
（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年  2 月 1 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。
     2 月 1 日現在　組合員数　656 名　出資金  799 口

2015/2/1  第146号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

　○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。

　◎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。

　〔お問い合わせ先〕　青森県保険医協同組合（担当 増田、類地）  

　◎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!!

　○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。

　→ 　→   

保険医共済会　新グループ保険制度　更新手続き案内中

・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。

ご加入者様には保険医共済会（本部は大阪）より更新時（4月1日）の案内が順次されてます。

　※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。
  電話017-734-7212

 更新手続き締切
　　2/10

　 口座振替
　　3/20

　 保障開始日
　  4/1更新

白衣カタログ　2015年度版

白衣カタログ2015年度版　「ナガイレーベン」、
「KAZEN」ご希望の方は、カタログ送付いたしますので、
事務局までお問い合わせ下さい。

ナガイレーベン 　アプロン→KAZENに

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 日青森市内で会員
18社 21 名の参加で行われた。
　開催にあたり清野代表から「創クレアールに関わり、多くの先生方と接

してきた経緯の中で、創クレアールメンバーとの協力によ
り、先生方から信頼を得てきた経験がある。創クレアール
をもっと気軽に活用できるよう、今日のような場をお互い
を知る良いきっかけとし、日々の仕事に繋げて頂きたい。
　また、昨年 12 月に新規・閉院セミナーを開催するにあ
たり、創クレアールの各専門分野より講師を引き受けて頂

活発に行われ、恒例のビンゴゲームも開催。
　会の途中には大竹顧問も参加され、県内
の医療・介護の情報や、被災地支援活動等お
話頂き、参加者とも名刺交換しながら会食
に参加して頂いた。

挨拶する清野代表

大竹顧問も参加

き感謝している。今年度も開催が予定されればご協力をお願いしたい」と挨
拶き、昨年加入した東北ミサワホーム（株）の工藤氏より乾杯の発声を。
　乾杯の後は、食事をしながら初参加の方の名刺交換や各社情報交換等が

各種共済・保険関連の継続案内

年齢区分の変更により、月額保険料が変わります。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日時点で誕生日を迎えているかの年齢区分変更となりま
す）

○医師・歯科医師賠償責任保障
　医師・歯科医師賠償保険も 12月に満期のお知らせをしており、脱
退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。　　
※2014年9月1日から、損保ジャパンと日本興亜損保が合併したこと
により、引受保険会社が【損害保険ジャパン日本興亜株式会社】となり
ました。
　保険料の端数単位の変更と、申し込みの際の記入の用紙に若干の変
更はありますが、保険期間、保障内容は変わりありません

○長期休業補償

※いずれも保険期間は2月 1日～翌年の2月 1日までの1年間となって
　おります。

　　　M&D毎月発送しています　

保険医新聞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。

医科版 歯科版

　　　【4月分保険料から、保険料が安くなります！！　保険医新聞2月1日号付録に記載してますので、ご確認を！！】



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 3 月 1 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。
     3 月 1 日現在　組合員数　656 名　出資金  799 口

2015/3/1  第147号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

今年度の総代会は、役員改選の総代会となります。
役員の定数は定款第 24条　  （1）理事　9人以上 11人以内
　　　　　　           　　　  （2）監事　1人又は 2人
となっており、次号 4月 1日号協同組合News 紙面にて、
役員選挙の公示を致します。詳細は次号 4月 1 日号協同組合
News をご確認下さい。

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す。

今年度総代会日程が決定
2月24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13日迄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23日（土曜日）　ＰＭ4時　

青森市駅前　青森市民ホール（旧パルル）

住所：〒番号038-0012
　　　　　青森市柳川1丁目2-14

TEL：017-722-3770

～第４回目は「造花のアレンジ ”パニエ・ド・フルール ”」に挑戦～
　青森県保険医協同組合は 1月 28 日、ワンランク上の上質な材料を使用し
て学べる第 4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「Y’s style( 花と雑貨の店 )」で開催した。
　今回は、アーティフィシャルフラワー ( 造花 ) を使ってパニエ・ド・フルー
ルを作成した。
　パニエ・ド・フルール (Panier de fleur) とはフランス語で「花かご」と

　雪が降り積もる寒々しい窓の景色を忘れ、春色いっぱいの花材〈春の代表
的な花 : モミザ・アネモネ・ラナンキュラス・スィートピー〉を、花と色が
重ならないようバスケットからこぼれるようなイメージで挿入した。

　Flower  デザインセミナー開催

いう意味で、バスケットを花で一杯にし
た春らしいアレンジメントに、イース
ターエッグ ( キャンドル ) を載せた。　
　イースターとは、キリスト教でクリス
マスより重要な行事と言われ、キリスト
が蘇ったことを記念する日。日本語では
「復活祭」と言われ、春分の日以降、最
初の満月の次の日曜日にあたる。エッグ 画は保険医共済会より文化活動の補助があり、次期も文化行事を保険医協同

組合として企画する。　　　　　　　　　（文責・組合事務局・増田歌土美）

　テーブル一面に春色の花材が広がり、香りはしな
いはずなのに春の香りが漂っているかのようで、一
足先に春を満喫した。
　従来、アーティフィシャルフラワー ( 造花 ) は敬
遠されていたが、現在は生花と区分けが付かないぐ
らいリアルに再現されるようになったことで、菌や
花粉が発生するため生花がNGである医療機関 ( 耳
鼻科など ) で、アーティシャルフラワー ( 造花 ) を
使うことが多い。
　今回で全 4回のセミナーが終了したが、この企

2015年度版 白衣・事務服 カタログ

ナガイレーベン  KAZEN（旧アプロン） カーシー フォーク ユニレディー

（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

( 卵 ) は不動の期間を経て中から新たな生命が誕生することから「死と復活」
の意味があり、春の花に合うイースターエッグを取り入れた。

花のバランスを考えて配置

一足先に春を感じる作品

ー保険医共済会　新グループ保険加入の皆様へー
　４月1日付でご加入・ご継続より特別優良割引が適用になります。
1月中旬に加入者・更新確認で郵送しておりますパンフレットご案内の保
険料より10％引き下げとなります。
　尚、加入者様へは3月中旬頃に更新後の保険金額と特別優良割引適用後
の正規掛金のご案内を送付致しますので、ご確認をお願い致します。

（口座引き落とし3月20日分より変更後の金額となります）



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 4 月 1 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。
   ４月 1日現在　組合員数　656 名　出資金  799 口

2015/4/1  第148号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

　役員選挙公示のご案内
　　　　　　　青森県保険医協同組合　定款第 30条抜粋
（役員の選挙）

第 30条　役員は、次に掲げる者のうちから、総代会において選挙する。

　（1）組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは 9人以上

　　　の組合員から推薦を受けた者

　（2）組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは 9人以上の組合

　　　員から推薦を受けた者

２　役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。

３　有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで

　　当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

４　第 1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えない

　　ときは、投票を行わず、その者を当選人とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

2015年度役員推薦届
　　私達は、青森県保険医協同組合の

　　◎理　　事　　◎監　　事　　　　　に、　　　
　　　　　　　（どちらかを○で囲んで下さい）

　医院名

　氏　名　　　　　　　　　　 　　　を推薦致します。　　
　
○推薦者一覧
　　　　   医・歯　　　地区　　  氏名
　例）：　  ・医科　　　・東青　　・保険医　太郎　　　　　印
　　　1　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印

　　　2　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印

　　　3　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印　　
　　
　　　4　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印

　　　5　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印

　　　6　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印

　　　7　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印　　

　　　8　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印　　
　
　　　9　・　　　　　・　　　　・　　　　　　　　　　　印　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 4月 1日
青森県保険医協同組合
　　　　組合員　各位　　　　　　　　　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　引地　基文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （公印略）
　　　　　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　　　 役員選挙公示

　標記について、本組合定款第 30条に則り、以下の通り役員選挙への立候補
　受付を行います。　

一、役員定数　　【理　事　　９名から 11名】
　　　　　　　　【監　事　　１名から 2名】

一、立候補受付期間：４月１５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。

一、選出の方法：定款第 30条により５月２３日開催の通常総代会にて連記式無 
　　　　　　　　記名投票で行います。

　※立候補者が定数を超えない場合は投票を行わず、その者を当選人とします。
　※上記期間に役員立候補を受け付けますので、立候補される方は本紙面等を活
　　用頂き役員立候補届けに記入押印の上、立候補をお願い致します。　
　※役員を推薦したい方は、本紙面役員推薦届け（9名以上の推薦者が必要です）
　　に記入押印の上、推薦をお願い致します。本組合定款第 30条（1）（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　役員立候補届

【立候補届】

私は、青森県保険医協同組合の

　　　　【　理　事　】　　　【　監　事　】

　　　　　　　　　　　　（どちらかを○で囲んで下さい）

　　　　　　　　　　　　　　　　に立候補致します。
　医院名　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　組合員名　　　　　　　　　　　　　印

（紙面コピー又はホームページからダウンロードにてご利用下さい） （紙面コピー又はホームページからダウンロードにてご利用下さい）

【役員立候補届】と【役員推薦届】はホームページからもダウン

ロード出来ますので、紙面コピーか保険医協同組合ホームペー

ジhttp://aomori-hkk.jp/からダウンロードしてご利用下さい。

尚、総代会開催の正式な案内は5月13日迄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。

・2015年5月23日（土曜日）　ＰＭ4時　
・青森市駅前　リンクモア平安閣市民ホール（旧パルル）

住所：038-0012
　　　青森市柳川1丁目2-14
TEL：017-722-3770

今年度通常総代会開催日時・場所



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 5 月 1 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。
   ５月 1日現在　組合員数　656 名　出資金  799 口

2015/5/1  第149号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

前号でご案内致しました役員（理事・監事）改選に関しましては、
4月 15日に立候補を締め切りましたが、定数満たなかった為、
本協同組合理事会の責任で選出することとなりました。
4月 28日開催の理事会において役員の選出をし、5月 23日に
開催される通常総代会で承認を得ることとなります。
6月号の組合ニュースにて決定した役員の掲載予定となります。

・2015年5月23日（土曜日）　ＰＭ4時　
・青森市駅前　リンクモア平安閣市民ホール（旧パルル）

住所：038-0012
　　　青森市柳川1丁目2-14
TEL：017-722-3770

今年度通常総代会開催日時・場所

　　　　-安心して診療するために休業保障制度をご検討下さい-
◇開業医共済休業保障制度　5月末まで募集期間中です◇

　　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。

５つの特徴
配当金を還元！

昨年度は35％

（実質4.2ヶ月分の

掛け金相当）

①ご加入は既往症があり服薬中の方でも一定の条件で契約。

②入院は初日から給付。自宅療養は勿論、代診をおいても給付。

③所得保障保険（長期休業保障）や保険医休業保障共済保険に加入されても、関係なく給付。

④介護医療保険料控除対象の制度。

⑤法人契約ができる。掛金は損金に。

　　　　共済金の種類と給付額

死亡・高度障害　　  50万円×加入口数

自宅休業　　　　　6,000円×加入口数

入院休業　　　　　8,000円×加入口数
◇車で往診の途中、追突されてムチウチに　◇激務により不眠症に

◇家族旅行のスキーで骨折

◇胃がん・大腸がん・前立腺がんなど、最近よく耳にするがん疾患

◇代診費用や医薬品代　◇医院の借入金返済　◇スタッフ給与

◇こどもの学費　◇家族の生活費　　

☆給付例　（病気やケガにより30日間休業で8口加入の場合に支払われる共済金） ☆
入院休業　　8,000円×８口×３０日=192万円　（5日以上休業の場合に、初日からお支払い）

自宅休業　　6,000円×８口×２６日=124万8千円　（5日目からお支払い。最初の4日間は免責）

たとえばこんな「休業リスク」が

  等々。

掛金
1口　　　2口　　　3口　　　4口　　　5口　　　6口　　　7口　　　8口

　 〜39才　　　1,900　  3,800　 5,700　    7,600　   9,500　 11,400　 13,300　15,200
40〜49才　　　2,000　  4,000　 6,000　    8,000　10,000　 12,000　 14,000　16,000
50〜54才　　　2,200　  4,400　 6,600　    8,800　11,000　 13,200　 15,400　17,600
55〜59才　　　2,200　  4,400　 6,600　    8,800　11,000
60〜64才　　　2,600　  5,200　 7,800

　（月額/円）
平成27年8月1日現在の満年齢が・・・
◇64才の先生（加入できる最後の年）

◇59才の先生（5口加入できる最後の年）

◇54才の先生（8口加入できる最後の年）

パンフレットをご希望の際はご連絡下さい

　クイクセルバッジ利用で、Ｘ線漏洩管理を

※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。

（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）

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。

1ヶ月の着用後に返却。（環境用
も）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。

着用。（男性は胸部・女性は腹部）
1ヶ月着用します。

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。



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 ６ 月 1 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。
   ６月 1日現在　組合員数　659 名　出資金  802 口

2015/6/1  第150号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

地　区
医　科 歯　科 合　計
人数 人数 人数

東　青 113 77 190

中　弘 81 51 132

三　八 75 71 146

西北五 23 31 54

上十三 31 48 79

南　黒 19 16 35

下　北 9 14 23

合　計 351 306 659

協同組合組織表（2015年6月1日現在）

　本保険医協同組合平成 27 年度通常総代会が、5月２３日（土）青森
市のリンクモア平安閣市民ホールに於いて総代、役員６４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。

開催挨拶の引地理事長

議長の岡田総代

　保険医協同組合組織表

　開催にあたり、引地基文理事長より「診療後のお
疲れの中、総代会へ出席頂いた事を感謝します。医
師会でも協同組合組織を立ち上げる事となっていま
す。競合する部分もあると思うが、お互いがコラボ
するような形で双方が盛り上がり発展していけるよ
うなスタンスで事業を推進していければと考えてい
るのでご協力を頂きたい」と挨拶。
　その後、議長には岡田勝志（南部・歯科）総代

「平成27年度　本協同組合通常総代会」開催　ー全議案が承認されるー

が選出され、議案の審議が開始された。
　議案説明は中村専務理事から行われ第１号議案平
成26年度事業報告、決算報告、剰余金処分案を報告。
監査報告は中畑監事より報告され、議案は満場一致
で承認された。
　続いて、第 2号議案から第 4号議案となる、平
成２7年度事業方針案、予算案、借入金最高限度額

　閉会の挨拶で成田博之副理事長は「6号議案の事業は歯科にとっても非常に

は 1億円を限度とする提案を行われ、第 2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　役員改選の件が提案され、賛成多数で承認。
第６号議案は定款変更の承認を求める件。内容は新たに無料職業紹介事
業を組合事業に追加する為の定款変更に関する議案となり、満場一致で
承認。議案審議は全議案が承認され終了した。

　本協同組合では、アスクル利用代金の請求は毎月
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。

名川産さくらんぼ　佐藤錦＆紅秀峰
毎年恒例　6月の産直案内

別紙同封ちらしにて受け
付けます。

今年度も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。

アスクルのご利用について
（アスクルカタログ裏面）

（エージェント名）

重要な話題で、歯科衛生士の不足や技工士
もあと 2、3年で不足すると言われている
状況なので、是非とも今年度の定款変更を
機に具体的な動きに繋げて欲しいと思って
いる」と挨拶頂き総代会は終了した。 総代会会場

M&Dネットワーク　医薬品共同購入のご案内

注文は専用フリーダイヤルをご利用下さい
・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。 

◎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。

医科版 歯科版

FAX0120-02-9381



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 7 月 1 日青森県保険医協同組合

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

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
   7 月 1日現在　組合員数　660 名　出資金  803 口

2015/7/1  第151号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

〔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

例，〈保険料月額　11,520円の場合〉
　　11,520円×12ヶ月×21％=配当金　29,030円（1円単位切り捨て）

◆2015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
（4/1更新）
配当率21％

例，〈保険料月額　  3,420円の場合〉
　　  3,420円×12ヶ月×11％=配当金     4,510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。

団体医療
（4/1更新）
配当率11％

2014年4月〜2015年3月保険料に対しての配当です。

◆共済会新グループ保険（21％）・団体医療保険（11％）配当金のお知らせ◆     

随時加入可。パンフレット希望は事務局まで

第28期協同組合役員と27期財務状況 
　2015 年 5 月 23 日に開催された本協同組合通常総代会において役員が選任され、6 月 23 日開催の第 1 回理事会にて、それぞれ就任致しました。
また、前年度の財務状況も公開します。是非ともまだ未加入の先生はご加入を、組合員の先生におかれましてはご利用をお願い致します。

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   参与）

理　　事　　阿部　芳則（十和田市　   医科）
理　　事　　上田　克文（青森市　 　  医科）
理　　事　　大竹　進　  （青森市　 　  医科）
理　　事　　清水　文雄（八戸市　　   歯科）
理　　事　　新渡戸　剛（青森市　　   医科）
理　　事　　森　　明彦（青森市　　   医科）
理　　事　　柳谷　博章（青森市　　   歯科）

監　　事　　中畑　範彦（弘前市　　   歯科）
監　　事　　三上　弘之（弘前市　　   歯科）
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保険医協同組合からのお知らせ
1、職員名簿+資格者は免許等資格確認出来るもの（コピー可）
2、職員健康診断（年1回）、特別健康診断（医師・技師など年2回）
3、放射線従事者被ばく線量記録
4、エックス線室漏洩線量検査
5、感染性廃棄物処理（マニュフェスト）
6、麻薬使用の場合は管理票・毒劇薬管理・鍵の掛かる保管庫設置
7、技工室、トイレ等衛生管理（固形石けん、布タオルは×）
8、消防法に関する消火・防災設備、漏電保守点検の記録
9、診療録（カルテの患者指定はない）
10、医療安全・院内感染対策・医薬品管理マニュアル等の指針

保健所の立ち入り検査が回ってくる事での問い合わせ
が増えています。
現在連絡を頂くのが、弘前地区の歯科の先生からの問
い合わせが多くなっています。
右記の内容が主な確認事項ですので、書類の整理等を。
また、漏洩検査バッジは早めにお申し込み下さい。測定
に1ヶ月を要し、結果表はバッジ返却後に届きます。
立ち入り検査では結果表の提示を求められます。
薬剤保管の温度管理も指摘されているようです。
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※代行事業収益内訳 事務受託、斡旋事業（医療廃棄物・M&D・ENEOS・フィルムバッジ他）
共済事業（開業医休保・共済会・長期休保・アリコ・共栄火災）

今年度の新グループ保険（共済会）の配当が下記の通り決定しました。

（保険料引落は前月払いのため、引落月は2014年3月〜2015年2月の保険料です）



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 9 月 1 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。
   9 月 1日現在　組合員数　661 名　出資金  804 口

2015/9/1  第152号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

　7月 3日（金）、創クレアール第 20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「20回目であり、20年の期間を振り返ると
この会を通じて様々な業種の方にお会いしたことを改めて実感してい
る。設立当初とは取り巻く状況も変わっていることから、今回例会で会
則も大幅に見直したので、議案審議で協議をしたい。
　また、この会の会員同士が普段から繋がり、仕事に結びつけている状
況は非常に良い傾向だと思われるし、今後もこの繋がりを更に広げてい
ただければと思っている」と挨拶があり、その後創クレアール会則の変
更、2014 年事業報告、決算報告、2015 年度事業方針、予算案が報告
され全議案は承認された。
　議案内容としては、会則の変更として、毎年の年会費を加入時のみ発
生する入会金に変更した。
　また、代表・副代表・幹事も廃止するが、当面は加盟事業者を代表し

 創クレアール第20回例会開催  
1 名が年度末の通帳チェックを担当することに変更した。
　事業としては、一昨年から開催した新規開業・閉院継承セミナーを今年度
はテキスト発行のみとして案内するが、地区毎に講習会の要望がある場合に
は、日程を検討し改めてその地区で開催することとした。
　その他、様々な企画を実施する際の協力などを報告し例会は終了した。
　例会後に開催された懇親会は、新
加入や初参加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。　

※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 2015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
不動産　　　　　…　平和不動産、ミサワホーム
設計事務所　　　…　横山建築デザイン研究所、狩野尾建築設計、TACT、　
　　　　　　　　　　ミサワホーム　　
リフォーム　　　…　TACT、ミサワホーム　　　　　
什器備品　　　   …　ワタキューセイモア、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　　…　東京商事、コセキ、アジェント、共立医科機械
歯科機器関連　   …　ササキ、シマヤ
医療廃棄物　　　…　ワタキューセイモア、横浜金属、福興産業
検査センター　　…　ビーエムエル
Ｘ線フィルム　　…　コセキ
電話回線・通信　 …　エヌコム

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　　　　…　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾒﾃﾞｨｺﾑ東北、シンク、ｱﾙﾌｧ・ｼｽﾃﾑ
電子カルテ　　   …　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾒﾃﾞｨｺﾑ東北、ﾋﾞｰ・ｴﾑ・ｴﾙ、ｱﾙﾌｧ・ｼｽﾃﾑ
コピー・ＦＡＸ　 …　テクノル
印刷関係　　　　…　こがわ
警備保障　　　　…　青森綜合警備保障
生命保険　　　　…　メットライフ
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
自動車リース　　…　トヨタレンタリース
旅行代理店  　　 …　JTB東北 青森支店
観光　　　　　   …　光洋観光グループ
贈答用花　　　　…　ワイズスタイル
フィルムバッジ　…　青森県保険医協同組合

例会会場で挨拶する清野代表（右端）

　○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。

　◎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・類地）

                             　      　  電話　017-734-7212

　◎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!!

　○団体医療保険の特徴○

　●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

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

　→
 　   口座振替
翌月20日振替 　→

  保障開始日
　翌々月1日

新グループ保険制度（保険医共済会）随時加入可

・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。

※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（加入者約4800名）です。

☆開業医休業保障制度のちらしを同封しております。8/1〜9/30迄の募集期間中です。
ちらし裏面をご利用頂きお問い合わせ下さい。



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 10 月 1 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。
   10 月 1日現在　組合員数　663 名　出資金  806 口

2015/10/1  第153号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

保険医協同組合理事長杯＆創クレアール懇親ゴルフ大会

　　　　　　　　　　　 　　    八甲田 　 十和田　  トータル　　ネット
優　勝　寺田　誠　　  　52　　51　　 103　　75.4
準優勝　三浦　将人　  　44　   50　　　94　　76.0
３　位   清野　覚   　　  42 　  49　　　91　　76.6

　９月１３日（日）、青森カントリークラブにて、恒例となった協同組
合理事長杯が開催された。
　当日はあいにくの雨天となったが、3組 12名の参加者が腕を競い合っ
た。

　　当日の参加者

開業医休業保障制度・第17次募集は9月末日で終了致しました
　今回は9名にご加入頂き、青森県合計で379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18次募集は、12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2014年度の決算概要（2014/8/1〜2015/7/31）

◎加入総数　　　　 　1,750 名（9120 口）       　　◎出資金　        1 億 4,389 万円
◎共済掛金収入　　　 約 2億 3,200 万円　　　　　 ◎共済金支払い　約 6千 7百万円
◎共済金支払い率　　 約 29％　                     　 ※◎支払い余力　    1,032％
◎利用分量配当総額　　約6,530万円　　　　　　　　 　◎利用分量配当率　30％

※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。

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。

スコア結果（上位3名）

【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　
　　　　　　　　三浦　雅人　　　　　北日本フーズ　
　　　　　　　　花田　昭則　　　　　トヨタレンタリース青森
　　　　　　　　横山　健一　　　　　横山建築デザイン

【第２組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　館山　義光　　　　　たて総合保険
　　　　　　　　濱田　孝明　　　　　ALSOK
　　　　　　　　湯田　俊介　　　　　ワタキューセイモア
　　　　　　　　白取　淳悦　　　　　タクト

【第３組】　　　　選手名　　　　　　　所　　　属

　　　　　　　　増田　裕樹　　　　　グーフィー
　　　　　　　　工藤　繁　　　　　　平和不動産
　　　　　　　　寺田　誠　　　　　　三菱電機機器販売
　　　　　　　　清野　覚　　　　　　メットライフ生命保険



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 11 月 1 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。
   11 月 1日現在　組合員数　664 名　出資金  807 口

2015/11/1  第154号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015 年 11 月 2日
青森県保険医協同組合
　　　　組合員　各位　　　　　　　　　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　引地　基文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （公印略）
　　　　　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　　　地区総代選挙公示

　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
　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。
　
1, 総代立候補に関する件
一、選挙会の地区名　　【東青下北地区】　【津軽地区】　【南部地区】　

一、総代定数（※定款 第 35 条　総代の定数は、66人以上 70人以内とする）
　【東青下北地区　医科１２名以内　  歯科９名以内　】・東青下北地区計　２１名
　【津軽地区　　　医科１３名以内　  歯科１０名以内】・・・津軽地区計　２３名
　【南部地区　　　医科１１名以内　  歯科１２名以内】・・・南部地区計　２３名
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総代合計６７名

一、立候補受付期間：11月 16 日（月）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
　※立候補者が定数を超え、選挙会開催となる地区には、追って選挙会の日程及び
　　場所をお知らせ致します。

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」
　　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 1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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　年　　月　　日

　　　　　　　　青森県保険医協同組合
　　　　　　　　　総代立候補届（推薦人含む）

【立候補届】

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

　医院名　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　組合員名　　　　　　　　　　　　　印
　　

□立候補の抱負
　
　

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

　医院名　　　　　　　　　　　
　　　　　　

　組合員名　　　　　　　　　　　　　印

青森県保険医協同組合　地区総代立候補受付

※コピーしてご利用下さい

当組合の事業、「青森県知事賞」に輝く
—県中小企業団体中央会の60周年式典開催されるー

　当組合が加盟する青森県中小企業団体中央会(蝦名文昭会長)が今年
で創立60周年を迎え、去る10月13日、記念式典を兼ねた「中小企業団体
青森県大会」をホテル青森で開催。
　当組合や県内各組合関係者など500人が参加し、その節目を祝った。
　開会の挨拶で蝦名会長は「中小企業の組合組織による連携の力は、中
小企業や小規模事業者、地域経済の発展にも不可欠。相互扶助の精神が
困難な時代を乗り切る鍵」と挨拶した。
　続いて、東北経済産業局の守本憲弘局長、青森県の佐々木郁夫副知事
等が祝辞を述べた。
　60周年記念事業では、この間、同中央会への貢献と組合運営の関して
功績のあった団体、個人が表彰され、当組合の事業・運営の功績に関して
「青森県知事賞」が授与された。



（1）（毎月１日発行）  2 0 1 5 年 12 月 1 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 1日現在　組合員数　665 名　出資金  808 口

2015/12/1  第155号
保険医協同組合　保険部

※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。

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。　

保険部の専用番号があります。

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】

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。

お歳暮各種　同封付録にて案内しております

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。

※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

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。

焼き干し ほたて あわび

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。

　今年度の医院経営セミナー（新規開業、継承・閉院まで）
は、テキストを作成することとしており、セミナー開催は
要望に応じて開催予定としております。
ご案内は翌年 2 月号の付録にて案内する予定です。

※テキスト内容として①〜⑥を予定しております。
　興味のある方は是非ご要望下さい。

医院経営セミナーテキスト作成のご案内

　クイクセルバッジ利用で、Ｘ線漏洩管理を

※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。

（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）

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。

1ヶ月の着用後に返却。（環境用
も）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。

着用。（男性は胸部・女性は腹部）
1ヶ月着用します。

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

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。

　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日時点で誕生日を迎えているかの年齢区分　
変更となります）
　医師賠償保険も12月に満期のお知らせをしており、
脱退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。
※いずれも保険期間は2月 1日～翌年の2月 1日の
　1年間となっております。

保険関連の継続案内

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。
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。
⑥開業後の新規及び集団指導の内容。

※ご利用期間はなるべく1年間の継続利用をお願いします。
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