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注目のテーマ・講師で講習会
参加のお申し込みは電話06−6568−7731まで

生涯研修

第７回日常診療経験交流会 記念講演・市民講座

歯内療法の成功率を向上させるために

CAD／CAMとメタルフリー補綴

〜日常診療経験交流会〜

日時 10月29日（日）午前９時30分〜正午
会場 マイドームおおさか８階（保険医まつり会場）
講師 横田要氏（北区開業、ペンシルバニア大学歯
学部歯内療法学科非常勤講師）
会費 会員３千円、未入会者１万円
定員 100人

日時 11月26日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 中村隆志氏（大阪大学大学院歯学研究科歯科
補綴学准教授）
会費 会員３千円、未入会者１万円

日時 11月３日（金・祝）午前９時〜正午
会場 保険医会館内
会費 会員・スタッフ無料
内容 ２つの分科会で演題発表
ランチョンセミナー（正午から45分間）

〜記念講演・市民講座〜
健康長寿の鍵は ʻ口ʼ にあり
−オーラルフレイルってなに？

歯科臨床に役立つCTの読影
日時 12月17日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 柿本直也氏（広島大学大学院医歯薬保健学研
究院歯科放射線学教授）
会費 会員３千円、未入会者１万円

日時 11月３日（金・祝）午後１時〜３時30分
会場 Ｍ＆Ｄホール
定員 150人
会費 無料
講師 岩佐康行氏（福岡県・原土井病院歯科部長）

臨床・学術講習会、指導対策

勤務医対象「新規開業セミナー」
これからの医科歯科連携
今、医科は歯科へ協力を求めている

手軽に市販の機材で口腔内カラー写真撮影
日時
会場
定員
講師
会費

９月30日（土）午後６時〜８時
保険医会館５階会議室
50人
宇治田竜一氏（中央区開業）
会員無料、未入会者１万円

日時
会場
講師
会費

10月７日（土）午後６時30分〜８時30分
保険医会館５階会議室
定員 50人
中原寛和氏（大阪市立大学附属病院・病院教授）
会員無料、未入会者１万円

カルテ記載を中心とした指導対策テキスト講習会

訪問診療最初の第一歩

日時 10月14日（土）午後６時〜８時
定員 100人
会費 千円
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 社保研究部講師団
対象 会員本人に限る
※『カルテ記載を中心とした指導対策テキスト2017
年８月版』をご持参ください

日時
会場

個体差に配慮した包括歯科臨床への取り組み
咬合再構成を中心に

教科書には載っていない怖い症例
時には生死、訴訟にも

日時
会場
講師
会費

日時 11月25日（土）午後６時30分〜８時30分
会場 JEC日本研修センター江坂（
「江坂」駅すぐ）
講師 松岡裕大氏（済生会吹田病院歯科口腔外科部長）
会費 会員無料
定員 40人

講師
会費

11月23日（木・祝）午前10時〜12時30分
定員 100人
Ｍ＆Ｄホール
国賀就一郎氏（兵庫県明石市開業）
会員無料、未入会者１万円

10月14日（土）午後７時〜９時
サンスクエア堺
（JR阪和線「堺市」駅徒歩５分）
坂口勝氏（堺市開業）
会員無料、未入会者１万円
定員 60人

雇用・税務対策

その開業費用、元がとれますか？
開業資金の有効な使い方、誰得？
コスパを考える
日時
会場
講師
会費

11月19日（日）午前10時〜午後５時
保険医会館５階会議室
定員 50人
大野貴志氏（吹田市開業）ほか
会員千円（弁当代）、未入会者１万円（弁当
込み）
内容 開業前に知っ ておこう／物件選び、 資金調
達、有効な資金使途／ランチョンセミナー／
開業医に必須の臨床技術／新規開業届出書類
の書き方／新規個別指導対策／個別相談

女性医師・歯科医師の会
知恩院特別拝観＆精進料理バスツアー
日時
集合
行程
会費

10月１日（日）午前９時15分〜午後５時頃
午前９時15分 JR大阪駅西、大和ハウス南側
特別拝観（法話、経蔵、鐘楼）⇒月光殿にて
精進料理⇒自由散策⇒大阪駅
６千円
定員 30人

文化

スタッフ雇用に必要な給与計算のポイント

アサヒビール吹田工場見学

日時 10月１日（日）午前10時〜正午
会場 保険医会館５階会議室

日時 ９月24日（日）午前10時〜11時30分
集合 午前９時15分にJR吹田駅の中央改札前
会費 会員、家族・従業員無料
定員 30人（要事前申込、先着順）
※「アサヒスーパードライ」の試飲

定員 50人
講師 桂好志郎氏（協会顧問社労士）
会費 会員・家族３千円、未入会者１万円

古地図で辿る大阪
古代は海であった住之江区を訪ねる
日時 11月18日
（土）午後２時〜４時30分（雨天決行）
集合 南海本線「住吉大社」駅改札前
会費 無料
行程 住吉公園⇒住吉川⇒住之江公園⇒加賀屋新田
会所⇒大和川⇒高砂神社など
※終了後、懇親会を予定。実費負担（５千円程度）

今一度考えてみませんか？その相続税対策

泉佐野再発見ウォーク＆クルージング

鯛づくしランチとうずしお温泉の旅

日時
会場
講師
会費

日時
集合
行程

日時 11月26日（日）午前８時〜午後６時30分
行き先 南あわじ市・うめ丸
会費 １万２千円
定員 40人（申込者が30人を超えない場合は中止）
行程 なんば・梅田⇒灘「菊正宗」で見学と試飲⇒南
淡路「うめ丸」で「鯛活造りコース」のご昼食・
温泉で入浴⇒たこせんべいの里⇒梅田・なんば

11月23日（木・祝）午前９時30分〜午後３時
南海本線「泉佐野」駅改札前広場
春日神社⇒泉佐野ふるさと町屋館⇒いろは蔵
⇒泉佐野漁港青空市場⇒①泉佐野駅②いずみ
さの関空マリーナ（昼食＋クルージング）
会費 ①無料②２千円 定員 20人（②先着８人）

10月29日（日）午後２時〜４時
マイドームおおさか８階（保険医まつり会場）
清家裕税理士（協会医業税理士団）
会員・家族無料

定員 60人
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10月29日（日）
午後３時〜４時30分
会場 マイドームおおさか８階
（保険医まつり会場）
講師 砂田一郎氏（社会医療法人愛仁会
リハビリテーション病院副院長）
会費 無料
定員 150人

※購入とセミナー参加のお申し込みは
電話06−6568−2741（担当：大和・岡西）まで

未入会者とは︑会員院所に勤める
未入会勤務医です

各社
各社

歯科用救急医薬品セット
購入者対象
歯科で必要な救急薬品の知識

歯科用救急医薬品セット内容物（組合員価格１万円＋税）

※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・写真撮影や録音はお断りします︒

歯科用救急医薬品セット販売（組合員対象）と購入者対象講習会

