青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/2/15 第106号

2 0 1 1 年 2 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。
2 月 15 日現在

組合員数

660 名

出資金 813 口

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
○すずらん （1月21日出荷分より）

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

商品名

ら値上げのお知らせが来ております。

・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 30 ｃｍ 30 ｃｍ
・尺角ガーゼ平折 30 ｃｍ 30 ｃｍ
・尺角ガーゼ８折 30 ｃｍ 30 ｃｍ

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

商品名

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。

○長谷川綿行（1月21日出荷分より）
商品名

650
600
650
600
650
600
250
2,200
2,200
2,200

変更価格

750
700
750
700
750
700
280
据え置き
据え置き
据え置き

○サンメディカル （2/16出荷分より）

がある」

・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 30 ｃｍ 30 ｃｍ
・尺角ガーゼ平折 30 ｃｍ 30 ｃｍ
・尺角ガーゼ８折 30 ｃｍ 30 ｃｍ

前価格

前価格

750
700
750
700
750
700
2,650
2,600
2,600

変更価格

900
850
900
850
900
850
2,850
2,850
2,850

・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 30 ｃｍ 30 ｃｍ
（ケース価格 10 個入）
・尺角ガーゼ４折 30 ｃｍ 30 ｃｍ
（ケース価格 10 個入）
・尺角ガーゼ８折 30 ｃｍ 30 ｃｍ
（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）

前価格

800
750
800
800
2,800
2,500
2,800
2,500
2,800
2,500
1,150
1,100
1,050
1,500
1,350
1,300

変更価格

850
800
930
880
3,200
2,900
3,200
2,900
3,200
2,900
1,250
1,200
1,150
1,650
1,500
1,450

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。

2 0 1 1 年

青森県保険医協同組合

2 月15日

（毎月 15日発行）
（2）

創クレアール新年会開催される
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

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

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。

MC( 株 ) 後藤氏を講

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

師とし、昨年 10月に医療機関向けに開催された
「クリニッ

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

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。

師の対応の仕方等、見えない部分を心配する意見も多い。

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

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

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

清野代表から「10 月の講演会に創クレアール会員から

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 講演する後藤氏
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

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

挨拶。

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

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

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。

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
である医療機関が良くなることは、自分た

考えたい」と述べ講演を終えた。
その後に行われた新年会では、

りしている私たちに出来ることはないだろ

情報交換などで歓談、大いに盛り

ちの業績にも反映される。その為に、出入

うか。のポイントで話をしたい」と述べ、

食事をしながら参加者それぞれが
上がる会合となった。

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

リットマン

多くの会員が参加

講演を聞く参加者

スプリングキャンペーン

2011年2月15日〜5月31日

※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。

2011年度版 白衣・事務服 カタログ（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

ナガイレーベン

投げ消す消化器

アプロン

サット119エコ

カーシー

フォーク

ユニレディー

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

消防署に導入開始

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。

TV番組でも紹介

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
※上記価格は税込価格です。

ベストハウス等、
各局番組でも ※品質保証期間：製造より5年間
紹介されています。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/3/15 第107号

2 0 1 1 年 3 月 15 日

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2011 年 3 月 15 日 現在

〒 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

659 名

出資金 812 口

※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。

開催挨拶の中村専務
事務局からの記念品も手渡した。
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
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

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。
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。
引地理事長からも激励
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

くれる多くの人がいることも忘れずに頑

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

張って欲しい」
と述べ、
創クレアールから

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。

の記念品を贈呈。

挨拶を終え記念品を贈る清野代表
葛西主幹からは
「入局してから17年。
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
葛西主幹からもお礼の言葉

謝します」と挨拶。

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

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

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/4/15 第108号

2 0 1 1 年 4 月 15 日

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2011 年 4 月 15 日 現在

〒 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

659 名

出資金 812 口

※値上がり傾向が続いております。
4 月 1 日に変更となっております。

現価格

油 種

①ハイオク

163 円

②レギュラー

153 円

③軽油

131 円

④灯油

92 円

⑤重油

89 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。

東日本大震災の影響について

震災後の各種影響も、流通事情の回復に伴い震災前の状況に戻ってきておりま

す。震災直後から道路事情と燃料不足により商品の入荷もままならず、入荷後も
宅配便各社の業務停止に伴う配送の遅れも生じ、組合員の皆様にもご迷惑をお掛

アスクルからの案内文
（2011.4.5）

現在、弊社では東日本大震災で被災されましたお客様の復興に全

社を挙げて対応するため、被災地域からのご注文の受付を本格的に

けしました。

再開し、復興に必要な資材などを優先的に出荷しております。

点で復旧しました事、各社に御礼申し上げます。

センターの代替えとして、東京、横浜、名古屋、大阪の物流センター

しかし、このような状況の中で、取引業者の尽力により注文品の確保が早い時
また、保険医協会が積極的に行った被災地への支援に対しても、本組合は取引

業者の在庫品を始め、組合員の購入済み商品で保管していた商品、大阪協同組合

その為、震災による影響で操業を停止しております弊社仙台物流

の出荷能力の一部を東北地方に振り向けることとなりました。

つきましては、誠に勝手ではございますが、上記物流センターか

からの仕入れ品等で支援物資となる商品を確保し（マスク、グローブ、紙コップ、

ら出荷している地域のお客様におかれましては、引き続き FAX に

商品の流通が復旧しない中でのご協力に感謝いたします。

るおそれがあります。お客様におかれましては、ご迷惑をお掛け

常に戻っておりせん。本組合にも問い合わせは多く頂いており、
「電話及び FAX

注文いただけるお客様はアスクルインターネットショップ

ガーゼ、
酒精綿、
歯ブラシ、
口腔内洗浄液など）
、
被災地へ届けることができました。

よる注文の受付を制限するため、FAX が繋がらないことが頻発す

現時点で影響が残っている業務内容には、斡旋事業のアスクルの復旧が未だ通

しますことを深くお詫び申し上げます。尚、インターネットにてご

も繋がらない」
とのご意見をいただいております。アスクルに関しては、
インター
ネットからの注文は可能です。

取扱品目の多さから、納期に遅延のある商品等あるかと思いますが、インター

ネットからの注文は現在可能な状況です。
（青森県は注文日から 5 日掛かるよう
です）復旧までは当面インターネットでの注文対応をお願いいたします。

また、今後にも影響がありそうな品目として、印刷関連が挙げられています。

製紙会社の被災により紙の不足が影響する他、印刷関連企業の被災や、首都圏の
計画停電の影響による供給の減少も重なり、通常よりも納期が掛かる事や印刷物
全般の価格が上昇する事などが予測されています。

燃料価格も上昇しております。季節の変わり目を迎え、暖房への灯油の使用は

減っていきますが、ガソリン価格は震災以外にも世界情勢の影響もあり、今後も
下がる要素がないと言われています。

震災から約 1 ヶ月が経ちますが、
まだ影響は各方面に残ることが予想されます。

各分野で変更内容があれば、その都度ご案内をしていく予定です。

http://

www.askul.co.jp をご利用いただきますようお願い申し上げます。

1、ホームページ

アスクルの利用方法

http://www.askul.co.jp を開く。

2、上部の初めての方へ（初心者マーク）
をクリック。

3、すでにアスクルをご利用でパスワードをお持ちでないお客様の
パスワード登録をクリック。

4、パスワード登録（同意します）

5、必要事項を入力（カタログ裏面や請求書に記載のお問い合わせ
番号が必要です）

6、同意し、次へ。確認画面が表示されます。
7、登録完了。

8、注文すると登録のメールアドレスへ注文内容が送られます。
※本組合でも同様に登録し、
注文しましたが、注文品は全て届きまし
発注→4月4日
（月）
着）
た。
（4月1日（金）
※インターネットの注文でも、
支払いは従来通りとなります。

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日に振り込み致しました。

計算式

返戻金

＝ （年間保険料×20％） ー

通常総代会開催日程のご案内
2011年5月21日
（土曜日）
PM4時
会場：青森市

県民福祉プラザ

3Ｆ 多目的室3Ｂ
住所：青森市中央3丁目20-30
TEL：017-777-9191

銀行振り込み手数料

M&D価格表が毎月発送に変わります
従来の2ヶ月1回の発送から、
毎月の
発送に2011年度4月から変更となりま
す。
発送は保険医新聞の毎月1日号に同封
し、
組合員の皆様には発送する予定とし
ております。
また、
今回から歯科専用の価格表も歯
科組合員にはお送りいたします。
掲載内
容をご確認いただき、
多くの利用をお待
ちしております。

M&D価格表歯科版

2 0 1 1 年

青森県保険医協同組合

4 月15日

医院情報

（毎月 15日発行）
（2）

歯科医院譲渡希望 （青森市

戸山団地）

協同組合組合員より相談がありました。

院長先生が高齢という事もあり、
譲渡希望です。
賃貸・転売いずれでも検討可能です。

お問い合わせに関しては、
保険医協同組合までご連絡下さい。

外観正面

平面図

外観玄関前

医院内部

新グループ保険制度（保険医共済会）随時加入可

医院内部2

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。
（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）
ご加入をご検討下さい。
○グループ保険の特徴○

●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。

○団体医療保険の特徴○

◎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!!

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。
・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

随時加入可
毎月20日〆切

口座振替

→ 翌月20日振替 →

保障開始日
翌々月1日

＠500円の入会費（初回のみ）を徴収させて頂きます。

〔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

ディスポ−サブル化推進に伴う、
テルモ採血針・採血ホルダー商品切り替えの案内
■ 変更内容

■ 販売終了品

強く指導されたことを受け、
テルモ採血針とホルダーの同梱セット

■ 代替品

感染防止の観点から、
ホルダーの単回使用の推進を厚生労働省から
品を販売いたします。

今後、
ホルダーの供給はセット品を優先いたしますので、
ホルダー

単品での安定供給が出来なくなる場合がございます。
つきましては、

「テルモ採血針・ホルダー同梱セット」
への早めに切り替えをお願い
申し上げます。

ベノジェクトIIホルダーＤ
（針とホルダーの取り外し

可能）

250入

採血針・ホルダー同梱セット

ベノジェクトII採血針Ｓ

21Ｇ

100入

採血針・ホルダー同梱セット

ベノジェクトII採血針Ｓ

21Ｇ

100入

可能）

100入

採血針・ホルダー同梱セット

採血針・ホルダー同梱セット

ベノジェクトII採血針Ｓ

ベノジェクトII採血針Ｓ

（上記2点はフラッシュバックタイプ）
ベノジェクトIIルアーアダプターＳ

ベノジェクトIIホルダーＤ
（針とホルダーの取り外し

ベノジェクトIIホルダーSD
（針とホルダーの取り外し

22Ｇ

22Ｇ

不可）

100入

100入
100入

250入

※代替品にホルダーＤとホルダーＳＤの記載がありますが、
既にホルダーの
みの出荷はセット品に切り替わっているようです。
ホルダーのみの注文に
はお応えできないこともあり得ますので、
ご了承下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/5/15 第109号

2 0 1 1 年 5 月 15 日

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2011 年 5 月 15 日 現在

〒 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

660 名

出資金 813 口

※大震災以降、各燃料価格の値上が
り傾向が続いております。
5 月 1 日からの変更となっています。
油 種
現価格
新価格

①ハイオク

163 円 165 円

②レギュラー

153 円 155 円

③軽油

131 円 135 円

④灯油

92 円

95 円

⑤重油

89 円

93 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。

共和

ラテックスグローブ

値上がりのご案内 （5月出荷分より）

(株)共和より、主要原材料である天然ゴムの価格高騰により、価格変更の案内がされました。

共和

ミリオンラテックスグローブ

スペシャルグリップ

他のメーカーについても、
ラテックスグローブは全面的に値上がりの傾向であり、従来の価格
にて提供できる商品が見つからない状況です。
また、
値段だけが安くても、安定供給及び商品品
質の問題をクリア出来る商品を探しておりますので、当面は変更の価格で従来通りの商品での
ご利用を継続いただければ幸いです。
※天然ゴムのラテックス商品が値上がりのため、
各社から合成ゴムのニトリルグローブの案内
が届いております。
滑り止め加工や、
素材の厚みなども確認し、ニトリルでのサンプルの可能
性もあります。
価格的にラテックスではなくニトリルが今後中心となる可能性もあるようで
す。いずれにしても条件を満たすような商品が見つかり次第、案内をする予定です。

100枚入

1箱以上

単価650円→750円

100枚入

10箱以上

単価550円→700円

「アスクル」 協同組合での取り扱いに切り替えませんか
震災の影響で、通常の FAX注文ができず、インターネットからの注文で対応
いただいていたかと思います。
4/28時点で、注文は通常通りFAXでも受け付けており、青森県は納期が翌々
日にまで改善されています。
本協同組合ではアスクルのエージェントとして、県内で登録されております。
組合員の皆様には、当初は組合加入と同時にアスクルへの自動加入の手続き
を取らせて頂いておりました。
最近は、
アスクルの認知度も上がり、組合への加入の前に既にアスクルをご利
用になっているケースを多く見られます。
本協同組合では、毎月10日締め→当月27日引き落としとなりますので、金融
機関への振り込みの手間・手数料が省けます。
もし違うエージェントで契約をされている組合員の方は、アスクルより確認
の電話があるだけですので、エージェントを本組合に指定いただければ切り
替え可能です。カタログ裏面や請求書に記載の「お客様の担当販売店」でエー
カタログ （表）

ジェントを確認出来ます。是非、ご検討頂き本組合にご連絡を下さい。

カタログ （裏）

エージェント
（販売店）
名記載場所

アスクルエージェント
（担当販売店）
はご請求・お支払いの窓口です。
引き落とし口座の変更や締め日の変更等は、
本協同組合にお問い合わせ下さい。
商品の問い合わせに関しては、
カタログ記載のアスクルお問い合わせセンターに
直接ご連絡下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/6/15 第110号

2 0 1 1 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

659 名

出資金 812 口

燃料油価格のお知らせ
2011 年 6 月 15 日 現在

※値下がり傾向となってきておりま
す。6 月 1 日に変更となってお
り、今後再度値下がり予定です。
油 種
現価格

①ハイオク

162 円

②レギュラー

152 円

③軽油

132 円

④灯油

92 円

⑤重油

90 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。

「第16回本協同組合通常総代会」
開催

ー全議案が承認されるー

本保険医協同組合第 16 回
（第 22 期）
通常総代会が 5 月 21 日
（土）

保険医協同組合 役員

県民福祉プラザ（青森市）に於いて総代、役員 49 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）

司会の中村専務理事より、成立要件（全総代 65 名中 33 名以上

の参加）を満たしていることが報告され総代会が始められた。
開催にあたり、引地基文理事長より「2 ヶ月
前の震災を経験し、私達の考え方や物の見方も

変化が見られる気がしている。自分も 2 回ほ
ど被災地支援へ行ってきたが、被災地に足を踏

○理事・敬称略/50音順ー定款(第24条)の理事定数は9人以上11人以内
医科ー阿部芳則(十和田市)、
上田克文(青森市)、
新渡戸剛(青森市)
引地基文(平内町)、
森明彦(青森市)
歯科ー清水文雄(八戸市)、
成田博之(弘前市)、
柳谷博章(青森市)
員外ー中村寛二
以上９名

○監事・敬称略/50音順ー定款(第24条)の監事定数は1人又は2人

み入れたことで、通常の営みが出来ることを本

監事ー寺沢哲郎(医科・青森市)、
中畑範彦(歯科・弘前市)

当にありがたいと感じている。本協同組合とし

以上２名

ても、震災直後からのガソリン不足等で陸の交

通が寸断された際に、大阪の協同組合の協力も 開催挨拶の引地理事長
あり、かなりの物資を空輸で調達、補充することも出来た。今回の
ことを踏まえ、何かあっても対応出来るような体制を日常的に作っ
て行くことが必要であると痛感している。本日は可能な限りご議論
頂きたい」と挨拶。

その後、議長には森明彦（東青・医科）総代が

選出され、議案の審議が開始された。

総代会会場

専務・議長・理事長

まず、
中村専務理事から平成２２年度事業報告、

23期保険医協同組合組織表

決算報告、剰余金処分案が報告され、 監査報告

に関しては中畑監事より「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

協同組合組織表
（2011年6月15日現在）

東 青

医 科
人数
114

歯 科
人数
72

合 計
人数
186

い、第 2 号〜 4 号議案についての質疑として、

中 弘

87

52

139

医会館の建物診断や建て替え、移転等への意向を

三 八

74

65

139

西北五

25

31

56

上十三

31

47

78

南 黒

20

16

36

改選の件が提案され、賛成多数で承認となり通常

下 北

9

16

25

た役員に関しては、第 1 回の理事会で、理事長、

合 計

360

299

659

議長の森総代

致で承認された。

確認した」と報告いただき、第１号議案は満場一

続いて、平成２３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

今回の震災も踏まえ、老朽化も進んでいる保険

確認する質問がされ、保険医協会と今後協議しな

がら進めていくことが話された。

監査報告は中畑監事

その後第 2 号〜 4 号議案の採決がされ、満場

一致で承認された。

引き続き同専務理事から、第 5 号議案

役員

総代会は閉会した。
（第５号議案にて承認となっ

地 区

議案を進める中村専務 副理事長、専務理事の 3 役が決定する）

M&D価格表が毎月発送に変わります
従来の2ヶ月1回の発送から、
毎月の
発送に2011年度4月から変更となって
います。
発送は保険医新聞の毎月1日号に同封
し、
組合員の皆様には発送する予定とし
ております。
また、
歯科専用の価格表も歯科組合員
にはお送りしております。
掲載内容をご
確認いただき、
多くの利用をお待ちして
おります。

毎年恒例 6月の産直案内
名川産さくらんぼ 佐藤錦＆紅秀峰
別紙同封ちらしにて受け
付けます。
今年度も2品種にて案内致します。
昨年度のような春先の極端な寒さ
もなく例年並みに順調のようです。

M&D価格表歯科版

2 0 1 1 年

青森県保険医協同組合

6 月15日

（毎月 15日発行）
（2）

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。

※本組合でも期限切れ商品などの廃棄を依頼しますが、
青森市の廃棄物対策課から書類が届いております。
処理業者に確認したところ、
現在報告書作成中
であり、
必要事項を記入した書類を本組合に郵送するので届き次第、
ハンコを押して提出するだけで大丈夫とのことでした。
各社で対応の違いがあるかと思いますので、
必要事項記入済みの書類が届かない場合は、
ご依頼頂いている処理業者への確認をお願いします。

エルク(株)

全自動血圧計ＵＤＥＸ-ｉ

セット価格でのご案内

セット内容 （表示している金額は全て税別表記です）
全自動血圧計UDEX-i プリンタ付き
専用架台

椅子UH-2
（エアー式固定）

長谷川綿行

キャンペーン期間

定価325,000円

定価29,000円

定価12,800円

合計定価366,800円

キャンペーン

2011/6/15〜7/31迄

綿花の高騰に伴い、
各社より衛生材料値上がりの案内が続きましたが、

今回期間限定で長谷川綿行のキャンペーンを実施いたします。

尺角ガーゼが、
通常価格より大きく値段を下げたキャンペーンが可能と
なりましたので、
この機会に是非ご購入下さい！！

（血圧計+架台+椅子）

セット価格

20万円
（税別）

白衣ご注文に関して
震災の影響が残り、
各メーカの各商品に欠品が多く見られています。

本組合で注文頂いた商品についても、
同じ商品でも色、
サイズでの欠品もあ
り全ての商品が同時に入荷しないケースが多くみられ、
ご迷惑をお掛けし
ております。
欠品商品に関しては、
注文

時に連絡をもらうこととしま
すので、
結果をお知らせする
よういたします。

納期未定の場合は、
違う商品

での検討をお願いすることも
あります。

尺角ガーゼ

サージカルマスク

ご注文は同封のFAX注文書にてお願いいたします。

ナガイレーベン

アプロン

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/6/15 第110号

2 0 1 1 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

659 名

出資金 812 口

燃料油価格のお知らせ
2011 年 6 月 15 日 現在

※値下がり傾向となってきておりま
す。6 月 1 日に変更となってお
り、今後再度値下がり予定です。
油 種
現価格

①ハイオク

162 円

②レギュラー

152 円

③軽油

132 円

④灯油

92 円

⑤重油

90 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。

「第16回本協同組合通常総代会」
開催

ー全議案が承認されるー

本保険医協同組合第 16 回
（第 22 期）
通常総代会が 5 月 21 日
（土）

保険医協同組合 役員

県民福祉プラザ（青森市）に於いて総代、役員 49 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）

司会の中村専務理事より、成立要件（全総代 65 名中 33 名以上

の参加）を満たしていることが報告され総代会が始められた。
開催にあたり、引地基文理事長より「2 ヶ月
前の震災を経験し、私達の考え方や物の見方も

変化が見られる気がしている。自分も 2 回ほ
ど被災地支援へ行ってきたが、被災地に足を踏

○理事・敬称略/50音順ー定款(第24条)の理事定数は9人以上11人以内
医科ー阿部芳則(十和田市)、
上田克文(青森市)、
新渡戸剛(青森市)
引地基文(平内町)、
森明彦(青森市)
歯科ー清水文雄(八戸市)、
成田博之(弘前市)、
柳谷博章(青森市)
員外ー中村寛二
以上９名

○監事・敬称略/50音順ー定款(第24条)の監事定数は1人又は2人

み入れたことで、通常の営みが出来ることを本

監事ー寺沢哲郎(医科・青森市)、
中畑範彦(歯科・弘前市)

当にありがたいと感じている。本協同組合とし

以上２名

ても、震災直後からのガソリン不足等で陸の交

通が寸断された際に、大阪の協同組合の協力も 開催挨拶の引地理事長
あり、かなりの物資を空輸で調達、補充することも出来た。今回の
ことを踏まえ、何かあっても対応出来るような体制を日常的に作っ
て行くことが必要であると痛感している。本日は可能な限りご議論
頂きたい」と挨拶。

その後、議長には森明彦（東青・医科）総代が

選出され、議案の審議が開始された。

総代会会場

専務・議長・理事長

まず、
中村専務理事から平成２２年度事業報告、

23期保険医協同組合組織表

決算報告、剰余金処分案が報告され、 監査報告

に関しては中畑監事より「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

協同組合組織表
（2011年6月15日現在）

東 青

医 科
人数
114

歯 科
人数
72

合 計
人数
186

い、第 2 号〜 4 号議案についての質疑として、

中 弘

87

52

139

医会館の建物診断や建て替え、移転等への意向を

三 八

74

65

139

西北五

25

31

56

上十三

31

47

78

南 黒

20

16

36

改選の件が提案され、賛成多数で承認となり通常

下 北

9

16

25

た役員に関しては、第 1 回の理事会で、理事長、

合 計

360

299

659

議長の森総代

致で承認された。

確認した」と報告いただき、第１号議案は満場一

続いて、平成２３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

今回の震災も踏まえ、老朽化も進んでいる保険

確認する質問がされ、保険医協会と今後協議しな

がら進めていくことが話された。

監査報告は中畑監事

その後第 2 号〜 4 号議案の採決がされ、満場

一致で承認された。

引き続き同専務理事から、第 5 号議案

役員

総代会は閉会した。
（第５号議案にて承認となっ

地 区

議案を進める中村専務 副理事長、専務理事の 3 役が決定する）

M&D価格表が毎月発送に変わります
従来の2ヶ月1回の発送から、
毎月の
発送に2011年度4月から変更となって
います。
発送は保険医新聞の毎月1日号に同封
し、
組合員の皆様には発送する予定とし
ております。
また、
歯科専用の価格表も歯科組合員
にはお送りしております。
掲載内容をご
確認いただき、
多くの利用をお待ちして
おります。

毎年恒例 6月の産直案内
名川産さくらんぼ 佐藤錦＆紅秀峰
別紙同封ちらしにて受け
付けます。
今年度も2品種にて案内致します。
昨年度のような春先の極端な寒さ
もなく例年並みに順調のようです。

M&D価格表歯科版

2 0 1 1 年

青森県保険医協同組合

6 月15日

（毎月 15日発行）
（2）

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。

※本組合でも期限切れ商品などの廃棄を依頼しますが、
青森市の廃棄物対策課から書類が届いております。
処理業者に確認したところ、
現在報告書作成中
であり、
必要事項を記入した書類を本組合に郵送するので届き次第、
ハンコを押して提出するだけで大丈夫とのことでした。
各社で対応の違いがあるかと思いますので、
必要事項記入済みの書類が届かない場合は、
ご依頼頂いている処理業者への確認をお願いします。

エルク(株)

全自動血圧計ＵＤＥＸ-ｉ

セット価格でのご案内

セット内容 （表示している金額は全て税別表記です）
全自動血圧計UDEX-i プリンタ付き
専用架台

椅子UH-2
（エアー式固定）

長谷川綿行

キャンペーン期間

定価325,000円

定価29,000円

定価12,800円

合計定価366,800円

キャンペーン

2011/6/15〜7/31迄

綿花の高騰に伴い、
各社より衛生材料値上がりの案内が続きましたが、

今回期間限定で長谷川綿行のキャンペーンを実施いたします。

尺角ガーゼが、
通常価格より大きく値段を下げたキャンペーンが可能と
なりましたので、
この機会に是非ご購入下さい！！

（血圧計+架台+椅子）

セット価格

20万円
（税別）

白衣ご注文に関して
震災の影響が残り、
各メーカの各商品に欠品が多く見られています。

本組合で注文頂いた商品についても、
同じ商品でも色、
サイズでの欠品もあ
り全ての商品が同時に入荷しないケースが多くみられ、
ご迷惑をお掛けし
ております。
欠品商品に関しては、
注文

時に連絡をもらうこととしま
すので、
結果をお知らせする
よういたします。

納期未定の場合は、
違う商品

での検討をお願いすることも
あります。

尺角ガーゼ

サージカルマスク

ご注文は同封のFAX注文書にてお願いいたします。

ナガイレーベン

アプロン

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/7/15 第111号

2 0 1 1 年 7 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

燃料油価格のお知らせ
2011 年 7 月 15 日 現在

※前回案内より変更はありません。

◆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

659 名

出資金 812 口

現価格

油 種

①ハイオク

160 円

②レギュラー

150 円

③軽油

130 円

④灯油

92 円

⑤重油

90 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。
第24期青森県保険医協同組合

役員

2011 年 5 月 21 日に開催された本協同組合第 16
回（第 23 期）通常総代会において役員が選任され、
6 月 28 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）
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（保険医協会事務局参与）

理

阿部

芳則（十和田市

事

医科）

「創クレアール第16回例会」
開催される
6 月 17 日（金）
、創クレアール第 16 回例会が会員 23 名の参加で開

催された。

冒頭、清野代表からは「先生方への適正な商取引を行うことを目的に

設立して 16 回目の例会を迎えました。新規開業に携わる機会が減りつ
つある昨今、開業後のフォローの面から創クレアールとして何か先生方
のお役に立てないかと考えておりましたが、昨年度は「開業後の見直し

と工夫＆スタッフ育成」
のテーマで講演会を実施することが出来ました。

他にも求められることは多くあると思うので、創
クレアールとして実施出来ることを模索しなが

ら、
今年度も企画として実現したい。その為にも、
今日参加の方から様々意見を頂けるようお願いし
たい」と挨拶。

その後、2010 年事業報告、決算報告、監査報

告、2011 年事業方針、予算案、今年度が任期満

理

事

上田

克文（青森市

理

事

新渡戸

理

事

理

医科）

剛（青森市

医科）

森

明彦（青森市

医科）

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

中畑

範彦（弘前市

歯科）

了となる新たな幹事体制が報告され、満場一致で
全議案が承認された。

挨拶する清野代表

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、互いの交流を深めていた。

また、例会の中で清野代表からは、被災地支

援に行った経験から、今年度は創クレアールと

しても、
がれき処理などの支援活動を行いたい。

との意見も出され、会員には改めて案内するこ
ととなった。

会話を弾ませる参加者達

※代表・副代表任期は 2011 年〜 2013 年

創クレアール代表
創クレアール副代表
創クレアール副代表

清野 覚
金田 守弘
中村 寛二

ー 2011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

フィルムバッジ

…

青森県保険医協同組合

医療ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

…

MC 株式会社

レセコン

…

メディコム東北、
シンク、
アルファ・システム

労務管理

…

油川社会保険労務士事務所

協定融資

…

青森銀行

不動産

…

太陽地所、
平和不動産

リース

設計事務所
リフォーム
家具

家電、
空調

文具・備品

…
…
…
…

…

…

日医リース、
日立キャピタル

ワタキューセイモア

生命保険

…

メットライフアリコ

TACT

シバタ医理科、
東京商事、
コセキ

検査センター

…

X 線フィルム

電話回線・通信

…

…

…

工藤酸素店、
東酸
ササキ、
シマヤ

警備保障
損害保険

シンク

テクノル、
こがわ

…

…

テクノル、
シンク

こがわ

医療機器関連
医療廃棄物

…

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

…

ENEOS フロンティア、
工藤酸素店、
東酸

歯科材料

コピー、
ＦＡＸ

…

ワタキューセイモア、
東洋社、
共立寝具

印刷関係

…
…

電子カルテ

…

横山建築デザイン研究所、
狩野尾建築設計、
TACT

燃料関係
医療ガス

白衣・リネン

はんこ
英会話

自動販売機
清掃関係

自動車販売

ワタキューセイモア、
横浜金属、
ホクエイ環境、
福興産業 硝子
旅行代理店
ビー・エム・エル、
三菱化学メディエンス

コセキ

エヌコム

旅館・ホテル
贈答用花

※創クレアール加入企業は全51社

…
…
…
…
…
…
…

…

青森綜合警備保障

三井住友海上、
アオモリ総合保険企画、
たて総合保険
小野印房

キッズコミュニケーション
アシード

太平ビルサービス
レクサス青森

伊東自動車硝子販売

…

JTB 東北 青森支店

…

ワイズスタイル

…

ホテルヴィラシティー雲谷

11年6月1日現在

2 0 1 1 年

青森県保険医協同組合

7 月15日

平成 22 年度第 5 回理事会
◇場所：保険医会館

（毎月 15日発行）
（2）

理事会だより

平成 22 年度第 6 回理事会

2011 年 3 月 15 日 （10 名中 8 名出席）

会議室

◇場所：保険医会館

◇出席：青森）引地基文理事長、新渡戸剛、森明彦各理事

2011 年 5 月 6 日（10 名中 9 名出席）

会議室

◇出席：青森）引地基文理事長、新渡戸剛、森明彦各理事

中村寛二専務理事（事務局：菅原、増田各局員）
：弘前）成田博之副理事長

中村寛二専務理事（事務局：菅原、増田各局員）
：弘前）成田博之副理事長

書面）阿部芳則、柳谷博章、佐原若子理事

書面）阿部芳則、柳谷博章、清水文雄、佐原若子理事

ー主な協議・報告事項ー

ー主な協議・報告事項ー

○共済関連

○組織関連
組合員数 660 名（+1 名） 出資金 813（+1）

所得保障保険の満期無事故戻しを 3 月末に返戻。
○組織関連

○会計監査

組合員数 659 名（+4 名） 出資金 812（+4） 継承 1 名

4 月 23 日（土）16 時〜保険医会館に寺沢、中畑両監事に出席頂き

○葛西主幹退職の件

監査を実施。
適切に処理されていることを確認頂いた。

3 月 31 日付で退職受理。
本組合退職金規程に伴い、退職金を支給する。

○通常総代会関連

○通常総代会関連

役員改選に伴う選挙公示（4/14）
、公示〆切（4/28）の結果、

開催場所は青森市の県民福祉プラザを仮押さえ。（1 時間 370 円）

現理事の清水先生が立候補。

役員選挙に関して、中央会と打ち合わせをした「公示、立候補、推薦」の各

佐原先生は体調不良により、次回理事は継続しない事で返信有り。

用紙の確認をし、4 月 14 日（公示日前日）に全組合員へ郵送することを了

定款での理事が 9 〜 11 名、監事 1 〜 2 名であり、現理事体制が

承。公示の締切にて、立候補及び推薦の状況を次回臨時理事会で確認する。

9 名であることから、理事の継続をお願いすることと、監事 2 名も

○その他

継続でお願いする。この点を確認し 5/9 全総代に開催案内と議案書

葛西主幹退職後も当面は事務局を増やさずに現事務局体制で活動する。

、書面議決書を発送する。

中村専務については、任期満了後も専務理事の継続をお願いする。

全国中小企業団体中央会

従業員災害補償プラン 〈Jプラン〉の取扱始めました
☆中央会に関して☆

「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律」
を根拠に昭和30年11月に設立され、
協同
青森県中小企業団体中央会は、
組合などの中小企業の連携組織を主な会員として、各種の事業活動を行っている公益性の高い中小企業支援団体です。
組合等の設立や運
営の支援、
任意グループなどの緩やかな連携組織の形成支援などを行っているほか、金融・税制や労働問題など中小企業の経営について
様々な面から支援している県の外郭団体です。
県内の各協同組合が会員となっており、
本協同組合でも加盟していることから、本協同組合を構成する組合員の皆様にご利用できる制度
です。
団体最大割引適用により、個人で契約されるよりも格安です。
（傷害保険

約42.6％割引）

今後、
パンフレット発送などでご案内いたしますので、ご検討いただければ幸いです。
※全国中小企業団体中央会は各都道府県中小企業団体中央会が加入する中小企業庁の外郭団体。

☆募集に関して☆
保険期間
申込締切日

平成23年4月1日〜24年4月1日
（随時加入可）
毎月25日 効力発生日 申込月の翌月1日

加入資格
保険料払込

保険医協同組合の組合員及びその家族、
従業員
ご登録口座より毎月23日集金代行業者より引き去り

お問い合せ先 〈取扱代理店〉

青森県保険医協同組合
TEL017-734-7212
（担当
〈引受保険会社〉 三井住友海上火災保険(株)青森支社

増田）

※詳しい内容はパンフレットをご要望下さい。

エンゼル

ラテックスグローブ

値上がりのご案内

ご購入実績のある組合員の皆様には、
既に個別に案内文をFAXさせて頂いております。
取引業者より、
主要原材料である天然ゴムの価格高騰により、価格変更の案内がされました。
5月の共和に続き、
エンゼルラテックスグローブも値上がりとなります。
価格の上げ幅も100円の値上がりとなります。
ですので、
ケースで注文頂く場合はご注意頂ければ幸いです。
ケースは20箱
（100枚入）
尚、
7月7日以降の注文分から価格変更の販売価となります事をご了承下さい。

M&D歯科用

100枚入

1箱以上

100枚入

20箱以上

単価540円→640円

単価500円→600円

掲載商品についてのお知らせ

ラテックスグローブが各社値上がりしております。
M&D掲載のリーブル(株)
「バリアローブ」
は以前まで
の販売価格と同等価格で販売されております。
インターネットで検索すると、
○○市場などでも検
索されますので、
商品の安定供給としては安心感が
あります。
価格については値上がりの可能性もありますが、
現
時点であれば、
各種値上がりのグローブとの比較対
象になると思われます。
サンプルご希望の方は、
事務局へご連絡下さい。
※注文は大阪協同組合に直接注文となります。

No.２４１０
100枚入

１箱

パウダーフリー

ハイグリップ

カートン
（20箱）

５６０円

５４１円

No.２４２０
100枚入

１箱

パウダーフリー

ソフトタッチ

カートン
（20箱）

６３６円

６１７円

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2013/9/15 第132号

2 0 1 3 年 9 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。
9 月 15 日現在

組合員数

654 名

出資金 797 口

燃料油価格のお知らせ
2013 年 9 月 15 日 現在

※ 9/6 から変更予定となっており
ます。値上がり傾向です。

油 種

前価格

9/6 〜

①ハイオク

165 円 169 円

②レギュラー

155 円 159 円

③軽油

134 円 139 円

④灯油

94 円

96 円

⑤重油

88 円

90 円

※保険医協同組合 保険部の専用回線を用意しました。 TEL 017-763-5820 FAX 017-763-5821
【開業医共済休業保障制度】【保険医休業保障制度】
に関するお問い合わせは、
上記専用回線をご利用下さい。

レセプト突合・縦覧点検 対策講演会
青森県保険医協同組合は７月１４日、弘前市ホテルニューキャスルに於い

て「レセプト突合縦覧点検の傾向と対策」と題し、医科歯科それぞれ会場を

分けて、電子レセプト画面点検ソフト「レセプトビューアー」の活用法の講

演会を、青森県中小企業団体中央会の助成事業として開催。

弘前で開催

いて講演頂いた。支払基金の電子レセプト審査にて、突合・縦覧点検、
算定
日情報による審査が行われている。
審査側が見ている画面と同様の画面を
確認出来るのが、レセプトビューアーであり、実際に提出
したレセプトを日次画面、縦覧画面で確認することで「ど
のように見られているか」を知ることが出来る。

医科は保団連理事の本田孝也先生が、レセプトチェッカー

特に歯科に於いては、レセプトのオンライン請求の期限

とレセプトビューアーを併用した日常診療における突合点

も見据え、スタッフと連携したレセプト点検体制に是非活

検の活用について、ソフトの開発の意義からご自身の医院で

用頂きたい。とお話頂いた。

行っている活用の具体的な手法をお話頂いた。

歯科は保団連副会長田辺隆先生が、社保審査委員の立場

での主な減点査定事例等とレセプトビューアーの活用につ

講演する田辺先生
講演する本田先生

※レセプトビューアーのチラシがありますので、
ご希望の方は事務局まで

協同組合オリジナル電子掲示板サイネージ 【ハーモニー】 運用開始しました

本システムは患者様に対し医院の治療方針や機器の紹介を通じ、
不安を安心へと変える情報配信を目的とし、
行政広報だけでは伝えきれない医
療情報も分かりやすく提供し、
医療への抵抗を無くすと共に、
よりオープンな情報提供を目指して、
オリジナルで運用するシステムです。
お申し込み頂いた医院様の案内の作成、
治療内容の紹介、
医療情報、
天気予報などの配信を組合あわせ、
時間毎に自動で画面に配信させます。
情
報の更新も運営側で行いますので、
更新の手間なども不要です。
（月額使用料金は有線放送レベルでの価格設定としました）
患者様への情報提供の新しい手段としてご検討下さい。

☆現在開設企画としてモニター会員募集期間☆
（2014年3月31迄予定→その後は通常価格となります）

○月額使用料4,800円(通常6,500円）

○初期設定費用無料(通常50,000円）

※パンフレット及びデモの依頼は保険医協同組合017-734-7212までお問い合わせ下さい

スクラブでおなじみのFOLK

取引開始しました

※9/15号付録にFOLKカタログ同封しています。
カタログに折込の専用注文書をご利用下さい。

スクラブ35％引き

白 衣

35％引き

事務服

35％引き

シューズ30％引き

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/10/15 第114号

2 0 1 1 年 10 月 15 日

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2011 年 10 月 15 日 現在

〒 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

658 名

出資金 811 口

※ 10 月 1 日より値段が変わってい
ます。

油 種

現価格

①ハイオク

157 円

②レギュラー

147 円

③軽油

128 円

④灯油

87 円

⑤重油

85 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。

各地区総代改選についてのお知らせ
今年度の総代会を終え、次年度総代会を新しい総代で臨むこととなります。
総代の定数は定款で組合員総数の 10 分の 1 と定め、これを執行するためにこの間、総代
選挙規約の整備、内容の見直しなどをここ数年の総代会にて改定してきました。
組合員約 660 名に対し、従来の郵送で送るコストの削減と、事務的作業の効率化を中
央会に相談し、同紙面にて一斉に案内する事が可能であることを確認いたしました。
次月の組合ニュースの紙面にて公示を致しますので、詳細は 11 月 15 日号組合 News
をご確認下さい。

新グループ保険制度（保険医共済会）随時加入可
保険医協会グループ保険（県版・東北版）の年齢によって減額となる
保険金額を確保して頂くためにお勧めしており、多くの加入を頂いております。
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。
（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）
ご加入をご検討下さい。
○グループ保険の特徴○

●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

○団体医療保険の特徴○

◎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!!

◎本人は最高4,000万円までの死亡
（高度障害状態）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）

◎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

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!!

いただけます。

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。

随時加入可
毎月20日〆切

→

口座振替
翌月20日振替

→

保障開始日
翌々月1日

・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。

〔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

年賀状は早期割引で早めの注文を！！

※10月1日号新聞付録として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。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/11/15 第115号

2 0 1 1 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

659 名

出資金 812 口

燃料油価格のお知らせ
2011 年 11 月 15 日 現在

※ 11 月 1 日より値段が変わってい
ます。

現価格

油 種

①ハイオク

155 円

②レギュラー

145 円

③軽油

125 円

④灯油

82 円

⑤重油

80 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。
取扱商品価格変更のお知らせ

オリンパス内視鏡フィルム販売終了予定のお知らせ

○サンメディカル（10月20日出荷分より）

本協同組合でも取り扱っております、
内視鏡フィルムに関し
で、
オリンパスの内視鏡フィルム全商品が
て、
【2014年3月末日】
販売終了となります。
（No16V100、
No16V200、
No1610Ｔ）
後継商品がないことから、
期間は
まだ2年半ありますが、
早い時期で
の販売終了予定案内となっており
ます。
ご使用の皆様におかれましては
ご注意頂きますようお願いいたし
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）
・カット綿 5 5
（ケース価格 20 個入）
・耳付包帯 各（3 〜 8 列）
・裁断包帯 各（2 〜 8 列）

青森県保険医協同組合

前価格

変更価格

900
850
950
900
1,000
950
600
600

850
800
930
880
950
900
500
500

地区総代立候補受付

○前回組合ニュースにてご案内の通り、今回の総代改選の公示は従来の郵送ではなく、組合ニュース紙面にて行います。
2011 年 11 月 15 日

青森県保険医協同組合
組合員

各位

理事長

引地

基文

（公印略）

の通り地区総代選挙への立候補受付を行い、加えて選挙会の公示をいたします。

【東青地区】

一、総代定数（※定款 第 35 条
【東青地区

医科１２名以内

【南部地区

医科１１名以内

【津軽地区
【下北地区

医科１４名以内
医科

１名

私は、
青森県保険医協同組合の
【東青 津軽 南部 下北】
※所属している地区を○で囲んで下さい。
地区の総代に立候補致します。
医院名

【津軽地区】【南部地区】【下北地区】

組合員名

総代の定数は、66 人以上 70 人以内とする）
歯科

８名以内】
・・・東青地区計

２０名以内

歯科１２名以内】
・・・南部地区計

２３名以内

歯科１０名以内】
・・・津軽地区計
歯科

２名以内】
・・・下北地区計

日

【立候補届】

標記について、本組合定款第 37 条及び本組合総代選挙規約第 3 条に則り、以下

1, 総代立候補に関する件

月

青森県保険医協同組合
総代立候補届
（推薦人含む）

青森県保険医協同組合

青森県保険医協同組合
地区総代選挙公示

一、選挙会の地区名

年

２４名以内
３名以内

印

□立候補の抱負

総代合計７０名以内（66 人以上）

一、立候補受付期間：11 月 30 日（水）の 12：00 まで
一、立候補者の掲示：保険医会館協同組合事務所内に掲示します。
2, 選挙会に関する件

一、選挙会の日時 / 場所 【東青地区】12/20（火） 19 時

保険医会館

【南部地区】12/22（木） 19 時

ユートリー

【津軽地区】12/21（水） 19 時

【下北地区】12/26（月） 19 時

【推薦人】

弘前総合学習センター
下北文化会館

私は
氏の総代への立候補を
※推薦する組合員名を記載して下さい。
推薦致します。

※立候補者が定数を超え、選挙会開催となる地区には、立候補締切後に関係書類
を郵送します。

一、選出の方法：本協同組合総代選挙規約により、連記式無記名投票で行います。

※立候補者が定員に満たない場合は総代選挙規約第 13 条により「無投票当選」

医院名
組合員名

印

となりますので選挙会は行いません。

その場合は、理事会の責任で総代を選出いたします。

※総代に立候補をされる方は、組合ニュース 11 月 15 日号掲載紙面の総代立候

補届に推薦人等をご記入押印の上、
保険医協同組合までＦＡＸでお願いします。
※コピーしてご利用下さい

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月 15日発行）

2011/12/15 第116号

2 0 1 2 年 1 月 1 日

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2011 年 12 月 15 日 現在

〒 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

661 名

出資金 805 口

※ 11 月 21 日より値段が変わって
います。

油 種

現価格

①ハイオク

155 円

②レギュラー

145 円

③軽油

125 円

④灯油

85 円

⑤重油

83 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。

全国保険医協同組合連絡会

取扱い 随時加入可

です！！
○地震によるケガなどが原因の
休業をカバーします

○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。
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。

おすすめのポイント☆☆☆

☆☆☆

●入院による就業不能のときは
１日目から補償します。
●79歳まで加入できます。

今年度の東日本大震災、数年前の阪神大震災など、近
年は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。

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
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。

☆☆☆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。
※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。

●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

〔加入期間〕 2012年2月1日〜2013年2月1日
（随時加入可）

●法人の場合保険料が損金に算入
可能な場合があります。

※翌年度以降は自動更新。
返戻金は3月末返戻予定。
〔取引代理店〕

●保険金の受け取りが、通算1000日
まで支払われます。

〔引受保険会社〕

青森県保険医協同組合（担当 増田）
電話 017-734-7212
三井住友海上火災保険株式会社

※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。

保険関連の継続案内

保険医協同組合からのお知らせ

保険医協同組合は、保険医協会の会員であり、且つ開業し
ります。対象の先生には 2 月の保険更新の前の 12 月に変更 ておられる先生に出資金を頂いて運営しております。
「保険医新聞が届いているので、組合にも加入している」と思
となる金額をお知らせしております。
（２月 1 日時点で誕生
われがちですが、保険医新聞（協同組合ニュース）は保険医協
日を迎えているかの年齢区分変更となります）
会会員全てにお送りしておりますので、組合員以外の方にも届
医師賠償保険も 12 月に満期のお知らせをしており、脱退 いております。
組合員の先生方には、毎月 M&D の薬の価格表等が届いてお
のお申し出が無い限り自動更新とさせていただいております。
ります。また、出資金に対して出資証券が送られています。
いずれも保険期間は 2 月 1 日〜翌年の 2 月 1 日の 1 年間
組合未加入の先生には、問い合わせの際に加入のお願いも致
となっております。
しますので、その際にはご検討をよろしくお願いいたします。
長期休業補償は年齢区分の変更により、月額保険料が変わ

