談話室
国会議員要請︵２月

護費など患者の自己負担
分は引き上がり︑一方で
年金の引き下げ︑介護の
一部保険外しなど給付は
下がっている︒

しぼりたて
生酒を堪能
三島地区

しぼりたての新酒を飲み
健 太︑ 遠 藤 敬︑ 馬 場 伸

︿維新﹀井上英孝︑松浪

︻条件︼無償︵医院継承

佐野﹂駅 徒歩５分

が前提︒転売等不可︶

比べて楽しんだ︒
幸︑足立康史︑谷畑孝︑
︻設備等︼

︿共産﹀宮本岳志

ァロ付パノラマ他

２台︑レントゲン︑セフ

坪︒チェア

丸山穂高︑伊東信久

参院

社会格差の進むなか︑

２・ 国会行動
要請議員一覧

政権は財政の健全化に
協会が２月 日に取り

︻その他︼即開業可︒テ

社会的弱者の中には︑病

︿自民﹀太田房江︑柳本

は︑社会保障費の削減を
組んだ国会行動の要請議

ナントなので家賃などは

員は次の通り︒

卓治︑松川るい

気になっても経済的理由

︻面談︼

歯科医院貸与

ビルオーナーと要交渉︒

で受診をためらったり︑

衆院︿共産﹀清水忠史

︿共産﹀辰巳孝太郎︑山

現在は月 万９９００円

受診中でも痛みさえおさ

︻秘書対応︼

︿公明﹀杉久武︑石川博

まれば中断する患者が増

衆院

崇︑山本香苗︑熊野正士

えている︒中断には病の

︻住所︼河内長野市北貴

日︑ 酒 蔵 見 学 会 を 行 っ

長寿を祝い喜び合える社

明を受けながら蔵内を見

発酵などの醸造工程の説

案内で洗米や麹づくり︑

︻連絡先︼協会新聞部

︻最寄駅︼南海電鉄高野

り

幸︑とかしきなおみ︑谷

線﹁千代田﹂駅

望ヶ丘１︱

川とむ︑北川知克︑中山

︻金額︼面談の上

︵敬称略・順不同︶

泰秀︑大塚高司︑佐藤ゆ

泉佐野センタ

平方㍍︑１Ｆ︒

︻設備等︼車イス用入り

１︱ ︱

ーホテル５階

歯科医院

℡０７２１︱

︻連絡先︼新宅︵しんや︶

︻その他︼即開業可能

約

かり︑左藤章︑長尾敬︑原

歯科医院譲渡

口あり︒駐車場４台分︒
︿公明﹀北側一雄︑佐藤
茂樹︑伊佐進一︑浮島智
子︑樋口尚也
︿民進﹀平野博文︑辻元

︱１５８２︵新宅雅仁︶

ても次の準決勝から決勝

いのだ︒決勝に行けなく

る︒しかも予選落ちは無

を組み込む︑スーパーモ

サスペンションとタイヤ

オフ車にオンロード用の

ッサーでも可であるが︑

ドレーサーでもモトクロ

︻最寄駅︼南海本線﹁泉

を目指せる下位に嬉しい

タード仕様が主な車両で

ルールである︒
私の出場した ㏄ クラ

は皆でコース図を睨みつ

プ台まであった︒参加者

が︑前シーズンはジャン

アウトが発表されるのだ

年主催者からコースレイ

はかなりガチである︒毎

ースではあるが︑出場者

ラスだ︒お祭り的な草レ

はエキサイティングなク

でが混走する下位の者に

国際Ａ級からノービスま

今も︑あの血沸き肉躍る

より中断し現在に至るが

し終了︒再戦は諸事情に

は︑あと一歩で決勝を逃

尾争いとなり︑準決勝で

ていたが︑転倒後は最後

中ほどの集団で踏ん張っ

れつつも目を三角にして

進︑上位ライダーに揉ま

引き当てフロントから発

グリットは抽選で３番を

予選のスターティング

あった︒

で︑予選からヨーイドン

つマシーンを組むのであ

スは︑なんと出場資格は

のスタートで︑タイムト

刹那を再びである︒

清美

︻住所︼泉佐野市高松東

田憲治︑神谷昇︑竹本直一

皇一︑岡下昌平︑大西宏

︿維新﹀東徹︑高木かお

重症化が心配されてい

下芳生︑大門実紀史

三島地区は壽酒造株式

︿自民﹀大隈和英︑宗清

お金の心配がなく受診で
きるようにしていただき
たい︒

が参加し︑新酒の利き酒

た︒会員・スタッフ 人

の病気をかかえて貯金を

会であっ て欲しいと思

同社の橋本憲治社長の

を楽しんだ︒

う︒

くレース仲間に鈴鹿スー
要素が多数あり︑オフロ

学 後︵ 写 真 ︶︑ 冬 限 定 の

第一にあげている︒その

し︑保険料・治療代・介

影響は保険医療を直撃

いる︒老人いじめをやめ

切り崩しながら生活して

高齢者の多くは︑複数

会社︵高槻市︶で２月

る︒体調をくずしても︑

にもかかわらず︑安倍

きている︒

だんわ室

日︶に参加した門奈丈石
氏の感想を紹介する︒

高齢化の進む我が国で
社会保障費の自然増加分
を２分の１もカットする
など高齢者の生活保障の
抑制は︑介護老人を狙い
撃ちにしている︒
介護に疲れ果てての殺
人や介護離職の長期化で
生活苦からの心中に︑認
知放浪でさまよいの事故
死など︑長生きしたが故
の悲惨な事件・事故が起

込んで行きたいが転倒負
傷で勤務不能は避けたい
というジレンマで︑岡山
国際サーキットでは︑地
方選手権おろか︑バイク
屋主催の草レースですら
予選落ちという状況で
﹁四耐﹂は夢のまた夢で

園︑鈴鹿４時間耐久レー

パーバイカーズを勧めら

ードとオンロードを同時

23

る︒基本的に車両はロー

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

20

14

18

大阪市北部地区・同東部地区総会・記念講演会

歯科領域における慢性疼痛︱診断と治療

３月 日︵土︶午後６時 分〜９時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
長谷川誠実氏︵東淀川区開業︶
会員無料︑未入会者１万円

人

日時 ４月１日︵土︶午後６時 分〜９時
会場 八尾プリズムホール４階会議室２︵近鉄﹁八
尾﹂駅徒歩５分︶
講師 社保研究部講師団
定員
人
会費 会員無料︑未入会者１万円

さあ始めよう歯科訪問診療

東大阪・八尾・柏原地区総会・記念講演

日時 ４月１日︵土︶午後６時〜８時
会場 ＯＭＭビル２Ｆ会議室 ２０５号室
講師 平山富興氏︵門真市開業︶
定員
会費 会員無料︑未入会者１万円

歯周外科手術における基本的な考え方とテク
ニック

北河内地区総会・記念講演

日時 １回目 ４月１日︵土︶午後２時〜４時
２回目 ４月 日︵土︶午後２時〜４時
会場 保険医会館５階
定員
人
講師 小川田貞志氏︵日本写真家協会会員︶
会費 会員・スタッフ無料︑未入会歯科医師１万円

こ れ で 分 か る デ ジ カ メ と 撮 影 の セ ミ ナ ー︵ 全
２回︶

日時
会場
講師
会費

45

23

ライアルではないのであ

30

30

70

50

莚井幸誠 ︵平野区︶

熱が再び高じてのレース

スに出場であった︒しか

れた︒このレースはオフ

に走るユニークなもの

そんな状況を打破すべ

しかなかった︒

し︑がっつりレースをす

シーズンのトレーニング

目標はバイクの甲子

活動再開であった︒

るには高齢高体重︑突っ

22

門奈丈石（平野区）

25

25

25

19
17

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

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。

37

55

54

10

高齢者いじめの
負担増は撤回を

血湧き肉躍る日々

年ぐらい前にな

ットの南コースで開催さ
れた︑スーパーバイカー
ズというレースに出場し
た︒当時はまだ勤務医の
頃で︑学生時代のバイク

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︒

50

90

23

313
るだろうか︑鈴鹿サーキ

もう
20

30

30

進 （河内長野市）
藤田
絵

大阪歯科保険医新聞
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