
（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  4 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。
   4 月 15 日現在　組合員数　644 名　出資金  814 口

2009/4/15  第86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　　　 新価格
①ハイオク　   119 円   119 円 
②レギュラー　109円   109 円 
③軽油　            98 円     98 円  
④灯油　　　　   58 円     55 円 
⑤重油　　　　   56 円     53 円      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  4 月 16 日 現在

※ 4 月 21 日から価格が変更となります。

　価格の変動は以前よりは落ち着いてきており

　ます。 ( 表示価格は税込み）

　○グループ保険の特徴○

　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）随時加入可

キャンペーン＆新規取り扱い商品

※パンフレット、ちらし（注文書入）がございますので、ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

リットマン聴診器☆
☆スプリングキャンペーン ☆新規取り扱い

インテルエコ抗菌スリッパ☆
☆新規取り扱い

メッセージローズ☆

注文の際には

チューブの色も

ご指定下さい。

10足単位で

医院名が入れ

られます。

配達日指定可能。

誕生日や母の日

にご利用下さい。

花にメッセージ

がプリントされ

ます。

スリッパには

抗菌マークが

入っています。

キャンペーン期間

　3/1〜

　　　5/31まで



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   4 月15日 青森県保険医協同組合

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。

協同組合口座振替一覧

※引き去り日及び内容をご確認いただき、通帳管理にご活用下さい。
　保険医協会の共済制度をご利用の先生も多いので、振替日をご確認頂き、協会か組合のいずれの引き去りかのチェックに。

現在ご利用のカードの有効期限が09年04月（今月末）まで
となっております。
更新されるカードを持参及び発送にて対応しております。
今回お送りしたカードは2013年4月迄の有効期限となっ
ております。
尚、新しく更新されたカードは到着後すぐにご利用いただ
けます。

第14回通常総代会開催日程のご案内
09年5月23日（土曜日）　PM4時

会場： 青森市　アピオ青森

住所：青森市中央3丁目17-1　TEL.017-732-1010

ENEOSガソリンカードご利用の皆様へ

　　 

　（団体所得補償保険）　ー 長期休業保障制度のご案内ー  
長期休業保障制度とは？？？

     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。

※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。

●保険金の受け取りが、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。

●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☆☆☆ 42才・10口加入の医師が、胃潰瘍で12/2から5ヶ月間入院し、退院後1ヶ

●お支払い対象期間
12/2～6/11までの期間=6ヶ月と10日

●お支払いする保険金
100万円×6ヶ月+100万円×10日/30日=約633万円

※「就業不能」とならない場合は保険金のお支払いは出来ませんのでご注意下さい。
例）午前中休んで午後は就業するといった場合　等

月と10日間（翌年6月11日まで）医師の指示に基づき自宅療養した。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  5 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。
   5 月 15 日現在　組合員数　644 名　出資金  814 口

2009/5/15  第87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　　　 新価格
①ハイオク　   119 円   123 円 
②レギュラー　109円   113 円 
③軽油　            98 円   据え置き  
④灯油　　　　   58 円   据え置き 
⑤重油　　　　   56 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  5 月 15 日 現在

※ 5 月 1 日から価格が変更となっています。

　価格の変動は以前よりは落ち着いてきており

　ます。 ( 表示価格は税込み）

産業廃棄物管理票交付等状況報告書と電子マニフェストについて

●産業廃棄物管理票交付等状況報告書
　前年度1年間において交付したマニフェストの交付等の状況報告（右記）
を、毎年6月30日までに排出場所を管轄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ております。
 　廃棄物処理業者各社の対応も様々違うようで、廃棄物処理業者側で医院
毎の排出量を計算、その他必要事項を記載し、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。届いた
際にはマニフェストとの付け合わせをすることは必要となります。
　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。

●電子マニフェスト

○事務処理の効率化
　紙マニフェストの保存が不要、保存スペースも不要。
○データーの透明性
　マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存、マニフェストの偽造がし　 
　にくく不適切なマニフェストの登録・報告を防止。
○電子マニフェストに関する行政報告が不要
　平成20年度から排出事業者は事業場ごとに産業廃棄物管理票交付等の状況報
　告書を管轄する都道府県及び政令市に提出しなければなりませんが、電子マニ
　フェスト利用分は情報処理センターが管轄場所に報告するため、排出事業者の 
　報告が不要
○法令の遵守
　システムで入力項目を確認し、マニフェストの入力漏れを防止。
　処理を委託した廃棄物の終了報告確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起。

　電子マニフェストは、IT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効
　率化」を活用して、排出事業者、処理業者の情報管理の合理化を推進します。

電子マニフェストの4つのメリット

紙マニフェストと電子マニフェストの運用比較

紙マニフェスト　　　　　電子マニフェスト
・マニフェストの交付　　　　　　・マニフェストの登録
廃棄物を業社に引き渡しと　　　引き渡した日から3日以内に
同時に交付　　　　　　　　　　情報処理センターに登録

・処理終了確認　　　　　　　　　・処理終了確認

B2・D・E票の回収、A票との　　　情報処理センターからの報告
照合により運搬・中間・最終　　　の通知（電子メール等）により
終了を確認　　　　　　　　　　確認

・マニフェストの保存　　　　　　・マニフェストの保存
B2・D・E票を5年間保存　　　 　マニフェストの保存不要

※電子マニフェストで発生するコスト

※電子マニフェストを利用する場合には、加入料（加入時のみ）3,000円、
　基本料金（年間）2,000円、使用料1件に付き60円（感染性と非感染性など
　2個排出すれば2件となります）がコストとして発生します。
　但し、各廃棄物処理業者で割り引きやサービスとなる場合もありますの　
　で、ご検討の際には廃棄物処理業者ご確認を。　

現時点でのメリットとしては上記の紙ベースの報告がいらないことと、マニフェストを保管しなくても良い、不法投棄の防止等があり、
デメリットとしてはコストが発生することとなります。　義務化されていることでは無いので、メリット・運用比較・コストを参考にご検討を。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電子マニフェスト普及目標　平成22年度　普及率50％　IT戦略本部）



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   5 月15日 青森県保険医協同組合



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  6 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。
   6 月 15 日現在　組合員数　643 名　出資金  813 口

2009/6/15  第88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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   123 円   130 円 
②レギュラー　113円   120 円 
③軽油　            98 円   100 円  
④灯油　　　　   58 円   据え置き 
⑤重油　　　　   56 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  6 月 15 日 現在

※ 5 月 16 日から価格が変更となっています。

　価格の変動は最近は値上がり傾向となってい

　ます。　

「第14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 113 73 186

中　弘 87 51 138

三　八 69 64 133

西北五 25 31 56

上十三 31 41 72

南　黒 21 15 36

下　北 7 15 22

合　計 353 290 643

協同組合組織表（2009年6月15日現在）

　本保険医協同組合・第 14 回（第 21 期）通常総
代会が 5月 23 日（土）青森市アピオ青森に於いて
総代、役員 47 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）
　開催挨拶で引地基文理事長は「新型インフルエン
ザの流行が始まり、非常に落ち着かない日々を送っ
ておりますが、幸い弱毒性ということが今のところ
解ってきました。協同組合でもマスクの在庫の取り 開催挨拶の引地理事長

方等、将来的な強毒性の流行が始まった時の予行練習となっております。
今後の協同組合の発展に繋がるよう、様々なご意見をお願いしたい」と
挨拶。
　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。

議長の大竹総代

　中村専務理事から 2008 年度事業報告、決算報告、
剰余金処分案、監査報告、2009 年度事業方針案、
予算案、借入金最高限度額は 1億円を限度とする
提案を行い、1～ 4号議案について満場一致で承認
された。
　引き続き同専務理事から、組合員数変更に伴う、
定款変更、総代選挙規約変更の提案がなされ、5～
6号議案について賛成多数で承認。

総代会会場議案を進行する中村専務

　新型インフルエンザの世界各国への感染拡大により、国内でも混
乱を招いております。
　医療機関として感染対策は日々行っているのは当然のことです
が、マスク (ガーゼマスク・ディスポマスク・サージカルマスク各
種 )が全国的に不足するという事態になりました。
　特に歯科医院において日常診療に使用しているディスポマスクま
でもが不足し、診療に支障をきたしております。
　本協同組合では組合員へ最小限でも供給すべく体制を求めディー
ラー並びにメーカーと協議し対応を進めておりますが、まずは今秋
に向け、本協同組合としてもマスクを緊急用にストックしておりま
す。
　ただし、今般同様の国内不足も充分考えられますので、各医療

機関 (特に歯科医院 )においては最低でも 1ヶ月分は医院でも在庫として備え
ておく事をお勧めします。

　役員の任期満了に伴う役員改選の 7号議案についても賛成多数で承
認され、すべての議案の審議が終了した。
　最後に大竹議長より「総代会で出された意見を受け、組合員の声をで
きるだけ反映できるような方法を考え、組合員にとってプラスになるよ
う、今後とも検討して欲しい」との意見を頂き閉会した。

マスクに関するご案内

1)N95 マスク排気バルブ付 カップタイプ (10 入 @2,100) × 80 ヶ  
2)N95 マスク排気バルブ無 カップタイプ (20 入 @4,200) × 70 ヶ
3)N95 マスク排気バルブ無 おりたたみタイプ (20 入 @4,200) × 30 ヶ
4) 長谷川 サージカルマスク 白 　   (50 枚入 @600) × 110 ヶ
5) 長谷川 サージカルマスク ブルー (50 枚入 @600) × 20 ヶ
6) 長谷川 サージカルマスク ピンク (50 枚入 @600) × 20 ヶ

【本協同組合マスク緊急用ストック状況】

22期保険医協同組合組織表

※1)、2)、3) についてはすぐに出荷できます。
　4)、5)、6) については 7月以降入荷予定となります。



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   6 月15日 青森県保険医協同組合

 理事会だより
　平成 20 年度第 7 回理事会　2009 年 2 月 17 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、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、山本若子理事　　　（10 名中 6 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○共済関係
　長期休業補償は新規加入 5件、増口が 1件。手数料収入として事務手数　
　料 3％。代理店手数料 5％。
○創クレアール関連
　ティワック（業種：産業廃棄物処理）の医療廃棄物処理事業からの撤退に　
　伴い、引き継ぎ業社である福興産業が今後は本組合と提携する。現在のティ
　ワック利用者には提携している他の廃棄物業社の価格も案内し選択可能な　
　情報を提示する。
○役員・総代の改選選挙関連
　役員選挙の公示については 4月中旬の組合ニュースか、組合員へ個別で　
　案内する。立候補締め切りは 5月 1日とし、5月 8日に総代会開催通知と
　一緒に投票用紙を発送する。書面投票を認めているので総代会前日の午後 5
　時を投票受付締切とする。
　総代選挙については前回理事会よりあった「多めに総代数を決定する」「医
　科・歯科別での総代選定」は今回総代会で定款の変更が必要。
　次回理事会で総代会についての全ての確認をし、総代選挙規定を現行と変更
　後を作成し、中央会にも指導・確認を受ける。
○その他
　3/15 組合ニュース掲載の理事会だよりの確認など。

名川産さくらんぼ　佐藤錦＆紅秀峰
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。
今年度は2品種にて案内致
します。
ご注文お待ちしておりま
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）

　○昨年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）

「創クレアール第14回例会」開催される
　6月 5日（金）、創クレアール第 14回例会が会員 22名の参加
で開催された。
　冒頭、清野代表（アリコジャパン）からは「先生方への適正な商
取引を行うことを目的に設立して 14回目の例会を迎えました。こ
の間、先生方を取り巻く環境も変わっておりますが、我々業社の環
境も昨年の不況の影響もあり、まさに激変の時代を迎えております。

加者各々が名刺交換や情報交換を行い、食事をしながら会話を弾ま
せ大いに盛り上がっていた。
　同会の閉会にあたり清野代表は「幹事も厳しい経済状況の中で

挨拶する清野代表

会話を弾ませる参加者達

時代に変化に伴い、求められる内容も、提
供する内容も今までとは違った内容になり
つつあります。今後の創クレアールの方向
性も含め、創クレアールが活躍できるよう
本日の参加者から多くの意見を頂きたい」
と挨拶。
　その後、2008 年事業報告、決算報告、
監査報告、2009 年事業方針、予算案、幹
事体制が報告され、満場一致で全議案が承
認された。
　例会後は懇親会が行われ、同席では、参

創クレアール代表　　　　清野　覚
創クレアール副代表　　　金田　守弘
創クレアール副代表　　　中村　寛二

減っており、時代の変化に
に合わせ新しい意見も取り
入れる時期ですから、今後
は会員の皆様も幹事会に参
加してもらい、創クレアー
ルの活性化を図っていきた
い」と述べた。

ー 09年度　創クレアール会員ー  

※今回掲載理事会だより　2009年4月21日第8回理事会にて確認
※創クレアール加入企業は全59社　09年6月1日現在

「創クレアール」は、保険医協同組合事業を支援する個人・法人の異業種交流会です。組合員のいろいろな要望を各専門的立場から支援いたします。

会計事務所　       …　三上会計、柏税理士、北山会計
労務管理　　　　…　油川社会保険労務士事務所　
協定融資　　　　…　青森銀行
リース　　　　　…　日医リース、日立キャピタル
不動産　　　　　…　太陽地所、平和不動産
設計事務所　　　…　横山建築デザイン研究所、狩野尾建築設計、TACT
設計施工　　　　…　伊藤光建設、メイクホーム、藤本建設、堀江組　　　　　
リフォーム　　　…　メイクホーム、TACT
家具　　　　　　…　ワタキューセイモア
家電、空調　　　  …　シンク、日立コンシュマー・マーケティング
文具・備品　　　  …　テクノル、こがわ
燃料関係　　　　…　ENEOSフロンティア、工藤酸素店、東酸
医療ガス　　　　…　東酸、工藤酸素
医療機器関連　　…　コニカミノルタヘルスケア、ムトウ、シバタ医理科、
　　　　　　　　　　東京商事、コセキ
衛生・歯科材料　  …　ササキ、シマヤ
医療廃棄物　　　…　ワタキューセイモア、横浜金属、ホクエイ環境、福興産業
検査センター　　…　ビー・エム・エル、三菱化学メディエンス
X線フィルム　　 …　コニカミノルタヘルスケア、コセキ

フィルムバッチ　…　青森県保険医協同組合　
白衣・リネン　　  …　ワタキューセイモア、東洋社、共立寝具
レセコン　　　　…　メディコム東北、シンク、アルファ・システム
電子カルテ　　　…　メディコム東北、ビー・エム・エル、三菱化学メディ　
　　　　　　　　　　エンス、アルファ・システム
予約システム　　…　ページワン
コピー、ＦＡＸ  　…　テクノル、シンク、こがわ
印刷関係　　　　…　東北印刷工業、こがわ
警備保障　　　　…　セコム、青森綜合警備保障
保団連共済　　　…　青森県保険医協会
生命保険　　　　…　アリコジャパン
損害保険　　　　…　三井住友海上、アオモリ総合保険企画、たて総合保険
はんこ　　　　　…　小野印房
英会話　　　　　…　キッズコミュニケーション
自動販売機　　　…　アシード
清掃関係　　　　…　ダスキン篠田、太平ビルサービス
自動車販売　　　…　ヤナセ青森、レクサス青森
硝子   …　伊東自動車硝子販売



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  7 月 15 日青森県保険医協同組合

　  理  事 長　　　引地　基文（平内町　　   　医科）

　副理事長　　　成田　博之（弘前市　　   　歯科）

　専務理事　　   中村　寛二（保険医協会事務局長）

　理　　事　　　阿部　芳則（十和田市　   　医科）

　理　　事　　　上田　克文（青森市　 　  　医科）

　理　　事　　　新渡戸　剛（青森市　　   　医科）

　理　　事　　　森　　明彦（青森市　　   　医科）

　理　　事　　　山本　若子（五所川原市   　歯科）

　理　　事　　　清水　文雄（八戸市　 　  　歯科）

　理　　事　　　柳谷　博章（青森市　 　  　歯科）

　監　　事　　　寺沢　哲郎（青森市　 　  　医科）

　監事（新任）　  中畑　範彦（弘前市　      　歯科）

　 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。
   7 月 15 日現在　組合員数　645 名　出資金  806 口

2009/7/15  第89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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   130 円   136 円 
②レギュラー　120円   126 円 
③軽油　         100 円   106 円  
④灯油　　　　   55 円     62 円 
⑤重油　　　　   53 円     60 円      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  7 月 15 日 現在

※ 7 月 16 日から価格が変更となります。

　今回は値上がり幅が大きいです。今後も価格

　の変動は値上がり傾向となっています。　

　前略、前々回とご案内し、サージカルマスクは 700 箱を越える
注文をいただいております。
　本協同組合では以下の通りの受注数でした。　

サージカルマスクに関するご案内　第3弾

1)N95 マスク排気バルブ付 カップタイプ (10 入 @2,100) × 70 ヶ  
2)N95 マスク排気バルブ無 カップタイプ (20 入 @4,200) × 68 ヶ
3)N95 マスク排気バルブ付 おりたたみタイプ (10 入 @2,100) × 4 ヶ
4)N95 マスク排気バルブ無 おりたたみタイプ (20 入 @4,200) × 55 ヶ

【本協同組合マスク緊急用ストック状況】

 理事会だより
　平成 20 年度第 8 回理事会　2009 年 4 月 10 日

◇場所：保険医会館　会議室

◇出席：青森）引地基文理事長、清水文雄、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 5 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○共済関係
　長期休業補償は新規加入 3件。3/31 無事故戻しで年間保険料 20％を返戻。
○創クレアール関連
　アルファ・システム（業種：レセコン・電子カルテ）の加入、及びあるてす、キャ
　プテン青森の破産、解散に伴うクレアール退会の承認。
○決算書関連＆会計監査
　中小企業法改定により、総代会議案書に掲載する決算書関係書類について、作
　成基準が定められたことに従い、表記変更の決算書の確認。会計監査について      
　は、 作成基準に定められた決算書と従来の形式である決算書を用いて、前年度     
　決算及び予算とを対比しながら説明し監査を行った。
○総代会関連関連
　第 5号議案で総代数を 61名から 65名とする定款変更の承認を得て、第 6号
　議案で選挙規約の承認を求める際に、地区別及び医科歯科別とした別表を細分  
　化し選挙規定に追加する。　
　第 7号議案の役員改選については、4月 22日郵送にて全組合員へ立候補を募
　り、締め切りは 5月 1日 13 時とする。総代会開催通知書は法令に基づき総
　代会開催 10日前の 5月 8日に議案書と共に発送する。尚、役員選挙となる
　場合は書面投票用紙等を同封する。
○その他
　次回組合ニュース掲載の理事会だよりの確認など。

第22期青森県保険医協同組合　役員

　2009 年 5 月 23 日に開催された本協同組合第 14
回（第 21 期）通常総代会において役員が選任され、
6 月 23 日開催の第 1 回理事会にて、下記の通りそ
れぞれ就任致しました。

（敬称略）

※今回掲載理事会だより　2009年6月23日 第1回理事会にて確認

1) ホワイト　　受注個数：555ヶ　　納品 ：全て納品済み
2) ブルー　　　受注個数：129ヶ　　納品 ：119ヶ納品済み
3) ピンク　　　受注個数：222ヶ　　納品 ：172ヶ納品済み

現在、ホワイトを 200ヶ確保致しましたので、2～ 3日程度で納
品は可能ですが、すぐに完売が予想されます。納期としてはまだ十
分な供給体制とはなっていませんが、注文と入荷の順に振り分けま
すので、早めに注文だけでもしておくことをお願いいたします。
　現在、全般的に値上げの傾向にあり、販売価格を維持する為にも
送料をご負担いただければ幸いに存じます。
　また、需要への対応のための急激な増産体制や、様々なマスクに
関する商品が多種多様化している中、商品品質等へのクレームも発
生しているようなので、本組合販売分にてそのような商品があった
際にはご指摘・ご報告いただければ幸いです。

【サージカルマスクの受注及び納品状況】

【現在のサージカルマスク発注状況】
サージカルマスク（50枚入　　＠ .600)
・ブルー　×　100ヶ　　・ピンク　×　100ヶ

※N95マスクはすぐに出荷できます。  
※サージカルマスク　ピンク及びブルーは 7月下旬頃入荷予定
※現在は通常価格であり、送料 300円は別途ご負担頂いております。
※返品はお受けできませんので、ご了承下さい。
※組合員以外はご利用いただけませんので、ご加入後にご利用下さい。
今後も秋頃にかけてマスクの欠品が予想されますので、早めのストック       
用としてご注文をお待ちしています。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 年  8 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。
   8 月 15 日現在　組合員数　646 名　出資金  807 口

2009/8/15  第90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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   136 円   据え置き 
②レギュラー　126円   据え置き 
③軽油　         106 円   据え置き 
④灯油　　　　   62 円   据え置き 
⑤重油　　　　   60 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  8 月 15 日 現在

※ 7 月 16 日から価格が変更となっています。

　今回は変更無しの据え置きとなります。　

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致します。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。
※リーフレット及び専用注文書は 8 月 7 日頃着にて、全組合員に発送しておりますので注文の際にご利用下さい。
※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。　

販売期間　2009年9月20日迄 

Ａ . オールミニー　　　Ｂ . サマービーチ
Ｃ . スマイル　　　　　Ｄ . バタフライ
Ｅ . マリン　　　　　　Ｆ . ドングリ

ジャンボバスタオル
　　サイズ　 約 75 × 150 ｃｍ

定価　3,500円　組合価格 900円（税別）

・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
・ご注文はお届けしている専用注文用紙をご利用下さい。　　　　　　　　（017-734-7212）

◇カラーチラシは青森県保険医協同組合ホームページ  http://aomori-hkk.jp/ お知らせコーナーにて確認できます◇



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

　サージカルマスクは1000箱を超える注文をいただきました。

供給不足の中、組合員皆様の注文分は何とか確保し、Ｎ９５マ
スク、サージカルマスクは受注残のない状況となっています。
　ただ、現時点でも入荷未定の商品もありますので、メーカー
によってはまだまだ供給が安定していないマスクもあります。

　各メーカ、ディーラーとの協議の中で、今回のような事態が
起きた場合に備えて協同組合分は確保してもらえるよう働きか
けていますが、即日供給が難しい為、特に歯科医院においては
院内へストックしておくことを改めてお勧めします。　

サージカルマスクに関するご案内　第4弾

1)N95 マスク排気バルブ付 カップタイプ (10 入 @2,100) × 70 ヶ  
2)N95 マスク排気バルブ無 カップタイプ (20 入 @4,200) × 68 ヶ
3)N95 マスク排気バルブ付 おりたたみタイプ (10 入 @2,100) × 4 ヶ
4)N95 マスク排気バルブ無 おりたたみタイプ (20 入 @4,200) × 55 ヶ
5) サージカルマスク 　ホワイト　　　　 (50 入 @600)   × 20 ヶ
6) サージカルマスク 　ブルー　　　　　 (50 入 @600)   ×　8ヶ
7) サージカルマスク 　ピンク　　　　　 (50 入 @600)   × 35 ヶ

【本協同組合マスク緊急用ストック状況】

※上記マスクはすぐに出荷できます。  
※現在は通常価格であり、送料 300円は別途ご負担頂いております。
※返品はお受けできませんので、ご了承下さい。
※組合員以外はご利用いただけませんので、ご加入後にご利用下さい。

　○グループ保険の特徴○

　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

　◎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）のご案内＆配当金のお知らせ

2008年4月〜2009年3月保険料に対しての配当です。
　（保険料引落しは前月払いの為、引落月は2008年3月度〜2009年2月度の保険料です）

例，〈保険料月額　7,760円の場合〉　　7,760円×12ヶ月×23％=配当金　21,410円（1円未満切り捨て）

2009年8月31日に保険料引落指定口座へご入金致します。明細は、「配当金支払明細書」をご確認下さい。新グループ
配当率23％

例，〈保険料月額　3,420円の場合〉　　3,420円×12ヶ月×19％=配当金　   7,790円（1円未満切り捨て）

※当制度は1年ごとに決算を行い、剰余金が生じた時は配当金として加入者の皆様に返金しています。
（配当金額は加入者数、支払保険金などによって年度ごとに異なります）
※法人契約で毎月の掛金を経費とされている場合は「雑収入」として計上下さい。
※個人契約されている場合、この配当金は保険料の戻りとなります。

◆今年度の保険医共済会の配当金が下記の通り決定いたしました◆     

※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。

団体医療
配当率19％

2009年8月31日に保険料引落指定口座へご入金致します。明細は、「配当金支払明細書」をご確認下さい。

「すずらん」衛生材料キャンペーン開催中

ガーゼ 脱脂綿 カット綿 尺角ガーゼ

（30ｃｍ×10ｍ） （500ｇ） （4×4、5×5） （平折、4折、8折）

通常価格　270円 通常価格　2,200円通常価格　650円 通常価格　650円

セール価格　200円 セール価格　2,000円セール価格　600円 セール価格　600円

　通常価格　27,000円 通常価格　2,200円通常価格　650円 通常価格　650円
セール価格　18,000円 セール価格　10,000円

　ケース単位　100反 　ケース単位　20ヶ 　ケース単位　20ヶ 　ケース単位　10ヶ

セール価格　10,000円 セール価格　18,000円



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 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　647 名　出資金  808 口

2009/9/15  第91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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   136 円   据え置き 
②レギュラー　126円   据え置き 
③軽油　         106 円   据え置き 
④灯油　　　　   62 円   据え置き 
⑤重油　　　　   60 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  9 月 15 日 現在

※現時点では据え置きですが、全体の値上がり

　傾向の為、9 月中には価格が変更となる見込

　みです。　

サージカルマスクに関するご案内　9月現在

1)N95 マスク排気バルブ付 カップタイプ (10 入 @2,100) × 48 ヶ  
2)N95 マスク排気バルブ無 カップタイプ (20 入 @4,200) × 57 ヶ
3)N95 マスク排気バルブ付 おりたたみタイプ (10 入 @2,100) × 0 ヶ
4)N95 マスク排気バルブ無 おりたたみタイプ (20 入 @4,200) × 43 ヶ

【本協同組合マスク緊急用ストック状況】

※ストックはN95のみとなり、サージカルマスクは入荷待ちの状況です。
※個数に記載のあるマスクはすぐに出荷できます。  
※納品の際には、送料 300円を別途ご負担いただければ幸いです。
※返品はお受けできませんので、ご了承下さい。
※組合員以外はご利用いただけませんので、ご加入後にご利用下さい。
※今後の入荷のタイミングで価格変更（値上がり）の可能性があります
　のでその際には個別にご案内とします。

 理事会だより
　平成 21 年度第 1 回理事会　2009 年 6 月 23 日

◇場所：保険医会館　会議室　　（10 名中 10 名出席）

◇出席：青森）引地基文理事長、清水文雄、森明彦、上田克文各理事

　　　　　　　中村寛二専務理事（事務局：葛西、菅原、増田各局員）　
　　　　書面）成田博之副理事長、阿部芳則、新渡戸剛、柳谷博章、山本若子各理事

ー主な協議・報告事項ー
○通常総代会議事録の確認
　書面及び出席理事に確認いただき承認。
　総代会議事録を県へ届け出し定款変更を行う。役員名簿は法務局へ届け出する。
○創クレアール関連
　6月 5日、例会開催。59社中 17社（22名）参加。議事については全て了承。
　昨年も開催した IT フェアなどの予算案も承認。
○保険医協同組合　三役選出について
　書面及び出席理事に確認いただき承認。　
○その他
　「協同組合の事業について意見交換をする場所を設けて欲しい」との総代会での意見
　について、1回目は八戸開催で案内する。次回までに日程・ 内容を詰めて準備する。
　理事の立候補が少ないため書面議決をしたが、定款変更との関係も中央会と相談し
　検討する。
　総代定員を自動的に増やせるよう、他の組織の規約も参考とし次回検討する。

手・指殺菌消毒用商品について

花王　ハンドクリーンシリーズ

1L　ポンプ式ボトル　　　組合価格　　1,800円（税別）

4.5L　詰め替え用　　　　組合価格　　6,600円（税別）

400ｍｌジェルタイプ　　 組合価格　　1,200円（税別）

　日頃より本協同組合事業にご協力いただきありがとうございます。
再度サージカルマスクが欠品する状況となりました。さらには、原
材料の高騰と静電フィルターの供給の遅れが重なり、価格が200～
300円上昇している傾向にあります。(既に値上げしているメーカー
もあります )
　本協同組合も価格の維持には努めていますが、今後値上がりする状
況は避けられません。
　また、N95マスクについても値上げ、または欠品する事態が考え
られます。
　既にサージカルマスクの納期は 2ヶ月以上待ちとなっております
が、日頃本協同組合をご利用いただいている組合員皆様へは優先的に
納品させていただきたいと思っております。

　手指消毒用アルコール商品が各種品薄となり、入荷未定
が続いています。
　花王より9月発売のジェルタイプが新商品で発売されま
したが、従来品の品薄に関連し、予約注文として発売前から
注文が累積していることから、既に品薄、納期未定です。
　この他、サラヤの商品もありますが、こちらのメーカーも
すべて納期未定です。
　マスク同様、注文の順番となることと、当面は各医療機関
でも備え付けることになりますので、早めに予約注文とし
て、注文しておくことをお勧めします。



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

ー 09年度　創クレアール会員ー  
「創クレアール」は、保険医協同組合事業を支援する個人・法人の異業種交流会です。組合員のいろいろな要望を各専門的立場から支援いたします。

会計事務所　       …　三上会計、柏税理士、北山会計
労務管理　　　　…　油川社会保険労務士事務所　
協定融資　　　　…　青森銀行
リース　　　　　…　日医リース、日立キャピタル
不動産　　　　　…　太陽地所、平和不動産
設計事務所　　　…　横山建築デザイン研究所、狩野尾建築設計、TACT
設計施工　　　　…　伊藤光建設、メイクホーム、藤本建設、堀江組　　　　　
リフォーム　　　…　メイクホーム、TACT
家具　　　　　　…　ワタキューセイモア
家電、空調　　　  …　シンク、日立コンシュマー・マーケティング
文具・備品　　　  …　テクノル、こがわ
燃料関係　　　　…　ENEOSフロンティア、工藤酸素店、東酸
医療ガス　　　　…　工藤酸素店、東酸
医療機器関連　　…　コニカミノルタヘルスケア、ムトウ、シバタ医理科、
　　　　　　　　　　東京商事、コセキ
衛生・歯科材料　  …　ササキ、シマヤ
医療廃棄物　　　…　ワタキューセイモア、横浜金属、ホクエイ環境、福興産業
検査センター　　…　ビー・エム・エル、三菱化学メディエンス
X線フィルム　　 …　コニカミノルタヘルスケア、コセキ

フィルムバッチ　…　青森県保険医協同組合　
白衣・リネン　　  …　ワタキューセイモア、東洋社、共立寝具
レセコン　　　　…　メディコム東北、シンク、アルファ・システム
電子カルテ　　　…　メディコム東北、ビー・エム・エル、三菱化学メディ　
　　　　　　　　　　エンス、アルファ・システム
予約システム　　…　ページワン
コピー、ＦＡＸ  　…　テクノル、シンク、こがわ
印刷関係　　　　…　東北印刷工業、こがわ
警備保障　　　　…　セコム、青森綜合警備保障
保団連共済　　　…　青森県保険医協会
生命保険　　　　…　アリコジャパン
損害保険　　　　…　三井住友海上、アオモリ総合保険企画、たて総合保険
はんこ　　　　　…　小野印房
英会話　　　　　…　キッズコミュニケーション
自動販売機　　　…　アシード
清掃関係　　　　…　ダスキン篠田、太平ビルサービス
自動車販売　　　…　ヤナセ青森、レクサス青森
硝子   …　伊東自動車硝子販売
旅行   …　 JTB東北　青森支店

※8月に行われた協同組合理事会の承認を経て、旅行関連の「JTB東北　青森支店」が新たに加入いたしました。　

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

●電子マニフェスト

○事務処理の効率化
　紙マニフェストの保存が不要、保存スペースも不要。
○データーの透明性
　マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存、マニフェストの偽造がし　 
　にくく不適切なマニフェストの登録・報告を防止。
○マニフェストに関する行政報告が不要
　平成20年度から排出事業者は事業場ごとに産業廃棄物管理票交付等の状況報
　告書を管轄する都道府県及び政令市に提出しなければなりませんが、電子マニ
　フェスト利用分は情報処理センターが管轄場所に報告するため、排出事業者の 
　報告が不要。
○法令の遵守
　システムで入力項目を確認し、マニフェストの入力漏れを防止。
　処理を委託した廃棄物の終了報告確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起。

　電子マニフェストは、IT化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効
　率化」を活用して、排出事業者、処理業者の情報管理の合理化を推進します。

電子マニフェストの4つのメリット

紙マニフェストと電子マニフェストの運用比較

紙マニフェスト　　　　　電子マニフェスト
・マニフェストの交付　　　　　　・マニフェストの登録
廃棄物を業社に引き渡しと　　　引き渡した日から3日以内に
同時に交付　　　　　　　　　　情報処理センターに登録

・処理終了確認　　　　　　　　　・処理終了確認

B2・D・E票の回収、A票との　　　情報処理センターからの報告
照合により運搬・中間・最終　　　の通知（電子メール等）により
終了を確認　　　　　　　　　　確認

・マニフェストの保存　　　　　　・マニフェストの保存
B2・D・E票を5年間保存　　　 　マニフェストの保存不要

※電子マニフェストで発生するコスト

※電子マニフェストを利用する場合には、加入料（加入時のみ）3,000円、
　基本料金（年間）2,000円、使用料1件に付き60円（感染性と非感染性など
　2個排出すれば2件となります）がコストとして発生します。
　但し、各廃棄物処理業者で割り引きやサービスとなる場合もありますの　
　で、ご検討の際には廃棄物処理業者ご確認を。　

現時点でのメリットとしては上記の紙マニュフェストの報告が不要となることと、マニフェストを保管しなくても良い、不法投棄の防止等があ
り、デメリットとしては加入料・基本料金・使用料等のコストが発生することとなります。　義務化されていることでは無いので、メリット・運用
比較・コストを参考にご検討を。　　　　　　　　　　　　　　　

廃棄物処理における電子マニュフェスト
県内でも最近になり、電子マニュフェストの登録をし、利用している医院が見られるようになりました。
紙から電子データへの移行が各分野でも進んでいますが、事務処理軽減、保管場所などのメリットと、必要経費として
のコストが新たに発生するデメリットがありますので、内容確認してからのご利用をお勧めします。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 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　648 名　出資金  809 口

2009/10/15  第92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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   136 円   据え置き 
②レギュラー　126円   据え置き 
③軽油　         106 円   据え置き 
④灯油　　　　   62 円     65 円  
⑤重油　　　　   60 円     63 円      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  10 月 15 日 現在

※ 10 月 1 日から、価格が変更となっています。

現時点では据え置きですが、全体的には値上が

り傾向です。　

サージカルマスク＆ラテックスグローブに関するご案内
　前回までの組合ニュースでも案内しておりました、サージカルマスク
ですが、メーカーより 8月中旬以降の受注分に関して、供給が不可能
の為、受注分の取り消しとなりました。
　年内の受注再開は未定のままであり、価格も値上げとなる見通しです
が、具体的な金額はまだ未定となっています。
　本組合においては、供給を第一に考え、価格、信頼性、納期等を考慮
し三層構造マスクに切り替えて取り扱いを
しております。注文をいただいていた
医療機関には、既に切り替えての受注と
しても良いかどうかの確認をしています。
　マスクが全般的に品薄となっています
ので、確保が難しくなってきております。
手に入る方法での早めの確保をお勧めします。　

新規取り扱い商品　　口腔ケア用ジェル　リフレケアH

特　　徴
●有効成分：ヒノキチオールを含んだ、医薬部外品の薬用ハミガキ。
　口臭を防ぎ、歯周病（歯周炎、歯肉炎）を予防する効果があります。
●やさしい甘さと清涼感のあるはちみつミント風味。
●研磨剤や発泡剤を配合していません。
●口腔内のマッサージにも利用できます。
●のびのよいジェルは、ブラッシングも容易です。

リフレケアH　mini　20ｇ　患者価格は800円(税別）

リフレケアH　70ｇ

効能・効果

口臭の防止。歯周炎、歯肉炎の予防。
むし歯を防ぐ。口中を浄化する。
口中を爽快にする。

使用方法

1. 口腔内の状況を確認します。
2. 湿らせた柔らかいブラシ（ウルトラソフトなど）に
　リフレケアHを適量とります。
3. 歯や歯肉をマッサージするようにブラッシングします。

　また、ラテックスグローブに関しても、価格・信頼性の面から、組合で
も多くの組合員にご利用いただいていた、「カーディナルヘルス社」のパ
ウダーフリー・ラテックスグローブがメーカーの撤退により年内で販売を
中止することとなりました。
　グローブに関しては現在、別メーカ
の商品にて切り替え可能な商品を探し
ています。
　マスク、グローブいずれの切り替え
に関しても、利用者を中心に案内し、
サンプルなどの対応が出来るよう検討
しております。

○リフレケアH　ミニ　20ｇ
　　　組合価格　3,200円（税別）
　　　　　単価640円×5本単位

患者価格は2,000円(税別）

○リフレケアH　70ｇ
　　　組合価格　9,600円（税別）
　　　　  単価1,600円×6本単位



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   10 月15日 青森県保険医協同組合

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）

　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。「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。
　保健所の立ち入り検査では、着用・及び設置状況を確認するのではなく、測定の記録の提示が求められます。測定に必要な期間が終わった
バッチは確実にメーカーへ送付し、報告書として送られてくる測定記録を管理・保管することが必要です。

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。

次年度4月頃にかけて、現在のルクセルバッチの形状が新しい形に変わります。パンフレットなどが届き次第、利用者には案内をしていく予定です。
また、同時期に向けて締日に関しても現在の20日締から末締めに変更となります。引落日には変更はありませんので、利用者には追ってご案内いたします。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 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　648 名　出資金 799 口

2009/11/15  第93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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   136 円   132 円 
②レギュラー　126円   122 円 
③軽油　         106 円   102 円 
④灯油　　　　   65 円   据え置き  
⑤重油　　　　   63 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  11 月 15 日 現在

※ 11 月 1 日から、価格が変更となっています。

現時点では据え置もありますが、全体的には値

下がり傾向です。　

長瀬ランダウア(株)よりルクセルバッジ仕様変更について
2010年4月着用開始分よりルクセルバッジ→クイクセルバッジへ切り替わります！

図1.ショートホルダ：57.4mm×22.0mm×8.5mm

図2.ショートホルダ+クリップ側面図　厚み約17mm

図3.ロングホルダ：76.2mm×22.0mm×8.5mm

図4.クリップ上面図

図5.ショッピングトレー

クイクセルバッジは、線量計を充填する本体部分と装着するためのクリッ
プ（図 4）から構成されます。ホルダには 2 種類あり、ショートホルダ（図
1.2）には改良された OSL 線量計が充填されていてＸ・y 線量及びβ線を
測定いたします。また、ロングホルダ（図 3）の右側には OSL 線量計が
充填され、左端の部分には、中性子線量計、イメージ素子等がバッジタイ
プに合わせ充填いたします。
当社からお客様にクイクセルバッジをお送りする際は、専用のショッピン
グトレー（図 5）に入れて出荷いたします。着用後にはトレーに戻してご
返送下さい。

  ラベルには着用に必要な情報が文字、絵および色合いにより表現されております。

○バッジの構成 ○ラベルデザイン

○クリップ着脱方法
バッジ本体の裏側にある溝へクリップの突起部分を挿入して下

さい。「カチッ」と音がすれば取り付け完了です。

クリップにあるレバーを押し下げ、バッジ本体からクリップを

取り外して下さい。

→取り付け方法

←取り外し方法

※未返却バッジのご請求※
クイクセルバッジサービスでは、
着用開始日より 6ヶ月を経過し
てご返却がないバッジについて
バッジ代の請求をさせていただき
ます。
請求対象となるバッジの情報は、
バッジの発送時に未返却バッジリ
ストをお送りいたしますので、早
めにご返却下さい。

○OSL線量計
ルクセルと同様に OSL 法を用いた線量計です。クイクセルは 4 種類のフィル

タ（ルクセルは 3 種類）により、線質やエネルギーを判別して測定いたします。

また、OSL 法の特長である繰り返し測定を行うことができます。

※料金と案内※
本協同組合の斡旋価格につきまし
ては、バッジの形状が変わっても
現在の斡旋価格のまま変わりませ
ん。
詳しい案内につきましては、来年
の4月から切り替わりますので、
年明けからのバッジ発送時に利用
者には個別に案内がされる予定と
なっています。



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   11 月15日 青森県保険医協同組合

創クレアール＆第5回保険医協同組合理事長杯

スコア結果（上位3名+ﾍﾞｽｸﾞﾛ1名）
　　　　　　　　　　　 　　    八甲田 　 十和田 　   グロス　　 ネット
優　勝　安達　主恭　  　44　　41　　　85　　71.8
準優勝　栗山　正憲　  　47　   43　　　90　　73.2
３　位   岩谷　克幸   　  51 　  44　　　95　　73.4
ﾍﾞｽｸﾞﾛ   金田　守弘   　  37 　  39　　　76　　73.6

懇親ゴルフ大会

（優勝し理事長杯を受け取る安達氏） （当日の参加者）

【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
　　　　　　　　泉　　雅弘　　　　　日立キャピタル　
　　　　　　　　白取　淳悦　　　　　タクト
　　　　　　　　濱田　孝明　　　　　ALSOK

【第２組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　安達　主恭　　　　　アリコジャパン
　　　　　　　　金田　守弘　　　　　シバタ医理科
　　　　　　　　岩谷　克幸　　　　　藤本建設
　　　　　　　　栗山　正憲　　　　　ワタキューセイモア

【第３組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　工藤　繁　　　　　　平和不動産
　　　　　　　　舘山　義光　　　　　たて総合保険事務所
　　　　　　　　増田　裕樹　　　　　グーフィー
　　　　　　　　清野　覚　　　　　　アリコジャパン

　11 月 8 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 5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
ルフを楽しんだ。

 理事会だより
　平成 21 年度第 2 回理事会　2009 年 8 月 18 日

◇場所：保険医会館　会議室

◇出席：青森）引地基文理事長、森明彦理事

　　　　　　　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、山本若子各理事

　　　　書面）阿部芳則、清水文雄、柳谷博章各理事　（10 名中 8 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○第 1 回理事会議事録の確認

　書面及び出席理事に確認いただき承認。　
○創クレアール関連

　新規加入希望　「JTB東北　青森営業所」について承認。
○継続審議について

　協同組合事業についての意見交換会については、理事長の日程を確認
　し、八戸での開催を予定する。
　理事の立候補に関連する定款変更については、次回理事会に中央会も
　同席してもらい、説明を受けるようにする。
　組合員数に対応する総代定員については、県と折衝をして結果を基に
　次回理事会で検討する。
○その他

　次回 9/15 号掲載予定の「理事会だより」確認等　

産地直送商品のご案内について
　本協同組合では、これまで「りんご」や「さくらんぼ」をはじめとする県産
商品を産地直送で案内してきました。
　しかしながら例年、品質（大きさ、味覚）が保たれていないと、組合員より
貴重な意見をいただくことがあります。
これは、天候不良や突然の雹被害などが要因と考えられます。

　本協同組合では、いただいた意見を基に改めて産地直送の生産農家等の
選定を進めていきたいと思いますので、ご理解いただきますようお願いい
たします。
　今年度の「りんご」のご案内についても、大型台風の接近と時期が重なり
ましたので、案内を控えさせていただきました。

カーディガンの季節です

・ホワイセル・・・・・・・・・・・・・・・定価の30％引

・ナガイレーベン・・・・・・・・・・・・定価の40％引

・アプロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・定価の37％引

2009年度版カタログ。ご希望の方はご連絡下さい。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 0 9 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　651 名　出資金 802 口

2009/12/15  第94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　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   132 円   据え置き 
②レギュラー　122円   据え置き 
③軽油　         102 円   据え置き 
④灯油　　　　   65 円   据え置き  
⑤重油　　　　   63 円   据え置き      

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  12 月 15 日 現在

※現時点では据え置きとなっております。

各地区のセルフスタンドが新しい社名で復活し、

価格競争が激しくなっています。

　医師が個人事業主の場合、休業時どこからも補てんされま
せん。
　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。これが長期とも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、銀行借入金など）は大きな負
担になります。
　このような収入の減少に対応した商品が「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。

○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、
岩手県北部地震等、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。

○ケガや病気で長期にわたって医療行為
　　　　　　　　を行えない場合でも経営が維持できます。

随時加入可
　です！！

※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〕　2010年2月1日〜2011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。

●保険金の受け取りが、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。

●79歳まで加入できます。

　　  ☆☆☆加入資格☆☆☆ 42才・10口加入の医師が、胃潰瘍で12/2から5ヶ月間入院し、退院後1ヶ

●お支払い対象期間
12/2～6/11までの期間=6ヶ月と10日

●お支払いする保険金
100万円×6ヶ月+100万円×10日/30日=約633万円

※「就業不能」とならない場合は保険金のお支払いは出来ませんのでご注意下さい。
例）午前中休んで午後は就業するといった場合　等

月と10日間（翌年6月11日まで）医師の指示に基づき自宅療養した。

電子レセプト化に対するコンピューター購入費用等に助成金

　保健医療機関及び保険薬局が電子レセプトを作成するために準備する設備整
備に係る費用の負担に対して、社会保険診療報酬支払基金が行う助成事業であ
り、医療施設等設備整備費助成事業の対象となるのは、
１）レセコンの購入（新規、買換）
　   レセコン購入、初期設定及び送信用パソコンに要した実支出額　
２）レセプト電算ソフト等の導入
　   ソフト導入費用等、初期設定及び送信用パソコンに要した実支出額
※購入契約に限られていることからリース契約は助成の対象とはなりません。

・基準額
１）レセコン購入
　医科・歯科診療所及び保険薬局は 50万円
2）レセプト電算ソフト等の導入
　医科・歯科診療所は 40万円
・対象期間
　平成 21年 5月 29日から平成 22年 3月 31日までの間に契約
※助成予定額（196 億円）が終了した時点で打切りとなります。　
　詳しい内容については社会保険診療報酬支払基金ホームページ　
　http://www.ssk.or.jp/ にてご確認下さい。　　

○医療施設等設備整備費助成事業



（毎月 15日発行）（2）2 0 0 9 年   12 月15日 青森県保険医協同組合

年末年始の共同購入について
　年末年始を迎え流通各社の混雑により、商品納期が通常より遅くなる事
が予想されます。
　納期のかかる商品、お急ぎの商品などは、余裕を持って通常より早めにご
注文いただきますようお願いいたします。
　現時点でも、インフルエンザ流行の影響により、予防接種関連のシリンジ

（１ｍｌ）やディスポ針26Ｇ等、テルモやニプロに欠品商品も出始めていま
すので、これらの商品も受注に対しての出荷が遅くなる可能性もあります。
余裕をもっての注文と、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

リットマン聴診器キャンペーンセール　12月25日迄 （送料別途500円）

・カーディオロジーIII
成人と小児を聴診面で使い分けができる（高感度タイプ）

定価　35,000円

セール価格　23,300円（税別）

・クラシックII　　S.E
ポータブルな2ウェイモデル（一般診療用）

定価　15,000円

セール価格　10,000円（税別）

3128 ブラック　　3129 ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｰ
3130 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ　  3134 ﾊﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ
3135 プラム

［品番とチューブの色］
2201 ブラック  　2203 ｶﾘﾋﾞｱﾝﾌﾞﾙｰｰ
2205 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ    2206 ﾊﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ
2208 ﾊﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ    2209 パープル
2210 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ　    2211 ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨｰ
2208 ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ　  2211 オレンジ
2208 ｾｲﾘﾌﾞﾙｰ　    2211 ｼﾌｫｰﾑｸﾞﾘｰﾝ

［品番とチューブの色］

長瀬ランダウア(株)よりルクセルバッジ仕様変更確認案内について
　現在ルクセルバッジをご利用の皆様には既に下記案内が届いているかと思います。記載内容をお知らせしますので、記入後長瀬ランダ
ウアにFAXにて返信いただくようお願いいたします。　
　「個人用」のルクセルバッジの変更だけではなく、「環境用」も同様にバッジ形状が新しい形状に変わります。
下記②の「推奨内容に変更無し」で、今までと変わらない内容で継続となりますので、記載事項ご記入の上、長瀬ランダウアにFAX

（029-836-8440）に返送いただくだけで良いです。
　現在ご利用いただいているバッジの斡旋内容には変更はありません。次年度の4月からバッジの形状が新しくなることでの確認とな
ります。ご署名欄など、案内の文章がわかりずらいのでお問い合わせ頂くケースがあります。ご了承いただければ幸いです。

クイクセルバッジオプション申し込み書
　この度、ルクセルバッジから新たにクイクセルバッジへの移行にあたり、バッジラベルの表記が一部変更になります。
それに伴い現在のお客様の内容をもとに弊社推奨内容を表1に記載しておりますので、ご確認ください。
（※現在バッジラベルの表記をご利用されていない場合は、弊社推奨内容の欄は空欄になっております）

【内容のご確認と本申込書の返送に関するお願い】
①　推奨内容を変更する場合
　　　変更をご希望の場合は、表1のお申込欄に変更内容を記載いただき、「記入日」、「ご署名」、「ご使用線種」欄に
　　　記載、捺印の上、同封の返信用封筒にて弊社宛に郵送またはFAX（029-836-8440）にてご返送をお願いします。
　　※　イメージ素子については、弊社推奨内容の当初設定上「なし」にしております。イメージ素子付バッジを希
　　　　望される場合は必ず"イメージ素子希望"欄に✓を付けて下さい。（別途費用が必要です）

②　推奨内容に変更が無い場合
　　　変更がない場合でも、「記入日」、「ご署名」、「ご使用線種」欄に記載、捺印の上、ご返送をお願いします。

　なお、2010年1月31日までにご返送いただけない場合、勝手ながら弊社推奨内容をご承認いただいたものとして登
　録させていただきますのでご了承下さい。（お問い合わせ先；営業部（029-839-3322）
　本件に関し、お手数をおかけし、大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

注１　イメージ素子付バッジタイプを選択される場合、追加料金（20円/個　税別）が必要になります。
　　　また、イメージ素子の測定と報告書の発行につきましては、別途費用（500円/件　税別）が必要になります。
注２　クイクセルバッジ移行後、一部のお客様について次回データー締切日および出荷時期が変更になる可能性があります。

記 入 日　　　　　　ご　署　名　　　　　　　　ご使用線種（レをお願いします）

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　印
Ｘ線　　　　γ線　　　　β線　　　中性子線

記入の日付をご記入下さい。 署名・捺印を。 測定しているのはX線ですので、Ｘ線の所のみ✓を。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 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　652 名　出資金 803 口

2010/2/15  第95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　　　
①ハイオク　  　　 137 円    
②レギュラー　　　127円    
③軽油　         　　108 円    
④灯油　　　　　  　70 円     
⑤重油　　　　　　  68 円         

燃料油価格のお知らせ　
 2009 年  2 月 15 日 現在

※現価格が 1 月 21 日からの価格となっていま

す。全体としては値下がり傾向となり、今月下

旬に価格が変わる可能性があります。

　創クレアール新年会開催される
 1 月 22 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 28 名の参加で行
われた。
　新年会の前には学習会が開催され、今年度の
点数改定の内容について、保険医協会広野次長
に情報提供いただいた。
　各マスコミの報道で、今回の診療報酬改定で
は全体として０.１９％引き上げることが伝え

多くの会員が参加

講演する広野次長

-長期休業保障制度加入の皆様へ-

2009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。

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

※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。

※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〕　2010年2月1日〜2011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。

●保険金の受け取りが、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。

●79歳まで加入できます。

　　  ☆☆☆加入資格☆☆☆

　このような基本診療料に関わる点数の引き下げは、診療所の経営に直接
的に打撃を与え、医療業界に関わる各社にも大きく影響が及ぶ可能性があ
ると説明した。
　最後に、地域医療は病院と診療所が支えて

講演を聞く参加者

られているが、実際は診療所にとって厳しい内容の改定となっていること
を説明。
　全体としての引き上げが決定しているにもかかわらず、基本診療料とな
る再診料が引き下げられ、その分を病院勤務医の「負担軽減」に当てると
されているが、現在具体案が示されていないこと。
　更に外来管理加算に関しても、算
定要件の「5分ルール」と診療録記
載について解説。前回の改定で新た
に設けられたこの算定要件の撤廃を
求めた結果、今回の改定では時間的
要件は撤廃される事となったが、今
度は外来管理加算の算定方法そのも
のが見直される話がでていること。

先生からは「異業種交流会としての設立の主旨を忘れ
ずに、組合員のために今後とも力を発揮して欲しい」
と一言があり、創クレアール各社との久しぶりの交流
を楽しんでいた。
　参加者は食事をしながら名刺交換や情報交換など交
流を深め、ビンゴゲ-ムでは大いに盛り上がり、新年
恒例の企画を参加者一同楽しんだ。 挨拶する中里元代表

おり、いずれにとっても改善されていくよう
に。また、医療を提供する側だけではなく、
受ける側の患者にも負担増などで受診抑制と
なる問題も改善されるよう、地域医療全体を
守るために保険医協会が幅広く活動している
ことも紹介。創クレアール各社にも賛同できる活動には協力していただき
たい。と呼びかけた
　懇親会には、昨年閉院された元クレアール代表の中里紘一先生を招待。



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

 理事会だより
　平成 21 年度第 3 回理事会　2009 年 10 月 20 日

◇場所：保険医会館　会議室

◇出席：青森）引地基文理事長、森明彦理事、※中央会より古川氏出席　　

　　　　　　　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、山本若子各理事

　　　　書面）新渡戸剛、清水文雄、柳谷博章各理事（10 名中 8 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○第 2 回理事会議事録の確認

　書面及び出席理事に確認いただき承認。　
○協同組合連絡会企画仕入担当者会議

　大阪の組合祭りに合わせて開催。インフルエンザ関連の商品などを中心
　に意見交換したこと等が報告された。
○上半期会見監査

　10月 17日（土）保険医会館にて、　寺沢、中畑両監事に確認頂き了承
　された。
○継続審議について

　協同組合事業についての意見交換会については、理事長の日程を確認し、
　八戸での開催を予定する。
　理事の立候補に関連する定款変更については、全国中央会の模範定款例
　を参考に原案を作成し、　次回理事会までに詳細をまとめ決定する。
　組合員数に対応する総代定員については、選挙規定に 65名以上 70名
　以下という範囲を設け、　選挙規約に地区別、医科歯科別の 10分の 1
　と人数を定める方向で次回理事会までに原案をまとめ決定する。
○総代選挙について

　東青・津軽・南部・むつ地区の 4地区にて前回同様の手続きで進める。
○その他

　事務局体制について、理事長からの提案により、葛西主任が主幹に。

※今回掲載理事会だより

　2009年12月22日　第4回理事会にて確認

白衣　カタログ　2010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

フィリップスAED　新商品

○CPRコーチング機能
緊迫した環境下でも分かりやすい、心肺蘇生法の音声ガイダン
スが流れます。

○こどもにも安心、小児キー
本体に小児キーを差し込むだけ
で、小児モードに切り替わります。
音声メッセージも小児用の心肺蘇
生法の説明が流れます。
成人・小児で同じパッドが使用出
来ます。

（パッドを別々に準備する必要が
無いため、経費の節約となります）

○フラッシングライト機能
音声ガイダンスと共に目視でも操作手順が確認出来るようラ
イトが点滅して表示します。

組合価格　260,000円 (税別)
（※買い換えのご検討にも対応いたします。

　下取機が有ると上記金額から更に値引きのある場合もあります。）

プライス　スポット版発行

価格変更となる商品があり、スポット版を発刊いたしました。

2月1日より適用で価格変更となります。

注文の際は同封のオーダーシートをご利用下さい。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 年 3 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。
  3 月 15 日現在　組合員数　651 名　出資金  798 口

2010/3/15  第96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。

各地区の新総代が決まる

　

　　秋田　　二朗（医科）
　　秋田　三和興（医科）
　　小笠原　幸裕（医科）
　　　河内　　暁一（医科）
　　工藤　　悟　（医科）
　　　小林　　大樹(医科）
　　須藤　　武行（医科）
　　関場　　慶博（医科）
　　　長谷川　武久（医科）
　　　原子　　健　(医科）
　　三尾　　佳久（医科）
　　村澤　　正実（医科）
　　村中　　秀樹（医科）

　　葛西　治千代（歯科）
　　酒井　　啓行（歯科）
　　　神　　　智昭（歯科）　
　　田中　　司　（歯科）
　　中畑　　範彦（歯科）
　　中村　　亨　（歯科）
　　成田　　博之（歯科）
　　三上　　則郎（歯科）
　　三上　　弘之（歯科）
　　　山本　　若子（歯科）

津軽地区総代　（23名）

　

　　佐々木　正人（医科）　　畑中　　豊美（歯科）
　　波岡　　尚登（歯科）

下北地区総代　（3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）
　　　引地　　基文（医科）
　　森　　　明彦（医科）
　　雪田　　知孝（医科）

　　　柏木　　秋生（歯科）
　　　川崎　　恒俊（歯科）
　　　斎藤　　芳光（歯科）
　　　関野　　雄三（歯科）
　　田中　　純一（歯科）
　　柳谷　　博章（歯科）
　　横内　　大　（歯科）

東青地区総代　（18名）

　

　　阿部　　芳則（医科）
　　蛯澤　　勇　（医科）
　　奥寺　　良之（医科）
　　岡田　　元　（医科）
　　河原木　俊光（医科）
　　栗崎　　和之（医科）
　　倉本　　雅規（医科）
　　竹本　　照彦（医科）
　　平山　　泰照(医科）
　　堀内　　俊晴(医科）

　　浅原　　秀一（歯科）
　　石亀　　昌典（歯科）
　　大里　　宏治（歯科）
　　音喜多　健　（歯科）
　　近藤　　麿史（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）
　　渡辺　　信行（歯科）

南部地区総代　（21名）総代の任期満了に伴う改選の結果、各地区の総代が次の
ように決まり、2月 23日に開催された協同組合理事会で
承認された。
5月に行われる総代会は新しい総代体制で行われる。

各地区総代は次の通り。（医科・歯科別、50音順、敬称略）

地　区
医　科 歯　科 合　計
人数 人数 人数

東　青 112 71 183

中　弘 87 51 138

三　八 70 67 137

西北五 25 32 57

上十三 32 44 76

南　黒 20 16 36

下　北 8 16 24

合　計 354 297 651

協同組合組織表（2010年3月15日現在）

22期保険医協同組合組織表

　油　種　　　　　　現価格　　　
①ハイオク　  　　 137 円    
②レギュラー　　　127円    
③軽油　         　　108 円    
④灯油　　　　　  　70 円     
⑤重油　　　　　　  68 円         

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  3 月 15 日 現在

※今回案内時点で価格の変更はありま

　せん。全体的には、やや値上がりの

　傾向です。



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  3 月15日

着用件数　           1件　　    2件　　  3〜5件　  6〜11件　  12〜19件　  20件〜

単価/1件　         1,100　  1,000　　  900　　    850　　       800　　     770

年間費用/1件　 13,100  12,000     10,800　  10,200　       9,600        9,240

長瀬ランダウア(株)のルクセルバッジご利用の皆様へ
2010年4月着用開始分よりルクセルバッジ→クイクセルバッジへ切り替わります！

  （ラベルには着用に必要な情報が文字、絵および色合いにより表現されております）○バッジ形状及びラベルデザイン

※未返却バッジのご請求※
クイクセルバッジサービスでは、
着用開始日より 6ヶ月を経過し
てご返却がないバッジについて
バッジ代の請求をさせていただき
ます。
請求対象となるバッジの情報は、
バッジの発送時に未返却バッジリ
ストをお送りいたしますので、早
めにご返却下さい。

※料金と案内※
本協同組合の斡旋価格につきまし
ては、バッジの形状が変わっても
現在の斡旋価格のまま変わりませ
ん。
詳しい案内につきましては、今月
中に利用者には個別にされる予定
となっています。
ご確認をよろしくお願いいたしま
す。

→
※ルクセルバッジ ※クイクセルバッジ

4月からの使用変更に伴い、今月末に送られるバッジからクイクセルバッジと
なり、発送となります。
環境用のルクセルバッジをご利用の組合員の皆様は、ご面倒でも壁に取り付け
てあるホルダーも交換の必要がありますので、ご了承下さい。
尚、使用方法に関しては今までと変わりません。バッジの形状の変更としてご
理解下さい。

※ホルダー
※クリップ

→

  （従来のホルダーからクリップ型へ変更となります。環境用も同様です。）○バッジの取り付けはクリップへ

ー 長 期 休 業 保 障 制 度 加 入 の 皆 様 へ ー  
※無事故返戻金について

前年度分の返戻金を現在保険料の引き落とし指定口座へ
3月31日にお振り込み予定としております。

計算式　　　返戻金　＝　（年間保険料×20％）　ー　銀行振り込み手数料

歯科診療報酬改定に伴うカルテ・レセプト記載ゴム印の販売について
　歯科診療報酬改定に伴い、スタンプを販売しております。
本組合では、シャチハタ（株）との取引により、スタンプ台不要の
Xスタンパーを特別価格１個400円（税別）で販売しています。　

（別途送料100円、納期約3週間）

現在は4種類での案内としていますが、クラウン・ブリッジ維持管
理料につきましては、略称名が確定次第ご案内予定です。

尚、作成したい項目が他にある場合には、１０文字まで同サイズ
で1個４００円（税別）で作成できます。

　例　薬剤情報提供加算

1、歯髄保護処置　　　　　　　　　2、歯髄温存療法

3、有床義歯内面適合法　　　　　　4、歯質くさび状欠損　

Xスタンパー(10文字まで)
     1個400円（税別）

専用付属品（別売）

3個用スタンド 専用補充インキ
50円（税別） 540円（税別）

印箱（約30本収納）

1,800円（税別）
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