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協同組合ニュース
復刊にあたって
日頃は、大阪府保険

中村

厚

上げてきましたが、
中々具現化出来ない状況でした。

医協同組合の諸事業に

2015年度には、顧問税理士の助言もあり、５年

ご参加、ご利用いただ

後10年後の保険医協同組合の事業の在り方を検討

きまして誠にありがと

する「経営改革委員会」を若手の役員・事務局で

うございます。

立ち上げました。医薬分業が進み、商品配達の外

この度、総務部内に

注化、古くからの組合員の高齢・廃業による退会

広報部を設置し、
協同組合ニュースを復刊、
広報宣

などにより、組合員との協力共同関係が徐々に希

伝活動に積極的に取り組むことになりました。協

薄化する中で原点に立ち返って組合員との交流を

同組合ニュースは、1973年からスタートし組合員

深めるべく広報部の設置が提言されました。

復刊

大阪府保険医協同組合 理事長

毎月１回発行
医科組合員
4,176人
歯科組合員
3,086人
合計
7,262人
（2016年６月20日現在）

発行

大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ
ＵＲＬ

06-6568-2741
http://e-mdc.jp

践していく所存です。

との連携や情報提供に努めてきましたが、諸般の

Ｍ＆Ｄ保険医ネットワーク共同購入事業の全国

また、
今年の保険医まつりでは、
企画運営委託会

事情で1993年を最後に発行が途絶えていました。

的な展開でさらにスケールメリットを追求すると

社を変更し、役員・事務局全体で企画運営に取り

私が理事長に就任した2009年からも毎年のように

ともに大阪府保険医協同組合の組合員との絆をさ

組み、来場者数の増加を目指しています。組合員

協同組合ニュースの発行を次年度事業方針に取り

らに強め、
「安心 ・ 信頼 ・ 満足を届けたい」を実

各位のご協力を何卒よろしくお願いいたします。

2016年５月14日（土）
、 第46回通常総代会が保

午後４時から通常総代会が行われ、ご来賓の挨

険医協同組合会館Ｍ＆Ｄホールで開催されまし

拶を大阪府保険医協会

理事長の高本英司先生と

た。

大阪府歯科保険医協会

理事長の小澤力先生から

まず、通常総代会に先立ち午後２時から記念講

第46回通常総代会
開催される

いただきました。
議長選出・物故者への黙祷後、議事に入り本人

演を開催。
「世界経済と日本経済のゆくえ−アベノミクス

出席37名、委任状26名、書面議決書37名で成立に

の評価−」と題して政治経済学者の植草一秀先生

足る要件が確認され、第１号議案「2015年度事業

が講演され、株価を強引に吊り上げ、株価だけを

報告」からはじまり、第７号議案の「2016年度借

景気の判断材料としたアベノミクスは完全に破綻

入金の最高限度を６億円とする件」まで全ての議

していること、国の借金は1,000兆円を超えたが

事について賛成多数で承認されました。

資産はそれ以上にあり、社会保障の財源は充分に

通常総代会は５時30分に終了し、会場を移して

あることなどを詳細な資料を使用し、丁寧に説明

の懇親会には講師の植草先生にもご出席いただ

されました。

き、理事・総代・事務局あわせて65名以上が参加
し、なごやかに催されました。

植草先生の講演に
聞き入る参加者

と日本経済の
記念 世界経済
講演 ゆくえを考える場に

セミナー案内
終活セミナー「安心できるお葬式セミナー」
日時：８月６日
（土）

14：00〜15：50

会場：大阪市浪速区幸町1-2-34
保険医協同組合会館５階
担当：内原
不動産セミナー「キャッシュフローの経営見直し
と資産形成」

ゲストに
かつみ♥さゆ
り

第39回

日時：８月21日
（日）

が来るよ!!

15：05〜16：15

会場：大阪市北区梅田１丁目１番3-800号
日本住宅流通（株）大阪本店
担当：白山

保険医まつり
日時

場所

2016年

10月１日（土）12：00〜19：00
10月２日（日）10：00〜17：00

保険共済部セミナー「元国税キャリアから見た本
当の相続・事業承継対策」
日時：９月４日
（日）

②13：00〜15：00
会場：大阪市浪速区幸町1-2-34
保険医協同組合会館３階
担当：渡邊

（10月２日出

演）

マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋２番５号）

昨年の様子

第39回保険医まつりを、10月１日（土）
、２日（日）
に中央区本町「マイドームおおさか」で開催します。
今回のメインテーマは「来て、見て、学んで」
。そし
て企画の目玉として「昭和」
。平成にかわって28年経ち
ますが、昭和をあらためて見直し、子どもたちの遊び、
文化、社会生活など再現できるものを展示したいと考え
ています。イベントステージではテレビでもおなじみの
「かつみ♥さゆり」が決定しています。震災復興支援と
して熊本物産展もおこないます。
多くの先生方、ご家族、従業員の方々のご参加をお待
ちしています。

詳しくは、協同組合ホームページ内特設ページ（http://www.sumain.net/̲matsuri/39th/）にてご確認ください
主催：大阪府保険医協同組合

共催：保険医共済会

①10：00〜12：00

保険共済部セミナー「新！ドクターのための法人
税、所得税、相続税の節税話」
日時：９月10日
（土）

15：00〜17：00

会場：大阪市浪速区幸町1-2-34
保険医協同組合会館５階
担当：渡邊

保険医協同組合
８月休業日のお知らせ
日 曜 ・ 祝 日 第２・第４土曜日
お 盆 休 み ８月13日（土）
〜16日（火）
◆尚、業務時間は平日9：00〜17：00
土曜9：00〜12：00です。
※本紙８月号は休刊致します。
次号は、９月５日付（まつり特集号）です。

第1890号

大

（1963年7月9日第三種郵便物認可）

阪

保

協同組合イチオシ！
医薬品

険

医

新

聞

商

2 0 1 6 年 7 月 2 5 日 （毎月5、15、
25日発行）

品

紹

アデノウイルスの検査キット

音声拡張器

イムノエースアデノ

クリアーボイス

（８）

介
医科器材

協同組合では、インフルエンザをはじめ各種検査キットを取り揃え

今回の組合おすすめ商品は㈱伊吹電

ております。今回ご案内する商品は、これからの季節に流行が懸念さ

子の「音声拡張器クリアーボイス」で

れるアデノウイルスの検査キット「イムノエースアデノ」です。

す。

こちらは、陽性は３分から判定が可能（陰性判定は８分）患者様の

こちらの商品は「受話器の様に耳に

待機時間を減らし、診断の効率化を手助けします。４種類の検体（咽

当てるだけ」で声の聞こえにくい患者

頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻

様へ、音声による伝達を充足する機器

腔吸引液、角結膜ぬぐい液）が

として、受付や診察室に設置いただけ

使用可能、また検体抽出液は他

れば、患者様とのコミュニケーション

のイムノエース製品に共通使用

のお役にたつ事間違いなしの商品で

が可能です。この機会に是非ご

す。案内後、組合員からたくさんのご

利用下さい。

注文をいただいております。
是非、この機会にご検討下さい。

組合員価格
（10テスト）
￥14,800

組合員価格￥16,000（税抜）

（税抜）

商品のお問合せ、ご注文は06‑6568‑2741、オンラインでのご注文は、http://e-mdc.jpまで

使えば違いの分かる

歯科器材

ダイヤモンドバー！

生活関連
ご存知ですか?!
お値引き制度!!

現在、安価なバーがたくさんありますが、日向和田製
作所のダイヤモンドバーは切削性・耐久性ともにご使用
されている組合員より高い評価をいただいています。
バーの切れ味が長持ちするだけでなく、回転精度が高

大阪府保険医協同組合では、先生方

いため、軸ブレを起こしにく

やスタッフの皆様が、新築マンション

くハンドピースも長持ちしま

や新築戸建をご購入の際に値引きを受

す。

けていただける制度がございます。

協同組合では永らくご愛顧

面倒な手続きは要りません。

いただいているロングセラー

ご検討の前に協同組合にお電話いた

商品です！

だくだけでOK‼

組合員価格
（５本入）
￥2,050〜

ご購入の交渉前に、是非一度お電話

（税抜）

ください。

編 集 後 記

経費の見直し
vol.1

二十数年ぶりの「組合ニュース」の発行という
ことで、印刷会社の方に手ほどきを受けながらて

税理士法人第一会計

税理士

大島

裕

んてこ舞いでした。
生命保険や損害保険の豆知識を企画すれば、途

【１】運営経費・戦略経費・
その他経費

運営経費、戦略経費とは別に、
「その他経

中で保険会社の承認が必要であることが判り断念

費」として接待交際費やそれに付随する旅費

したり、医科・歯科の先生方、同時に楽しんで頂

交通費、消耗品費など医院経営に直接には関

けるニュースとは何かを模索する毎日でした。

係しないような経費があります。

んが、保険医新聞と併せて、先生方に楽しみにし

医院を経営する上で、医薬品や診療材料や
消耗品、 技工所等への外注は必要不可欠で

【２】勘定科目別の経費の分類

の地代家賃や水道光熱費、固定資産税などの

運営経費…医薬品費、診療材料費、委託費、

租税公課、借入金の利息や電話代やインター

人件費、地代家賃、水道光熱費、租税公課、

ネット代などの通信費、事業用ゴミの収集代

支払利息、通信費、衛生費など

や振込手数料、そして一番大きいのが人件費

戦略経費…広告宣伝費、 賃借料、 支払手数

です。これらは医院を経営する上で必ず必要

料、教育研修費など

なものであり、
「運営経費」と呼ばれます。

その他経費…接待交際費・旅費交通費・消耗
品費の一部など

討して支出するものとして、広告宣伝費、器

※これらの分類はあくまで一例であり、それ

械やレセコン・その他ソフトの賃借料、コン

ぞれの医院の会計処理により定義は異なり

サルティング経費などの支払手数料、図書研

ます。

修費があります。学会やスタディグループの
会費、各種セミナーや研修会の参加費や学術
書なども含まれます。これらの経費を「戦略
経費」と呼びます。

ていただけるニュース作りを目指していきたいと
考えております。

す。その他、土地や建物を借りているならそ

医院の経営に必ず必要ではないが、特に検

今後、どのような展開になるのか予想できませ

次回以降は各経費の見直しのポイントにつ
いて説明していきます。

（ま）

