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医科組合員� 4,133人

歯科組合員� 3,102人

合計� 7,235人

（2018年 8 月20日現在）

台風21号により被災された皆様にお見舞い申し上げます
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます

大阪府保険医協同組合　役員・事務局一同

第41回

41年目の新発見！―41th memorial event

保険医まつり
10月27日（土）12：00～19：00

28日（日）10：00～17：00
マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋2-5）

※ 地下鉄「堺筋本町」「本町」駅周辺より送迎
バスを運行します

第41回保険医まつり

セミナー案内
マイドームおおさか８階

10月27日（土）

・15：00～16：30　第１・２会議室

　外科・整形外科部会主催　労災医療点数学習会

・15：00～17：00　第３会議室

　個別指導対策講習会

・16：30～18：30　第６会議室

　重粒子線セミナー

10月28日（日）

・10：00～12：00　第６会議室

　相続税・遺産もめ・医業承継・税務調査etc.

　気になる相続リスクを一気に解決！

・10：00～13：00　第１・２会議室

　歯科臨床で必要な認知症の知識

・11：00～12：00　第３会議室

　インフルエンザ治療・新時代の幕開け

　新規抗インフルエンザ薬・ゾフルーザ錠の登場

・13：00～17：00　第３会議室

　メディカルラボ（仮）

・14：00～16：00　第１・２会議室

　院長とスタッフのための

　“プロフェッショナル　コミュニケーション”

・15：00～16：30　第６会議室

　医療法人の運営・認可をめぐる最新の動向

　―設立から継承・解散まで―

ミニセミナー（28日）

・11：00～12：30　２階

　損をしない歯科用CTの選び方

　～選定ポイントをズバリ教えます！～

・13：00～14：30　２階

　�ホームページを活用する。実践すべき７つの方

法！

※�セミナーの参加資格、参加費などの詳細は各案

内物、ホームページをご覧ください。また、こ

のセミナー案内は９月25日時点のものです。今

後、変更・追加される場合があります。

　毎年、多くの保険医協会会員・協同組合員の方

々にご参加いただき、昨年40回の節目を迎えた保

険医まつり。今年のテーマは「保険医まつり―41

年目の新発見！」です。

　テーマには常に新しい形を目指したいという願

いを込めています。テーマ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。

　３階会場では、大幅に拡大したグルメ小町に注

目。有名店のグルメが多数出展。北海道の海鮮弁

当や全国各地の名物駅弁なども多数ご用意してい

ます。

　また、昨年大好評だった豪華景品が当たるビン

ゴ大会を27日（土）17時、28日（日）15時30分の

両日開催します。もちろん毎年多くの方に好評の

ハズレくじなしの大抽選会も行います（２階抽選

会場）。抽選会では、特別賞のマッサージチェア

が４本、１等はホテルギフト券20本をご用意し、

楽しみな内容となっています。さらに物産展にも

大注目！昨年の熊本物産展だけではなく、今年は

宮崎・鹿児島も初出展。南九州物産展として様々

な特産品をご案内いたします。

　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し、

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。さらにすまいんコ

ーナー奥のワークショップスペースでは、昨年好

評だった「緑のワークショップ」を鉢庭づくり・

ハーバリウム・カンナ削り体験等、内容を充実し

て今年も開催します。

　１階会場では、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。さらに今年はカーフェスタ会場で

今大人気のミニ四駆大会も実施。お持ちのミニ四

駆を持参しての参戦もよし、同時開催のミニ四駆

ワークショップで作成してからの参戦もOKです。

　また、保険医まつりでは例年、明日からの診療

に役立つ多数のセミナー・ミニセミナーが企画さ

れているのも特徴です（詳細はチラシ・ホームペ

ージ参照）。

　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。

　今年41回目を迎える「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！

※�各セミナーには参加定数があるものもございま

すので、参加には事前申し込みが必要な場合が

あります。詳しくは案内チラシ・保険医まつり

特設ホームページをご覧ください。
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今年もやります！
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大抽選会ビンゴ大会
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詳しくは、ホーム
ページをチェック！ 保険医まつり 検索

　当組合では、風災の補償を含む『火災保険』の

取り扱いをしており、今回の台風被害について屋

根・瓦・看板が飛んでいった等、多くのご報告を

いただきました。

　また、火災保険にご加入の先生でも「補償内容

がわからない」「補償されないのではないか」と

いったご質問もありました。

　ご不明な点は、組合員の「困ったな」の解消を

お手伝いする協同組合の事務局員にご連絡くださ

い。

お問い合わせ　TEL�06-6568-2230

保険共済部　損害保険担当　内原・岸本
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プラス！体験コーナー

プラス！健康に

プラス！価格に

大特売会
きて・みて・さわって！

規模を拡大し、内容も充実！

協同組合だからできる
企画が盛りだくさん！

インフルエンザ治療薬
に“新”発見!?

・持ち帰り即売会
　毎年ご好評頂いている現金即売会
が、今年はエリアを大幅拡大！
　持ち帰りだからできる来場者限定価
格をぜひ会場で！（早い者勝ち！）
・平成最後の大特売会
　医科歯科日常診療に欠かせない医療機器、商品が年に１度の特別価
格で購入可能！

・子どもから大人まで気軽に健康チェック！　ロコモチェックコーナー
　２つの簡単なテストでロコモ度を診断！
・歯科相談コーナー
　お気軽にご相談ください！

　その他、骨密度測定＆血管年齢測定も！

　今年の保険医まつりテー
マにふさわしい“新”発見
に関連するセミナーをおこ
ないます。毎年流行を繰り
返す季節性インフルエンザ
に新しい治療薬が発売され
ました。感染拡大防止に効
果が期待できるのでは…と
大注目の新薬です。
　ふるってご参加ください
（事前申し込み制）。保険医
まつり事前にお届けする各
社の検査キット、医薬品の
案内にもご注目ください。

新発見！
　診療所内の事務機器、事務用品を多数展
示しています。また、生活用品の展示・提

案も。そして、非常用蓄電池などの防災に関わる商品もご用意しま
した。災害に備えてぜひご覧ください。

　昨年に引き続き全国ご当地駅弁・北海道の
海の幸をふんだんに使った海鮮丼・百貨店で
好評の須澤寿司・グリル梵のカツサンドが出
店。さらに今年は黒毛和牛サーロインステー
キ・その他有名店も出店予定です。希少な日
本酒（鍋島、 黒
龍、磯自慢、獺祭
他）も販売します
のであわせてご堪
能ください。

　豪華賞品が当たる大抽
選会を開催！　空くじな
しで来場者全員にチャン
スがあります。今年は抽
選会場が２階に移動しま
すのでご注意ください。

　昨年大好評のビンゴ大
会を今年は両日夕方にメ
インステージにて開催し
ます。参加賞もご用意し
ておりますので最後まで
保険医まつりをお楽しみ
ください。

　１階カーフェスタ会
場にてミニ四駆大会と
組み立てワークショッ
プを開催。会場にてミ
ニ四駆の販売も致しま
すので、手ぶらでご参
加いただけます。ぜひ
お子様と一緒にお楽し
みください。

　他にも産直野菜の販
売・南九州物産展・お
子様の進学相談・ペッ
トボトルを使ったソー
ラーカー工作教室など
を行います。

 医科
 歯科

 薬品

保険医
まつり

 生活

　毎年、大注目の２階展示場大特売会です
が、今年はさらに内容も充実してパワーア
ップ。ご来場される方だけのお買い得品や
持ち帰り限定品なども規模を拡大してお待
ちしています。また、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、ロコモ診断や歯の健康
相談コーナー等、商品と健康を一度にチェ
ックできる内容になっています。さらに２
階では会場内にミニセミナーコーナーも設
置し、きて・みて・さわって！　さらに学べ
る展示会となっています。

保険医協同組合
10月休業日のお知らせ

第41回　まつり協賛セール

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。

　日常診療に欠かせない様々な商材や大型医療機器、白衣
や事務機器まで特別価格にてご案内！　年内最後の大型セ
ールをお見逃しなく！

ご注文方法
●�まつりご参加の組合員は10月27日（土）28日（日）
の２日間に同封のまつり専用注文書にご記入の上、まつ
り会場にてご注文下さい。ご参加できない組合員は11
月16日（金）までに専用注文書にてご注文下さい。
●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ございます。

　ご注文頂いた商品は11月５日（月）以降２～３週間の
間にお届けします。
※まつり協賛セールご利用について
　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）が対象になりま
す。加入方法につきましては協同組合（06-6568-2741）までお問い合わせ下さい。

　今年も多くの出展業者にお越しいただき、様々な商品を展示いたし
ます。機械はそれぞれの担当者から直接説明を聞いていただけます。

大型機器も多数展示！

白衣メーカーによる

アウトレット販売も！

　体感型VR・トレーニングマシンや多数のマッサージチェアも展
示します。ぜひお試しください！

グルメ小町
大抽選会

ビンゴ大会

ミニ四駆

生活に新たな提案

年に一度のチャンス！
保険医まつりならでは
の特別価格！ 10月28日（日）

11：00～12：30

（質疑応答時間含む）

インフルエンザ治療・

新時代の幕開け

新規抗インフルエンザ薬

「ゾフルーザ錠の登場」

セミナー
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