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ある︒
選考会初戦の相手はト
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れた︒全日本選手権競漕
大会で舵付きペアー部門

ヨタ自動車︒言わずと知

大阪府歯科保険医協会定期総会・記念講演
保険でよい歯科医療を大阪連絡会・市民講座

こころとからだのフシギな関係︱ストレスに
負けないために

日時 ５月 日︵日︶午後３時〜５時
会場 ホテル大阪ベイタワー４階ホール︵ＪＲ・地
下鉄﹁弁天町﹂駅から徒歩５分︶
講師 香山リカ氏︵精神科医︑立教大学現代心理学
部教授︶
会費 無料
定員 ２００人

個別指導対策講習会

６月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
佐々木昇氏︵尼崎中央病院歯科口腔外科部長︶
会員３千円︑未入会者１万円

日時 ７月８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 ７ 階
︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
講師 滝川雅之氏︵ハロー歯科院長︑岡山大学歯学
部臨床講師︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人

妊婦の歯科治療と禁煙支援〜マイナス１歳か
らの健口支援のすすめ

北大阪地区講習会

日時 ７月８日︵土︶午後６時〜９時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 神野時有氏︵岡山県岡山市開業︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

混合歯列期を中心とした不正咬合の治療法

大阪市東部・北部地区講習会

日時
会場
講師
会費

重大疾患の見分け方ＰＡＲＴⅡ︱正確な診断
のための診察法

６月度生涯研修

日時 ６月 日︵日︶午前 時〜正午
会場 保険医会館５階会議室
定員
人
講師 堀口正二氏︵社会保険労務士︑協会医業税理
士・社労士団︶
会費 会員・家族３千円︑未入会者１万円
※﹃医院経営と雇用管理２０１６年版﹄をご持参く
ださい

スタッフ雇用管理の基礎知識︵仮題︶

雇用管理講習会

日時 ６月 日︵土︶午後７時〜９時
会場 保険医会館５階会議室
定員
人
講師 社保研究部講師団
対象 会員本人に限る
会費 会員１千円
※﹃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

保険者通報による個別指導の傾向と対策
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疼痛︱診断と治療﹂を東
部地区と共催で開き︑
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17
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歯科の慢性疼痛の
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て語る長谷川誠実
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＆Ｄホール

青春のボート部
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作りのため︑運動部に入

そんな不純な動機とは

10

10

16

10

11

18

18

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。
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講習会や大阪市への働き
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ろうと考えた︒ちょうど

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︒
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進 （河内長野市）
藤田
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