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毎月１回発行

医科組合員� 4,180人

歯科組合員� 3,103人

合計� 7,283人

（2017年９月20日現在）

　毎年、ゲストを迎えまつりを盛り上げるスペシ
ャルステージコーナー。40回目の今回は関西でお
馴染み、落語家の月亭八光さんと桜　稲垣早希さ
んをはじめ、今年も多彩なゲストが出演します。
　３Ｆ会場では、参加者が楽しめる忍者体験コー
ナーやゴルフコーナー、乗馬体験シュミレーショ

ンなど様々な出展企画が満載です。40回特別記念

企画として、29日（日）15時30分からは豪華景品

が10名の方に当たる40回記念ビンゴゲームや、毎
年多くの方に好評のハズレくじなしの特別抽選会
も行います。

　抽選会では、特別賞の吉本新喜劇の観劇券40

組、１等は肉の味に定評がある平野区の和侖（わ

ろん）が提供する特選黒毛和牛のセットが40名様

に当たるなど、例年にはない楽しみな内容となっ

ています。

　毎年注目のグルメコーナーは、北海道の海鮮弁

当や全国各地の名物駅弁・銘菓などを多数ご用意

しています。

　昨年に引き続き出展される熊本物産展では、売
上金の一部が熊本に還元されます。

　お酒コーナーはワイン・日本酒の試飲会や他で
は手に入りにくいビンテージワインもご用意、Ｔ
＆Ｃの特設バーでは、握り寿司・梵（ぼん）のビ

ーフカツサンド（限定あり）も提供し、参加者間

の交流も行えます。

　また、住まいと医院の相談会（すまいん）で
は、約30社の提携会社が協力し、相談ブースを設

けています。特にネットでは案内されていない物

件も紹介できるなど、まつりならではの相談会と

なっています。

　２Ｆ大特売会では、多数の医療関係メーカー等
が出展。保険医まつり特別感謝セールの注文受付

も行い（詳細は裏面参照）、ロコモ診断や歯の健

康相談コーナー等、商材と健康を一度にチェック

できる内容になっています。

　１Ｆ会場は、組合員特別割引もあるカーフェス
タを開催。６社11台の高級輸入車・福祉車が一斉
展示されます。

　今年は、例年になく多数のセミナーが企画され
ているのも特徴です。

　40回目となる「保険医まつり」。ご家族、スタ

ッフの方も合わせて、ぜひご参加ください！

　医科医師・歯科医師、ご家族・スタッフの方も参加
できるセミナー・ワークショップを多数ご用意してお
待ちしています。
※�各セミナーには参加定数がありますので、参加には
事前申し込みが必要となります。

　いよいよ、今月末に迫った第40回保険医まつり。

　40周年にふさわしい多彩なプログラムで、皆様

のお越しをお待ちしています。

　今年注目のプログラムを紹介します。

2017年10月28日土　29日日
12：00～19：00 10：00～17：00

マイドームおおさか
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カタログは10月20日
以降のお届けです。

まつり特集号のご利用について
①�ご利用は大阪協会会員で組合にも加入（出資）されている先生（組合員）と他府県で
M&D保険医ネットワークへ参加している協会会員の先生が対象となります。
②�大阪協会会員が組合員になるには１口１万円の出資金が必要です。まだ、組合に加入さ
れていない先生は加入してからのご利用をお願いします（出資金は退会時にお返しいた
します）。
③�まつり特集号のご利用については、必ずまつり専用注文
書をご使用下さい。
　●お電話の場合、必ず「まつり注文」とお伝え下さい。
　●上記以外の場合、まつり価格にならない場合があります。

ご注文方法
　�　10月28日（土）～29日（日）の２日間同封のまつり専
用注文書にご記入の上、まつり会場「２Ｆ特売場注文書
受付コーナー」にてご注文下さい。
注文締切
　�　まつりに参加できない組合員の先生や、大阪府以外の
会員の先生は、必ず同封のまつり専用注文書にご記入の
上、11月10日（金）までにFAXでご注文下さい。
お届け
　�　11月７日（火）以降２～３週間の間にお届けします。

セミナープログラム

特売コーナー
　日頃診療で使用する小さな商材から大型医療機

器まで展示しています。医科・歯科合わせて50社

以上の企業が出展。日頃カタログでしかご覧にな

れない商品の展示やサンプル配布など、実際にお

試ししていただけます。

　医療機器は滅菌器、自動血圧計、超音波診断装

置、CRシステム、除細動器などを中心に数多くの

展示を行っています。

　当日来場者への目玉として低周波治療器、超音

波診断装置の数量限定大特価販売も。医薬品コー

ナーでは、共同購入案内の中から医科・歯科それ

ぞれの売れ筋医薬品を中心に取り扱っています。

全て参加者限定の特別価格でご用意してお待ちし

ております。

　また、保険医まつりの時期にあわせて全国保険

医協同組合統一企画として診断薬も特別価格で案

内させていただきます。

　歯科機器では、歯科用ユニットチェア、マイク

ロスコープ、CT・パノラマ・セファロ複合機、ポ

ータブルＸ線撮影装置、LEDホワイトニングライ

ト、口腔外吸引装置、吸引成型器等を一斉展示。

　ぜひこの機会をお見逃しなく！

現金即売会
　注文書受付コーナーの横で即売会を行います。

　共同購入で箱つぶれやメーカーに返せないも

の、型落ち品など格安で現金即売致します。すべ

てが訳あり商品のため、毎年初日に完売すること

が多いです。商品は当日までのお楽しみ！

白衣アウトレットセール
　特売場の小山メディカル㈱ブースにて、白衣ア

ウトレットセールを行っています。白衣メーカー

各社の製品を500円～販売しております。

　当日は試着室もご用意しておりますのでご試着

後の購入が可能です。

　オーダー品や名入れも受け付けております。ぜ

ひお立ち寄りください。

マッサージチェア展示
　今年も保険医まつり会場ではマッサージ器（２

種）、健康布団（２種）、水素水生成器など（３

種）、その他当日発表のお楽しみ商品など準備し

てお待ちしています。

健康相談コーナー
開催時間　28日（土）　14時30分～16時30分

　　　　　29日（日）　11時00分～13時00分

ロコモ診断
　今年で３回目を迎えるロコモ（運動器症候群）チェ
ックコーナーでは、どなたでも簡単な診断ができ、専
門の整形外科医による健康相談を受けられます。

歯科検診
　今年は検診だけではなく、インプラントや歯列矯正
など、歯科のさまざまな相談を受け付けます。普段は
忙しくてなかなか相談できない歯の悩みも、お気軽に
ご相談ください。

第40回保険医まつり

保険医協同組合とM&D保険医ネットワークの共同購入案内 医科・歯科合併号

第40回 まつり特集号

※�ロコモ（ロコモティブシンドローム、和名：運動器症候群）
とは運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を
指します。進行すると介護が必要になるリスクが高くなりま
す。この機会にぜひお立ち寄りください。

２階大特売会注目ポイン
ト

対象　全員…全　医師・医科…医　歯科医師…歯　家族…家　スタッフ…ス
※各セミナーは事前申込が必要です。（「保険医まつり」特設ホームページからも申込可）

８Ｆ　会議室／セミナー

２Ｆホール　ミニセミナー

14：00～15：00 これからの在宅医療について 医  家  ス   無料

14：00～16：00 ひ孫の代まで資産を残す 資産の法人化と生命保険活用 医  歯  家   無料

14：30～17：00 耳鼻咽喉科疾患の最近の知見 医  家  ス   無料

15：00～16：30 外科・整形外科部会主催 改正個人情報保護法学習会 医  家  ス   無料

17：00～18：00 60分でわかる！！重粒子線治療 全   無料

11：00～12：00 診療所・ご自宅に緑のイロドリを…。自分でつくる、カラーサンドの多肉植物アレンジ 全  2,000円

12：00～13：00 どこにでも飾れるあなただけの庭を 鉢庭づくりワークショップ 全  2,500円
13：00～14：00 相続専門の司法書士が気付いた家系図の意義 全   無料

14：00～15：00 現役庭師が教える 自宅・診療所でも使える庭木・植物の剪定講習（実技講習もあります） 全  2,000円

15：00～16：30 エコ！？リサイクル！？庭木を剪定した『枝』を使った、リースづくり 全  1,500円

15：00～16：00 診療所・ご自宅に緑のイロドリを…。自分でつくる、カラーサンドの多肉植物アレンジ 全  2,000円

16：00～17：00 相続専門の司法書士が気付いた家系図の意義 全   無料

17：00～18：00 どこにでも飾れるあなただけの庭を 鉢庭づくりワークショップ 全  2,500円

９：30～12：00 歯内療法の成功率を向上させるために  会員3,000円 未会員10,000円
10：00～12：00 知らないと損する上手な財産承継ノウハウ 全   無料

11：00～12：00 AED講習会 全   無料

11：30～12：00 CT導入を検討中の先生へ～購入の際の選ぶポイント～ 歯  ス   無料

12：30～13：00 経営者必見！経費削減セミナー～面倒な手続きは不要！簡単に新電力～ 全   無料

13：00～14：30 日常診療における感染対策について 全   無料

13：00～15：00 PMTC、口腔ケアを通して医院の総合力を磨く（スタッフとともに） 歯  家  ス

組合員・勤務医賛助会員3,000円 スタッフ2,000円 組合未加入10,000円
13：00～14：00 公益社のエンバーミング～故人への最後の贈りもの～ 全   無料

14：00～16：00 本当に必要ですか？その相続税対策 医  歯  家   無料

15：00～16：30 歯科で必要な救急薬品の知識 歯   無料

28日［土］

28日［土］

29日［日］

29日［日］

早い者勝ち！

（1963年7月9日第三種郵便物認可） 大　阪　保　険　医　新　聞第1929号 （12）2 0 1 7 年 1 0 月 1 5 日　（毎月5、15、25日発行）

協同組合ニュース10月号_02.indd   2 2017/10/06   10:47:56


	171016-清水01.pdf
	171016-清水02.pdf

