青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2014/2/1 第135号

2 0 1 4 年 2 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2014 年２月 1 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。
2 月 1 日現在

組合員数

653 名

出資金 796 口

※前回価格のまま変更無しですが、
灯油・重油の値上がり傾向です。

油 種

現価格

①ハイオク

170 円

②レギュラー

160 円

③軽油

141 円

④灯油

100 円

⑤重油

95 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。

スタッフ教育に関する講演会の開催
「スタッフ教育の悩みを解消する手法」
〜実例を基に
○講師

MC株式会社

後藤

守孝
（弘前市出身

創クレアール加盟業社）

○MC株式会社の主な業務内容

創クレアール新年会開催される
創クレアールで恒例となっている新年会が、
1月17日青森市内でより23

名の参加で行われた。

開催にあたり中村専務理事から
「昨年行われた経営セミナーの際には、
創クレアールの各専門分野より講師を引き受けて頂き感
謝している。
多種多様な要望に応えるために創クレアー

・診療所におけるマーケティング及び経営コンサルティング

ルは非常に大きな存在価値を持っており、
より組合員に

・診療所の新規開業コンサルティング

アピールするためにも、
セール品などの自社アピール出

・医療従事者向け講演活動

来る案内があれば、
積極的に組合事務所まで持ってきて

・中小病院、
介護医業の経営コンサルティング

欲しい」
と挨拶。

○八戸会場
・日時
・場所

挨拶する中村専務

2月15日
（土） 17時〜19時
八戸プラザホテル

○青森会場
・日時
・場所

アーバンホール

あずさの間

題について、
各社情報交換をする声

も多く聞かれていた。

2月22日
（土） 17時〜19時
青森国際ホテル

5Ｆ

新年会では、
組合事務局として類地局員が初参加であ

ったことで、
名刺交換をしながら参加者全員と挨拶を交わしていた。
また、
4月からの消費税増税の話

恒例のビンゴゲームも行われ、
大

芙蓉の間

いに盛り上がり参加者一同新年の交

※詳しい内容とお申し込みは同封のチラシをご確認下さい。

流を深めた。

保険医共済会 新グループ保険制度 更新手続き案内中
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。
（※県版グループ保険を12/1包括移転）
ご加入者様には保険医共済会
（本部は大阪）
より既に後案内しております。

制度のご説明や資料請求等は、
2/1号宣伝チラシを同封しておりますので、
FAX連絡票をご活用下さい。

○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、
手術を保障!!

◎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!!

病気やケガで1泊2日以上の入院をされた場合、
1日目から入院給付金をお支払いします。

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。

（1回の入院について124日分、通算1,095日分までお支払い）

◎保険年齢70歳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。
更新手続き締切

2/28

→

口座振替
3/20

→

保障開始日

4/1更新

・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、類地）

※ここでは制度の概要を説明しております。詳細につきましては必ずパンフレットにてご確認下さい。

医科版

歯科版

利用者急増中！

M&D毎月発送しています

電話017-734-7212

白衣カタログ 2014年度版

保険医協会新聞1日号に同封し、
毎月お送りしております。
この間、
歯科を中心に継続的な利用者も増えており、
「少量の注文とな
る場合には注文しやすい」
との声も頂いております。
カタログ掲載の価格は、
全国の協同組合員が利用頂いている金額です
ので、
安心してご利用下さい。
尚、
ご利用は協同組合組合員となります
ので、
未加入の場合には加入の案内をさせて頂きます。

ナガイレーベン

アプロン

白衣カタログ2014年度版 「ナガイレーベン」
「アプ
、
ご希望の方は、
カタログ送付いたしますので、
事務局
ロン」
までお問い合わせ下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2014/3/1 第136号

2 0 1 4 年 3 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214
◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
をスローガンに今年度事業を進めています。
３月 1 日現在

組合員数

654 名

出資金 797 口

燃料油価格のお知らせ
2014 年３月 1 日 現在

※ 3 月 1 日からの価格となっていま
す。

油 種

現価格

新価格

①ハイオク

170 円

169 円

②レギュラ

160 円

159 円

③軽油

141 円

140 円

④灯油

100 円

99 円

⑤重油

95 円

94 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。

共同購入ご利用者様への消費税に関するお知らせ
既にご承知の通り今年の 4 月 1 日より、消費税が 5％から 8％に引き上げられます。それに伴い本協同組合からのお知らせです。
納品書に関しては、3 月 31 日で発行される納品書は消費税５％ですが、4 月 1 日付けで発行される納品書からは消費税８％での販売と
なります。
各メーカーから消費税増税に伴う対応について「3 月 28 日迄の注文分は 5％ですが、それ以降の注文品、又は 3 月 28 日以前に注文を
頂いた商品であっても欠品している場合に関しては 8％となります」等の案内が来ております。各メーカーからの出荷のタイミングで、3
月中に注文した場合でも全国での駆け込みなどにより欠品となる商品が多数見られる事も予想されます。
3 月は各社決算期と消費税の駆け込みが重なることから、今月のご注文に関しましては普段以上に余裕を持って早目のご注文をお願い致
します。

講演会
「スタッフ教育の悩みを解消する手法」開催
2 月 22 日（土）青森市の国際ホテルに於いて、表題の講演会を医療経営

コンサルタントＭＣ（株）の後藤守孝氏を講師に開催した。

らスタッフの協力が欠かせない重要な要素であり、その循環を維持する為
の明確な仕組みも重要となることを説明。

開催に先立ち中村専務理事より「長く保険医協会の仕事をす

第 2 部は「接遇向上における患者アンケートの活用」について講演。

る中で、様々な相談を受ける機会が多くあったが、その中でも

言葉遣いのアンケート実例として「方言を使った方が親しみがあって標準

スタッフに関する問題が約 8 割占めていた。今日の講演を機に

語では事務的」とのイメージが、最近は公務員やサラリーマン達が定年を

各医院様で諸課題に関する対処法や改善方法を参考にして頂き
たい」と挨拶。

医院全体が患者様の事を考え行動する事で構築される循環であることか

司会の中村専務

迎え医院に多く通うようになり、社員教育を徹底されてきた世代からは、
「方

講演会第 1 部では
「経営改善の為のスタッフマネジメント」
について講演。 言で話すのではなく標準語できちんと患者に接して欲しい」という意見が
開業 5 年目の内科の実例を用い、医師の業務量の多さによる診察患者数の 多くなっている。このアンケート結果を受けて、方言を控えるようにした
限界、待ち時間の長さによる患者からのクレーム、患者からのクレームによ
るスタッフのモチベーション低下の負のスパイラルを改善した手法を紹介。
スタッフを最大活用する職務改善を行うことが重要で、受

付は待ち時間の説明、受付・会計時の患者様への応対、病名
洩れ対応や検査データーの管理、検査資料の準備等を。看護
師は問診の徹底、検査方法・費用負担の説明、食事・運動な
どの療養相談等を実施する事により、医師の負担軽減による
講演する後藤氏

診察患者数の増加、診察数増加による待ち時間のクレーム減

事例。

また、患者さんとの挨拶や名前を覚えることを徹底するために、受付に

置いている診察券入れを撤去し、必ず診察券を両手で受け取る事を実践し
たところ、患者さんとのコミュニケーションのきっかけを作り出すことが
できた事例の紹介。

加えて、①患者様を思う気持ち・おもてなしの心。

②マナー講習会で学ぶ技術や知識。
③快適・納得・安心・満足に繋がる

少、患者様の医院への安心・信頼、患者様からの評価による 仕組み作り。これらが機能してこそ
スタッフのモチベーションの向上に繋がり、
経営の好循環が構築されていく。 の接遇となるので、マナー講習会等
好循環を構築していく過程で必要となる、自分たちが目指す医療の理想や への参加と医院経営改善の取り組
理念の重要性、働きの良いスタッフへの待遇面の優遇を明確にする評価制度
の構築の仕方とその評価システムに連動する給与システム等の実例。

更に、
スタッフとのトラブルを防ぐための雇用方法と就業規則の見直しや

改定。
スタッフ採用時の採用試験や面接の工夫も紹介。

みも同時に進めることが肝心であ
る。とも述べていた。

真剣に聞き入る参加者

講演会はスライドを用い、実例と改善方法とその手順迄も紹介しながら

分かりやすく説明いただき、参加者は何度も頷きながら聞き入っていた。

今年度総代会日程が決定
2月27日開催の協同組合理事会で、
今年度の総代会日程が確認されました。
お忙しい時期かと思いますが総代の皆様におかれましては、ご予定よろしくお願い致します。
尚、
正式な案内は5月7日
（水）
に各総代に議案書と共に届きますので、ご確認頂ければ幸いです。

5月17日
（土曜日） ＰＭ4時
青森市駅前 ねぶたの家ワ・ラッセ
1Ｆ交流学習室 （1）

住所：〒番号030-0803
青森市安方1-1-1
TEL：017-752-7311
HP：http://www.nebuta.or.jp/warasse

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。

ねぶたの家

ワ・ラッセ

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2014/4/1 第137号

2 0 1 4 年 4 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

燃料油価格のお知らせ
2014 年 4 月 1 日 現在

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

※前回から変更無しとなっています。

◆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 1 日現在

組合員数

654 名

出資金 797 口

油 種

現価格

①ハイオク

169 円

②レギュラ

159 円

③軽油

140 円

④灯油

99 円

⑤重油

94 円

燃料価格のお知らせは諸事情により
今後掲載しないこととします。

※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。

-安心して診療するために休業保障制度をご検討下さい青森県保険医協同組合で取り扱っている保険の休業保障制度に関して、
加入頂いている先生方への給付状況をお知らせ致します。
年齢的にお若い先生も、
思いがけない病気や怪我で休診され休業保障制度をご利用となるケースも多く見られます。
（下記の給付を受けた先生は40代〜70代の先生です）
まだ大丈夫！と安心しがちですが、
何があって休んでいても大丈夫！と思えるように休業保障制度に加入しておくことをお勧め致し
ます。

◇開業医共済休業保障制度◇
(2014年2月度審査分)
給付者
Ａ先生

口数
３口

給付期間
2013.12.15〜2014.1.31
（48日間）

給付金額
1,128,000

(2014年1月度審査分)
給付者
Ｂ先生

口数
5口

Ｃ先生
Ｄ先生

適用
新規、
入院、
自宅

給付期間
2013.11.25〜2013.12.1
（ 7日間）

給付金額
280,000

適用
新規、
入院

8口

2013.12.18〜2013.12.23
（ 6日間）

368,000

新規、
入院、
自宅

8口

2013.12.23〜2014.1.5
（14日間）

880,000

新規、
入院、
自宅

◇ 1口当たりの給付金額---入院1日8,000円、
自宅休業1日6,000円。
◇入院休業は5日以上継続休業の場合、
初日から給付(免責ゼロ)
◇ 1休業180日まで給付。
通算給付日数は500日。
◇服薬中でも、
その病気を不担保にして加入できます。

◆保険医休業保障共済保険◆
(2014年2月度審査分)
給付者
Ｅ先生

口数
5口

給付期間
2014.1.1〜2014.1.31
（31日間）

Ｆ先生

3口

2014.1.1〜2014.1.31
（31日間）

Ｇ先生

5口

201312.20〜2014.1.31
（43日間）

(2014年1月度審査分)

給付期間
2013.10.29〜2013.12.31
（64日間）

給付金額
930,000

適用
継続、
自宅

279,000

長期、
継続、
自宅

1,680,000

新規、
入院、
自宅

給付者
Ｈ先生

口数
5口

給付金額
1,920,000

適用
継続、
自宅

Ｉ先生

3口

2013.11.1〜2013.12.31
（61日間）

549,000

長期、
継続、
自宅

Ｊ先生

8口

2014.1.2〜2014.1.14
（13日間）

832,000

新規、
入院

Ｋ先生

3口

2013.11.30〜2013.12.1
（2日間）

48,000

新規、
入院

◆新規=新規休業。
継続=継続休業。
入院=入院休業。
自宅=自宅休業。
長期=500日を超えて、 引き続き連続して休業。
◆ 1口当たりの傷病給付金額---入院1日8,000円、
自宅休業1日6,000円。
◆休業6日目から給付(免責5日間)。
通算給付日数は500日。
◆病気で服薬している場合は加入不可です。

両制度共に4/1より募集受付いたします。※重複して加入しても双方から支給されます。
各種、
休業保障制度についてのお問い合わせは青森県保険医協同組合保険部017-763-5820までお問い合わせください。

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日にお振り込み致しましたのでご確認下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2014/5/1 第138号

2 0 1 4 年 5 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆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 1 日現在

組合員数

656 名

出資金 799 口

【保険医休業保障制度】
上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、
月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、
今月
より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

リットマン

スプリングキャンペーン

5月31日迄

※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。

協同組合オリジナル電子掲示板サイネージ 【ハーモニー】 モニター募集中です

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み合あわせ、
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。

☆提携業者の協力により稼働人数が10件に達する迄、
モニター価格で対応します☆残4名！！
○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）

問い合わせ頂ければ、
デモ機持参にて画面の説明、
又医院様の設置場所場所の確認もさせて頂きます。

画面に映し出すコンテンツの内容もオリジナルで作成しますので、
稼働するまで時間を掛けて対応致します。

※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。

通常総代会開催日程のご案内

コダック

Ｘ線フィルムに関して

※
「MXJB Plus」
→
「MXJB-III」
に統合
（入り数は50枚入のみに）

2014年5月17日（土曜日）
PM4時〜

昨年レントゲンフィルムで取扱をしておりました、
アグファのフィルムに

会場：青森市 ねぶたの家ワラッセ

なったことで取り扱いをやめ、
コダックに切り替えて頂いておりました。

1Ｆ 交流学習室1
住所：青森市安方1-1-1
TEL：017-752-1311

関しては、
発注の受付単位が従来の100枚から、
500枚が最小発注単位と

今回はコダックからの案内があり、
従来の100枚入りは販売を中止し、
50
枚入りのみの販売となる案内を頂いております。

デジタル化によるフィルム販売量の低下に伴い、
世界共通製品として

「MXJB III」
の企画に統一され、
この商品は世界中のユーザー向け製品とな
ることから今後も長期にわたり安定供給可能との内容です。
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2 0 1 4 年 6 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】

【保険医休業保障制度】

◆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 1 日現在

組合員数

657 名

出資金 800 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、
月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、
今期
より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

「平成26年度 本協同組合通常総代会」開催
本保険医協同組合平成 26 年度通常総代会が、5 月 17 日（土）青

森市のワラッセに於いて総代、役員 57 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）

成立要件（全総代 67 名中 34 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「診療後の

る件、第６号議案

組合と連携した安価な商品提供だけではなく、創
クレアールに代表されるように、県内の様々な業
社に協力して頂いて事業を行っている。地元企業

にもメリットとなるような様々な事業を行い、多
開催挨拶の引地理事長

方面での発展に繋げていければと考えているので

ご協力をお願いしたい」と挨拶。

総代選挙規約変更の承認を求める件が提案された。第 5

号及び第 6 号議案の提案は、現在の「東青地区」と「下北地区」に分かれて
いる地区割りを「東青下北地区」に統合することに関して、定款及び総代選挙
規約それぞれの記述の変更に伴う承認となり、両議案とも賛成多数で承認とな

り通常総代会は全議案が承認され閉会した。

26期保険医協同組合組織表

お疲れの中、組合の活動に賛同頂き総代会へ出席
頂いた事を感謝します。本協同組合は全国の協同

ー全議案が承認されるー

協同組合組織表（2014年6月1日現在）
医 科
歯 科
合 計
地 区
人数
人数
人数
東 青
112
74
186

中 弘

83

55

138

選出され、議案の審議が開始された。議案説明は中

三 八

74

69

143

報告、剰余金処分案を報告。監査報告は中畑監事よ
り報告され、第１号議案は満

西北五

23

31

54

上十三

32

47

79

南 黒

19

16

35

下 北

8

14

22

合 計

351

306

657

その後、議長には成田博之（津軽・歯科）総代が

村専務理事から行われ平成 25 年度事業報告、決算

場一致で承認された。

議長の成田総代

続いて、第 2 号議案から第 4 号議案となる、

平成２6 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われ、第 2

議案説明する中村専務

号〜 4 号議案を採決し、満場一致で承認された。
引き続き第 5 号議案

定款変更の承認を求め

開業医休業保障制度・第13次募集は5月末日で終了致しました
今回は21名にご加入頂き、青森県合計で340名
（本協会員比・約4割の会員が加入）
になりました。
ご加入頂きました皆様ありがとうございました。
益々の制度の安定運営に努めます。
次の第14次募集は、8月1日から9月末日まで行います。
増口、
新規ご加入をご検討頂ければ幸いです。
◎開業医休業保障制度の2012年度の決算
（2012/8/1〜2013/7/30・概要）
◎加入総数（組合員 ) 1,475 名
◎共済掛金収入
約 2 億 3 百万円
◎共済金支払い率
約 11.3％

◎出資金
◎共済金支払い
※◎支払い余力

8 千 3 百万円
約 2 千 6 百円
541％

※通常予測できる範囲を超える諸リスク合計額の1/2に対して「純資産」と「異常危険準備額」の合計金額の比率。
この数値が200％以下になると監督官庁からの「業務改善命令」を受ける場合もあります。

アスクルのご利用について
本協同組合では、
アスクル利用代金の請求は毎月

（アスクルカタログ裏面）

10日締め→当月27日引き落とし。
又は末締め→翌
月27日引き落とし。
のいずれかで選択が可能です。
金融機関への振り込みの手間・手数料が省けます。
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FAX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。
変更によって納期が遅くなること等はあ
りません。
カタログ裏面や請求書に記載の
「お客様の
担当販売店」
でエージェントを確認出来ます。
組合員におかれましては、
本組合をエージェント
に指定頂けますよう、
お願い致します。

（エージェント名）

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。
サイズも例年の1㎏と新たに700ｇ
の2種類での案内となります。
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【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆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 1 日現在

組合員数

655 名

出資金 798 口

【保険医休業保障制度】
上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、
月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、
今期
より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

Flower デザインセミナー開催

第 1 回は生花を使用し〜香りのテーブル〜をテーマに

保険医協同組合では、
医療機関の施設内を華やかに飾れる高級感溢れる

フラワーを作成しつつ、
奥様方に優雅なひとときを過ごして頂く趣旨から、
創クレアールに加盟している
「Yʼs style」
の店舗２
階にて蔵田由貴美先生を講師に、
上質な材料を使

用した第1回フラワーデザインセミナーを開催し

により菌の繁殖を防ぐことが綺麗に花を保つ方法であることなど、花材の

扱いについての説明も作成の合間
合間にされ、生花の見識も広がっ
た。

た。
(全4回)

仕上げは珍しいブラックベリー

パリを感じる BGM を聴きながら、̀ タラーブ

を花々の間に目にも可愛らしく

ル ド パフューム 〜香りのテーブル〜をテーマ

に、入手が難しい貴重で新鮮なバラの品種である

垂れないように改良されているが、水を足すだけでなく、こまめな水替え

ちょこんと差し込み、ワイヤーブ
講師の蔵田さん

「イヴピアジェ・ロマンティックアンティーク・ラブリーファンデーション」
と香り豊なミントなどのリーフをテーブルいっぱいに広げ、心地よい香り
に包まれた。同先生の指導のもと、参加

者は 1 本 1 本丁寧に純白な器へ切り差し、
上質で華やかなテーブルフラワーを作成し
た。

通常切り花にすると直ぐに垂れてしま

沢山の花に囲まれ楽しく制作
ランツをフィニッシュアップで飾
り、ラグジュラリー感ある作品が完成した。

完成後は、̀ タラーブル ド パフューム を感じながら、マロンが沢山入っ

たチョコレートケーキにマルコポーロの紅茶で作品を前にティータイム。
最後まで優雅な空間を演出して頂いた。参加者全員が楽しんで参加して

頂けたことと作品への満足感もあり、次回以降の開催も楽しみなセミナー
となった。

い処理に難しい素材の秋色紫陽花 ( アン

ティークアジサイ ) も取り入れ、しっかり
花先までスポンジに差し込むことで日持ちし、材料として素敵な色合いを
首都圏から取り寄せた素材

はなっている。

また、薔薇などはどうしても首が垂れてしまうが、これは菌が花の首に

溜まるのが原因であり、差し花用に市販されている薔薇は枯れる最後まで

完成品は1人2鉢となりました

クイクセルバッジ利用で、
Ｘ線漏洩管理を

完成後は皆でティータイム

※最近になりバッジの問い合わせが増え始めております。県内各所で保健所の立ち入り検査が、実施されていることが予想されます。
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2種類の使用でご利用できます。
※個人被ばく線量測定サービス（個人用）
（毎月交換となり、
1ヶ月間胸部・腹部に着用し測定します）

※Ｘ線室漏洩測定サービス（環境用）
（6ヶ月毎に測定。
壁に1ヶ月間貼り付けて測定します）

返却後、
「被ばく線量測定報告

申込書記載の使用開始日

着用。
（男性は胸部・女性は

クイクセルバッジは専用のト

届いたクリップにバッジ

バッジをクリップから外

保健所立ち入りの検査の

環境用はホルダーを壁に

次月分バッジと交換して利

定報告書となります。

に合わせて送られます。

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。

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。

をはめ込み着用。

し、
お手元に届いている

貼り付けて設置。

用。
環境用は6ヶ月後に自
動的に送られます。

書」
が送られてきます。

際に求められるのが、
測

個人用と環境用のそれぞ
れを保管して下さい。
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保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
8 月 1 日現在

組合員数

655 名

出資金 798 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、今期より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

◆共済会新グループ保険（41％）
・団体医療保険（17％）
配当金のお知らせ◆
2013年4月〜2014年3月保険料に対しての配当です。
※但し、
包括移転にご協力頂いた加入者様については、開始が2013年12月からですので、
今年度は2013年12月〜2014年3月（4ヶ月分）の保険料に対しての配当です。
包括移転前の県版グループ保険の配当金（9.7％）は3/20に加入者にお支払いしております。
◆2014年8月29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
（4/1更新）
配当率41％

例，
〈保険料月額 11,520円の場合〉
11,520円×12ヶ月×41％=配当金 56,670円
（1円単位切り捨て）
例，
〈包括移転後にご協力頂いた加入者様で保険料月額 11,520円の場合〉
11,520円× 4ヶ月×41％=配当金 18,890円（1円単位切り捨て）

団体医療
（4/1更新）
配当率17％

例，
〈保険料月額
3,420円の場合〉
3,420円×12ヶ月×17％=配当金

6,970円（1円単位切り捨て）

※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。

随時加入可。パンフレット希望は事務局まで

〔お問い合わせ先〕

青森県保険医協同組合（担当 増田、類地）
電話 017-734-7212

創クレアール第19回例会開催

6 月 21 日（金）
、創クレアール第 19 回例会が会員 24 名の参加で開

催された。

冒頭、清野代表からは「自分自身この会に関わる事で、多くの異業種

感謝の言葉と復興の状況を説明頂いた事を報告。

また、事業方針に関しては、保険医新聞の発行が毎月 1 日号と 15 日号の

月 2 回から毎月 1 日号の 1 回に変更となったことで、
各社からの案内やセー

の方と知り合うきっかけを得て、日々の仕事の中で活
用し、またお世話にもなっている。様々な依頼の中で

ル情報等も 1 日号のタイミングで大いに活用して頂くこと。経営セミナー
の講師をはじめ、前期開催したスタッフ育成やフ

リットとなっているので、皆さんも組合員である先生

力の依頼などを報告した。

創クレアールの繋がりを活用できることは大きなメ

ラワーデザイン等、様々な企画を実施する際の協

方へメリットとして提供できるよう、このネットワー
クを日々の仕事に活用して頂きたい」と挨拶。

例会後に開催された懇親会は、新加入や初参加

開催の挨拶をする清野代表

その後、2013 年度事業報告、決算報告、監査報告、
2014 年度事業方針、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。

議案内容としては、予算に関して野田村支援を今年度も役場が希望す

る事務机購入の為支出。事務局が納品に野田村を訪問し村長と面談して

の方を中心に名刺交換や情報交換。参加者それぞ

れが各テーブルに移動しつつ大いに懇親を深め、

予定時間をオーバーして終了した。

懇親会の挨拶をするエネオス中村氏
（右端）

※毎年 6 月の例会と 1 月の新年会に創クレアール会員の集まる機会を設け
ておりますので、次回新年会へも多くの参加をお待ちしています。

ー 2014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。
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青森県保険医協同組合

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2014/9/1 第142号

2 0 1 4 年 9 月 1 日

【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
9 月 1 日現在

組合員数

657 名

出資金 800 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、今期より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

M&Dネットワーク

医薬品共同購入のご案内

◎青森県保険医協同組合では、
毎月1日発行の協会新
聞、
組合ニュースに同封しております。
◎注文はフリーダイヤルFAXにて注文。
商品は大阪のM&Dネットワークより直送されます。
◎毎月20日締めとして、
青森県保険医協同組合より
請求書を発送しておりますので、
口座引き去りか
指定口座へのお振り込みで代金の支払いとなりま
す。
◎商品の変更や商品のお問い合わせにつきましては、
TEL06-6568-7159にお問い合わせをお願い致し
ます。

注文は専用フリーダイヤルをご利用下さい FAX0120-02-9381
・送料は1回の注文金額5,000円
（税別）
以上で無料となります。
・上記に満たない場合は送料として500円別途掛かります。

※前回8、
9月合併号のため次回カタログは10月発送。
※歯科の先生方に多くのご利用を頂いております。

医科版

歯科版

スクラブでおなじみのFOLK 組合価格は定価の30％引き カタログ希望は事務局まで
スクラブHI700

レディスジップスクラブ

定価6,800円
※新発想の
「はいて着る」
スクラブ

メンズジップスクラブ

スクラビングシューズ

定価5,800円
定価5,800円
※かぶるタイプに比べ羽織るタイプは着やすく、女性はメイクも付きにくいのが特徴

定価5,400円
※通気性も良く静電気帯電防止ゴム付き

新グループ保険制度
（保険医共済会）
随時加入可

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。

※保険医共済会は大阪府保険医協同組合に本部を置く全国14の保険医協会・協同組合が加盟している組織です。
（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）

●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○

○グループ保険の特徴○
◎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。

◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、
手術を保障!!
病気やケガで1泊2日以上の入院をされた場合、
1日目から入院給付金をお支払いします。
（1回の入院について124日分、通算1,095日分までお支払い）

◎保険年齢70歳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。

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・類地）

電話 017-734-7212

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2 0 1 4 年 10 月 1 日

2014/10/1 第143号 【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。
青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆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 1 日現在

組合員数

657 名

出資金 800 口

【保険医休業保障制度】
上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、今期より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

医院経営セミナー企画のご案内

12 月 7 日（日） 青森市アスパムに於いて、医院経営セミナー（開業から継承・閉院まで）を昨年に引き続き開催するため、
保険医協会、 創クレアールと協力しながら現在準備を進めております。
開催要項は、11 月 1 日号の保険医新聞の付録にて案内する予定となっております。
※講演内容として①〜⑥を予定しております。
興味のある方は是非ご参加を予定下さい。

①開業の際の事業計画作成と銀行融資関連。
②医院建築に関する設計及び構造の保険料関連。
③スタッフ採用を含む雇用関連。
※アスパムの会場は、
新規関連と閉院継承関連との２会場
④開業後の相談実例とその対処方法。
⑤閉院＆継承の際の各種手続きの方法。
で開催します。詳しい内容は次月組合ニュースと新聞付
⑥保険医協会＆協同組合の紹介と開業後の新規及び集団指導の内容。
録でご案内致します。

Flower デザインセミナー開催

〜第 2 回は今話題の「ブリザーブドフラワー」に挑戦〜

青森県保険医協同組合は 9 月 17 日、青森市内にある「Yʼs Style( 花と雑

貨の店 )」を経営されている蔵田由貴美先生を講師に、第 2 回 Flower デザ
インセミナー ( 全 4 回 ) を開催しました。

今回は、近年世界中で人気のあるフランス発祥のプリザーブドフラワー

( 生花でありながらその美しい姿を長期間保てるように加工された花 ) のア
レンジに挑戦。

で、水やりなどのストレスを感じさせないのはブリザーブドフラワーの大き
な魅力。

今回の作品が、患者さんの診察待ち時間に

花を通して季節を感じ、目の癒しにもなるよ

うな空間を演出してくれる事を期待しつつ、
次回第 3 回目「生花の作品」
、最終第 4 回目

花材は新色のバラやアジサイを使用し、額縁型の器に花を埋め込み、仕上 「造花の作品」も癒しの作品作りを続け、少
しでも医院の雰囲気作りに貢献出来れば。
げにパールやリボンをあしらい、長く飾れる壁掛けをデザインしました。

完成品はまるで写真のような出来映え

ポイントは凹凸を付けず、花の中心が真上を向くよう

に配置し全体のバランスを取ること。

蔵田由貴美先生のワンポイントアドバイス

プリザーブドフラワーの人気の理由は、①水を与える

必要がなく、生花のような短期劣化がないこと。②生花
と比べても遜色のない、瑞々しい質感と柔らかさも出せ

プリザーブドフラワーは、
生花と同じような柔らかい質感を持ちながら、

での見舞い花としても利用できること等が挙げられる。

あります。病院のディスプレイはもちろん、お見舞いに贈る方も多く、

ること。③花粉アレルギーの心配がなく、待合室や病院

長期間保存でき、手入れもいらない「高級感のあるお花」として人気が

一方、注意点は湿気に弱く強い紫外線が当たると少し

新築祝、結婚祝、還暦祝、退職祝などの際に、記念に残せるお花として

ずつ退色するため、飾る位置などには工夫が必要なこと。
とはいえ、少なくとも 2 年間は状態を保つことが可能

深さのある額縁型の容器に配置

も非常に重宝されています。

近年、色々な色やデザインがありますので、是非お試し下さい。

年賀状ちらし同封しております。
お申し込みは早期割引で。

切り取りの手間を考慮して、
申し込み書を同封しております。
フリーダイヤルでご注文下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2 0 1 4 年 11 月 1 日

2014/11/1 第144号 【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。
青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
11 月 1 日現在

組合員数

658 名

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

出資金 801 口

※従来の燃料価格の掲載に関しては、月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、今期より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

医院経営セミナー
『開業から継承・閉院まで』
開催のご案内
☆新規開業の部 （アスパム5Ｆ

白鳥

10時〜13時）

☆閉院・継承の部 （アスパム7Ｆ

第一部 「クリニック開業の進め方と資金調達事例」

はまなす

11時〜12時半）

◎
「クリニック閉院に伴う諸届け及び手続き」

◇開業スケジュールの立て方、
資金調達と事業計画等。

◇医療法人、
個人開業それぞれの継承の仕方、
閉院に伴う関係書類と提出先等。
◇財産処理関連、
転売譲渡の際の不動産の注意点、
リフォーム解体費用等。

第二部 「これからのクリニック建築で考えること」

◇患者とスタッフの動線・建築単価と耐用年数、
建築構造と保険料等。

※会場はアスパム。
新規関連と閉院継承関連との２会場で開催します。

第三部 「開業を成功させる為のスタッフ教育、
開業後の相談実例」

◇スタッフ採用と雇用管理、
医療コンサルに寄せられる相談実例と対処方法。

第四部 「保険医協会・協同組合の紹介と近年の新規指導の内容」
◇開業の際に最低限準備する共済保険と新規開業対象者への行政指導

※お申し込みは同封のチラシをご利用下さい

開業医休業保障制度・第14次募集は9月末日で終了致しました
今回は11名にご加入頂き、
青森県合計で346名
（本協会員比・約4割の会員が加入）
になりました。
ご加入頂きました皆様ありがとうございました。
益々の制度の安定運営に努めます。
次の第15次募集は、
11月1日から来年1月末日まで行います。
増口、
新規ご加入をご検討頂ければ
幸いです。
◎開業医休業保障制度の2013年度の決算概要
（2013/8/1〜2014/7/31）
◎加入総数（組合員 ) 1,589 名
◎共済掛金収入
約 2 億 6 百万円
◎共済金支払い率
約 23％
◎利用分量配当総額

◎出資金
◎共済金支払い
※◎支払い余力

6,773万円

◎利用分量配当率

7 千 7 百 3 万円
約 4 千 7 百万円
866％
35％

※通常予測できる範囲を超える諸リスク合計額の1/2に対して「純資産」と「異常危険準備額」の合計金額の比率。
この数値が200％以下になると監督官庁からの「業務改善命令」を受ける場合もあります。

保険医協同組合理事長杯＆創クレアール懇親ゴルフ大会
10 月 26 日（日）
、びわの平ゴルフ倶楽部にて、恒例となった協同組

合理事長杯が開催された。

当日は秋晴れに恵まれ、3 組 11 名の参加者が腕を競い合った。

【第１組】

（結果は下記に）

所

基文

青森県保険医協同組合理事長

白取

淳悦

タクト

三浦

スコア結果（上位3名）
優

選手名
引地

アウト

勝

寺田

誠

49

準優勝

三浦

将人

47

３ 位 増田

裕樹

48

イン

50

グロス

増田

ネット

99

70.2

51

98

72.8

41

89

73.4

【第２組】

工藤

繁

花田

昭則

グーフィー
所

属

平和不動産

ALSOK

トヨタレンタリース青森

選手名

所

真央

パナソニックメディコム東北

寺田

誠

三菱電機機器販売

清野
当日の参加者

孝明

北日本フーズ株式会社

田中
後藤

理事長のショットでスタート

裕樹

選手名
濱田

【第３組】

雅人

属

守孝
覚

属

MC株式会社

創クレアール代表

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2 0 1 4 年 12 月 1 日

2014/12/1 第145号 【協同組合NEWS】は今年度2014年より毎月1日号になります。
青森県保険医協同組合

〒 030-0813 青森市松原 1  2  12
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
12 月 1 日現在

組合員数

659 名

出資金 802 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※従来の燃料価格の掲載に関しては、月1回発行する組合ニュースのタイミングと変動タイミングのずれもあり、今期より掲載しないこととしましたのでご了承下さい。

Flower デザインセミナー開催

〜第３回目は「生花のアレンジ ” 生花とお皿 ”」に挑戦〜

青森県保険医協同組合は 11 月 26 日、ワンランク上の上質な材料を使用

して学べる第 3 回フラワーデザインセミナー ( 全 4 回 ) を講師の蔵田由貴美
先生が経営している「Yʼs style( 花と雑貨の店 )」で開催した。

今回は、素材に生花を使用。青森で 11 月の景色は、植物が冬の準備で落

葉して秋の花が僅かに残る程度だが、花屋では生花の種類が豊富にある時期
ということに驚いた。

器に金・銀のアンティーク風なお皿を 2 枚使用した。そのお皿の間に花

をはさんだデザインが粋で、作品の上にお菓子を置くことができる。
テーブル花は香りが強い生花や、はっきり

した色の生花は避けてパステルカラーに仕上

挿すテクニックと FIX テープを使用し吸水性スポンジを固定する方法を学
んだ。
作成する際のポイントは、
①先に葉物
（ロー

ズゼラニウム、ルスカス）を挿し終えてから

生花 ( ブルーミルフューユ、秋色アジサイ、

アストランチア等 ) を均等になるようにバラ

バランス良く花を配置して完成
ンスを取りながら配置すること。
②材料・色合いが偏らないよう全て放射状に横へ真っ直ぐ挿し、フォームを

綺麗に花が重ならないようまんべんなく挿し入れること。
今回も、通常のレッスンでは学べない贅沢なお花を

げるため、やさしいピンク系の生花にガラス

使ったセミナーとなった。

を取り入れた。

インセミナーを開催する。

ボールを差し込むことでクリスマスの雰囲気
生花は縦に挿すことが多いが、横に生花を

次回は 1 月 28 日 ( 水 ) に造花を使ったフラワーデザ
（文責・組合事務局・増田歌土美）

2枚のお皿の間に花を入れていく

グリコヘモグロビンA1c測定キット

A1c Now +

作品は豪華なお皿に

商品チラシご希望の方は事務局 017-734-7212 までご連絡下さい。
商品は大阪の M&D より医院様に直送となります。請求書は青森保険医協同組合から 20 日締め請求書と共に発送致します。

お歳暮各種

同封付録にて案内しております

※それぞれの専用注文書に必要事項ご記入の上、
FAX0120-34-7214にご注文下さい

焼き干し

ほたて

あわび

脇野沢漁業協同組合と提携し、漁協から直接発送しております。

年賀状案内は10月1日号の新聞付録にてお届けしております。
お手元に無い場合ご要望頂ければカタログお送り致します。

