島之内から姿を消し、今
では生国魂神社の夏祭り
の地車（だんじり）の囃
子方が、ご祝儀のお礼に
行う手打ちとして残って
いるだけです。
もう一つ、大阪弁の中
にもこの「大阪手打ち」
の風習が残っています。
「もうこの辺で、手ェ打
ちなはれ」や「ほな、こ
こで手ェ打ちまひょ」
は、みな話しを纏めよう
手打ちしよう、という
意味で使われています。
訪問歯科診療を行う上
での入門書的存在で好評
な、 今日からできる訪
問歯科診療の手引き』が
このたび改訂された。本
書の特徴を少し触れてみ

たい。
この書には、 年度の
介護保険改定にともなう
変更点の解説、特に介護
予防の中に口腔機能の向
上という項目が新たに加
わり、その説明が詳しく
記載されている。 そし
て、 年の日本歯科医学
会の「歯科訪問診療にお

ける基本的考え方」も掲
載されていて、各章毎に
従来版より多くの図表や
写真を取り入れて分かり
やすい。
また、症例では今回の
改定で問題となっている
カルテ記載や情報提供文
書の注意点を前回よりも
見やすく工夫しており、
入門書として一層の充実
が図られている。
この手引きは『歯科保
険診療の研究』と共に、
訪問診療・介護保険を
もっと深く知る上で実践
的で非常に役立つ冊子で
ある。スタッフの方々に
も役立つ手引きで、ぜひ
手元に置いて頂きたい一
冊である。
（住之江区・吉田裕志）
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けば良かったのか、すで
に目撃情報はリークして
どこかに隠しているのか
不安は次第に肥大してき
た…。
（２）警察では夫の失踪
事件でスミス夫人を疑っ
ていた。前夫の変死で多
額の保険金を入手した
が、その際スミス氏もつ
るんでいたとの疑いがあ
るのだ。つまり共犯者の
仲間割れの線である。だ
がスミス氏の目撃情報も
遺体も、証拠らしい断片
も無い現状で圧力的な捜
査はできない。幸いスミ
ス夫人は金持ちで客好き
で、刑事でも公務外で狭
い町の近所付き合いとし
て訪れると得意の料理を

0665687731
0665680564

電
話
ファクス

「手締め」と「手打ち」
決着を祝って「東京
手締め」

目出度いなァー チョン
チョン
本決まりーッ チョン
チョン
ゆっくりと堂々とした
この「大阪手打ち」、残
念なことには明治の中程
までで、いつしか船場・

友成 光吉
（イベントプロデューサー）






な彼女が天真爛漫で無邪
気なのか、賢い大悪で一
生自分を恐喝し続けるの
かジャックは疑問を持ち
始めた。早く始末してお

歯科衛生士対象教養セミナー

「摂食嚥下障害の訓練と口腔ケア」

２月 日（土）午後３時～５時
西村博史税理士（協会顧問税理士団）
会員無料、未入会者１万円

「女性医師・歯科医師の集い」女性会員対象

日時
講師
会費

「税理士任せにしない確定申告のポイント―
税制の改定点と医業税制の特殊性」

確定申告対策講習会

日時 ２月 日（日）午前 時～午後１時
人
会場 保険医会館
定員
講師 田上恵美子氏（刀根山病院勤務、言語聴覚士）
会費 ３千円（会員院所勤務の歯科衛生士に限る）

1
8

日時 ２月 日（土）午後３時 分～
会場 天王寺東映ホテル（天王寺区悲田院８ １
６７７５ ２１２１）
会費 会員無料（新年会参加者は６千円）
・１部「各科から学ぶアレルギー性疾患」午後３時
分～５時
話題提供者 耳鼻科・榊徳子氏、眼科・岡山
かほる氏、皮膚科・井上陽子氏、
歯科・玉川尚美氏
・２部「ちょっと遅めの新年会」午後５時～６時
分
※保育室あり（希望者は２月 日までに申し込み）

（第２回）
「シリーズ 社保講習会」

「インプラントの病診連携」

南河内地区

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）
内容 「検査・画像診断・投薬・麻酔、処置、手術」
講師 社保研究部講師団
定員 １００人
会費 会員無料、未入会者１万円
※『歯科保険診療の研究』（２００６年４月版）を
持参ください
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日時 ２月 日（土）午後６時～８時 分
会場 すばるホール（富田林市桜ヶ丘町２ ８ ０
７２１
０２２２）
定員
人
講師 末松基生氏（松原徳洲会病院歯科口腔外科部長）
会費 会員無料、未入会者１万円


２月度生涯研修

「ミニマルインターべンションに基づく修復
治療の最先端」



 




の作 家
こ

御馳走してくれる。
得意は肉料理で、刑事
が褒めると「主人もそう
言ってくれたの」と、お
代りを勧めた。半年もの
間に何人もの刑事がスミ
ス夫人の肉料理を振る舞
われた。
「スミス家ではここ１
年以上、つまりスミス氏
失踪以来肉の購入形跡が
ない」と若いトーマス刑
事が興奮口調で言った。
「あのキッチンの大形冷
蔵庫を調べるべきか」と
別の刑事。「ところが、先
月からマーケットで肉を
買いはじめた」とトーマ
ス。「しまった、すでに
遺体は我々の腹の中か」。
◇
会員の皆さんから、影
響を受けた作家・思い入
れのある作品などについ
ての投稿を募集します。
（詳細については、協会
新聞部までお問い合わせ
ください）
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（１）ジャックは数年前
から毎週のように学校帰
りのアンにキャンデイと
アイスクリームをたから
れている。彼女に殺人現
場を目撃されたからであ
る。ときには友達を数人
連れてくることもあった
が、どうやら彼女の口は
まだ堅いようだ。だが最
近、ブラウスや靴を要求
されることがある。無口
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り付けをした商家の店先
で主人と出入りの仲介業
者が、本年も昨年同様の
商取引を約して手を打っ
たものだそうです。
従って、これを「大阪
手打ち」と呼びます。手
打ちの方法は、掛け声と
拍手からなっています。

この本の表紙にはヒチ
コックの横顔がシルエッ
ト風に描かれていた。テ
レビではその横顔が視聴
者側に向き直り、テーマ
音楽と共におどろおどろ
しい口調で語りかける。
物語への期待を刺激する
前菜の役目である。
登場人物名は勝手に付
けて、この本の一部を記
憶から紹介する。
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※協会行事などを本紙で報道するため、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。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です

日時 ２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 南昌宏氏（北区開業）
定員 １００人
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

10

会議や宴会の後、事の
決着を祝って行うそろい
の拍手のことを手締めと
いい、「一本締め」「三本
締め」などなかなか粋な
ものです。一般的に「東
京手締め」といいます。
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うーちましょう チョン
チョン
も一つせェー チョン
チョン
祝ぉーて三度 チョン
チョン チョン

ニッカウイスキー提供
「ヒチコック劇場」が終
わり、まだ超人気番組の
余韻を漂わせていた頃、
年安保の頃である。故
嶋教授（当時阪大、後広
島大）が学生の私を教授
室に呼んで表記の本を私
にくれた。「堅い本ばか
り読まずに、たまには頭
を柔らかくほぐしなさ
い」と温厚な御忠告を頂
いた。
エラリークイーンが選
んだ『日本の短編推理小
説ベスト 』には松本清
張ほか当時の日本の一流
の作家の名がならんでい
るが、ヒチコックの一冊
の選集には全米の無名の
若手作家が渾身の野心を
込めた作品原稿を送付し
てきた。現実に猟奇的な
事件が多発する時代に作
家達は、自分の想像（創
造）力が貧弱に思えてＳ
Ｆにでも転向したくなる
だろう。
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これからの取引を約
して「大阪手打ち」

篠部 正夫（西淀川区）

3
0

25

ところが、大阪ではこ
れを「手打ち」といい、
毎年１月２日に正月の飾

ヒチコックが選んだ決してテレビには出して貰えないえげつない
(
)
短編ミステリー小説集
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お申し込みは

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。

なに
わ
ことば

0
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定価 150
0円（送料共）
Ａ４判、80㌻
注文 協会事務局まで



藤田 進氏 （河内長野市）
絵

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2月5日



