また︑歯科雑誌を見て
そのことが︑患者さん

た︒
しかし︑ほんの一部で

を具体的にお話する︒

談話室

だんわ室

口腔外科シリーズ

北河内地区総会・記念講演

思う︒そして︑自ら歯科

てみると本当に不思議に

ただけの場所だが︑考え

私にとっては︑生まれ

い︒自分のルーツに思い

る こ と は︑ め っ た に な

事に追われ人生を振り返

きていきたい︒日々の仕

っている方に感謝し︑生

たいろいろ関わってもら

３月 日︵土・祝︶午後６時 分〜
ＯＭＭビル２Ｆ会議室
定員 １００人
佐々木昇氏︵尼崎中央病院口腔外科部長︶
会員無料︑未入会者１万円

出血と止血

ヤミ献金事件と騒がれた

幹正会長で︑事務所も電
話も事務担当者も同一で
ある︒政治資金に詳しい
上脇博之教授︵神戸学院
大学︶は﹁明らかに迂回
献金にあたり法に触れ
る﹂と言う︒
劣悪な保険診療の改善
には歯系議員も必要だ
が︑政策を金で買うので
はなく︑歯科関係者全員

分と関わる人が少しでも

医師になりたいと思い︑

を馳せるのも︑おもしろ

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜
会場 サンスクエア堺︵ＪＲ阪和線﹁堺市﹂駅下車
徒歩３分︶
定員 １００人
講師 濱田傑氏︵近畿大学医学部附属病院歯科口腔
外科教授︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

顎関節症と顎関節脱臼の鑑別診断と治療の実際

堺・高石・和泉地区総会・記念講演

日時
会場
講師
会費

ことを契機に設けられた

みれた恥ずべきものであ

金の法定上限は年５００

３．歯周基本治療で治りにくいものとは

が一致協力して実情を明
らかにし︑各々の立場か

共同して運動を盛り上げ

ら改善方法を具体化し︑
石井後援会へ寄付され

幸せになれるように私が

える︒何か役割を持って

の家で生んだ︒しかも二

行動することだと思う︒

昔は自宅で出産が普通

週間後に近所が火事にな

生まれているのなら︑自

り危うく類焼しかけたの

家 族︑ 友 人︑ ス タ ッ

だったので︑母も私をそ

を大勢の村人に消しても

願いが叶ってなれた︒子

い︒母に昔の話を聞いて

フ︑そして患者さん︑ま

どもも成長して代々家族

私はそう思った︒

らったと聞いた︒

が引き継がれていくのか

30

いると歯周外科とりわけ

参院議員︵民主︶の後援
る︒

もので︑二度も疑惑にま
日歯連が石井みどり参
会に５０００万円を寄付

はあるが歯周基本治療で
治りにくいものもある︒
院議員︵自民︶の後援会

の信用を得て︑地域の方
々の信頼に結びついてき
歯周基本治療で治りに

再生療法の記事が花盛り
であるが︑本当に再生療
たことは大きな財産だと
し︑即日そこから同額が

法をしなければ歯周病は
に政治資金規正法に触れ

①歯周基本治療でほとんどの歯周病は治る
０万円︒そこで西村正美

も単根歯であればほとん
４．根分岐部病変と咬合性外傷との関係

日歯連は迂回でないと

くいものの多くは咬合性

主張するが︑３団体の代

思っている︒
る献金をしたことが明ら

信を招く重大事と批判さ

外傷と根分岐部病変に関

れている︒

今回はその考え方︑症

治らないのだろうかとい
う疑問も持つことはない

思う︒咬合性外傷と根分

表はすべて日歯連の高木

岐部病変についても言及

かとなり︑歯科界への不

技︑その練習法︑評価の

連することであるように

仕方等を臨床例を交えて

例の診かた︑注意点︑手

症例の中にはそのよう

②長い上皮性付着をつくる

どは歯周基本治療で長期
５．咬合性外傷への取り組み

４月 日︵日︶午前 時〜午後１時

昔︑山の上に城跡があ

と思うと︑祖先に思いを

21

日時 ３月 日︵土︶午後７時 分〜９時
会場 高槻市生涯学習センター︵各線﹁高槻﹂駅徒
歩７分︶
定員
人
講師 加藤裕彦氏︵大阪歯科大学歯科麻酔学講座講
師︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

医療安全対策講習会〜医療事故・偶発症への
対応

三島地区総会・記念講演

28

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

だろうか︒

にした方が︑経過が良い
したいと思う︒

日歯連は︑２０１３年

私たちのやってきたこと
に石井後援会に４５００

部で︑６㍉程度の歯周ポ

③歯周基本治療で歯槽骨も再生する

万円を渡していた︒寄付

ケットであれば歯周外科

④歯周基本治療で歯肉も再生する

１．歯周ポケット６㍉を基本治療できっちり治す

こともある︒しかし︑そ
うしなければならないの

をしなくても歯周基本治

は︑歯周治療のほんの一

療でほとんどＳＰＴ可能

にわたって歯を保存する

２．歯周基本治療８つのステップ

自分が直面している患
こ と は で き る︒ 私 た ち

になる︒７㍉以上あって

者 さ ん の 歯 周 病 に︑ い
は︑ずっとそのようにや

た︒この上限は

る努力が緊急に必要であ

Ｍ ＆Ｄホール

車で行ったが︑母でさ

った︒裏山へ登って︑ク

る︒

年前︑

会場

自民・橋本派への一億円

１００人

ってきた︒そして︑その
会員３千円︑未入会者１万円

え道がわからない程の山

ワガタ採りをした思い出

馳せずにはいられなかっ
た︒人は今しか見えてい

ざいました︒次回は川越

吉村先生ありがとうご

皿や刀が出てきたそう

ない︒私は︑何のために

茅葺で台所はかまどで大

だ︒大皿は今も家宝にし

きな水瓶があった︒裏に

善人先生︵淀川区︶です︒

ている︒

会費

定員

茨木市・永田悦夫

状態をずっと維持してき

日時

つ︑どのような治療をす
るべきなのか迷うことが
ないだろうか︒

歯科界への不信招く

生まれてきたのか時々考

蔵があり︑壊すと中から

大阪市北部・東部地区

３月 日︵日︶午前 時 分〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
野阪泰弘氏︵芦屋市開業︶
会員無料︑未入会者１万円

インプラント治療のインフォームドコンセン
トを考える︱トラブルを如何に回避するか？

日時
会場
講師
会費

東大阪・八尾・柏原地区総会・記念講演

上田秀人氏文化講演会

日時 ４月４日︵土︶午後６時 分〜午後８時 分
会場 Ｕ︲コミュニティホテル２階第２会議室
︵近鉄奈良線
﹁河内小阪﹂
駅下車北へ徒歩５分︶
上田秀人氏︵八尾市開業・時代小説家︶
会員無料︑未入会者１万円
人

講師
会費
定員

都構想って何？ くらしはどうなる？
︱大阪市をなくして区に再編する住民投票

日時
会場
講師

４月 日︵土︶午後６時〜８時
保険医会館
会費 無料
中村正男氏︵明るい民主大阪府政をつくる会
事務局次長︶
人

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︒

定員

30

祖先に思いを馳せる
禎浩 ︵淀川区︶

久しぶりに自分が生ま

道で地元の人でない限り

吉村
た︒

そこに立った時︑意外
に狭いと思った︒子ども
の目には大きな家で家の
前には小川が流れていた
と思っていたが︑記憶と

れた田舎へ行くことにな

通らないであろう田舎道

現実がどうも結びつかな

った︒奈良県天理市福住

があるが︑今は木が生い
茂り山道すら無くなって

い︒

だ︒小中学生の夏休みに

だった︒
家は風雨で朽ち果て︑

数回遊びに行った︒最後
に行ったのは︑祖父が亡

いる︒
私の記憶では︑屋根は

30

30

30

30

歯周基本治療の可能性と限界
取り壊され更地になり︑
桜の木が植えられてい

50

10

10

28

29

25

19

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。

谷口威夫（長野県長野市開業）
300

10

４月度生涯研修抄録
くなった四十数年前だっ
た︒

30

50

進 （河内長野市）
藤田
絵

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１５年３月１５日

