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新規開業医講習会﹁新規個別指導対策編﹂

日時
場所
講師
会費

泉州地区準備会

個 別 指 導 対 策 講 習 会 〜 増 え る 内 部 告 発・患 者
通報への対応〜

日時 ９月 日︵土︶午後７時 分〜９時 分
場所 りんくう総合医療センター教育棟３階︵ＪＲ
・南海空港線﹁りんくうタウン﹂駅徒歩５分︶
講師 社保研究部講師団
会費 会員無料︵会員限定︶
定員
人

大阪市南部地区講習会

循環器疾患と歯科領域の関わり

日時 ９月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 林美加子氏︵大阪大学大学院歯学研究科口腔
分子感染制御学講座歯科保存学教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

成功するコンポジットレジン修復︱理論から
テクニックおよび器材選択のヒントまで︱

９月度生涯研修

日時 ９月 日︵土︶午後６時〜７時
会場 保険医会館５階会議室
講師 浅田聡氏︵関電病院循環器内科心血管治療部
部長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人
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11/14（土）13：00

大阪市東部・北部地区講演会

日時
月４日︵日︶午前 時〜午後１時
会場 シティプラザ大阪４階︵大阪市中央区本町橋
２︲ ︑マイドームおおさか隣︶
講師 戸原玄氏︵東京医科歯科大学大学院医歯学総
合研究科老化制御学系口腔老化制御学講座高
齢者歯科学分野准教授︶
会費 歯科・医科会員無料︑未入会者１万円
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保険医会館５階会議室
定員
人
桂好志郎氏︵協会顧問社会保険労務士︶
会員・家族３千円 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︒
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労働条件通知書︵労働契約書︶作成のノウハ
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経税部・雇用管理対策講習会シリーズ②
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11/13（金）18：30
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内閣は憲法の範囲内で

京都府立文化芸術会館
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第６回理事会

10/17（土）14：00

新神戸オリエンタル劇場
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50

10/4（日）14：00

ストーリー：平安の昔から、京の地には人
に化けた狸が人間界に暮らす。狸界の頭領
の父を失った四兄弟に降りかかる大騒動。
明らかになる父の死…。天狗と人間とライ
バル一家を巻き込んだ傑作ファンタジー。
会員特別価格 3350 円（当日 4000 円）。問い
合わせは事務局まで。℡06‑6568‑7731
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講演を聞く参加者＝８月
22日、Ｍ＆Ｄホール

10/3（土）14：00／18：30

大阪市子ども文化センター
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10/2（金）14：00／19：00

大阪を代表する老舗人形劇団クラルテが
「人形芝居 有頂天家族」を公演する（公
演日程は表参照）
。森見登美彦（幻冬舎文
庫）のベストセラー小説を人形劇化。演出
は大谷賢治朗。
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月の訪米時に︑安保法

人形劇団クラルテ 「有頂天家族」を舞台化
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谷防衛相の︑集団的自衛
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お申し込みは
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ている︒８月 日には国
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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。

10月度生涯
研修抄録
法案を作成し︑国会へ提
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