２０１７年度

協会の各地区は２月から４月にかけて総会を開
した総会記念講演は︑木

・大阪大学臨床教授︶が

ノ本喜史氏︵吹田市開業

で開き︑２０１７年度の

マにした講習会を医科協
会の先生を講師に実施し
たことを報告し︑地区活
動のさらなる活性化を呼
びかけた︒

診療報酬改善
署名呼びかけ

北大阪地区は３月

施を目指すことなどを決
した︒

副理事長は︑院内感染対

レーブなどの滅菌器を

とに交換し︑オートク

歯科医療機器を患者ご

歯科合同で訪問診療に取

や︑結成当初には医科・

員が設立にいたる経過

とをうけ︑門奈丈石評議

が結成

署名と憲法を守り生かす

と強調︒診療報酬の改善

定は︑断じて許されない

ペナルティを持ち込む改

られ︑院内感染防止対

い回し﹂と新聞で報じ

課せられる︒報告書に

生局へ報告する義務が

策の実施状況を近畿厚

は︑毎年７月に感染対

日︑天満橋ＯＭＭビルに

北河内地区は３月

る健康教室への講師派遣

２０１８年度は引き続

となどが報告された︒

き︑会員の要望に沿った
講習会の開催︑歯科医師
や患者の要求を自治体施
策へ反映させる運動に他
団体と協力しながら取り

日にＭ ＆Ｄホー

区は合同で総会記念講演

大阪市西部︑同南部地

用Ｆｉｌｅ は根管に少し

Ｒを行う﹂と説明︒測定

示し︑穿通してからＥＭ

を３月

臨床教授の木ノ本喜史氏

マに大阪大学歯学研究科

程度アンダーで根管長を

の上で︑﹁ＤＣ境から１㍉

るのがよい︑とした︒そ

Ｆｉｔ するものをもちい

︵吹田市開業︶に講演し

決定する﹂と述べた︒

ルで開いた︒抜髄をテー

てもらった︒

アピカルシートで止める

ラーが溢出させる方法と

根充は︑根尖からシー

講演会の﹁パート２﹂と

方法がある︒アメリカで

年に開いた

して︑抜髄治療の作業長

は前者が︑日本では後者

同氏は︑

説した︒根管長の測

が薦められていると紹

の設定から根充までを解

定には﹁根管口を明

案を平川光彦地区責任者

抜髄治療の作業長につ
いて説明する木ノ本喜
史 氏 ＝ ３ 月 日︑ Ｍ ＆
Ｄホール

員が積極的に参加するな

社保協・生野社保協に役

た︒︵東住吉区・森啓︶

介︒シーラーもＭＴＡを

が行い︑全会の賛成で承

かで︑歯科医療の課題が

の学術講演会を開いたこ

年度は︑確認された

はじめているとした︒

れているとのことだっ

含む新しいものが発売さ

北大阪地区の２０１７

認された︒総会後は新点

人が参加した︒

年度活動のまとめと 年

年度決算見込

度の活動・収支報告︑
年度予算の各議案を確認
した︒
活動報告では︑会員ア

とを報告︒また︑社会保

ンケートをもとに︑各種

日︑ 総会をＭ ＆Ｄホー
ルで開いた︒２０１７年

年度活
動方針や予算を承認し

告や収支報告︑
療報酬改定の新点数説明

た︒
あいさつした地区責任
者の宇賀神直也氏は診療
報酬改定で施設基準が厳
し く な る こ と に 触 れ︑
﹁在宅推進の一方で︑新
規参入のハードルが上が

療に取り組めるよう︑行

っている︒誰もが訪問診
三島地区は総会を２月

政に訴えていきたい﹂と
述べた︒

日に高槻市内で開い

三島地区

摂津・茨木で
医療助成拡充

加した︒

会を開き︑１０５人が参

総会後には同会場で診

障改善の運動では︑城東

大阪市東部地区は３月

大阪市東部地区

社保協参加で
運動に広がり

み案と 年度予算案の提

度方針︑

地域の運動として広がり

根管長や根充を解説
数説明会を開き︑１４２

た︒
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き︑２０１７年度活動報告や 年度予算などを決
めた︒総会後は︑記念講演や新点数説明会を開い
﹁ 抜 髄 Initial Treatment
章・パート２﹂をテ

を成功に導くために必要

ーマに︑作業長の設定か

な

の歯科健診︑大阪市との

大阪市南部地区は総会

参加を高めることなどを
活動まとめ︑ 年度方針︑

た︒

ら根管充填までを解説し

結成 年迎え
活性化を図る

大阪市南部地区と共催

協議を実施する︒

習会を開くほか︑地域で

た︒各地区の総会を紹介する︒

魅力を発信し
会員参加促す
大阪市西部地区
大阪市西部地区は３月
日に開いた総会で︑新
規開業者や若手勤務医に
協会活動や共済制度の魅

を３月 日︑保険医会館

大阪市南部地区

と︑会員の役に立つ身近

力を伝え会員を増やすこ

な取り組みによって会員

柱にした新年度活動計画

算︑役員体制を確認した︒

日︑吹田市内で総会を開

年度予

方針では︑会員ニーズ

催︒地区会員 人が参加

年 度 決 算︑

対象には認知症や歯内療

をくみ取りながら︑幅広

と予算を確認した︒会員

法︑スタッフ対象には医

いテーマでの講習会の実

北大阪地区

療接遇をテーマにした講

診料と再診料が減算さ
めた︒

策を理由に初・再診料に

あいさつした冨本昌之

れることになる︒

周年を迎えたこ

また昨年９月に同地区

用いることや︑感染対

署名への協力を呼びかけ

施設基準の内容は︑

策に係る研修を４年に

り組み︑医系疾患をテー

策について中医協で議

は︑１日の平均患者数

て地区総会を開き︑ 人

たこと︑地域で開催され

１回以上受講すること

論されてきた︒診療報

や滅菌回数︑ハンドピ

が参加した︒

届け出した医療機関

が必須になる︒

酬改定では︑感染対策

ース︑ユニットの保有

活動報告では︑計２回

組むことなどが提案され
た︒すべての議案は原案

大阪市西部、
同南部地区総会
た︒２０１７年度活動報

方針のもと︑会員の声に
こたえる魅力ある講習会
を開催することや︑社会
保障を守り改善するため
に多彩に取り組むことを
改めて確認した︒総会後
は新点数説明会を開き︑
２１０人が参加した︒

活動報告では︑会外に
も﹁保険で良い歯科﹂署
名の協力を呼びかけた結
果︑他団体から８００筆
超が寄せられたと説明︒
自治体への働きかけで摂
津市と茨木市が子ども医
療費助成制度の対象年齢
を拡充したことを紹介し
た︒
総会後の記念講演では
平尾清司理事が改定の動
向について解説した︒

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

各地区総会

２０１７年７月に

を積極的に取り組んだこ

月

数に至るまで記載しな

﹁歯削る機器 半数使

健康教室など
積極的に推進

１日から基本診療料に

北河内地区

設けられる︒施設基準

ければならない︒

年

を届け出しなければ初

の講習会とともに︑文化
企画﹁京都伏見散策とジ

どおり承認された︒
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４月度生涯研修

新たに保険適用になった３ユニットブリッジ
︵高強度硬質レジンブリッジ︶の臨床

日時 ４月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 田中昌博氏︵大阪歯科大学有歯補綴咬合学教
授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

日時 ４月 日︵月・休︶午前 時
集合 南海高野線﹁白鷺﹂駅改札付近
順路 白鷺駅↓ニサンザイ古墳↓百舌鳥八幡宮↓御
陵山古墳↓いたすけ古墳↓ＪＲ﹁百舌鳥﹂駅
︵約５キロ︶
会費 会員・家族・スタッフ無料
解散 ＪＲ阪和線﹁百舌鳥﹂駅︵午後１時頃︶
案内 堺観光ボランティア協会ガイド
※終了後︑有志で懇親会を開きます︵参加費 実費︶

堺再発見ウォーク〜世界遺産になる前の百舌
鳥古墳群をめぐる〜

堺・高石・和泉地区・泉州地区

15

日時 ５月 日︵日︶午前 時〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール
定員 １００人
講師 石垣尚一氏︵大阪大学歯学部附属病院口腔補
綴科外来医長︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

顔面痛について︵仮題︶

５月度生涯研修

日時 ５月 日︵日︶午前９時 分〜午後４時
午前 接遇マナー研修︵クレーム対応含む︶
午後 助手編︑衛生士編にわかれて研修
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 午前 水原道子氏︵大手前短期大学ライフデ
ザイン総合学科教授︶
午後 歯科臨床・学術部講師団
会費 助手編７千円︑衛生士編８千円︵テキスト代
含む︶
定員 助手編 人︑衛生士編 人
※受講者全員に﹃デンタルスタッフのための歯科保
険 診 療 ハ ン ド ブ ッ ク﹄ を 配 布︒
﹃修了証﹄ を発行
します
※開催要項・会場案内地図を送付しますので︑必ず
事前にお申し込みください

新人スタッフ総合講座
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ビエ料理﹂が好評であっ
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30

18

18

20

18

10

30

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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木ノ本氏が記念講演
18

17

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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記念講演や新点数説明会開く
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保険診療
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活動報告や予算を承認
知っとく！
なっ得！
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