
（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 年 4 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。
  4 月 15 日現在　組合員数　650 名　出資金  795 口

2010/4/15  第97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　  137 円 　139 円   
②レギュラー  127 円 　129 円   
③軽油　        108 円 　110 円   
④灯油　　　　 70 円 　　72円    
⑤重油　　　　 68 円 　　70円        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  4 月 15 日 現在

※ 4 月 12 日から変更となっておりま

　す。報道されているように値上がり

　の傾向となっております。

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した

  （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。

※料金に関して※
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。
今回の変更に伴う、お問い合わせ
＆ご不明な点などは、長瀬ランダ
ウア（株）か本協同組合へお問い
合わせ下さい。

→
※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、3月末に送られるバッジからクイクセルバッジと
なり、発送となっております。
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。環境用も変更となります。）○バッジの取り付けはクリップへ

※個人被ばく線量測定サービス（個人用）

※Ｘ線室漏洩測定サービス （環境用）

クイクセルバッジは2種類の使用でご利用できます。

環境用の壁に取り付けたホルダーも交換となります。今までのホルダーには取り付けできませんので、
新たに送られた型に貼り替えてご利用となります。4月に環境用測定の方はご注意下さい。

（毎月交換となり、1ヶ月間胸部・腹部に着用し測定します）

（6ヶ月毎に測定。壁に1ヶ月間貼り付けて測定します）



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  4 月15日

組合ブランドガーゼ　キャンペーン

　　 

　（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〕　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。

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。

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（年4回） 　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。

スリッパBOX　スリムラック

・ライトブルー
・ライトグリーン　　　収納数8足　

・ピンク

販売価格　68,000円(税別 )

○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（税別）

20反以上のご注文で

キャンペーン価格　単価　200円（税別）

1.太陽光の数十倍の殺菌力。

2.ファン内蔵で内部を乾燥。

3.カラーバリエーションから選択できます。

4.扉は右開き左開きを選択できます。

※特　徴

※カラーバリエーションは3色

定価　88,000円(税別 )

ゴールデンウィークに向けて

今月末からゴールデンウィーク期間に入ります。
各メーカが休みとなりますので、商品の納期が通常以上に遅く
なることが予想されます。
4月後半にご注文をいただいても、5月1日（土）となるため、
実際は5月6日以降の納品となります。
連休期間中は急ぎの注文には、在庫以外の商品は対応出来ませ
んので、商品発注は余裕を持って、発注をお願いいたします。
尚、本組合の連休期間の休日は以下のようになります。

4月29日、5月1日、2日、3日、4日、5日。

4月21日（水）から5月10日（月）まで発注の際はご協力下さい

Ｗ280×Ｈ984×Ｄ440ｍｍ



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 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　650 名　出資金  795 口

2010/5/15  第98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　  　　　144円 　
②レギュラー  　　　134円 　   
③軽油　        　　　113 円 　   
④灯油　　　　 　　　74円 　　    
⑤重油　　　　 　　　72円 　　        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  5 月 15 日 現在

※ 5 月 1 日から変更となっておりま　

　す。報道されているように値上がり

　の傾向が続いております。

患者情報漏洩賠償責任保険　随時加入可です。
院内で管理するあらゆる医療情報（レセプト、カルテ、予約リスト、問診票、病歴、通院歴、処方箋等）の漏洩に
よって賠償責任を負った場合に、損害賠償金や訴訟費用、被害者への見舞い費用をお支払いする保険です。

○コンピューター等で管理するあらゆる電子情報を対象に補償
○電子情報化されていない紙媒体の情報も補償
　（レセプト、カルテ、問診票といった諸検査費用も対象になります）
○先生ご自身だけでなく、従業員（パート・派遣等を含む）による過失も担保

○年間売上高：4,000万円
○リスクヒアリングシートによる割引：40％
○加入プラン：賠償1億円、情報漏洩対応費用1千万円
○年間保険料：10,350円

〈本保険の特長〉 〈加入例　○○診療所の例〉

〈主な事故例〉
◇患者様の医療情報を記録したフロッピー、リスト、CD-RW等を紛失し（置き忘れ）、その内容が流出した。その事実を知った患者様がプラ
　イバシー権の侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。
◇事務代行サービス会社Aに医療事務を委託していたところ、A社の従業員が誤って患者様のデータファイルをネット上に流出させた。この
　事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇盗難の被害に遭い、保管してあった患者様のカルテが全て盗まれてしまった。この事実に対し、患者様に見舞金を支払った。
◇患者様の問診票などの医療情報を院内のパソコンで管理していたが、外部からのハッキングを受けて、その情報が誰でも閲覧可能な状況と
　なっていた。この事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇治療薬の処方データーを院内システムで管理していたが、従業員がその情報をフロッピーにコピー、院外に持ち出し名簿業社に販売したこ
　とが判明した。この事実を知った患者様がプライバシー権の侵害及び病院の使用者責任を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。

〈保険金をお支払いできない主な理由〉
被保険者（法人とその役員・監査役・開業医本人）の故意に起因する
損害賠償請求。
この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損
害賠償がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
にその状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求。

保険料は、パンフレットに同封されるリスクヒアリングシートにてご回答頂く貴医院の年間総売上高により算出致します。
尚、リスクヒアリングシートの内容に応じた割増・割引が適用されます。さらに算出した保険料に加えて組合としての割引10％を適用します。

〈年間保険料例〉

〈ご加入方法〉
○加入対象：加入者は全国保険医協同組合連絡会に加盟の各府県協同組合
　　　　　　の組合員の法人または開業医に限ります。
○被保険者：被保険者は加入者が法人の場合は法人とその役員・監査
　　　　　  役、開業医本人です。
○保険期間：平成22年3月1日午前0時〜平成23年3月1日午後4時
○中途加入：毎月20日締め切り、翌月1日の加入（責任開始）にて、随時
　　　　　  受け付けしております。

※ご加入は随時受付けています。パンフレットをご請求下さい。

（引受保険会社）　ニッセイ同和損害保険株式会社　
（取扱代理店）　　大保協商事株式会社 （大阪府保険医協同組合事務所内）

（お問い合わせ先）青森県保険医協同組合
TEL017-734-7212　FAX017-734-7214



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  5 月15日

組合ブランドガーゼ　キャンペーン

○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（税別）

20反以上のご注文で

キャンペーン価格　単価　200円（税別）

期間延長　5月末まで

　平成 21 年度第 4 回理事会　2009 年 12 月 22 日

◇場所：日本海庄や

◇出席：青森）引地基文理事長、森明彦、清水文雄各理事　　

　　　　　　　中村寛二専務理事（事務局：葛西、菅原、増田各局員）

　　　　書面）柳谷博章各理事　　　　　　　　　（10 名中 5 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○創クレアール関連

　理事長杯及び新年会予定の報告。
○共済関連

　所得保障新パンフレットを全組合員及び 30歳～ 65歳までの
　非組合員に発送。
○南部地区意見交換会

　開催の報告。
○タクシーチケットの取り扱い

　組合としてタクシーチケットの使用頻度が少ない為、4月から
　会議交通費等は現金で支給する。
○継続審議

　役員選挙、及び総代定数の変更について、それぞれ中央会に
　再度確認し原案を次回理事会で最終確認する。
　東青・津軽・南部・むつ地区の 4地区の総代改選について前回同様
　の手続きで進める。
　立候補がない場合には、依頼する組合員へ引き受け願いの文章を
　送り確認とする。
○開業医共済協同組合

　本協同組合として加入する。

　平成 21 年度第 5 回理事会　2010 年 2 月 23 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、上田克文、清水文雄各理事

　　　　　　　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

　　　　書面）新渡戸剛、柳谷博章各理事　　　　（10 名中 8 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○創クレアール関連

　新規加入希望「公認会計士・税理士 吉田柳一郎事務所」について承認。
○共済関連

　所得保障について、2月 1日に更新処理を行い 3月末に向け返戻の
　準備中であることの報告。
○出資金の返戻に関して

　本来は総代会終了後の返戻となるが、中央会にも確認し、今後は退会の
　都度出資金を返戻する。
○組合車両の入れ替え

　4 月にリース満了となる為、走行距離なども踏まえ入れ替えする。
○継続審議について

　理事の立候補に関連する定款変更と組合員数に対応する総代定数に
　ついての選挙規約変更について、次回総代会の議案として提案する。
○総代選挙について

　東青・津軽・南部・むつ地区の 4地区にて、定数内の立候補であった
　ことから、選挙となった地区は無く、各地区の確定した総代を理事会
　にて確認。総代会の日程は 5月 29日（土）16時～とし、新総代と
　なるため、懇親会も開催することで決定する。

※今回掲載理事会だより

　2010年4月20日　第6回理事会にて確認

※今回掲載理事会だより

　2010年4月20日　第6回理事会にて確認

医療廃棄物　斡旋価格に変更があります

※容器代・運搬費・処分費・管理費の一切を含む

医療廃棄物の斡旋業社である、ホクエイ環境より価格変更の提案があ
り、今後は新価格にて提携することとなります。
廃棄物の容器を、エコペール（廃プラスチック100％のリサイクル品）
としたこと等で、価格を安くした新価格となります。
また、この新しい容器に関しては、「世界のこどもたちへワクチンを日
本委員会」の活動、協力支援となっており、容器1個で2円。約20円で1
本のワクチンとなります。

→

「エコペール」

理　事　会　だ　よ　り　

　　　　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

カルテ（紙くず）　　           　　　　　　　　　1Ｋｇ　  　　      35

　　　　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　　3,000

　　　　　　　　　　　50Ｌ専用容器　　　1個あたり　　5,500
　　　　　　　　　　　40Ｌ専用容器　　　1個あたり　　4,000

レントゲンフィルム（廃ﾌﾟﾗ）　　　　　　　　　1Ｋｇ　  　　      50
産業廃棄物（廃ﾌﾟﾗ・ｶﾞﾗｽ類）45Ｌ専用ビニール袋  1袋あたり　　　800

※容器代・運搬費・処分費・管理費の一切を含む

廃プラスチック100％原料処理容器。

リサイクル品であるため容器が黒色。（処理容器は白色が一般的）

廃プラスチックの再資源化 医療廃棄物処理容器への製品化

第15回通常総代会開催日程のご案内
2010年5月29日（土曜日）　PM4時
会場： 青森市　グランドホテル

住所：青森市新町1丁目1-23

電話：017-723-1011

ご参加の際には、事前に発送しております

議案書を持参の上、ご参加いただきますよ

うお願いいたします。



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 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　651 名　出資金  796 口

2010/6/15  第99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　  　144 円 　据え置き
②レギュラー  　134 円 　据え置き
③軽油　        　113 円 　据え置き
④灯油　　　　　 74 円 　 78 円　    
⑤重油　 　　　　72円 　 76 円　　        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  6 月 15 日 現在

※ 6 月 21 日から変更の予定です。

　灯油と重油が変更となります。

地　区
医　科 歯　科 合　計
人数 人数 人数

東　青 113 70 183

中　弘 86 51 137

三　八 71 66 137

西北五 25 32 57

上十三 31 44 75

南　黒 20 16 36

下　北 9 16 25

合　計 355 295 650

協同組合組織表（2010年6月15日現在）

　本保険医協同組合第 15回（第 21期）通常総代会が 5月 29 日（土）
青森グランドホテル（青森市）に於いて総代、役員 48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）

開催挨拶の引地理事長

る。総代会での活発な議論をお願いしたい」と挨拶。

議長も務めた成田副理事長

　引き続き同専務理事から、第 5号議案（役員の選挙）、（総代定数）、
（総代の選挙）に関する定款変更の承認を求める件、第 6号議案の（総
代選挙における地区及び地区別定数）に関する総代選挙規約変更の承
認を求める件が提案され、引地理事長からの提案理由も示された後、

総代会会場

議案を進行する中村専務

22期保険医協同組合組織表

「第15回本協同組合通常総代会」開催　ー全議案が承認されるー

　開催にあたり、引地基文理事長より「４月の診
療報酬改定で、歯科はプラス改定になったと言わ
れていたが、実際には取れない点数、無くなった
点数が多く、結局はマイナスになっている先生方
が多くいると聞いている。私たち医科では、明細
書の発行が始まり、外来も混乱している。このよ
うな現場が混乱している中、営利を目的としない
協同組合のような組織がお互いを支え合って進ん
でいくことが、今後も更に求められると感じてい

総代会終了後の懇親会

状況の全ての重要な点において適正に表示されて
いること。剰余金処分案は法令及び定款に適合し
ていることを確認した」と報告いただき、第１号
議案は満場一致で承認された。
　続いて、平成２２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、第 2号～ 4号議案についても満場一致で承
認された。 監査報告は寺沢監事

　司会の中村専務理事より、成立要件を満たし
ていることが報告され、その後、議長には成田
博之（中弘・歯科）総代を選出し、議案の審議
が開始された。
　まず、中村専務理事から平成２１年度事業報
告、決算報告、剰余金処分案が報告され、　監
査報告に関しては寺沢監事より「財産目録、貸
借対照表、損益計算書は組合の財産及び損益の

こちらも満場一致で承認された。
　最後に成田副理事長が「医科も歯科も経営的
に非常に厳しい状況が続いている。しかし対応
策が無いわけではなく、私たちを頼りにして
くれている患者さんは沢山いる。経営の基盤や
色々な条件を揃えていけば、いくらでも仕事は
ある。ただ、その条件を揃え、整えていくこと

が難しい場合が多いので、保険医協同組合や保険医協会が全面的にバック
アップして、患者さんの為に力を発揮できるような形を整えていきたい」と
閉会の挨拶をし、総代会は終了した。
　総代会終了後には懇親会も行われ、総代改選を経て新たに総代となった先
生も参加し懇親を深めた。
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「創クレアール第15回例会」開催される
　6月 4日（金）、創クレアール第 15回例会が会員 28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 15回目の例会を迎えました。
　昨年度は会の活性化を大きな目標として掲げましたが、年間を通じて
思うような動きはできませんでした。今回の例会には新たに加入した新
しい仲間が参加してくれましたので、このメンバーを取り込みながら、

創クレアールを大いに活用して、アピールの
きっかけとして欲しい。また、お互いが信頼し
あえるような異業種交流会であるように、今
後ともご協力いただきたい」と述べた。
　例会後は懇親会が行われ、新加入や初参加
を中心に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。

挨拶する清野代表

会話を弾ませる参加者達
会の活性化を図っていきたい。またその為の
企画等について本日参加の皆様から多くの意
見を頂きたい」と挨拶。
　その後、2009 年事業報告、決算報告、監
査報告、2010 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。
　同会の閉会にあたり清野代表は「どの業界
に於いても厳しい時代になっていますので、

※創クレアール加入企業は全58社　10年6月1日現在

ー 10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、吉田柳一郎事務所
労務管理　　　　…　油川社会保険労務士事務所　
医療ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　　  …　MC株式会社
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　　　　…　藤本建設、堀江組　　　　　
リフォーム　　　…　TACT
家具　　　　　　…　ワタキューセイモア
家電、空調　　　  …　シンク
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　　…　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　　…　コセキ
電話回線・通信　 …　エヌコム

フィルムバッジ　…　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
印刷関係　　　　…　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　　　　…　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
旅行代理店  　　 …　JTB東北 青森支店
旅館・ホテル　　 …　ホテルヴィラシティー雲谷

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。

歯科用ドクターチェア

ホワイセル取り扱い中止しました

 今年度クレアール新加入 

　業　種　　　　　　　　社　名　　　　　　　　　　担当者
会計事務所　         …　吉田柳一郎事務所　　　　　　　吉田 氏
医療ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　　    …　ＭＣ株式会社　　　　　　　　　後藤 氏　
電話回線・通信　   …　エヌコム　　　　　　　　　　渡部 氏、外川 氏  
旅館・ホテル　　   …　ホテルヴィラシティー雲谷　  　須藤 氏、佐藤 氏

アームレスト付
・背調節範囲：72ｃｍ～80.5ｃｍ
・座調節範囲：47ｃｍ～55.5ｃｍ
・座の直径：36ｃｍ
・脚の直径：45ｃｍ
・重さ：10.0ｋｇ
　ガスシリンダーで上下稼働

アームレスト無
・調節範囲：51ｃｍ～66ｃｍ
・座の直径：36ｃｍ
・脚の直径：45ｃｍ
・重さ：6.4ｋｇ
　ガスシリンダーで上下稼働

○座面に低反発ウレタン採用
　　体型にフィットして座り心地抜群

張地カラー　（12色より選べます）
　ベージュ、オレンジ、ピンク、イエロー、ライトブルー、ライトグリーン
　パープル、ダークグリーン、ホワイト、グレー、ダークブルー、ブラック

今年度も2品種にて案内致します。
春先の天候不順により、例年より
遅れているそうです。
発送は7月初旬からとなります。

共同購入で取り扱っている「ホワイセル」ですが、
最近になり納期未定や欠品中の商品、廃盤予定等
も多くあること。
また、注文を頂いても未入荷のままで廃盤となっ
た商品もありました。
在庫状況も確認し、通常納期で入荷する商品より
も欠品状況である商品の方が多いことから、当面
は取り扱いを中止することといたしました。
白衣のカタログ希望もナガイとアプロンの2社で
お送りしますので、いずれかからお選び下さい。

定価　58,000円

組合価格　40,000円（税別）

LEATHER
　6つの機能

難燃性
防汚
抗菌
耐硬化
耐光性
耐アルコール性

定価　37,000円

組合価格　25,000円（税別）
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　 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　652 名　出資金  797 口

2010/7/15 第100号

保険医協同組合は協会開業医会員が出資金を出し合ってつくる事業協同組合です

　油　種　　　 　現価格　　　　
①ハイオク　  　144 円 　
②レギュラー  　134 円 　
③軽油　        　113 円 　
④灯油　　　　　 78 円 　 　    
⑤重油　 　　　　76円 　　　        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  7 月 15 日 現在

※全体相場は値上がり傾向です。掲

載時は返納無しですが 7 月 20 日頃

に変更の可能性ありです。

共同購入事業

○各種衛生材料を組合員価格で販売
組合ブランド、サンメディカル、長谷川綿行、すずらん等
カット綿・平綿・ガーゼ・尺角ガーゼ・・等

○シリンジ等の医科材料を組合員価格で販売
テルモ・ニプロ・TOP・ニチバン・ユートク・ｼｸﾞﾏｯｸｽ・・・等
シリンジ・ディスポ針・翼静針・輸液セット・・・等

○歯科関係各種用紙や材料を組合員価格で販売
A4判カルテ1号、2号・紹介状・歯周基本検査用紙・・・等

○白衣・シューズ・事務服等を組合員価格で販売
ナガイ・アプロン・ユニレディー・カーシー・・・等

○ペーパータオル・レセプト用紙等も販売

保険医協同組合は、組合員の経営を少しでも下支えして頂くために、組合

員が出資金を出し合い、共同購入を行う事業協同組合の力をおおいに発

揮して、組合員皆様の経営を支える組織として取り組んでいきます。

　　　　　　（組合へ加入後、以下の事業をご利用頂けます）

【加入資格】・青森県保険医協会の会員

・青森県内に開業している（開業予定）の先生

・一口一万円以上の出資金
（入会金・年会費などはありません。退会時には正味財産に応じて返金します）

共済事業 斡旋・紹介事業

○日用品の注文はアスクルへ

○協同組合提携融資制度（青森銀行）

○長期休業補償制度（所得保障保険）

○保険医共済会新グループ保険制度

○医師・歯科医師賠償責任補償制度

○生保・損保団体契約

○患者情報漏洩賠償責任保険

○廃棄物処理業者の斡旋

○被ばく線量測定業社の斡旋

○ENEOSカードの発行

○M&Dネットワーク（医薬品）

○青森特産・産直商品

○創クレアール

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 　アリコジャパン・医賠責・所得保障・火災保険・情報漏洩保険料です。

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（年4回） 　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。

組合新聞 第100号。組合事業のご案内

・病気やケガにより就業不能となった場合に給与・事業所

得などの収入を補償する保険です。

【金　　利】1.975％〜 2.775％

返済期間や条件により異なりますのでお問い合わせ下さい

・入院 1 日目から保険金が支払われ、団体割

引 30％が適用されるなど安心してご加入頂

けます。

万が一の死亡・高度障害保障を最高 4,000 万円ま

での保障と病気やケガに対する医療保障の 2 本立

てです。

医療業務や医療施設に起因する法律上の賠償金を負担した

場合の損害を補償します。

院内で管理する医療情報の漏洩によって賠償責

任を負った場合に損害賠償金や訴訟費用をお支

払いする保険です。

団体扱いとなり、個人加入より保険料が割引となります。

アリコジャパン団体保険、共栄火災集団契約・・等

医科3社、歯科1社の医療廃棄物業社との提携を

しております。

個人用と環境用クイクセルバッジを長瀬ランダ

ウアと提携し、組合員価格で

提供しています。

全国のENEOSサービスステーションで利用可

能なENEOSカードが発行で

きます。

M&D価格表を2ヶ月に1回組合員に送付。

記載の医薬品を組合員価格で購入可能です。

名川産さくらんぼ、平内産ほたて、脇野沢産焼き

干し、田子産黒にんにく・・等、期間

限定で産地より全国に発送して

います。

創クレアールは協同組合事業を支援する個人・

法人の異業種交流会です。様々な要望を専門的

な立場から支援いたします。

注文した商品は翌日届きます。掲載は約49,000アイテム。

1,500円以上なら送料無料 。

感染性対策による従来のタオルからペーパータオルへ。

レセプト用紙（レザー白紙単票）やA5用紙。
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創クレアール企業紹介　共立寝具株式会社
共立寝具株式会社は、(株)弘前ドライクリーニング工場の病院・施設専門工場として1963年に設
立され、おかげさまで今年創業47年を迎えます。
現在、134名(内障害者20名)のスタッフが就業しており、弘前市及び周辺地域を中心に県内全域を
営業エリアとして活動をさせて頂いております。

◎病院・介護施設の寝具リース

◎白衣 他、職員被服全般のリース及び販売

◎タオル・清拭布・布おむつ 他 繊維製品のリース

◎カーテンのリース及び販売

◎クリーニング業務全般

◎消耗品の販売(紙製品 他)

◎アメニィティー用品(浴室関連商品 他)

◎入院室・居室用備品・周辺機器の販売

◎アクアクララ(ROウォーター)の販売

☆ ☆ 業務内容のご紹介 ☆ ☆ ☆ ☆ 新商品のご紹介 ☆ ☆

メッシュタイプ ワッフルタイプ

刺繍入り　一例

病院・医院・歯科医院のスリッパを、定期的に交換洗濯し、清潔感と安心感を

お約束するリースシステムです。毎回交換・毎日交換・週1回交換・2週に1回等の

交換条件でリース料金が異なります。是非、お問合せ下さい。

又、スリッパに『ロゴマーク』を刺繍する事も可能です。

☆リーススリッパを導入する事で・・・
 　・常に清潔な状態で、安心してスリッパをご利用いただけます。

 　・スリッパを看護師さん、助手さんが清掃している場合、

　　労力の軽減に繋がるアイテムです。

 　・スリッパの在庫管理・商品管理の手間も必要なくなります。

弊社の納入実績例 (寝具・カーテン・ベッド・テレビ他)

弘前市　神田工場

※サンプルで確認出来ます。お問い合わせは保険医協同組合017-734-7212まで。

患者情報漏洩賠償責任保険　随時加入可です。
院内で管理するあらゆる医療情報（レセプト、カルテ、予約リスト、問診票、病歴、通院歴、処方箋等）の漏洩に
よって賠償責任を負った場合に、損害賠償金や訴訟費用、被害者への見舞い費用をお支払いする保険です。

○コンピューター等で管理するあらゆる電子情報を対象に補償
○電子情報化されていない紙媒体の情報も補償
　（レセプト、カルテ、問診票といった諸検査費用も対象になります）
○先生ご自身だけでなく、従業員（パート・派遣等を含む）による過失も担保

○年間売上高：4,000万円
○リスクヒアリングシートによる割引：40％
○加入プラン：賠償1億円、情報漏洩対応費用1千万円
○年間保険料：10,350円

〈本保険の特長〉 〈加入例　○○診療所の例〉

〈主な事故例〉
◇患者様の医療情報を記録したフロッピー、リスト、CD-RW等を紛失し（置き忘れ）、その内容が流出した。その事実を知った患者様がプラ
　イバシー権の侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。
◇事務代行サービス会社Aに医療事務を委託していたところ、A社の従業員が誤って患者様のデータファイルをネット上に流出させた。この
　事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇盗難の被害に遭い、保管してあった患者様のカルテが全て盗まれてしまった。この事実に対し、患者様に見舞金を支払った。
◇患者様の問診票などの医療情報を院内のパソコンで管理していたが、外部からのハッキングを受けて、その情報が誰でも閲覧可能な状況と
　なっていた。この事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇治療薬の処方データーを院内システムで管理していたが、従業員がその情報をフロッピーにコピー、院外に持ち出し名簿業社に販売したこ
　とが判明した。この事実を知った患者様がプライバシー権の侵害及び病院の使用者責任を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。

保険料は、パンフレットに同封されるリスクヒアリングシートにてご回答頂く貴医院の年間総売上高により算出致します。
尚、リスクヒアリングシートの内容に応じた割増・割引が適用されます。さらに算出した保険料に加えて組合としての割引10％を適用します。

〈年間保険料例〉

今年度4月からの募集で、現在4件（医科2件、歯科2件）の契約を頂いています
詳しい内容はパンフレット送付及び事務局が訪問しご説明に伺います。お問い合わせ下さい。

山形県のさくらんぼ等で報道
され、話題となった宅配の遅
配に関してですが、組合で提
携している農場に確認したと
ころ、報道された宅配業者は
利用しておらず、影響はなし
との回答でした。
7/13 現在、佐藤錦の出荷はほ
ぼ終わり、紅秀峰の出荷がメ
インになるとのことでした。

ホワイセル取り扱い中止しました
共同購入で取り扱っている「ホワイセル」です
が、最近になり納期未定や欠品中の商品、カタ
ログには掲載されているが廃盤予定等が多く
あります。また、実際に注文を頂いても未入荷
のままで廃盤となった商品もありました。
在庫状況も確認しましたが、通常納期で入荷
する商品よりも欠品状況である商品の方が多
いことから、当面は取り扱いを中止すること
といたしました。
白衣のカタログ希望もナガイとアプロンの2
社でお送りしますので、いずれかからお選び
下さい。

産直　さくらんぼ　発送に関して



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 年 8 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。
  8 月 15 日現在　組合員数　654 名　出資金  799 口

2010/8/15 第101号

　油　種　　　 　現価格　　　　
①ハイオク　  　144 円 　
②レギュラー  　134 円 　
③軽油　        　113 円 　
④灯油　　　　　 78 円 　 　    
⑤重油　 　　　　76円 　　　        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  8 月 15 日 現在

※今回案内時では価格の変更はあり

　ません。

　○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

　（保険料引落しは前月払いの為、引落月は2009年3月度〜2010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×3％=配当金　　2,790円（1円未満切り捨て）

2010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3％

例，〈保険料月額　3,420円の場合〉　　3,420円×12ヶ月×14％=配当金     5,740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14％

2010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。

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。

◇既にご加入頂いている組合員の皆様へ◇

2009年4月〜2010年3月保険料に対しての配当です。
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新規取り扱い　サラヤ　ニトリルグローブ　パウダーフリー

 理事会だより
　平成 21 年度第 5 回理事会　2010 年 4 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、上田克文、新渡戸剛各理事、

　　　　　　　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

　　　　書面）清水文雄、柳谷博章、山本若子各理事　（10 名中 9 名出席）

ー主な協議・報告事項ー

○創クレアール関連

　会員退会：東北印刷（株）3 月に倒産の為。　

○共済関連

　所得保障について、3 月末に返戻金を返金済み。

○組合車両入替について

　「マツダ　デミオ」　4 月 12 日に納車。

　リース会社はマツダオートリース。

○総代会関連

　第 22 期決算書について、4 月 15 日に寺沢、中畑両監事に会見監査

　を実施いただき、確認された。

　総代会開催案内を 5 月 17 日に発送予定。今回は終了後に懇親会も予

　定する。

　議案の議決権に関する委任状と書面議決の取り扱いと区別について。

　また、有効、無効票の判断や、書面議決の事前確認の手順など、総代

　会開催までに中央会に確認する。

　総代会開催の前に、医科の地域貢献加算や歯科の明細書発行について

　など、講師の確保等が可能であれば、説明会も検討する。

　　　※今回掲載理事会だより      

2010年6月22日　第1回理事会にて確認。

　　 

　（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〕　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。

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。

インテルエコ抗菌スリッパ

パンフレット希望の方は事務局まで。
尚、組合員以外はご利用できませんので、
未加入の場合は組合へ加入後のご利用と
させていただきます。

この度、「サラヤ　ニトリルグローブ」の新規取り扱いを始め
ました。
同グローブは県内の公立病院でも既に納入を決めている高評価
のグローブです。
入り数も従来の 100 枚入から 200枚入となり、価格も安価
に抑えることが出来ました。
サンプルも用意できますので、お問い合わせ下さい。

ニトリルグローブ・ＰＦ（粉無）
 サイズ　　包装　　　購入単位　　  組合価格
XS・S・Ｍ　200枚　　  4箱まで　　　1,200円
 混合可　 　　　　　   5箱以上　　　1,000円
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　 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。
  9 月 15 日現在　組合員数　654 名　出資金  808 口

2010/9/15 第102号

　油　種　　　 　現価格　　　　
①ハイオク　  　144 円 　
②レギュラー  　134 円 　
③軽油　        　113 円 　
④灯油　　　　　 78 円 　 　    
⑤重油　 　　　　76円 　　　        

燃料油価格のお知らせ　
 2010 年  9 月 15 日 現在

※今回案内時では価格の変更はあり

　ません。

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。

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

単価（税別）/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

クイクセルバッジ利用で、Ｘ線漏洩管理を

※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。

※料金に関して※
本協同組合の斡旋価格につきまし
ては、4月 7月 10月 1月の3ヶ
月毎での引き去りとなります。
着用人数の変更など、対応可能で
す。
お問い合わせ＆ご不明な点など
は、長瀬ランダウア（株）か本協
同組合へお問い合わせ下さい。

バッジを返却しないと測定報告書は送られてきません。
着用期間が終了した際には、必ず長瀬ランダウアに返却をお願いします。
環境用を付けたままにしているケースが見受けられますので、1ヶ月間利用で
返却をして下さい。
また、ご利用中止の申し込みは早めにお願いいたします。
クリップ等の破損に関しては、長瀬ランダウアに直接ご連絡下さい。

※個人被ばく線量測定サービス（個人用）

※Ｘ線室漏洩測定サービス （環境用）

クイクセルバッジは2種類の使用でご利用できます。

ルクセルバッジにて環境用をご利用だった場合には、壁に取り付けたホルダーはクイクセルバッジ用のホルダーに
交換となります。新たなホルダーを再度壁に付け替えてご利用いただくことになります。

（毎月交換となり、1ヶ月間胸部・腹部に着用し測定します）

（6ヶ月毎に測定。壁に1ヶ月間貼り付けて測定します）

※保健所の立ち入り検査が、以前よりも短いサイクルで行われており、検査の案内も3ヶ月前には届いております。
　バッジの着用・設置を確認ではなく、測定後の報告書が求められます。随時対応できますので、必要な方はご一報下さい。

クイクセルバッジは専用のト
レーにはめて送られます。
基本的に申込の翌月1日着用
開始での手配となります。

申込書記載の使用開始日
に合わせて送られます。

届いたクリップにバッジ
をはめ込み着用。
環境用はホルダーを壁に
貼り付けて設置。

着用。（男性は胸部・女性は
腹部）1ヶ月着用します。

1ヶ月の着用後に返却。
返信用封筒も届いています。

バッジをクリップから外
し、お手元に届いている　
次月分バッジと交換して利
用。環境用は6ヶ月後に自
動的に送られます。

返却後、「被ばく線量測定報告
書」が送られてきます。

保健所立ち入りの検査の
際に求められるのが、測
定報告書となります。
個人用と環境用のそれぞ
れを保管して下さい。



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  9 月15日

サラヤ　ニトリルグローブ　パウダーフリー　サンプル対応しています

「サラヤ　ニトリルグローブ」の新規取り扱いを始めておりま
す。
同グローブは県内の公立病院でも既に納入を決めている高評価
のグローブです。
入り数も従来の 100 枚入から 200枚入となり、価格も安価
に抑えることが出来ました。
サンプル依頼も多くきております。まずはお試しを。

ニトリルグローブ・ＰＦ（粉無）
 サイズ　　包装　　　購入単位　　  組合価格
XS・S・Ｍ　200枚　　  4箱まで　　　1,200円
 混合可　 　　　　　   5箱以上　　　1,000円

フィリップスAED(自動体外式除細動器）のメンテナンスについて

使用期限の確認位置
　　DATE　03/2010
この場合は2010年3月が使用期限

2008年の診療報酬改定の際に、歯科の先生方でAEDをご購入さ
れたケースが多いと思います。
フィリップスAEDの電極のパットは約 2年で交換となりますの
で、今年が使用期限となっております。
下記のように、期限は確認出来ますので、期限を過ぎている場合に
は、速やかに交換することが必要となります。
電極パッドは約2年。バッテリーは約4年で交換となります。
協同組合で販売した医院には案内をしておりますので、ご購入の販
売店へご確認下さい。
交換用パッドは1万円（税別）となります。
尚、交換したカートリッジは通常の医療廃棄物で廃棄して下さい。

【ハートスタートHS1　電極パッドカートリッジ交換手順】

電極パッドカートリッジを取り外しますと電源が入り音声ガイダンスが流れます。
・・・ガイダンス（パッドカートリッジを取り付けて下さい）→電極パッドカートリッジ
を装填します。・・・ガイダンス（成人用のパッドです）→機器が電極を認識します。・・・
ガイダンス（緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい）→そのまま時間経過でス
タンバイ状態になります。　（セット完了）

事務服はベスト、スカート、ブラウスなどの品目で値引率が違う場合
があり、記載値引率と異なる場合もあります。
サンプルも用意できますので、お問い合わせ下さい。
下記以外のご希望のメーカーがあればお問い合わせ下さい。
尚、カタログは原則貸し出しとなります。

カーシー　フォーク　ユニレディー
 　　いずれも 35％引

当初 9/20 の締め切りで、本組合では注文集約する予定でし
たが、使用期限が様々ですので、使用期限をお知らせ頂ければ
期限になる月で発注を受け、期限翌月に交換出来るような納
品で対応することといたしました。 (2010年 11月であれば、
11月に発注し12月に交換可能なように発送）　

　　　カーディガンの季節です。　　　　　　事務服も取り扱いしています。

ナガイ　　　　　　　　アプロン
40％引　　　　　　　 37％引　

（1箱200枚入りです）



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 年 10 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。
  10 月 15 日現在　組合員数　655 名　出資金  809 口

2010/10/15 第103号
燃料油価格のお知らせ　

 2010 年 10 月 15 日 現在
※ 10 月 21 日より価格変更の予定

　となっております。

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。

患者情報漏洩賠償責任保険　随時加入可です。
院内で管理するあらゆる医療情報（レセプト、カルテ、予約リスト、問診票、病歴、通院歴、処方箋等）の漏洩に
よって賠償責任を負った場合に、損害賠償金や訴訟費用、被害者への見舞い費用をお支払いする保険です。

○コンピューター等で管理するあらゆる電子情報を対象に補償
○電子情報化されていない紙媒体の情報も補償
　（レセプト、カルテ、問診票といった諸検査費用も対象になります）
○先生ご自身だけでなく、従業員（パート・派遣等を含む）による過失も担保

○年間売上高：4,000万円
○リスクヒアリングシートによる割引：40％
○加入プラン：賠償1億円、情報漏洩対応費用1千万円
○年間保険料：10,350円

〈本保険の特長〉 〈加入例　○○診療所の例〉

〈主な事故例〉
◇患者様の医療情報を記録したフロッピー、リスト、CD-RW等を紛失し（置き忘れ）、その内容が流出した。その事実を知った患者様がプラ
　イバシー権の侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。
◇事務代行サービス会社Aに医療事務を委託していたところ、A社の従業員が誤って患者様のデータファイルをネット上に流出させた。この
　事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇盗難の被害に遭い、保管してあった患者様のカルテが全て盗まれてしまった。この事実に対し、患者様に見舞金を支払った。
◇患者様の問診票などの医療情報を院内のパソコンで管理していたが、外部からのハッキングを受けて、その情報が誰でも閲覧可能な状況と
　なっていた。この事実を知った患者様から注意義務違反によるプライバシー権の侵害で損害賠償請求訴訟を提訴された。
◇治療薬の処方データーを院内システムで管理していたが、従業員がその情報をフロッピーにコピー、院外に持ち出し名簿業社に販売したこ
　とが判明した。この事実を知った患者様がプライバシー権の侵害及び病院の使用者責任を理由に損害賠償請求訴訟を提訴した。

〈保険金をお支払いできない主な理由〉
被保険者（法人とその役員・監査役・開業医本人）の故意に起因する
損害賠償請求。
この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損
害賠償がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
にその状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求。

保険料は、パンフレットに同封されるリスクヒアリングシートにてご回答頂く貴医院の年間総売上高により算出致します。
尚、リスクヒアリングシートの内容に応じた割増・割引が適用されます。さらに算出した保険料に加えて組合としての割引10％を適用します。

〈年間保険料例〉

〈ご加入方法〉
○加入対象：加入者は全国保険医協同組合連絡会に加盟の各府県協同組合
　　　　　　の組合員の法人または開業医に限ります。
○被保険者：被保険者は加入者が法人の場合は法人とその役員・監査
　　　　　  役、開業医本人です。
○保険期間：平成22年3月1日午前0時〜平成23年3月1日午後4時
○中途加入：毎月20日締め切り、翌月1日の加入（責任開始）にて、随時
　　　　　  受け付けしております。

※ご加入は随時受付けています。パンフレットをご請求下さい。

（引受保険会社）　ニッセイ同和損害保険株式会社　
（取扱代理店）　　大保協商事株式会社 （大阪府保険医協同組合事務所内）

（お問い合わせ先）青森県保険医協同組合
TEL017-734-7212　FAX017-734-7214

　油　種　　　前価格　　　 新価格
①ハイオク　   140 円   137 円 
②レギュラー　130円   127 円 
③軽油　         113 円   111 円 
④灯油　　　　   74 円     71 円  
⑤重油　　　　   72 円     70 円      



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  10 月15日

テルフュージョン輸液セット、小児用輸液セットのタコ管付き
品種の一部について2010年9月末を目処に販売が終了となっ
ています。
代替え品として、スリップコネクターのタコ管無し品種に切り
替わります。

創クレアール企画　講演会のご案内

（1）患者アンケートから分析されるファンづくりとは
　要望やクレームへの対処方法について、事例をもとに問題解決しま
　す。ファンを増やし続けているクリニックは何が違うのか？どのよ
　うな方法をしているのかを事例に基づいて紹介します。

（2）スタッフの育成方法とは
　評価制度の成功例・失敗例から、ご自身のクリニックにあった評価
　制度の作り方を提案します。評価制度と昇給・賞与との連動による
　人件費のマネジメントも付加します。
　患者さんから「安心・納得・信頼」されるスタッフの育成方法につ
　いて、事例に基づいて紹介し、明日からクリニックで実践できる手
　法をご提案します。

（3）失敗を防ぐ職員採用術とは
　「頑張ります」と言ったのに働けないスタッフを見分ける方法をご
　提案します。
　採用試験の具体例と活用方法をご紹介します。
　採用時の研修が大きな効果を発揮します。そのため医療方針、患者
　行動指針の有効的な作成方法と研修方法をご提案します。有期雇用
　から正社員への転換制度など、失敗を防ぐ雇用形態やモチベーショ
　ンアップ方法をご紹介します。

「クリニックのファンを増やす」

テルモ　輸液セット、小児用輸液セット変更のご案内

日　時：10 月 30 日（土）　18 時〜 19 時半

場　所：県民福祉プラザ　2 Ｆ　多目的室 2A
　　　（参加は先生ご本人か奥様、又は事務長でお願いいたします）

申込み：青森県保険医協同組合　TEL017-734-7212 へ

　　　　（10/1 号付録で FAX 申込書を同封しましたが、電話でも受付ます）

締切り：10 月 20 日（水）

〈テルフュージョン輸液セット〉
■販売終了品

〈テルフュージョン小児用輸液セット〉

○講　師
　創クレアール加盟  ＭＣ株式会社  後藤 守孝（医療経営コンサルタント）

○ 内　　容 ○

　　　　　　　　　～その為のスタッフ育成方法～

コード番号　　　　コネクター
TI-U450P　　　　　タコ管

■代替品
コード番号　　　　コネクター
TI-U250P　　　　　スリップ

■販売終了品
コード番号　　　　コネクター
TI-U450P　　　　　タコ管

■代替品

▼

▼
コード番号　　　　コネクター
TI-U250P　　　　　スリップ

※接続部の外れを防止するため、ゴム管を廃止。それに伴い、ゴム管
　で接続しているタコ管も廃止となります。

年賀状は早期割引で

組合員には既にチラシを発送しております。
記載されている期間に申し込みで最大40％引きとなります。

各種キャンペーン　　（数量限定・期間限定などありますので、ご注意を）
■ニプロ　シリンジ　1ｍｌ（各種限定 100 入 /100 箱）

シリンジ　1ｍｌ　予防用　針無し　　100 入　　1,000

シリンジ　1ｍｌ　ツベ用 26Ｇ針付　 100 入　　1,050
シリンジ　1ｍｌ　予防用 25Ｇ針付　 100 入　　1,050
シリンジ　1ｍｌ　ツベ用　針無し　　100 入　　1,000

■Ｎ 95マスク

排気バルブ付　　　カップタイプ　　　　10入　　2,100
排気バルブなし　　カップタイプ　　　　20入　　4,200
排気バルブなし　　折りたたみタイプ　　20入　　4,200

■クーメディカルサージカルマスク

サージカルマスク　　ホワイト　　　　50入　　　450
サージカルマスク　　ブルー　　　　　50入　　　450
サージカルマスク　　ピンク　　　　　50入　　　450

■エンゼル　ラテックスグローブ (100 枚入） 12/20 迄

ラテックスグローブ No.380　  SS・Ｓ・Ｍ　19箱まで　　540
ポリマーコート（ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰ）　　　混合可　   20 箱以上　　500

　　　　品名　　　　　　規格　　　　　入数　　組合価格

　　　　　　　　名称　　　　　　　　　入数　　組合価格

　　　名称　　　　　　カラー　　　　　入数　　組合価格

　　　　品名　　　　　　　　　　サイズ　　購入単位　　組合単価



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 年 11 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。
  11 月 15 日現在　組合員数　655 名　出資金  808 口

2010/11/15 第104号
燃料油価格のお知らせ　

 2010 年 11 月 15 日 現在
※今月現時点では、先月案内時より

　変更はありません。

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　              111 円 
④灯油　　　　        71 円  
⑤重油　　　　        70 円      

　10月 30 日（土）表記講習会が青森市の県民福祉プラザに於いて 21名の
参加で行われた。
　開催にあたり創クレアール清野代表より「組合員の様々な要望に応える為
に異業種交流会として県内の各業界の会社が集まって組織され、新規開業な
どをサポートしてきたが、昨今の県内の医療情勢から新規開業よりも、開業
後の見直し・改善の面でサポートを模索していた。
　今回、医療経営コンサルタントの後藤氏に創クレ
アールに加入いただき、また講師として開業後のサ
ポートに関する講演会を依頼し実現した。長いコン
サルタント会社の実務を通じて、医院の経営改善に関
わった手法を少しだけ紹介できるので、実践できる
ことは参加したクリニックでは是非実践してもらいた
い」と挨拶。 開催挨拶の清野代表
　後藤氏から簡単な自己紹介の後、本題の講演が始まった。
医療には機能や技術の面とサービス業の面の 2つの要素がある。その両方
が連動することでクリニックは患者さんへ安心・信頼・満足を与える。そし
てその結果ファンを増やすことに繋がる。その為の手法として 3つ紹介し
たいと考えている。
　1つは「患者アンケートから分析されるファン作りとは」
　患者アンケートを実施することで多く出されるのは受付・看護師等の応対、
待ち時間、医療に関してのクレームである。このようなクレームに対して、
ファンの多いクリニックはどのようなことが出来ているのか。
　応対に関しては、新患の名前を覚えて次回来院時では患者さんの名前で接
する。看護師は初めて対応する患者さんへはまずは自分の名前を名乗る。待
ち時間を長く感じさせないように、待合室の書籍やテレビ等に工夫し、待ち
時間を苦痛に感じさせない。医療・診察に関しては「こんな事も聞きたかっ
たが聞けなかった」等との意見が多くあるので、診療終了後に何か質問を聞
き出すタイミングを作っている。等々。
　せっかくのアンケートの実施が、クレームにより意識して逆効果になって
いるケースもあるので、実施方法にも工夫が必要。

講演を進める後藤氏

　2つは「スタッフの育成方法とは」
　スタッフの定着、考え方の伝達及び理解、目指す医療の理想との乖離など
の問題に関して、どのようにスタッフを育成するか。の相談もよくある。
　理念や患者様方針、行動指針と連動した自分たちの目指す医療を明確にす
る事や、自己満足することなく、患者さんや院長からの評価によって成長で
きる習慣を仕組みとして作っていく事が必要。評価ということが、給料など
の査定と直結することへの誤解をスタッフの感情として聞くので、多くの内
容に評価のポイントを作り、達成感や充実感を得られる状況を多く設定する
こと。言葉や文章等での心理的な評価も交え評価のポイントを上手く伝える

方法を工夫することにより、　成功体験を感じさせることが重要。等々。
　3つは「失敗を防ぐ職員の採用術とは」

創クレアール企画講習会
「クリニックのファンを増やす」　～その為のスタッフ育成方法～

　面接の短い時間の中で評価するのは難しいこと。
履歴書では転職などの経歴が重視されるくらいで、
電話での会話を通じた面接前の事前連絡を実施し重
視している。
　連絡先が携帯となった昨今は、面接の前に応募者
に電話連絡すると、素の状態で電話に出るので、そ
の会話を通じて話し方や理解力や明朗さを判断する
のも良い。試験にも工夫が必要で、価値観分析、

スライドと分かりやすい説明を交え講演会は行われた。

モチベーション分析のための筆記試験を行うことで、その人の特性を理解
することでき、現スタッフとのバランスもはかることが可能。経験の有無
も重要であるが、採用後の教育とその人の吸収力とやる気で急激に伸びて
いく人材もいる。そのような人を選ぶことが重要。等々。
　全体を通して、ちょっとした気遣いや意識付けの積み重ねにより、訴え
や要望を理解しそれに応えていく流れができていくこと。また、中には患
者さんに直接どのような要望があるのかも聞き出す事も必要となるので、
日常的なコミュニケ-ション作りが自然と出来ているクリニックには自然
とファンも増えていく。　
　スタッフが患者の役になりロールプレイングをすることも、患者さんの
求めている多くの事に気付かされることもある。それが患者目線への改善
にも繋がるので、実践できるクリニックは試してみて欲しい。
　講演会中は、話の内容にうなずきながら聞き入る参加者も多く、講演会
終了後も、個別に面接に関する質問などを行う参加者もおり、目からウロ
コの大変良き内容の講演会だった。との感想も聞くこともでき有意義な講
演会となった。



（毎月 15日発行）（2）2 0 1 0 年  11 月15日

創クレアール＆第6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）
　　　　　　　　　　　 　　    十和田 　 むつ湾 　   トータル　 ネット
優　勝　横山　健一　  　51　　46　　　97　　73.0
準優勝　金田　守弘　  　39　   45　　　84　　73.2
３　位   白取　淳悦   　  45 　  41　　　86　　74.0
ﾍﾞｽｸﾞﾛ   清野　覚　   　  41 　  41　　　82　　74.8

懇親ゴルフ大会

（優勝し理事長杯を受け取る横山氏） （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
　　　　　　　　後藤　守孝　　　　　MC（株）　
　　　　　　　　栗山　正憲　　　　　ワタキューセイモア
　　　　　　　　横山　健一　　　　　横山建築デザイン研究所

【第２組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　工藤　繁　　　　　　平和不動産
　　　　　　　　白取　淳悦　　　　　タクト
　　　　　　　　泉　　雅弘　　　　　日立キャピタル
　　　　　　　　増田　裕樹　　　　　グーフィー

【第３組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　岩谷　克幸　　　　　藤本建設
　　　　　　　　桑田　亮　　　　　　東酸
　　　　　　　　濱田　孝明　　　　　ALSOK
　　　　　　　　舘山　義光　　　　　たて総合保険事務所

【第4組】　　　　 選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　金田　守弘　　　　　シバタ医理科
　　　　　　　　中条　大輔　　　　　太平ビル
　　　　　　　　安達　主恭　　　　　アリコジャパン
　　　　　　　　清野　覚　　　　　　アリコジャパン

　10 月 31 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 6回協同組合理事長杯が開催された。
　当日は 4組 16 名の理事長杯最大の参加人数となったことで、早朝か
らの朝 1番スタート。
　時期的に今年の最後のラウンドとして、参加者一同楽しみながら、日
頃の腕を競い合った。　（結果は下記に）

　平成 22 年度第 1 回理事会　2010 年 6 月 22 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、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）
　　　：弘前）成田博之副理事長

　　　　書面）阿部芳則、新渡戸剛、清水文雄各理事（10 名中 8 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○創クレアール関連

　新規加入：ホテルヴィラシティー雲谷（ホテル）

　　　　　　MC 株式会社（医療経営コンサルタント）　

　　　　　　株式会社エヌ・コム（電話回線・ネットワーク関連）

　　　　　　の 3 社が加入

○共済関連

　個人情報漏洩保険について加入が 3 件、資料問い合わせが 2 件

○アスクル支払方法

　組合員よりカード決済の要望。カード会社は JCB。

　→売上げの 5％を手数料として本組合から JCB へ支払う。

　収入減は厳しいため、カード決済を要望する組合員の対応として、

　カード会社の選定及び手数料　交渉をし、カード決済を検討する。

○総代会終了後の手続き

　申告・納税は 5 月 31 日に終了。

　定款変更の手続きも 6 月上旬に終了した。

○事務局学習会（7/31 〜 8/1）

　大阪の保険医協同組合の学習会に、事務局 3 名が参加する。

産地直送及び年賀状のご案内について
　今年度も、脇野沢産の「焼き干し」と「ほたて」の案内をすることができま
したが、今年度は報道されているように、猛暑の影響で陸奥湾の海産物が全
般的に不漁となっております。焼き干しは昨年同額で対応できますが、ほた
ては昨年よりは値段が上がっていますので、ご確認下さい。
また、ほたてに関しては、稚貝生育の面から来年以降が心配されています。
　年賀状に関しては、例年組合員へは2社での案内となっておりましたが、
今年度は1社のみの案内となりました。組合員より、もう1社はいつか？の
問い合わせがありましたが、倒産により1社のみの案内となります。
　次年度はもう1社の検討をし、以前同様の2社での選択となるようにした
いと考えています.

 理事会だより
　平成 22 年度第 2 回理事会　2010 年 9 月 28 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、新渡戸剛、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）
　　　：弘前）成田博之副理事長

　　　　書面）　　　　　　　　　　　　　　　　　（10 名中 6 名出席）

ー主な協議・報告事項ー
○共済関連

　共済会グループ保険募集に際し、保険医協会グループ保険減額対象

　者へ案内。→ 4 件の加入。　新規加入も 2 件。

○創クレアール関連

　10 月 29 日に開催の講演会、「クリニックのファンを増やす」

　〜その為のスタッフ育成方法〜の案内文の提示。

○上半期会計監査

　11 月 20 日（土）に寺沢、中畑両監事に会館で実施予定。

　次回理事会は会計監査の前に行うことで日程調整

○アスクル支払方法

　前回報告の要望は JCB だが、それ以外のカード会社のカード決済の

　依頼もある。手数料収入の　減少にも繋がってしまうが、要望の件数

　が少ない分には組合として応えていき、今後要望が増えるなら、

　再検討が必要。

○次年度の全国協同組合連絡会は青森で開催。ねぶた祭り期間に行う。

※今回掲載理事会だより（第1回＆第2回）

　2010年11月9日　第3回理事会にて確認

○焼き干し　（脇野沢産）

　
○ほたて　　（脇野沢産）　

○年賀状　　（ＭＢE）　

（11月25日迄　11月末から発送）

（早期割引あり。期間をご確認下さい）

（11月25日迄　11月末から発送）



（1）（毎月 15日発行） 2 0 1 0 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。
  12 月 15 日現在　組合員数　656 名　出資金  809 口

2010/12/15 第105号
燃料油価格のお知らせ　

 2010 年 12 月 15 日 現在
※ 12 月 1 日から価格が変更となっ

　ております。

　油　種　　　　 現価格　　新価格
①ハイオク　    137 円   141 円
②レギュラー　 127 円   131 円 
③軽油　          111 円   113 円
④灯油　　　　    71 円     73 円
⑤重油　　　　    70 円     71 円

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。

　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。返戻金は3月末返戻予定。

〔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。

　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 ホームページ更新に関して
9月の更新後、ホームページの更新がストッ
プしています。
ソフトのアップデートの問題でエラーが発生
し更新が出来ない状況です。
復旧にはもう少し時間が掛かりますので、
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいた
します m(__)m



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

投げ消す消化器　サット119エコ 2種類の消火器具で家庭の火災対策は万全

○消火能力は5本で1単位、義務設置の消化器と置き換え可能
○発生する消火ガスや消火薬剤は環境や人体に悪影響を与えない
○加圧されていないので、劣化や損傷による破裂事故が起きない
○廃棄に費用がかからない、点検コスト削減

　商品内容
普通火災用1本
天ぷら油火災用2本

販売価格 5 ,980円

※詳しい内容はホームページでも紹介されています。　「ボネックス」で検索下さい。

ー錠剤や散薬が飲み込めない方のためにー　新発売の懸濁ボトル
○懸濁ボトル100ｍｌ/未滅菌○

本数　　　　10本　　　50本　　　1箱/100本入
売価　　　　600円　　 2,600円　　　   4,600円

○チャック付遮光袋○
　サイズ　　　100枚　　　500枚　　　 1000枚
  70 × 100         900 円         3,600 円           6,300 円
100 × 140　   1,350 円　      4,950 円　　　  8,100 円
140 × 200　　1,620 円　　　6,300 円　　　10,800 円
200 × 280　　2,340 円　　　9,000 円　　　15,300 円
240 × 340　 10,800 円　　　　　なし　　　　　なし

○らくラッシュ○
売価　11,800円（錠剤のコーティングを壊す際にご利用下さい）

事務服はベスト、スカート、ブラウスなどの品目で値引率が違う場合
があり、記載値引率と異なる場合もあります。
サンプルも用意できますので、お問い合わせ下さい。
下記以外のご希望のメーカーがあればお問い合わせ下さい。
尚、カタログは原則貸し出しとなります。

事務服取り扱いしています

・カーシー
・フォーク
・ユニレディー
定価の 35％引

衛生材料値上がりのお知らせ
　共同購入で取り扱いをしている（株）長谷川綿行より価格改定の案内
文が届きました。
「医療用ガーゼ・医療用脱脂綿の原料となっている原綿（綿花）相場が
急激に高騰しており、やむなく価格を改定させていただく事となります。
原綿相場の高騰については、綿花生産国においての減反や天候不順によ
る不作と重なり、供給不足が心配されたところに、世界的な金融緩和で
あふれ出した資金が向かい価格を押し上げている状況」
　価格の改定幅はまだ金額提示がありませんが、衛生材料の原料の価格
上昇の為、今後は他メーカーでも値上がりの動きが広がることが予想さ
れます。
　本組合としては、利益圧縮での現状価格の維持に努めますが、値上げ
せざるを得ない状況も考えられます。価格変更となる場合にはご案内を
いたします。

各地の火災現場で消防隊員の安
全・人名の救助・放水による二次
被害の軽減を目的に導入されて
います。

消防署に導入開始

※品質保証期間：製造より5年間

06年12月、韓国において幼児・
子供・高齢者の利用する施設に
投擲型消火器具の義務設置が発
令されました。
※消防施設適用基準の対象物

韓国で設置義務化

ベストハウス等、各局番組でも
紹介されています。

TV番組でも紹介

※案内のメーカーは注文金額が5千円未満の場合には、送料が500円かかります。
　表示金額はすべて税別の価格です

※上記価格は税込み値段です。

けんだく



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

　前価格　　変更価格
　800　　　850
　750　　　800
　800　　　930
　800　　　880
  2,800 　 3,200
  2,500     2,900
  2,800 　 3,200
  2,500     2,900
  2,800 　 3,200
  2,500     2,900
  1,150     1,250
  1,100     1,200  
  1,050     1,150  
  1,500     1,650
  1,350     1,500  
  1,300     1,450  

　前価格　　変更価格
　750　　　900
　700　　　850
　750　　　900
　700　　　850
　750　　　900
　700　　　850
  2,650 　 2,850
  2,600 　 2,850
  2,600 　 2,850

　 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。
    2 月 15 日現在　組合員数　660 名　出資金  813 口

2011/2/15 第106号
燃料油価格のお知らせ　

 2011 年 2 月 15 日 現在
※年明け後から、値上がり傾向が続

　いております。2/16 から価格が

　変わります
　油　種　　　　 現価格　　新価格
①ハイオク　    148 円   149 円
②レギュラー　 138 円   139 円 
③軽油　          120 円   120 円
④灯油　　　　    82 円     84 円
⑤重油　　　　    80 円     81 円

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。

衛生材料価格変更のお知らせ
　前回の組合ニュースにてお知らせしたとお
り、綿花の高騰を受けて、各衛生材料メーカーか
ら値上げのお知らせが来ております。

各社が持参する毎日新聞1月20日掲載記事。
「衣料品や衛生材料の原料である綿花の国際価
格が高騰している。中国やインドなど新興国で
の需要急増に加えて、パキスタンなど綿花産地
で自然災害が起こり、需要が逼迫。国際価格は
1年前の2倍以上に跳ね上がり、歴史的な高騰を
記録している。業界では以前の価格にはもう戻
らないとの見方も出ており、今後は綿製品や衣
料品の値上げで消費者にも影響が及ぶ可能性
がある」

　衛生材料の原料となる綿花の値上がりに伴
い、ガーゼ、脱脂綿、カット綿等の製造コストが
上昇し、製品価格に反映している状況です。
　本組合でも、利益圧縮にて価格を変えないよ
う検討はしておりますが、価格変更が必要とな
る商品もあります。
　現時点での変更済みのところもありますが、
各メーカーの変更売価をお知らせします。

      商品名　　　　　　　
・平綿　　　５００ｇ 
　（ケース価格　20個入）　
・カット綿4 × 4   
　（ケース価格　20個入）　
・尺角ガーゼ平折30ｃｍ× 30ｃｍ
　（ケース価格　10個入） 
・尺角ガーゼ４折30ｃｍ× 30ｃｍ
　（ケース価格　10個入）  
・尺角ガーゼ８折30ｃｍ× 30ｃｍ　
　（ケース価格　10個入） 
・カットあてガーゼ ５×５  
　（10個以上　購入価格） 
　（ケース価格　40個入）  
・カットあてガーゼ  7.5 × 5 
　（10個以上　購入価格）  
　（ケース価格　40個入） 

○サンメディカル　（2/16出荷分より）

○すずらん　（1月21日出荷分より）

○長谷川綿行（1月21日出荷分より）

      商品名　　　　　　　　　　　　　　　
・平綿　　　５００ｇ  
　（ケース価格　20個入）
・カット綿4 × 4　　
　（ケース価格　20個入）　　
・カット綿5 × 5　　　　
　（ケース価格　20個入）　　
・綿球　各サイズ              　
・尺角ガーゼ４折30ｃｍ× 30ｃｍ　
・尺角ガーゼ平折30ｃｍ× 30ｃｍ　
・尺角ガーゼ８折30ｃｍ× 30ｃｍ

      商品名　　　　　　　　　　　　　　
・平綿　　　５００ｇ 
　( ケース価格　20個入）
・カット綿4 × 4      
　（ケース価格　20個入）　　 
・カット綿5 × 5                   
　（ケース価格　20個入）　
・尺角ガーゼ４折30ｃｍ× 30ｃｍ　
・尺角ガーゼ平折30ｃｍ× 30ｃｍ　
・尺角ガーゼ８折30ｃｍ× 30ｃｍ

　2010年1月発刊の価格表スポット版を基にお知らせしております。
この他にも、組合ブランドのガーゼも4月からの値上がりの案内が来
ておりましたが、価格を変えないように努めます。
　今後も、他メーカでは値上がりされた、ガーゼ・綿球などの綿製品に
関しては、全メーカー各種商品に値上がりの可能性があります。
　ご利用の組合員の皆様には、なるべく事前に案内するようにいたし
ますが、出荷のタイミングにより値上がりしている場合もあるかと思
います。その際には納品・発送前に確認するようにいたします。

　前価格　　変更価格
　650　　　750
　600　　　700
　650　　　750
　600　　　700
　650　　　750
　600　　　700
　250         280
  2,200    据え置き
  2,200    据え置き
  2,200    据え置き
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2011年度版 白衣・事務服 カタログ

リットマン　スプリングキャンペーン　2011年2月15日〜5月31日

　創クレアール新年会開催される
 　1 月 28 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行われた。
　新年会の前には創クレアール会員　MC( 株 ) 後藤氏を講
師とし、昨年 10月に医療機関向けに開催された「クリニッ
クのファンを増やす」の講演会資料を基に、業者向け学習
会を実施。
　清野代表から「10 月の講演会に創クレアール会員から
も参加希望があったが、諸般の事情で新年会の前に改めて
開催することでお断りした経緯から今回企画した。クリニ

多くの会員が参加

講演する後藤氏

　その後に行われた新年会では、
食事をしながら参加者それぞれが
情報交換などで歓談、大いに盛り
上がる会合となった。

講演を聞く参加者

である医療機関が良くなることは、自分た
ちの業績にも反映される。その為に、出入
りしている私たちに出来ることはないだろ
うか。のポイントで話をしたい」と述べ、
前回の医療機関向けに行った資料を基に、
患者アンケートで良くみられる応対の仕方
（受付・看護婦）のクレームと改善の事例
内容、待ち時間に関するクレームと改善の

ック向けとなっているが、企業全般に大いに参考になる内容であり、資料も
そのままを使用しているので、参加の皆様には是非参考にして頂きたい」と
挨拶。
　後藤氏は「前回の講演会の実施報告と、クリニックのファンが増え、顧客

※チューブの色の確認など、カラーのキャンペーンチラシもございますのでお問い合わせ下さい。
　ニューモデル、ニューカラーには3月1日発売と4月1日発売の商品があります。

投げ消す消化器　サット119エコ 2種類の消火器具で家庭の火災対策は万全

　商品内容
普通火災用1本
天ぷら油火災用2個

販売価格 5 ,980円

※品質保証期間：製造より5年間
※上記価格は税込価格です。

○消火能力は5本で1単位、義務設置の消化器と置き換え可能
○発生する消火ガスや消火薬剤は環境や人体に悪影響を与えない
○加圧されていないので、劣化や損傷による破裂事故が起きない
○廃棄に費用がかからない、点検コスト削減

各地の火災現場で消防隊員の安
全・人名の救助・放水による二次
被害の軽減を目的に導入されて
います。

消防署に導入開始

ベストハウス等、各局番組でも
紹介されています。

TV番組でも紹介

事例内容、スタッフの育成方法や、採用に関する人材の選び方等、スライ
ドを用いて分かりやすく説明。内容も医療機関への実施内容と同じである
が、一般企業にも共通する内容が多く大いに参考になった。
　また、「我々は様々な医療機関に出入りしており、比較する顧客を多く
見ている。医院からの相談でも、診察室にいる医師は受付や処置室の看護
師の対応の仕方等、見えない部分を心配する意見も多い。
　医院との立場や関わり方にもよるが、○○している医院は感じが良かっ
た等、良いアドバイスを言えるような信頼関係を作る事は重要。顧客が発
展することで購入量も増える等、共に繁栄をする良きサイクルが生まれる
ことが、今の厳しい時代には大きなこと。多くの同業者が価格競争で競い
合う中、何かのプラスαがあれば、価格以外の価値も持てるのではないか。
その為に我々創クレアールで出来ることはないか、今後は皆さんと一緒に
考えたい」と述べ講演を終えた。

ナガイレーベン アプロン カーシー フォーク ユニレディー

（数に限りがございます。貸し出し対応の場合もありますのでご了承下さい）ご希望の方は事務局へ
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 ◆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　659 名　出資金  812 口

2011/3/15 第107号
燃料油価格のお知らせ　

 2011 年 3 月 15 日 現在
※値上がり傾向が続いております。

　3 月 1 日に変更有り、15 日から

　更に価格が上がります。
　油　種　　　　 現価格　　新価格
①ハイオク　    155 円   160 円
②レギュラー　 145 円   150 円 
③軽油　          125 円   127 円
④灯油　　　　    87 円     89 円
⑤重油　　　　    85 円     87 円

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。

葛西主幹　退職激励会開催
　3月 7日（月）、保険医協会・協同組合事務局と創クレアール会員の
合同で、3月 31 日付で退職する葛西主幹の激励会を開催。
　開会に際し中村専務は「本人のステップアップを希望しての退職であ
るので、本日は送別会ではなく、激励会として開
催させていただいた。
　入局してから今日に至るまで組合の業務の流れ
を整え、売上げも年間 1億を超える組織となり、
その基礎を築き上げた事への彼の貢献度は大き
く、評価している。協同組合はもちろん、創クレ
アールの皆様も、何かあれば今後も彼に協力をお
願いしたい」と挨拶。
事務局からの記念品も手渡した。

過程には必ず彼がいた。進むべき道を本
人が決めた以上、周りからは応援するだ
けなので、今後も何かあれば、協力して
くれる多くの人がいることも忘れずに頑
張って欲しい」と述べ、創クレアールから
の記念品を贈呈。　
　葛西主幹からは「入局してから17年。

　引き続き創クレアール代表　清野氏より「組合の現在までの発展して
いく過程と共に、創クレアールの認知度も上がり、発展した。そして、その

　理事長からは「今回の葛西さんは勇退として皆さ
ん見守って欲しい。ステップアップの意思で他にや
りたいことが見つかり、他県に行くような話を聞い
た。やると決めて挨拶に来た以上は、引き留めるの
ではなく、やり遂げるまで帰ってくるな。と激励の
気持ちを強く持って送り出したい。葛西主幹への今
までのご協力に感謝すると共に、今後も皆様のお世
話になることがあるかもしれないが、その時はよろ
しくお願いしたい」と挨拶があった。

開催挨拶の中村専務

挨拶を終え記念品を贈る清野代表

引地理事長からも激励

葛西主幹からもお礼の言葉

　乾杯の後は参加者全員から思い出話や今後への激励の言葉を一言ずつ。
多くの参加者が送別会の案内文を見て、突然の事に驚いた。と言いながら
も、気兼ねなく様々相談してもらえれば葛西さんには今後も協力を惜しま
ない。身体には気をつけて、次の道でも成功して欲しい等、今後のステップ
アップを暖かく応援する言葉をかけていた。
　引地理事長も診療を終えてから、会場に駆けつけていただいた。

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

高校卒業後入局し、右も左も分からなかった自
分を、中村専務を始め創クレアールの皆様にも
様々な面でお世話になり、成長させてもらった
事に感謝している。自分のスキルアップを目指
せるような興味のあることが見つかり、悩みに
悩んだ末に、一歩踏み出すことを決めた。
本日、多くの方が参加してくれていることに感
謝します」と挨拶。

　最後に葛西主幹からは「本日このような会を開いて頂き、様々な励ましの
言葉を頂いたことで、ステップアップしたい。という気持ちに強い勇気をも
らった。今後は皆さんに負けないように自分の考えたステップを一つずつ
クリアしていくように頑張ります」と決意表明され閉会した。

当日の参加者
17年間お疲れ様でした。今後は別な道でも頑

張って欲しい　　　参加者一同
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