選択肢を大きく拡げた︒

綴に対するアプローチの

うに一度食らいついたら

収性から〝すっぽん〟のよ

製作法を構築し︑その吸
本講演では︑様々な顎

のと考える︒

堤の上下顎無歯顎症例に

患者負担増にＮＯ！

署名の順番待ちがでる場
面もあり︑１時間余りの
宣伝で１５３筆の署名が
集まった︒

着にこだわった総義歯作
市天王寺区︶で︑宣伝行

で賑わう四天王寺︵大阪

ど安倍政権の進める医療

き上げや患者申出療養な

宣伝では入院給食の引

︵地下鉄谷町線平野駅徒

背戸口３︲１︲２︲１Ｆ

︻所在地︼大阪市平野区

署名に協力し

︻設備等︼チェア３台︑

も負担が増える

﹁消費税も介護

︻金額︼３５０万円程度

Ｐ２台可︑１３１平方㍍

ザー︑その他設備一式︑

万点

ドでサッカー をしてい

憩に友達とよくグラウン

り︑開業後はスポーツジ

なか体型維持が難しくな

そのような生活環境の

まったダイエット︑この

確定申告対策直前セミナー

２月 日︵木︶午後２時 分〜４時 分
定員
保険医会館
人
伊藤幸子氏︵協会医業税理士団︶
会員・家族無料︑未入会者１万円

２ ０ １ ５年 確 定 申 告 の ポ イ ン ト 〜 税 制 の 改 定
点と医業税制

日時
会場
講師
会費

２月度生涯研修

２月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
足立融氏︵鳥取県米子市開業︶
会員３千円︑未入会者１万円

日時 ２月 日︵日︶午後２時 分〜４時 分
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 竹内憲民氏︵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

口腔外科疾患のピットフォ ール〜医療訴訟を
避けるために〜

南河内地区

日時
会場
講師
会費

訪問歯科診療を当たり前のことに〜歯科に求
められるもの

19

しかし加齢に伴う様々な

労連︑大阪医労連︑大阪

お大師さん宣伝

患者の医療費負担増に
自治労連など労組︑医療

協会︑
労組など

つ︑その勘所を可能な限
反 対 し よ う と︑﹁ 地 域 の
団体などから 人が参加

ついて動画を併用しつ

チャー﹂と銘打つ当院の
り詳しく教示する予定で
医療・介護を考える会﹂

外れない﹁すっぽんデン

経済的・社会的背景から
総義歯はこれまで１千余
ある︒今一度総義歯作製

疾患罹患割合の増加や︑

すべての患者にインプラ
例を数え︑評判が評判を

製に関する一連の取り組
動を行った︒歯科・医科

改悪を批判し︑署名協力

した︒

ント治療を適応しうるも
日︑お大師さん

保険診療範囲内の総義

みについて紹介したい︒
協会︑大阪民医連︑大阪

は１月

歯と言えども十分な吸着

参加される皆様にとって

の基本を学びながら︑吸

に対するニーズは高まっ

が得られ︑リンゴさえも

の今後の臨床に少しでも

呼ぶ義歯とまでなった︒

ていると推察する︒しか

丸かじりが可能である︒

のではなく︑むしろ義歯

し︑〝 義 歯 は 難 し い 〟 な

上顎総義歯の吸着は当然

歯科医院譲渡

どの理由により安易にイ

お役に立てば本望です︒

デジタルパノラマ︑レー

のに︑これ以上

︵応談可︶

た

代の女性は

歩７分︶

ンプラント治療に傾き︑
とし︑特に下顎総義歯難
参考までに︑動画サイ

の負担増は許せ

７２ ４４

携帯０９０︲６０１５︲

︲６７９７︲２７１６

︻連絡先︼山田寿洋０６

働で 〜

ない﹂と語った︒ ︻その他︼現在週４日稼

署名を呼びかけ
る参加者＝１月
日︑大阪市天
王寺区

め︑体重増に関しては特
に気にすることもなかっ

た︒大学生活は車での移

ムに入会したが︑なかな

ことを自身の健康管理の

30

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

﹁確定申告個別相談会﹂︵事前予約制︶

期間 ２月 日︵木︶〜３月 日︵金︶
時間帯 一人につき２時間
① 時〜 ② 時〜 ③ 時〜
会場 保険医会館３階会議室
担当 協会顧問税理士団及び経税部
会費 原則２万円︵医業以外の所得や複数人数分の
ご相談は別途費用︶
※医業以外の所得︵譲渡等︶がある場合は︑予約時
に必ずお申し出ください

30

を呼びかけた︒

結果としてトラブルに至
症例に対する吸着には自

ー﹂を検索すると︑演者

る例も少なくない印象を

インプラント治療隆盛
歯 科 医 で は な く︑﹁ 痛 く
の総義歯に対する考えの

トＹｏｕ Ｔｕ ｂｅ で﹁今

の中︑演者は︑多くの高
ない﹂﹁外れない﹂﹁何で
一端がご理解頂けるもの

井式すっ ぽんデンチャ

齢者が望む︑負担費用が
も噛める﹂など患者自身
と考えます︒

信を有し︑これまでの経

少なくとも高い満足度が
の声により判断されるも

験より義歯治療の評価は

期待できる義歯作製にも

持つ︒

超高齢社会を迎えた我
力を注いできた︒先人達

３月度生涯
研修抄録

が国において︑口腔イン

１００人

Ｍ ＆Ｄホール
定員

３月 日︵日︶午前 時〜午後１時

会場
会員３千円︑未入会者１万円

日時

による義歯製作法の基本
を守りつつ︑これまでの
会費

こともあった︒
中高時代は運動が好き

動が多く︑特に運動もせ

か行けず体重を落とせず

た︒

ず友人と飲みに行く機会

終いだった︒

で︑短距離走が速く昼休

が多かった為︑体重が右

大学院に進学後︑研究

今回︑娘の一言から始

と大学病院での診療で一

徹底と家族の食生活管理

肩上がりに増えた︒

日の大半を占め︑たまに

にも注意していこうと考

女性医師・歯科医師の会

日時 ２月 日︵土︶午後３時〜５時
会場 保険医会館
定員
人
講師 岩村暢子氏︵広告会社アサツー ディ・ケイ
２００Ｘファミリーデザイン室長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

食の崩壊から見える﹁日本の家庭・社会﹂

15

プラント学の飛躍的な発
展は︑より安全・確実な
臨床経験を加味した義歯

弘政 ︵淀川区︶

施術を可能にし︑欠損補

娘の一言から
豊田

を振り返ってみると︑今
までの食生活︑つまり炭
水化物や揚げ物の摂りす
ぎに気を付け︑なるべく
野菜を中心に和食を好ん

行く友人とのボウリング

えている︒

30

大阪市西部・南部地区総会・記念講演

歯内療法成功の鍵 ・ パート６︱長引く痛みと
治らない根尖病変に対する傾向と対策︱

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

未入会者とは︑会員院所に勤める勤務医未入会者です
※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︒

30

で食すことに努力し︑日

く︑車生活からなるべく

頃の運動不足を改善すべ
発起︒４カ月後︑ ㌔あ

が唯一の運動だった︒大
学院では先輩の研究を手

豊田先生ありがとうご

えられる︒

が体重減に繫がったと考

昨年の目標はダイエッ

あまりの変化に︑両親

なり９㌔減に成功した︒

自転車生活に変えたこと

年
﹁痩せる︑痩せる﹂と娘

った体重がなんと ㌔ に

や妻に伝えるものの達成

伝ったり︑自分の研究を
思い起こせば大学入学

ざいました︒次回は吉村

からは病気になったので

後輩に手伝ってもらいそ

禎 浩 先 生︵ 淀 川 区 ︶ で

せず︑昨年５月に︑長女

の後の夕食︑飲みに行く

時︑当時 ㌔前半でかな
めと比べ詐欺にあったみ

す︒

は⁝︑と心配をされるま

んどん増えていった︒風

のが楽しみであっ たた

に﹁パパいつも言ってい

り細身のときに妻と出会

たい︑と妻から言われた

でになった︒

貌の変化に︑付き合い始

30
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電
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った︒その後︑体重はど

るけど︑無理！無理！﹂

そのダイエット４カ月

13

12

22

26

10

28

10

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。

15

トすることであった︒毎

75 84

21

保険診療でも作製できるりんご丸かじりを可能
にする総義歯〜今井式すっぽんデンチャー〜
と︑言われたことで一念

70

10

進 （河内長野市）
藤田
絵

今井守夫（千葉県東金市開業）
299
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