日常臨床で高頻度に行

師の問題解決能力が大き
な原動力となる︒

る︒しかし︑忙しい臨床

であることに驚かされ

経験から学び︑反省から

単なる悪ではない︒苦い

であるが︑失敗や挫折は

都構想で福祉は後退
中山氏﹁新たな大阪の展望を﹂
と 厳 し く 指 摘︒
﹁大義が
ない上に︑特別区か総合

致を決めて︑万博・カジ
ノ・都構想の三点セット
で世論を盛り上げ︑住民
投票に持ち込む算段だ﹂

最 後 に 中 山 氏 は ︑﹁ 保

と解説した︒

守︑革新を越えた共同が

種選挙を見据えて︑都構

広がっている︒来年の各

要しようとしている﹂と

想ではない新たな大阪の

区という二択を市民に強

批判した︒住民投票の延

展望を語っていくことが

症 例 に 焦 点 を あ て︑﹁ 何

で必ず経験する興味深い

日︑保険医会館で政策学

るなか︑政策部は６月９

阪都構想﹂が混迷を極め

維新の会が掲げる﹁大

けの予算が削減され︑福

れることによって市民向

﹁財源がカジノに充てら

が狙いである﹂と解説︒

型開発を推し進めること

カジノ誘致に関連した大

ことが全身の健康につな

観点から解説︒歯を守る

平尾理事が講演

また︑住民投票の再挑

した︒

ンスの重要性などを説明

失わないためのメンテナ

がることを強調し︑歯を

戦 に つ い て 中 山 氏 は︑

また︑歯の喪失がフレ

である︒その後︑１９４

会 で︑
﹁健康は健口か

日︑年金者組合女性部総

の使い方を解説︒舌の筋
力低下を予防する方法と

院内感染防止対策︵初診料の注１︶に係る研
修会︵会員限定︶

大阪市内会場
日時 ７月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
会場 エル・おおさか ２階エル・シアター︵地下
鉄谷町線・京阪電鉄﹁天満橋﹂駅徒歩５分︶

日時 ７月 日︵土︶午後７時〜８時 分
会場 高槻市生涯学習センター︵高槻市役所隣り︑
各線﹁高槻﹂駅徒歩８分︶
講師 小澤力氏︵西成区開業︶
定員
人
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円

さあ始めよう歯科訪問診療

三島地区

江坂会場
日時 ７月 日︵日︶午前 時〜正午
会場 ＪＥＣ日本研修センター江坂５階︵吹田市江
坂町１︲ ︲ ＳＲビル江坂︶
※各会場とも会費 千円

30

われる根管治療は︑再根

現場ではそれらの症例の
﹁明日の適切な知恵﹂に

﹁治療の成功は善︑失

失敗原因を詳細に分析・
変えていく真摯な向上心

管治療あるいは再々根管

検討して次回の根管治療
さえあれば︑失敗はむし

期 に つ い て は︑
﹁今は勝

できずに不安材料を抱え

故失敗したか？﹂につい

習会﹁大阪都構想の本質

祉は大きく後退する﹂と

﹁都構想は２０１５年の
住民投票ですでに否決さ

イル︵虚弱︶をまねき︑

５年の敗戦とともにシン

し て︑﹁ あ い う べ 体 操 ﹂
を実践しながら説明し
た︒
参 加 者 か ら は︑
﹁健康
で長生きするために︑さ
っそく学んだことを実践
したい﹂との感想が出さ
れた︒

41

敗は悪﹂と考えられがち

に役立てることは︑必ず
ろ臨床能力を豊かにする

重要だ﹂と強調した︒

た状況で﹁見切り発車さ

て簡潔に解説してみた

を捉える︱都構想を越え

警鐘を鳴らした︒

授︶を講師に︑ 人が参

中 山 氏 は︑
﹁維新の会

れている︒再挑戦は民主

加した︒

は都構想を実現し︑大阪

口腔内の不十分な清掃が
誤嚥性肺炎につながると

政治を否定する行為だ﹂
協会が幹事団体を務め

市の財源と権限を奪い︑

し︑セルフケアに取り組

文将軍が自転車部隊を率

ら﹂ をテーマに講演し

むための正しい歯ブラシ

る﹁保険でよい歯科医療

いてマレー半島を急南

ガポールは英国に返還さ

を大阪連絡会﹂は６月

下︒前年に戦艦プリンス

司理事︵写真︶が講師を

た︒同会世話人の平尾清
れた︒
人は歴史から学ばなけ

オブウェールズとレパル
スの二隻を日本海軍航空

ればならない︒毀誉褒貶

人が参加した︒
隊に沈められた英軍は︑

平尾理事は︑高齢者に

務め︑
オン像が有名だが︑観光

の歴史は繰り返すから︑

て栄養摂取や転倒防止の

空からの侵攻に対抗すべ

な快挙と称賛するには早

客は意外と小さいその姿

すぎる︒メディア向きの

かかわりの深い入れ歯の

軍は︑手薄になっていた

虚像か︑明日の予測でき

調整や噛み合わせについ

大陸側を攻め︑シンガポ

ない一時の動きかもしれ

今回のトランプ大統領と

が︑かつて日本の占領下

ール英軍要塞を攻略︒山

金総書記の働きも大げさ

にあった︒

下 将 軍 の 勇 猛 さ は︑﹁ マ

く要塞の砲台群を海側ば

当時︑日本軍はアジア

ぬが︑今のところ二人の

かりに向けていた︒日本

を欧米の支配から解放す

レーの虎﹂と評され︑英

笑顔と握手に望みをかけ

このシンガポールだ

ると謳い︑アジア諸国へ

国軍のパーシバル将軍に

て次の展開に身構えるし

13

治療の失敗ケースが大半

しも実践されていないの

てないとの判断︒万博誘

れた根管治療﹂は︑たと

い︒根管治療の厳しい実

て新たな大阪を展望しよ

今回の講演では︑臨床

えどんなに高度なテクニ

情を説明するのみなら

う︱﹂を開催した︒中山

驚異的な経済発展を遂げ

の侵攻を行っていた︒１

﹁イエスか︑ノーか﹂と

かない︒

女性医師・歯科医師の会

文楽おやこ劇場

日時 ７月 日︵日︶午前 時〜
演目 ﹁瓜子姫とあまんじゃく﹂
﹁増補大江山﹂
会場 国立文楽劇場
会費 大人３８００円︑学生２０００円︑高校生以
下１５００円
※事前申込・入金︵振込用紙︶が必要

30

貴重な経験となる︒

ックが施されようとも︑

ず︑その解決に向けた具

てきた︒今では超高層ビ

９４２年には︑シンガポ

降伏を迫った逸話は有名

30

50

失敗原因を完全に解明

短期間に再発・悪化する

体的な対処法も提示して

米朝首脳会談が行われ

ール攻略に向け︑山下奉

21

29

28

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

ではないかと思う︒

危険が高い︒根管治療を

徹 氏︵ 奈 良 女 子 大 学 教

たシンガポールは︑国土

ルが林立し︑世界の金融

健康はお口から

成功へ導くには︑失敗原
みたい︒

８月５日︵日︶午前 時〜午後１時

面積が淡路島より少し広

センターとも言われる︒

20

10

税務調査対策セミナー

８月４日︵土︶午後３時〜５時
保険医会館５階会議室
疋田英司税理士︵協会医業税理士団︶
会員・家族無料

税務 ７月 日︵水︶午後２時〜５時
雇用 ７月 日︵木︶午後２時〜４時
会場 保険医会館
※事前予約制です︒１週間前までにお申し込みくだ
さい︒１回 分︒

無料個別相談

日時 ８月４日︵土︶午後６時〜８時
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 社保研究部講師団
定員 １００人
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円
※﹁歯科保険診療の研究︵２０ １８年 ４月版︶﹂ を
ご持参ください

社保講習会〜疑義解釈を中心に〜

大阪市東部地区

日時
会場
講師
会費

税務調査をめぐる最近の動向と日常の留意点

医科・歯科経税部共催

11

都構想で福祉は後退する
と解説する中山氏
＝６月９日、保険医会館

因の詳細な究明と歯科医

日時
Ｍ ＆Ｄホール
１００人

会場
会員３千円︑未入会者１万円

る︒１４４年も続いたイ
ギリスの植民地支配から
１９６３年に独立し︑翌
々年にはマレーシアから
も分離独立︒以降︑資源

く︑人口は四国より少し

国名の由来である獅子と

のない小国でありながら

多い︒四分の三を華人が

30

29

政策学習会

にがっかりするらしい︒

篠部正夫 ︵西淀川区︶

だんわ室

︱６５６８︱７７３１︶

談話室

お申込 協会事務局︵

会費

定員

10

米朝首脳会談に思う

８月度生涯
研修講座抄録

鶴町保（日本大学歯学部前教授）
魚が融合したマー・ライ

検索

19 18

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︒

30

06

あなたの根管治療はここが間違っている
占める多民族国家であ

大阪府歯科保険医協会

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。

大阪連絡会
お問い合わせは
新聞部事務局へ

83

歯科医院の
求人募集は

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７月５日

