
糖尿病と歯周病の関係は
こんな感じよ
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■鳥取県の糖尿病の推計人数
 （予備群、有病者）

糖尿病の予備群と有病者は、
年々、増加傾向にあります。

歯周病は多くの人がかかりやすい
病気で、20歳代以降増加し、歯を
失う主な原因となります。

■歯周病にかかっている人の割合
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出典：鳥取県市町村特定健診データ 出典：H22鳥取県民歯科疾患実態調査
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糖尿病とは
　インスリンが足りなかったり、充分働かない
ことにより、血糖値が高くなってしまう病気で
す。初期には自覚症状が少なく、気づきにくい
のが特徴です。
　重症化し、合併症（網膜症、腎症、神経障害、
心筋梗塞、脳梗塞など）が現れてきて初めて気
づくことも多い、たいへん恐い病気です。
　そして、歯周病は第６の合併症とも言われ、
糖尿病患者に対しては、歯周病治療を行うこと
が勧められています。

歯周病が糖尿病を引きおこしたり、
悪化させることも？
　糖尿病の人は、免疫力が低下して、歯ぐきの
炎症が起こりやすくなるため、糖尿病が歯周病
をもたらし、悪化させるといわれています。さ
らに、歯周病がひどくなると炎症によって出て
くる物質TNF-α（炎症性サイトカイン・生理活
性物質）が、インスリンの血糖値をコントロー
ルする働きを妨げて、糖尿病の状態を悪くする
といわれています。

日本歯科医師会
PRキャラクター
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歯周病とは
　歯と歯肉の境目の溝（歯周ポケット）で、歯周病菌が
増え過ぎることにより起きる病気です。
　歯周病菌は毒素やいろいろな有害物質を出して炎症
を引き起こします。
　炎症が増大した結果、歯を支えている歯肉や骨が破
壊されます。初期に痛みがほとんどないので気づきにく
く、放置すると、歯肉の腫れや出血、排膿を繰り返し、
歯を支える骨が溶けて、歯が抜けてしまいます。
　歯周病が進行すると、全身のいろいろな所にも影響
が及びます。

糖尿病かかりつけ医師 歯科医師

糖尿病の患者さんへ 歯周病の患者さんへ
歯周病

の影に

が隠れてる

糖尿病悪化

歯周病悪化

歯周病菌の毒素などが
増加してインスリンの働き
を妨げる物質が作られる｠

インスリンの効き目が
悪くなる

歯周病菌に
感染しやすくなる

血管がもろくなる
血液のめぐりが悪くなる
体の抵抗力が弱くなる

鳥取県糖尿病医科歯科連携協力医掲載
●簡単な歯周病問診を行い、歯
周病の疑いがあれば歯科へ紹
介する
●血糖コントロールが上手くいか
ない方に歯周病検査を勧める

●進行した歯周病の方や治癒が悪
い方には糖尿病の検査を勧める
●診療の際に血糖コントロール状
態等を参考にして、必要に応じて
かかりつけ医に病状を照会する

「鳥取県糖尿病医科歯科連携協力医 一覧」（裏ページ）



東 部 地 区
市町村名 歯科診療所名　 氏　名 住　　所 電話番号

1 

鳥取市

医療法人 秋山歯科・矯正歯科医院 秋山　雄平 南町401 0857-22-2966
2 池田歯科医院 池田　実央 湖山町西2-110 0857-31-0987
3 井尻歯科医院 井尻　恭子 雲山110-38 0857-22-0888
4 医療法人 イズモト歯科医院 泉本　博司 職人町25 0857-29-8967
5 いながき歯科医院 伊奈垣　学 商栄町398-8 0857-21-1277
6 稲垣歯科医院 稲垣　彰重 鹿野町鹿野1184-2 0857-84-2231
7 今田歯科医院 今田　哲哉 吉方温泉3丁目168 0857-22-3873
8 今田歯科岩倉医院 今田　晴美 岩倉451-1 0857-23-5313
9 今宮歯科クリニック 今宮　幸樹 湖山町北6丁目330-16 0857-31-1212
10 いわい歯科 岩井修一郎 朝月21-4 0857-38-4500
11 うえた歯科 上田　悦雄 江津375-4 0857-29-8484
12 医療法人 上田歯科医院 上田　拓郎 西町１丁目454 0857-22-4530
13 おおもり歯科クリニック 大森　智弘 南隈571 0857-38-3033
14 荻原歯科医院 荻原　道弘 元町227 0857-22-2845
15 尾崎歯科クリニック 尾﨑　紀之 末広温泉町601 0857-20-2222 
16 筧歯科医院 筧　　哲郎 吉方町2-551 0857-22-6088
17 門下歯科医院 門下由紀夫 吉方温泉3-662 0857-29-6926
18 かのう歯科医院 加納　　聡 湖山町東1丁目251-1 0857-32-1300
19 河原歯科クリニック 河原　　仁 富安2丁目159　久本ビル2F 0857-23-2500
20 キシノ歯科医院 岸野　　優 吉成779-40 0857-53-3552
21 北浜歯科クリニック 柴田　昌美 気高町北浜3丁目77-8 0857-82-3844
22 くすだ矯正歯科医院 楠田　倫紀 秋里1284 0857-29-9435
23 こはま歯科医院 小濱　裕幸 宮長3-3 0857-53-1956
24 坂口歯科医院 坂口　晋弥 元魚町2丁目119 0857-26-0415
25 佐々木歯科医院 佐々木道寿 商栄町156-3 0857-27-5033
26 さとう歯科クリニック 佐藤　　亮 南吉方1-63-1　農協共済福祉事業団本社ビル1Ｆ 0857-21-0606
27 さわだ歯科医院 澤田　孝紀 的場2丁目86-1  タウンアローズ86-104号 0857-30-1008
28 しみず歯科クリニック 清水　達哉 叶293-22 0857-51-7755
29 せいきょう歯科クリニック 中田　幸雄 末広温泉町566 0857-27-2220
30 医療法人 谷本歯科 谷本　保介 湖山町東5丁目504-18 0857-28-8211
31 玉木歯科医院 玉木裕之助 若葉台南6丁目23-30 0857-52-6090
32 戸﨑歯科医院 戸﨑　正悟 桂木244 0857-53-0586
33 中尾歯科医院 中尾恵之輔 青葉町2丁目105 0857-29-7676
34 医療法人修医会 扇町中村歯科医院 中村　茂幸 扇町34-1 0857-27-4698
35 中村歯科クリニック 中村真一郎 戎町453 0857-27-6055
36 ナカムラ歯科医院 中村　裕志 大覚寺南団地176-12 0857-22-8148
37 なわだ歯科医院 縄田　昌彦 賀露町南1丁目17-21 0857-31-2223
38 西尾歯科 西尾　　卓 富安1-5-2 0857-26-6325
39 はやし歯科クリニック 林　　篤志 東品治町114　コスモスビル2F 0857-29-5256
40 ひろ歯科クリニック 植田　浩志 覚寺47-7 0857-21-5550
41 医療法人社団 広田歯科医院 葊田　吉明 湖山町南2丁目147-20 0857-28-5821
42 医療法人 福嶋歯科医院 福嶋　佑二 栄町609　加藤紙店ビル5Ｆ 0857-24-7272
43 堀内歯科医院 堀内　　学 西品治817-５ 0857-22-6854
44 ますだ歯科医院 増田　朋和 古海654-2 0857-39-4888
45 松岡歯科 松岡　克至 国府町分上1丁目108-1 0857-30-3111
46 松下歯科医院 松下　理一 栄町763　メルヘンビル 0857-22-8212
47 みちだ歯科クリニック 道田　章仁 田島722-2 0857-21-0008
48 医療法人 宮﨑歯科医院 宮﨑   　章 吉成2丁目14-31 0857-27-7048
49 宮田歯科医院 宮田　弘子 青谷町青谷4043-11 0857-85-1215
50 森歯科医院 森　映利加 今町2丁目220 0857-29-1571
51 医療法人 八幡歯科医院 八幡　真司 雲山225-2 0857-36-0800
52 山形歯科医院 山形　英生 松並町2丁目528-1 0857-22-2522
53 山根歯科医院 山根　浩二 東町3丁目258-1 0857-38-2118
54 山本歯科医院 山本　文正 扇町127 0857-27-1961
55 ゆむら歯科医院 湯村　宣敬 湖山町南3丁目217 0857-39-9950
56 医療法人社団 吉田歯科医院 吉田　　渉 青谷町青谷3935 0857-85-0456
57 米沢歯科医院 米澤　　端 大榎町12-11 0857-23-5099
58 涌島歯科湖山医院 涌島　　勉 湖山町北2丁目561 0857-28-3376
59 よしざわ歯科医院 吉澤　栄一 南吉方3丁目518-1　　　　　　　　　　　　　　0857-36-1188
60 鳥取市 鳥取県立中央病院 歯科口腔外科 木谷　憲典 江津730 0857-26-2271
61 鳥取市立病院　 久保　克行 的場1丁目1番地 0857-37-1522
62 

八頭郡
八頭町

植田歯科医院 植田　公弘 郡家29-3 0858-73-0018
63 医療法人 岸本歯科医院 岸本　匡史 福本２-11 0858-72-6480
64 谷尾歯科医院 谷尾　洋子 郡家590-８ 0858-73-0112
65 医療法人 谷口歯科医院 谷口　雅人 北山榎ヶ坪96-37 0858-84-3636
66 八頭郡

若桜町 福田歯科医院 福田　孝司 若桜町若桜398-1 0858-82-1518

中 部 地 区
市町村名 歯科診療所名　 氏　名 住　　所 電話番号

67 

倉吉市

明生会 あけしま歯科医院 明島　淳吾 幸町507-20 0858-22-0555
68 うつぶき歯科クリニック 林   　秀昭 鍜冶町1丁目2971-50 0858-23-7570
69 大月歯科医院 大月　弘司 上井333-16 0858-26-2172

70 医療法人 岡本歯科医院
福山診療所

岡本　嘉博　 福山135 0858-28-2237岡本　時彦
71 小川歯科医院 小川　育成 関金町関金宿246-1 0858-45-3418
72 かどわき歯科クリニック 門脇　一郎 上井新土手364-5 0858-26-8148
73 河崎歯科医院 河﨑　一寿 福庭町２丁目13 0858-26-5568
74 川西歯科医院 川西信太郎 西倉吉町21-21 0858-28-3455
75 医療法人 木本歯科医院 木本　達巳 昭和町1-174 0858-22-1217

76 医療法人 くまの歯科医院 熊野　光紀 西町2702 0858-22-2802熊野　秀子
77 桑名歯科医院 桑名　富雄 宮川町177 0858-22-3377
78 しばた歯科 柴田　和幸 清谷町1丁目8-1 0858-26-7080
79 たけ歯科医院 山本　剛志 駄経寺町2丁目40-2 0858-24-5804
80 谷口歯科医院 谷口　晶英 昭和町1丁目21 0858-22-1141

81 ちか歯科クリニック 近　　豊浩 西福守町592-1 0858-28-1234近　千佐子
82 花池デンタルクリニック 花池　泰徳 生田356-2 0858-48-2220
83 浜吉歯科クリニック 濵吉　淳一 清谷町１丁目193-2 0858-27-0811
84 パープル歯科クリニック 桑名慎太郎 山根540-1　

パープルビル2F 1号室 0858-24-6022
85 樋口歯科医院 樋口壽一郎 明治町2丁目43-1 0858-22-2667
86 ひまわり歯科医院 王　　秀樹 井手畑69-3 0858-47-4600
87 医療法人社団　

福島歯科医院 福島　光洋 伊木241-13 0858-26-1991

88 
社会医療法人
藤井政雄記念病院附属
歯科クリニック

市来　浩司 山根43-1 0858-26-4276

89 松本歯科医院 松本　博久 住吉町58 0858-22-4675
90 三代歯科医院 三代　一成 上井町2丁目8-21 0858-26-0819
91 医療法人 森本歯科医院 森本　英嗣 明治町1031-26 0858-22-2007
92 医療法人社団　

山中歯科医院 山中　　茂 東巌城町170 0858-22-7256
93 やまもと歯科医院 山本　　回 東町351-2 0858-22-3344
94 医療法人 吉井歯科医院 吉井　義寿 東巌城町101 0858-23-1411
95 

東伯郡
湯梨浜町

音田歯科医院 音田　清人 旭77-2 0858-32-0304
96 あだち歯科医院 南場　美弥 中興寺358-1 0858-32-2181
97 くらしげ歯科クリニック 倉繁　雅弘 田後221-6 0858-35-5160
98 さくら歯科診療所 後藤　康裕 泊1204-1 0858-34-6221
99 谷口歯科医院 谷口　陽子 久留181 0858-35-2071
100 

東伯郡
琴浦町

石亀歯科医院 石亀　裕通 徳万491-7 0858-53-0100

101 医療法人 岡本歯科医院　
浦安診療所

岡本　嘉博 浦安102-2 0858-52-3427岡本　時彦
102 くにたけ歯科クリニック 國竹　洋輔 八橋79-9 0858-52-3003
103 ながれ歯科クリニック 永禮　健二 赤碕1800-40 0858-55-7717
104 船木歯科クリニック 中久喜健也 赤碕1087-9 0858-55-2251
105 

東伯郡
北栄町

えりぃ歯科クリニック 林　映理子 弓原293-2 0858-36-6560
106 仲歯科医院 仲　　秀典 由良宿1144-1 0858-37-2174

107 医療法人 橋本歯科医院 橋本衆二郎 由良宿552-10 0858-37-2013橋本　康平
108 東伯郡

三朝町
ヤチグチ歯科医院 谷内口良一 大瀬1195-3 0858-43-2255

109 ララ歯科クリニック 伊達岡陽一 大瀬1076-4 0858-43-2221

西 部 地 区
市町村名 歯科診療所名 氏　名 住　　所 電話番号

110 

米子市

あさくら歯科医院 朝倉　章順 西福原5-8-17 0859-34-5624
111 デンタルサロン・ド・ブライド 足本　　敦 四日市46 0859-30-2345
112 医療法人 

ワイエイデンタルクリニック 足立　　融 両三柳107 0859-37-6886
113 

米子市

医療法人社団 いえはら歯科 家原　　猛 河崎575-1 0859-29-6599 
114 医療法人社団 いなむら歯科 稲村　憲慈 淀江町淀江681-49 0859-56-6480
115 医療法人 彦歯科医院 稲村彦衛門 東福原6丁目3-43 0859-22-0118
116 医療法人社団 今井歯科クリニック 今井　俊広 両三柳2033 0859-31-8000
117 ホワイト歯科医院 入澤麻美子 石井699-3 0859-26-3300
118 医療法人社団 植木歯科医院 植木　泰久 諏訪51-5 0859-26-0808
119 岡歯科医院 岡　左登志 上後藤3丁目4-13 0859-29-2510
120 かず歯科医院 岡本　和己 三本松2丁目13-23 0859-38-2700
121 小川歯科医院 小川　隆嗣 両三柳4481-3 0859-24-2255
122 きやま歯科医院 木山　　剛 両三柳35-2 0859-38-8020
123 木山歯科クリニック 木山　陽介 夜見町3046-1 0859-24-4800
124 医療法人社団 小徳歯科医院 小徳　省三 河崎1740-21 0859-24-0855
125 ＴＡＫＡデンタルクリニック 小徳　崇人 道笑町4丁目87-1 0859-39-0606
126 米子デンタルクリニック 齋藤　正博 新開5丁目1-9　メディビル431 0859-23-4180
127 坂根歯科医院 坂根　敏治 皆生温泉4-24-20 0859-32-6110
128 佐々木歯科医院 佐々木晃一 祗園町2丁目20 0859-35-4477
129 鈴木歯科医院 鈴木　　信 加茂町1丁目22 0859-22-2560
130 隅田歯科医院 隅田　秀樹 錦町2丁目2-2 0859-33-3426
131 医療法人社団 高野歯科医院 高野　淳人 東福原3丁目1-15 0859-33-2038
132 たかの歯科クリニック 高野　洋寿 博労町2丁目31 0859-23-6700
133 民本医院 民本　和子 旗ケ崎7丁目25-28 0859-29-9611
134 恵歯科医院 田本　　晃 熊党99 0859-27-4667
135 田本歯科クリニック 田本　純夫 旗ケ崎2丁目6-18 0859-31-8143
136 あおば歯科医院 田本　知光 福市1170-3 0859-26-0101
137 田本歯科医院 田本　寛光 万能町9 0859-22-5409
138 セントラル歯科 田本　裕二 上福原3-7-39 0859-32-3883
139 医療法人社団 辻歯科医院 辻　　和秀 車尾4丁目3-46 0859-22-4073
140 どい歯科クリニック 土井　教子 淀江町佐陀2135-5 0859-56-1600
141 ナガセ歯科医院 永瀬　　隆 三旗町4-21 0859-32-5372
142 医療法人社団知真会 

ナガタ歯科 永田　耕蔵 米原4丁目3-23 0859-23-1181
143 中田歯科医院 中田　貴康 尾高2741-4 0859-37-0648
144 医療法人 灘尾歯科医院 灘尾　　誠 角盤町1丁目42-2 0859-33-3066
145 医療法人社団 野口歯科医院 野口　圭一 旗ケ崎1-2-1 0859-35-0550
146 医療法人社団 野坂歯科医院 野坂　百樹 福市1725-1 0859-26-3535147 野坂　明寛

148 医療法人陽和会 
歯科ノサカクリニック 野坂　和正 西福原8-10-43 0859-35-0700

149 林原歯科クリニック 林原　哲之 東福原6-7-3 0859-37-5700

150 医療法人社団 りつ歯科医院 平林　　律 夜見町2279-2 0859-30-0077
舩木歯科医院 舩木　匡一 淀江町淀江692 0859-56-3636

151 医療法人社団 古川歯科 古川　清暁 淀江町佐陀719-19 0859-56-1131
152 本田歯科医院 本田　智毅 一部298 0859-37-1355
153 医療法人社団厚生館 宮岡歯科医院 宮岡　博就 角盤町1丁目154 0859-33-8118

154  みやじ歯科 宮地　雅之 両三柳2740 0859-48-0800
やお歯科クリニック 八尾　正己 上福原3-3-22 0859-23-5858

155 山口歯科医院 山口富美子 錦町3丁目90 0859-22-9658
156 渡部歯科医院 渡部　隆夫 四日市町94 0859-22-4608
157 

境港市

医療法人社団 足立守歯科 足立　　守 明治町8 0859-44-3866
158 ひまわり歯科医院 植村　幸雄 外江町2455 0859-42-3205
159 医療法人社団 木村歯科医院 木村　　清 小篠津町869-3 0859-45-5588
160 医療法人社団 小徳歯科クリニック 小徳　賢司 元町41 0859-42-3601
161 さかい歯科クリニック 酒井　博淳 夕日ヶ丘１丁目17 0859-47-3635
162 せりた歯科 芹田　　晃 明治町67 0859-42-6562
163 永見歯科クリニック 永見　輝生 誠道町56-2 0859-45-4182
164 医療法人祥敬会 森脇歯科医院 森脇　祥博 中野町1893-1 0859-42-5555

165 西伯郡
日吉津村 井上歯科クリニック 井上　晶文 日吉津2144-1 0859-27-1234

166 西伯郡
南部町 医療法人社団 入沢歯科医院 入澤　　満 阿賀148 0859-66-5151

167 西伯郡
伯耆町

Ｅ歯科クリニック 遠藤　茂雄 伯耆町大殿1020-6 0859-68-6001
168 小田歯科医院 小田　浩一 伯耆町押口86-2 0859-68-4500

169 日野郡
日野町 山本歯科クリニック 山本　和成 根雨448 0859-77-0118

鳥取県糖尿病
医科歯科連携協力医

平成28年３月現在



糖尿病と歯周病の関係は
こんな感じよ

医 療 連 携
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■鳥取県の糖尿病の推計人数
 （予備群、有病者）

糖尿病の予備群と有病者は、
年々、増加傾向にあります。

歯周病は多くの人がかかりやすい
病気で、20歳代以降増加し、歯を
失う主な原因となります。

■歯周病にかかっている人の割合

23,340

20,713 21,346 22,043

21,859

出典：鳥取県市町村特定健診データ 出典：H22鳥取県民歯科疾患実態調査
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一般社団法人 鳥取県歯科医師会 TEL 0857(23)2621

一般社団法人 鳥取県東部歯科医師会 TEL 0857(23)3197

一般社団法人 鳥取県中部歯科医師会 TEL 0858(22)5472

一般社団法人 鳥取県西部歯科医師会 TEL 0859(33)3864

鳥 取 県・一般社団法人 鳥取県歯科医師会
鳥取県健康づくり

シンボルキャラクター
げんきトリピー

連絡先

糖尿病とは
　インスリンが足りなかったり、充分働かない
ことにより、血糖値が高くなってしまう病気で
す。初期には自覚症状が少なく、気づきにくい
のが特徴です。
　重症化し、合併症（網膜症、腎症、神経障害、
心筋梗塞、脳梗塞など）が現れてきて初めて気
づくことも多い、たいへん恐い病気です。
　そして、歯周病は第６の合併症とも言われ、
糖尿病患者に対しては、歯周病治療を行うこと
が勧められています。

歯周病が糖尿病を引きおこしたり、
悪化させることも？
　糖尿病の人は、免疫力が低下して、歯ぐきの
炎症が起こりやすくなるため、糖尿病が歯周病
をもたらし、悪化させるといわれています。さ
らに、歯周病がひどくなると炎症によって出て
くる物質TNF-α（炎症性サイトカイン・生理活
性物質）が、インスリンの血糖値をコントロー
ルする働きを妨げて、糖尿病の状態を悪くする
といわれています。

日本歯科医師会
PRキャラクター

（　　　）

歯周病とは
　歯と歯肉の境目の溝（歯周ポケット）で、歯周病菌が
増え過ぎることにより起きる病気です。
　歯周病菌は毒素やいろいろな有害物質を出して炎症
を引き起こします。
　炎症が増大した結果、歯を支えている歯肉や骨が破
壊されます。初期に痛みがほとんどないので気づきにく
く、放置すると、歯肉の腫れや出血、排膿を繰り返し、
歯を支える骨が溶けて、歯が抜けてしまいます。
　歯周病が進行すると、全身のいろいろな所にも影響
が及びます。

糖尿病かかりつけ医師 歯科医師

糖尿病の患者さんへ 歯周病の患者さんへ
歯周病

の影に

が隠れてる

糖尿病悪化

歯周病悪化

歯周病菌の毒素などが
増加してインスリンの働き
を妨げる物質が作られる｠

インスリンの効き目が
悪くなる

歯周病菌に
感染しやすくなる

血管がもろくなる
血液のめぐりが悪くなる
体の抵抗力が弱くなる

鳥取県糖尿病医科歯科連携協力医掲載
●簡単な歯周病問診を行い、歯
周病の疑いがあれば歯科へ紹
介する
●血糖コントロールが上手くいか
ない方に歯周病検査を勧める

●進行した歯周病の方や治癒が悪
い方には糖尿病の検査を勧める
●診療の際に血糖コントロール状
態等を参考にして、必要に応じて
かかりつけ医に病状を照会する

「鳥取県糖尿病医科歯科連携協力医 一覧」（裏ページ）


