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新春インタビュー 中村厚理事長に聞く

「協同組合2018年の展望」
ただ、 全国保険医協同組合連絡会（全国連絡
会）で繰り返し議論や検討を重ねる中で、全国の
統一企画や連絡会での保険医まつりへの参加な
ど、少しずつですが前を向いてきたところもあり
ます。
今年は、 さらにM&D会員のメリットを打ち出
し、利用者増に挑戦したいと考えています。

医科組合員 4,164人
歯科組合員 3,108人
合計
7,272人
（2017年12月20日現在）

・ 今年は２年ぶりの診療報酬改定もあり、また政府は
消費税の引き上げも具体化されようとしつつあります。
2018年の協同組合運動の展望はどうでしょうか？

激動の2017年が過ぎ、2018年の年明け。昨年の
協同組合運動を振り返り、2018年の展望を中村厚
理事長にお聞きしました。
・明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
・ まずは昨年2017年の協同組合運動を振り返ってみて
どう感じられていますか？
昨年は、まず保険医まつりが40周年を迎えられ
たことが大きかったですね。
例年より１カ月遅い開催で、当日は台風が来た
ということもあり、来場者数を心配しました。し
かし、なんとか２日間で2550人の参加者があり、
ホッとしました。
・共同購入はどうだったでしょうか？
近年は大手通販会社の台頭などもあって、厳し
い年が続きましたが、今年は少し持ち直す兆しが
見えました。多くの先生方に薬品や商材、機器購
入でも、協同組合を知っていただける工夫をさら
に続けたいですね。
・ 協同組合は不動産や酒類販売などの生活事業も行っ
ていますが、そちらはいかがでしょうか？

組合では、協力会社と提携して「すまいん」とい
う不動産あっせん事業を行なっていますが、昨年
から各保険医協会の組織部とも連携して、会員へ
の周知・広報の強化を行ないました。相談会など
にも多くの先生方に来ていただき、認知度は上が
ってきたと手ごたえをつかんでいます。また、酒
販事業ですが、昨年から大阪だけではなく、各府
県の保険医協会とも協力し、総会などで出張ワイ
ンセミナーを開くなど、酒販事業を幹にして、人と
人がつながるような取り組みになってきました。
面白い取り組みとして、鹿児島協会のある先生
から
「
『自院の 10 周年記念パーティー』のワインコ
ーディネートをしてくれないか」と依頼があり、鹿
児島まで事務局が専属ソムリエを連れて、ワイン
のサービスをしに行ったということがありました。
・ 大阪だけではなく、 全国に広がってきてるんです
ね。M&D事業としての展望はどうですか？
正直なかなか困難な部分があります。
全国でも協同組合がある協会がまだまだ少な
く、知名度不足は否めません。
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昨年、衆院選が行われ、与党が３分の２を占め
る結果となりました。
また今年の診療報酬改定ではかなり厳しい引き
下げも予想されます。
そういう中で、協同組合が果たすべき役割は、
ますます大きくなっていると思います。
協同組合の役割に「開業医のくらしと経営を守
る」という理念がありますが、私たちは事業だけ
ではなく、保険医協会とも共同し、国民医療を向
上させるための活動を行なっています。そこにこ
そ大きな価値があるとも考えています。
・保険共済についてはいかがでしょうか？
協同組合を運営していく中で、大きな支柱のひ
とつが保険事業です。
グループ保険（団体定期保険）では、加入者が
増えれば増えるほど、保険料が安くなったり、配
当金が増えるなど、加入者が有利になるという特
性を持っています。また、あらたに勤務医の先生
でも、最大9000万円まで加入できるようにもなり
ました。
所得補償保険・ゴルファー保険・自動車保険・
火災保険等、団体割引を活かした保険も取扱って
おり、多くの組合員の先生にご加入いただいてい
ます。もっとメリットを知ってもらい、加入して
もらえる努力をしたいと思います。
・ 協同組合を通じて車を購入すると割引があるとも聞
きましたが。
はい。提携自動車メーカーの車を、組合を通じ
て購入すると割引きの特典を受けられます。加入
メリットの高い割引になりますので、ご購入の際
はぜひご検討ください。
・ 協同組合ではWEB共同購入をはじめ、ネットでの情
報発信を高めていくそうですね。
協同組合では今年、物流の基幹システムを刷新
し、より使いやすいWEB共同購入ページへ更新し
ていきたいと思います。目標としては現在の利用
者の内、半数ぐらいをWEB共同購入の利用者に繋
げていきたいですね。
また、協同組合からの情報発信をさらに増やし
ていきたいと考えています。
・最後にあらためて2018年の抱負をお願いします。
今年は診療報酬改定もあり、開業医にとっても
大変厳しい年になるのではないかと思います。そ
んな中でも普段、 一人一人の患者さんと向き合
い、地域医療に貢献なさっている組合員の力とな
れるよう、今年も一丸となって取り組んでいきた
いと思います。
本日はありがとうございました。
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セミナー案内
「節分 福を呼ぶ プレミアムワインディ
ナー会」【限定30名】
日
内
会

時：２月４日（日） 17：00～
容：串揚げコースとヴィンテージワイン
場：創作串揚げ「六覺燈」黒門本店
（大阪府大阪市中央区日本橋1-21-16
たこそうビル２階）
参加費：23,800円（お一人様）
問合せ：TEL 06-6568-2741
担 当：新飯田（にいだ）


保険共済部セミナー
「わが子・孫を医師にするための
『三本の矢』
～医学部受験・幼少期からの準備～」
【限定30名】
第一部
「事業承継の本丸は、ご子息、ご令嬢の医
学部受験」
講

師：藤崎 達宏 先生
（NPO法人横浜子育て勉強会 理事長・
日
 本モンテッソーリ教育綜合研究所認定
教師〈０～３歳〉・ 国際モンテッソーリ
協会認定教師〈３～６歳〉）

第二部
「子供が医学部に進学できるための財務準
備・生命保険活用法」
講

師：谷 敦 先生
（NPO法人役立つ税理士協議会

理事長・
株式会社JUST FOR YOU 代表取締役）
日 時：２月25日（日） 14：00～16：00
会 場：新大阪NLCビル
CIVI研修センター 新大阪東 ３階E303
（大阪市東淀川区東中島1-19-4）
参加費：無料
対 象：
０～12歳のお子様がおられる大阪府保険
医協同組合の組合員とそのご家族
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
担 当：渡邊（泉）・大前
セミナー終了後に個別相談あり（事前予約先着順）


「春の住まいと医院の相談会」
日
内

時：３月10日（土） 11：00～17：30
容：①住まいと医院の相談コーナー
（最新の医院建築事例や、

未発表の分譲
マンション情報など）
②鉢庭・苔玉作りワークショップ
参加費2,500円（材料費込）
③風水個別相談
④会場内でお花見が?!
当日お楽しみ
⑤お楽しみ抽選会
会 場：大阪府保険医協同組合会館５階
M&Dホール
（大阪市浪速区幸町1-2-34）
問合せ：TEL 06-6568-2741
担 当：白山（しらやま）
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医科・歯科で新規開業向け
セミナー相次ぎ開催！！

歯磨剤フッ素濃度
1000ppmから1500ppm上限へ
旭区歯科

開催されました。
18 日（土）には保険医協同組合会館５階M&Dホ
ールにて医科協会開業ルーキーズの会主催の「選
ばれるクリニックを目指して―わたしの診療姿勢
と工夫」が開かれ、43人の参加者がありました。
会では、最近新規開業を行なった３人の先生か
らの講演と、税理士からの特別報告がなされまし
た。講演では各報告者から自院を開設した動機や
開業にあたっての苦労、また現在の医院経営の状
況などが報告され、参加者からは活発に質問が出

柴田

聡明

厚労省は2017年３月に、フッ化物配合歯磨
新規開業セミナーで講演する大野貴志先生

昨年11月18日（土）
・19日（日）に医科協会・
歯科協会の新規開業医に向けた集い・セミナーが

（10）

剤のフッ素濃度について、 これまでの基準
1000ppmを超えるものを医薬品部外品として
承認しました。これを受け、日本歯磨工業会
が 1500ppmを上限とする薬用ハミガキを申請
し承認されました。フッ素の歯に対する効果
は歯を構成するリン酸カルシウムを、より耐
酸性のあるフッ化リン酸カルシウムに変え、
う蝕を抑制する物です。多くの論文でその効
果が証明され、多くの国で直接塗布・洗口・
錠剤・歯磨剤や水道水・ミルクなどへの添加
により利用されています。利用について反対
論も有りますが、過量な場合や事故など、特
殊な場合は別として通常の使用での危険性は
無いと考えられています。

されました。

欧米の多くの国では歯磨剤における濃度

協同組合からは組合加入案内などを配布し、組
合利用を訴えました。

翌19日（日）には、歯科協会組織部主催の「新

は、約 1500ppmを上限とし、日本の基準と同

規開業セミナー」が20人超の参加で保険医協会５

じ位です。例えばスウェーデンでは、子供は

階にて開催されました。吹田市で開業

1000ppm以下、大人は1500ppmを目安としてい

され、組合員でもある「おおの歯科医
院」の大野貴志先生、ジャパンデンタ
ルの春藤氏が講師となり、先生自身が

ますが、医師の処方でそれより高濃度の物も
利用されています。
フッ素の硬組織への蓄積は、大人では数％
ですが、子供はその数倍になると言われてい

感じた開業のポイント（労務管理等も

ます。そのため日本歯磨工業会は、自主基準

含む）や開業に際して気をつけるべき

として高濃度の歯磨剤について「６歳未満の

点、物件探しのコツや資金調達など、

子供への使用を控える」
「６歳未満の子供の

開業にあたっての実体験に基づいた話

手の届かない所に保管」の旨を、直接の容器

に参加者も熱心にメモをとっていまし

等に記載するよう定めています。これは、10

た。

歳未満の子供の歯磨剤飲み込み量が高い事も

大野先生による「新規開業のポイン

考慮されています。

ト」については、インタビューページ
を保険医協同組合のHPにて近日公開い
ルーキーズの会で熱心に話しを聞く参加者

たしますので、ぜひご覧ください。

〈教育研修費〉
主に講習会・セミナーの費用です。教育研

vol.8

修費に比例して、 それにかかる旅費交通費

戦略経費の見直しのポイント
税理士法人第一会計

税理士

大島

裕

〈賃借料〉
診療用機器やレセコンのリース代等

（航空券代や宿泊代）や接待交際費（懇親会
代等） が増加している医院は多くみられま
す。講習会などはスキルアップ、ひいてはさ
らなる患者獲得を目指したものなので一概に
削ることはできませんが、スキル習得後の患
者へのアプローチの仕方も考えたうえで支出
する必要があります。

「この機器、レセコンを入れると収益があ

インプラントや矯正などを必要としてい

がる」と、すぐに費用対効果がわかるものは

る、または必要と感じている患者さんが少な

なかなかないと思います。

い地域においては、高額な講習会費用を支出

医療用機器を購入の際には、相見積もりや
他の機器との接続性、相性を考慮して購入す

協同組合で各種取り扱っています

すると、費用対効果はむしろマイナスになっ
ているという歯科医院もあります。

る必要があり、レセコンについては保守料も

収益と教育研修費、それにかかる旅費交通

含めた総額を確認し、不必要な機能は外すこ

費と接待交際費の金額を比べてみて、費用対

とができるのならば外したいところです。

効果を検証してみましょう。

次回セールのお知らせ
薬品

医科・歯科セール

2月1日～2月23日
医科器材

2月1日～2月23日
歯科器材

3月1日～3月23日

また、地代家賃と同様に前払いによる節税
が可能です。

FAX注文
停電により一時停止のお知らせ

２月休業日の
お知らせ

３月４日（日）12時から17時頃まで「高圧受電設
備精密点検」の為、当会館が一時的に停電になり、
FAXでのご注文がお受け出来なくなります。
ご利用の先生におかれましては、この時間帯をさ
けてご注文下さいますようお願い申し上げます。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程お願
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日曜・祝日
第２・第４土曜日
◆尚、業務時間は
平日９：00～17：00

い申し上げます。

土曜９：00～12：00

※インターネットでのご注文は、平常どおり注文可能です。

です。
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