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本　社　営業 2課 課 長 

 日　髙　　時　彦

生年月日   昭和 48 年 4月 30日

動物占い　レッド　コアラ

営業担当　福岡市内
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Contents of this month
　   > 日本歯科医師会 「2040 年を見据えた歯科ビジョン」、ユニバーサルデザインフードが進化しています。
 　  > 税理士法人アップパートナーズ 菅 代表コラム 　「変化 =チャンス 様々な医療ニーズを顕在化」
 　  > FDH Information　   「2021 年 辛丑の予定 今年も様々なイベントが予定されています。」

コロナ禍の 「変化 = チャンス」

1 月

2月

3月

4月

5月

6月

20 日  バイデン氏 米国大統領就任式

  8 日  ヨシダ・モリタ 蚤の市

14 日  北九州歯学研究会 オンライン発表会

11 日  東日本大震災より 10 年

1日 ~  診療報酬 臨時特例措置の実施

1日　 博多国際展示場

　　　　＆カンファレンスセンター　開業

29~30 日  

　　　九州デンタルショー 開催予定

11 日 ~  UEFA 60 周年記念特別大会

  7 月

  8 月

10月 

23~　 東京オリンピック 開催

24~　 東京パラリンピック 開催

　　　衆議院議員 任期満了 総選挙の予定

春頃　携帯キャリア各社が新料金プランをスタート

　　　JR 熊本駅東口に駅ビルがオープン予定

　　　新 500 円硬貨が発行される予定

夏頃　旧 JR 九州本社（門司区）がホテルへ改装し開業

　　　「星野リゾート 界 別府」オープン

年内　博多区 青果市場後に新複合施設が開業予定

　　　旧スペースワールド跡地に新複合施設が開業予定

　　　

連載・税理士から見た歯科医院経営

　元医療機器メーカー出身で入社 3年目を迎えるオー
ルドルーキー。メーカーで培った専門知識と経験を
ディーラー職と融合させ、新たなブランドを創造して
います。今期からは営業課長として本社営業を牽引し
ています。 動物占いは、レッドのコアラ。
一見おとなしそうですが… 計算高く、笑いの為の毒舌
家だそうです。お取扱いには充分ご注意ください。

皆様こんにちは！
現在、コロナ関連の融資で「借入も多いけど、現預金の残高も多い」という状態の医院
が多いことかと思います。しかし、7月以降売上が回復すると共に、資金を設備投資に
まわす医院が増えてきました。例えば、ある医院は助成金も活用して、CTと矯正の光学
印象装置を 2,000 万円かけて購入しました。
「マスクをしている今のうちに矯正とホワイトニングを行いたい」
というニーズに応えるためとのことです。

確かに一昨年あたりから矯正関連の売上が伸びていましたが、4月以降、以前のインプ
ラントよりもビッグウェーブになっているように思います。

実は、歯科の分野に限らずシミ取りやほくろ取りといった美容形成の分野も売上が伸び
ています、それも中年の男性客が増えているとのことです。
「男性でも若々しく、キレイでいたい」という需要は確実にあると感じています。

経営では、変化＝チャンスとなります。
コロナウイルスは人々の生活、経済に大きな影響を与えました。
一方で、いろいろな需要を顕在化させました。このピンチをチャンスと捉えた医院が、
業績を伸ばすことができるのだと思う次第です。
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
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口腔外科処置の後に…

  インプラント埋入後に…

　 周術期や介護を要する患者に…

　  オーラルフレイル治療中に…
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ユニバーサルデザインフード区分表：日本介護食品協議会

容易にかめる 歯ぐきでつぶせる 舌でつぶせる かまなくてよい

　新年あけましておめでとうございます。 
本年もより良き、利ある情報をお届けしていきますのでよろしくお願いいたします。
さて、「庚子」の昨年は、未曾有の新型コロナウイルス感染症流行に始まり、診療もさることながら、
身の回りにおいて様々なものが制約され、「NewNomal」として生まれ変わる一年となりました。
 未だ終息を見せない現状ではございますが、干支は「辛丑 （かのと うし）」と移り変わり、“辛” は痛
みを伴う幕引き、“丑” は、殻を破ろうとする命の息吹、そして希望を意味していると言われており、
一日も早い禍の終息と、新しい日常が希望と共に殻を破り、息吹く年となってほしいと願いばかりです。

恭賀新年

「食べる」
「話　す」
「笑　う」

　2020年 10月に日本歯科医師会より提
唱されたさ「2040 年を見据えた歯科ビ
ジョン ~ 令和における歯科医療の姿 ~」
では、本格的な超高齢化社会を迎える我
が国の中で、歯科医療が果たすべき新し
い役割と責任についての議論され、「健康
寿命の延伸」に歯科医療がドラマチック
に貢献できる確信のもと、あるべき姿が
示されています。

　総務省発表の 2018 年度「住民基本台帳に基づく人口、人工動態及び世帯数」調査における、全国政
令指定都市 20市の高齢化率ランキングでは、北九州市が 29.8％で全国トップであることは周知の事
実であり、全国に先駆けてこの 2040 年を見据えた歯科ビジョンを体現されています。さらに、超高齢
社会の中で、慢性的な人材不足や時短、調理の簡略化などのライフスタイルの変化から、今注目を集
めているのが「高齢者向け食品市場」です。2025 年には対 2018 年比で 25.5％増の 2046 億円となる
見込みで、近年では加工度が高く提供しやすく、また栄養価が高い付加価値商品の開発が進んでいます。

 在宅医療の拡大や周術期医療、歯周外科やインプラント手術といった治療から、オーラルフレイルへ
の対応といった健康寿命の延伸に貢献する 2040 年歯科ビジョンにおいて、“食べる” 事への介入は益々
増えてくるものと考えています。最良の歯科治療のもとに、人生において全うすべき日常生活の基本
機能「食べる」「話す」「笑う」の実践こそが人生をより良きものとし、口腔ケアと食事がその大きな
役割を果たすと考えています。 
 今回は、その最前線の商品をご紹介させていただきます。診療の一助となれば幸いです。

高齢者向け食品の市場規模と 2025 年予測 | Care Show Japan より抜粋

各種 6 食入　売価 2,300 円


