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医療人として ●
憲法９条、 条を守ろう









失ったり、飢餓で涙を流
す事も出来ない悲しそう
な姿がテレビで映し出さ
れている。そんな姿を見
ると、とても他人事では
無く、テレビを見続ける
事はできない。
私も三人の息子と三人
の孫を持つ身。もし自分
の子供や孫があのような
立場であるならば、私は
正気ではいられない。世
界中の人達も何とか戦争
の無い地球上で、皆肩を
寄せ合い、手をつないで
笑顔で過ごしたいと思っ
ている。
その昔、私の祖母は私
の母を含め一男二女を育

「おおさか医科･歯科九条の会」



１９５４年の発足以
来、戦力の不保持を定め
た憲法９条との関係など
から「庁」にとどまってい
た防衛庁が「防衛省」に
昇格した。半世紀余り戦
争をしない国を守ってき
た日本が、戦争できる国
へとまた一歩近づいた。
地球上では、今も毎日
戦争は起きており、大人
や子どもが地雷で手足を


て、末っ子の長男は「赤
紙」と共に戦争に出兵し
た。その日より祖母から
笑顔は無くなったそうで





ある。
月日が過ぎ、やがて戦
死の知らせを受けた祖母
は、涙と共に御飯を食べ








なくなり、そのまま床に
つき亡くなった。
私ならば我が子を戦争
に出すことなんて出来な
い。戦争は戦死者だけで
なく、かかわる者すべて
を不幸にする。世界中の
誰ひとり幸せにならない
のである。
絶対に戦争は反対であ
る。
◇
「おおさか医科・歯科
九条の会」では、「平和
憲法を守ろう」とのアピ
ールへの賛同を呼びかけ
ています。賛同いただけ
る方は、事務局まで。
◇
おおさか医科・歯科九
条の会では３月 日
（祝）伊藤真氏（弁護士、
伊藤塾塾長）を講師に招
き、 Ｍ＆Ｄホールにて
「結成一周年記念企画」
を開催します。


青「いや、それはＵＳＪ
に行く水上バスや」
山 「どないちゃうね
ん？」
青「あれは、天保山ハー
バービレッジからユニバ

休保運営委員会

休業証明などで
意見交換





員からは「自宅・入院と
も給付されご家族にも大
変喜ばれる」「最長７３
０日保障は会員のための
共済だから実現できるこ
と」などの意見が出され
た。
下井戸昭介部長は「協
会・保団連は休業保障の
制度内容と加入者の権利
を守るため、引き続き適
用除外を求めるととも
に、委託や別組織による
運営など制度存続に向け
て全力で取り組んでい
る。ぜひご理解とご協力
をお願いしたい」と締め
くくった。

家族からも大変喜ばれ

協会共済部は、休業保
障運営委員交流会を 年
月９日、保険医会館で
開き、休業給付金請求・
審査の流れ、休業証明時
の留意点について申し合
わせたほか、政府・金融
庁の自主共済規制に対す
る協会・保団連の取り組
みについて報告した。
毎月開催される審査委
員会では、休業会員から
の請求書と主治医の医療
証明書をもとに審査され
るため、同委員の休業証
明は給付金の支給に欠か
せないものとなっている。
地元で証明に携わる委








青「でっかいなぁ」
山「右手の奥にはＵＳＪ
も見えるがな」
青「うん」
山「たしか前の記事ん中
でＵＳＪ行く時、こっか
ら船乗って行くんがオツ
やとかほざいとったな」
青「よりディープかと…



昭和の初めには安治
川筋に の渡しがあった
が、いまはもうこの天保
山渡しのみとなってし
まった絶滅危惧種であ
る。出来るものならワシ
ントン条約みたいなもの
で保護してあげたいくら
いである。



部
済

安治川渡しの絶滅危惧種

今も貴重な市民の足

天保山渡し船
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共

」
山「実際、娘さんとどな
いして行ってん？」
青「行きはタクシー、帰
りは電車なり」
山「それって読者に対す



現在、健康や美に対す
る人々の関心は大変高く
なってきており、審美修
復の分野においても「自
然感のあるような歯を入
れたい」と訴える患者は
着実に増えてきている。
従来の鋳造金修復に代
表されるような修復法で
は過剰な歯質切削の可能


性も高くなりＭＩの見地
からもできれば避けたい
ところであろう。その点
では、メタルフリー修復
は今後の大きな潮流とな
ると考えられるが、日本
の歯科医師のうちほんの
数％程度しかオールセラ
ミックを扱っていないと
いう現実を鑑みたとき、
そのコンセプトは未だ周
知徹底されていないと考
えられる。
そこでコンポジットレ
ジンかポーセレンかとい
う材料選択の基準、ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭオールセラ
ミック修復の日常診療へ
の組み入れなどの項目に
ついて今回整理して、メ
タルフリー修復の概念
を、臨床例を交えながら
話してみたい。
また、これら修復治療
を行う上で必要不可欠な
拡大鏡についても触れて
みたいと思う。

ゆずります
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㈲さくらハウス

◆内

容

６月10日
（日）
午前1
0時～午後４時
三井アーバンホテル大阪ベイタワー
（ＪＲ環状線・地下鉄「弁天町」駅隣接）
午前は、分科会やポスターセッション。
午後は、パネルディスカッションまたはシンポジウムを予
定しています。
※分科会の演題発表を募集します。詳細は後日

◆日 時
◆会 場

居抜き案件
西区
保険点数 30万点 毎日30人来院
売却価格 1200万円 保証金 700万円
家賃共益費込み 40万円

医科･歯科融合「未来を見つめる地域医療」

～より良く食べるはより良く生きる～

東中浜１丁目
８ｍ６ｍの角地 68㎡ ケンペイ率90％容積率200％
自由設計 住宅ローンを使えば、毎月 131,
444円。
ボーナス払い無し

【メーンテーマ】

開業用地
城東区

第３回 日常診療経験交流会

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

南 昌宏氏（北区開業）
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山「大観覧車がきれいの
う」
青「その隣には海遊館が
…」
山「真ぁ上には天保山大
橋や」
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ーサルシティーポートへ
行く便やねん」
山「ほいで」
青「これは天保山渡船場
から桜島渡船場への天保
山渡し」

医療機器
歯科用Ｙａｇレーザー
・アーウィン（モリタ）、
Ｈ９年９月購入 価格８
００万円、リース終了
年９月。
【現状】状態良好。ＯＨ
（オーバーホール）すれ
ば全く新品と同じくらい
になると言う事（ 万円
必要）です。チップ 本
くらいあり。
【売却希望価格】ＯＨな
し 万円、ＯＨあり 万
円。
【連絡先】協会新聞部
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ＭＩ（ミニマルインターベンション）に
基づく修復治療の最先端

る裏切り行為ちゃうか。
大罪や」
青「タイザイかぁ？」
山「今後ＵＳＪへは必ず
渡し船で行けよ」
青「カンベンしてよ 」
ハーバービレッジが
誕生して、ベイエリアの
中心地となった天保山だ
が、レトロな面影を残す
渡し船は今も貴重な市民
の足として利用されてい
る。
利用時間は平日６
～
、日・祝は６
～
となってお
り、朝・夕には 分に１
本、昼間閑散時でも 分
に１本運転している。
およそ４００㍍、時間
にして３分程度の船旅の
乗船料は、無料である。
（新聞部・青木建雄）
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２月生涯研事前抄録
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和子（歯科衛生士）

辻本


180
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青「なんで？」
山「そやかて周辺に野菊
の墓資料館とかサイクリ
ングロードないやろ」
青「これからつくったら
ええやん。安治川ライン
下りとか」
山「無茶や、
すぐに河口
で、こっから
下ると大阪湾
に出てしまう
」
天保山は
安治川の河口
部にある小高い丘であ
る。
ここに渡し船が開港さ
れたのは明治 年７月
で、大正時代の全盛期に
は終夜運行されていたそ
うである。
山「だいぶ前これ紹介し
てへんか？」



青「いけるんや 」
山「大阪にこんなとこあ
るんかな思て」
青「あるやん」
山「どこにぃ？」
青「天保山渡し」
山「青やん、それ無理あ
るわ」


誰ひとり幸せに
しない戦争
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山「この前わし、葛飾柴
又の寅さん記念館に行っ
てきてん」
青「ボクも行ったことあ
る」
山「ついでに矢切ノ渡し
にレンタサイクルかつい
で乗ってん」
8
0
人乗りの船には自転車も乗せることができる

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（３） 2007年1月25日

