ニュートラルゾーン理論によるデンチャースペース義歯
出来る患者を対象に︑疼

従来の歯科医は︑来院

の法則では︑臼歯部交叉

いて︑従来の歯槽頂間線

顎患者の総義歯治療にお

ラルゾーン理論によるデ

今回はまず﹁ニュート
診の症例をご紹介させて

所での義歯改造と在宅往

その理論を応用した診療

部子ども室との懇談︱な

市への視察▽大阪府福祉

践者交流会の開催▽明石

いて講演︒市長がイニシ

市のこども総合支援につ

合支援担当次長︶が︑同

総会では︑

手厚い子育て支援施策を

にある︒ネットワークを

７人に１人が貧困の状態

を伝えていきたい﹂とネ

解説し︑日本の問題点に

ットワークへの加盟を呼

２０１７年度

また︑先進的な子育て

び掛けた︒

広げ︑子どもたちの実態

支援施策に取り組む自治

ついて指摘した︒

体からの報告として︑伊

の活動実績と

体・１５１人

して︑▽ 団

の加盟▽第一

らわせていただろうか︒

の年賀﹂として川端が知

ま で は︑﹁ 川 端 康 成 か ら

も川端が旧制中学校卒業

ったが︑その祖父母と姉

れ茨木で暮らすようにな

くし︑祖父母に引き取ら

移転してしまったが︑私

ある︒当時の場所からは

とつに虎谷誠々堂書店が

川端が通った書店のひ

場所にあり︑川端の遺品

もよく利用する近所の書

医科・歯科経税部共催講習会

医療法人手続きをめぐる最新の動向︱設立か
ら継承・解散まで

日時 ２月４日︵日︶午後２時 分〜４時 分
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 織田耕平氏︵織田行政書士事務所取締役︶
会費 会員無料

女性医師・歯科医師の会

ちょっと遅めの新年会

２月 日︵土︶午後６時〜８時
定員
保険医会館５階
人
宇治田竜一氏︵中央区開業︑経税部員︶
会員無料

２月 日︵土︶午後３時〜５時
定員
保険医会館５階
人
伊藤幸子税理士︵協会医業税理士団︶
会員・家族無料

日時 ２月 日︵土︶午後６時 分〜８時
会場 ド ー ン セ ン タ ー ４ 階︵ 京 阪 ・ 地 下 鉄 谷 町 線
﹁天満橋﹂駅から東へ徒歩５分︶
講師 井上雅裕氏︵北区開業︶
会費 会員無料
定員
人

不良症例から学ぶインプラント治療

北河内地区講習会

日時
会場
講師
会費

確定申告のポイント︱税制の改正点と医業税制

確定申告対策講習会︵医科・歯科共催︶

日時
会場
講師
会費

決算書から見る医院経営

院長経営セミナー

日時 ２月 日︵土︶午後３時〜５時
会場 保険医会館５階
定員
人
講師 小林美希氏︵労働経済ジャーナリスト︶
会費 会員無料
※男性の参加も大歓迎︑終了後に新年会︵４千円︶
を開催します

結婚しても子どもがいても安心して働ける家庭と職場
をめざして

﹃夫に死んでほしい妻たち﹄著者・小林美希氏が語る
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ながっている︒

痛除去・欠損補綴といっ

を核としたまちづくりを

アティブをとり︑子ども

の活動方針として︑▽ネ

どを報告︒２０１８年度

の原理・原則を︑そして

頂く︒

舌房のスペースが確保さ

進 め る こ と で︑﹁ 人 口 増

大阪府内の活動から

ットワークを大きく広げ

ンチャースペース義歯﹂

まではこれで十分であっ
れず︑使ってもらえてい

活動▽行政との関係づく

は︑浦上弘明氏︵夢うら

がすすむなどの好循環が

りと政策提言︱の３つを

らほっとステーション︶︑

る活動▽子どもを取り巻

軸にした取り組みを提案

ちゃおちゃお︶が︑子ど

石野公平氏︵ＮＰＯ法人

総会後の記念シンポで

もの居場所づくりの取り

し︑承認した︒

生まれた﹂と報告した︒

咬合排列の症例が多く︑

たが︑この超高齢社会を
２月 日︵日︶午前 時〜午後１時
Ｍ ＆Ｄホール

日時
会場
会員３千円︑未入会者１万円

ないのが現状である︒ま
た︑使用されていたとし
会費

迎え︑診療所に通院でき
ず︑施設や在宅で﹁口か
ても︑人工歯がすり減り

１００人

ら食べる﹂ことを半ば諦
咬合低位で前噛み傾向が

定員

めかけている患者に対し
強く︑このまま義歯を作

活動さらに広げよう

て︑歯科医として今何が

めない︒

製しても機能回復は見込

人が生きていく上で︑

出来るのであろうか？

は︑
﹁子どものいのちを

組みについて報告した︒

﹁デンチャー・スペー

どう守る︱北欧調査か

﹁口から食べる﹂ことは
阪ネットワークが２０１

閉会の挨拶に立った戸

協会をはじめ︑府内の

井逸美理事︵協会副理事

ス義歯﹂は︑ただ単に吸

ら﹂をテーマに藤井伸生

非常に重要な意味を持っ

氏︵京都華頂大学教授︶

７年

月

ールで第２回総会を開

ている︒特に障がいを持

を床で補い︑元あった位

人︑労働組合などで構成

った方が︑どれだけ生き

置に人工歯排列を行うこ

ＮＰＯ法人や社会福祉法

る意欲を持つことが出来

とによって︑患者に受け

着し︑痛くなく噛める義

るか︑どれだけ体力の回

入れられやすく︑口腔機

歯ではなく︑失われた骨

復を望めるかは︑ひとえ

能回復の一助になる︒ま

長 ︶ は︑
﹁未だ子どもの

に﹁口から食べる﹂そし

た口腔だけでなく︑全身

が講演︒フィンランドの

て﹁咀嚼する﹂ことにか

の機能回復・心身の回復

き︑ 人が参加した︒

かっていると言っても過

藤丈泰氏︵明石市児童総

によりフレイル予防につ

００点もの資料が常設展

回学習支援実

施設や在宅での無歯

で過ごした︒茨木はいわ

だが︑川端の少年期から

に嫌気がさし旅に出るの

成と大江健三郎の２人だ

示されている︒また︑川

常設展示のほかにも

小学生の頃から本を読み

文学に没頭する事でまぎ

３︑４カ月毎にテーマ展

文学館の外観

どの楽曲で有名なボブデ

ば川端康成の〝ゆかりの

昨年︑日系イギリス人

けだ︒村上春樹が︑毎年

青年期の多感な時期の境

ィランが受賞︒ミュージ

端が当時暮らしていた家

のカズオ・イシグロがノ

ふるさと〟である︒

有力候補に挙がるもハル

遇が作品に投影されてい

シャンが受賞するという

屋の模型やパネルやビデ

ーベル文学賞を受賞し

川端文学を市民に親し

キストの期待も虚しく受

る︒この淋しい気持ちを

意外性で話題となった︒

オなどでその生涯をたど

た︒日本にゆかりのある

んでもらうため︑茨木市

ノーベル文学賞を受賞

茨木市立川端康成文学館

そんな偉大なノーベル

賞を逃し続けている︒

作家であることから国内
することは当然容易では

ることができる︒

でも盛り上がった︒２０
なく︑同賞を受賞した日

は１９８５年５月に川端

言ではない︒

する子どもの貧困問題大

日︑ Ｍ ＆Ｄホ

子ども貧困ネットが総会

く状況を掴み︑発信する

た治療を行ってきた︒今

川端康成が晩年過ごした書斎を再現

１６年のノーベル文学賞

大谷学（東大阪市開業）
本人は︑過去にも川端康

２月度生涯
研修講座抄録

診療所での義歯改造とこれからの在宅診療
は︑﹃ 風 に 吹 か れ て ﹄ な

あさり図書館の本を読
破︒文学書を買うために

示がされており︑１月末
過ごした書斎も再現され

食費を切り詰めるほどだ

康成文学館を設立した︒

人や出版社あてに綴った

ったそうだ︒
賞作家の一人である川端

同館は茨木市役所から川

年賀状や墨書なども展示

川端は３歳で両親を亡

ている︒

康成が︑茨木市のゆかり

端通を北に徒歩 分程の

文豪の足跡をたどる
の人物であることをご存
知だろうか︒川端は幼年

までに次々と亡くなり天

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス
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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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されている︒また︑晩年

近に感じる事ができる︒

店であり︑文豪を少し身
代表作﹃伊豆の踊子﹄の

︵新聞部・永田篤︶

涯孤独になってしまう︒

主人公は卑屈な孤児根性

40
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24

24
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お申し込みは

10

北欧の子育て支援施策
を解説する藤井氏＝
2017年12月10日、Ｍ＆
Ｄホール

や原稿︑写真などの約４

294

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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期から青年期までを茨木
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大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１８年１月２５日

