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医科組合員 4,082人

歯科組合員 3,081人

合計 7,163人

（2020年５月20日現在）

特別号７月

　インフルエンザやノロウイルスの不活性化に。
　大豆由来成分なので安心して使用できます。

6614-6　300mLスプレー
 1,100円（税抜）
6614-7　4000mL詰替
 7,220円（税抜）
6614-10　1000mL詰替
 2,550円（税抜）

　　　※ 詰替には空ボトルは
付いておりません。

この機会をお見逃しなく！この機会をお見逃しなく！

医療用グローブの
供給が再開しました

価格改定のお知らせ

オンライン共同購入が便利！

保険医協同組合
７・８月休業日のお知らせ
日曜・祝日　第２・第４土曜日
８月のお盆休み　８月13日～15日

◆尚、業務時間は平日９：00～17：00 土曜９：00～12：00です。

　永らくご注文をお断りしていましたが、入荷
再開しましたのでぜひご注文ください。
※ 当面の間は各10箱までのご注文とさせてい
ただきます。

　７月６日より一部商品の価格改定を行ってお
ります。対象商品についてはオンライン共同購
入ページでご確認ください。

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

●保険請求については保険医協会までお問い合わせください。TEL06－6568－7721

　コロナウイルス感染拡大によりマスクや消毒液などがお届けできない状況となってしまい、

先生方には多大なご迷惑をお掛けして申し訳ございません。現在も安定して供給できない商品

が多いため、７月セールは行いませんが協同組合がおススメする商品をご案内いたします。

　ご利用いただくには保険医協同組合への出資が必要です。この機会にぜひご加入ください。

医院の感染症予防に

G2TAMαPLUS
　 ジーツータム・アルファ・プラス

痛くない血糖モニタリングシステム
アボットジャパン

フリースタイルリブレ

確かな抗菌力と
高い安全性

　腕につけたセンサーで測定できるので、今までのように毎回指を針で
刺す必要はありません。皮下に入れたセンサーで間質液中のグルコース
濃度を連続的に測定し、リーダーでスキャンすることで変動をモニタリ
ングできます。

6741-73　6741-73　FreeStyleリブレ本体FreeStyleリブレ本体
  6,800円6,800円（税抜）（税抜）

3101-205　3101-205　FreeStyleリブレFreeStyleリブレ
 ６センサーパック ６センサーパック
  37,500円37,500円（税抜）（税抜）

3101-206　3101-206　FreeStyleリブレFreeStyleリブレ
 ２センサーパック ２センサーパック
  11,900円11,900円（税抜）（税抜）

2020年４月改訂より
保険適用になりました

（間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
　　　　　　　　　　　　　　　1,250点）

１装着
　小型（500円
玉サイズ）のセ
ンサーを上腕の
後ろ側に装着し
ます。

２データの読み取り
　センサーをス
キャンすること
で簡単に測定で
きます。衣服の
上からでもスキ
ャンできます。

３確認
現在のグルコー
ス値と、８時間
の履歴、血糖変
動の傾向を示す
矢印が表示され
ます。

7月～8月

夏の共同購入案内

３ステップで
使いやすい

　ご利用には専用ID・パスワードが必要です。
　新規ID・パスワードのご発行、再発行は【オ
ンライン共同購入】ページの申し込みフォーム
からお願い致します。

（1963年7月9日第三種郵便物認可）大　阪　保　険　医　新　聞（８） 第2017号2 0 2 0 年 7 月 1 5 日号　（毎月5、15、25日発行）



セール期間中
定価の
約30%
OFF

靴・その他25％OFF

カタログをご請求ください
レターパック等でお送りさせていただきます。（担当 伊東）

受注後発注
のため通常
約１～２週
間後のお届
けになりま
す。
（メーカー欠品商品を除く）
※ 別注品など一部商品は割引率が対象外になります。
※ 手術衣や予防衣（エプロン、ガウン）等は欠品中のため、
納期未定の場合があります。 KAZEN モンブラン FOLK ナガイレーベン

白衣セール白衣セール
８月31日まで８月31日まで

医用電子血圧計 パラマテック医用電子血圧計 パラマテック

 FT-205 FT-205
 プリンタ付 プリンタ付AmiVoice Ex7

こんなお悩みを解決　　　 　

Clinic SpeechMike Pro LFH3200

音声入力で電子カルテを
ラクラク作成　　　　　

共同購入特別価格　　

130,000円
　　　　　（税別）

170,000円（税別）

定価　　　
433,720円
通常組合員価格
155,000円

（税別）

定価　200,000円

７月新商品案内　紹介した商品以外にも多数取り扱っています。　
詳しくは、オンライン共同購入をご覧ください。

商品コード 薬品名 先発品名 規格 包装単位 薬価 会員価格（税別） 対薬価率
4030-347 エゼミチブ錠10㎎「サンド」 ゼチーア錠10㎎ 10㎎ 500錠 63.1 16000 50.70％

-345 セレコキシブ錠100㎎「サンド」 セレコックス錠100㎎ 100㎎ 500錠 19.6 5000 51.00％
-346 セレコキシブ錠200㎎「サンド」 セレコックス錠200㎎ 200㎎ 100錠 30.2 1550 51.30％
-358 レボセチリジン錠５㎎「サンド」 ザイザル錠５㎎ ５㎎ 500錠 33 8700 52.70％
-348 タダラフィル錠2.5㎎ZA［サンド」 ザルティア錠2.5㎎ 2.5㎎ 100錠 50.3 3400 67.60％
-349 タダラフィル錠５㎎ZA「サンド」 ザルティア錠５㎎ ５㎎ 100錠 98.2 6550 66.70％
-351 メマンチン塩酸塩OD錠５㎎「サンド」 メマリーOD錠５㎎ ５㎎ 56錠 51.1 1596 55.70％
-352 メマンチン塩酸塩OD錠10㎎「サンド」 メマリーOD錠10㎎ 10㎎ 56錠 91.5 2856 55.70％
-353 メマンチン塩酸塩OD錠15㎎「サンド」 メマリーOD錠15㎎ 15㎎ 56錠 128.5 4032 56.00％
-354 メマンチン塩酸塩OD錠20㎎「サンド」 メマリーOD錠20㎎ 20㎎ 56錠 163.6 5124 55.90％

2011-159 モキシフロキサシン点眼液0.5％「ニットー」 ベガモックス点眼液0.5％ 0.50％ ５mL×50 48.8 10570 86.60％

在庫処分　在庫処分　
　10台限定　10台限定

期間限定期間限定
特別価格特別価格
 ８月31日まで ８月31日まで

付属
・本体
・専用架台
・椅子
・説明パネル

医療用音声認識ソフト
ハンドマイクセット

別途初年度保守料20,000円（税別）が必要
です（２年目以降は任意契約）

お試しいただけますお試しいただけます
お気軽にお申しつけお気軽にお申しつけ

くださいください

●共同購入により価格引下げが実現しました。人気の商品です。デモ可能です。●共同購入により価格引下げが実現しました。人気の商品です。デモ可能です。
●購入、デモお申し込み、資料請求は大阪府保険医協同組合まで（担当：田辺）●購入、デモお申し込み、資料請求は大阪府保険医協同組合まで（担当：田辺）
　　　　　　　　　TEL 06－6568－2741　FAX 0120－02－9381　　　　　　　　　TEL 06－6568－2741　FAX 0120－02－9381

キーボード入力に
時間がかかって、
カルテや診断書も

後回し…
一般的には定価で販売されています

協同組合では
過去３年間で
200台の
販売実績！
一番人気！
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