６︒はい︑私︑高橋真梨
ますか︒ＮＨＫで時折︑

テージを見たことがあり

過敏の治療のストラテジ

初期う蝕と象牙質知覚

きわめて重要である︒

療のストラテジーとして

う蝕や象牙質知覚過敏治

今回︑初期う蝕や象牙

ーとして最も重要なこと
は︑予防を考慮に入れた

質知覚過敏の発症メカニ

過敏用歯磨剤︑さらには

ホームケアと最新のフロ

レジン系知覚過敏抑制剤

定が規定するよ

会も︑ＴＰＰ協

を変えて出てきます︒そ

という動きは︑今後も形

があります︒外国企業に

して受け止めにくい傾向

わかるように︑大企業は

る︒電通の事件を見ても

面的な印象がまかり通

しているいい会社だと一

トヨタは下請けを大事に

ない傾向も強いですね︒

企業や投資家を悪く見

ジョンを持つのか︑運動

すにはどんな価値観︑ビ

に︑みんなが幸せに暮ら

か ど う か︒ 低 成 長 時 代

ています︒それでいいの

捨てても構わないと考え

めには農業や地方を切り

大阪市西部地区・同南部地区総会記念講演

抜 髄 Initial Treatment
を治癒に導くために
必要な 章

日時 ３月 日︵日︶午前 時 分〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 木ノ本喜史氏︵大阪大学大学院歯学研究科臨
床教授・吹田市開業︶
定員 １００人
会員無料︑未入会者１万円

会費

南河内地区総会記念講習会

日時 ３月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 西村英紀氏︵九州大学大学院歯学研究院歯周
病学教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

糖尿病と歯周病︱ＵＰ ＤＡＴＥ

３月度生涯研修

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜９時
会場 りんくう総合医療センター教育棟︵各線﹁り
んくうタウン﹂駅徒歩５分︶
講師 大前政利氏︵りんくう総合医療センター口腔
外科部長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人

薬剤関連顎骨壊死の基本と症例解説︱ポジシ
ョンペーパー改訂の要点も含めて

泉州地区総会記念講演

定員

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
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 無料
院所︵会員院所限定︑スタッフ複数参加可︶

歯科診療室における救急救命処置︱ＡＥＤ実
習を交えて

30

り︒皆さん︑この方のス

子ファンクラブの会員で
コンサートの中継をして
いますから︑ご覧になっ

ロフェッショナルケアを

に つ い て 解 説 す る︒ ま

ズムとその予防について

いかに組み合わせて早期

た︑最新のう蝕診断法と

アブルレジンやレジン系

に徐痛を図り︑患者の信

して注目を集めている光

説明するとともに︑各種

頼を得るかである︒そし

知覚過敏抑制剤の塗布な

て初期う蝕や象牙質知覚

干渉断層計︵ＯＣＴ︶に

フロアブルレジンや知覚

過敏を主訴とした患者の

ついても解説したい︒

どの院内処置としてのプ

治療オプションから︑で
きるだけ抜髄や抜歯とい
った侵襲度の高いものを
排除することである︒そ
の意味で︑修復のコンセ
プトとして注目されてい
るミニマル・インターベ
ンション︵ＭＩ︶が初期

多様な目線でチェックし

優先するルールづくりだ

うなＩＳＤＳ条

っていません︒さまざま

する側もそこを追求し︑

23

会 員 番 号︑ ２ ９ ６ ４

す︒毎年︑ 月にフェス
ティバルホールの高橋真
た方も多いはず︒
し か し︑ し か し で す

梨子コンサートに夫婦で
行くのが︑楽しみで⁝⁝︒

のか︑舞台衣装が輝きま

よ︒テレビより生︒華や

す︒ファンの年齢層も高

ところが昨年︑私の家

話が横道にそれまし

くて︑私など若い方かも

かなのですよ︒ステージ

た︒高橋真梨子さんのこ

が︒ＬＥＤがつけてある
になりました︒必然的に

とでしたね︒最近︑訳の

内が難病になり︑常時酸

コンサートはおろか︑旅

わからない歌が多い中
高橋真梨子さん︑最近

で︑フレイルやサルコペ

４月度生涯
研修講座抄録

歯の生え替わり期／読売
新聞︵２月 日付︶ 永
久歯の確認とむし歯予防

時〜午後１時
Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶

のために生え替わり期の

４月 日︵日︶午前
会場

会員３千円︑未入会者１万円

日時

会費

に規制緩和や民営化を迫

ていかなければなりませ

受診の必要性を指摘︒

１００人

申込 事務局まで

定員

られてひどい目に遭った

ということがはっきりし

項は認められな

な貿易協定を見ても︑条

利潤を追求するあまり人

提示して共有していく必

12

18

素ボンベが離せない状態

行にも行けません︒気圧
の低い飛行機に乗れませ
で︑この方の歌う唄はオ
体重がかなり減ったよう

しれません︒

んし︑酸素ボンベが 時
ーソドックスで︑人をひ
きつけます︒じっくり聞

間しかもたないので︑泊
まりがけの外出は無理で

ネルギー がいりますか

ニアの疑いがあります︒

ら︑ちょっと心配です︒

かせてくれる数少ない歌

私よりほんの少し年上

す︒車で１時間以内のと

ですが︑よーく声が通り

唄を歌うのにかなりのエ

やっとです︒年とともに

今年はコンサートに行き

手でございます︒

どこか身体に異常をきた
ます︒声帯が強いのでし
たいですね︒

ころへ買い物に行くのが

すのが普通なのかなとも
ょ う︑ う ら や ま し い 限

思いますが︒

華やかなライブに魅了

し︑その特許期間を限り

価値観の共有を

自由貿易協定を推進す

ん︒
ローバリズムの意識が強

てきたためです︒それを

いというスタンスです︒

自国のルールが変えられ

権を軽視する危険があり

要があるのではないでし

る人たちは︑もうけのた

許さない運動が広がり︑

医薬品についてはまさ

れに対抗する私たちの側

た経験がないからかもし

ます︒だから︑消費者や

くなります︒

いろんな形で政治に影響

文はほぼ同じで︑米国の

の運動︑力をどうつけて

れません︒ニュージーラ

す︒

国民は︑どうしても反グ

アジア太平洋資料センター・内田聖子事務局長に聞く
︱︱多国籍企業はどうし

番外編㊦

発があります︒米国では

なく延長しようと︑いろ
彼らにしてみれば︑自

日本では︑経済や貿易

ようとしている？

なりました︒ＩＳＤＳ条

由貿易協定は乗り物︑入

多国籍企業のための自

をなかなか自分の問題と

んな形で追求していま

項に対しては︑欧州が問

れ物に過ぎず︑自由化を

由貿易ルールをつくろう

しているのだと思いま

に︑命を優先するのか︑

文章が使い回され︑コピ

いけるかが問われてきま

︱︱運動の側の課題は？

題視しています︒市民運

目指す方向と中身は変わ

雇用問題も大きな争点に

ＴＰＰの罠
コピペの協定文
︱︱メガ自由貿易協定の
行き詰まりの理由は？

動だけでなく︑政府や議

す︒特に︑公共サービス

貿易・企業利益を優先す

ペ状態です︒大手製薬企

命優 先 の 対 立 軸 で 運 動 を

や食の安全︑国有企業の

るのかという対立軸が明

ょうか︒

問題で企業優先ルールを

労働組合などが監視し︑

︵おわり︶

ンドのように︑外国資本

確になっています︒

す︒

許していいのかという反

20

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

業は︑高価な新薬を開発

多国籍企業・投資家を

拾い 読み

10

30

70

三島地区総会記念講演

３月 日︵土︶午後５時〜７時
茨木市市民総合センター３０２号室
清水聖保氏︵精神科医︑東淀川区開業︶
会員無料︑未入会者１万円
定員
人

歯科治療における対応困難な精神疾患患者︱
増える認知症︑発達障がい

日時
会場
講師
会費

堺・高石・和泉地区総会記念講演

顎関節症と顎関節脱臼

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
会場 サンスクエア堺︵ＪＲ阪和線﹁堺市﹂駅徒歩
５分︶
講師 濱田傑氏︵近畿大学医学部付属病院歯科口腔
外科教授︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人

40

45

未入会者とは︑会員院所に勤める未入会勤務医です
※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︒

70

高橋真梨子

30

45

30

文・絵 藤田 進
（河内長野市）

第四回

昌宏（歯科保存修復学分野教授

吉山

11

ひと
ひと、かたり

10

10

歯科
17

18

19

25

25

10

初期う蝕と知覚過敏の
診断と治療
16

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。

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１７年３月５日

