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家族の笑顔から考える
歯科の話。

歯 科 のチカラで ずっと美 味しく、そして 楽しく
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今井 一彰先生

内科医／みらいクリニック院長／
日本東洋医学会認定漢方専門医／
NPO法人 日本病巣疾患研究会 副理事長

みんなが
笑顔になる社会へ
～最新論文から読み解く口呼吸と格差問題～

当院は帯広市に開院して、39年目になり
ます。
その企業理念は、当初から「いつまでも
美味しく食べるを生活支援する歯科医
療を目指す」という食支援のスタンス
で、それを地域活動のなかで発展させて
きました。疾病構造や住民意識の変化
の中で「むし歯予防」から、「生活習慣の
改善」「栄養バランス」「摂食・嚥下障害」
「終末 期の 維 持ケア」など大きくアプ
ローチが変化してきました。
医院の活動としては限界があるため、他
職種連携や歯科医院同志の連携、さらに
はアカデミア、地域NPO、行政、可能な
限りの社会的資源、ネットワークを通じ
てアイデアやエネルギーをいただきまし
た。これらの取り組みを御紹介したいと
思います。

口は、栄養摂取の入口である一方で、感
染経路の入口にもなり得ます。
高齢になっても健康な口腔機能を保つこ
とで、おいしく口から食べることができ、
メタボやフレイルの予防につがなりま
す。また、口腔衛生環境を良好に保つこ
とで、肺炎などの感染症の予防にもなり
ます。
今後ますます増加する多疾患、多障害を
有する高齢者に対応するには、歯科医療
に対する概念の再構築が必要です。超高
齢社会での医療・介護の現場で、歯科は
どのような役割を期待されているので
しょうか。また、われわれ歯科医療者は
どのような準備と対応が必要なのでしょ
うか。
今回は、高齢社会の医療・介護福祉の現
場で高まる歯科のプレゼンス（存在価値）
について概説していきます。

口唇～口腔～喉頭・咽頭に関する医学の
守備範囲は広い。
例えば精神医学・精神分析では、口唇～
口腔（～喉頭）はエロス（愛撫）とタナトス
（咀嚼）が同時に宿る身体部位であると
同時に世界分節を導く言語発声共鳴装
置でもある。
このことを念頭に口唇、歯牙、舌、口腔、
喉頭の対象関係論的、世界分節的な役割
を、精神医学・精神分析的な観点から考
えてみたい。また、美容医療的観点から
は、歯科医がおこない得る美容医療につ
いてそのメリットとデメリットについて触
れてみたい。たとえば近年歯科医による
口唇周辺皮膚へのヒアルロン酸注射など
が施行されるようになっているが、手軽
に行うことができるように見えるこのよ
うなフィラー施術の危険性についても触
れてみたい。

人を良くすると書いて食、人を良くする事
と書いて食事、食を通してのルネッサンス
が必要な時代だと思いますが、食べる事
の全ては口から始まります。
豊かに生きるためには歯が重要な役割を
占めていますが、噛む事を通して味覚教
育、そして五感教育と見直していければと
思います。

松尾 浩一郎先生 藤田 博史先生

精神分析医、美容外科医、麻酔科医
医療法人ユーロクリニーク南青山理事長／信州大学医学部卒／
元ニース大学医学部附属パスツール病院医師（仏政府給費留学）

精神分析医・
美容外科医の目から
見た歯科診療

藤田保健衛生大学医学部歯科・口腔外科 主任教授／東京医科歯科大学
歯学部 卒業／ジョンズホプキンス大学・愛知学院大学・東京医科歯科大学・
松本歯科大学・九州大学 非常勤講師
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家族の住んでいる家の部屋数が少なけ
れば口呼吸の割合が高くなる、と言われ
たら信じられますか。
歯科界では広く知られるようになった口
呼吸問題ですが、実は社会学的な問題も
含まれているのです。しっかりと口を閉
じておける体・口腔を作ること、それは
鼻呼吸の獲得に繋がります。そしてその
教育は子ども達が元気に育っていくため
の必須条件とも言えます。
子どもが元気な社会は、大人も元気で笑
顔が拡がる社会です。口呼吸によって体
はどんな変化は何を起こしていくのだろ
うか、社会はどう変化しているのだろう
か。いろいろな論文を通して分かってき
た口呼吸問題の最新エビデンスを紹介
します。

第8回 
DNA講演会

医療法人社団秀和会／つがやす歯科医院 理事長／
東京歯科大学歯学部卒業／
東京歯科大学・岡山大学非常勤講師

家族の笑顔から考える歯科の話。
歯 科 の チ カラで ず っと 美 味 しく、そして 楽 しく

スペシャル
ランチョンセミナー

内科医 歯科医 歯科医 精神分析医・美容外科医

松嶋 啓介氏

20歳で渡仏し、2002年に南仏ニースで独立/外国人としては
最年少でフランス・ミシュランの星を獲得し10年間維持し続け
る/2009年東京・神宮前にもレストランをオープン/仏ニース在住

シェフ

KEISUKE MATSUSHIMA 

オーナーシェフ 松嶋 啓介氏監修

うま味たっぷりのランチ
をご提供します。

DNA（Dental Next Action）と は、私 た
ちヨシダが歯科医療の次の時代を、先生方と
ともに共創していく企業活動です。
この活動の一環として、DNA特別講演会を
開催し、歯科医療の新しい時代を創るため、
予防医療の推進、歯科と医科との連携推進、
事業継承、チェアサイドでのコミュニケー
ション方法など、歯科の新たな学びをご提案
し続けていきます。

日本の超高齢社会における、摂食嚥下・口腔機能低下症の予防と治療、予防医療、ストレス社会における
精神分析、味覚の教育は歯科医院からはじまります。
“口は健康と笑顔の入り口”をテーマに、歯科と全身の関わりについて医科・歯科の先生方にご講演いた
だきます。
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●会場：株式会社ヨシダ
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●お問い合わせ：株式会社ヨシダ 本社 
事業推進部    TEL：03-3845-2618
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ご芳名

ご住所　　□ご勤務先　□ご自宅

貴院名□歯科医師　　□歯科衛生士
□歯科技工士　□コ・デンタル
□その他（　　　　　　　　）

TEL

お出入りディーラー様

FAX E-mail

詳細は申し込みページにてご確認ください。

申し込みページ

FAXにてお申込みください。参加費をお振込み頂き、ご入金の確認をもって正式受付とさせて頂きます。

お申込方法

みずほ銀行 本所支店：050
普通 2027417　口座名：株式会社ヨシダ　DNA講演会振込先

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。TM

ライブ配信視聴料金

（昼食費除く、消費税込み）

〒

ライブ配信
決定！

遠方の方に朗報！

www.whitecross.co.jp/events/view/636 円5,000

ご自宅で、ご自身のパソコンから、リアルタイムな講演をご覧いただけます。

受付完了
パスワードを
支給します

リアルタイムに
ご聴講いただけます

講演当日  7 月 29 日　
10：00

ご自身のPCをセット

▲ ▲▲


