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イントロダクション 

なぜ、医療従事者や医療機関が 
アンチエイジングをすすめるのか？ 
（見た目のアンチエイジング） 



見た目年齢でわかる老化と寿命 

見た目年齢――臨床家が患者の健康状態を測る指標
として一般的に広く用いている――は、身体・認知
機能および老化の分子レベルの表現型と相関してお
り、老化の強力なバイオマーカーであり、70歳以上
の人の寿命を予測しうることが明らかになったとす
る報告が、BMJ誌年末恒例の「クリスマス特集号」
（2009年12月19日号）で発表された。 

南デンマーク大学公衆衛生研究所デ
ンマーク双生児登録・老化研究セン
ターのKaare Christensen氏らが、
70歳以上の双生児1,800組余を対象
に行ったコホート研究による。 



見た目年齢と、身体・認知機能、バイオマーカーと
が相関するかを専門・非専門家が評価 
 
 Christensen氏らは、デンマークに住む70歳以上の
同性の双生児1,826例の追跡調査を行った。被験者は
パスポートタイプの顔写真を撮影され、2001年春から
2008年1月31日まで経過観察された。調査終了時点で
死亡が確認されたのは675例（37％）。被験者は、身
体・認知機能検査と老化のバイオマーカー（白血球の
テロメアの長さ）の評価を受けた。 
 
 一方、Christensen氏らは、看護師20人（女性25～
46歳）・若者10人（男性22～37歳）・高齢者11人（女
性70～87歳）の評価者グループを構成し、被験者の顔
写真を見せ年齢を推定してもらった。 



双子間でより見た目が老けているほうが先に死亡！ 
 
 結果、評価者の専門性や年齢、性別を問わず評価者に
よる見た目年齢と、被験者の寿命との間には有意な相関
が認められた。暦年齢、性、成育環境で補正後も、さら
に身体・認知機能で補正後も、その関連性は変わらな
かった。 
 
 双子間の見た目年齢が実年齢とかけ離れているほど、
双子のうち、より年老いて見えるほうが先に死亡する可
能性が大きいようだった。 
 
 暦年齢、性でコントロールされても、見た目年齢と寿
命、身体・認知機能、また白血球のテロメアの長さとの
間にそれぞれ有意な相関が認められた。 



「見た目の若さを保つこと」は、
「健康長寿につながる」という
ことが科学的に証明されたわけ
です。 



原著論文はこちら 



【どうして若く見せたいの？】 

ヒト以外の霊長類は、繁殖可能期の終わり＝命の終わり 
若く見せたい＝種の保存・生きていたいという本能的な働き 

日本抗加齢医学会雑誌 2014 Vol.10 No.6 p852に「なぜ若くみせたいのか？：進化生物学からみたヒトの
生活史パラメータ」として。長谷川眞理子先生（総合研究大学院大学学長・教授） 
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二十代半ば 

口元と見た目年齢 

文字通り「年は歯が令ずる」 

⇒患者さんに書いてもらいましょう 



年齢⇒年は歯が令ずる 
 
目は口ほどにモノを言う・・・が 
歯は目元以上に年齢を語る。 
 
口元を整える 
    ⇓ 
見た目年齢が若くなる 
    ⇓ 
健康長寿につながる 
 
＊歯科医師は健康長寿を導くキーパーソン 



１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携 
５．歯科統合医療へのアプローチ 

【本日のお題】 



顎運動機能の適正化 
～歯科ボツリヌス治療～ 



歯科 Doing 







美ST 2015年6月号より 
↑女性誌のレベルでも、食いしばりに対してボツリヌス治療が紹介されている。 

   



そもそも 
ボツリヌス製剤って何？ 



ボトックス 





















＊出典 
口腔病学会雑誌 Vol.61 (1994) No.2 P250-274 
下顎第一大臼歯における機能時の咬合力に関する研究  
森川昭彦（東京京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第2講座）  











セミナー日程は 

スライド最後の 

QRコードから。 



【歯科ボツリヌス治療の歯科分野における普及】 

＊インプラント治療時の咬合力制御 
＊インビザラインの他院との差別化 
＊義歯の破折防止 
＊矯正の後戻り防止 
＊歯周病治療への併用 



【コマーシャルベースなお話ですが・・・】 

＊歯科ボツリヌス治療の原価 
 ⇒ガミースマイル 2,000円 
 ⇒オトガイ筋制御 2,000円 
 ⇒咬筋・側頭筋  6,000円 
 
＊歯科ボツリヌス治療の施術時間 
 ⇒30分アポで十分 
 
＊定期継続的な治療 



【歯を失う３つの理由】 

＊人生５０年の時代までは 
⇒う蝕 
 
＊人生７０年になって 
⇒歯周病 
 
＊人生９０年の時代では 
⇒生体の耐用年数の限界 
 咬合（過剰な咬合力） 



老年歯学 13(1), 3-7, 1998 





＊人生５０年の時代までは 
⇒修復を制する者が歯科を制す。 
 虫歯屋・入歯屋が稼ぐ時代。 
 
＊人生７０年になって 
⇒再建を制する者が歯科を制す。 
 インプラント屋が稼ぐ時代。 
 
＊人生９０年の時代では 
⇒再生・予防を制する者が歯科を制す。 
 再生・予防屋が稼ぐ時代。 



１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携 
５．歯科統合医療へのアプローチ 

【本日のお題】 



サイトカイン（栄養因子・成長因子）による歯周組織再生誘導 

ヒト幹細胞由来の成長因子を使います 











幹細胞 栄養因子（サイトカイン）上清液 



大事なのは・・・下にしずんでいる 
コーヒー豆ではなく抽出したコーヒー 



幹細胞 栄養因子（サイトカイン）上清液 





上清液に含まれる多種多様なサイトカイン 







NHK放映分はYouTube 

「幹細胞培養液」にて 

検索可能 











日本口腔外科学会雑誌 





作 



症例提供：プライベートデンタルラウンジ自由が丘 内藤善仁先生 



症例提供：プライベートデンタルラウンジ自由が丘 内藤善仁先生 



作 



歯周病⇒糖尿病 
 
歯周病⇒薄毛？ 





【無料体験会開催中】 







（株）メディカルユース 

情報誌 

18ページ  

MDケイ素  

クリニック卸価格 

50ml 2,376円 

根管貼薬剤として使用 



【無料説明会開催中】 
別紙QRコード参照 



レジュメ最後のQRコードで 
ご確認ください。 



ヨハン・グレディッチ. 歯科学における鍼治療 口腔鍼治療（Acupuncture in Dentistry: 
Oral Acupuncture). 日本歯科東洋医学会誌. 2004, vol. 23, no. 1‐2, p. 37 

モチベーションアップのためのツボマッサージ 



１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携 
５．歯科統合医療へのアプローチ 

【本日のお題】 





 結論として、オゾンはコラーゲンタイプ-1の
産生を増加させ、in vitro でヒト歯肉線維芽細
胞からの炎症性サイトカインの分泌を抑制する。   
 ヒト歯肉線維芽細胞では、タイプIコラーゲン
産生と同様に、細胞増殖およびDNA合成が0.5ppm
のオゾンによって促進された。 対照的に、この
オゾン投与量は、P.gingivalis LPSを用いた刺
激によって誘導された、ヒト歯肉線維芽細胞に
よるIL-6およびIL-8の産生を阻害した。 これら
の結果は、臨床的なオゾンの使用が、ヒト歯肉
線維芽細胞が媒介する歯周組織の維持および修
復と、微生物病原体へのオゾン暴露後の炎症お
よび組織変性の刺激との間の確実なバランスを
促進することを示唆している。 





中等度以上の歯周病患者にSRPを行った場合。 
コントロールグループではIL-6の上昇が認められるが 
SRP直前に血液オゾン療法を行ったグループでは 
IL-6の上昇が抑制された。 

https://si-soken.com/ozone_treatment_semi/ より引用 以下同じ 

https://si-soken.com/ozone_treatment_semi/
https://si-soken.com/ozone_treatment_semi/
https://si-soken.com/ozone_treatment_semi/


中等度以上の歯周病患者にSRPを行った場合。 
コントロールグループでは酸化ストレスの上昇が 
認められるが、SRP直前に血液オゾン療法を行った 
グループでは酸化ストレスの上昇が抑制された。 



１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携 
５．歯科統合医療へのアプローチ 

【本日のお題】 



【医療提供に必要な３つのエビデンス】 
 
１．Medical/Dental Evidence 
科学的根拠に基づけなければ単なる民間療法 
 
２．Personal Evidence 
    EBM⇒NBM 
患者さんの意思に反する医療は提供しない 
 
３．Social(Regal) Evidence 
違法行為は罰せられる 



【歯科口腔外科の診療領域】 

第２回「歯科口腔外科に関する検討会」
議事要旨 （平成８年５月１６日） 
 
（歯科口腔外科の診療領域）  
標榜診療科としての歯科口腔外科の診療
領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、 
上下歯槽、硬口蓋、舌前３分の２、口腔
底に、軟口蓋、顎骨（顎関節を含む）、
唾液腺（耳下腺を除く）を加える部位と
する。 



医政発第0726005号 （平成１７年７月２６日） 
厚生労働省医政局長通知 
 
 「以下に掲げる行為も、原則として、医師法
第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産
師看護師法第３１条の規制の対象とする必要が
ないものであると考えられる」 
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔
内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は
巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付
着している汚れを取り除き、清潔にすること。 

歯科助手が口腔内に手を入れたら違法？ 





最高裁大法廷判決 
事件番号：昭和29(あ)2990  

 
事件名：あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道
整復師法違反 
 
判決要旨： あん摩師、はり師、きゆう師及び
柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行
為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健
康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣
旨と解しなければならない。 

歯科助手がマッサージ行為をしたら違法？ 
（国家資格を持たない者） 



 あん摩・マッサージ師といった国家資格
を持たない者であっても、用手法ならびに
医療機器ではない（医療機器程の出力を持
たず、一般用機器として取り扱われている
もの）高周波治療器や微弱電流通電機器等
を用いた施術に関しては、法的にも、医療
倫理的にも、妥当な行為である。 





【適切な医科歯科連携】 

 提供する医療行為が、歯科病名にその根拠
をおかない場合、医師法違反の可能性が否定
できない。 
 
＊学会レベルでの連携 
⇒日本美容再生医療学会 
⇒デントフェイシャルケア相談ドクター募集 
（遠隔診療システムによるご相談：1件3,000円） 
 
＊実務レベルでの連携 
⇒美容外科へのご紹介（ご紹介料あり） 
⇒連携歯科クリニック認定講座（資料送付） 



【適切な医科歯科連携】 

 ＊学会レベルでの連携 
⇒日本美容再生医療学会 
⇒デントフェイシャルケア相談ドクター募集 
・遠隔診療システムによるご相談：1件3,000円 
 
・医科歯科連携ビューティーアドバイザー 
・リップのアートメイク技術 
・入会金と初年度年会費は無料 
・配布用紙にご記入の上ファックスで 



【適切な医科歯科連携】 

＊実務レベルでの連携 
⇒美容外科へのご紹介（ご紹介料あり） 
ベル美容外科クリニック（渋谷） 
 
⇒連携歯科クリニック認定講座（資料送付） 



【実は最先端技術をベースにしていた金の糸】 

金の糸のネット記事 
そのほとんどは根拠のない都市伝説です。 
 
ココで言う金の糸は 
引っ張って吊り上げるものではありません。 
 
生体内に静置して、組織の再生誘導を促進さ
せるものです。 



2018年3月5日発行 



【適切な医科歯科連携】 

＊実務レベルでの連携 
⇒美容外科へのご紹介（ご紹介料あり） 
ベル美容外科クリニック（渋谷） 
 
⇒連携歯科クリニック認定講座（資料送付） 
・配布用紙にご記入の上ファックスで 
 
（1日コースもありますが、歯科限定で半日コース
も企画中です。日程等は後日ご案内いたします。） 











１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携 
５．歯科統合医療へのアプローチ 

【本日のお題】 



ホワイトニングは 
美容ツールではなく 
治療ツール。 
     ⇓ 

ブレスケア外来 





なかの歯科クリニック 岡山 で検索 







PDTの利点 
＊外科手術が不可能な場所の病巣にも適応可能 
＊高齢であることや、体力が無いことにより外科手術、
放射線治療、投薬治療に耐えられない人にも適応可能。 
＊光増感剤(photosensitizer)のみでは、臓器に毒性が無
い。（化学療法では、吐き気、免疫機能の低下などの副
作用がある。また、放射線治療では、正常細胞に炎症、
傷害を起こすという副作用がある。） 
＊非侵襲的治療法である。 
＊膀胱癌、食道癌、頭、首、脳腫瘍、肺癌、皮膚癌、前
立腺癌、乳癌、腹腔癌などの固形癌に適応可能である。 
＊癌のみでなく、心臓、皮膚、眼の疾患や伝染病などへ
の応用も研究されている。 
＊静脈注射または腹腔内投与できる。 





京都大学の治験 















・新患獲得 

・患者単価向上 

・過当競争 

・HPの宣伝広告の法規制 

歯科医院と美容師業界と共通する悩み 

美容所243,360軒、歯科医院68,872軒 

【宝の持ち腐れにしないために】 

美容室での社会実験 

先行案内 



【コミュニケーションアプリの導入】 





「良いです！」 

「つやが出てきましたね！」 

とコミュニケーションをするこ
とによって定期的な購買が予想
されます。 

何とも昭和ですが・・・交換日記 



導入後の数字の変化 

顧客再来率 
導入前 
８２％ 

導入後 

９３％ 

新規再来率 
導入前 
５４％ 

導入後 

７５％ 

月１２０名の動員  
マンツーマンサロン 

３ヶ月集計 



導入後の数字の変化 

顧客再来率 
導入前 
８４％ 

導入後 

９３％ 

新規再来率 
導入前 
３４％ 

導入後 

６２％ 

月３００名動員 
St：２名 A：１名のサロン 

３ヶ月集計 



導入後の数字の変化 

顧客再来率 
導入前 
７６％ 

導入後 

８５％ 

新規再来率 
導入前 
３２％ 

導入後 

７２％ 

伸び悩みがあった 
デビュー２年目のST（個人数字）３ヶ
月集計 



次回10月24日（水） 
ナイトセミナー 

歯科年末商戦に勝ち抜く技！ 

・広告規制を気にせず 

・新患を獲得し 

・患者単価を上げる 

ウェブの利用法！ 



デンタルチームコスモルソ コスモルソ渋谷神南 dental office8 



１．顎運動機能の適正化：歯科ボツリヌス治療 
２．幹細胞サイトカインを用いた歯周組織再生誘導 
３．血液オゾン療法 
４．医科歯科の適正な連携（学術・実務レベル） 
５．歯科統合医療へのアプローチ＆集患 

【本日のお題】 



遠くとも 
人のゆくべき 
みちゆかば 
危き事は 
あらじとそ思ふ 

明治大帝陛下御製 



歯科の職域拡大につながるコンテンツが 
まだまだあります。ぜひ一緒に探求して
ゆきましょう。 
 
説明会開催中！ 

Thank you! 


