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毎月１回発行

医科組合員� 4,189人

歯科組合員� 3,098人

合計� 7,287人

（2016年 8 月20日現在）

保険医協同組合
10月休業日のお知らせ

第39回保険医まつり

セミナー案内
マイドームおおさか８Ｆ

　大阪市浪速区　なんば坂本外科クリニックの坂

本先生に、昨年2015年保険医まつりの感想を伺い

ました。

Ｑ．保険医まつりに来られたきっかけは？

Ａ．保険医新聞に載っていた広告をみてまつりを

知りました。当日は妻と子ども３人と参加しまし

た。

Ｑ．まつりの印象は？

Ａ．いろんな業者が来ていたのが印象的でした。

展示しているものは一通り見ました。医療用品

は、興味のあるものについて担当者から直接説明

を聞くことができました。当時、滅菌器に興味が

ありちょうど展示されていたのでそれがよかった

です。

　車のブースでは、バイクも展示されていてバイ

ク好きの僕にとってバイクも見れてよかったです。

普段ディーラーに入るのは勇気がいるので、会場

で展示してあると助かります。ポルシェの車を見

Ａ．子どもたちはテツandトモを見てとても喜ん

でいました。子供たちはまつりのあと、２～３日

くらいテツandトモの「なんでだろう～」のネタ

をやっていました。また昭和の縁日も喜んでいま

した。子どもたちをキッズコーナーで遊ばせるこ

とができたので安心して医療用品などの展示品を

見てまわることができました。

　テツandトモの定番ネタを見ることができたの

で子どもだけでなく私も面白かったです。

Ｑ．まだ保険医まつりに参加されたことのない先

生方に一言メッセージをお願いします。

Ａ．たくさんの多彩な展示があるので、自分で行

ってみれば興味のあることや知りたいことがある

と思います。自分と同じ開業したばかりの知り合

いの先生に偶然会えたので最近の様子などを話す

ことができました。自分と同じく家族連れで来て

いて、世間話ができたのでよかったです。

せてもらいました。

Ｑ．ご家族の感想は？

大阪市浪速区　なんば坂本
外科クリニックの坂本先生

10月１日（土）
・14：30～17：00

　耳鼻咽喉科疾患の最近の知見

・15：00～16：30

　外科・整形外科部会主催個別指導対策学習会

10月２日（日）
・9：30～11：30

　摂食嚥下障害に関わる歯科医の役割

・10：00～12：00

　相続増税の影響と対応策

・11：00～12：00

　感染管理セミナー

� ～なくしたい消毒剤のムリとムダ～

・12：30～14：00

　�周術期医療・医科歯科連携における歯内・歯周

治療

・13：30～15：30

　介護現場で役立つ「歯科衛生士による口腔ケア」

　（定員に達しましたので受付終了）

・14：00～16：00

　資産形成セミナー

・14：30～15：30

　�歯科で必要な救急医薬品の知識（救急医薬品販

売）

多彩な展示やイベントで、

子どもたちも私も楽しめました

2015年保険医まつりインタビュー

スペシャルステージプログラム

１日（土）
14：00～ オープニング和太鼓
14：10～ 主催者挨拶、来賓挨拶
14：30～ 本場岸和田だんじり鳴り物
15：30～ ものまね紅白歌合戦
16：30～ 熊本県PRのために！くまモンが
　　　　 やってくる

２日（日）
11：30～ 中国大黄河雑技団
　　　　「変面」「倒立のアクロバット」他
12：30～ ソプラノ歌唱 周防彩子
13：30～ 上方漫才 かつみ・さゆり
14：30～ 中国大黄河雑技団
　　　　「変面」「倒立のアクロバット」他

などなど

他にも

保険医まつり第39回
来て、見て、学んで。

マイドームおおさか 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5
10月１日（土）12：00～19：00　２日（日）10：00～17：00

坂本先
生に

まもなく開催！

震災からの復興を願い物産展を開催！
売上げの一部は熊本に還元されます。
ぜひ、みなさんお買い求めください！
10月1日16：30～熊本県PRのためにく
まモン出演！

　ご好評いただいております、カーフ
ェスタを今年も開催いたします。海外
メーカーをはじめ、介護車輌合わせて
８社15台が集結。
　ぜひ、１Ｆにお立ち寄りください。

　北海道の海鮮丼や、
駅弁・空弁の限定販売
からわらび餅まで食べ
物が充実。
　ワイン試飲コーナー
では「六覺燈」の串カ
ツも販売します。

　縁日をイメージした通りの中には、
懐かしいポスターやテレビの展示も。
　子どもに戻った気分に浸れます。

Ⓒ2010熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所

まつり特別割引あ
り！

10月１・２日は、保険医まつりのため、休業
いたします。

日曜・祝日　第２・第４土曜日
◆尚、業務時間は平日９：00～17：00
　　　　　　　　土曜９：00～12：00です。
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　今回の保険医まつりでは、薬品は３社（タウンズ・ニチレイバイオ・フィン
ガルリンク）が出展します。　各社の検査キットは、今回の保険医まつり期間だけの特別価格で販売致しま
す（注文書は別途郵送でお届け、まつり当日は会場内でも配布しております）。
　また、先月から価格表でもご案内している遺伝子解析キット「ジーンクエス
トALL」も、まつりだけの特別価格で販売します（※遺伝子解析とは、ある
個人の細胞を採取してDNAの情報を読み取り、検査を受けた人の病気のかか
りやすさ・体質などの遺伝的傾向を知る検査で、現在注目を集めています）。
　また、今年はセミナーとして10月2日（日）
11：00～12：00�「感染管理セミナー～なくしたい消毒剤のムリとムダ～」
14：30～15：30「歯科で必要な救急医薬品の知識」（救急医薬品販売）
の2つのテーマで開催します（事前申込制）。

今年は検査キットに注目！！
薬品

２Ｆ

①�日常診療に欠かせない消耗品
が年に１度の特別価格で購入で

きます（予約注文）。

②�医科関連メーカー40社以上が
一堂に集結。各メーカーブース

では日頃手に取って

見られない材料が見られます。
もちろんサンプルも多数ご用意

しております。

③�白衣メーカーによるアウトレ
ット販売もあります（１枚500

円～）。

④最新の大型機器の展示。

⑤�組合現金即売ブースでは「訳
あり商品」の販売を行います（

早い物勝ち！）。

⑥�毎年好評の健康チェックコー
ナー、ロコモ診断等も開催致し

ます。

新商品から既存の商品まで日頃カ
タログでしか見られない商品が一

堂

に見られます。是非会場に足を運
んで下さい！

医科 医科材料メーカー約40社が出展！

２Ｆ

　このコーナーは、試飲のできる「訳ありワイン特価販売」をメインに、お酒好きにはたまらない、楽しみ企画をたくさんご用意しています。楽しさその①
　先着200食限定で、ミシュラン星付レストラン　日本橋「六覺燈」（ろっかくてい）の串揚げ（1,000円）がその場で食べられる楽しみ。出張握り寿司（500円）もあり。楽しさその②
　バーカウンターで、ワインやお酒が楽しめる。串や寿司をお供に（オーパスワン・黒龍しずく酒・獺祭磨き二割三分などもグラス売り）。楽しさその③
　「プレミアム試飲コーナー」で、ソムリエと共にワインを選ぶ。ソムリエの客観的な意見を参考に、お好きなワインを探す楽しみ。　このコーナーでは、５大シャトー「マルゴー」のサードラベルも試飲可能。ワインセラーの一流メーカー「ユーロカーヴ」の最新機種を展示。

お酒の特別販売会

目で、鼻で、舌で楽しむ企画満載
生活

また、住まいと医院の相談会で、ネ
ットでも得られない「超人気マンシ
ョン最新情報」などをご提供！

３Ｆ

　今年は歯科ブースが大幅に拡
大しリニューアル！

　来て、見て、聞いて、楽しめ
る保険医まつりの歯科ブースに

なっています。

チューモク①
　多彩な出展業者が「いま、オ

ススメしたい商品」をご用意し
てお待ちしてい

ます。機器や商材に関するご質
問などにも直接お応えいたしま

す。

チューモク②
　まつり会場にご来場された方

だけに会場限定の特別価格で金
パラ、定番商品

などをご紹介いたします。

チューモク③
　今年は「歯科向けセミナー」

が充実。

10月2日（日）
９：30～11：30「摂食嚥下障害

に関わる歯科医の役割」

12：30～14：00�「周術期医療
・医科歯科連携における

歯内・歯周治療」

13：30～15：30�「介護現場で
役立つ　歯科衛生士によ

る口腔ケア」（定員に達しまし
たので受付終了）

など、多彩なセミナーで「学ぶ
保険医まつり」をご用意してい

ます。

最新歯科機器から、日常診療に欠
かせない商材まで。

この時だけの大特価で！！歯科

２Ｆ
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　今回は保険医まつりを少しでも知っていただこ

うと、先生にインタビューするという企画に初め

て挑戦しました。いざインタビューに応じていた

だく先生を探すのに苦労しました。決まってから

も何を質問するか、わかりやすい記事にするには

どうしたらいいか悩みましたが先生のご協力のお

かげでいい記事にできました。協力していただい

た坂本先生、ありがとうございました。10月１・２

日の保険医まつりにぜひお越しください。�（金田）

　万一、ご自身が打ったボールが他人に当たってケガをさ

せたら…。

　大切なゴルフクラブがゴルフ場で盗難にあったら…。

　そんな不安を少しでも解消して、ゴルフを楽しみません

か？

　そんな時は、大阪府保険医協同組合のゴルファー保険!!!

　組合員の先生だけでなく、配偶者・お子様など、ご家族

も団体割引（25％）が適用された「ゴルファー保険」にご

加入することができます！

　詳しい内容については、パンフレット「ゴルファー保険

のご案内」をご請求ください。

　まずは、大保協商事株式会社（大阪府保険医協同組合・

保険共済部内）まで、ご連絡ください。

TEL 06-6568-2741【担当：森田】

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社

　　　　　　　B16-200155　使用期限　2017年11月１日

編編 集集 後後 記記

運営経費の見直しの
ポイント〈人件費〉vol.2

人件費のコスト削減は効率性や
サービス意識の低下を招く場合も
【コスト削減につなげるための管理】

　どんな職場においても「ただいるだけの

人」は、当然、人件費のロスになっている印

象です。

　しかし、いきなりのコスト削減で反感を買

ってしまうやり方は好ましくありません。や

る気がダウンすると、効率性やサービス意識

の低下を招きかねません。

　手当の見直しをするなどの合理的な変更理

由を伝え、減額になる職員への配慮を行い、

ていねいな説明が必要です。

職員の定着がコスト削減につながる

　やむを得ない事情での退職の場合はともか

くですが、職員が定着しないのは頭の痛いと

ころです。退職に伴う採用には多額の費用が

発生します。募集広告費用に採用後の教育や

事務手続き費用をあわせると、一人当たり50

万円程度かかるのではないでしょうか。職員

の“出入り”の激しい状態が続くと相当な無

駄が生まれます。

時間外手当

　人によりルーズになりがちなのが時間外手

当です。残業の把握や管理を、院長不在のと

きにもできる体制をとっておきたいもので

す。

　また、特定の職員に仕事が集中してしまい

時間外手当が嵩んでいるケースもあります。

業務の分担、効率化を図ることが大切です。

社会保険料

　定期昇給の時期を４月から７月にずらすこ

とで、社会保険料のアップを一年遅らせるこ

とができます。その他、退職日を月の末日以

外にしたり、入職日を月初めにすると、保険

料負担の面で経済的です。

最新の機器から、大定番のあの商材まで

今年も多彩な出展がいっぱい！

保険医まつり大特売会

趣味でゴルフをされている皆さまへ
大阪府保険医協同組合の組合員だけでなく

ご家族もご加入頂けます！！

税理士法人第一会計　税理士　　大島　裕
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