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今年もやります 注目のテーマ・講師で講習会
歯援診2/25・外来環4/8
施設基準研修会

修了証発行

新規開業医講習会

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修会

新規個別指導対策編

会員本人限定

日時 ２月25日（土）午後６時〜８時
会場 Ｍ＆Ｄホール
会費
講師 高橋一也氏（大阪歯科大学高齢歯科学准教授）
内容 ①高齢者の心身等の特性②口腔機能の管理③緊急時対応等
定員 150人（未申し込み者参加不可）

千円

会員本人限定

日時 ２月18日（土）午後７時〜９時
場所 Ｍ＆Ｄホール
定員 100人
講師 社保研究部講師団
持参物『カルテ記載を中心とした指導テキスト』
（2013年８月版）

歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る研修会
日時 ４月８日（土）午後７時〜９時
会場 Ｍ＆Ｄホール
会費 千円
講師 足立了平氏（神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科教授）
内容 ①偶発性に対する緊急時の対応②医療事故③感染症対策等の医療安全対策
定員 150人（未申し込み者参加不可）

FGF-2製剤による歯周組織再生誘導―新規歯周 原因不明の歯痛・顔面痛をどう診断するか―レント
組織再生剤リグロスRの薬理作用と適応ついて
ゲンで異常がないのになぜ歯に痛みを訴えるのか？
１月29日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
Ｍ＆Ｄホール
村上伸也氏（大阪大学大学院教授）
会員３千円、未入会者１万円

日時
会場
講師
会費

２月19日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
Ｍ＆Ｄホール
井川雅子氏（静岡市立清水病院口腔外科）
会員３千円、未入会者１万円

糖尿病と歯周病―UP DATE

初期う蝕と知覚過敏の診断と治療

日時
会場
講師
会費

日時 ４月16日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 吉山昌宏氏（岡山大学大学院教授）
会費 会員３千円、未入会者１万円

３月19日（日）午前10時〜午後１時
定員 100人
Ｍ＆Ｄホール
西村英紀氏（九州大学大学院教授）
会員３千円、未入会者１万円

講師
会費

３月４日（土）午後６時30分〜８時30分
千里ライフサイエンスセンタービル
６階会議室
定員 60人
野村慶雄氏（神戸常盤大学短期大学
部口腔保健学科教授）
会員無料、未入会者１万円

日時 ３月12日（日）
午前10時30分〜午後１時
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 木ノ本喜史氏（大阪大学歯学部臨床
教授）
会費 会員無料、未入会者１万円

歯科診療室における救急救命処置
―AED実習を交えて

新ガイドラインに基づく
MRONJの症例解説

日時 ３月18日（土）午後６時30分〜８時30分
会場 Ｍ＆Ｄホール
定員 20院所
講師 竹内憲民氏（松原徳洲会病院口腔外
科部長）
会費 会員無料、未入会者１万円

日時 ３月18日（土）午後６時45分〜９時
会場 りんくう総合医療センター研修棟
講師 大前政利氏（りんくう総合医療セン
ター口腔外科部長）
定員 70人
会費 会員無料、未入会者１万円

歯科領域における慢性疼痛
―診断と治療

顎関節症と顎関節脱臼
日時 ３月25日（土）午後６時30分〜９時
会場 サンスクエア堺（阪和線「堺市」駅
徒歩５分）
定員 70人
講師 濱田傑氏（近畿大学医学部付属病院
歯科口腔外科教授）
会費 会員無料、未入会者１万円

日時 ３月25日（土）午後６時30分〜９時
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 長谷川誠実氏（東淀川区開業）
会費 会員無料、未入会者１万円

歯科で使用する薬について
日時
会場
講師
会費

抜髄Initial Treatmentを
治癒に導くために必要な23章

歯科衛生士教育の現状と課題
日時
会場

生涯研修講座

日時
会場
講師
会費

臨床・学術講習会

５月21日（日）午前10時〜午後１時
Ｍ＆Ｄホール
定員 100人
末松基生氏（明和病院歯科口腔外科部長）
会員３千円、未入会者１万円

確定申告
重大疾患の見分け方パート２
―正確な診断のための診療法

軟質材料の適応症から臨床応用まで

日時 ７月９日（日）午前10時〜午後１時
日時 ６月18日（日）午前10時〜午後１時 会場 Ｍ＆Ｄホール
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 水口俊介氏（東京医科歯科大学大学
定員 100人
院教授）
講師 佐々木昇氏（尼崎中央病院歯科口腔外科部長）
会費 会員３千円、未入会者１万円
会費 会員３千円、未入会者１万円

スタッフ

確定申告のポイント
―税制の改正点と医業税制

児童虐待を見逃さないために
医師・歯科医師にできること

日時
会場
講師

日時 ２月25日（土）午後２時〜５時
会場 保険医会館
定員 50人
講師 津崎哲郎氏（元大阪市中央児童相談
所所長）
会費 会員無料、未入会者１万円

会費

修了証発行

女性医師・歯科医師の会

２月16日（木）午後２時〜４時
保険医会館
定員 50人
伊藤幸子氏（協会医業税理士団・税
理士）
会員・家族無料、未入会者１万円

新人スタッフ総合講座
５月14日（日）午前９時30分〜午後４時
会場 Ｍ＆Ｄホール・保険医会館
午前：患者接遇マナー研修（クレーム対応含む）
午後：助手編・衛生士編に分かれて研修
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（共にテキスト代含む）※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』
（頒価４千円）を配布、
『修了証』
を発行
定員 助手編90人、衛生士編30人

文化

日時

政策学習会

高槻・寿酒造見学
日時
会場
集合
会費
定員

２月19日（日）午前10時〜正午
寿酒造（高槻市富田町３−26−12）
午前９時45分、阪急京都線「富田」
駅南出口
会員・家族・スタッフ無料、お土産あり
15人 ※終了後、昼食懇親会（実費）

※共に会費は無料

これで分かるデジカメと撮影のセミナー〈２回シリーズ〉
地域包括ケアシステムと歯科医療

歯科保険制度の歴史と展望

日時
会場
講師

日時 ２月５日（日）午前10時〜正午
定員 100人
会場 Ｍ＆Ｄホール
講師 宇佐美宏氏（全国保険医団体連合会
歯科代表）

２月４日（土）午後５時15分〜７時15分
保険医会館
定員 50人
岡崎祐司氏（佛教大学社会福祉学部
教授）

日時

１回目：４月１日（土）午後２時〜４時 デジカメを100％活用しよう
２回目：４月15日（土）午後２時〜４時 あなたの写真が変わる、撮影のコツと実技
会場 保険医会館
定員 30人
講師 小川田貞志氏（日本写真家協会〈JPS〉会員）
会費 会員・スタッフ無料、未入会者１万円

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。お申し込みは電話 06‑6568‑7731
※未入会者とは会員院所に勤める勤務医未入会者です。開業医未入会者は参加できません。

ファクス 06‑6568‑0564

