２０１０年度

4

事業報告

2010.2.7.
（第 229 回）

第 22 回総会
川西会長挨拶、2009 年事業報告、議事：2009 年会計報告・2010 年予算案、事業計画案
＜入会挨拶：加藤りか、中村智子 ＞
業者説明会 「Screw
Screw-Vent,SwissPlus
Vent,SwissPlus ほか」
ほか」 インプラテックス株式会社
インプラテックス株式会社 出口修司様
症例検討会Ⅰ
1）「日々の臨床から」 河村泰治
2）「しずくいし先生の“日常臨床これ教えて”」 雫石毅
3）「日々の診療から-全顎的治療の希望に対する診断と治療計画の立案とその治療の経過
について-」 家崎勝生
4）「症例報告」 川西旭彦

2010.3.7.
（第 230 回）

講

2010.4.4.
（第 231 回）

講 演「矯正治療前後における不定愁訴の変化」 久島文和
症例報告「過度な咬合力による破壊を考える-ブラキシズムから Tooth Wear,TCH まで-」
河村守隆
症例報告「日々の診療から」 家崎勝生

2010.5.9.
（第 232 回）

講 演「一般臨床家のための初診から診断まで」 川西旭彦
DVD 研修「平賀敏人 下顎総義歯の吸着 ベーシック編」

2010.6.6.
（第 233 回）

講

2010.7.4.
（第 234 回）

業者説明会 「SEREC3(SIRONA)」
SEREC3(SIRONA)」 株式会社モリタ
株式会社モリタ （同行 株式会社ササキ
株式会社ササキ瀧井様
ササキ瀧井様）
瀧井様）
症例検討会Ⅱ
１）「テンポラリークラウンについて」 川越照代
２）「日々の技工作業から」 照尚博
３）「新たに技工所を開設して」 谷裕次郎
４）「症例報告」 川西旭彦

2010.9.5.
（第 235 回）

（DH 参加型）
参加型）講演会
会場 アルディ株式会社
アルディ株式会社 ５F 研修室
講 演「顔面外傷について
顔面外傷について」
について」 大阪府立急性期・
大阪府立急性期・総合医療センター
総合医療センター歯科口腔外科主任
センター歯科口腔外科主任
山田龍平先生
講 演「“話したい”“
したい”“食
”“食べたい”
べたい”人たちの手助
たちの手助けをしたい
手助けをしたい～
けをしたい～言語聴覚士の
言語聴覚士の役割と
役割と概要～」
概要～」
大阪発達総合療育センター
大阪発達総合療育センター リハビリテーション部
リハビリテーション部 言語聴覚士 松川達也先生
懇親会 天王寺ステーションビル
天王寺ステーションビル“
ステーションビル“百楽”
百楽” 講師 2 名＋会員 6 名有志

演「インプラントで
インプラントで幸せになる方法
せになる方法」
方法」-“みる”
みる”ことの大切
ことの大切さ
大切さ インプラント治療
インプラント治療の
治療の留意点留意点- 」
としもりサンフィッシュデンタルクリニック
としもりサンフィッシュデンタルクリニック院長
サンフィッシュデンタルクリニック院長 利森仁先生
利森仁先生
業者説明会 メディカルコミュニケーションズ株式会社
メディカルコミュニケーションズ株式会社 石見谷敦義様
インプラテックス株
インプラテックス株式会社 出口修司様
ピエゾサージェリピエゾサージェリ-システム体験
システム体験デモ
体験デモ
懇親会 西田辺“
西田辺“旬 NO 酒肴菜（
酒肴菜（たかはし）
たかはし）” 講師、
講師、ほか 2 名+会員 5 名有志参加

演「“食医”
食医”のススメ～
ススメ～歯科の
歯科の、歯科による
歯科による、
による、歯科のための
歯科のための摂食
のための摂食・
摂食・嚥下障害～
嚥下障害～」
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部 助教、
助教、医長 野原幹司先生
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2010.10.17.
（第 236 回）

日曜会インプラントライブオペセミナー
日曜会インプラントライブオペセミナー
講師 としもりサンフィッシュデンタルクリニック
としもりサンフィッシュデンタルクリニック院長
サンフィッシュデンタルクリニック院長 利森仁先生
会場 旭区 としもりサンフィッシュデンタルクリニック
としもりサンフィッシュデンタルクリニック
１）ライブオペ （４F オペ室
オペ室）
“３ブロックへの
ブロックへの異
への異なるアプローチ
なるアプローチ”
アプローチ” 利森先生
２）講演 （３F 研修室）
研修室）
① 「インプラントの
インプラントのメンテナンスについて
メンテナンスについて」
について」 DH
② 「メンテナンスにおける
メンテナンスにおけるリコール
におけるリコールについて
リコールについて」
について」 受付
③ 「CT Nav
Navi
avigati
gatio
tion」 利森先生
④ 「Nobel
obel Rep
Replace について」
について」 高橋先生
高橋先生
⑤ 「口腔内写真
口腔内写真の
内写真の撮り方」 松岡先生
⑥ 「患者本位の
本位の治療を
治療を目指して
目指して」
して」 DH
⑦ 「インプラント治療
インプラント治療について
治療について技工
について技工サイ
技工サイド
サイドからの提言」 谷（日曜会）
日曜会）
３）ノーベルガイド模型実習 （３F 研修室）
研修室）

2010.11.7.
（第 237 回）

症例検討会Ⅲ
１）「症例報告」 杉本憲一
２）「認定医試験提出症例」 久島和彦
３）「患者様の動機づけについて」 中村智子
４）「甘味料について」 河村泰治
５）「心身障がい者における前歯部欠損補綴について～マウスピースの応用～」 中村由貴子
６）「メンテナンスについて」 川越照代
「ライブオペセミナー報告」 川越照代、加藤りか

2010.12.5.
（第 238 回）

症例報告
１）「コピーデンチャーをはじめて・・・」
２）しずくいし先生の「日常臨床のこれ教えて」 雫石毅
講 演
１）「日曜会会員
）「日曜会会員か
日曜会会員からの紹介症例」
紹介症例」
大阪府立急性期・
大阪府立急性期・総合医療センター
総合医療センター歯科口腔外科主任
センター歯科口腔外科主任 山田龍平先生
２）「抗血栓
）「抗血栓療法
抗血栓療法と
療法と観血的処置の
観血的処置の現状」
現状」
３）「最近
）「最近の
最近の症例か
症例から学ぶ」
大阪府立急性期・
大阪府立急性期・総合医療センター
総合医療センター歯科口腔外科部長
センター歯科口腔外科部長 石原修先生
忘年会 昭和町“はなの村”
講師 2 名、会員 12 名、ビジター1 名参加
＜泉野知佐子､河島奈々退会＞

