当たり１０００〜 万個

鼻粘膜では︑１平方㌢㍍

している︒ヒトの皮膚や

類で複雑な生態系を形成

すると７００〜８００種

タミンＫの供給源である

玉菌〟は止血に重要なビ

され︑腸内細菌中の〝善

していることが明らかに

ぎ人体を守る役割を果た

が︑外来細菌の侵入を防

〝歯周病関連細菌群〟で

歯周病原性細菌でなく︑

アルに供覧頂きながら︑

のデータを交えてビジュ

うなＤＢの実態を︑我々

ることになる︒以上のよ

︻住所︼大阪市福島区福

居抜き物件

で︑ＤＢの細菌密度の高

の細菌が付着しているの
ことが示された︒また︑

ある根拠について考察し
Ｆ

島７︲６︲４宮川ビル４

︻最寄駅︼ ＪＲ環状線

たいと考えている︒

﹁福島﹂駅より徒歩１分

この細菌叢︵マイクロバ
他方で︑私のグループ

さはヒトの常在細菌叢の

は︑ヒトのＤＢを経時的
︻金額︼賃貸家賃 万円

イオーム︶のバランスの

に検索可能なモデルを開

中でも際立っている︒

ス︶が︑呼吸器系︑心血

１９６５年 Löe ら
Hは︑ 崩れ︵ディスバイオーシ

あることを発表した︒そ

の原因は歯肉縁上ＤＢで

ンチャーの中では︑糞便

することが報告され︑ベ

管系等の全身疾患に関与

のオーラルバイオフィル

環境下のＤＢの実態と他

ルに改良を加え︑種々の

発した︒現在︑このモデ

インプラントＯＰ器具等

ントゲン３Ｄデジタル︑

︻設備︼チェア４台︑レ

／月︵管理費含む︶

臨床研究を基に︑歯肉炎

の後︑歯周病の細菌学は
を集めて解析する検査会
︻面積︼ 坪

発展を遂げ︑１９９８年
ム︵舌苔等︶の実態・形

合わせと︑その存在部位

を形成する菌種との組み

を発症させるという概念

疾患であるう蝕と歯周病

オーシスが︑口腔の２大

が存在する︒ディスバイ

に加え︑歯周病のバイオ

後半部では︑これらの話

の開発に着手している︒

それを用いて新規治療法

成機構に迫るとともに︑

︲８８９９︵西村︶

︻連絡先︼ ︲６４５３

規開業

費＝１ ２︑ 年前に新

︻その他︼保険収入

︻金額︼応相談

２分

町﹂駅２番出口より徒歩

② 地 下 鉄 谷 町 線﹁ 中 崎

﹁梅田﹂駅より徒歩８分

新聞部事務局まで︒掲載

の掲載をご希望の方は︑

︲９００４︵長谷川︶

︻連絡先︼

︲６３７２

と歯周ポケット深さとの

︻設備︼チェア３台︑パ

自

デンタルバイオフィル

関連性により︑夙に有名

歯科医院譲渡

Socransky らS は︑ Ｄ Ｂ 社が起業を始めた︒口腔
細菌を microbial complex にも上記した常在細菌叢

歯垢 ・ デン

フィルムや全身との関連

けの高齢者の場合︑公的
年金控除後の所得額は１

セルフメディケ
ーション税制も
２０１７年所得分から
健康の保持増進及び疾病
の予防として一定の取り
組みを行っている人が︑
自分や家族のために１万

︻最寄駅︼ ①阪急電車

㎡

や条件などの交渉は当事
者間でお願いします︒

〜多民族が共感しあう
核兵器のない平和な世界へ〜

朝鮮半島の非核化と
日本の役割

大阪反核平和医療人の会市民公開講演会

︻面積︼ ・

物件やリサイクル情報

タルプラーク︶中には湿
が導入され始めた︒歯周

重量１㌘当たり約１００

ム︵ Ｄ Ｂ

であるＤＢ細菌ピラミッ

は会員限定︒内容の確認

を超えた場合︑最高２０

口腔外バキューム１台

ノラマ︑デンタル２台︑

０万円までの医療費控除

︵詳細は下記に記載︶

︻住所︼大阪市北区中崎

対象になる事がある︒医

２０００円以上の対象医

泉州地区

疑義解釈と新設項目を中心とした社保講習会

日時 ９月 日︵土︶午後７時〜９時
講師 社保研究部講師団
定員
人
会場 泉佐野シティホテルエアポートインプリンス
２階ホール
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円
※﹃歯科保険診療の研究︵２０ １８年 ４月版︶
﹄を
ご持参ください

９月度生涯研修

市民公開講座

日時 ９月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 高橋一也氏︵大阪歯科大学高齢者歯科学講座
教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

口腔機能管理に必要な基礎知識〜口腔機能低
下症に関する７つの検査方法〜

70

日時
月 日︵日︶午前 時〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 野杁由一郎氏︵新潟大学医歯学総合研究科口
腔健康科学講座う蝕学教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円
定員 １００人

歯周病関連細菌群の棲み処︱デンタルバイオ
フィルムの実態とその制御法

月度生涯研修

日時
月 日︵土︶午後５時 分〜７時 分
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 香西克之氏︵広島大学大学院医歯薬保健学研
究科教授︶
会費 無料
定員 １００人

子どもの口腔崩壊と歯科健康格差対策を考える

10

http://osk-net.org/job/

西１︲１︲

掲載料は３カ月で１万円！

についてのエビデンスに

▷費用は掲載料のみ

ついて検証したい︒

スマホからの申し込みも可！

病では︑歯頚部の歯磨き

▷協会ホームページから簡単申し込み

によってＤＢの病原性が

ドを作製した︒

療費控除の計算方法は︑
が受けられる︵図︶︒

０万円以下の公的年金だ

に お い て︑〝 常 在 細 菌 叢 〟 高くなるのを制御してい

近年︑腸内細菌の世界

０億〜１兆個もの細菌を
含み︑構成している細菌
の種類は遺伝子的に解析

相談活動ハンドブック活用術①
自己負担額の総額︵世帯

または﹁所得額の５％以

合算︶が﹁ 万円以上﹂

医療費控除は︑年間の
上﹂のどちらか少ない額

医療費控除

医療費が 万円以下でも

前年︵１月１日から 月

薬品を購入した場合に

29

30

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

45

検索
大阪府歯科保険医協会

10

例えば︑収入が年２ ４

15

大阪市西部・南部地区スタッフ対象講習会

月 日︵日︶午前 時〜午後１時
保険医会館５階会議室
西出知子氏︵接遇マナーインストラクター︶
会員院所スタッフ３千円
定員
人

医療接遇研修

日時
会場
講師
会費

法律
月１日︵月︶午後２時〜４時
税務
月 日︵水︶午後２時〜５時
雇用
月 日︵木︶午後２時〜４時
※会場は保険医会館︒１週間前までに要申し込み

20

大阪府歯科保険医協会が運営する

︻日 時︼ 月８日︵月・祝︶
午後２時〜４時 分
︻会 場︼大阪府保険医協同組合
会館５階Ｍ ＆Ｄホール
︻参加費︼無料

45

※協会は情報提供のみで条件の交渉等は当事者間でお願い致します。

講師：スティーブン・リーパー

詳細は☞
06

30

10

10

26

13

新潟大学医歯学総合研究科口腔

日︶に支払った医療費

は︑セルフメディケーシ
ョン税制を受けることが

10

14

14

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︒

18 17

出来る︒適用は︑確定申
告で﹁薬局のレシート﹂
や﹁健康増進の取組を証
明する書類﹂を添付する

各制度の詳細は︑相談

必要がある︒
２０万円となり︑その５

活動ハンドブックをご覧
ください︒

％である６万円を超えた
分が対象になる︒

（図）医療費控除の計算方法

10

40

毎月15日
更新

求人情報サイト
60

21

＝

10

10

10 10 10

―デンタルバイオフィルムの実態とその制御法―

大阪社保協発行﹁２０１８︱２０２０相談活動ハンドブッ
ク﹂は１冊３００円︒ご希望の場合は︑協会事務局まで︒

10万円以下でも
対象となる場合あり

06

−

10

26

−

10

野杁由一郎（ 健康科学講座（う蝕学分野）教授 ）
12

医療費控除
（最高200万円）
10万円または
所得金額の５％
（どちらか
少ない額）
保険金などで
補填される
金額
１年間
（１月〜12月）に
支払った
医療費の総額

無料相談

歯周病関連細菌群の棲み処
10

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。

10月度生涯研抄録
31

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１８年９月１５日

