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糖尿病と歯周病に関する研修会のご案内 

 

 平素より本会会務運営に対しご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、本会では、沖縄県委託「平成２９年度８０２０運動・口腔保健推進事業」の一つとし

て、標記に関する研修会を下記の通り開催することとなりました。 

今回は昨年に引き続き、にしだわたる糖尿病内科 院長 西田 亙先生を招聘し、『炎症でつ

ながる歯周病と糖尿病～内科医が語る歯科医療の貴き力～』を演題に講演していただきます。 

つきましては、沖縄県歯科医師会事務局へ平成３０年２月１９日（月）までにＦＡＸ（０

９８―９９６―３５６２）にてお申込み下さいますよう宜しくお願い致します。 

当日は、臨時駐車場はなく本会駐車場のみとなりますので、駐車場に限りがございます。

なるべく乗り合わせまたは公共交通機関にて、お越しくださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

日  時：平成３０年２月２５日（日）午前１０時～正午 

場  所：沖縄県口腔保健医療センター ２階 大研修室 

対 象 者：歯科医師･歯科衛生士･医師･保健師･県職員･その他医療関係者 

参 加 費：無料 

演  題：『炎症でつながる歯周病と糖尿病～内科医が語る歯科医療の貴き力～』 

講  師：にしだわたる糖尿病内科 院長 西田 亙先生 

講演内容：裏面 

                                         

糖尿病と歯周病に関する研修会申込書〔西田亙先生〕 

平成  年  月  日 
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 糖尿病と歯周病の関連性が着目されるようになった背景には、”炎症”というキーワードが存在し

ます。歯周病は、細菌感染による慢性微小炎症がその本態ですし、糖尿病もまた肥大化した脂肪細

胞が慢性炎症を引き起こすことが、原因のひとつであると考えられています。歯周病と糖尿病で起

きている慢性微小炎症は、炎症性ホルモンの分泌を通じて、インスリン抵抗性をもたらし、結果と

して血糖値を上昇させます。

 この「炎症を通じて歯周病と糖尿病がつながっている」という事実は、医療従事者の間でもそれ

ほど認知されていないように感じます。私自身、

んど興味はなく、口の中を診察した際に扁桃は観察しても、歯牙や歯肉、歯周組織に関しては全く

意識することがありませんでした。”視れども見えず”の状態にあった訳です。

 しかし、「口腔は全身の窓である」ことを意識して診察するようになると、実に多くのことが見え

て参りました。本日の講演では、様々な症例を通して口腔内の炎症、すなわち

関わるほどの事態を招いたり、歯周治療による

を糖尿病治療にもたらし得ることをご紹介します。

 併せて、

連携を推進するためには、医科と歯科双方の理解と互尊が必要ですが、このためには口腔感染制御

の意義を両者が理解することが鍵となります。
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【歯科関連著作】
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•西田亙, 口腔感染制御が医科歯科と社会を結ぶ

•西田亙, 内科医から伝えたい歯科医院に知ってほしい糖尿病のこと

•西田亙, 歯科衛生士だからこそできる血糖値の改善と糖尿病予防
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•西田亙, 医科歯科社会連携による健口から健幸への道のり
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『炎症でつながる歯周病と糖尿病〜内科医が語る歯科医療の貴き力〜

糖尿病と歯周病の関連性が着目されるようになった背景には、”炎症”というキーワードが存在し

ます。歯周病は、細菌感染による慢性微小炎症がその本態ですし、糖尿病もまた肥大化した脂肪細

胞が慢性炎症を引き起こすことが、原因のひとつであると考えられています。歯周病と糖尿病で起

きている慢性微小炎症は、炎症性ホルモンの分泌を通じて、インスリン抵抗性をもたらし、結果と

して血糖値を上昇させます。

この「炎症を通じて歯周病と糖尿病がつながっている」という事実は、医療従事者の間でもそれ

ほど認知されていないように感じます。私自身、

んど興味はなく、口の中を診察した際に扁桃は観察しても、歯牙や歯肉、歯周組織に関しては全く

意識することがありませんでした。”視れども見えず”の状態にあった訳です。

しかし、「口腔は全身の窓である」ことを意識して診察するようになると、実に多くのことが見え

て参りました。本日の講演では、様々な症例を通して口腔内の炎症、すなわち

関わるほどの事態を招いたり、歯周治療による

を糖尿病治療にもたらし得ることをご紹介します。

併せて、2016 年に糖尿病領域の医科歯科連携で誕生した、大きな変革についてもご紹介します。

連携を推進するためには、医科と歯科双方の理解と互尊が必要ですが、このためには口腔感染制御

の意義を両者が理解することが鍵となります。
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胞が慢性炎症を引き起こすことが、原因のひとつであると考えられています。歯周病と糖尿病で起

きている慢性微小炎症は、炎症性ホルモンの分泌を通じて、インスリン抵抗性をもたらし、結果と

この「炎症を通じて歯周病と糖尿病がつながっている」という事実は、医療従事者の間でもそれ

年前に歯科の世界に出会うまでは、口腔内にほと
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年に糖尿病領域の医科歯科連携で誕生した、大きな変革についてもご紹介します。

連携を推進するためには、医科と歯科双方の理解と互尊が必要ですが、このためには口腔感染制御
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