
（5）第517号（毎月 1 日・15日発行）平成6年4月18日第3種郵便物認可 2 0 0 8 年  5 月 15 日

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
  5 月 15 日現在　組合員数　624 名　出資金  796 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　168 円   
②レギュラー　　　　158 円   
③軽油　　　　　　　140 円   
④灯油　　  　　　　　97 円        
⑤重油　　　　 　　　 88 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/5/15  第76号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 5 月 15 日現在
※現価格が 5/1 からの価格となっています。原

油の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動す

る場合がございますのでご了承下さい。

　送料に関するお願い　
〜注文の際には3,000円以上でお願いします〜

　昨年より原油の高騰に伴い協同組合の取扱商品に関しても多くの
価格変更の案内をさせていただきました。
　多くのケースが原材料費の上昇に伴う価格値上がりの案内です。
　仕入れ価格が上昇している商品も多くありますが、現在の組合価
格を維持するよう利益を圧縮して対応は続けております。
　利益を圧縮していることも要因ですが、各運送会社からも燃料費
の上昇に伴い送料の値上げがされていることから、少ない利益で運
営する組合では発送費も確保できない状況になりつつあります。

　また、現在の情勢を考えると、原油の高騰は依然続くことが予想され、
それに伴い運送費も今以上に値上がりすることが考えられます。
　今後は、購入金額の 3,000 円を目安に注文金額が 3,000 円以下の場
合には、送料として 300 円を負担して頂くことをお願いいたします。
　注文金額が 3,000 円以下の場合には、ご連絡をさせていただき、そ
の旨お伝えいたしますので、共同購入への注文購入価格（組合価格）
が 3,000 円以上になるようご検討いただければ幸いです。　
ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

総代会に向けて各地区総代が決まる

　

　　秋田　三和興（医科）
　　　工藤　　悟　（医科）
　　須藤　武行　（医科）
　　　原子　　健　(医科）
　　三尾　佳久　（医科）
　　村中　秀樹　（医科）
　　　葛西　治千代（歯科）
　　　工藤　淳治　（歯科）
　　酒井　啓行　（歯科）
　　　神　　智昭　（歯科）
　　角倉　　紳　（歯科）

　　田中　　司　（歯科）
　　中村　　亨　（歯科）
　　中畑　範彦　（歯科）
　　成田　博之　（歯科）
　　平山　　脩　（歯科）
　　三上　則郎　（歯科）
　　三上　弘之　（歯科）
　　盛　　文子　（歯科）
　　八木橋　靖子（歯科）
　　　山本　若子　（歯科）

津軽地区総代　（21名）

　

　　佐々木　正人（医科）　　畑中　豊美　（歯科）

下北地区総代　（2名）

　

　　石戸谷　孝博（医科）
　　上田　克文　（医科）　
　　大竹　　進　（医科）
　　斎藤　吉春　（医科）　
　　佐藤　　衛　（医科）
　　澤田　善章　（医科）
　　　寺沢　哲郎　（医科）
　　新渡戸　剛　（医科）
　　　華園　壽英　(医科）
　　　引地　基文　（医科）
　

　　森　　明彦　（医科）
　　　雪田　知孝　（医科）
　　柏木　秋生　（歯科）
　　　斎藤　芳光　（歯科）
　　　桜田　守利　（歯科）
　　　関野　雄三　（歯科）
　　滝谷　英三　（歯科）
　　田中　純一　（歯科）
　　柳谷　博章　（歯科）

東青地区総代　（19名）

　
　　菊池　　健　（医科）
　　小嶋　泰彦　（医科）
　　竹本　照彦　（医科）
　　浅原　秀一　（歯科）
　　石亀　昌典　（歯科）
　　遠藤　　昌　（歯科）
　　大里　宏治　（歯科）
　　音喜多　健　（歯科）
　　川村　昌司　（歯科）
　　熊坂　　覚　(歯科）
　

　　近藤　磨史　（歯科）
　　柄本　俊一　（歯科）
　　夏堀　礼二　（歯科）
　　福井　昌志　（歯科）
　　古川　　明　（歯科）
　　松舘　秀泰　（歯科）　　

　　　溝口　一明　（歯科）
　　村上　寿宏　（歯科）
　　谷地　　忍　（歯科）

南部地区総代　（19名）

　昨年の中小企業法改定に伴い、本協同組合の総代数についても変更が
必要となった。
　昨年の総代会にて総代数変更の定款変更を経て、組合員の皆様には総
代への立候補を募り「定数を超えた地区については選挙会の開催」、「不
足の地区については理事会での承認」として体制を整える準備を進めて
来ましたが、立候補者が定数を超えた南部地区については 4月に選挙
会を開催し、その他の地区については 5月に行われた協同組合理事会
での承認を経て、各地区の総代が決定した。（総代任期は 2年）
　5月 24日に行われる総代会は、新しい総代体制で行われる。
　各地区総代は以下の通り。（医科・歯科別、50音順、敬称略）
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ールクセルバッチには個人用と環境用の2種類がありますー

年間費用計算例： 3 人の場合

単価（900円）×着用人数（3個）×12回／年＝32,400円

● ルクセルバッジＰタイプ（X・γ、β線）：胸部・腹部・頭頚部

☆ バッジケース代は無料　☆郵送料を含む　☆消費税は別途かかります

  着用個数       　 測定 1 回当りの費用     測定 1 回当りの費用     1 件当りの年間費用

  （一般価格） （組合員価格） （年間12回分）

 　1 個   　　　　　1,400円                   1,100円                   13,200円

 　2 個　　　　　　　1,300円 　1,000円 　12,000円

 3 個〜 5 個 　1,200円 　　900円 　10,800円

 6 個〜11個 　1,150円 　　850円 　10,200円

12個〜19個 　1,100円 　　800円 　  9,600円

　20個〜　　　　　　1,050円 　　770円　　　　　　9,240円

ルクセルバッチ（個人用）

◎ルクセルバッチ使用個数6〜8個使用

◎組合価格　1回5,100円〜6,800円（バッチ単価850円）

◎年2回測定にて10,200円〜13,600円

・ドア①⑤

・Ｘ線装置に最も近い場所の壁②④⑥⑧

・窓ガラス③

・管理区域の境界⑦

※場合によっては医院の平面図コピーが必要になります。

ルクセルバッチ（環境用）

　協同組合では従来より個人被爆線量測定ルクセルバッチを案内し、多くの組合員にご利用いただいています。最近、環境測定についての
お問い合わせが増え、改めて個人被爆線量測定ルクセルバッチのご紹介と、環境用ルクセルバッチをご案内します。
　放射線測定の義務として、一般的な診療所における放射線測定は、「環境」と「人」の２つの測定が必要です。「環境」の測定では、放射線発生
装置の周りに放射線漏れがないかを6ヶ月を超えない期間毎に測定し、測定記録を5年間保存し、「人」の測定では、測定放射線従事者等が放
射線をあびていなかったかを測定し、測定記録を30年間保存することになっています。

設置例　（バッチ8個使用）

法令で義務づけられている適正な放射線管理のために

※環境用ルクセルバッチは一ヶ月間測定場所に設置後、返却いただ
　いたバッチの測定結果を報告し、バッチは6ヶ月おきにお送りい
　たします。

※個人用ルクセルバッチは一ヶ月間着用となり、男性女性で着用場
　所が違いますので注意が必要です。返却いただいたバッチの測定
　結果を報告し、バッチは毎月お送りいたします。

産業廃棄物管理表交付等状況報告書
　前年度1年間において交付したマニュフェストの交付等の状況報告
を、毎年6月30日までに排出場所を管理する都道府県及び政令市に提出
することが義務付けられました。
 　廃棄物業者各社の対応も様々違うようで、廃棄物業者側で医院毎の排
出量を明記・計算して各医院に送り、医院側ではハンコを押して提出すれ
ば良い状態で対応する会社もあります。いつごろ届くのか？については、
提出期限が6月30日までですが、各医院毎の計算、書類作成等で5月末か
ら6月上旬にかけて各医院に書類が届くことになります。
　また、原則としては排出事業者（医院）にてマニュフェストを確認しな
がら作成し、報告書として提出するものであるので廃棄物業者が計算等
はしない業者もあります。各社の対応は様々ですので、現在ご利用の廃棄
物業者に対応を確認することをお勧めします



（5）第519号（毎月 1 日・15日発行）平成6年4月18日第3種郵便物認可 2 0 0 8 年  6 月 15 日

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
  6 月 15 日現在　組合員数　624 名　出資金  796 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　181 円   
②レギュラー　　　　171 円   
③軽油　　　　　　　155 円   
④灯油　　　　　　　115 円 
⑤重油　　　　　　　113 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/6/15  第77号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 6 月 15 日現在
※現価格が 6/1 からの価格となっています。原

油の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動す

る場合がございますのでご了承下さい。

「第13回本協同組合通常総代会」開催される

地　区
医　科 歯　科 合　計

人数 人数 人数

東　青 111 69 182

中　弘 80 52 127

三　八 69 61 127

西北五 25 31 56

上十三 31 41 74

南　黒 19 15 33

下　北 7 13 20

合　計 342 282 624

協同組合組織表（2008年6月15日現在）

21期保険医協同組合組織表

　本保険医協同組合・第 13回（第 20

期）通常総代会が 5月 24 日（土）青

森市アピオ青森に於いて総代、役員

21 名が参加し開催された。（総代会

指導として中小企業団体中央会より 1

名参加）

　まず、前年度に逝去された鈴木康六

先生と工藤幸男先生への「黙祷」が行 引地理事長と司会の成田副理事長
われた。

　開催挨拶で引地基文理事長は「総代の数が増えてからの初めての総代

会となりますが、臨時総代会、選挙会を経て今回の総代会に至りました。

医療情勢は、医科では後期高齢者医療制度等、歯科では施設基準の問題

等、医療機関は混乱の中にありますが、今回お集まりの総代の皆様方と

力を合わせて、今後の組合活動を行えることを心強く思います」と挨拶。

議長の大竹総代

　最後に閉会の挨拶で成田副理事長から「組合員の様々な経営的困難

を支えるべく、皆が一体となって頑張っております。今後ともよろし

くお願いします」と挨拶を頂き閉会した。

　中村専務理事から 2007 年度事業報告、決算報告、

剰余金処分案、監査報告が行われ、1〜 4号議案につ

いて拍手多数で承認された。

　その後、議長には大竹進（東青・医科）総代を選出

し、議事進行前に総代会成立の確認がされ、続いて議

案の審議が開始された。

　引き続き同専務理事から 2008 年度事業方針案、予

算案、借入金最高限度額は一億円を限度とする提案を

行い、すべての議案が承認された。

「創クレアール第13回例会」開催される

多くの総代が参加報告・方針は専務より

　6月 6日（金）、創クレアール第 13 回例会が会員 24 名の参加で

開催された。

　冒頭、中村副代表（本協同組合専務理事）からは「現在 61 社の

クレアール会員が保険医協同組合の活動を様々な角度からサポート

してくれていることに感謝します。今後は会員

　例会後は懇親会が行われ、同席では、参加者各々が名刺交換や情報交換を行い、

食事をしながら楽しい時間を過ごしていた。

　最後に清野代表（アリコジャパン）より「我々、創クレアールに参加してい

る各専門分野の知識を、必要な時に提供できるように各担当者間の交流を深め、

お互いの情報を共有することが日常の仕事にも活かされると思います。

の中でも交流を深め、業者間で様々な情報

のやり取りをして、本日集まっている個人

としても意味のある会にしていただけれ

ば」と挨拶。その後、2006 年事業報告、

決算報告、監査報告、2007 年事業方針、

予算案が報告され、満場一致で全議案が承

認された。
挨拶する中村副代表

　様々な分野でコストの上昇等で大変な

時期を向かえていますが、皆さんと力を

合わせて乗り越えていきましょう」と挨

拶があり、例会は閉会した。

会話を弾ませる参加者達
※今年度の創クレアール加入企業は全61社

　さくらんぼ　名川産佐藤錦
毎年恒例　6月の産直案内

別紙同封ちらしにて受け
付けます。
毎年好評いただいている、
名川町の「さくらんぼ」で
す。今年も多くの注文をお
待ちしてます。

ご注文は3,000円以上でお願い致します
　○宅配運賃　300円（税別）

　○6月1日より一回の注文金額は3,000円を目安にお願

　　いしております。

　※当面は送料がかかる場合は、その旨お知らせいたし　

　　ますので、注文内容を確認いただいて、再度ご注文を　

　　お願いすることとしております。

　　ご理解・ご協力をお願いいたします。　（事務局一同）
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※提出期限は6月30日迄です。開業地により提出先が違います。
　各医療機関にも、右記の様式に内容が記載された用紙が届いている頃かと思い
ます。届け出先及び問い合わせ先をお知らせします。
・青森市内---〒030-8085　青森市柳川2丁目1-1  
　　　　　　青森市役所廃棄物対策課　TEL017-761-4012
・東津軽郡・上北郡---〒030-8566　青森市東造道1-1-10 環境保健センター2Ｆ
　　　　　　　　　青森環境管理事務所　TEL017-736-9292
・弘前・黒石・五所川原等津軽ｴﾘｱ---〒036-8061　弘前市神田2-7-5 東弘ビル2Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　弘前環境管理事務所　TEL0172-31-1900
・八戸・十和田等三八上十三ｴﾘｱ---〒039-1161　八戸市河原木字北沼1-131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新産業都市会館1Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　　八戸環境管理事務所　TEL0178-51-1900
・むつ・下北ｴﾘｱ---〒035-0073　むつ市中央1-1-8　県むつ合同庁舎内
　　　　　　　　むつ環境管理事務所　TEL0175-33-1900

【通算支払限度期間に関する特約】
　　　　大きな病気をされて保険金を受け取っても
　　　　　　　　保険金の支払が1000日まで継続できます（69才まで）

　　　がん、心筋梗塞等の大きな病気をされて保険金をお受け取りになっても、通算して1,000日分の保険金が

　　支払われるまでは、原因となった病気等を不担保（補償対象外）とせず、継続いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（でん補期間1年・2年のプランのみ、てん補期間5年のプランには不帯されません）

※ここでは制度の概要を説明しています。詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい

　 ●79歳まで加入できます。
 加入資格

     保険医協同組合の組合員の先生とその  
医療機関に勤務する家族専従者、従業員。

〔加入期間〕　2008年2月1日〜2009年2月1日（随時加入可）

　　　　　  　　　   ※翌年度以降は自動更新

〔引受保険会社〕       三井住友海上火災保険株式会社 

〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　        電話　017-734-7212

　　  ☆☆☆おすすめのポイント☆☆☆

 ※組合未加入の先生は申し込みと同時
に組合にもご加入頂きます。

　 ●支払われた保険金は非課税です

●法人の場合保険料が損金に算入
　可能な場合があります。

ー 長期休業保障制度のご案内ー  

もし病気や万が一のケガで休業してしまったら…　　先生の不安を安心に変えます

　（団体所得補償保険）　

●保険料は最高の団体割引率30％
　を適用しています。

●一年間無事故なら支払保険料の　　
　20％を返金いたします。

　 ●入院でも自宅療養でも保険額は
　　変わりません

産業廃棄物管理表交付等状況報告について　（その2）

冷房対策にはカーディガンを
☆ナガイレーベン
　（白衣40％引、シューズ30％引）
☆アプロン
　（白衣37％引、シューズ30％引）
☆ホワイセル
　（白衣40％引、シューズ30％引）

※カタログご希望の方は事務局まで

商品値上がりのお知らせ

・歯科材料のメーカー「阪神」の商品が定価変更に伴い
  値上がりとなります。

・DIF-100　定価3,600円→3,950円
組合価格2,700円→3,100円

・DQD　   　定価1,300円→1,450円
組合価格980円→1,150円

・DQE　   　定価1,400円→1,550円
組合価格1,100円→1,250円

/DIC-100

組合で良く出ている商品だけ掲載してますが、この他
にもほとんどが値上がりしております。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年  7 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
  7 月 15 日現在　組合員数　630 名　出資金  802 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　189 円   
②レギュラー　　　　179 円   
③軽油　　　　　　　159 円   
④灯油　　　　　　　125 円 
⑤重油　　　　　　　122 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/7/15  第78号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 7 月 15 日現在
※現価格が 7/1 からの価格となっています。原

油の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動す

る場合がございますのでご了承下さい。

キャラクターバスタオル期間限定販売

　例年好評を頂いておりますジャンボバスタオルをご案内することになりました。販売期間を設けておりますが、品切
れも予想される為、お早めにご注文下さい。
　リーフレット及び注文書は 7 月 20 日頃お届けする M&D（医薬品）共同購入案内に同封し、全組合員に発送されます
のでご覧下さい。
　組合員限定販売となっておりますので、保険医協同組合へ未加入の先生方は、加入後に注文をお受けいたしますので、
ご了承下さい。

　・1回のご注文は3枚以上にまとめてお願いします。　　　　　・お問い合わせ並びにご不明な点は事務局まで
    ・ご注文は専用注文用紙をご利用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　（017-734-7212）

組合価格

販売期間　2008年8月20日まで 

 商品（バスタオル）

A.   ポエム
B.   クラブハウス
C.   アロハ
D.   チェックイエロー
E.   チェックピンク

（左記掲載以外 C.D.E              
　の 3 種類があります )

 サイズ（ｃｍ）
A 〜Ｃ    約 75 × 150
D 〜 E　 約 60 × 120

定価　3,500円
↓

　900円
（税込）



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 8 年   7 月15日 青森県保険医協同組合

【通算支払限度期間に関する特約】
　　　　大きな病気をされて保険金を受け取っても
　　　　　　　　保険金の支払が1000日まで継続できます（69才まで）

　　　がん、心筋梗塞等の大きな病気をされて保険金をお受け取りになっても、通算して1,000日分の保険金が

　　支払われるまでは、原因となった病気等を不担保（補償対象外）とせず、継続いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（でん補期間1年・2年のプランのみ、てん補期間5年のプランには不帯されません）

※ここでは制度の概要を説明しています。詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい

　 ●79歳まで加入できます。  加入資格
     保険医協同組合の組合員の先生とその  
医療機関に勤務する家族専従者、従業員。

〔加入期間〕　2008年2月1日〜2009年2月1日（随時加入可）

　　　　　  　　　   ※翌年度以降は自動更新

〔引受保険会社〕       三井住友海上火災保険株式会社 

〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　        電話　017-734-7212

　　  ☆☆☆おすすめのポイント☆☆☆

 ※組合未加入の先生は申し込みと同時
に組合にもご加入頂きます。

　 ●支払われた保険金は非課税です

●法人の場合保険料が損金に算入
　可能な場合があります。

ー 長期休業保障制度のご案内ー  

もし病気や万が一のケガで休業してしまったら…　　先生の不安を安心に変えます

　（団体所得補償保険）　

●保険料は最高の団体割引率30％
　を適用しています。

●一年間無事故なら支払保険料の　　
　20％を返金いたします。

　 ●入院でも自宅療養でも保険額は
　　変わりません

産地直送　新取扱品　「おいらせ 黒にんにく」
　日本国内に流通している「国産にんにく」の約 8 割は青森県産と言われています。

　その中でも現在「黒にんにく」が脚光を浴び、徐々に浸透されております。

　「県産品を県内で消費しよう。そして県外へ広めよう」をコンセプトに

　県産品の販売を進めて参りたいと思います。

※民放バラエティ番組などでも「黒にんにく」は紹介されています。

　現在の取扱商品と価格（税別）は次の通りです。

・黒ニンニク化粧箱３玉入　　　1,630円
・黒ニンニク化粧箱６玉入　　　3,260円
・黒ニンニク親孝行袋入Ｓ　　　1,000円
・黒ニンニク親孝行袋入Ｍ4玉入 1,500円

08年7月1日より取扱開始。年間を通して供給可能ですので、

注文は随時受付中です。詳しくは保険医協同組合までお問い合わせ下さい。

送料（単位：円） 

北海道 　　700

東北 　　550

関東 　　550

北陸・信越 　　550

中部・関西 　　700

中国 　　800

四国 　　900

九州 　1,000

沖縄 　1,200

　○グループ保険の特徴○

　この度、新たに青森県保険医協同組合で取扱する「保険医共済会　新グループ保険制度」のパンフレット
及び加入申込書を同封しておりますのでご加入をご検討下さい。（詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい）

　◎本人は最高4,000万円までの死亡（高度障害状態）保障!!
   　保険協会既存のグループ保険と併せて1億2千万円の保障を安い保険料で加入できます。
　 ◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!
　また、70歳までに加入された場合保険年齢75歳まで継続加入いただけます。

（年齢によって異なる）

  随時加入可
毎月20日〆切 　〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　      　  電話　017-734-7212

 ・当制度のご加入にあたっては保険医共済会にご加入頂く必要がございます。 ご加入様1名に
　つき ＠500円の入会費（初回のみ）を徴収させて頂きます。

　◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、手術、退院後の通院まで保障!!
　　1入院124日分、通算1,000日分まで支払います。（手術給付金付）

　　退院後に通院された場合、退院後通院給付金をお支払いします。
　 ◎保険年齢69歳入院まで新規加入が可能!!

　○団体医療保険の特徴○　●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

　本人が加入の場合、配偶者・子供も加入可能。グループ保険、医療保険のいずれか一方でもお申し込みできます。

　→
 　   口座振替
翌月20日振替 　→

  保障開始日
　翌々月1日

新グループ保険制度（保険医共済会）取扱開始

共同購入　プラスチックグローブ　取り扱い商品変更のお知らせ

全米医療用グローブ売上No.1の実績を誇るマイクロフレックス社製。　高品質な合成ビニール製グローブです。

現在取り扱っているプラスチックグローブは（株）オカモトのプラハンド粉付。（株）センシンメディカル粉無し。ですが価格変更に伴い値上げと
なりますので、従来の価格にて取り扱える下記商品に変更となります。まずはサンプルにて対応しますので、希望の方はご連絡を。

   1 箱以上　　470 円
5 箱以上　　370 円

  30 箱以上　   350 円

ダーマケア
　パウダー付

   1 箱以上　　540 円
5 箱以上　　440 円

  30 箱以上　   420 円

ダーマケア
　パウダーフリー



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年  8 月 15 日青森県保険医協同組合

通帳印字 　　　　　　  振替日 　　　　　名　称 　内　容
アオモリケンホケンイキョウド　　　　毎月6日 　　　　　　　　　　販売代口 　日常ご利用いただいている材料代並びにＭ＆Ｄの医薬品等になります。

メディポートシステム 　　　　毎月15日 　　　メディポート口　　   メディポートシステムでご契約頂いている医療廃棄物処理代金です。

クミアイホケンリョウ 　　　　毎月23日 　　　　　　保険料口 　ご契約頂いているアリコジャパン・医賠責・所得保障・火災保険料です。

アスクル 　　　　　　　　毎月27日 　　　　　アスクル口 　通販「アスクル」のご利用代金となります。

ミツビシガソリン 　　　　毎月末日 　　　　ガソリン代口 　エネオスカードのご利用代金となります。

フィルムバッチ 　　　　　4月7月10月1月の15日　　フィルムバッチ口 　お申し込み頂いたＸ線測定バッチのご利用代金となります。

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
  8 月 15 日現在　組合員数　632 名　出資金  804 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　195 円   
②レギュラー　　　　185 円   
③軽油　　　　　　　165 円   
④灯油　　　　　　　130 円 
⑤重油　　　　　　　128 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/8/15  第79号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 8 月 15 日現在
※現価格が 8/1 からの価格となっています。原

油の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動す

る場合がございますのでご了承下さい。

保険医協同組合自動引き去りの通帳表記と振替日のご案内

新通帳印字 　　　　　　  振替日 　　　　　名　称 　内　容
ホケンイキョウクミ　　　　　　　毎月6日 　　　　　　販売代口 　日常ご利用いただいている材料代並びにＭ＆Ｄの医薬品等になります。

メディポートシステム 　　　　毎月15日 　　　メディポート口　　   メディポートシステムでご契約頂いている医療廃棄物処理代金です。

ホケンイクミアイホケン 　　　　毎月23日 　　　　　　保険料口 　ご契約頂いているアリコジャパン・医賠責・所得保障・火災保険料です。

キョウサイカイ 　　　　　　　　毎月20日 　　　　　　共済会口 　共済会グループ保険（次ページ参照）の月額保険料となります。

アスクル 　　　　　　　　毎月27日 　　　　　アスクル口 　通販「アスクル」のご利用代金となります。

エネオスガソリン 　　　　毎月末日 　　　　ガソリン代口 　エネオスカードのご利用代金となります。

ルクセルバッチ 　　　　　4月7月10月1月の15日　　フィルムバッチ口 　お申し込み頂いたＸ線測定バッチのご利用代金となります。

通帳印字 　　　　　　 振替日 　　　　　　　　名　称 　  内　容
ホケンイキョウクミ　　　　　　毎月 6 日 　　　　　　　　　　販売代口 　日常ご利用いただいている材料代並びにＭ＆Ｄの医薬品等になります。

メディポートシステム 　　　毎月 15 日 　　　 メディポート口　　  メディポートシステムでご契約頂いている医療廃棄物処理代金です。

ホケンイホケンリョウ 　　　毎月 23 日 　　　　　　 保険料口 　ご契約頂いているアリコジャパン・医賠責・所得保障・火災保険料です。

アスクル 　　　　　　　毎月 27 日 　　　　　 アスクル口 　通販「アスクル」のご利用代金となります。

ガソリンダイ　　 　　　毎月末日 　　　　　　　　 ガソリン代口 　エネオスカードのご利用代金となります。

フィルムバッチ 　　　　4 月 7 月 10 月 1 月の 15 日　フィルムバッチ口　  　お申し込み頂いたＸ線測定バッチのご利用代金となります。

○青森銀行をご指定の場合（8月末迄）

○みちのく銀行をご指定の場合（8月末迄）

○それぞれの銀行で違っていた通帳印字を統一しました。

○振替日に関しては変更はありません。

○新たに新グループ保険の共済会通帳を作成しました。

○9月より通帳印字が下記に変わります。

※9月より青森銀行・みちのく銀行　いずれも同じ印字となります。

保険医協同組合の口座振替の登録にて通帳引き去りとなる振替日、内容、通帳印字の一覧です。
振替日が土曜日・日曜日になる場合には、翌週の月曜日が振替日となります。
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○組合ブランド　
　　ガーゼ（30ｃｍ×10ｍ）

購入単位は20反からです。
通常組合価格　単価　270円

20反以上のご注文で

キャンペーン価格　単価　200円

ニプロ　キャンペーン中です（期間延長　8月末迄）

　○グループ保険の特徴○

　この度、新たに青森県保険医協同組合で取扱する「保険医共済会　新グループ保険制度」です。
　ご加入をご検討下さい。（詳細につきましてはパンフレットをお送りいたしますので、ご連絡をお待ちしています）

　◎本人は最高4,000万円までの死亡（高度障害状態）保障!!
   　保険協会既存のグループ保険と併せて1億2千万円の保障を安い保険料で加入できます。
　 ◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!
　また、70歳までに加入された場合保険年齢75歳まで継続加入いただけます。

（年齢によって異なる）

  随時加入可
毎月20日〆切 　〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　      　  電話　017-734-7212

 ・当制度のご加入にあたっては保険医共済会にご加入頂く必要がございます。 ご加入様1名に
　つき ＠500円の入会費（初回のみ）を徴収させて頂きます。

　◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、手術、退院後の通院まで保障!!
　　1入院124日分、通算1,000日分まで支払います。（手術給付金付）

　　退院後に通院された場合、退院後通院給付金をお支払いします。
　 ◎保険年齢69歳入院まで新規加入が可能!!

　○団体医療保険の特徴○
　●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

　本人が加入の場合、配偶者・子供も加入可能。グループ保険、医療保険のいずれか一方でもお申し込みできます。

　→
 　   口座振替
翌月20日振替 　→

  保障開始日
　翌々月1日

新グループ保険制度（保険医共済会）取扱開始

・納期は1週間程度で「至急」の対応はできません。納期は余裕を持ってご注文下さい。
・バラでの注文の場合はセール価格合計5,000円以上になるよう、まとめてご注文下さい。
  （5,000円以下の場合は、通常価格での販売とさせていただきます）
・輸液セットは15滴から20滴に変更となっています。（15滴は現在庫無くなり次第終了）
・ご不明な点は事務局（電話017-734-7212）までご連絡下さい。

○キャンペーン価格　（バラ）　　　　　　　　　　　　　　　　○キャンペーン価格　（ケース特価）

ディスポ針　 18 Ｇ 1.1/2 RB　　100 入 　290 　　　260
　　　　　　 22 Ｇ 1.1/4 RB　　100 入 　290 　　　260
　　　　　　 23 Ｇ 1 RB 　100 入　　　　290　　　  260
    
シリンジ 2.5 ｍｌ 　100 入 　850 　　　800

（針なし） 　5 ｍｌ 　100 入 　950　　　  900
 　　　　10 ｍｌ 　100 入 1,100 　　1,000
 　　　　20 ｍｌ 　  50 入 　830 　　　800
 　　　　30 ｍｌ 　  50 入 1,800 　　1,650
 　　　　50 ｍｌ 　  25 入 1,350 　　1,150

翼状針 　　　22 Ｇ 3/4　　　　  50 入　　 　1,050 　　　950
 　　　22 Ｇ 5/8　　　　  50 入　　     1,050 　　　950
 　　　23 Ｇ 3/4　　　　  50 入 1,050 　　　950
 　　　23 Ｇ 5/8　　　　  50 入 1,050 　　　950

輸液セット   ISA-100A-00　　 　 50 入　　  　 1,950　 　 1,800
 　　（SV 付）ISA-100CP-22Z　50 入　　　   2,450　 　 2,300
 　　（SV 付）ISA-100CP-23Z　50 入　　　   2,450　 　 2,300

品名 　　　　規格 　　　　包装  　　   通常価格     セール価格

ディスポ針　 18 Ｇ 1.1/2 RB　　30 箱入 　230 　　6,900
　　　　　　 22 Ｇ 1.1/4 RB　　30 箱入 　230 　　6,900
　　　　　　 23 Ｇ 1 RB 　30 箱入 　230 　　6,900
    
シリンジ 2.5 ｍｌ 　10 箱入 　700 　　7,000

（針なし） 　5 ｍｌ 　10 箱入 　850 　　8,500
 　　　　10 ｍｌ 　10 箱入 　950 　　9,500
 　　　　20 ｍｌ 　10 箱入 　750 　　7,500
 　　　　30 ｍｌ 　  8 箱入 1,550 　 12,400
 　　　　50 ｍｌ 　  8 箱入 1,050 　　8,400

翼状針 　　　　22 Ｇ 3/4　　　20 箱入 　850 　 17,000
 　　　　22 Ｇ 5/8　　　20 箱入 　850 　 17,000
 　　　　23 Ｇ 3/4　　　20 箱入 　850 　 17,000
 　　　　23 Ｇ 5/8　　　20 箱入 　850 　 17,000

輸液セット   ISA-100A-00　　 　 8 箱入 1,700 　 13,600
 　　（SV 付）ISA-100CP-22Z　8 箱入 2,150 　 17,200
 　　（SV 付）ISA-100CP-23Z　8 箱入 2,150 　 17,200

　品名　　　　　規格 　　　　　梱数     　セール単価   セール価格

※既にお送りしている専用注文書にてFAXでご注文下さい。
　注文用紙を希望の方は、ご連絡下さい。

組合ブランドガーゼ　キャンペーン中（期間延長　8月末迄） テルモ輸液セット 適数規格が変更になっています。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年  9 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
  9 月 15 日現在　組合員数　633 名　出資金  805 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　184 円   
②レギュラー　　　　174 円   
③軽油　　　　　　　161 円   
④灯油　　　　　　　128 円 
⑤重油　　　　　　　126 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/9/15  第80号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 9 月 15 日現在
※現価格が 9/1 からの価格となっています。原

油の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動す

る場合がございますのでご了承下さい。

創クレアール　「第2回医療 I T 体感フェア」 開催決定
　昨年度に引き続き、創クレアール企画の実施として「第 2 回医療 IT 体感フェア」を開催する
ことで準備を進めております。創クレアール幹事会にて検討し、昨年実施出来なかった八戸会場
を加え、青森市・弘前市・八戸市の 3 会場での開催として行います。（開催日時・場所は下記に）
　企画の展示内容としては「医療の IT 化」をテーマとし、電子カルテ、レセコン（医科用、歯科用）、
受付予約システム、待合室の表示機器等を想定しておりますが、他にも様々な業種に声をかけて
フェアを盛り上げていけるよう検討中です。
　先生方におかれましても、自医院にて各業者によるデモ等の時間的な制約を考えると、会場内
に複数社の展示がありますので、ご来場いただき、実際の商品の確認、各社の機能比較などお気
軽に体験出来ると思います。来場者限定の抽選も行いますので、興味のある方は是非会場に足を
お運び下さい。
　次月 10 月の協会新聞付録、協同組合ニュースにて展示会社・展示内容・来場者限定の抽選商
品等の詳しいお知らせができると思います。各会場の日程を確認いただき、ご都合に合わせてご
来場下さい。

11 月   8 日（土）ＰＭ 1 時 30 分〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・青森会場（駅ビル 5 Ｆ　ラビナホール）
11 月 22 日（土）ＰＭ 1 時 30 分〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・弘前会場（弘前総合学習センター）
12 月   6 日（土）ＰＭ 1 時 30 分〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・八戸会場（八戸市スポーツ研修センター）

　○グループ保険の特徴○

　この度、新たに青森県保険医協同組合で取扱する「保険医共済会　新グループ保険制度」です。
　ご加入をご検討下さい。（詳細につきましてはパンフレットをお送りいたしますので、ご連絡をお待ちしています）

　◎本人は最高4,000万円までの死亡（高度障害状態）保障!!
    ◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!
　   また、70歳までに加入された場合、保険年齢75歳まで継続加入
　　いただけます。

  随時加入可
毎月20日〆切 　〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　      　  電話　017-734-7212

 ・当制度のご加入にあたっては保険医共済会にご加入頂く必要がございます。 ご加入様1名に
　つき ＠500円の入会費（初回のみ）を徴収させて頂きます。

　◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、手術、退院後の通院まで保障!!
　　1入院124日分、通算1,000日分まで支払います。（手術給付金付）

　　退院後に通院された場合、退院後通院給付金をお支払いします。
　 ◎保険年齢69歳入院まで新規加入が可能!!

　○団体医療保険の特徴○
　●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

　本人が加入の場合、配偶者・子供も加入可能。グループ保険、医療保険のいずれか一方でもお申し込みできます。

　→
 　   口座振替
翌月20日振替 　→

  保障開始日
　翌々月1日

新グループ保険制度（保険医共済会）取扱開始



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 8 年   9 月15日 青森県保険医協同組合

ウォ-タ-サ-バ-レンタル料

理事会だより（2008年 6月 17日開催）
◇場所：保険医会館会議室及び成田歯科クリニック

◇出席：青森）引地基文理事長、上田克文、清水文雄、新渡戸剛、森明彦各理事

　　　　　　　中村寛二専務理事（事務局：葛西、菅原、増田各局員）　　　　　

　　　　弘前）成田博之副理事長　　　　　　　　　　（10 名中 7 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○新商品の取扱について
　　   青森県中小企業団体中央会より紹介された、おいらせ町の「黒にんにく」を
      産地直送品として新たに取扱、県内外に宣伝し販売する。
○通常総代会関連
　・委任状一覧の取扱について
　　　総代会にて要望の出された委任状の一覧の公表については、総代会終了後、
　　中央会より「個人名が記載される内容であり、個人情報保護の視点からも各人
　　へ公表の確認は必要である」との指導に基づき、公表の可否を対象者に確認し
　  た結果、否定した方が、　回答者 12名中 4名となった。理事会としては、1人
　　でも否定した場合には公表できないので、基本的な考えとして公表はしないこ
　　ととした。
　・「臨時総代会の参加者がハガキと議案書に掲載されている数と違う」について
　　　ハガキにて送った際には 9名参加委任状 9通であり、成立を満たした本人
　　出席の総代数で記載。その後議案書に掲載する人数は、理事や代理出席を含め
　　た人数の 13名 13通で記載する方が良い。との中央会からの指導により議案
　　書には記載。しかし、後日中央会から最初の本人出席の人数記載を。との訂正
　　があったので、ハガキの 9名委任状 9通が正しい。

保険医協同組合　理事会だより掲載開始

【通算支払限度期間に関する特約】
　　　　大きな病気をされて保険金を受け取っても
　　　　　　　　保険金の支払が1000日まで継続できます（69才まで）

　　　がん、心筋梗塞等の大きな病気をされて保険金をお受け取りになっても、通算して1,000日分の保険金が

　　支払われるまでは、原因となった病気等を不担保（補償対象外）とせず、継続いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（でん補期間1年・2年のプランのみ、てん補期間5年のプランには不帯されません）

　 ●79歳まで加入できます。
 加入資格
     保険医協同組合の組合員の先生とその  
医療機関に勤務する家族専従者、従業員。

〔加入期間〕　2008年2月1日〜2009年2月1日（随時加入可）

　　　　　  　　　   ※翌年度以降は自動更新

〔引受保険会社〕       三井住友海上火災保険株式会社 

〔取扱代理店〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　        電話　017-734-7212

　　  ☆☆☆おすすめのポイント☆☆☆

 ※組合未加入の先生は申し込みと同時
に組合にもご加入頂きます。

　 ●支払われた保険金は非課税です

●法人の場合保険料が損金に算入
　可能な場合があります。

　（団体所得補償保険）　

●保険料は最高の団体割引率30％
　を適用しています。

●一年間無事故なら支払保険料の　　
　20％を返金いたします。

　 ●入院でも自宅療養でも保険額は
　　変わりません

ー 長期休業保障制度のご案内ー  
長期休業保障制度とは？？？

※ここでは制度の概要を説明しています。詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい

     もし、病気やケガで働けなくなったとき（自宅療養含む）生命保険・医療保険で医療費はカバーできても
家族の生活や医院・病院の経営はどうなるのでしょう?  そんな不安を解消するのが所得補償保険です。

10月より価格変更となる商品

・白衣関係ーホワイセル「ナース・ドクターウェア」
現行定価の40％引き→定価の30％引き

既に価格変更となっている商品

販売終了となる商品

・グローブ関係ーテルモ　「手術用及び検査用グローブ」

※PRICE掲載のテルモ　グロベックスエコラテックス（粉付）
も販売終了となります。別メーカーにてプライス掲載価格
で販売可能な商品を検討をしますので、まずはサンプルで

・ソニーマーケティング（株）より主要原材料等の高騰に

価格改定のお知らせ

確認いただくことになると思います。

○この他にも10月から価格変更、及び生産中止とな
る可能性のある商品があります。詳しい価格情報、
取扱状況が分かり次第、その都度ご案内していく予
定です。

  よる定価変更の案内が届きました。　これに伴い、
 本協同組合取り扱いのソニー製プリントペーパーにつ
 きましても10月1日より組合員価格を改定致します。
尚、変更価格につきましては、購入者様のみFAXにて連絡を
しております。

（株）ENEOS フロンティア青森支店からのお知らせ

〜スタッドレスタイヤの買い換え時期〜
　タイヤの寿命は年数ではなく、走行距離です。もちろん、2・3年目にな

るとゴム質が硬化して、氷上性能も低下します。

　タイヤの溝の深さが新品時の1/2になった時、溝が残っていても氷雪

路走行は危険です。

　これを機会にスタッドレスタイヤの点検を行っては如何でしょうか。

　今回の保険医新聞に同封されておりますスタッドレスタイヤ
特別価格についてのお問い合わせは保険医協同組合まで。
　購入したタイヤの引取・交換については青森市内の営業所

（ガソリンスタンド）となります。市外の方はご連絡下さい。
追ってENEOSフロンティア担当者よりご連絡させていただき
ます。

　　



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年 10 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
  10 月 15 日現在　組合員数　633 名　出資金  805 口

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　177 円   
②レギュラー　　　　167 円   
③軽油　　　　　　　150 円   
④灯油　　　　　　　111 円 
⑤重油　　　　　　　109 円     

燃料油価格のお知らせ　

2008/10/15  第81号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 2008 年 10 月 16 日より
※ 10 月 16 日からの価格となっています。原油

の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動する

場合がございますのでご了承下さい。

創クレアール　「第2回医療 I T 体感フェア」 開催のご案内
11 月   8 日（土）ＰＭ 1 時〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・弘前会場（弘前総合学習センター）
11 月 22 日（土）ＰＭ 1 時〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・青森会場（駅ビル 5 Ｆ　ラビナホール）
12 月   6 日（土）ＰＭ 1 時〜ＰＭ 6 時 30 分迄・・・・八戸会場（八戸市スポーツ研修センター）

来場者限定抽選商品

　各会場に抽選箱を設置します。来場者は当日用意する抽選用紙に医院名・お名前・TELを記載し抽選箱に入れて頂きます。
来場ドクター賞、来場クリニック賞、来場者賞として 3回の抽選を行います。（原則、1医療機関 1当選）
会場の後片付け等にて当日の抽選が出来ませんので、週明けの月曜に行います。当選者には月曜にご連絡をいたします。
各会場各 4台。合計 9名様 +3医療機関に当たります。

☆来場者賞

　参加企業18社による電子カルテ（医科・歯科）、レセコン（医科・歯科）、予約システムや画像ファイリングシス
テムなどの展示会です。例えば医科電子カルテでは6社、歯科レセコンでは4社の展示となります。複数の業者
を比較検討できますので、各社の商品構成、操作方法など、実際に見て触れて確認下さい。
来場者限定の抽選もありますので、興味のある方はお気軽に会場に足をお運び下さい。

i Pod nano　8G
＋

（来場ドクターのみ対象です）
☆来場ドクター賞　　i Pod nano+Nike sportKit　各会場× 1名様　合計 3台

☆来場クリニック賞   
　任天堂Wii Fit  
　各会場× 1医療機関　
　合計 3台 　i Pod shuffl  e 1 Ｇ   各会場× 2名様　合計 6台



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 8 年  10 月15日 青森県保険医協同組合

【通算支払限度期間に関する特約】
　　　　大きな病気をされて保険金を受け取っても
　　　　　　　　保険金の支払が1000日まで継続できます（69才まで）

　　　がん、心筋梗塞等の大きな病気をされて保険金をお受け取りになっても、通算して1,000日分の保険金が

　　支払われるまでは、原因となった病気等を不担保（補償対象外）とせず、継続いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（でん補期間1年・2年のプランのみ、てん補期間5年のプランには不帯されません）

　 ●79歳まで加入できます。
 加入資格
     保険医協同組合の組合員の先生とその  
医療機関に勤務する家族専従者、従業員。

〔加入期間〕　2008年2月1日〜2009年2月1日（随時加入可）

　　　　　  　　　   ※翌年度以降は自動更新

〔引受保険会社〕       三井住友海上火災保険株式会社 

〔取扱代理店〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　        電話　017-734-7212

　　  ☆☆☆おすすめのポイント☆☆☆

 ※組合未加入の先生は申し込みと同時
に組合にもご加入頂きます。

　 ●支払われた保険金は非課税です

●法人の場合保険料が損金に算入
　可能な場合があります。

　（団体所得補償保険）　

●保険料は最高の団体割引率30％
　を適用しています。

●一年間無事故なら支払保険料の　　
　20％を返金いたします。

　 ●入院でも自宅療養でも保険額は
　　変わりません

ー 休業リスクにそなえて安心、長期休業保障ー  

※ここでは制度の概要を説明しています。詳細につきましてはパンフレットをご覧下さい

（株）ENEOS フロンティア青森支店からのお知らせ

〜スタッドレスタイヤの買い換え時期〜
　タイヤの寿命は年数ではなく、走行距離です。もちろん、2・3年目にな

るとゴム質が硬化して、氷上性能も低下します。

　タイヤの溝の深さが新品時の1/2になった時、溝が残っていても氷雪

路走行は危険です。

　これを機会にスタッドレスタイヤの点検を行っては如何でしょうか。

　今回の保険医新聞に同封されておりますスタッドレスタイヤ
特別価格についてのお問い合わせは保険医協同組合まで。
　購入したタイヤの引取・交換については青森市内の営業所

（ガソリンスタンド）となります。市外の方はご連絡下さい。
追ってENEOSフロンティア担当者よりご連絡させていただき
ます。特別価格は10月末日迄となります。

医業経営を続けていく上で死亡、生存、休業、賠償と4つのリスクがあります。経営者でもある開業医は、自身の収
入とともにスタッフの収入を保障する必要があり、休業時の減収リスクへの対応は切実な課題です。

　医師が個人事業主の場合、休業に対する補償は国民健康保
険はもちろんのことどこからもありません。診療報酬が入金
された後は医療行為による収入は途絶えてしまいます。もし
入院中なら加入している生命保険から入院保障が給付されて
も、自宅療養の期間は生命保険からの給付はありません。短
期ならまだしも、長期となると休診していても出て行く固定
費用（医師やスタッフの給与、家賃、銀行利息など）は大き
な負担になります。このような所得の減少に対応した商品が
所得補償保険「長期休業保障制度」です。
　長期休業保障制度は病気やケガが原因で働けなくなった時
に、ご自身やご家族の生活を補償するためにつくられたオリ
ジナルの所得補償保険です。

死亡リスク　　　　生存リスク　　　　　休業リスク　　　　　賠償リスク
・遺族の生活資金
・家賃・ローン返済
・教育資金
・葬儀費用等

・老後の生活費
・入院時の医療費

・毎月の生活費
・家賃・ローン返済
・教育資金
・入院時・自宅療養時の医療費
・診療所の借入金返済
・医療機器のリース費
・従業員や代診の先生の給与

・訴訟費用

それぞれのリスク対応保険
・終身保険
・定期保険
・収入保障保険
※協会グループ保険
※共済会新グループ保険

・年金保険
・終身タイプの医療保険
※保険医年金

・医療保険
・所得補償保険
※協会休業保障
　　　　　　（現在募集停止中）
※長期休業保障

・医師・歯科医師
　　　賠償責任保険
※医陪責保険

○地震によるケガなどが原因の
　　　　　　　　休業をカバーします

　阪神大震災のあとも中越沖地震、岩手宮城内陸地震、
そして最近では岩手県北部地震と大規模な震災が起こっ
ておりますが、天災危険担保特約を付帯することで、こ
れら地震や噴火、津波等が原因でケガをし、休業した場
合にも給付が受けられます。
　保険医協同組合では全国組織のスケールメリットで保
険料は 30％引。無事故の場合には 20％の返戻金があり
ます。
詳細につきましてはパンフレットをお送りしますので事
務局までお問い合わせ下さい。

　組合NEWS　7/15号にて切り替え案内を行い、ようやくサン
プルにて切り替えを了承頂いていた矢先に販売終了となりま
した。
　グローブ関係は9月から10月にかけてほとんどのメーカー
が値上がり、又はテルモなどのように販売終了となり、従来の
同等価格品を扱うことが困難になってきております。
現時点にて紹介できる商品は、「WISM　プラスチックグロー
ブ」となり、価格も5箱以下は550円。5箱以上は500円。となり
ます。商品設定も粉付のみとなります。各業者からの見積もり
を取っていく中で、アスクルの別判カタログであるアスクルメ
ディカルケアに掲載されている、「ミリオン」のグローブの見積
もりがありましたが、アスクルで購入した方が、値段も安く、納
期も早いとの結論です。アスクルご利用の方は、こちらでのサ
ンプルも活用下さい。

　　プラスチックグローブ　「ダーマフリー」・「ダーマケア」
販売終了となる商品お知らせ

○ケガや病気で長期にわたって医療行為を行えない場合、
　　　　　　　　　　　あなたの所得は維持できますか？

随時加入可　です！！



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年 11 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
  11 月 15 日現在　組合員数　639 名　出資金  811 口

燃料油価格のお知らせ　

2008/11/15  第82号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

 今回は価格掲載いたしません。
※ 11 月 16 日から油種各種の値段が変更となる

予定ですが、実際に決定する価格が直前まで分

かりません。メーカーサイドも現在は 1 週間〜

2 週間毎に価格を決定する程、原油価格の変動

が激しくなっております。

　ここ数ヶ月は価格が下がってきておりますの

で、その価格に対応して今後も値下がり傾向は

続く見通しですが、価格が確定しておりません

ので、今回の NEWS では価格の掲載はいたしま

せん。ご了承下さい。

創クレアール　「第2回医療 I T 体感フェア」 弘前会場　開催される

11 月 22 日（土）ＰＭ 1 時〜ＰＭ 6 時 30 分

　　青森会場（駅ビル 5 Ｆ　ラビナホール）

☆来場者賞　　　　  

☆来場ドクター賞　　

☆来場クリニック賞   

弘前会場　抽選結果

※くどう歯科医院　　工藤　康之　先生

※大開ファミリークリニック　様

※大橋　弘実 様　※中村　亨 様

12 月   6 日（土）ＰＭ 1 時〜ＰＭ 6 時 30 分

　　八戸会場（八戸市スポーツ研修センター）

i Pod nano+Nike sportKit　各会場× 1名様

　任天堂Wii Fit  　各会場× 1医療機関　

　i Pod shuffl  e 1 Ｇ   各会場× 2名様

+
（図は次回青森会場出展配置図）

　11 月 8日（土）「第 2回医療 IT体感フェア」が弘前会場にて
開催された。
　当日はあいにくの天気にもかかわらず、来場した先生方は熱心
に各社ブースを回り、各メーカー各機種の機能等を比較し実際に
画面を見ながら確認をしていた。
　来場した先生からは、「スタッフも同行して来場し、スタッフ
からも様々な質問をすることが出来て良かった。クリニックとし
て対応することになるので、使用者全員で確認できることで良い
勉強になった」と感想をいただいた。
　今後は青森会場、八戸会場の開催が予定されています。来場者
限定の抽選会も行われますので、ご都合に合わせてお近くの会場
に是非ご来場下さい。

他会場の日程は以下の通り

スタッフの方も動作確認 熱心に説明を聞く来場者



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 8 年  11 月15日 青森県保険医協同組合

創クレアール＆第4回保険医協同組合理事長杯

スコア結果（上位3名）
　　　　　　　　　　　 　　    アウト 　 イ　ン 　   グロス　　 ネット
優　勝　清野　覚　　  　42　　44　　　86　　72.8
準優勝　横山　建一　  　44　   52　　　96　　73.2
３　位   濱田　孝明   　  51 　  48　　　99　　73.8

懇親ゴルフ大会

（優勝し理事長杯を受け取る清野氏） （当日の参加者）

リットマン　聴診器キャンペーン　12月12日まで

協同組合組合員
であれば
更に特別値引き

○新車時施工

        ・・30％OFF
○新車以外

        ・・20％OFF

アークバリア21　特別価格キャンペーンのお知らせ

カーディオロジーIII　ステソスコープ クラシックII S.E.　ステソスコープ

成人と小児を聴診綿で
使い分けられる
高感度両面タイプです。

ポータブルな2ウェイモデルの
一般診察用スタンダード
タイプです。

定価　36,750円（税込） 定価　15,750円（税込）

キャンペーン価格　25,200円（税込） キャンペーン価格　10,200円（税込）

・ﾌﾞﾗｯｸ　　　・ｸﾞﾚｰ

・ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ　・ｶﾘﾋﾞｱﾝﾌﾞﾙｰ

・ﾊﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ　・ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

・ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ　　・ﾋﾟﾝｸ　

・ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｰ  ・ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

・ｵﾚﾝｼﾞ　　　・ｾｲﾙﾌﾞﾙｰ

・ｼｰﾌｫｰﾑｸﾞﾘｰﾝ

チューブの色

チューブの色

・ﾌﾞﾗｯｸ　

・ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｰ

・ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ

・ﾊﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ

・ﾌﾟﾗﾑ

　○グループ保険の特徴○

　この度、新たに青森県保険医協同組合で取扱する「保険医共済会　新グループ保険制度」です。
　ご加入をご検討下さい。（詳細につきましてはパンフレットをお送りいたしますので、ご連絡をお待ちしています）

　◎本人は最高4,000万円までの死亡（高度障害状態）保障!!
    ◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!
　   また、70歳までに加入された場合、保険年齢75歳まで継続加入
　　いただけます。

  随時加入可
毎月20日〆切 　〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　      　  電話　017-734-7212

 ・当制度のご加入にあたっては保険医共済会にご加入頂く必要がございます。 ご加入様1名に
　つき ＠500円の入会費（初回のみ）を徴収させて頂きます。

　◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、手術、退院後の通院まで保障!!
　　1入院124日分、通算1,000日分まで支払います。（手術給付金付）

　　退院後に通院された場合、退院後通院給付金をお支払いします。
　 ◎保険年齢69歳入院まで新規加入が可能!!

　○団体医療保険の特徴○　●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

　本人が加入の場合、配偶者・子供も加入可能。グループ保険、医療保険のいずれか一方でもお申し込みできます。

　→
 　   口座振替
翌月20日振替 　→

  保障開始日
　翌々月1日

新グループ保険制度（保険医共済会）取扱開始

【第１組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　引地　基文　　　　　青森県保険医協同組合理事長
　　　　　　　　横山　健一　　　　　横山建築デザイン研究所　
　　　　　　　　工藤　繁　　　　　　平和不動産
　　　　　　　　柵木　寛之　　　　　ワタキューセイモア

【第２組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　金田　守弘　　　　　シバタ医理科
　　　　　　　　舘山　義光　　　　　たて総合保険事務所
　　　　　　　　濱田　孝明　　　　　ALSOK
　　　　　　　　清野　覚　　　　　　アリコジャパン

　10月 26 日（日）、青森カントリーゴルフ倶楽部にて、昨年に引き続き
第 4回協同組合理事長杯が開催された。
　天候にも恵まれ、さわやかな秋晴の中、参加者は日頃の腕前を競いゴ
ルフを楽しんでいた。結果は昨年に引き続きアリコジャパンの清野氏が
優勝し、理事長杯を受け取った。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 8 年 12 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
  12 月 15 日現在　組合員数　644 名　出資金  816 口

2008/12/15  第83号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

創クレアール　「第2回医療 I T 体感フェア」 青森会場 • 八戸会場開催される

☆来場者賞　　　　  

☆来場ドクター賞　　

☆来場クリニック賞   

※小笠原歯科医院　小笠原　康友  先生

※JUN　Dental　Clinic　様

※大澤　優子 様　※松本　靖宏 様

i Pod nano+Nike sportKit　各会場× 1名様

　任天堂Wii Fit  　各会場× 1医療機関　

　i Pod shuffle 1 Ｇ   各会場× 2名様

+

　11 月 22 日（土）青森会場、12月 6日（土）八戸会場と「第
2回医療IT体感フェア」が開催され、前回掲載した11月8日（土）
弘前会場も含め、今年度 3市での開催が終了した。
　すべての開催日が天候は悪く寒い 1日だったが、そのような
あいにくの天気にもかかわらず、来場した先生方は熱心に各社
ブースを回り、各メーカー各機種の機能等を比較し実際に画面
を見ながら確認をしていた。電子カルテ•レセコンはもちろん、
予約システムなども関心が高く、熱心に話を聞きながら画面を
見つめ質問をしていた。
　昨年から「医療の IT化」をテーマとし開催している企画であ
るが、今後も新商品や新システム等を紹介できる場として次回
開催も検討をしていくことにしている。

青森会場（11月２２日開催）

☆来場者賞　　　　  

☆来場ドクター賞　　

☆来場クリニック賞   

※山田整形外科クリニック  山田　史朗 先生

※八戸マナクリニック　様

i Pod nano+Nike sportKit　各会場× 1名様

　任天堂Wii Fit  　各会場× 1医療機関　

　i Pod shuffle 1 Ｇ   各会場× 2名様

八戸会場（12月6日開催）

※今宮　英貴 様　※池畑　昭子 様

i Pod nano+Nike sportKit
　任天堂Wii Fit

　i Pod shuffle 1 Ｇ

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　126 円   
②レギュラー　　　　116 円   
③軽油　　　　　　　113 円   
④灯油　　　　　　　  69 円 
⑤重油　　　　　　　  67 円     

燃料油価格のお知らせ　
 2008 年 12 月 16 日より

※ 12 月 16 日からの価格となっています。原油

の価格が非常に不安定であり、頻繁に変動する

場合がございますのでご了承下さい。



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 8 年  12 月15日 青森県保険医協同組合

ガーゼ　キャンペーン中です
2008年12月末日までの注文分

通常価格　　270円
セール価格　200円

※購入単位は20反以上で
　　　　　　　　　お願いします。

※同封の注文書をご利用ください。

※上記価格は消費税別の価格です。

ールクセルバッチには個人用と環境用の2種類がありますー

年間費用計算例： 3 人の場合

単価（900円）×着用人数（3個）×12回／年＝32,400円

● ルクセルバッジＰタイプ（X・γ、β線）：胸部・腹部・頭頚部

☆ バッジケース代は無料　☆郵送料を含む　☆消費税は別途かかります

  着用個数       　 測定 1 回当りの費用     測定 1 回当りの費用     1 件当りの年間費用

  （一般価格） （組合員価格） （年間12回分）

 　1 個   　　　　　1,400円                   1,100円                   13,200円

 　2 個　　　　　　　1,300円 　1,000円 　12,000円

 3 個〜 5 個 　1,200円 　　900円 　10,800円

 6 個〜11個 　1,150円 　　850円 　10,200円

12個〜19個 　1,100円 　　800円 　  9,600円

　20個〜　　　　　　1,050円 　　770円　　　　　　9,240円

ルクセルバッチ（個人用）

◎ルクセルバッチ使用個数6～8個使用
◎組合価格　1回5,100円～6,800円（バッチ単価850円）
◎年2回測定にて10,200円～13,600円

・ドア①⑤
・Ｘ線装置に最も近い場所の壁②④⑥⑧
・窓ガラス③
・管理区域の境界⑦
※場合によっては医院の平面図コピーが必要になります。
（事務局が訪問して設置場所を確認するケースがほとんどです）

ルクセルバッチ（環境用）

　協同組合では従来より個人被爆線量測定ルクセルバッチを案内し、多くの組合員にご利用いただいています。最近、環境測定についての
お問い合わせが増え、改めて個人被爆線量測定ルクセルバッチのご紹介と、環境用ルクセルバッチをご案内します。
　放射線測定の義務として、一般的な診療所における放射線測定は、「環境」と「人」の２つの測定が必要です。「環境」の測定では、放射線発生
装置の周りに放射線漏れがないかを6ヶ月を超えない期間毎に測定し、測定記録を5年間保存し、「人」の測定では、測定放射線従事者等が放
射線をあびていなかったかを測定し、測定記録を30年間保存することになっています。

設置例　（バッチ8個使用）

法令で義務づけられている適正な放射線管理のために

※環境用ルクセルバッチは一ヶ月間測定場所に設置後、返却いただ
　いたバッチの測定結果を報告し、バッチは6ヶ月おきにお送りい
　たします。

※個人用ルクセルバッチは一ヶ月間着用となり、男性女性で着用場
　所が違いますので注意が必要です。返却いただいたバッチの測定
　結果を報告し、バッチは毎月お送りいたします。

　年末年始を迎え流通各社の混雑により、
商品納期がかかる事が予想されます。
納期のかかる商品、お急ぎの商品はなるべ
く早めに余裕を持ってご注文いただきます
ようお願いいたします。また、受注ミスを
無くす為にも FAX にてご注文いただきます
ようお願いいたします。

ご注文 FAX は0120-34-7214まで

年末年始の共同購入について



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  2 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
   2 月 15 日現在　組合員数　645 名　出資金  817 口

2009/2/15  第84号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

　油　種　　　　　　現価格（税込）

①ハイオク　   　　　117 円   
②レギュラー　　　　107 円   
③軽油　　　　　　     98 円   
④灯油　　　　　　　  63 円 
⑤重油　　　　　　　  62 円     

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  2 月 15 日 現在

※ 2 月 1 日からの価格となっています。原油の

価格が非常に不安定であり、頻繁に変動する場

合がございますのでご了承下さい。

09年　創クレアール新年会開催される

 1 月 16 日 ( 金 ) 青森市のラ・プラス青い森に於
いて創クレアール新年会が 24名の参加で行われ
た。
 開催の挨拶にあたり、清野代表より「現在の経
済危機と言われている状況の中、その影響は様々
な業種にも広がっており、営業に携わる立場とし
て今までのような量的な目標から、質的な目標に
シフトする時代なのではないかと感じている。創
クレアールの関わる面においても新規の開業が 

　そのような中でも、各発言者からは「厳しい状況であるが、このよう
な時こそ創クレアール会員間での繋がりを生かし、他業界からの情報や
知識も得ながら、この難局を皆で力を合わせて乗り越えたい」等の前向
きな意見も多く聞かれた。 
　最後に中村専務理事は「社会保障費抑制の各種政策の影響で、医療機
関は皆さんよりもっと前から厳しい時代になっている。この流れに歯止
めをかけ、更には改善されるよう中央省庁にも各種要請を行っている。
保険医協会で行っている様々な署名や医療制度改善の方向に皆さんの力
を貸して頂き、医療業界に関わる幅広い分野でも情報を共有し、共生

　懇親会では、参加者は食事をしながら交流を深め、参加した各社からも一
言ずつ自社の業界動向を話して頂いた。
 　代表からの挨拶にもあったように、現在の経済状況ではほぼすべての業
界に影響が広がっており「なかなか厳しい」との意見が大半を占めた。値段
は変えられないがコストの上昇率が非常に大きくなったことや、従来の安定
需要のあった商品がＩＴ化などにより変わってしまった業種。新規の需要が
発生しない中、限られた顧客に対しての価格競争によって価格が下落してし
まった商品も多いようである。

少なくなってきている中で、既存の開業医へのサポートの質をより上げてい
くことが、これからは重要なことになる。皆様との幅広いネットワークによ
り多方面からのサポートが出来ることをアピールし、創クレアールの存在感
を示して行きたい」と挨拶。

挨拶する清野代表

歓談する参加者

の精神でお互いが発展していく
ことが、この厳しい時代の中で
は重要になる。医療業界を元気
にしていくことは、そこに関わ
る皆さんにもプラスの効果にな
る。医療業界全体の活性化の為
にも今以上に多方面からの協力
をお願いしたい」と述べ新年会
は閉会した。

-長期休業保障制度加入の皆様へ-

2008年度分返戻金(保険料の20%)を現在保険料の引き去

り指定口座へ3月31日にお振り込み予定としております。

※ここでは制度の概要を説明しています。詳細につきましてはパンフレットをご要望下さい。  

　 ●入院による就業不能のときは
　　１日目から補償します。

保険医協同組合の組合員の先生とその
医療機関に勤務する家族専従者、従業員。

〔加入期間〕　2009年2月1日〜2010年2月1日（随時加入可）

　　　　　  　　　   ※翌年度以降は自動更新

〔引受保険会社〕       三井住友海上火災保険株式会社 

〔取引代理店〕　　青森県保険医協同組合（担当 増田）

                             　        電話　017-734-7212

　　  ☆☆☆おすすめのポイント☆☆☆

 ※組合未加入の先生は申し込みと同時
　に組合にもご加入頂きます。

●保険金を受け取りが、通算1000日
　まで支払われます。

●法人の場合保険料が損金に算入
　可能な場合があります。

長期休業保障制度　随時加入可・昨年分返戻金は3/31振り込み予定

　 ●79歳まで加入できます。

※長期休業補償は病気やケガで就業不能となった場合に、給与所得・事業所得などの収入の減少を
　補償する保険です。入院でも自宅療養でも保険金は支払われます。

　　  ☆☆☆加入資格☆☆☆

 　  保険料団体割引
　　　

　次回創クレアール会員が集まるのは 6月の例会となります。次回も多
数の皆様のご参加をお待ちしています。

30％Off
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白衣　カタログ　2009年度版

☆ナガイレーベン
　（白衣 40％引、シューズ 30％引）
☆アプロン
　（白衣 37％引、シューズ 30％引）
☆ホワイセル　
　（白衣 30％引、シューズ 30％引）

※カタログご希望の方は事務局まで

商品変更のお知らせ

　ＴＯＰ　ポールエグザミネーショングローブが現在の在

　庫がなくなり次第、販売終了となります。

ＴＯＰ　ポールエグザミネーショングローブ

↓
ＴＯＰ　レミディーエグザミネーショングローブ
組合価格　700円（税別）・・・・価格は同じです。

 理事会だより
　平成 20 年度第 4 回理事会　2008 年 8 月 26 日

◇場所：保険医会館　会議室

◇出席：青森）引地基文理事長、上田克文、清水文雄、新渡戸剛、

　　　　　　　森明彦各理事、中村寛二専務理事　（10 名中 6 名出席）

　　　　　　　（事務局：葛西、菅原、増田各局員）　

ー主な協議・報告事項ー
○共済関係
　長期休業保障募集について、7月 27日付けで代理店業務開始。
　代理店業務開始に伴い、次回総代会にて定款の変更が必要となること
　等が話し合われた。

○決算書関連
　発送費について、原油高に伴う運送会社の値上げ交渉に伴い、常に安
　いところに変更して発送していること。また共同購入については、各
　種セールにて昨年実績を上回っていることが報告された。

○その他
　他協会での医師賠償保険加入による勤務医会員の増加について、本組
　合で扱っている医師賠償保険と各学会等で扱っている内容を比較検討
　し、メリットがあるなら勤務医を中心にアピールしていく。

　平成 20 年度第 5 回理事会　2008 年 10 月 28 日

◇場所：保険医会館　会議室及び成田歯科Ｃ

◇出席：青森）引地基文理事長、清水文雄、新渡戸剛、森明彦各理事

　　　　　　　中村寛二専務理事（事務局：葛西、菅原、増田各局員）　　　

　　　　弘前）成田博之副理事長　　　　　　　　（10 名中 6 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○共済関係
　三井住友海上代理店業務遂行に伴い、11月に商品専門試験が行われる。
○創クレアール関連
　新規加入希望の「タクト」（業種：設計監理）のクレアール加入了承。
　IT フェアの一部日程の変更の報告と開催内容の報告。
○決算書関連
　中央会との決算打ち合わせの日程及び寺沢、桜田両監事との上半期会計
　監査の日程の報告。
○その他
　前回の医師賠償責任保険について、他協会とも連携をとり前向きに検討
　を続ける。
　次年度の総代会が役員改選となるため、次回理事会にて議案として資料
　を基に協議する。
　組合の車両入れ替えについて、現在の軽自動車を安全面も考慮し普通車
　とし、150 万以内の車両を各社より見積もり、条件の良いものを事　
　務局で選び購入することとした。

産地直送　通年取扱品　「おいらせ 黒にんにく」
　日本国内に流通している「国産にんにく」の約 8 割は青森県産と言われています。

　その中でも現在「黒にんにく」が脚光を浴び、徐々に浸透されております。

　「県産品を県内で消費しよう。そして県外へ広めよう」をコンセプトに

　県産品の販売を進めて参りたいと思います。

※民放バラエティ番組などでも「黒にんにく」は紹介されています。

　現在の取扱商品と価格（税別）は次の通りです。

・黒ニンニク化粧箱３玉入　　　1,630円
・黒ニンニク化粧箱６玉入　　　3,260円
・黒ニンニク親孝行袋入Ｓ　　　1,000円
・黒ニンニク親孝行袋入Ｍ4玉入 1,500円

08年7月1日より取扱開始。年間を通して供給可能ですので、

注文は随時受付中です。詳しくは保険医協同組合までお問い合わせ下さい。

送料（単位：円） 

北海道 　　700

東北 　　550

関東 　　550

北陸・信越 　　550

中部・関西 　　700

中国 　　800

四国 　　900

九州 　1,000

沖縄 　1,200

　Ａ５用紙　1セット（5000枚）が現在価格から、3月1日か
　ら値上がりとなります。

Ａ５用紙　1セット　組合価格　2，500円（税別）

↓
Ａ５用紙　1セット　組合価格　2，700円（税別）

　レセプト用紙（Ａ４）は価格据え置きです。　

各社定価変更などの値上がり商品もあるようです。

※今回掲載理事会だより

　2008年12月16日　第6回理事会にて確認済み



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  3 月 15 日青森県保険医協同組合

　 青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0813 青森市松原 1 - 2 - 12
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017 - 734 - 7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017 - 734 - 7214

 ◆一人はみんなのために、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　　　　をスローガンに事業を進めています。
   3 月 15 日現在　組合員数　647 名　出資金  822 口

2009/3/15  第85号

保険医協同組合にご加入下さい。　本組合では診療に関わるすべての商品を取り扱っております。

　油　種　　　　　　現価格（税込）
①ハイオク　   　　　119円   
②レギュラー　　　　109円   
③軽油　　　　　　     98 円   
④灯油　　　　　　　  58 円 
⑤重油　　　　　　　  56 円     

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  3 月 16 日 現在

※ 3 月 16 日からの価格となっています。

　価格の変動は以前よりは落ち着いてきており

　ます。

地　区
医　科 歯　科 合　計
人数 人数 人数

東　青 112 72 184

中　弘 87 52 139

三　八 70 64 134

西北五 25 32 57

上十三 33 42 75

南　黒 21 15 36

下　北 7 15 22

合　計 355 292 647

協同組合組織表（2009年3月15日現在）

21期保険医協同組合組織表

青森県保険医協同組合

 　　理事長　引地　基文

えする事に多少なりとも貢献できたのではないかと思います。これも
一重に組合員各位のご協力とご支援の賜ものと感謝しております。
　今後も組合の果たすべき役割、組合への期待を意識し、既存事業の
更なる拡大と新たな事業を推進したいと思っております。
　今年度を振り返ると、原油の高騰に始まり、世界的な金融「恐慌」
で ”百年に一度 ”と呼ばれる経済危機の波が押し寄せる大変な一年で
ありました。日本を代表するような大手企業も揃って赤字決算に陥る
など、各業界が今までに経験したことの無いようなダメージを受けて
おり、この影響は大手から中小、都市から地方へと広がりを見せてい
ます。
　共同購入の取扱品に関しても、原油高騰に伴う原材料費及び工場稼
働コストの上昇に伴い値上がりする商品が続出し、組合価格を値上し
て対応せざるを得ない商品や、取り扱いを止めた商品もありました。
利益を圧縮しつつも組合価格を維持する努力は続けておりますが、発
送に伴う各運送会社からの運送費の値上げも行われ、購入金額 3千
円以下の場合は送料 300 円を頂くことが必要となりました。ご利用
の皆様にはご理解の程よろしくお願い致します。
　値上がり商品が増える中、安くて良いものを見極めるのが非常に難
しくなってきておりますが、全国の協同組合とも連携し、安価・安心
な商品を今後も選定していきたいと考えております。
　斡旋事業に関しては、今年度新たに共済事業として全国の保険医協
同組合で立ち上げている保険医共済会の新グループ保険の取り扱いを
始めました。また、長期休業補償制度（所得保障保険）につきましては、
引受会社である三井住友海上保険 ( 株 ) 代理店の資格を習得し、事務
局が先生へ直接訪問し、提案・説明・契約することが可能となったこ

とから、加入者数も増え実績も伸びてきております。
　アスクルやルクセルバッチ等、その他の斡旋事業も順調に伸びてきてお
り、安定した収入源として本組合を支えています。
　「戦後最大の不況」と呼ばれている今日ですが、協同組合の運営はより
安定し、且つ成長しています。
　今後も少しでも医院経営に貢献できるよう、安価な医療材料の提供、最
新の情報提供など、スケールメリットを生かした事業協同組合としての役
割を果たし、更には保険医協会と連携した改善運動を進め、少しでも安心
感を提供していければと考えています。　
　組合員各位の更なるご協力とご支援をお願いいたします。　

　本組合は、主力商品の選別や共同
購入等による利用率アップを目標に
今期事業を進めてきました。
　組織では組合員数６４０名を超え
「組合事業を利用したい」と自ら加
入希望をするなど、メリットある事
業協同組合組織へと成長してきまし
た。
　各メーカー・業者に対しても、仕
入の交渉を始めとして、納品体制の
タイアップなどを行い納期の短縮に
努める等、組合員皆様の経営を下支

今期を振り返って

※今年度総代会は09年5月23日（土）開催
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○ワタキューセイモア（メディポートシステム）

医療廃棄物処理　斡旋各社価格表 （医科向け）

○福興産業株式会社（ティワック移行先）

 理事会だより
　平成 20 年度第 4 回理事会　2008 年 12 月 16 日

◇場所：保険医会館　会議室及び弘前　成田歯科クリニック

◇出席：青森）引地基文理事長、上田克文、清水文雄、新渡戸剛、森明彦各理事

　　　　　　　中村寛二専務理事（事務局：葛西、菅原、増田各局員）　
　　　　弘前）成田博之副理事長　　（10 名中 6 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○共済関係
　　代理店業務運営に伴い、商品専門資格を所得したこと、保険医共済会の新グ
　ループ保険の募集を行っていること等が報告される。
○創クレアール関連
　　新規加入希望の「ホクエイ産業」（業種：産廃処理）のクレアール加入了承。
○上半期決算会計監査（08年 11月 5日実施）
　　寺沢哲郎、桜田守利両監事により帳票類・決算書を監査。
　　適正に処理されていることが確認された。
○役員・総代の改選選挙関連
　　役員選挙については総代会で投票となるので、総代会開催日を 4月上旬ま
　でに決定すること。
　　組合役員については「協会理事会で責任を持って推薦し組合役員を積極的に
　支援すること」から協会・組合の合同会議開催の必要。
　　現在の組合員数を基に、総代数の増員が必要となり定款変更が必要。組合数
　が増える都度、総代数変更が必要となるので、今総代会では総代定数を多めに
　決定する。中企法第 55条 2に示されているように、総代の選定については現
　在の住所（地区）分けにプラスして、事業の種類分けとして医科・歯科別での
　総代の選び方を理事会として提案する。
○その他
　　事務局年末年始休暇、2/15 組合ニュース掲載の理事会だよりの確認など

長期休業保障制度　随時加入可・昨年分返戻金は3/31振り込みとなります。

※容器代・運搬費・処分費・管理費の一切を含む

　　　　容器種別　　　　　               　　　数　量　　組合価格
感染性廃棄物処理代　　20Ｌ専用容器　　　1個あたり　　3,300

　　　　　　　　　　　50Ｌ専用容器　　　1個あたり　　6,300
　　　　　　　　　　　40Ｌ専用容器　　　1個あたり　　5,000

産業廃棄物（ガラスくず類）45Ｌ専用ビニール袋  1袋あたり　　1,200
産業廃棄物（廃プラ類）45Ｌ専用ビニール袋　     1袋あたり　　1,200

　　　　容器種別　　　　　               　　　数　量　　組合価格
感染性廃棄物処理代　　20Ｌスチール缶　　1缶あたり　　3,500

　　　　　　　　　　　55Ｌスチール缶　　1缶あたり　　7,000
　　　　　　　　　　　45Ｌ専用容器　　　1個あたり　　6,500

産業廃棄物（ガラスくず類）45Ｌ専用ビニール袋  1袋あたり　　1,200
産業廃棄物（廃プラ類）45Ｌ専用ビニール袋　     1袋あたり　　1,200

　　　　容器種別　　　　　               　　　数　量　　組合価格
感染性廃棄物処理代　　20Ｌスチール缶　　1缶あたり　　3,500
　　　　　　　　　　　55Ｌスチール缶　　1缶あたり　　7,000

産業廃棄物（ガラスくず類）50Ｌ専用ビニール袋  1袋あたり　　1,700
産業廃棄物（廃プラ類）50Ｌ専用ビニール袋　     1袋あたり　　1,700

○ホクエイ環境（創クレアール新加入）

※容器代・運搬費・処分費・管理費の一切を含む

※容器代・運搬費・処分費・管理費の一切を含む。バーコード管理システム。

今回の価格案内では、従来と変更になった業社が2社あります。
　ホクエイ環境は、今年度新たに創クレアールに加入し、今回が初めての案
内となります。
独自で処理場を保持していますので、そこでの焼却及び埋め立ての処理と
なります。
　福興産業はティワックが医療系廃棄物からの撤退に伴い、その業務を引
き継ぐことで組合で案内することとなりました。
容器種別に45Ｌ専用容器とありますが、これはティワックの業務を引き継
ぐ際に使用するのが目的であり、本来はスチール缶での処理となります。
ワタキューセイモアと最終処分場が同じでありますので、容器も同じです。
回収容器ごと溶融炉で溶かす処理となり、両社の違いはバーコード管理の
有無となります。

各社容器の容量、ビニールの容量などで違いが見られます。金額と容量もご確認下さい。

　環境用として取り付けているルクセルバッチは、1ヶ月間取り
付けし、翌月には取り外して長瀬ランダウアに返送することで測
定の結果表が送られてきます。保健所検査の際に確認するのはこ
の結果表で、設置していることを確認するものではありません。
　Ｘ線室漏洩に関しては、6ヶ月を越えない内に1回測定すること
が義務づけられていますので、約半年に1回、1ヶ月間取り
付けて計測する必要がありますが、6ヶ月間取り付け
たままになっているケースが見られます。
　個人用をご利用の組合員の皆様は、個人用が毎月送られてきま
すのでお気付きになることが多いのですが、環境用のみのご利用
の組合員様は6ヶ月間隔でバッチが送られてきますので、よくそ
のままになって返送し忘れのケースになりがちです。
　結果表が届いていない場合には、返送しているかどうかご確認
下さい。

　今年度版の白衣のカタログですが、ナガイ、アプロン共に定価が
値上になっている商品が多く見られます。
　組合価格は定価に対しての割引となっておりますので、定価が
上がっている場合には、組合価格も従来より高くなっております。
同じ白衣を注文されている場合でも、組合価格が変わっている場
合にはカタログにて定価のご確認をお願いいたします。
尚、ご希望いただければカタログをお送りいたします。

2009年度版各社カタログ

環境用ルクセルバッチご利用に関して

2009年度版　白衣カタログに関して
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