と名付けた介入研究にお

った︑ヒロシマスタディ

県歯科医師会と共同で行

尿病対策推進会議︑広島

いる︒私たちも広島県糖

クレビューで確認されて

る︒

紹介したいと考えてい

ＵＰ

ＤＡＴＥな話題を

する基礎知識について︑

病と歯周病の関連性に関

者が知っておくべき糖尿

口摂取は様々な観点から

提唱している︒栄養の経

しなければならない︑と

的としたものへとシフト

齢者型の機能の回復を目

を目的としたものから高

︻住所︼兵庫県西宮市樋

歯科医院譲渡

之池町
︻最寄駅︼阪急﹁苦楽園

重要であると言われてき
た︒ここでは特に︑栄養
口﹂駅

一方︑我が国は急速に
超高齢社会へと突入し
の経口摂取の意義につい

いて歯周治療の有用性を
検証している︒ところが
た︒高齢者に対しては壮

な報告が︑センセーショ

その効果を否定するよう

に留意しつつ行う歯科医

を基盤とした生活習慣病

年期のいわゆる過剰栄養

る︒

らえてみたいと考えてい

て︑代謝学の観点からと

デンタル１台︑その他諸

︻設備等︼チェア２台︑

︻条件︼面談にて

徒歩 分

その矢先に︑ＪＡＭＡに

ナルに発表された︒この

められている︒特に︑高
観点からとらえる壮年期

ランスのうち過剰栄養の
近隣︒Ｈ 年開設︒

︻その他︼関西スーパー

設備器材︒ 坪︒

療とは異なる対策が︑求

解釈すればいいのだろう
齢者特有の栄養不良の問

以上︑前半では栄養バ

結果の違いをどのように

か︒そのためには︑歯周
︻連絡先︼

会費

会場 Ｍ ＆Ｄホール
定員

１００人

番外編㊤﹂の記事

ものは何か︒筆者が︑実

は必要とされていないダ

励する両親に対し﹁自分

用には至らない︒叱咤激

が︑どこも新卒優先で採

った︒その後就活をする

結局退職︒就職３年目だ

休暇をとるが︑回復せず

なる中で体調を崩し病気

欠なのだ︒そして︑その

み上げていくことが不可

己肯定感・自尊感情を積

感とそれを土台とする自

ある﹂との︑基本的安心

当てにされている自分が

在 な の だ ﹂﹁ 頼 り に さ れ

いる︑かけがえのない存

すには﹁自分は愛されて

等への支援策は無きに等

族︑それを支援する団体

宅段階にある当事者や家

っている︒そのため︑在

た就労支援策が中心とな

れ︑成果主義を基本とし

策の重点は若年層に置か

ところが︑国の現行支援

かな施策が求められる︒

載します︒

の㊦は︑３月５日付に掲

の罠

▽２月５日付の﹁ＴＰＰ

おことわり

︵小林︶

０７９８︱ ︱６０１０

える高齢者の歯科医療に

の︑そして後半では栄養

ることが求められてい
ついて話題を提供する予

不良の予防の面からとら

その機序を正確に理解す
る︒中医協も歯科医療体
定である︒

題に対しては︑可能な限

る必要がある︒そこで︑
系は︑従来の審美の回復

り栄養摂取をサポートす

このたびの講演では︑基

Ａ１ｃ が改善するのか︑

重症の歯周病を効果的
礎的な面も含めこの疑問

治療でなぜヘモグロビン

に治療することでヘモグ

に︑糖尿病に遭遇する可

日︵日︶午前 時〜午後１時

点を紐解いていくととも

能性のある歯科医療従事

日時 ３月

ロビンＡ１ｃ が改善する
ことが︑複数のメタアナ

し︑原則的には６カ月以

感しているのは︑雇用条

メな人間だ﹂と叫び︑ひ

しく︑

会員３千円︑未入会者１万円

リシスやシステマティッ

初めて明らかにしたの

上にわたって概ね家庭に

件の悪化・労働環境の悪

中で生まれる気力・意欲

不十分な中高年層への支援策

は︑２０１０年に内閣府

とどまり続けている状態

きこもった︒否定的評価
その意義は大きい︒ひ

直近の支援事例のＫ氏

や意欲の喪失と不安の増

の積み重ねの中で︑自信

所活動への誘導や豊かな

ら︑支援は相談室や居場

の高まりを確認しなが

のである︒こうしたこと

査対象にもされていない

もり者は支援はおろか調

青木道忠

が実施した﹁ひきこもり

を指す現象概念﹂とした︒ 化である︒
万人︑

大︑孤立感・疎外感︑さ

ＮＰＯ法人子ども若もの支援
ネットワークおおさか理事長

ＨＩＫＩＫＯＭＯＲＩ

調 査 ﹂ で あ る︒﹁ 狭 義 の

ひきこもり問題

は︑今やＫＡＲＯＳＨＩ
ひきこもりが約

もその一人である︒彼は

歳以上のひきこ

とともに国際的な用語と

大学を卒業し大手スーパ

ひきこもり予備軍が約 １

きこもり者は精神的異常

５５万人﹂との調査結果

者であるとか︑問題の所

なっている︒日本におけ

は︑ひきこもりをつくり

るこの問題の切実度が︑

体験の提供へと進んでい
在が﹁親の甘やかし︑本

らには自己否定感を強め

は︑ 社 会 に 衝 撃 を 与 え

ーに就職した︒パート職

国際的に突出している表

員が多く︑正規職の彼へ

だす社会の側の問題を象
人の怠け・甘え﹂にある

い詰めたのだ︒

く︒それは︑単なる回復
た︒同じ年︑厚生労働省

の負担は大きかった︒早

るという悪循環が彼を追

れといえる︒その実態を

朝の出勤や閉店後の勤務

徴している︒利益・効率
などとする誤解が家族・

間を尊重し大切にする社

を第一として人間を使い
当事者を苦しめ︑問題を

対する支援は︑親が本人

国・自治体には︑そう

会への転換が切実に求め

ではなく︑新しい自分づ
は﹁ひきこもり支援ガイ

が続いて疲れがたまるに

への愛情を丁寧に伝える

した当事者・家族・支援

くり・生き方づくりに向
ド ラ イ ン﹂ を 発 表 し︑

矮小化する役割を果たし

つれ︑店長から不十分さ

ことを援助するところか

ひきこもっている人に
﹁ひきこもりとは︑様々

て い た か ら で あ る︒ で

の指摘や厳しい叱責が増

捨てる社会ではなく︑人
な要因の結果として社会

は︑その﹁様々な要因﹂

けての支援である︒

的参加︵就学︑就労︑家庭

られる︒

女性医師・歯科医師の会

ちょっと遅めの新年会

児童虐待を見逃さないために医師 ・ 歯科医師
にできること

２月 日︵土︶午後２時 分〜５時
保険医会館
定員
人
津崎哲郎氏︵元大阪市中央児童相談所所長︶
会員無料︑未入会者１万円

日時 ２月 日︵土︶午後６時〜８時
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 高橋一也氏︵大阪歯科大学高齢歯科学准教授︶
会費 千円
定員 １２０人
対象 会員本人限定
後援 日本老年歯科医学会
※修了証を発行します

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研
修会

日時
会場
講師
会費

30

北大阪地区総会・記念講演

歯科衛生士教育の現状と課題

日時 ３月４日︵土︶午後６時 分〜８時 分
会場 千里ライフサイエンスセンタービル６階会議
室︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
講師 野村慶雄先生︵神戸常盤大学短期大学部口腔
保健学科教授︶
会費 会員︑スタッフ無料
定員
人

大阪市西部・南部地区総会記念講演

抜 髄 Initial Treatment
を治癒に導くために
必要な 章

30

日時 ３月 日︵日︶午前 時 分〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 木ノ本喜史氏︵大阪大学歯学部臨床教授・吹
田市開業︶
定員 １００人
会費 会員無料︑未入会者１万円

南河内地区総会記念講習会

歯科診療室における救急救命処置︱ＡＥＤ実
習を交えて

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 竹内憲民氏︵松原徳洲会病院歯科口腔外科部
長︶
会費 無料
院所︵会員院所限定︑スタッフ複数参加可︶

定員

泉州地区総会・記念講演

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜９時
会場 りんくう総合医療センター研修棟︵各線﹁り
んくうタウン﹂駅徒歩５分︶
講師 大前政利氏︵りんくう総合医療センター口腔
外科部長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人

新 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く Ｍ Ｒ Ｏ Ｎ Ｊの 症 例 解
説︵仮題︶

30

未入会者とは︑会員院所に勤める未入会勤務医です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑講習会など
の写真で個人が特定されることがありますが︑趣旨をご理
解の上︑ご了承ください︒また︑講習会でのビデオ撮影や
録音はお断りします︒

70

空くじなし！ お楽しみ抽選会

者の歩みを支えるきめ細

50

「プロが勧める相続を円滑にする
13：15~
２つの方法」

らはじまる︒一歩踏み出

10

「不動産を相場の３割増しで
10：15~
売る極意」

えていった︒それが度重

25

25

12

約

のうち社会的要因の主な

23

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

50

30

30

30

45

大阪市浪速区幸町１−２−34 最寄り駅：地下鉄なんば駅

ホテルお食事券２万円分
特等

●お問い合わせ先 大阪府保険医協同組合（tel）06・6568・2741

ワインかスイーツ、
どちらかプレゼント

大阪府保険医協同組合会館M&Dホール

相談会に事前ご予約の上、ご来場いただくと

日
（日）10：00〜16：30
月

不動産オーナー必見！

要予

特別セミナー

典
予約特
あり！

戸建て、マンション、
リフォーム、仲介
資産活用など
相談
無料

の住まいと
医院の相談会

13

16

20

71

UP DATE
糖尿病と歯周病
外での交遊など︶を回避

20

10

16:00受付終了
日時・場所

35

西村英紀氏
（九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座歯周病学分野教授）

点

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

19

新 し い く ら し をはじめませんか？

春

３月度生涯研修抄録

論

18

18

70

40

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（７） ２０１７年２月１５日

