感染についても同様に口

ンフルエンザウイルスの
の 紹 介 が あ り︑ 実
Doltz

講演後︑電動歯ブラシ

る患者もいる﹂と患者ト

力しなくてもいいと考え

歯科医師の治療行為に協

ラブルの事例を示しなが

際に手に取って試しなが
ら意見交換する参加者の

腔環境のセルフケアとプ
ロフェッショナルケアの
ら解説した︒

事由にあたる﹂と説明︒

は診療を拒否する正当な

り︑度を越した迷惑行為

の法的解釈も変化してお

尾 内 氏 は︑
﹁応召義務

姿がみられた︒
︵箕面市・久保隆夫︶

併用でさらに効果がある
と強調した︒

女性医師・歯科医師の会

患者トラブル対策で講習

▷費用は掲載料のみ

スマホからの申し込みも可！

▷更新は毎月15日

http://osk-net.org/job/

は 軍 人 ﹂︒ 一 等 の 賞 金

が︑正規マラソンは意識

長距離走は行われていた

に東京・不忍池畔などで

て実現したらしい︒従前

えた彼が︑社に働きかけ

応ある電気である﹂と称

一種の身震いを与える感

語は健全な青年の精神に

のあり︒マラソンなる一

米にマラソン競争なるも

毎 日 新 聞 の 記 者 だ︒﹁ 欧

して初めて取材した大阪

が︑大阪毎日新聞はこの

縁を切っ たのが残念だ

に婿入りし︑マラソンと

後なぜか﹁山持ち﹂の家

優勝した金子は︑優勝

恐れなかったのだった︒

を輩出するための投資を

し︑日本を代表する選手

旅費千円を支給すると

ソン競争に出場するなら

会の終了後に欧米のマラ

らに大阪毎日新聞は︑大

つ﹂時代に３００円︒さ

納骨堂﹄などがある︒故

事師たち﹄︑﹃いまどきの

色街 飛田﹄︑﹃葬送の仕

町酒場列伝﹄︑
﹃さいごの

り ！ ﹄ の ほ か︑
﹃大阪下

はじまりは大阪にあ

連載の元である﹃新版

ライター︒著書に︑この

つこ︶ノンフィクション

井上理津子︵いのうえり

を紹介する︒

るモノの﹁誕生ドラマ﹂

子氏が大阪発祥のあらゆ

ョンライターの井上理津

▽新掲載︒ノンフィクシ

だ︒

び つ け た の も︑ さ す が

など上手に〝商売〟に結

※協会は情報提供のみで条件の交渉等は当事者間でお願い致します。

・大内弘︵淀川区開業︶
の長女︒

大阪市北部地区

病気を持った患者の歯科治療︱循環器

日時 ２月９日︵土︶午後６時 分〜８時 分
場所 Ｍ ＆Ｄホール
定員 １００人
講師 下永田剛氏︵医師︑西宮市開業︶
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円
︵ ２ ０ １７
持参物 ﹃病気を持った患者の歯科治療﹄
年版︶をお持ちの方はご持参ください︒

２月度生涯研修

修復治療の最前線

日時 ２月 日
︵土︶午後１時 分〜３時
︵現地解散︶
※午後１時に南海高野線﹁河内長野﹂駅改札
口前に集合
会場 天野酒︵河内長野市長野町 ︱ ︶
会費 会員・スタッフ無料
定員
人︵お土産付︶※要事前申込み

﹁まぼろしの酒〝天野酒〟﹂酒蔵見学

北大阪地区

日時 ２月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 田上順次氏︵東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

30

北大阪地区

口腔ケアで感染症を予防
合氏は︑日本における死

落合日大特任教授が講演
北大阪地区は２０１８
亡原因の大部分は細菌感
染︑感染症︑敗血症︵褥

日︑地区会員交

年 月
流会を吹田市内で開き︑
瘡︶など常在細菌が原因
であると指摘︒口腔内は

人が参加した︒

為等があれば診療拒否す

交流会では︑落合邦康

る旨を記した待合室ポス

講習会参加者らに迷惑行
背景には︑社会情勢・医

細菌の生息に最適な場所

療制度・医療従事者と患

氏︵日本大学歯学部細菌

月８

女性医師・歯科医師の
会は２０１８年
ターを配布した︒

であるため︑とりわけ口

者の意識の違いの問題が

腔ケアにより︑全身疾患
日︑保険医会館で﹁なに
あ る ﹂ と 指 摘︒
﹁ 医 師︑

学特任教授︶が﹁新たな

を防いで健康寿命を延ば
わのトラブルバスターが

視点から見た歯周病と全
身疾患︱チェアサイドで
すことに効果があると説

︵城東区・廣西賀子︶

役立つ基礎研究の最新知
伝授！女医だからこそ知
っておきたいトラブル対

後︒応募資格は﹁学歴を

し︑国を挙げての喝采の
このマラソンの発案者

年の第４回ロンドンオリ

は︑
﹁

円あれば家が建

ンピックを日本人記者と

されておらす︑この大会

大会の記念絵葉書を売り
出したり︑ニュース映画

で初めてマラソンという
名称も使われたのだ︒

掲載料は３カ月で１万円！

掲載は会員限定

▷協会ホームページから簡単申し込み
有する人︑学生︑もしく

伝える︒

求人情報サイト
を作成し各地で上映する

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

17

日時 ２月 日︵土︶午後４時 分〜６時
会場 保険医会館５階
定員
人
講師 山田美香氏︵静岡協会理事︶
※終了後︑講師を囲み懇親会︵会費５千円︶を開催
します
※男性・スタッフの方の参加も大歓迎

性同一性障害って何？・﹁男﹂︑﹁女﹂戸籍の
たった一文字の苦しみ

女性医師・歯科医師の会

23

明した︒誤嚥性肺炎やイ

靴など高嶺の花だった

大阪府歯科保険医協会が運営する
は︑１９０８︵明治 ︶

歯科・医科協会は2018年12
月21日、四天王寺前で街頭宣
伝を実施し、患者負担増反対
と署名協力を訴えた。
時は︑日露戦争に勝利

20

識﹂をテーマに講演︒落

策﹂をテーマに講習会を
開いた︒尾内康彦氏︵医
科協会事務局参与︶を講
師に 人が参加した︒
尾 内 氏 は︑
﹁医療機関
のトラブルのうち８割は
患者とのトラブル︒その

神間二十哩長距離走︵マ

頃だ︒途中から草鞋を脱

人が参加した︒

ん﹂の主人公︑金栗四三
ラソン大競争︶﹂︒神戸・

ぎ捨て素足で走り︑岡山

た

がストックホルムオリン
湊川埋立地を出発点に︑

県西粟倉村の在郷軍人・

日に行われた﹁阪

ピックに出場する３年
西成大橋︵現淀川大橋︶

郵便配達員︑金子長之助

３月

前︒日本初のマラソンは
まで︑現在の国道２号線

大 河 ド ラ マ﹁ い だ て

大阪で企画され︑阪神間

︶が２時間 分 秒

で優勝した︒金子はゴー

負担増反対を訴える江原理事

30

12

30

２月 日︵日︶午前 時〜 時
定員
保険医会館５階
人
桂好志郎氏︵協会顧問社労士︶
会員無料︑未入会者１万円

分

法律 ２月４日︵月︶午後２時〜４時
税務 ２月 日︵水︶午後２時〜５時
雇用 ２月 日︵木︶午後２時〜４時
※会場は保険医会館︒１週間前までに要申し込み

日時
会場
講師
会費

新規開業医講習会︱良い人材を採用するいろ
は

50

50 12

︵

ルで審判長に﹁金子︑た

大阪毎日新聞が仕掛けた
日本初のマラソン

10

30

10

がコースだった︒４０８
人の申し込み者から身体

お大師さん宣伝

検索

15

で挙行された︒

検査と予選会に勝ち残っ

だいま戻りました﹂と
直立不動で敬礼したと
いう︒その後︑全選手
が阪神電車と市電の花
電車を乗り継いで難波
までパレードしたが︑
その雄姿を一目見よう
とかけつけた群衆の
﹁万歳︑万歳﹂の大合
唱が﹁さながら狂瀾の
ごとく﹂続いたと︑主
催した大阪毎日新聞が

18

30

54

23

24

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︒

21 20

口腔ケアは全身疾患の予
防に効果があると解説す
る落合氏＝12月15日、吹
田市内

12

10

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。

27

20

26

41

21

マラソンのゴールとなった
淀川大橋︵東岸︶

無料相談

︶年
42

詳細は☞ 大阪府歯科保険医協会

25

１９０９︵明治

阪神間二十哩長距離走
第一回

20

12

はじまりは大阪
に あ り ！ 井上 理津子

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１９年１月２５日

