措法で制約されていた

るテロ特措法︑イラク特
持活動での紛争地派兵ま

ない﹂人道支援や治安維
員の戦死の危険は高ま

保法制が通れば︑自衛隊

撤廃することに加え︑恒

い﹂という〝歯止め〟を

動して参戦可能にするこ

戦争に集団的自衛権を発

第２の問題は︑米国の

標的になる危険も高まる

る︒また︑国民がテロの

殺し︑殺されることにな

大阪府歯科保険医協会理事会声明
団的自衛権の行使を含む

久法化し米国の要請に応

り︑自衛隊員が他国民を

自衛隊の海外での武力行

でが狙われている︒

自民・公明両党は３月

使を容認し︑日本を戦争

﹁戦闘地域へは行かな

日︑昨年７月１日の集

議決定に基づき︑安全保

団的自衛権の行使容認閣

るもので︑憲法９条を否

できる国へとつくり変え
支援を行える仕組みづく

えいつでも自衛隊が軍事
に 対 応 し︑﹁ 武 力 行 使 の

と で あ る︒﹁ 閣 議 決 定 ﹂
ことは明らかである︒

性 に つ い て 合 意 し た︒
閣議決定と新立法で憲法

定する違憲行為である︒
態法を改定し日本周辺と

りにある︒また︑周辺事
態対処法などに書き込

新３要件﹂を武力攻撃事
く︑日本国憲法の掲げる

る安全保障体制ではな

軍事力・軍事同盟によ

障法整備の具体的な方向

﹁合意文書﹂が指示する
平和主義こそが日本の安
全保障の要で

み︑日本に対する武力攻

ある︒大阪府

いう地理的制約をなく

起こすあらゆ

歯科保険医協

９条を実質的に改憲する

る戦争を平時
米国のあらゆる戦争に自衛隊を参加させる

ことは︑立憲主義と国民

さらに︑戦闘現場でも捜

へでも派遣可能にする︒

し︑自衛隊を世界のどこ

ようにするものである︒

攻撃戦争にも参加できる

次第で米国の無法な先制

撃がなくても政府の裁量

はじめとする憲法理念の

広げ︑９条の平和主義を

広い国民と協力・共同を

保法案化反対の一点で幅

以上
２０１５年４月 日

死者も出さず︑一人の外

１回理事会

大阪府歯科保険医協会第

たが︑これまで一人の戦

Ｏ︶の改定では︑ＰＫＯ

国人も殺してこなかっ

シュ時は随時出港してい

便数がどんどん減らされ

経費削減により︑経路や

としての大阪市バスは︑

新人スタッフ総合講座

日時 ５月 日︵日︶午前９時 分〜午後４時
午前 患者接遇マナー研修︵クレーム対応含
む︶
︑
午後 助手編︑衛生士編にわかれて研修
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 午前 水原道子氏︵大手前短期大学ライフデ
ザイン総合学科教授︶
午後 歯科臨床・学術部講師団
会費 ７千円︵テキスト代含む︶
定員 助手編 人︑衛生士編 人
※受講者全員に﹃デンタルスタッフのための歯科保
険診療ハンドブック﹄
︵頒価４千円︶を配布︑﹃修
了証﹄を発行します
※開催要項・会場案内地図を送付しますので︑必ず
事前にお申し込みください

５月度生涯研修

５月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
牛島進氏︵福岡県福岡市博多区開業︶
会員３千円︑未入会者１万円

難治性の感染根管治療を考える

日時
会場
講師
会費

日時 ５月 日︵土︶午後７時〜９時
講師 高橋一也氏︵大阪歯科大学高齢者歯科学准教
授︶
内容 ①高齢者の心身等の特性②口腔機能の管理③
緊急時対応等
会場 Ｍ ＆Ｄホール
会費 千円
定員 １００人︵要事前申し込み︶
後援 日本老年歯科医学会関西ブロック
※修了証を発行します︵途中入退場者には発行でき
ません︶
※参加は大阪府歯科保険医協会会員本人に限る

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研
修会

10

安保法制整備は︑米国が

・有事の切れ
会は命を守る

主権に反し許されない︒

索・救助を継続できるこ

歯科医師の団

目なく自衛隊
﹁安全保障﹂法制の法案化の中止を求める

府は周辺事態法改定や海

私たちは︑与党合意に抗

自衛隊は１９９０年代

体として︑安

外派兵恒久法制定︑集団

議するとともに︑違憲の
とを恒久法に盛り込もう

が支援するた

的自衛権の行使を可能に

閣議決定を撤回し︑安全
としている︒

めである︒政

する自衛隊法改定など６

保障法制の立法作業を直

実現へ力を尽くす︒

つの柱からなる法案作成

ちに中止することを求め

から海外派兵に踏み出し

作業を進め︑５月中旬の

での武器使用権限の拡大

た︒合意文書に沿った安

進部分がなく︑曲がり続

国際平和協力法︵ＰＫ

国会提出を狙っている︒

合意の第１の問題は︑
に 加 え︑﹁ 国 連 が 統 括 し

が通航するため︑高い橋

けるため横Ｇがかかるの

る︒

日の閣議決定は歴代政府
これまでの時限立法であ

年からは現在の８カ所の

朝のラッシュ時には学

で︑手すりを持っていな

る︒ 聞 く と こ ろ に よ る

ているが︑この渡船に関

ないが︑今のうちに大阪

北大阪地区会員交流会

歯科医療の役割を病理解剖症例から学ぶ〜医
科歯科連携をどう進めるべきか〜

日時 ５月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
会場 千里ライフサイエンスセンタービル６階会議
室︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
︶
講師 大山秀樹氏︵吹田市開業︑兵庫医科大学・神
戸常盤大学非常勤講師︶
会費 会員︑スタッフ無料
定員
人

大阪市北部・東部地区

歯内療法２回シリーズ講習会

①歯内療法のコンセプトを知る
日時 ５月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
内容 歯内療法の原則︑無菌的処置︑根管形成・
洗浄・貼薬︑根管充填
②難症例への対応
日時 ６月６日︵土︶午後６時 分〜８時 分
内容 なぜ治らないのか？︑外科的歯内療法︑再
治療における意思決定
会場 Ｍ ＆Ｄホール
定員 １００人
講師 山本信一氏︵宝塚市開業︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

50

そもそも︑昨年７月 １

の憲法解釈を変更し︑集

たが︑時代とともに︑橋

生の利用も多く︑最も乗
降客の多い渡船である︒

いと︑危ない感じだ︒

いが︑航路はほとんど直

阪には︑人々の往来のた

４︑５階まで登って降り

に な っ て お り︑ ビ ル の

るぐらいの高さにあるの

便数が多く︑昼の閑散

た︒

古来数多くの川が流

この８つの船着き場を

まま減ってないらしい︒

発着する８航路のうち７

で徒歩や自転車の人には

と︑朝のラッシュ時は︑

大阪市の公共交通機関

ちょっときつすぎるため

２隻の船でピストン輸送

しては︑便数も変わらず

今の市長のもとでは︑

をしても積み残しが出る

いつ廃止されるかわから

無料で存続している︒

㍍の狭い川幅を
Ｓ字を描いて︑約１分で

出航︑

船に乗り込むとすぐに

ほどだとか︒

分に１本︑ラッ

つは大正区にある︒乗船

の間にかかる甚兵衛︵じ

時でも

料は無料ということもあ

か︑今も渡船が存続して

大正区の周囲にも橋は

んべえ︶渡しに乗ってみ

30

30

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

大正区

２００万人が利用する無料渡船
ってか︑年間で２００万

いるようだ︒

カ

人の足として使われてい

９３５年には渡船場

所︑年間利用者は歩行者

る︒

かかっているが︑大型船

今回は︑港区と大正区
が約５７５２万人︑自転
車等が約１４４２万台を
数えたそうだ︒１９８９

市の風物詩の渡船に乗っ

︵新聞部・南端理伸︶

てみてはいかがだろう？

向こう岸についてしまっ
た︒
大きく揺れるとかは無

30

10

90

17

23

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

30

30

が架かるたびに船着き場

住之江区

30

30

は廃止されていった︒１

西成区

30

30

大阪市なくさんといてよ！ 理事会前に髙島屋前で街宣

めの多くの渡船場があっ

⑧

15

94

浪速区

②

お申し込みは

ポスターをかかげてア
ピールする下井戸副理
事長（右）
シール投票で対話する
小澤理事長（右）と事
務局

大阪市を解体・分割する「都
構想」に反対しようと、協会は
４月11日、理事会前に難波・髙
島屋前で街頭宣伝を行い、小澤
力理事長、下井戸昭介副理事長
らが参加。
「大阪市なくさんと
いてよ」などと書かれたポスタ
ーを掲げてアピールした。
道行く人に「都構想」に賛成
・反対を、尋ねるシール投票で
対話。賛成派だという男性は、
「歯科医が反対しているのは医
療が悪くなるということか。考
えなおしたい」
と心配していた。

20

れ︑水の都と呼ばれた大

③

⑥
⑦

④
⑤
大正区

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。

11

271

港区

①

31

①天保山渡船場
②甚兵衛渡船場
③千歳渡船場
④落合上渡船場
⑤落合下渡船場
⑥千本松渡船場
⑦船町渡船場
⑧木津川渡船場
此花区

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４月２５日

