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大阪府保険医協同組合は

どのように誕生し、
発展
してきたか

１

毎月１回発行

2017

1972年４月15日、大阪府保険医協同組合の発足
記念パーティーが開催されました。

医科組合員 4,184人
歯科組合員 3,108人
合計
7,292人
（2016年12月20日現在）

当時第二次大阪府保険医協会が発足しており、
それ以前の運動の教訓から、日常世話役活動に力
を入れることが運動の教訓とされました。
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また当時大都市部では、光化学スモッグなど環
境汚染がまん延し、
「公害をストップさせ青い空

ル
医科会員感謝セー
）
機器・生活関連品
療
医
・
材
器
・
品
薬
（医

をとり戻そう」という運動が広がり、全国に革新
知事が次々誕生する中で大阪府でも当時の社会
党、共産党の「革新統一」で黒田了一知事が当選

2017年２月１日から２月20日まで

したところでした。

インフルエンザ検査キットのご案内

当時、認可は難しいと思われていましたが、黒
田知事（当時）の機敏な判断で設立が認可されま

コード

3101-89

した。これは開業医運動にとっても「画期的な意
味を持つ」と言われました。

イムノファインFLU
KBMラインチェックFlu
※判定時間が早くなり
AB
ました

商品名

それに対して発足当初から協同組合として医薬
品を扱ったため、大手製薬メーカーなどは流通機

判定時間

構が一変するのではと危惧したと言われています。
当時発行を開始した「医薬品共同購入価格表」
を全組合員に送付すると、市場価格が定まってい

3101-145

１～５分

１～８分

セール価格

5,900円（税別）

5,900円（税別）

最少注文数

10テスト

10テスト

協同組合ニュース第１号
（1973年８月21日発行）

なかった医薬品価格に風穴をあけ、市場を左右す
るものとなりました。そのため大手製薬メーカー

1,000万円）
、堺出張所の開設（現在は閉鎖）
、共

からは「価格表」の発行をやめるように要請があ

済制度の強化などが決定されました。

りました。
「価格表」の発行は医療業界における

また、
第１回
「協同組合まつり」
（2012年から
「保

通販の先駆けとして、その影響は基本的に今に繋

険医まつり」に改名）を1978年に開催。当時の出

がっています。

展業者数は13社。保険医協会総会会場での展示会

※
その後1974年、第４回総会で
「五大事業計画」

が決定され、500万円増資活動（総会時総出資金

セミナー案内
保険共済部セミナー
「平成29年度税制改正大綱から紐解く！持分あり
医療法人とMS法人の新承継対策」
日

時：２月11日
（土・祝）

会

場：大阪府保険医協同組合

販売を、独自の取り組みとして初めて開催しまし
た（昨年の第39回保険医まつりまで毎年開催）
。

定期総会・予算案の提案を
行う協同組合理事
（１９７４年６月 日、於
キャッスルホテル）

同年大阪府保険医協会とともに北区天満橋にあ

14：00～16：00（開場

講

（

（Ｋ）

法人様限定

大規模地震で休業！

大阪府保険医協同
組合の安場文雄氏

いつ起きてもおかしくない事態に
備えていますか？
万一、大規模地震で休業しないといけない事態にな
ってしまったら…。
上） を原因とする休業（連続して15日または30日以

務局を派遣いたしました。

上）による喪失利益を補償する「企業費用・利益総合

講演内容は、 ①医院承継の実際及びその実務

保険（特定地震危険のみ補償特約）」をおすすめしま

（承継開業希望の先生が医院をどのように評価す
るか、営業権〈のれん代〉の評価方法）
、②閉院

尚、大阪の組合員の先生には承継・閉院の無料
相談を行っておりますのでお気軽にご相談くださ
い。
（TEL 06-6568-2741
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担当：安場）

日

時：２月18日
（土）

会

場：
インターコンチネンタルホ

18：30～

テル大阪２階（大阪市北区
大深町３番60号

グランフ

ロン大阪北館タワーＣ）
参加費：23,000円（１名）
問合せ：生活事業部
担

06-6568-2741

当：新飯田（にいだ）

春のすまいと医院の相談会
時：３月５日
（日）

す！あらかじめ決算書等を提出いただき保険金額を算

会

場：Ｍ＆Ｄホール

出・約定するので、迅速な保険金支払いが可能です！

主

催：大阪府保険医協同組合・

10：00～16：30

書」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧くだ

すまいん行事

Ｍ＆Ｄ保険医ネットワーク

ご契約にあたっては必ず「当該保険 ・ 特約の企画

○マンション人気最新情報
○医院・自宅建て替え相談

さい。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約

○土地活用ご相談

款 ・ 特約）」をご用意していますので、大保協商事株

○セミナー

式会社（大阪府保険医協同組合・保険共済部内）また

問合せ：生活事業部
担

など

当：白山

TEL：06-6568-2230【担当：内原・岸本】
引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険会社

解説していただき助かった」
「新潟でも相談活動し
てほしい」等のご意見ご感想をいただきました。

プレミアム試飲会付【限定40名】

日

は引受保険会社までご請求ください！

う少し医院を続けます」
「行政手続きのポイントを

06-6568-2230

行事案内

TEL

たセミナーに講師として事

作業について（物件、医療機器・什器備品の処分

）

「本格ディナー付ワイン会」

そんな時は、 大規模地震発生（６弱または６強以

参加者の声として「お話を聞いて安心した、も

TEL

理事長

代表取締役

当：渡邊

（次号につづく）

承継・閉院の実務」と題し

が参加されました。

株式会社 JUST FOR YOU

問合せ：保険共済部
担

社員税理士）

NPO法人役立つ税理士協議会

（建築、
税務、
他）
、４．
地域組織つくり、５．
保

新潟県保険医協同組合から

参加者は医師、ご家族、事務局、合計38人の方

ゆびすい

先生

参加費：2,000円（１院所）

昨年、11月12日（土）に

ント）を中心に行われました。

敦

開設、 ３．共同購入・共済事業・サービス活動

新潟でセミナー開催

方法。閉院に伴う保健所、厚生局届出書類のポイ

先生

谷

団連近畿ブロックとの連携

の要請で、
「事例で学ぶ事業

恭章

工、移転しました。
※
五大事業計画とは－１．
増資運動、２．
堺出張所

事例で学ぶ事業承継・閉院の実務

師：矢部

（税理士法人



３階会議室

（大阪市浪速区幸町1-2-34）

った事務所を現在の浪速区幸町に保険医会館を竣

22

13：30）

関西企業営業第一部営業第三課
住所：大阪市北区西天満４-15-10
TEL：06-6363-7545
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保険医協同組合
２月休業日のお知らせ
日曜・祝日 第２・第４土曜日
◆尚、業務時間は平日９：00～17：00
土曜９：00～12：00です。
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共同購入

組合員の声

利用してます！
親身になって相談に乗ってくれる
都島区

西川

仁先生（歯科）

初めて協同組合を知ったのは、勤務先に届いて
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地域担当者がいて信頼できる
天王寺区

まず、勤務医会員として歯科保険医協会に加入
しました。セミナーに参加、情報収集する中で、
開業が具体的になっていきました。協同組合が保

Ｈ先生（歯科）

・組合に入ったきっかけ
自分より先に医師会などに入会していた諸先輩

早いですが、物によっては不安があります。その

から、歯科協会への入会を勧められ、その時の過

点、組合は発足当時から地域担当者もおられ、問

程で協同組合にも加入し、利用し始めたのがきっ

い合わせも迅速でとにかく安心で信頼できると思

かけです。月々送られてくる共同購入案内に目を

っています。アナログ派の私はFAXで注文してい

通し、保険医まつりにも参加し、割安感を感じて

ますが、特に問題はありません。

利用しました。

・組合に入ったきっかけ

比較的安価で定期的に利用

組合も同時に加入したように記憶しています。

これからも利用したい

険医協会と共に経営サポートをしており、開業支

河内長野市

援セミナーにて協同組合が承継に非常に力をいれ
ていることを知りました。医院承継のサポートを

平野区

今こそ通販全盛で、オンラインが可能で納期も

協会発足時に、父が保険関係で入会しました。

いた保険医新聞でした。

保険医まつり等で感じる割安感

五老海先生（歯科）

・組合を利用するメリット

（８）

豊中市

Ｍ先生（歯科）

・組合に入ったきっかけ

Ｓ先生（歯科）

知人に勧められ歯科保険医協会へ入会。協会へ
入会した際に同時に加入しました。
・組合を利用したきっかけ

・いつから利用されていますか？

する会社はインターネットでいくつかでてきます

35～36年前の昭和55年あたりに、親戚筋に当た

購入は、ほとんどスタッフに任せています。た

が、関東が中心で関西にはあまりありません。そ

る先代院長Ｈ先生の引退を機に引き継ぎ歯科診療

くさん来る価格表の中から価格を比べ、購入先を

んな中、組合の安場さんと一緒にたくさんの物件

を行いました。学生時代は大学を２つ出ることに

決めています。

をまわり、無事、承継開業できました。おかげさ

なり、 その間ずっ と大学生協を利用した経緯か

組合は比較的安価で案内しているので、定期的

まで、経営は順調です。

ら、歯科医院経営に協同組合に加入し、利用する

に利用しています。昔の忙しかった時期は、保険

ことに何の抵抗もなく今日に至ります。

医まつりで１年分まとめて購入したこともありま

新規指導の際には弁護士も紹介していただきま
した。保険医協会、協同組合に加入することでコ

自身の年齢・体調から、昨今は患者数を絞りつ

ストを抑えることができ人脈もできました。共同

つある状態ですが、協同組合はこれからも利用を

購入は開業の恩返しに利用しています。不満はあ

続ける方向です。

りません。Ciメディカルの商品を扱っていること
も非常に助かっています。

詳細は大阪府保険医協同組合のホームページ（http://e-mdc.jp）まで

呑み食べある記
part.２

地酒

串かつ

ゑしぇ蔵

協同組合では、３月１日から３月20日ま
で歯科セールを実施しています。
ぜひご利用下さい。

大阪府保険医協同組合

ムリエの村上さん。ワインばかり
と思いきや、プレミアム焼酎や入
手困難な地酒が相当数おいてあり
ます。
看板メニューは、田中シェフの
創る串カツです。特におすすめし
た い の は、
「 プ ラ チ ナ」 コ ー ス
（２名以上利用で要予約）
。 特選
素材の串カツ12本に、先附け、本
日のお造り、串休めの１品、〆の
ご飯もの（特製ハヤシライス、又
は欧風カレー）
、 そしてデザート
もついて、7,500円。 驚くほどの
満足度です。コースは他にもあり
ますが、アラカルトの「麦味噌お
でん」も人気。お酒もどんどんす
すみます。そしてグラスワインを
注文すると、ハウスワインが店名

検索

にもなっている「エシェゾー」
、
これはすごい!!（品切れ注意）
また、22時～25時までは、ワ
インバーとして営業しています
ので、２次会にも便利です。
美味しいお酒とお料理、そし
て楽しい会話に大満足な「ゑしぇ蔵」
、是非一
度ご訪問ください。
※尚、2017年２月末日まで、ご来店いただき「組合ニュー
スを見た」と申請くださると、グラスシャンパン+αの
お楽しみをサービスいたします。
ゑしぇ蔵
大阪市北区曽根崎新地2-2-5
第３シンコービル２階
定休日 土・日・祝（イベントやワイ
ン会などの貸切予約ＯＫ）
電話 06-6342-5050

線
本
鉄 ブリーゼ
ブリーゼ

電

神

阪

大阪駅前
第１ビル

北新地

線

東西

JR

西梅田

今回は、昨年オ
ープンした「ゑし
ぇ蔵」
。
串かつと地
酒と焼酎とワイン
が楽しめる、カウ
ンター14席の隠れ
家的なお店です。
店を切り盛りするのは、オーナーでシニアソ
ムリエの馬渡氏と、会話の楽しい美人シェフソ

した。

ココ

三菱東京
UFJ銀行

運営経費の見直しのポイント
〈役員報酬及び退職金（医療法人）〉
vol.4
大島 裕
税理士法人第一会計

役員報酬

税理士

員報酬の金額を決める必要がありますので、
毎年決算のあとには新年度の役員報酬の最適
な金額を会計事務所にシュミレーションして

医療法人の場合には、院長も役員報酬（給
料）をもらいます。多くの場合、院長個人の
所得税よりも医療法人の法人税のほうが税率

もらいましょう。

退職金

が低いため、役員報酬を少なくして医療法人
で法人税を支払うほうがトータルでの税金は

医療法人の場合には、退職時に退職金を受

少なくなります。ただ、その場合、医療法人

け取ることができます。所得税では退職金は

にお金は貯まりますが、院長個人の手取額は

通常の給与と区分され、税制面で優遇されて

減ってしまいます。医療法人に貯まったお金

います。また、法人の解散を予定している場

は、将来の退職金などとして受け取ることが

合には、 退職金を支給することで、 財産が

できますが、現状では院長個人の手取額のな

国、地方自治体等に帰属することを避けるこ

かで生活費をやりくりすることになります。

とができます。

お子さんの学費や住宅ローンもこのなかから
支 払 い ま す。 そ の た め、
『 生 活 費 』 と『 税
金』と『将来への貯蓄』の３つを考慮して役

退職金の目安
最終報酬月額×役員在任期間×功績倍率（１～３倍）

編 集 後 記
前号の医科の先生のお話を伺ったのに続き、今
回は歯科の先生のお話を伺いました。
また、協同組合事務局が講師となった講演会の
様子を掲載させていただきました。いろいろな形
で、先生の診療活動の一助になればと考えます。
今年も、大阪府保険医協同組合を宜しくお願い
申し上げます。
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