博康 氏

「メタボリックシンドロームは
正しく伝えられているか？
～分子のしくみから地域の取り組みまで」

「訪問歯科診療における経口摂食の取り組み」

歯科医･
松原市開業

かり床についているか、
上体は少し前かがみに
なっているか、机の高さ
は適切か、腕は約 度に
なっているか、 首はリ
ラックスしているか、む
せていないか、楽しそう
に食べているか、時間が
かかり過ぎていないか等
チェックポイントはいっ
ぱいあります。
いくら良い義歯を作っ
ても上記のポイントが満
たされていないと十分に
食べられないのです。
今回、摂食嚥下機能の
改善が見られたケースを
紹介し、経口摂取の重要
性についてともに考えた
いと思います。

ポスターセッション

●分科会（午前９時30分～11時30分）

る）を消去する作用があ
ります。保団連発行のパ
ンフレットＰ９参照。驚
くべき唾液パワー 唾液
で発ガン物質が激減
今回はこの事実につい
て、紹介させていただき
裕章 （浪速区開業）
ます。日本人は 世紀の
中頃までの長い歴史の中
で、常によく噛んで食べ
てきました。この長い歴
史を保ってきた噛む習慣
がいま、 失われていま
す。その主な原因は急速
な食生活の変化です。お
いしい、食べやすい、よ
く売れるものが追求され
てきました。スナック菓
子・インスタント食品が
氾濫し、食品添加物が広
く使用されています。残
留農薬、環境汚染なども
深刻です。肥満や成人病
（癌・脳卒中・心臓病）

女医が能力を生かし働
き易くする為の環境作り
についての議論は多く成
され、本会においても以
前特集が組まれたのは周
知の通りです。
女医が働き易い社会環
境の整備がさらに進む事
を願うばかりですが、私
も卒後、結婚、二児の出
産を経て、 年間働き続
けて来ました。 その間
に、特に子育ての時期に
は方々からの中傷や嫌が
らせに類する事などもあ
りましたが、子どもが二
人とも女性であり、あえ
て私の働く背中を見せる
つもりで仕事を休む事は
ありませんでした。私の
基本的な考え方として男
女には性による特質の違

が急速に国民のあいだに
広まっています。
これらの成人病には
「活性酸素」が関与して
いると言われています。
活性酸素は細胞内で、遺
伝子ＤＮＡを損傷させ、
突然変異・癌・老化を引
き起こします。人間をふ
くめ、すべての生物は大
気中の酸素によって生か
されていますが、 しか
し、またその酸素（活性
酸素）によっても死んで
いくという事実です。
では、これを防ぐこと
はできないのでしょうか
？重要な役割を果たして
いるのが唾液です。食物
にある抗酸化物質です。
噛めば体が強くなると
は、よく噛んで唾液を良
く分泌することが健康に
なる大きな秘訣なのです。

いがあり、それが仕事上
の不平等と成る現状が近
い将来に解決されるとは
思えません。
従来より女性が外で働
き続けようと思えば、概
ね独身、 離婚、 未婚の
母、家庭の犠牲などとい
う方向へ行く事が多い様
に思えます。
しかし、 近年、 医学
部、歯学部の学生の ％
が女性という時代にあっ
ては、女医も男性と同じ
土俵で同じ様に働かねば
ならないという男性の理
屈はいずれは改善されね
ばならないと思います。
そこで今回女医がその
能力を十分発揮する為の
身近な所からの私の工夫
を発表したいと思います。

高橋 靖子 （泉大津市開業）

女医が第一線で働き続ける
為に
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分科会演題の事前抄録

豊田
甘い食べ物に気をつけ
て、 歯をしっかりみが
く、という考え方が理解
され定着し、 そして、
フッ化物などの活用の広
がりによって、子どもた
ちのむし歯は減少して、
口の中の健康度が良く
なったにもかかわらず、
子どもたちの体力や心身
の健康度は、年々低下し
ているようです。
甘食制限や歯みがき
・フッ化物だけでは、子
どもたちは元気にならな
い のです。
生きる力を育てるため
に最も大切な「食べるこ
と」、に密接に関わって
いる歯科医師が、正しく
「食育」を理解し伝えて
いくことが、不可欠だと
思います。では、私たち
は、地球人として、日本人
として、より良く生きて
いくためには、何をどれ
だけどのようにして食べ
ればよいのでしょうか？
第一に「できるだけ、
近くのものを食べものと
して活用・利用し、気候
・風土に合った方法で食
べる」ことです。日本で

は、お米・大豆・植物性
発酵食品を中心とした食
生活が基本で、一日でお
茶わん４杯のごはん（お
かずはごはんよりやや少
なめに）がめやすです。
そして、咀嚼回数・唾液
分泌量を増やしながら嚥
下するためには、「もと
もとの姿のわかる食べも
のをできるだけ多く食べ
る」ことです。食べもの
というのは、自分のエネ
ルギーを使って、咀嚼と
いう手段を用いてその形
を変えること、がとても
重要なのです。
自らの歯や体の健康を
守る食生活を実践するた
めにも、環境汚染を減ら
すためにも、まずこのル
ールを、子どもたちにも
大人 （保護者・親） に
も、しっかり伝えるべき
です。
歯科医師の立場から、
学校検診や地域の健康教
室などの機会を利用した
食育への取り組みについ
て、スローガンだけにと
どまらない具体的な実践
法について、お話させて
いただきます。

分で語る子どもの食育
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よりよく食べるは よりよく生きる
噛めば体が強くなる

小山 栄三 （枚方市開業）

タラーゼ、ペルオキシダ
ーゼ）には発ガン物質と
して知られている活性酸
素（食品添加物や老化・
体の異常によって発生す
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孝 氏（松原市開業）

大阪千代田短期大学非常勤講師
家庭栄養研究会 運営委員

することはあっても患者
さんが実際に食べている
光景をみることはありま
せん。
訪問歯科診療に携わる
とその逆で食べている光
景を見てそこから対応を
考えていくことが多くな
ります。
食事の際、足底はしっ

「食を基本に 思春期を見通した子育てを」

塩井
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徹 氏





唾液には脂質や澱粉を
分解する酵素、抗菌作用
のある物質や老化防止ホ
ルモンなどが含まれてい
ます。その他に、酵素（カ
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私は歯科医院を開設し
て約 年になります。
約 年前に地域の歯科
医師会で訪問歯科診療事
業を担当することにな
り、年に数件の訪問歯科
診療を行うようになりま
した。
診療所における診療で
は食べられるように治療

第四分科会
日常診療一般

第一分科会
子ども
第ニ分科会
成人期
第三分科会
老年期、在宅医療･介護

シンポジウム事前抄録

～より良く食べるはより良く生きる～

大阪大学大学院医学研究科公衆衛生学教室教授

シンポジスト
紹 介

万里 氏
山崎

孝 氏
塩井

私の訪問歯科診療（口腔リハビリで
改善したケースについて）
大阪大学大学院医学系研究科 准教授
大阪大学医学部附属病院･病院教授

船橋

」
公衆衛生の立場から

「生活習慣病の予防
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「未来を見つめる地域医療」
場】三井アーバンホテル大阪ベイタワー
【会

●参加費 歯科医師 1
,
0
00
円、
スタッフ 5
0
0円
●昼食代 2
,
0
00円（希望者のみ事前予約）

●シンポジウム（午後１時～４時）

医科･歯科融合

時】６月1
0
日
（日）９時3
0分～1
6時
【日

お申し込みは
協会
（066
56
87
73
1）まで

磯

日常診療経験交流会
第３回

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（５） 2007年5月25日

