについて話すのが通例のようである。私は

Claude BERNARD（１８１３～１８７８）の生体の恒常性

維持における体液の重要性１），即ち内部環境の概

念に感応し，昭和４０年（１９６５）頃から種々の病態に

おける唾液分泌と電解質測定を試みた。それを契

機に本学生化学教室（鈴木芳太郎教授）において唾

液腺と侵襲に関する研究を行った２）。その際，唾

液腺の内分泌機能や血糖上昇作用，糖尿病患者に

おける耳下腺肥大などの知見に接し３），また臨床

での抜歯後に顎炎を併発した糖尿病症例の治験が

本研究の発端となつた。

知る人ぞ知る，糖尿病は怖い疾患である。糖尿

病の合併は重く受け止めなければならない。

糖尿病の病態は多種多様かつダイナミックであ

り，歯科臨床との関わりも大きい。高血糖，血管

障害，神経障害など糖尿病に特徴的な生体内変化

の口腔傷害性，特に血管合併症に興味を抱き，糖

尿病－口腔からのアプローチをテーマに研究を重

ね（表１），糖尿病口腔病変の成因と対応の確立を

目指してきた。しかし，振り返るとその臨床評価

には後悔が残る。

１９９７年の調査によると４），わが国の糖尿病患者

数は推定６９０万人と２０年前の２０倍である。耐糖能

異常を認める糖尿病予備軍は約６８０万人，最近の

２００２年では８８０万人と２１世紀も増加することが予

測されている。一方，糖尿病受療者数は３１０万人

と半数にも満たない。網膜症，腎症，神経障害の

三大合併症保有率は約３０％と多く，進展して人工

透析，失明など著しいQOLの低下する患者が増

加しているのが実態である。

今や，糖尿病は国民病とも言われチーム医療と

患者教育が問われる代表である。この機に臨ん

で，約２５年を経た私と糖尿病との関わりを回顧

し，歯科臨床の対応について考察してみた。

１．糖尿病患者の易感染性と抜歯後感染症

インスリン治療や抗菌剤の進歩にもかかわらず

糖尿病患者における感染症の発症率は高く，重要

死因の一っとして挙げられている５）。歯・口腔感

染症の合併率は１２％程で，呼吸器や尿路感染症に

次ぐとする報告もある。我々のデータで抜歯後に

感染症を認めた症例は１７９例中１７例（顎炎６例，治

癒不全６例，口内炎５例）の９．５％で，その随時血

糖値は平均３５０mg／dl と異常を認めない症例の

平均１８２mg／dl に比し明らかに高値であった６）。

糖尿病は高血糖を主徴とするが，その血糖コント

ロール状態が生涯にわたり問われることになる。

１）抜歯後に肺化膿症を併発した症例

患者は６３歳，男性。身長１６０cm，体重５６kg。約

２週間前から右側下顎大臼歯部の疼痛と腫脹を認

め，近医にて加療を受けたが緩解せず来院した。

既往歴に特記事項は無かったが，歯痛を飲酒でま
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ぎらわすなど病態認識は乏しい。‾７‾６｜の重度の

う蝕症と歯周病に基づく頬部蜂窩織炎と診断して

入院加療とした。体温は３６．０℃であるが，白血球

数１４．３×１０３／ｍｍ３，赤沈８２ｍｍ／ｈ，尿蛋白（２

＋），尿糖（２＋），尿ケトン体（±）を示した。心

電図，胸部X線に異常はなく，また低蛋白，貧

血，血清免疫学的異常所見はなかった。しかし尿

糖陽性は持続し，空腹時血糖１３７mg／dl を認め

たことから内科依頼，糖尿病の診断にて食事療法

を行った。抗生剤などの点滴投与を行うも炎症の

消退ははかばかしくなく，そのためCRPの陰性

化をみた病日１０日目に原因歯除去による治癒を期

待して‾７‾６‾５｜の抜歯手術を行った。翌夕より急

に発熱，咳，胸部痛が発現，漸次左肺下野のＸ線

陰影像の拡大，頬部腫脹の増大を認めた。抗生剤

療法の強化，外部切開にドレナージ，抜歯窩再手

術などを行い，病日約１００日でCRP陰性，白血球

数８．５×１０３／ｍｍ３，空腹時血糖値１００～１２０mg／

dl，肺野陰影の改善を得て退院した。しかし，そ

の４０日後に肺症状を再発して入院，肺化膿症の診

断にて左肺下葉切除術を施行して，初診時から約

１年半を要して治癒した。本症例における病態の

相互関係を示す（図１）。無自覚，未治療，かつ潜

在する糖尿病性慢性合併症を有する患者の歯性病

巣が急性転化し，抜歯手術を契機に顎炎の増悪と

肺化膿症の併発を呈した。進展要因として抜歯侵

襲度，患者管理など医療サイドに幾つかの反省点

もあるが，むしろ患者サイドの感染防御メカニズ

ムの低下に大きな危険因子が内在すると考えられ

る。多数歯に重度のう蝕症と歯周病を認める口腔

内環境や歯痛を飲酒でまぎらわせるなどの病態認

識，無自覚・未治療の糖尿病と糖尿病性血管障害

や神経障害は感染症の発症，進展を倍加したと考

えられた７）。

肺化膿症の発現は６０～７０歳の男性で大酒家に多

く，呼吸器疾患，糖尿病の合併は予後が悪いこと

が指摘され８），本症例との共通項は多い。糖尿病

患者はいわゆるCompromised host（免疫不全患

者）と考えられ易感染性で，感染症が潜在的，無

症候性の型で進行する場合は一旦発症するとイン

表１ 糖尿病に関する研究の歩み

年号 研 究 課 題

昭和５０年 �糖尿病患者の抜歯並びに顎炎について
�糖尿病患者口腔粘膜の毛細血管顕微鏡
観察所見

昭和５１年 �歯科臨床における糖尿病合併患者の臨
床統計的観察

昭和５２年 �糖尿病患者抜歯時における血糖，血中
コルチゾールおよび血中インスリン値
の動態

昭和５５年 �糖尿病ラット口腔粘膜，網膜毛細血管
撮影所見と樹脂鋳型標本における走査
電顕的観察

昭和５６年 �口腔粘膜毛細血管における蛍光血管撮
影法の応用

昭和５９年 �糖尿病患者口腔粘膜毛細血管顕微鏡所
見の推移と臨床検査値との関連

昭和６１年 �糖尿病ラットにおける頬粘膜と網膜毛
細血管の電顕的研究

昭和６２年 �糖尿病患者口腔粘膜毛細血管生体ビデ
オ顕微鏡撮影

�糖尿病ラットにおける舌乳頭の変化に
関する組織学的研究

平成元年 �口腔粘膜における糖尿病性細小血管症
―微小循環と赤血球変形能（学長奨励
研究）

平成２年 �糖尿病の口腔粘膜における組織代謝と
細胞動態ならびにインスリンの影響

�２型糖尿病患者における口腔粘膜毛細
血管の電顕的研究

�糖尿病性慢性合併症と口腔診断
平成４年 �糖尿病ラット茸状乳頭における毛細血

管および末梢神経に関する研究
平成７年 �糖尿病患者口腔粘膜上皮活性に影響を

及ぼす微小循環動態に関する研究（科
研費研究）

�糖尿病患者における味覚障害と血中微
量金属

�Evaluation of PtO２ measurement on
the oral mucosa in diabetics（７３th
IADR）

平成８年 �糖尿病患者における血中トロンボモ
ジュリン値と口腔粘膜毛細血管内皮障
害

�糖尿病と歯の寿命
�Evaluation of screening test related
to taste disturbance in diabetics（７４th
IADR）

平成９年 �糖尿病における口腔粘膜の微小循環―
血管反応性と白血球動態―（科研費研
究）

平成１１年 �糖尿病と歯科治療（日歯生涯研修ライ
ブラリー）

平成１３年 �糖尿病口腔病変の成因と対応（東歯学
会特別講演）
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スリン抵抗性の増大や抗生剤投与効果の減弱など

により治療に難渋することになりかねない。従っ

て，その重篤化の回避には歯科臨床医の的確な病

態把握と侵襲度や術後感染を考慮した手術日程や

術式，抗生剤投与，多開創の縫合などの綿密な治

療，インスリン治療を導入するなどのチーム医療

と病診連携，それにEBM：Evidence－Based

Medicine と POS：Problem Oriented Systemに

基づく継続的患者管理の重要性が痛感される。

２）糖尿病患者の抜歯時における血糖，血中コル

チゾールおよび血中インスリン値の動態

侵襲下ではACTH，エピネフリン，ノルアド

レナリン，コルチゾールなどの下垂体－副腎系ホ

ルモンが放出され，その結果血糖値は上昇する。

他方，膵からのインスリン放出は抑制される。し

かし，高血糖が必ずしも組織のグルコース利用に

結びつかないのが糖尿病である。

抜歯手術，それに伴う精神身体的因子，そして

無自覚，未治療やコントロール不良の糖尿病患者

や感染症併発した場合は更なるストレス負荷の状

態にあると考えられる。外来通院糖尿病患者の血

糖コントロール状態は概して良好とは言えないよ

うである。当院に通院する糖尿病患者の約半数は

血糖コントロールやや不良と認識し，随時血糖値

を内科受診患者と歯科受診糖尿病患者のうち各々

任意の５０名で検査した結果でも，歯科受診患者の

血糖値平均は２０４mg／dl と内科受診患者の平均

１４７mg／dl に比し高く，２５０mg／dl 以上の例が

１２％も占めていた９）。

健常者（Ｎ群：５０）における抜歯時術前５分前の

血糖値は平均１０６±１０mg／dl，術直後１１４±１２mg

／dl，術後１時間は１０４±１０mg／dl で，術中に最

大３７mg／dl の上昇を示し，術後１時間にはほぼ

術前値に復する正常型が９２％を占める。同時の血

中コルチゾール値は各々平均１３．０±４．６，１４．７±

３．８，１２．８±４．８µg／dl と血糖値に相関した動態
を示す。血中インスリン値は２６．９±３．６，２６．０±

２．０，２２．７±５．３µU／ml で術前値に最も高く，斬
次軽度の減少を示した。糖尿病患者（DM群：５０）

においては，術前血糖値平均２６９±８５mg／dl と

高く，術中，術後の変動値も大きく，動態は正常

型（Ⅰ），上昇型（Ⅱ），下降型（Ⅲ）に分散を示した

（図２）。上昇型は血糖コントロール不良や手術侵

襲が関与して術後でも高血糖は持続し，術前血糖

値が２００mg／dl 以上の経口治療薬服用患者に多

くみられた。血中コルチゾール値は概して低く変

動も少ない。しかし，血中インスリン値は高値を

示した。下降型の場合は食事摂取量やインスリン

図１ 病態の相互関係

７１６ 片桐：糖尿病口腔病変の成因と対応
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療法によると考えられる１０）。近年は血糖コント

ロールの徹低から強化インスリン療法が行われる

例も多く，血糖値が５０mg／dl 以下に低下して低

血糖症状あるいは急激な血糖降下による低血糖様

症状の発現を時に遭遇する。低血糖はストレスで

ある。歯科治療や炎症に基づく食欲不振や食事摂

取障害，治療時間の延長や食事時間の遅れ，また

自律神経障害などが誘因となり，歯科治療中ある

いは治療後に蒼白，冷汗，手指のふるえなどの前

駆症状，気分の不快から急激な意識障害や悪心・

悪吐などの発現時には早急に対応しなければなら

らい。

この様な異常事態の予知と予防には空腹時血糖

値，HbA１C，インスリン治療，神経障害など糖尿

病性慢性合併症に加え栄養状態の保持，低血糖発

作の既往やペットシュガーの携帯，そして日毎に

変わる体調即ち倦怠感，情動不安，睡眠不足，食

欲不振を認めるシックデイなどの把握と個々の生

活習慣に介入した患者教育の徹低など術前の対応

が重要である。いずれにしても血糖値の不安定な

変動は，感染症など病態の増悪につながると認識

する必要がある。

３）高血糖の細胞障害性

糖尿病による高血糖状態の細胞障害要因とし

て，第一にポリオール代謝経路の活性亢進が挙げ

られる。ポリオール代謝経路は（図３），NADPH

を補酵素としてアルドース還元酵素（AR）により

グルコースをソルビトールへと還元し，次いで

NADを補酵素としてソルビトール脱水素酵素

（SD）によりフルクトースへと酸化させる２段階

からなっている。通常は競合するヘキソキナーゼ

へのグルコース親和性が高いためポリオール経路

の利用率は少ないが，糖尿病で高血糖になるとグ

ルコースの膜透過が亢進し，ポリオール代謝経路

の利用は正常状態の４倍にもなり，ソルビトー

ル，フルクトースの細胞内蓄積→細胞内浸透圧の

上昇→細胞膨化→細胞内低酸素→細胞障害に至

る１５）。

赤血球を細胞の代表試料とした赤血球中ソルビ

トール値は，糖尿病患者平均４４．３±９．５nmol／

gHb と対照の３４．２±６．６に比し有意に高値を認め

る。赤血球中ソルビトール脱水素酵素値も糖尿病

患者平均１３９．９±２８．５mU／gHb と対照の１１３．３±

２１．５に比し高値を示し，ポリオール代謝の亢進を

認めた１１）。ストレプトゾトシン糖尿病ラットを代

謝障害期の２週～５ヶ月飼育例においては，発症

後速やかにソルビトール値は高値を示して血糖値

と相関し（図４），インスリン投与による可逆性の

反応を示すものの，口腔粘膜組織のHypoxia や

上皮細胞増殖能低下の要因となり１２），またソルビ

トール代謝の亢進はAR活性が亢進し，その時に

NADPHを補酵素として消費するので，白血球の

殺菌作用に必須なNADPHの供給減少により活

性酵素の生成低下が易感染性につながると考えら

れている１３）。

第二の要因として細胞膜の蛋白糖化現象 glyca-

tion が挙げられる。蛋白の糖化はブドウ糖が酵素

反応を介することなく蛋白と結合する反応であ

る。糖化された蛋白は本来の機能を果たせない劣

化蛋白になり，その後一旦結合したブドウ糖は分

離されることなく，更には互いに架橋結合して

図２ 抜歯時における血糖値の変動 図３ ポリオール代謝経路
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AGE：Advanced glycation end products（後期糖

化反応生成物）となり血管壁，血管内皮細胞の多

様な機能障害を生ずる機序は加齢にも共通する。

ヘモグロビンや血清蛋白の様な寿命の短い蛋白の

糖化現象は，HbA１C やフルクトサミン値としてそ

の半減期に応じた一定期間内の血糖コントロール

の指標として広く臨床検査データとして活用され

ている１５）。

細胞膜機能の検索に赤血球変形能測定，赤血球

浸透圧抵抗試験を行った。赤血球形態と機能を保

持している赤血球膜は主として蛋白，脂質，糖よ

りなり他の細胞においてもほぼ同様である。赤血

球の直径は約７．５µmであり，微小循環の場にお
いては直径５µm以下の毛細血管内を変形しなが
ら通過し，その間に組織とのガス交換を行うなど

赤血球変形能は重要な機能の一つである。測定法

として多孔性メンブレン（細孔径５．０µm，厚さ１５０
µm）濾過法を用い，赤血球浮遊液単位量（１．０ml）
ごとの通過時間を測定して指標とした（図５）。

赤血球変形能は加齢により若干の低下を認め，

対照健常者の５．０ml 通過時間は平均１分０７秒に比

し糖尿病患者の平均は１分３９秒と明らかに通過時

間は延長して変形能は低下し，口腔粘膜組織Hy-

poxia や口腔粘膜微小循環障害への関与が認めら

れた１１，１４）。赤血球膜の脆弱化試験として知られる

赤血球浸透圧抵抗試験では，糖尿病患者例は対照

に比し低張液中では膜硬化による浸透圧抵抗の増

大，高張液中では溶血性が増して膜の脆弱性を併

せ有し，浸透圧変動を生じやすい糖尿病病態特に

血糖コントロール不良や腎症併発に際しては細胞

や組織障害，微小循環障害への影響は大きいと考

えられた１１）。

さらに，細胞にAGEに対する受容体が存在し，

その受容体とAGEとの相互作用を介して種々の

サイトカインが誘導されることが明らかになって

きた。AGEが内皮細胞に作用し，内皮細胞の増

殖，透過性の亢進，血液凝固能の亢進，NOの不

活性化による血管拡張作用の低下などが指摘され

ている１５）。それで，血管内皮細胞の膜上に局在し

てトロンビンの受容体ともいうべき抗血栓性の糖

蛋白で，血管内皮障害により血中に離脱する

TM：トロンボモジュリン値を測定した。健常者

図４ 血糖値と赤血球中ソルビトール（SOR－SOR）
値の相関

図５ 赤血球変形能測定装置の模式図とメンブレン通
過赤血球の SEM像

７１８ 片桐：糖尿病口腔病変の成因と対応
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平均１６．９±６．５Ｕ／ml に対し，糖尿病患者平均

（ｎ＝１６１）は２５．６±９．４Ｕ／ml と明らかに高値を

示し，特に腎症合併患者において著明であった。

口腔粘膜毛細血管電顕所見との対比では内皮障害

との相関を認め（図６），血液凝固系亢進との関

与，強いては微小血管における易血栓性の基礎病

態になると考えられた１６）。

糖尿病における高血糖状態では，ポリオール経

路の代謝亢進を特異的な初期段階のTrigger と

して蛋白の糖化現象，その他にプロティンキナー

ゼC（PKC）活性化亢進，酸化ストレスの亢進など

一連の細胞障害が相互に作用しながら代謝を障害

して合併症の発症，進展に及び，口腔においては

更に外的刺激，炎症などで重畳されると考えられ

る。

近年はインスリンによる高血糖の是正に加え，

サイトカインに関連した研究成果から種々のAR

阻害剤，AGE生成阻害剤などが開発されて有用

性が示唆され，口腔病態への治験が期待される。

しかし，基本的には血糖コントロールの堅持と慢

性炎の悪化による感染症併発を無くすることであ

る。

２．糖尿病性細小血管症と口腔病態

糖尿病は糖尿病昏睡，感染症の時代を経て血管

合併症に，そして現在は予防の時代である。しか

し，糖尿病性血管合併症が解明，克服されたわけ

ではない。むしろ，克服しえないからこそ予防へ

の転換ともいえる。

糖尿病は血管病とも言われ，血管合併症は動脈

硬化症などの大血管障害（Macroangiopathy）と網

膜症，腎症などの細小血管症（Microangiopathy）

に分けられる。糖尿病に特異性が高く，罹病期間

の関与する宿命的な細小血管症が主役をなし，最

近は生命的予後に大きく関与する大血管障害との

相関性が強調されている。

糖尿病性細小血管症の病因は多様であるが，基

本的にはインスリン作用不足，高血糖によって生

ずる毛細血管レベルの変化が主体と考えられる。

微小循環は毛細血管を中心とする生体ホメオス

ターシスの重要な担い手である。組織，臓器の機

能や代謝を円滑に営む一方，全身的な障害を反映

する場でもある。かかる毛細血管研究に適してい

る口腔粘膜に着目し，糖尿病性細小血管症と口腔

病態の究明を試みた。

１）口腔粘膜毛細血管の透過電顕所見

口腔粘膜毛細血管（図７）は，直径４～７µmの
無窓性管腔を有し，その管腔を形成する２～３個

の内皮細胞とその外側を取り囲む基底膜より構成

されている。そして，基底膜の外側には毛細血管

の tonus の調整作用を有する周皮細胞が存在す

る。ストレプトゾトシン糖尿病ラットを罹病期間

も考慮して５ヶ月および１０ヶ月の長期飼育し，細

小血管症の病期指標とされる網膜血管の眼底所見

と対比観察した。糖尿病例では（図８）内皮細胞の

腫大，細胞突起の増加などにより血管腔の狭窄，

発症初期からの基底膜の肥厚，そして細胞質電子

密度の低下や空胞形成など細胞内小器官の変性像

を呈して特徴的に糖尿病性細小血管症の発現が認

められ，頬粘膜と網膜所見とは類似の傾向を示

し，同時期に発症し，同程度に進行していると考

えられた１７）。また，２型糖尿病患者においても罹

病期間や治療歴などにより糖尿病ラットとは差異

はあるものの，初期病変としての周皮細胞内空胞

形成（図９－左），網膜症の程度・病期と相関する

基底膜厚径と重層化所見，内皮細胞におけるライ

ソゾーム様構造物（図９－右）の発現頻度（図１０）や

図６ 血中TMと口腔粘膜毛細血管内皮障害との関係
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空胞形成所見は，糖尿病性病変としての診断，病

期，予後の判定への臨床応用を意義ずけ，簡便か

つ侵襲度も少ない口腔粘膜生検の活用を提唱し

た１８）。また同様に毛細血管に随走する末梢神経に

ついて，糖尿病性神経障害，舌乳頭萎縮，味覚障

害を念頭に舌茸状乳頭において検索した。対照

ラット群における茸状乳頭の味蕾に侵入する神経

線維束は直径約３０～４０µmで，内部に有髄神経線
維と無髄神経線維が存在している（図１１－左）。有

髄神経線維は軸索（Ax）と Schwann 細胞（Sch）よ

図８ １０ヶ月飼育糖尿病ラット群頬粘膜毛細血管透過
電顕像
管腔は３つの内皮細胞よりなり，２つは内皮細

胞間接合部（矢印）を境に隣接する内皮細胞（En）
の著しい細胞質電子密度の低下を認め，また細胞
内に vacuole 状の変性像が認められる
Mu：筋組織，Nu：核，×１２，５００

図７ １０ヶ月飼育対照ラット群頬粘膜毛細血管透過電
顕像
管腔（Lu）は２っの内皮細胞（En）より構成さ

れ，その周囲を周皮細胞（Ｐ）が不連続に取り囲む
Nu：核，Ｍ：ミトコンドリア，Pv：pinocytotic
vesicle．×１４，０００

図９ 糖尿病患者口腔粘膜毛細血管電顕像の拡大
左は周皮細胞細胞質に認められる空胞様構造物，右は内皮細胞に認められるライソゾーム様構造物

×２５，０００

７２０ 片桐：糖尿病口腔病変の成因と対応
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り構成され，軸索周囲は髄鞘（My）により取り囲

まれている。無髄神経線維は髄鞘を欠き，軸索が

Schwann 細胞の細胞質に取り囲まれて存在して

いる（図１１－右）。５ヶ月飼育糖尿病ラット群は

Schwann 細胞内のリピッド封入体の発現，軸索

内のグリコーゲン顆粒の蓄積などの軸索変性を主

体とした代謝障害性変化を認め（図１２－左），１０ヶ

月飼育群では著明な軸索の萎縮・空胞変性，髄鞘

の変性・崩壊などの変化を呈した（図１２－右）。

口腔粘膜毛細血管，神経内栄養血管における細

小血管症と末梢神経障害の相互作用により糖尿病

性口腔病態は発症・進展し，知覚異常，味覚異常

はもとよりう蝕症，歯周病，粘膜疾患，易感染性

や創傷治癒などにも広く関与すると考えられ

た２８）。また，糖尿病性慢性合併症で最も早期に発

現する神経障害の確定診断においても口腔粘膜生

検の意義を強調したい。

２）毛細血管樹脂鋳型標本による走査電顕所見

糖尿病ラット口腔粘膜および網膜の毛細血管樹

脂鋳型標本を作製して三次元的観察を行った１９）。

図１３は歯槽部の毛細血管像を示す。対照例は２０µm
前後の太い結節状の血管球体を呈する血管が樹枝

状に分岐・吻合を重ねて分布し，血管構築は密で

強固である。糖尿病例では血管径は減少し粗で，

血管球体も認めず直線化し不規則な狭細と途絶像

を呈する。同様な所見は歯根膜部でも認められ

る。口唇粘膜部では（図１４），対照例は６µm前後
の毛細血管が均一な環状構造を示すのに比し，糖

尿病例では構築は乱れ，不規則な狭細が著明で，

小血管瘤所見なども認め心筋内毛細血管鋳型所見

とも一致する２０）。一方，網膜血管像は放射樹枝状

に分布する細動静脈とその間を分岐・吻合を重ね

て満たす毛細血管網を認め，口腔粘膜の血管構築

とは異なる。対照に比し若干の走行異常を呈する

ものの病変を示唆する異常は認めない。これら樹

脂鋳型による観察に併せて行った口腔粘膜毛細血

管顕微鏡撮影および眼底撮影所見からも，糖尿病

例では明らかに口腔粘膜毛細血管は網膜毛細血管

に比し，より早期に多様な形態的毛細血管異常が

発現して病態に結びついていると考えられた２１）。

図１０ 毛細血管病変の発現頻度

図１１ １０ヶ月飼育ラット対照群末梢神経線維束および線維像
左 一本の太い神経線維束が茸状乳頭味蕾に侵入し，内部には多数の有髄神経線維と無髄神経線維が存

在する。×２，０００
右 有髄神経線維は軸索（Ax）と Schwann 細胞（Sch）に囲まれている。無髄神経線維（矢印）も周囲に認

められる。×１６，０００
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３）口腔粘膜毛細血管の微小循環動態

生体ビデオ顕微鏡システム（図１５）を用いること

により口腔粘膜の微小循環構築，血行動態，血流

速度，血管壁の性状および血管周囲組織の様相を

知ることができる。健常者の口腔粘膜毛細血管係

蹄（図１６）はスムースなヘアピン形を呈し，分布も

均一で深部の血管網は明瞭に観察され，血流も平

均１．０ｍｍ／sec で澱みなく速い。図１７は４１歳女

性，糖尿病性慢性合併症を認める症例の所見であ

る。血流速度は平均０．４ｍｍ／sec と遅延し，赤

血球集合（矢印），顆粒状血流を認め，係蹄は迂行

舵曲し，小血管瘤，多数の分岐・吻合枝には塞栓

も認められる。糖尿病患者においては，多様な微

小循環動態異常が観察される。糖尿病性網膜症の

眼底所見による病期との対比では，病期の進展に

ほぼ一致して口腔粘膜毛細血管異常の程度は高度

化を示し，初期病変として特徴的な血管係蹄の拡

張，中間期に血管壁の不整と狭細，分岐吻合，進

展した後期には視野の混濁不鮮明，係蹄数の減少

所見を認めた（図１８）１４）。また，糖尿病患者口腔粘

図１２ 糖尿病ラット群末梢神経線維像
左 ５ヶ月飼育例×２０，０００ 右 １０ヶ月飼育例×１６，０００

図１３ 歯槽部血管構築の拡大像 左 対照例 右 糖尿病例

７２２ 片桐：糖尿病口腔病変の成因と対応
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膜毛細血管撮影を９年間にわたり経年的推移を観

察した２０症例によると，正常所見を維持した症例

は無く，初期異常の改善をみたもの３例，異常所

見の不変８例，進展をみたもの９例で，進展防止

にはHbA１C 値を正常域に維持することが重要と

考えられた２２）。

血清アルブミンと結合するFluoresein Sodium

を静注して用いる蛍光血管撮影法は微細な血管の

描写，血管透過性などを観察できることから口腔

粘膜毛細血管に適用した。対照群の蛍光発現時間

は平均２０秒で，血管透過性は漸次上昇するのに比

し，糖尿病患者群では罹病の早期から蛍光発現時

間はやや遅延するが，血管透過性は急速に増加し

て極値に達する（図１９）。このことから，糖尿病で

は血液循環動態は遅延し，毛細血管の血清蛋白透

過は亢進し，その周囲拡散吸収様相は不均一で血

管構築の異常が認められた２３）。最近は血糖値の無

侵襲測定法として歯肉溝液や唾液中に含まれるブ

ドウ糖と血糖値の相関に着目した測定法も試みら

れている。

口腔粘膜微小循環における白血球動態について

ハムスター頬袋を用いて観察した。起炎物質

fMLPを添加すると細静脈では白血球が血管壁に

転回したり，接着するもの，時間を経ると血管外

に遊走するものが観察される様になる。白血球は

図１４ 口唇粘膜部血管構築の拡大像 左 対照例 右 糖尿病例

図１５ 生体ビデオ顕微鏡システム

図１６ 健常者口唇粘膜毛細血管の微小循環
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赤血球に比し直径も大きく，変形能も少ない。糖

尿病の場合は血管の狭細，内皮細胞障害，血流の

遅延などにより一時的にも白血球の集積による白

血球栓塞（図２０），透過性の亢進を認め，初期病変

に重要な役割を担うと考えられた２４）。

総じて口腔粘膜毛細血管の糖尿病性微小循環障

害は，血流異常，血管透過性異常，血管壁異常，

血管反応性異常それに血管構築異常として観察さ

れた。

４）口腔粘膜組織酸素分圧と細胞動態

局所組織のHypoxia を数量的に測定できる探

査電極による組織内酸素分圧連続測定法を応用し

て，糖尿病患者の頬粘膜における組織酸素分圧

（PtO２）を測定した。

糖尿病患者の PtO２値は平均２９．７±１２．４mmHg

と対照の４３．５±４．４mmHgに比し分散を示すが有

意に低値を示し（図２１），血糖値，HbA１C 値と負の

相関，網膜症の進展に伴い減少傾向を示すと同時

にインスリン治療による改善への反応性は減弱し

た。特に係蹄数の減少，視野の混濁不鮮明所見と

は相関性が高いことから恒常的に低酸素状態を呈

するものと考えられる１４，２５）。

DNA合成期（Ｓ期）細胞の標識率（Labeling In-

dex：L. l.）は，細胞動態の一指標として知られ

る。それでストレプトゾトシン糖尿病ラットにお

ける舌，頬粘膜および糖尿病患者頬粘膜の L. I.に

ついて BrdU モノクローナル抗体を用いた酵素抗

体間接法により検索した（図２２）。いずれにおいて

も糖尿病の場合の L. I.は低下を示した１２，２５，２６）。糖

尿病患者口腔粘膜上皮の L. I.は平均６．２±１．９％と

健常者平均８．８±０．９％に比し有意に減少を示し，

約３０％の細胞増殖能の低下を認めた。空腹時血糖

値，HbA１C とは弱い負の相関，口腔粘膜 PtO２と

は正の相関を示した（図２３）。また非網膜症例

（NDR）の L. I.平均は６．６±２．３％，単純性網膜症

例（SDR）６．２±１．３％，前増殖・増殖性網膜症例

（PPDR・PDR）では５．６±１．６％と漸次減少傾向を

示し，細小血管症との関与が示唆された。糖尿病

患者でインスリン治療例の L. I.は平均６．２±２．３％

と非インスリン治療例の５．２±１．６％に比し高値を

認めるが，口腔粘膜毛細血管の係蹄分布の不均一

や係蹄数の減少，PtO２値２５mmHg以下を呈する

場合，また生検による電顕所見で内皮細胞基底膜

の重層化，周皮細胞の崩壊，神経軸索の変性，髄図１７ 糖尿病患者口唇粘膜毛細血管の微小循環

図１８ 口唇粘膜毛細血管生体ビデオ顕微鏡観察所見と糖尿病性網膜症

７２４ 片桐：糖尿病口腔病変の成因と対応
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鞘の変性を認める場合にはインスリン反応性は認

められず，不可逆性の病態を呈する境界値 point

of no return として L. I.５％が示唆される（図

２４）２５）。

Ｓ期細胞の減少には細胞周期の延長が考えら

れ，粘膜上皮の増殖率低下は上皮の非薄化，萎縮

性変化の基盤をなし，口腔粘膜の易感染性や易外

傷性，創傷治癒遅延の要因と考えられた２６）。

５）味覚障害を呈した糖尿病症例

患者は４８歳，男性。身長１６２cm，体重６５kg。１０

年前に糖尿病の診断にて加療，３年前からインス

リン注射，２年前に網膜症で光凝固療法，１年前

には神経障害でプロスタグランジン療法，最近で

図１９ 口唇粘膜毛細血管におけるフルオレセイン透過
曲線

図２１ 頬粘膜下組織酸素分圧（PtO２）の比較

図２２ 対照者群口腔粘膜上皮BrdU染色像×１００
BrdUを取り込んだ細胞は核が茶褐色を呈する

図２０ ハムスター頬袋の毛細血管と白血球動態
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は肺炎のため入院の既往がある。以前から甘味の

減退を感じていたが，全ての味質に認める様にな

り精査のため受診した。

空腹時血糖値２００mg／dl 前後，HbA１c１０％前

後，痛覚，腱反射の低下を認めるが起立性低血圧

や発汗異常はない。口腔所見でも舌炎いわゆる

burning tongue は認めない。

味覚検査成績（図２５）は電気味覚閾値の軽度上

昇，濾紙ディスク法では全味質に低下，甘味濃度

系列液試験では味として感じた最小濃度の検知閾

値は正常であったが，甘味として感じた最小濃度

の認知閾値，適当な甘さと感じた濃度の至適閾

値，甘すぎると感じた濃度の過剰閾値においては

上昇を認めた。

口腔粘膜毛細血管撮影所見は係蹄分布の不均

等，係蹄数の減少など進展所見を主徴とした。生

検による電顕所見では血管腔の狭細，基底膜の肥

厚と重層化，内皮細胞内にライソゾーム様構造物

が認められ，末梢神経では軸索，髄鞘の変性所見

や schwann 細胞内に lipid 封入体の発現など不可

逆的な病期の進展が伺われた。

赤血球中ソルビトール値４５nMol／gHb とやや

高値，赤血球変形能１′２１″軽度遅延，頬粘膜 PtO２

値１１mmHgと低値，神経伝導速度（尺骨神経）左

３２．３ｍ／sec，右４９．３ｍ／sec と遅延，また血清

亜鉛値は５６µg／dl でやや低値であった。
糖尿病性神経障害など慢性合併症にもとずく味

覚減退症と診断し，食事摂取と舌炎に注意し経過

観察した。経年的に網膜症や腎症の進展に相まっ

て口腔粘膜毛細血管顕微鏡所見でも視野の混濁，

血流の遅延などを認め，頬粘膜 PtO２値，生検に

よる電顕像も不変で，味覚障害は異味，そして食

欲不振を認める様になった。

味覚は栄養摂取の内容を決めるマーカーでもあ

り，糖尿病患者の生活像にも影響する。ラット茸

状乳頭の味蕾について検索を行ったが，対照群

（図２６－左）は乳頭頭頂中央はやや陥凹し，その内

に半球状の小丘と味孔の開口を認める。ストレプ

トゾトシン糖尿病の場合（図２６－右）では小丘は構

造を失い，味孔の狭窄或いは全く認めないなど萎

縮性変化を示し，１０ヶ月飼育例に特徴的なことか

ら晩期性変化と考えられた２６）。同様に，味蕾の透

過電顕像では糖尿病群は味蕾が乳頭内で変性消失

している所見を認め，その要因として糖尿病性神

経障害，血管障害相互の関与は大きい２８）。味覚障

害を含む糖尿病性神経障害は，最も早く起こる合

併症と言われているが，とかく見過ごされて診断

は遅れがちである。患者が自覚し，臨床症状にも

とずく診断時点で不可逆的な病態を呈することに

なる。

味覚障害に関するアンケート調査とスクリーニ

ング検査を糖尿病患者１３８名と対照の４０歳以上４０

名に行ったが，アンケートでは２群間に有意差は

無かったが，甘味濃度系列液試験では閾値の高度

図２４ インスリン治療の有無による網膜症進展度別
BrdU－L. I.図２３ PtO２と BrdU－L. I.との相関
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化がみられ，味覚障害は無自覚に進展していると

考えられた。味覚障害の客観的評価法として甘味

濃度系列液試験は簡便で有用である２７）。スクリー

ニング検査を行い，糖尿病性神経障害の早期診

断，患者教育や生活像に反映する意義はある３２）。

最近，同患者が突然に左側頬部の腫脹を認めて

来院した。｜＿５＿６部に無痛性の腫脹と自壊排膿，Ｘ

線検査で矢状吸収を伴う歯周病所見を認め顎炎と

診断し消炎療法を行った。

漸次腫脹と排膿は消退したが，少量の排膿は持

続した。２ヶ月後のCT所見で腐骨形成所見を認

め（図２７），局麻下にて摘出手術を行った。創傷治

癒には通常より２倍以上の期間を要したが経過は

良好である。

糖尿病と骨病変については糖尿病性骨減少症と

して知られ，その発現頻度は約２０％と高く第４の

合併症とも言われる。Ca，ミネラル代謝異常に

加え，インスリンは骨形成に一種の成長因子とし

て必須であり，その欠乏は主として皮質骨に骨芽

細胞機能の低下をきたす２９）。自ずと顎骨，歯槽部

図２５ 味覚検査成績
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にも変化が生じる３０）。慢性合併症の進展する症例

では，鈎歯や義歯不適などによる歯周病の無痛性

の進展とその深部波及には注意しなければならな

い。

３．糖尿病患者におけるStomadrome とその対応

Stomadrome は，ちなみに Stoma は口腔，Dro-

me は“経過と共に”を意味し，全身性疾患とそ

の病態の診断，更には治療法の選択や治療効果の

指標とされる口腔所見を総称して用いた。Stoma-

drome は臨床に活かされなければならない。糖

尿病の病期は必ずしも順に進展するわけではない

が，これまでの知見から糖尿病と Stomadrome

について表２にまとめてみた。今まで糖尿病患者

の口腔病変は二次性の反応性病変としてとらえら

れていたが，むしろ特異的病変として対応するこ

とが必要と考える。図２８は２９歳男性，検診で糖尿

病を指摘され直ちに教育入院した症例である。広

汎な浮腫性の歯肉炎を呈するが，その発症要因と

して食後の高血糖であってもAR活性は高まり，

ソルビトールの細胞内蓄積と浸透圧亢進，血管透

過性の亢進と組織Hypoxia に対する血管の自動

調節機能による血管拡張と血流量の増大の現れと

考えられ，初期病変を考慮して随時血糖値のスク

リーニング検査を行うなどの対応が望まれる。

図２９は４４歳女性，４年前に歯科治療の完了をみ

ているが，３年前に検診で糖尿病を指摘されたが

放置していた。口腔にはすばらしい歯冠修復がな

されているが，多数歯に歯肉の退縮と歯頸部う蝕

を認め，また歯牙の弛緩，歯肉の違和感を訴え

る。Ｘ線検査では歯周病所見，特に右側上顎大臼

歯部の歯槽骨吸収は著しく抜歯が適応とされた。

図２６ ラット舌茸状乳頭の走査電顕像 左 ５ヶ月飼育対照例 右 １０ヶ月飼育糖尿病例

図２７ CT所見．上顎左側臼歯部に腐骨形成を認める 図２８ ２９歳，男性．浮腫性歯肉炎を認める糖尿病症例
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５年後の下段の図では義歯を装着して喪失歯は１５

歯に増加，さらに３歯の要抜去が適応とされた。

以前の処置歯は喪失し，未処置歯は歯冠修復に

変っている。糖尿病の放置，治療の中断が如何に

口腔病態を進展させるかを伺わせる３１）。

糖尿病患者３６８名の歯科初診時の主訴に基づく

疾患として非特異的な歯牙う蝕症，歯周病，口腔

粘膜疾患，顎炎などを認めるが，最も特徴的なこ

とは３０歳代からの Periodontal Index の高値化で

あり，歯牙喪失の早期化であった。糖尿病で種々

の細胞，組織が障害され，体内外のリスクに対す

る抵抗力は減弱し，同程度の障害因子に曝されて

も被害は大きく，より早く，より強く発現してい

ると考えられる。その背景には糖尿病の特異的な

変化が関与している６）。

糖尿病の臨床症状には口渇，多飲，多尿，体重

減少などが挙げられる。これらの症状は全て高血

糖による血清浸透圧の亢進，脱水に起因し，イン

スリン治療や輸液により速やかに改善される。む

しろ，臨床像としては細小血管症の存在が糖尿病

の特徴を良く反映していると考えられる。

以前から糖尿病性慢性合併症の発症率の高くな

る罹病期間として神経障害５年，網膜症１０年，腎

症１５年と言われる。しかし，診断基準の設定によ

り異なり，発病時期も不確かながら臨床上一応の

目安になる。糖尿病性慢性合併症の病態基盤は細

小血管症であり，その発生母体の毛細血管，末梢

神経に富む口腔からのメッセージを診おとしては

ならない。

糖尿病患者の歯牙切削時に歯髄壊死かと思わせ

ることがある。神経障害による知覚機能異常は，

発症初期には舌痛など神経過敏を呈することがあ

るが，進展すると知覚の低下を来たし，後期には

自律神経機能障害も加わってか口腔に歯科治療を

表２ 糖尿病の病期と Stomadrome

病期

境界領域 糖尿病領域

前 期 初 期 中 期 後 期

無自覚 無症状 肥満 口渇 多飲 神経障害 皮膚潰瘍 腎不全 腎透析

生

検

毛細血管

末梢神経
軸索変性

軸索萎縮，消失
神経線維密度の減少

髄鞘変性・崩壊

粘膜上皮
基底細胞層の空胞形成
浮腫性変化

上皮の菲薄化
舌乳頭の萎縮化

舌乳頭味蕾の変性・消失

微小循環
係蹄数の減少
係蹄の不鮮明
血流遅延

PtO２（mmHg）

BrdU L. I.（％）

口腔病変
歯周症
褥創形成
異味症

慢性合併症代謝障害

単純性網膜症 前増殖性網膜症 増殖性網膜症
腎症

周皮細胞空胞形成
基底膜肥厚

内皮細胞空胞形成
内皮細胞腫大
血管腔狭窄

内皮細胞内ライソゾーム様構造物の発現
細胞内小器官の消失
基底膜重層化

Schwann 細胞内
リピッド封入体
軸索内グリコーゲン顆粒

静脈脚拡張
血管透過性亢進
血流量増大

血管壁の不整
係蹄径の狭細
分岐吻合

迂行蛇曲
係蹄分布の不均一

微小血管

４０ ３０ ２０
可逆性 不可逆性

７．０ ６．０ ５．０

浮腫性歯肉炎
口腔乾燥
う蝕歯多発

歯周炎
舌炎・口内炎
知覚異常

粘膜萎縮
根面う蝕多発
味覚減退
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契機としてしびれ感，絞厄感といった異常感覚を

訴えることもある。温度覚，痛覚の低下は皮膚の

低温火傷による足の潰瘍形成として知られるが，

口腔においては粘膜萎縮，上皮の菲薄化に食事な

どによる機械的刺激も加わって，無自覚，無痛性

の褥創形成，萎縮性舌炎，扁平苔鮮など難治性病

変を起こしかねない。糖尿病における口腔粘膜病

変は萎縮性病変を主徴とし，炎症を併発しない状

態で維持されることが望まれるが，一度炎症が生

じると病態は急速に進展して終末像に及ぶ。根面

う蝕の多発と重度化，義歯の不適合と残存歯の歯

周病増悪には注意して対応しなければなれない。

糖尿病病変の発症，進展の予防はその発症前

に，あるいは発症初期の可逆的なうちに根治的治

療と危険要因の除去を心がけ，頻回の来院による

細心の予防対策を行うことが重要である。

４．糖尿病患者の口腔病変に関する知識と関心度

糖尿病は教育の病気とも言われる。糖尿病の発

症予防，合併症予防，重篤化予防に患者のみなら

ず医療従事者も含めた更なる教育の徹低が望まれ

ている。

糖尿病患者の口腔病変に関する知識，関心度に

ついてアンケート調査を２００１年に行った。対象は

東京歯科大学市川総合病院内科糖尿病外来に通院

する３２１名（男性５４％，女性４６％），平均年齢６３．８

±１０．６歳で６０歳代が最も多く，罹病期間は５年未

満が３０％，６～１０年２９％，１１～１５年１３％，１６～２０

年１０％そして２１年以上が１８％である。血糖コント

ロール状態は良好１０％，可３０％，そしてやや不良

例が５１％と半数を占める。インスリン治療例

２５％，慢性合併症を有する例は２４％である。この

対象症例の解析は，わが国の糖尿病患者の治療実

態にほぼ一致している。

調査結果を表３に示す。糖尿病発症時に口が渇

くなど口腔症状を認知した人は５９％，糖尿病と口

腔病変との相互関係を知る人は６５％である。糖尿

病と口腔について説明あるいは受講のあった人は

３８％，抜歯など歯科治療に際し内科主治医にその

旨を伝えている人は２８％と低率で，男性より女性

に顕著である。特徴的なことは，慢性合併症の有

無による認知頻度の差異である。食事に９１％は満

足しているとはいえ，合併症を有する症例の頻度

は２３％と低い。味覚減退の認知以外は概して合併

症を有する症例の認知頻度が低い。何故に合併症

を有する患者の認知頻度が低いのか究明し，個別

的に対応しなければならない問題点である。罹病

期間が長くなるにつれ認知頻度が高くなるのは当

然として，変わりやすい血糖コントロールの良否

による差異は殆どなく，認知度を１００％にする発

病初期の徹低教育の重要性が指摘される。

歯科治療の早期必要性を認め，後悔している人

は８９％と多く，また１年以内の歯科受診率も

５４％，かかりつけ歯科医のある人が７０％と一般の

平均に比し高いと思われるが，３０％前後の患者が

歯科的苦痛を認めていることから口腔病変の再発

性と治療のあり方，関心度と自己管理の実際との

図２９ ４４歳，女性．インスリン注射を行っている糖尿
病患者の口腔内所見と５年後の口腔内所見
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ギャップが感じられる。それ故，知識に基づいた

実践の系統的な評価，更には教育効果を高め，治

療に反映される実効あるシステム作りが望まれ

る。近年は医療水準に見合った適切な治療がなさ

れない場合，期待権の侵害とされかねず，医療従

事者の責務がより重大化している。糖尿病患者の

第一の関心事は合併症であるが，口腔病変につい

ては過小評価されがちである。糖尿病と口腔との

相互関係について他の合併症とも併せて繰返し指

導することにより認知度を高め，患者の意識改革

を真のものにして連帯感のもと病変の発現や進展

を防止しなければならない。

５．糖尿病患者の診療と歯科の今後

糖尿病患者の８０％は基幹病院の糖尿病センター

で治療を受けているのが現況である。診断，治療

法の進歩による専門化とチーム医療のもとでの

トータル医療の必要性に他ならない（図３０）。しか

し，その場に歯科の姿は殆どみられない。糖尿病

患者における口腔病変が第６の合併症と言われる

折り，歯科診療のあり方が問われるところであ

る。

重度のう蝕症や歯周病に繰り返される治療，あ

げくは喪失歯の増加による義歯の作製と粘膜痛に

よる調整などに費やされる診療，一方ではQOL

低下の要因である口腔病態に後悔の念を抱き，早

期治療の必要性を認める状況は，今までの診療が

甘かったことを痛感させられる。血糖コントロー

ルと種々の慢性合併症の治療に携わる各診療科医

師にも共通するものがあると考える。

糖尿病の世界的な増加の趨勢をうけ，WHOは

１９９４年に糖尿病のコントロールと予防に対する積

極的対策として糖尿病の発症を予防する一次予

防，合併症の出現を予防する二次予防，合併症進

展による組織臓器障害の進行とQOLの低下を予

防する三次予防を提唱した３３）。

近年，糖尿病とその病態の発症機序に関する新

知見に相まって，漸く治療から予防に関心が向け

られるようになった。１９９８年のUKPDS の報告か

ら，２型糖尿病において血糖コントロール状態が

表３ 糖尿病患者の口腔に関するアンケート調査成績

アンケート項目
認 知
頻 度

性 別 合併症 罹病期間 血糖コントロール

男性 女性 有 無 ０～５ ６～１０１１～ 可 否 不明

１ 発病時に口腔症状を認知 ５９ ６１ ５６ ２９ ７１ ２３ ３４ ４３ ４２ ５４ ４
２ 糖尿病と口腔病変との相互関係を認知 ６５ ６５ ６６ ２６ ７４ １８ ３６ ４６ ３９ ５４ ７
３ 糖尿病と口腔について説明，受講の既住 ３８ ８０ ３３ ２８ ７２ ２０ ３７ ４３ ３９ ５８ ３
４ 口腔病変，歯科治療状況を主治医に伝達 ２８ ５８ ２７ ３４ ６６ ２５ ３６ ３９ ５０ ４７ ３
５ 食事はおいしく満足 ９１ ９３ ９４ ２３ ７７ ２６ ３４ ４０ ４２ ５０ ８
６ よく噛み咀嚼を励行 ７３ ６８ ８２ ２３ ７２ ２７ ３４ ３９ ４３ ４９ ８
７ 歯口清掃の励行 ８４ ８４ ８５ ２６ ７４ ２７ ３４ ３９ ４１ ５１ ８
８ 味覚の減退を認知 １８ ３２ ２０ ７３ ２４ １２ ２５ ６３ ３１ ６３ ６
９ 熱いもの嗜好 ５１ ４７ ５６ ３０ ６９ ２７ ３７ ３６ ４１ ５１ ８
１０ １年以内の歯科治療 ５４ ５９ ５２ ２６ ７３ ２２ ３２ ４６ ４２ ４９ ９
１１ かかりつけの歯科がある ７０ ７４ ６５ ２７ ７３ ２０ ３７ ４３ ４０ ５２ ８
１２ 歯痛，歯肉痛がよくある ３３ ３７ ２８ ３０ ７０ １７ ３２ ５１ ４３ ４９ ８
１３ 口内痛，舌痛がよくある ２３ ２２ ２４ ３７ ６３ １８ ３２ ５０ ４６ ４４ １０
１４ 歯肉は腿せ，義歯不適がよくある ４４ ４６ ４２ ２７ ７２ ２３ ２７ ５０ ４６ ４５ ９
１５ 歯科治療後に摂食障害を認知 １８ １８ １９ ３５ ６５ １５ ３８ ４７ ３４ ６０ ６
１６ 歯科治療への対応に後悔 ８９ ９１ ８８ ２６ ７４ ２５ ３４ ４１ ４３ ４９ ８

％
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良いほど primary endpoint である細小血管障害

のリスクが減少することが明らかになり，食事療

法，運動療法の効果が意義づけられた３４）。

１９９９年に糖尿病の分類と診断基準がより厳格に

改訂され３５），２０００年には健康日本２１運動の一環と

して糖尿病を生活習慣病とした予防キャンペーン

を展開している３６）。そして，２００１年には糖尿病療

養指導士も発足した。歯科界では８０２０運動が推進

されている。

生活習慣病として共通性の多い口腔病変を通じ

て個々の患者への高い医療を確立し，患者はもと

より医療サイド，社会の意識改革をもたらさなけ

ればならない。そのために，糖尿病患者への対応

キーワードとして１．チーム医療への参画 ２．

病診連携 ３．かかりつけ医 ４．予防教育

５．科学的根拠に基づいた医療：EBMを挙げ，

その推進が２１世紀の歯科医療に望まれると考え

る。

口腔は糖尿病病態を反映し，また口腔病態は糖

尿病に反映する。プラークコントロールは血糖コ

ントロールに通じ，よく噛むことは過食や食後高

血糖を抑制し，ひいては肥満を防ぎ，また唾液分

泌を促進して口腔清浄にとる感染症の防止や味覚

を高めての食機能の低下防止は，血糖コントロー

ルの基本となるなどの意義付けから糖尿病チーム

医療の一員として参画し，より積極的な病診連携

を構築しなければならない。多様な臨床的局面を

生じる糖尿病においては，チーム医療の一環とし

て口腔治療を達成される意義は大きい。未だ例外

を除いて完治はなく，生涯コントロールが必要と

され，怠ると顕著に病変の進展をみることから継

続治療が必要で，かかりつけ医の役割は大きい。

そして，糖尿病学の進歩に則して治療法を修正

し，きめ細かいガイドラインを作成して治療を行

うことは医療過誤の防止にもつながる。この様な

歯科医療の推進には，コーディネータとしての病

院歯科の位置ずけは大きく，人材の育成，研修医

のプライマリケア教育などその充実が望まれる。

お わ り に

最近の歯科医療は歯牙や歯肉だけでなく口腔全

体さらには顎顔面も司り，その関連領域は益々広

がりをみせている。責務は重く，期待も大きい。

かつて，歯科学報の巻頭言（平成２年８号）で“変

るものと変らぬもの”というタイトルのもと，歯

科医師が医師としてあるためには口腔病態と全身

との相互関係を考究し，歯科医学に新しいジャン

ルを生み出してその奥行きを深め，歯科医学と医

学の連繋を基盤とした口腔診断と治療・管理を進

める医療姿勢の重要性に触れ，変ることのない信

図３０ 糖尿病の診療
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念と情熱で歯科医学，歯科医療の向上に寄与し，

明日の歯科医を見たいものであると結んだ。そし

て今，“糖尿病口腔病変の成因と対応”と題して

退任にあたっての特別講演を行い，糖尿病という

現代に適した研究テーマの出会いと継続，幅広い

分野との交流によるプロジェクトの構築，科学研

究費の受領，そして糖尿病学会，IADRでの成果

発表などその足跡を回顧した。振り返って，どれ

だけ教育，研究，臨床に貢献しえたのか心許ない

気持もするが，今後は次世代のエネルギーと叡智

に期待して止まない。

本稿は第２７２回東京歯科大学学会総会（平成１３年１０月
２８日，千葉）において特別講演したものである。

稿を終るにあたり，特別講演の機会を与えていただ
いた石川達也学会長はじめ関係各位に感謝いたしま
す。また，一連の本研究にご協力を頂いた諸先生並び
に医療スタッフ，そして今は亡き諸賢に厚く感謝の意
を表します。
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