そう思っていました︒

遺伝子を挿入するだけで
でしょう︒

しい感じがするのはなぜ
者だったとのこと︒お父

は東大阪の町工場の経営

各地区総会のご案内

協会の地区組織は２月

保険医会館 ▽北大阪地

決算・予算など協議

中先生も何かを作り出す

さんがコツコツものを作

喜びを見出したのかもし

たぶん山中先生のお人

万能細胞になる︒すごい
なと思います︒

世界を変えるような大発

区／３月

り出す姿を見ていて︑山

見をしたのに︑少しも偉
日から４月 日にかけ

柄だと思います︒医学の

熱中したり︑ラグビーの

れません︒

山中教授はマラソンに

平尾誠二さんと親しかっ
ぶったところがありませ

日︵土︶午後

たり︑昨年亡くなった日

▽北

分〜／ＪＥＣ日本

て総会を開き︑活動報告

研修センター江坂

日
︵日︶午後１時 分〜／

６時

医師になってからも不

や決算︑予算を決める︒

河内地区／３月

ん︒
器用で 分で終わる手術

各地区の日程︑会場は次

野原重明医師とも親交が

に２時間もかかっ たと
の通り︒

それが逆方向に進む︒

ねる番組をＮＨＫでやっ
か︒中・高・大と運動部

山中先生のルーツを尋

を取り︑世紀の大発見を
ていましたが︑お父さん

あったとか︒ノーベル賞

去に遡るようなもので
した雲の上の方なのに近

言ってみれば︑時間が過

す︒普通の皮膚細胞が何

▽三島地区／２月

時〜／保険

日︵土︶午後６時 分

・高石・和泉地区／３月

▽堺

に入っていたので︑そう

天満橋ＯＭＭビル

簡単にはへこたれない︒

日

にでも分化できる万能細

＊

胞になるなんて考えられ

１９９８年︑ＥＳ細胞

時〜／高槻

︵日︶午前

︵日︶午前

たぶん︑そんなタフな方

先日︑山中先生が所長

ません︒これが発表され

なるものが世に出てきま
たとき︑山中教授は将来

を務めるｉＰＳ細胞研究

〜／サンスクエア堺 ▽

ノーベル賞を取ると確信

生涯学習センター ▽大

した︒私はこのＥＳ細胞

しました︒みなさん︑そ

医会館

でしょうね︒

の研究こそが︑これから

所で論文の不正が判明し

南河内地区／４月７日

の時代の最先端をいくも
う思われたことでしょ

阪市西部地区／３月 日

のと思っておりました︒
う︒

︵土︶午後６時〜／河内

区／３月 日︵日︶午前

▽東大阪・八尾・柏原

長野駅前ノバティホール

ました︒所長を辞任する

振り返れば︑診療所の広告は

分からない﹂ものがあっ

ぜ︑あそこに打ったのか

は︑プロ棋士でさえ﹁な

ざいました︒お元気で﹂といっ

疲 れ 様 で し た ﹂﹁ あ り が と う ご

に昼食もままならないほど多忙

鉄道に旅行者が押し寄せるよう

を想像していたが︑廃線間近の

静かに閉院の日を迎えること

の人間が説明できるよう

︵意思決定︶を︑使う側

﹁ＡＩが選択する行動

日

・団体が肝に銘じるべき
段階にきている︒

砂嵐が数字？
例えば︑ディープラー
ニングで精度が飛躍的に
上がったといわれる画像
認識︒人の目には砂嵐の
ような画像ノイズにしか
見えない絵を特定の数字

ホール

日︵土︶午後６時

のテスト中に起した事故

テスラ自動車が自動運転

いのか︒２０１６年︑米

れる医療事故が発生しな

った診断で人の命が失わ

る︒しかし︑ＡＩの間違

目玉の一つになっ てい

や手術ロボットの実現が

は︑ＡＩによる診断支援

政府のロードマップで

れている︒

追跡することは困難とさ

Ｉがそう判断したのかを

るのだ︒しかも︑なぜＡ

判断したりすることがあ

だと判断したり︑動物と

ルエアポートプリンス

分〜／泉佐野シティホテ

月

▽泉州地区／４

時〜／八尾プリズム

地区／４月８日︵日︶午

一切出さず︑ホームページも持

たという︒つまり︑ＡＩ

た感謝の言葉に変わってきた︒

となった︒最終日まで多くの人

前

▽

時〜／保険医会館
大阪市北部地区／３月

ことも出来たのにされま

日︵土︶午後５時 分〜

せんでした︒安易な道を

／保険医会館 ▽大阪市

２万２千個ある遺伝子

歩まず︑不祥事に真っ向

東部地区／３月

の中から︑たった四つの

から対峙する姿勢︒山中

山中伸弥先生がｉＰＳ細

先生の責任感の強さに脱

︵土︶午後５時 分〜／

にしておくことが重要﹂

帽です︒

トップ棋士を破ったＡ

との研究者の提起は︑Ａ

たなかった︒患者の紹介や口コ

の判断がブラックボック

﹁惜しまれながら引退する﹂の

々と感謝の言葉を交わした︒時

Ｉを利用する全ての個人

Ｉ︵ 人 口 知 能 ︶
﹁アルフ

偉ぶらない人柄に親近感

胞を作り出す︒これには
驚きました︒私はそれま
で細胞の分化というもの
は一方向にしか進まな

だんわ室

▽大阪市南部地

ところが︑２００６年︑

山中 伸弥（京都大学教授）

い︑逆方向にいかない︒

談話室

ミのみを頼りに︑可能な限り患

ァ碁﹂の打った手の中に

であった︒閉院２カ月前には﹁お

者の訴えに耳を傾け︑急患にも

月末で診療所を

知らせ﹂を待合室に掲示した︒

ス化しつつあるというこ

２０１７年

当初︑﹁何故やめるのか﹂﹁今後

当日中の対応を心掛けて今日ま

と︒

が私の美学？ だが︑その時を

も︑衝突したトレーラー

女性医師・歯科医師の会

ちょっと遅めの新年会

﹃夫に死んでほしい妻たち﹄著者が語る〜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

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
※終了後に新年会︵４千円︶を開催します

２月度生涯研修

２月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
大谷学氏︵東大阪市開業︶
会員３千円︑未入会者１万円

診療所での義歯改造とこれからの在宅診療

日時
会場
講師
会費

院長経営セミナー

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︑未入会者１万円

決算書から見る医院経営

日時
会場
講師
会費

確定申告対策講習会︵医科・歯科共催︶

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︑未入会者１万円

確定申告のポイント︱税制の改正点と医業税制

日時
会場
講師
会費

北河内地区講習会

不良症例から学ぶインプラント治療

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︑未入会者１万円
定員
人

三島地区総会記念講習会

診療報酬・介護報酬改定の動向

日時 ２月 日︵日︶午前 時 分〜正午
会場 高槻市生涯学習センター３階︵高槻市役所北
隣り︶
定員
人
講師 社保研究部講師団
会費 会員無料︑未入会者１万円

40

閉院した︒ 年余の開業医生活

どうすればいいのか﹂など不安

でやって来た︒

決定するのはなかなか難しい︒

には涙を伴っ て胸が熱くなっ

を車だと認識できなかっ
たことから発生したと言
われている︒

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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50
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10

10

10

45

24

21

10

17

24

24

25

の声が多かったが︑後には﹁お

元気な内に他のことをしてみた

た︒
日本人の人情も捨てたもので

い︒日常のストレスから解放さ
れたい︒しかし︑潜在意識の中

はない︒

理解できぬ判断

お申し込みは

30

10

人工知能の未来 11

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。

25

25

文・絵 藤田 進
（河内長野市）
には他にも理由がありそうだ︒

どうなる

30
45

25
18
24

10

10

第７回

張村善紀（堺市）

18

ひと
ひと、かたり
歯科医師冥利

21

45

上のような画像を
ＡＩは意味ある絵
として判断してし
まうことがある

12

41
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（３） ２０１８年２月５日

