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約1ヶ月に渡るオンデマンド配信＆
2 日間限定のライブ特別セミナー

QR

「いい歯科いいん」を共に創る！をスローガンに、第12回DNA特別講演会“噛むも、

味わうも、スポーツも、歯科。”を開催いたします 。 摂食・嚥下、訪問歯科診療、公衆

衛生や免疫力、食や栄養、味覚障害や認知症等との医科歯科連携、またスポーツ

を通じた異業種との連携等、さまざまな職種の壁を取り払い、講師の先生方から

は多岐に渡るテーマのお話しを頂戴してまいりました。 歯科医院でご勤務される

方々にとって、これから必要になると思われる最新の研究報告や臨床上で役立つ

知識など、新しい歯科医療の価値の高めるご講演をいただきます。

G-PLUS 新規登録

QR

登録の仕方 Q&A

QR G-PLUS とは、歯科従事者のためのグループ会員サービスです。 
セミナーやコンテンツを通じて、様々な「プラスの価値」をご提供します。
ご登録いただくとヨシダセミナーへのお申込や会員様限定の動画コンテンツを多数ご利用いただけます。
登録料：無料 

G-PLUS無料会員登録だけの簡単申し込み

全ての歯科医療の未来を考える皆様へ

セミナー申し込み

QR

受講料：無料



期間中、全ての講演を何度でもご視聴いただけます。 2021年の歯科界を総括！大学・開業医のスペシャリストが集結！！

筒井 照子先生

1970 年　福岡県立九州歯科大学卒業、
　　　　　　同大学矯正歯科学教室入局
1975 年　福岡県北九州市にて筒井歯科・矯正歯科医院開業
2008 年～日本矯正歯科学会専門医
　　　　   日本包括歯科臨床学会 顧問
　　　　   スタディグループ筒井塾 主宰

これからの歯科医療
～顎口腔機能障害は
　個体差の中で発症する生活習慣病～

日本の口腔衛生は目覚ましく向上しました。東京のある小学校では、学校検診で「カリエスが

一本もなかった」と報道され、「ここまで来たのか」と驚きました。これは国民の協力もあり

ますが、歯科界の勝利です。「結核を撲滅しました」と医科は誇りますが、歯科界も声大きく、

勝利宣言をしてよいと思います。勿論、炎症系の歯周病も大幅に減少しました。私が 46 年前

に開業したときには、とにかくカリエス、ペリオの治療でした。しかし、歯科の疾病がなくなっ

たわけではありません。生活習慣の変化により、患者さんの口腔の疾病の種類が大きく変化し

ました。多く目にするのは、小児や若年者の口腔の狭少化、咀嚼しづらい、姿勢の悪さ、歯列不正、

顎関節症を主とする顎口腔機能障害などです。お顔の非対称を癒すのも、中・下顔面を預かっ

ている歯科の仕事です。病院は疾病の受け皿として存在します。そして、疾病の種類は時代と

ともに変化します。医科も細菌感染を減少させたら、ウイルスです。歯科も炎症系を減少させ

たら機能障害です。これからもっとシフトされて行くであろう歯科の疾病の変化に対応できる

よう、歯科界全体で取り組んでいくことだと思っています。御理解頂けたら幸いです。

俵木 勉先生

1982 年　城西歯科大学歯学部卒業
1986 年　城西歯科大学大学院博士課程修了
1989 年　埼玉県狭山市にていづみや歯科開業
2016 年　明海大学歯学部 臨床教授
日本顎咬合学会 指導医　副理事長

超高齢社会の日本で
チーム歯科ができること

この日本の超高齢社会を一番実感しているのは、私達歯科医療に携わる者ではない

だろうか。新たに来院して下さる患者さんも 70 才代、さらに 80 才代の方が多いな

と感じる。しかし、どの患者さんも「歯を長く使いたい。」「しっかり噛んで食べたい。」

そして「健康寿命を長くしたい。」という希望を持っている。

最近では、多職種連携の動きが盛んになり、特に介護職の方々に色々な場面で助け

て頂いている感じがあるが、その中で私達、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士の「チー

ム歯科」ができることを、今回は考えてみたい。

脇田 雅文先生

平成元年 歯科医師国家試験合格
平成18年 日本大学松戸歯学部臨床教授　
厚生労働省 歯科医医師研修医指導医
海老名市歯科医師会 理事
JAID 顧問　
医療法人みやび会 理事長 ( 神奈川県海老名市開業）

開業医が行う摂食嚥下治療
私は２９年前、現在地で開業しました。当時 50 ～ 60 歳代の患者さんが 80 ～ 90 歳代以上の高齢

となっています。現在ではその多く方々が定期的にメンテナンスで通院されており、その中で摂食嚥

下の維持回復を目的としております。さらに 2019 年より海老名市のオーラルフレイル健診も加えら

れるようになりました。私が高齢者の摂食嚥下に注目したのは、７年半前に当時８５歳父が受傷した

交通事故の重体からの奇跡の回復でした。一般開業歯科医師である私が、摂食嚥下がわからないま

ま急遽学習して取った処置が口腔ケアでした。父の担当医師によると、父は今後死亡か寝たきりとな

るという状況でした。2か月間の集中治療室から一般病棟へ移ったときは、要介護３と認定されました。

しかし、４年後には要介護１まで、奇跡的に回復するに至ったのです。

今回の講演では、当時の状況を振り返りながら、現在わかってきたことを加え、多職種連携、ミール

ラウンドの目的の必要性までお話ししようと思います。7年半前の私の体験を踏まえて、これから初め

て摂食嚥下に取り組んでいこうという先生方の学びのきっかけになれば幸いです。

月 土

内田 直樹先生

2003年　  琉球大学医学部医学科 卒業
2003年　  福岡大学医学部精神医学教室 入局
2010年　  福岡大学医学部精神医学教室 助教
2010年　   福岡大学医学部精神医学教室 講師
2015年　   医療法人すずらん会たろうクリニック 院長（福岡県福岡市）

認知症の予防から備えへ
～認知症専門医から
　歯科医院へ求めること～

認知症予防が注目されている。 しかし、認知症の最大のリスク因子は加齢であり、

年齢を重ねると誰もが認知症の状態となる。 このため、認知症にならないという意味

での予防は認知症にはそぐわない。 認知症の発症を遅らせ進行を遅くするのにエビ

デンスがあるのは、人との会話、運動、規則正しい生活、バランスの良い食事である。 

一方で、認知症の診断が遅れると失敗を恐れて引きこもった生活となり認知症の

進行は加速する。 歳を取れば誰もが認知症になるのだと受け入れ認知症に備える

ことが重要であり、認知症の早期発見が求められている。 講演では認知症予防の

危険性から備える重要性、認知症のゲートキーパーとして歯科医院に求めることに

ついてお話したいと考えている。



DENTAL NEXT ACTION

関 善弘先生
2003年　日本大学歯学部卒業
               同年九州大学歯学部 顎口腔外科（旧第一口腔外科）に入局（研修医）
2005年～ 2013年　九州大学大学院医学研究院 神経病理学分野（大学院）、
　　　　　　　　　　 九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野（学術研究員）、
　　　　　　　　　　 および九州大学大学院医学研究院　形態機能形成学（助教）
2013年～ 2016年　北九州市、および福岡市内勤務医を経て、せき歯科医院開院（院長）
2018年～　一般社団法人　北九州メディカルネットワーク（理事）
2020年～　一般社団法人　南糖尿病臨床研究センター（研究員）

人生100年時代を見据えた
歯科医療戦略

日本は超高齢化社会へ突入し、「人生100年時代」の到来が間近に迫っている。 
高齢化が日本全体で進む中、当院の診療圏内である北九州市の高齢化率（北九州
市発表、2021年9月21日現在）は、31.0%であり、「高齢化の推移と将来推計」
（内閣府発表）を照合すると、およそ10年後の日本の姿である事がわかる。 この状
況下での医療の目標は、生活の質の最適化であると言われており、“生活の医学”と
言われる歯科医学が大きく貢献できる分野である。 現在、我々はヘルスケア、医科
歯科連携、および在宅医療などの歯科医療を、各人の生活変化に応じて一つのパッ
ケージとして提供したいと考えており、壮年期から高齢期に着目してさまざまな取
り組みを行っている。本講演では、人生100年時代を見据えた歯科医療戦略を、
当院の取り組みと共に考えてみたい。

藤本 靖貴先生

医療法人 LSC 理事長　リーフ総合歯科　院長
臨床指導医
2008 年　松本歯科大学歯学部卒業
2013 年　ふじもと歯科　開業
2019 年　リーフ総合歯科　移転開業
2020 年　クローバー歯科　開業

認知症専門医と歯科医院連携 令和 3年 9月の総務省統計によると日本の 65歳以上人口は 29.1%と世界記録を更

新。そんな社会で認知症患者を支える医療への関わりは、我々歯科医師にとっても非

常に重要な課題である。

当法人では一般診療をおこなう本院とは別に、2018 年に近隣の認知症内科クリニッ

ク内に診療チェアーを導入する所から医科歯科連携をはじめた。訪問診療の実績もな

い状況からの医科歯科連携は、コロナ禍真っ只中の2020 年 6月、内科クリニックの

隣地での歯科診療所開設へと発展し今に至る。

今回のセミナーでは訪問診療の経験も浅かった歯科医師が、認知症専門医とどう連携

を取り歯科分院を運営しているか、診療と経営の両面から現実を伝える。

森田 英明先生

医療法人社団 翔舞会 事務長
訪問広報部　部長

訪問歯科診療における
医療･介護をつなぐコミュニケーション
2016 年～のエムズ歯科クリニックの
取り組み事例の紹介

現在、日本は高齢化率、高齢化のスピードも世界一の超高齢化社会に突入し、今後増

加する高齢人口の問題に対応することが喫緊の課題で、数年前から医療・介護の垣根

を超えた「多職種連携」の必要性が強く問われております。しかしながら、実際の訪

問歯科診療の現場では、たとえ医療や介護のプロが集まる介護施設であっても、誰も

が願う「できる限り口から食べたい」という想いをサポートする為に、ミールラウンド

や口腔ケアが重要である事は認識しつつも、多職種間でのビジョンの共有やコミュニ

ケーション不足によりまだまだ満足に取り組んでもらえないのが現状です。

これらの課題解決に向け、2016 年より当院が実施した都内高齢者施設にて OHAT

を活用した「食べる力支援プロジェクト」の取り組み事例の紹介とともに、口腔ケアや

ミールラウンドを行う際に多職種間のコミュニケーションツールとして活用しているア

プリ、「噛むログ」の機能についてご説明いたします。

押村 憲昭先生
２０１1年　愛知学院大学歯学部　卒業後、附属病院 研修医修了　　
　　　　     静岡・名古屋市内の医院にて勤勤務
２０１８年　 おしむら歯科にて勤務
２０２０年　 かすもり•おしむら歯科開業
所属学会　  日本皮膚免疫アレルギー学会 /日本糖尿病学会
                 日本顎咬合学会 /日本歯内療法学会 /日本歯周病学会

地域の健康ステーション
～国が求める本当のかかりつけ
　歯科医の役割とは～

「お変わりないですか？」「はい、お陰様でどこも問題ありません。」 歯科医院で日常的
に繰り広げられるこの会話の価値にみなさんはお気づきですか？ 内科や整形外科で
はこのような会話はまず繰り広げられません。 そして、人生１００年時代を言われる昨今
私たちは口腔内だけを診ていてよいのでしょうか？ 人生１００年健康で生きるためには、
足もよし、内臓もよし、頭もよし、そして歯もよし全て良しでなければ健康長寿は成り立
ちません。 これからの日本の社会のキーワードは重症化予防です。 当院は血圧、血糖値、
認知症のテスト、筋肉量の測定、栄養アドバイス、睡眠時無呼吸症のスクリーニングなど
全身に関わる様々な病気の早期発見に努めて患者さんの人生に寄り添う歯科医療を
目指しています。 歯科医院の力を結集すれば様々な病気は食い止められると私は確信
しています。 地域でオンリーワンになる歯科医院のあらたなる展開をお話いたします。

寺本 浩平先生
2000 年 3月　日本大学歯学部卒業
トロント大学歯学部、カナダ Toronto Rehab Institute 留学
日本大学助教（摂食機能療法学講座）などを経て
2012 年７月　　寺本歯科クリニック開院　
現在　医療法人社団 LSM　寺本内科歯科クリニック　理事長
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 /日本静脈経腸栄養学会所属
「最期まで診る歯科医院をつくろう！感動する訪問歯科診療への第一歩」など著書多数

摂食嚥下障害を見据えた
かかりつけ歯科医の役割

近年、地域密着型の歯科訪問診療の拡充が叫ばれてから久しい。

しかし、包括医療の推進が図られているものの、未だ現実性を帯びていない局面も

多い。口腔機能低下を経た ADL 低下を認める要介護高齢者に対して、治療的・改

善的視野のみの対応は有効ではなく、摂食嚥下障害などに対する支援的視野が重

要である。そのため、「治療の医学」から「かかわりの医学」という概念へのシフト

が勘所となる。本日は、かかりつけ歯科医としてのそのかかわり方に力点を置き、

実例を通して考察したい。
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戸原 玄先生

摂食嚥下障害の
評価と訓練の実際

鈴木 浩司先生
現在日本大学松戸歯学部付属病院　健康増進歯科科長
（スポーツ歯科外来・いびき外来）を兼務
委嘱等
（公財）日本オリンピック委員会強化委員（医・科学スタッフ）
（公財）日本アンチ・ドーピング機構 Senior DCP
（公財）日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト(1期生)
（公財）全日本空手道連盟強化委員会委員（医科学担当）
医科学委員会委員長
アンチ・ドーピング委員会委員長
埼玉県高等学校体育連盟空手道専門部顧問医

マウスガードを有効活用した
スポーツへの新たな取り組み

https://www.yoshida-dental.co.jp
0800-170-5541

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

株式会社ヨシダ 本社　第12回 DNA特別講演会事務局 

第12回DNA特別講演会 オンデマンド&ライブ受講のお申し込みはこちらから！

（時間 ： 平日9：00～17：00 ）
無料：固定電話のみ

インターネットから下記URLにアクセスください。

スマートフォンから右記QRコードを読み込んでください。

お申し込み お問い合わせ

日 日

1997年 東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
1999-2000年 藤田保健衛生大学医学部
 リハビリテーション医学講座研究生
2001-2002年 ジョンズホプキンス大学医学部
 リハビリテーション科研究生
2008-2013年 日本大学歯学部摂食機能療法学講座　准教授
2013-2019年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
 老化制御学系口腔老化制御学講座
 高齢者歯科学分野 准教授
2020年― 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
 老化制御学系口腔老化制御学講座摂食嚥下
 リハビリテーション学分野 教授

コロナ禍で開催された東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックが無事に終了し、私達は地元開催となっ
た日本選手たちの目覚ましい活躍に一喜一憂、その
時の感動は昨日のことのように覚えている。
今回の東京 2020 オリンピック・パラリンピックを
振り返ってみると、私は 3 つの立場で関与した。一
つは選手村ポリクリニック内歯科診療室での勤務、
二つ目が、空手競技会場における大会救護、そして
３つめが大学病院で治療しているオリンピック選手、
パラリンピック選手のサポートである。特に、この中
の選手の 1 名は J ガードを全試合装着し、金メダル
獲得の立役者となった。本講演では私が経験した東
京 2020 オリンピック・パラリンピックの話を交え
ながら、マウスガードを有効活用したスポーツへの
新たな取り組みについてお話ししたい。

超高齢社会である日本では誤嚥性肺炎が増加している。
誤嚥は摂食・嚥下障害により起こるが、その状態を正
確に把握することが大事である。乱暴な言い方をすると、
歯科として何をするかというのを先に考えると口以外は
見ないし、口以外は触らないことになる。しかしその
ような患者さんを見るときに大事なことは、口以外にど
のように注意を払うかという点にある。
今回は特別専門な知識を要せずに患者の状態を把握す
るやり方、過去に行った胃瘻に関連する調査や地域連携、
その他近年我々が行っている研究、いくつか開発してい
る機器などを紹介しつつ経口摂取を支えるためにできる
ことを考えてみたい。

東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科
リハビリテーション学分野 教授

日本大学松戸歯学部 
クラウンブリッジ補綴学講座 准教授

有川 量崇先生
日本大学松戸歯学部卒業

2001年米国コロンビア大学公衆衛生学部海外派遣研究員

現在/日本口腔ケア学会（評議員、編集委員会委員）

日本口腔衛生学会（代議員、広報委員会副委員長、編集委員会委員）

女子栄養大学栄養科学研究所客員教授

新しい歯科診療の
価値の創造とは

今回の特別講演「噛むも味わうも歯科、そしてスポー
ツも歯科」の講師の先生方が実際に行われている日常
での歯科診療、現場で過酷とされる訪問歯科診療の実
態、また認知症専門医の先生が行われている訪問診療、
医科と歯科の連携、栄養学やスポーツ医学など直接的
に歯科が関与できることから、さらには子どもの学力向
上のために学校や学習塾と、営業力向上のために企業
となど、異業種とのコラボレーションにおいても歯科医
療が提案できることが数多くあると考えている。
「新しい歯科診療の価値の創造」を含め、私の専門で
ある公衆衛生の立場から見たアフターコロナ時代で活
躍し続ける歯科医療従事者の役割の話をしたい。

日本大学松戸歯学部 
衛生学 教授
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