回理

計画は中止し︑患者窓口

口負担２割化をはじめと

負担を軽減してください

し︑大幅に引き上げるこ

報酬改善と窓口軽減求め

点数説明会で医療者署名

協会は３日︑第

改 定 内 容 は︑
﹁診療報

││を関係大臣や国会議

する新たな患者負担増の

酬・介護報酬改定の要点

と﹂などを要望した︒

答申予定の診療報酬改

と解説﹂にまとめ︑３月

事会を開き︑２月７日に

日に諮問・答

で開く新点数中央説明会
集めるため﹁ひと言﹂欄

定への診療現場の意見を

募集に会員１００人から

省のパブリックコメント

たずさわる私たちが︑安

者署名﹂は︑①歯科医療に

ることにした︒﹁医療従事

生かす署名﹂をお願いす

ください││を要請内容

かされる政治を実現して

和・人権・民主主義が生

いでください②憲法の平

は︑①憲法９条を変えな

決 め た︒ ３ 月︑ ４ 月 に

１月度生涯
研修講座

の歯科治療をテーマに生

臨床学術部は︑妊産婦
間をかけて行う必要があ

いため︑問診と説明に時

介︒同居親族からの副流

胎児の脳への悪影響を紹

による流産や低体重児︑

煙︵受動喫煙︶は子ども

る︒麻酔︑薬︑レントゲ
ンは特に丁寧に話してほ

への虐待であると強調し
た︒

ＮＰＯ法人
﹁最先端のむし歯・歯周病
予防を要求する会﹂理事長

アイルランド・コーク大学

西 真紀子

い３歳児カリエスフリー者率は︑国

％である
︵２０１６年︶

﹇３﹈
︒ヨンショーピング・スタディ

の調査で約

われているヨンショーピング・スタ

年毎に行

と﹂と強調︒腰痛に配慮

に 戻 る と﹇ ２ ﹈︑ 一 人 あ た り 平 均 残

病﹂／﹃毎日が発見﹄２

持 病 対 策 最 前 線﹁ 歯 周

歳で ・０本︑ 歳で

存歯数は︑

では仰臥位低血圧を起こ
さないよう座位での診療

妊娠期はう蝕が発症・

が望ましいと解説した︒

進行しやすい︒滝川氏は

ントとして︑﹁コンパクト

ブラッシング指導のポイ

ヘッドのブラシを使用

・１本だっ

０・３％︑

た︒

・５本︑ 歳で

は︑スウェーデンの平均より若

年 ︶ で あ る﹇ １ ﹈
︒ 人口動態

残っていた︒歯肉炎のある歯の

は国家を愛する気持ちは

暮らしを顧みないようで

配分するべきだ︒国民の

煙指導にも言及し︑喫煙

を依頼する方が良い︒禁

し︑迷ったら産科で投薬

使用は特に慎重に検討

妊娠２〜４カ月の薬の

うがいを十分にする︒顔

体調が悪ければブクブク

保障の抜本的な改善をめ

に提供するために︑社会

り良い医療を全ての国民

院経営の安定を図り︑よ

たことを紹介している︒

ロス﹂が保険適用になっ

発が進む﹂と述べ︑﹁リグ

﹁歯周組織再生治療の開

手 術 や Ｇ Ｔ Ｒ 法 に 加 え︑

的楽になる﹂と説明した︒ いる︒一般的な歯周外科

を下に向けて磨くと比較

ざし︑引き続き国会要請

の流れについて解説して

集︒歯周病の原因や治療

の第１回で
﹁歯周病﹂を特

を占めている︒

以降に生まれた世代が︑大部分

行われた︒１９７４年の大改革

る︒最新の調査は２０１３年に

断調査をこの市で繰り返してい

者を

９７３年に始まった︒同じ被験

められるのかを調べる目的で１

歯科医療にどのような効果が認

直前のデータを集めて︑予防型

中心から予防中心へ大転換する

この調査は︑歯科医療が治療

ではないが︑同じ無作為抽出方

法によって︑ほぼ同じ手法で横

は

％︑ 歳カリエスフリー者率は

％︑５歳児カリエスフリー者率

まず︑３歳児カリエスフリー者率

は

％ だ っ た﹇ ２ ﹈︒ こ れ は︑ 初 期 エ

ナメル質齲蝕も含み︑それを含まな

︱ 歳で無歯顎者の人は

干若い︒移民の割合も年々増加

傾向にあり︑現在︑市民の ％

が外国生まれである﹇１﹈︒

到底養えないだろう︒

や自治体交渉︑署名活動

予防型歯科医療の
効果を調べるデータ

社会保障費を削減すれ

などに取り組んでいく︒

新連載

ば国民を医療から遠ざけ

年毎に追跡しているわけ

ることになる︒協会は医

し︑体調の良い時に磨く︒ ０１８年２月号

で︑人口は約 万人︵２０１３

ディである︒ヨンショーピング︵写

調査が︑１９７４年から

北欧の中でも最も有名な歯科疫学

⑬

真︶は︑スウェーデンの中規模都市

︵東住吉区・森啓︶

リポート

するとともに︑妊娠後期

﹁まずは無理をしないこ

治療の注意点として︑

しい﹂と述べた︒

日︑

涯研修講座を１月
Ｍ ＆Ｄホールで開き︑
人が参加した︒講師を務
めた滝川雅之氏︵岡山市
開業︑岡山大学歯学部臨
床 講 師 ︶ は︑﹁ 妊 娠 中 の
歯科受診を通じて口腔へ
の意識改革ができれば︑
元気な赤ちゃんの出産や
子どものう蝕予防︑母親
の歯周病予防につなが
る﹂と訴えた︒
産婦人科に併設する滝
川氏の医院では︑妊婦の
歯科治療に積極的に取り
組 ん で い る︒﹁ 妊 婦 は 精
神的に不安定になりやす
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定︑１月
申された介護報酬改定に

を始め 地区 会場で開

意見が寄せられた︒社保

心して働くことができ︑

70

％だっ

歳では︑全歯列が

割合は︑ 歳以上の約

１ ． Norderyd O, Kochi G, Papias A,
Kohler AA, Helkimo AN, Brahm CO, et
al. Oral health of individuals aged 3-80
years in Jönköping, Sweden, during 40
years (1973-2013). I. Review of findings
on oral care habits and knowledge of
oral health. Swed Dent J. 2015;39(2):57-68.
２ ． Norderyd O, Koch G, Papias A,
Kohler AA, Helkimo AN, Brahm CO, et
al. Oral health of individuals aged 3-80
years in Jönköping, Sweden during 40
years (1973-2013). II. Review of clinical
and radiographic findings. Swed Dent J.
2015;39(2):69-86.
３ ． Socialstyrelsen. Karies bland barn
och ungdomar ‒ Epidemiologiska
uppgifter för år 2016. http://www.
socialstyrelsen.se/publikationer
2017/2017-11-6.
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北欧の
歯科医療
最前線
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２０１７年分確定申告にあたって

プ米大統領に忖度して適
正価格なのかさえわから
ない兵器を買いそろえ︑
防衛費は過去最高の予算
になった︒
安倍首相が強調する

拾い 読み
※持参していただく資料等については電話
予約時にお伝えします。
※マイナンバーの記載された書類等の取り
扱いはできませんので、ご持参されない
ようお願い致します。

何度も取り上げた︒低い
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4.3

撃できる軍備や︑トラン
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