の特性では︑生理

いて解説︒高齢者の心身

口腔機能管理など︱につ

の緊急時対応③高齢者の

者の心身の特性②高齢者

の口腔機能管理︱①高齢

講座准教授︶は︑高齢者

阪歯科大学高齢者歯科学

口腔機能管理では︑オ

料︵Ⅰ︶︵Ⅱ︶﹂を紹介した︒

﹁歯科治療総合医療管理

的医療管理を評価する

書き方や歯科治療の総合

要であるとし︑紹介状の

ク・マネージメントが重

Ｒへの搬送︶によるリス

グ︶︑ 対 応︵ Ｃ Ｐ Ｒ︑ Ｅ

見︵治療中のモニタリン

高齢者の口腔機能管理を解説

的および病的老化

ーラル・フレイルを切り

城説と諸説ある︒大阪の

る根拠のひとつとなって
いる︒
安倍晴明神社は︑晴明
の没後︑その死を惜しん
だ一条天皇が晴明の子孫
に命じて建てさせたと伝
えられている︒現在は阿
倍王子神社の末社として
管理されており︑境内約
れた井戸︑白狐が信太森
から飛来する姿を表現し

る︒また︑安産を祈願し

た像などが設置されてい
１８０坪と小さいが︑ひ

た﹁孕み石﹂があり︑災

る︒

もを望む参拝者も訪れ

はら

っそりと静けさの漂う雰

厄除け以外に元気な子ど
神社には︑安倍晴明公

囲気ある神社である︒

像や︑晴明の産湯に使わ

で︑晴明の神秘のパワー

る と か︒ 一 度 足 を 運 ん

１回２千円で占ってくれ

ーナーがあり︑占い師が

る︒本殿内には︑占いコ

子神社への駐車もでき

筋の西側に面した阿倍王

㈲さくらハウス

を肌で感じてみてはどう
だろうか︒

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

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

北河内地区総会・記念講演

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

22

施設基準研修会に１２８人
高橋氏

社保研究部は２月
日︑在宅療養支援歯科診
療所︵歯援診︶の施設基

による高次脳機能

口に︑フレイルの各段階

大阪市阿倍野区の閑静

地で晴明生誕を伝える神

白狐の母から生まれたと

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を
探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

最寄りは阪堺電車上町

50

準に係る研修会をＭ ＆Ｄ

の変化や︑老化に

な住宅街に溶け込むよう

晴明は︑阿倍野に住む

話が﹁葛乃葉伝説﹂だ︒

いう伝説は︑晴明の神秘

【ご注文】大阪府歯科保険医協会 ℡06-6568-7731
【発 行】長崎県保険医協会

ホールで開催し︑１２８

よる薬物動態への

善による体力・免疫機能

における口腔機能低下の

の 改 善 に 有 効 で あ り︑

影響︑高齢者の身

高齢者治療の緊

﹁食べること﹂の支援は

症状および対応について

急時対応では︑予

﹁生きること﹂の支援に

体的特徴について

防︵病歴︑理学的

解説︒口腔ケアは栄養改

検査︑医師からの
つながると強調した︒

説明した︒

情 報 等 ︶︑ 早 期 発

ギュアスケートの羽生結

佇んでいるのが安倍晴明

は︑大阪説︑香川説︑茨

弦選手が映画﹁陰陽師﹂

神社だ︒晴明を祭った神

人気を集める︒

の曲で世界記録を塗り替

てきた︒昨冬には︑フィ

えるなど︑今なお根強い

安倍保名と和泉市の信太

通り沿いの安倍晴明神社

性を高めるエピソード

（送料込み）

人が参加した︒
講師の高橋一也氏︵大

25

１２８人が参加した歯援診研修会
＝２月 日︑Ｍ ＆Ｄホール

平安時代に天文学を駆
使し︑吉凶を占い活躍し
た陰陽師・安倍晴明︒小
説や映画の題材として︑

社としては︑京都市堀川

明神の白狐が化身
した女性との間に

が有名だが︑阿倍野区の

だ︒この﹁葛乃葉伝説﹂
が阿倍野で産まれたとす

の神社は晴明生誕の地と

謎多き陰陽師の生誕の地

生まれたという︒

■129疾患を収録
■病気のポイント、歯科診療
時の注意点、投薬時の注意
点等をわかりやすく解説

歯援診
古くから日本人に愛され

大好評！医科歯科連携
のための必携の一冊

賃貸（心斎橋）
2000万
約18坪 賃料21万円
チェア２台

︵新聞部・南端理伸︶

日時 ４月 日︵日︶午前 時〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール
定員 １００人
講師 吉山昌宏氏︵岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科歯科保存修復学分野教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

初期う蝕と知覚過敏の診断と治療

４月度生涯研修

日時 ４月９日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 末瀬一彦氏︵日本デジタル歯科学会理事長・
大阪歯科大学歯科審美学室教授︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

ＣＡＤ／ＣＡＭテクノロジーの現状と展望

大阪市西部地区講習会

日時 ４月８日︵土︶午後７時〜９時
会費 千円
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 足立了平氏︵神戸常盤大学短期大学部口腔保
健学科教授︶
定員 １２０人
対象 会員本人限定
内容 ①偶発性に対する緊急時の対応②医療事故③
感染症対策等の医療安全対策
※修了証を発行します

歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る
研修会

50

労働保険
「年度更新」
医科から歯科へのアドバイス（改訂第４版）

30

30

お知らせ

病気を持った患者の歯科治療

して知られている︒
晴明の出自について

売却物件募集

線﹁東天下茶屋﹂駅︒車

10

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︒

10

歯科医院の売買ならさくらハウスへ
での参拝の際は︑阿倍野

16

25

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。

大阪府知事免許（05）043403号 担当：平石
大阪市城東区東中浜1 12 15 ℡ 06‑6170 8880 ℻ 06‑6170‑8980
境内の晴明公像
（左）
と
葛乃葉霊狐の飛来像
（右）

3,500円
販売価格

土地建物付（枚方方面）
3000万円
土地55坪 ２Ｆ住居
チェア３台

売買物件募集中

協会の労働保険事務組合に委託さ
れている先生に、３月下旬〜４月上
旬に労働保険料の「年度更新」書類
（年間の支払い賃金報告）をお届け
します。保険料の算定のために必要
な書類ですので、期日までにご提出
ください。
なお、概算保険料第１期の引き落
としは６月となります。
お問い合わせは共済部（TEL06‑
6568‑7438）まで。
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安倍晴明神社
住宅地に佇む晴明神社

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２５日

