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今年で40周年を迎えます。組合員に支えられ、続いてきた保険医まつ
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北海道物産展も開催

本年、10月28日
（土）
・29日
（日）に開催される「保険医まつり」は、

家族・スタッフも
いっしょに楽しむ

（13）

り。今、新たな未来に向かって、これまでの歩みを振り返り、まつり
の意義を考えたいと思います。
第 回
保険医まつり

はじまりは小さな展示会から

39

1971年４月27日、前身の大阪府保険医協会厚生
部から発展し、
「国民医療を守り、保険医の医業
の向上と経営の合理化をはかる」ことを設立方針

医療機器を触って試して
幅広い内容の展示会も

として、大阪府保険医協同組合が誕生しました。
それから７年後の1978年、箕面市船場のテキスタ
イルセンターにおいて、
「第１回協同組合まつり
（第35回より保険医まつりに名称変更）
」として
有名百貨店も参加していました

開催されました。その前年までは、保険医協会総
会記念展示会と称し、保険医協会総会の会場横で
展示等を行なっていましたが、取扱商品の拡大や

過去には、参加型の企画が欲しいという要望か

ニーズの高まりから、保険医協同組合独自の取り

ら、ご家族の方などがモデルとなったファッショ

組みとして保険医まつりが誕生しました。

ンショーや、高まる医師の婚活ニーズに応えた婚

1987年の第10回からは、
会場が現在も使用してい

活パーティーなど、通常の医療者の展示会などと

るマイドームおおさかとなり
（内３回はインテック

は一味違った企画も行われてきました。その要因

ス大阪にて開催）
、
毎年開催を行なってきました。

を当時の事務局担当者は「毎回の保険医まつりで

保険医まつりの企画会議では「開業医の明日を

は、利用者にアンケートに答えていただき、率直

ひらく」 をテーマに、 役員の先生方が中心とな

な意見を基に企画をたてていきます。そういう中

り、まつり実行委員会の中で組合員の要望を取り

で要望として出てきた企画だったんですね」と語

入れた内容がその都度企画されてきました。

っています。近年でも、参加者からは厳しい声や

積み重なった40年分の想い

要望がたくさん届きます。
その中でも特にニーズが高かったのが、まつり
でしか味わえない「食」でした。
近年は企画段階からさまざまな趣向を凝らし、

それから40年、日々変わる医療ニーズの中で、

北海道の海鮮丼や空港内で販売されている空弁な

保険医まつり自体も変化を続けてきました。
まつり開催当時は会場での直接販売が主であ
り、値引き商材を目的に多くの組合員が来場して

ど、保険医まつりならではのグルメを楽しんでい
ただけるよう取り組んでいます。

いましたが、近年はネット注文が多くのシェアを

厳しい社会情勢の中で、運営費用面などから、

占めるようになる中で、他の多くの展示会などと

まつりの中止や隔年開催などの意見も出されたこ

どのように差別化を図っていくのかが課題となっ

とがあります。しかし、その都度「保険医まつり

ていました。

はただのイベントではなく、組合員が集まり、相

実行委員会では繰り返し議論が行われ、
「メー

互交流ができる団結の象徴でもある」といった声

カーによる展示会では医療機器や商材の展示が中

に支えられ、今まで続けてこられました。協同組

心であり、これを模倣しても一方通行の企画にな

合の力を結集し、保険医まつりのさらなる充実を

ってしまう。組合員はもちろん、ご家族・スタッ

めざしていきたいと思います。ぜひ、保険医まつ

フの方も楽しめる保険医まつりを目指すべきでは

りにご参加ください。

８月５日（土）、保険医協同組合会館にて第４
回組合員感謝祭が開催され、約100人の組合員の
先生方にご参加いただきました。
組合員感謝祭は、
保険医まつり以外でも気軽に医
療機器などを試す機会を持ちたいという事務局の提
案で2013年から始まり、
今年で第４回を迎えました。
今回は20社以上のメーカーにご協力いただき、
医科では電子カルテやエコー・滅菌器、歯科では
診療・訪問用ユニット、口腔外バキューム等の医
療機器が多数展示されました。参加した組合員の
先生方は様々な機器や商材の説明を受け、実際に
触ってお試しいただきました。
また、白衣の展示即売会やマッサージチェアの
現品市、公益社による仏壇・仏具の展示、化粧品
の販売など、幅広い内容の展示会をお楽しみいた
だきました。
感謝祭協賛セミナーでは、前回好評だったAEDの
使い方を実際に体験して学べる
「AED講習会」
、仕事
で使えるiPad活用術と医療現場における事例を紹
介する
「iPadセミナー」
の他に、
組合員からの要望が
多かった在宅医療をテーマにしたセミナーを新たに
行い、
今回も多くの組合員にご参加いただきました。
今後も組合員の皆様の声に応えて様々な企画を
してまいりますので、保険医まつり同様、次回の
組合員感謝祭にご期待ください。

積み重ねられてきた、
「保険医まつり」の歴史が

ないか」―これが現在まで続く保険医まつりのコ

今年40年目の秋を迎えようとしています。

ンセプトとなりました。

第40回保険医まつり

第４回 組合員感謝祭

マイドームおおさか

10月28日

〒540-0029 大阪市中央区本町橋２番５号

12：00～

（土） 19：00

29日

10：00～

（日） 17：00

※共同購入案内まつり号は、10月20日頃お届けします
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安全・安心・安価

（14）

保険医まつり

わたしの楽しみ方
ほんま歯科医院（平野区）

本間豪慶先生

今年もまた、２日間に渡って保険医まつり
が開催されます。
保険医協同組合が色々な趣向をこらして来
場する組合員・家族・スタッフのみなさんを
楽しませてくれると思います。
私の場合は、医院の材料の在庫チェックを
行い購入リストを作成します。当日、まず２
階フロアの共同購入コーナーに行き、必要な
物を注文。その後、併設された医科のコーナ
ーに行き、消毒剤や衛生材料など歯科と同様
の商材、あるいは自分の臨床に使えそうなも
のを探し購入しています。
それが終わると日頃、見かけないような医
科の測定機器の検診コーナーで骨密度や体組
成を測定してもらい、医療機器のレベルの高
さに感心しています。どうも歯科には、こう
いった何かを測定する機器があまり見うけら
れません。
そして、３階フロアの物産展などで買い物

保険医まつりは今年で第40回を迎えます。
まつり開催当初は、来場された組合員のみの特
別価格で案内していましたが、より多くの組合員
のニーズに応えるため、現在では来場されない組

●１ヵ月に１回発行の共同購入案内ではお勧め商品をピッ
クアップ！
●過去１年利用実績があれば、自動的に案内を送付します。
●年３回（２月・６月・10月）の組合員セールまつり特売
セールを企画！

をし、イベントステージで日頃、生で見るこ
とが少ないショーを楽しんでいます。各組合
員の先生方も、
共同購入だけでなく、
「まつり」
として楽しんでいただけたらと思います。

各メーカーの協力もあり、まつりでは様々な機
器や商材などの特別価格を実現してきました。

セミナー案内

合員にも利用していただけるように、電話 ・ FAX

協同組合が行っている共同購入事業は、組合員

や、HPでのご注文を開始し、大阪のみにとどまら

が必要な商材等を組合がまとめて購入し、組合員

保険共済部セミナー

ず、M&D保険医ネットワークに加入している都道

に供給する事業です。
これによって、
一人ひとりの

第一部

府県へも案内しています。

購入量はわずかでも、まとめて購入することで仕

「平成29年10月から新制度！持分有り医療法人の

入れ価格の引き下げ、購入品の規格・品質の均一

贈与税・相続税の免除」

化などを図れます。最近の取り組みでは、全自動

講

師：岡本

血圧計（イス、
架台付き）
を 10 台まとめて共同購入
することで、
本来１台20万円以上するものが、
15万
円以下でご案内できるようになりました。2017年

代表社員

「持分有り医療法人の相続・事業承継対策におけ
る最新の生命保険活用法」

つき今後も定期的に共同購入を企画しています。

講

師：谷

敦

先生

（NPO法人役立つ税理士協議会
株式会社JUST FOR YOU
日

時：10月５日（木）

購入量が増えると、仕入先との交渉力の強化につ

会

場：難波御堂筋ビルディング

くお願いします。

http://e-mdc.jp

大阪府保険医協同組合

共同購入

検索

ホール８Ｂ

（大阪市中央区難波４－２－１）
参加費：無料
問合せ：保険共済部
担

TEL 06-6568-2741

14：00～16：00

難波御堂筋ホール８階

す。共同購入のスケールメリットをより活かすた
めにも、ぜひ協同組合への加入・ご利用をよろし

理事長・

代表取締役）

組合員拡大に力を入れています。組合員が増え、
ながり、 さらに低価格での案内が可能になりま

TEL

06-6568-2230

当：渡邊（泉）・大前

保険共済部セミナー
第一部
「現役のドクターが語る！収益UPのためのポイン
トを全て公開」
講

10月休業日の
お知らせ
日曜・祝日
第２土曜日

2

税理士）

度上半期だけで、15台以上の実績があり、好評に

に安心・安全・安価に利用していただくために、
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先生

第二部

大阪府保険医協同組合では、より多くの組合員

共同購入の
お申込みはこちら

泰彦

（
税理士法人和〈なごみ〉大阪事務所

師：辰野

隆

先生

（医療法人辰野歯科医院

理事長・院長）

第二部
「理事長が語る！生命保険を活用した財産形成の
コツと円満な承継」
講

師：辰野

隆

先生

（医療法人辰野歯科医院

◆尚、業務時間は
平日９：00～17：00
土曜９：00～12：00
です。

日

時：10月22日（日）

会

場：OMM

※28日（土）
・29日（日）は
保険医まつりです。

担

Ｂ１階

理事長・院長）

12：30～15：00

ギャラリー

（大阪市中央区大手前１－７－31）
参加費：無料
問合せ：保険共済部

TEL

06-6568-2230

当：渡邊（泉）・大前

当日個別相談あり
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