髄移植の手術︑放射線治

心臓血管外科手術等︑骨

手術︑臓器移植手術又は

化器領域等の悪性腫瘍の

た︒

値について比較検討し

発熱︑白血球数︑ＣＲＰ

間︑経口摂取開始日数︑

とがほとんどである︒し

診療科から紹介されるこ

管理算定患者は院内医科

院であり周術期口腔機能

て口腔ケア介入群が短

道がん︑直腸がんにおい

入院日数は胃がん︑食

院に通院できない場合が

までに歯科治療目的に当

ある遠方の患者では入院

かし︑要治療歯科疾患が

療︑化学療法が適応とさ

大阪警察病院歯科口腔
く︑医療費も減少してい

減少していた︒発熱では

がんの術後肺炎発生率が

連携が重要となる︒どの

場合には歯科診療所との

場合もある︒このような

院に歯科口腔外科が無い

門的口腔ケアを実施した

院日数の短縮化を目的と

に術後合併症の予防︑在

経過していた︒このよう

は口腔ケア介入群が低く

また︑時間が許せば最近

トについても紹介する︒

いのか︑それらのポイン

のか︑どう対応すればい

疾患がどのように関わる

ような疾患に対して歯科

がん１４１例︑大腸がん
１ ０ ０ 例︑ 直 腸 が ん
例︑甲状腺がん 例︑心
臓血管外科手術 例であ

スと緑の山々︑その美し

た︒雪を戴いた北アルプ

日時 ６月

日︵日︶午前 時〜午後１時

Ｍ ＆Ｄホール

１００人

会場

会員３千円︑未入会者１万円

定員

会費

い︑厩舎の建
設にこぎつ
け︑農家から
ぶどう畑を借

りに競馬場に行き︑馬の

馬場があり︑小学校の帰

う︒家の近所には春木競

会いがあっ たからだろ

は︑小さい頃の馬との出

の副部長を引き受けたの

馬場を自分た

ついに待望の

木を抜いた︒

あるぶどうの

と共に背丈も

炎天下で部員

みを返上して

り受け︑夏休

世話をした後︑馬によく

余技展

日

日まで

作品を募集
申し込みは６月

︻開催日時︼ ７月
︵火︶〜 日︵土︶

午前 時〜午後７時︵最
終日は３時まで︶
︻会場︼薬業年金会館２
Ｆギャラリー︵地下鉄谷
町線﹁谷町６丁目﹂下車
すぐ︶︒入場無料
︻募集作品︼絵画︑絵手
紙︑書︑写真︑彫刻︑陶
芸など何でも歓迎
︻出展料︼５千円／１名

日

︵ ２ 点 ま で ︶︒ ※ パ ネ ル
ものは 号以内
︻募集締切︼ ６月

︻申し込み︼℡︵ ︶６
５６８ ７
‑ ７３１協会事
務局まで

った︒時には︑たわわに
実ったぶどうを馬上から
失敬し︑いつも可愛い愛
馬と共にのんびりと歩い
た︒その時の愉しかった
記憶が今も忘れられな
い︒５年前︑還暦を迎え
た時︑鉄馬︵ハーレー︶
を手に入れた︒カントリ
ーロードを口ずさみなが
ら田舎道をのんびりと走
っているのは︑きっとあ

馬は名古屋の中京競馬場

た時の嬉しかったこと︒

しいスピードで一直線に

を振り落としては︑恐ろ

緒に泥だらけになって追

逃走した愛馬を部員と一

との教授の言葉に甘え︑

らに違いない︒

した至福の時があったか

の医局時代に愛馬と過ご
当時の馬術部は部員も

レタス畑を突っ走った︒

ちの手で作っ

少なく同好会で︑馬も厩

に行き︑リタイアした競

いかけた︒早朝練習︑馬

乗せてもらった︒

舎も馬場も無かった︒し

部員がまっ青になって医
の熱い情熱に共感し︑仕

た︒ただこの馬︑競走馬

のか︑すぐ行きなさい﹂

局 に 来 た 時︑﹁ 又 逃 げ た

の川沿いの美しい小道だ

場への道は清流女鳥羽川

隆先生︵交野市︶です︒

ざいました︒次回は角田

西村先生ありがとうご

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

25

走馬を 万円で買ってき

「命の入り口、心の出口
食卓から始まる生教育」

かし学生の馬術部創部へ

（助産師、思春期保健相談士）

れている︒

外科では 年５月より消
ある︒また︑がん治療病

患者を中心に術前より専

両群に差は認めなかった

患者は４０８人になる︒

する点からも︑周術期口

の大阪警察病院における

一度きりの人生︑楽し

い自然に魅了された︒開

18

た︒術後合併症では食道

門的口腔ケアを実施して

が︑白血球数︑ＣＲＰ値

化器領域の悪性腫瘍手術

きた︒ 年１月までに専

内訳は食道がん 例︑胃

腔機能管理はその有効性

口腔外科手術についても

入群４５３例を入院日

い思い出は︑こころをゆ

紹介する予定である︒

大阪警察病院は歯科口

が点数化された︒全身麻
数︑ 術 後 合 併 症︑ 医 療

腔外科のあるがん治療病

が示された結果である︒

管理による口腔ケア介入

これら周術期口腔機能

る︒

改定により周術期口腔機
群と

酔下で実施される︑頭頸
費︑ 術 後 抗 菌 薬 使 用 期

我が青春の馬術部

部領域︑呼吸器領域︑消

年１月以前の非介

能管理に関する診療報酬

２０１２年度診療報酬

69

吉行 ︵泉大津市︶

たかにしてくれる人生の

学間もない歯科大学は活

西村

宝物だ︒１９７５年歯科

気に包まれていた︒
口腔外科の医局に入っ

大学を卒業︑就職先に選
んだのはあこがれの信

内田美智子氏講演会

の悲しい性か︑時々部員

総会記念講演

再生歯学の最先端〜ｉＰＳ細胞が可能にする
歯科医療とは〜

日時 ５月 日︵日︶午後３時〜５時
定員 ２００人
会場 ホテル大阪ベイタワー ４Ｆベイタワーホー
ル︵大阪市港区弁天１ ２
‑ １
‑︶
講師 江草宏氏︵東北大学大学院歯学研究科教授︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

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

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〜

北大阪地区会員交流会

24

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

女性医師・歯科医師の会

おおさかウォッチング
道真ゆかり天満界隈を歩く

日時 ６月６日︵土︶午後２時 分〜午後４時 分
集合 大阪天満宮本殿前︵地下鉄﹁南森町﹂駅また
はＪＲ東西線﹁大阪天満宮﹂駅すぐ︶
講師 西俣稔氏︵大阪案内人︶
主なコース 天満宮〜吉本興業発祥地〜川崎東照宮
跡〜緒方洪庵墓〜堀川監獄跡〜ＪＲ天
満︵解散︶
※解散後︑懇親会︵会費３０００円︶を開催します

個別指導対策講習会

これまで

日時 ６月 日︵土︶午後５時〜７時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 社保研究部講師団
会費 会員千円
対象 会員本人に限る
※﹃カルテ記載を中心とした指導対策テキスト２０
１３年８月版﹄をご持参ください

指導にあたっ てからではもう遅い
のカルテ記載で本当に大丈夫？

30

10

男の料理教室開催
組織部

事の合間に大学に掛け合

30

30

30

周術期口腔機能管理の効果と
歯科診療所との連携について
て間もなく︑馬術同好会

50

!?

進 （河内長野市）

30

30

30

30

定員

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︒

13

無料

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。

会費

14
25
06

100人
会場

５月31日（日）
午後１時〜３時
Ｍ＆Ｄホール
日時

50

３枚おろしに挑戦する
参加者ら＝４月18日、
クレオ大阪中央

藤田

10

６月度生涯研修抄録
州︑ 松 本 歯 科 大 学 だ っ

15

16

22 60

アジの３枚おろしに挑む
保険でよい歯科医療を大阪連絡会

12

14

12

組織部は４月18日に
男の料理教室を大阪市
内で開き、10人が参加
した。アジの３枚おろ
しに挑戦し、
アジご飯、
アジの南蛮漬け、新た
まねぎとえんどう豆の
玉子とじ、赤だし、豆
乳豆腐の苺ソースかけ
を作った。３枚おろし
に苦戦しながらも参加
者らは出来上がった料
理に舌鼓を打った。

絵

21

石濱孝二（大阪警察病院歯科口腔外科部長）
302

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５月１５日

