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毎月１回発行

医科組合員� 4,175人

歯科組合員� 3,109人

合計� 7,284人

（2017年１月20日現在）
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セミナー案内

行事案内TEL 06-6568-2230
保険医協同組合保険共済部まで〈資料請求〉

スタッフに安心の笑顔―労働保険委託は協同組合へ
迅速・ていねい　協同組合の労働保険事務組合

◆事務委託するメリット◆

年度途中からでも加入できます

薬品、医療機器の注文、ご相談、自動車・火災保険の申込みなど、お気軽に協同組合 TEL 06（6568）2741まで

がありました。しかし組合員から生活用品など幅

広いバザールの開催の要望が出され、それに応え

るため、12月９日、10日の２日間、「第１回協同

組合まつり」を大阪テキスタイルセンター（箕面

市）で独自開催し、13社の出展業者の協力をいた

だきました。

　1981年は創立10周年の年、盛大に記念レセプシ

ョンが催されました。その５月の総代会では組合

員1,500名、年間売上９億円に到達、保険医協会

とともに発展を続けました。

　新会館を建築して５年後の1983年１月、第一期

会館に隣接して５階建ての新会館が増築され、保

険医協会総会・協同組合総代会など自前の会館で

開催できるようになりました。

　1988年は竹下内閣のもと、消費税法案が浮上

し、結果的には翌年３％の消費税がスタートする

ことになりましたが、成立するまで保険医協会と

ともに法案に反対し、10月30日大阪府民集会に積

極的に参加しました。

　その２年後、1990年第13回協同組合まつりは、

第５回保団連医療研究集会が大阪で開催されたこ

ともあって、他府県の参加者が多く、「まつり」

始まって以来の4,500人の来場者数を記録しまし

た。また前後して同年５月の総代会で当時朝日放

送「ニュースステーション」のコメンテーター小

林一喜氏の記念講演が実現し、140人の参加をい

ただきました。

　1991年保険医協会30周年、歯科保険医協会、保

険医協同組合20周年を祝って、協会会員から合唱

団員を募集して、うたごえ運動の協力をいただき

ながら「いま生きるフェスティバル」を企画、９

月29日の開催日は沢山の出演者と参加者が集う場

となり、保険医協同組合もその一躍を担いながら

20周年を締めくくりました。� （Ｋ）

� （次号に続く）

　1977年も押し迫ったころ、それまで大阪市北区

天満橋のテナントビルを事務所に活動していた大

阪府保険医協会、歯科保険医協会、協同組合は、

自己資金と会員からの債券を募って現在の浪速区

幸町１丁目の土地に３階建て（延べ160坪）の新

会館を竣工させました。そして翌年1978年から本

格的に新会館で業務を始めました。

　その年マスコミによる「薬づけ医療」キャンペ

ーンがおこなわれ、医師と患者を引き離し、受診

抑制などの結果をもたらそうとする狙いに対

抗するため、協同組合では薬による治療の正

当性と診療報酬の低さの是正などを訴え「協

同組合版（組合ニュース）」でもシリーズで

反論しました。一方銘柄別薬価収載がスター

トし、大手製薬メーカー優遇、中小製薬メー

カーの淘汰などを生み出すことが予想され、

これに対しても協同組合では反対する論陣を

張りました。現在もオプジーボなどの超高薬

価収載の問題が改めて浮上しています。協同

組合の医薬品販売については当時からジェネ

リック医薬品の商品を多く扱っていました。

　同年９月23日保険医協会総会にて記念展示

会を同時開催。医療器材を中心に31社の出展

　ここでご案内しました内容は制度の概要を説明したもの
です。ご加入条件・お支払い条件等については、パンフレ
ット・申込書等を必ずご確認ください。

　従業員を１人でも雇うと労働保険（労災保険・一般拠出金・雇用保険）
に加入し、保険料を納付する義務があります。保険医協同組合では厚生
労働大臣許可の労働保険事務組合を設立し、面倒な保険料申告や納付、
職業安定所への雇用保険の届出などの事務手続きを代行しています。

◎歯科の労働保険は歯科保険医協会の取り扱いとなります。
　お問い合わせは　TEL 06-6568-7731（代表）

・�事業所が安定所や監督署に行って手続きする時
間や労力の手間が省けます。
・労働保険料を年３回に分割納付できます。
・�事業主や家族従事者も労災保険に特別加入でき
ます。
・事務委託手数料も割安です。

ドクター向け相続セミナー

「知らないと損する上手な財産継承ノウハウ」

日　時：４月９日（日）　10：00～12：00

会　場：阪急ターミナルスクエア・17

　　　　�（阪急ターミナルビル17Ｆ・阪急梅田駅

すぐ）

講　師：寺西　雅行　先生

　　　　�（株式会社相続ステーション®代表取締

役・税理士・行政書士・ＦＰ）

参加費：無料

問合せ：保険共済部　TEL　06-6568-2230

担　当：渡邊

春のすまいと医院の相談会

日　時：３月５日（日）　10：00～16：30

会　場：Ｍ＆Ｄホール

主　催：大阪府保険医協同組合・

　　　　Ｍ＆Ｄ保険医ネットワーク

○マンション人気最新情報

○医院・自宅建て替え相談

○土地活用ご相談

○セミナー　など

問合せ：生活事業部

担　当：白山

創立10周年記念式典

すまいん行事

協会会館建設。
新しい飛躍の10年から20年へ

1978年～91年

シリーズ　協同組合とはなにか？　Vol.３

保険医協同組合
３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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美味三昧 うまうま
　開店は３年ほど前だそう

です。

　こちらの看板メニュー

は、なんと言ってもプレミ

アム生ラムのジンギスカ

ン！ジンギスカンと聞くと

くさみがあって、固くて…

と思いがちですが、ここの

お肉は違います。くさみも

なく、やわらかくてあっさ

りしているので、いくらで

だいたところ、とても美味し

く、店で提供することに決

め、現在の看板メニューにな

ったとのことでした。

　定番商品の黒豚しゃぶしゃ

ぶもおすすめです。こちらは

鍋にはってある「出汁」が絶妙

も食べられます。仕入れたお肉をチルド保存して

いるので、鮮度の良さが違います。

　ジンギスカンを始めようと思われたきっかけを

広報担当の井上さんにお聞きしました。

　開店当初は黒豚しゃぶしゃぶ、かき料理、ホルモ

ン焼きを提供していましたが、１年ほど前に北海

道からのお客様が持ち込みで「ジンギスカンを焼

かせてほしい」との要望があり、店長と共にいた

なバランスで、そのままでもいただけるほどで、黒

豚も脂っこくなくさっぱりと味わえます。また、

ポン酢・ごまだれにつけていただいてもOKです。

　他にも、生ラムを新鮮野菜で巻いて召し上がっ

ていただく「ラムギョプサル」、奈良県が誇る大

和肉鶏のすきやきコース、大変希少な宮崎県産純

系シャモを丸ごと一羽を食していただくコースも

あり、メニューも豊富で満足すること間違いなし

‼（※シャモ丸ごとコースは要予約）。

　お酒も定番のビールに宮崎・鹿児島の焼酎や、

日本酒、マッコリ、ワインも揃えております。ジ

ンギスカンは癖がなく、あっさりしているのでど

んなお酒にも合いますね。

　座席は40席ございます。ぜひ、一度お立ち寄り

ください。

※尚、ご来店時「組合ニュ

ースを見た」とお伝えいた

だくと、お一人につきドリ

ンク一杯無料サービス‼

歯科向け感謝セールのお知らせ

part.3

　今回、初めて呑み食べある記の取材に携わらせ

ていただきました。

　初めてなので、不安を感じていましたが、お話

を聞かせていただいた井上さんも気さくな方で和

やかに終えることができました。

　読者の先生方もおすすめのお店がありましたら

ぜひご紹介ください。� 内

　３月１日から３月20日迄の期間で歯科組合員感謝セー

ルを行ないます。日常診療に欠かせない衛生・予防材料

はもちろん、感謝セールでしか出せない特別価格もご用

意しています。この機会にぜひご利用ください。

　「DENTAL.net３月　感謝セール号」は３月１日までに

お届けしています。

※�ご注文はWEBからでも行なえます。同時にご利用くだ

さい。

編編 集集 後後 記記

運営経費の見直しの
ポイントvol.5

〈医薬品や材料・消耗品等〉

　診療に必要不可欠であり、大きく削減する

ことはできません。

　しかし、診療を続ける限りは払い続けなけ

ればならない経費でもあるので、月々10万円

払っているものが５万円に削減できれば年間

60万円、診療を20年続けるとして1200万円の

削減に繋がります。

　一度、取引のない仕入れ先の商品も確認

し、「最安値」を調べてみるとよいでしょう。

　なお、医薬品・診療材料・技工代等の「医

療原価」の平均は売上高の17～20％です。

　この度、大阪府保険医協同組合では以前より組

合員からの要望が多かった旅行企画を㈱トラベル

日本と提携し、ご用意しました。今回のプランは

ご予約が難しいゴールデンウィーク中の国内旅行

で、どのコースもご満足いただける内容になって

います。ご夫婦で、ご家族で、または気の合った

お仲間とお楽しみください。当協同組合では今

後、リーズナブルな旅行、慰安旅行等グループ向

けの企画や個別の要望に応えたプラン等をご案内

していく予定です。ご意見をお寄せください。

〈支払利息〉

借入金金利の見直し

　一般的に銀行は何にも言わなければ、自分

から利率を下げましょうと勧めてくれること

はありません。�

　また、こちらに何の情報もないことが分か

ると、知らないことを良いことに、無理な理

屈をつけて金利維持を図ろうとします。つま

り、「少しは知っていますよ」という態度を

見せることが大切です。

　そして、効果的な方法として、「相見積も

りをとる」ことです。

　大手の銀行だけでなく、地方銀行や信用金

庫でも提案をしてもらいましょう。

税理士法人第一会計　税理士　　大島　裕

美味三昧　うまうま

大阪市福島区福島6-13-7

森山ビル１Ｆ

TEL　06-6453-3900

営業時間

月～金　16：00～24：00

　　　　（LO23：30）

土日祝　15：00～24：00

　　　　（LO23：30）

店長　谷　朋樹

広報担当　井上範子

呑み食べある記

ガスト

ＫＭ西梅田ビル

ライオン
大阪ビル

金蘭会高等学校

大阪
環状
線

東海道本線
阪神高速

阪神電鉄本線

福島

ココ

　新潟の歴史・文化に触れ、栃木まで金精峠を越え横断ドライ
ブ。ツアーならではのスケジュールです。新潟では魚沼市ゆかり
の“日本のミケランジェロ”と称される彫り物師・石川雲蝶の精
密な作品をご鑑賞いただけます。世界遺産の日光では堂者引きと
呼ばれる案内人による説明を聞きながら、日光の奥深い歴史に触
れていただけます。ご宿泊は２軒とも伝統ある老舗のお宿をご用
意しました。

　長野県下最大級の湯量です。毎分720Ｌ、１日に1036トンと書
かれていてもピンと来ないところもあると思いますが、もったい
ないと思うほどにお湯が溢れています。実際にご体験頂ければと
思います。
　志賀・草津高原ルートは11月中旬から４月中旬まで閉鎖されて
いる道路です。開通間もない雪の残るこの季節の志賀・草津高原
ルートが一番美しいシーズンです。
　GWの美しい軽井沢ではガイドと共にご散策頂きます。渋滞の
心配もいりません。

　このコースのポイントは予約困難な人気観光列車“花嫁のれん
号”乗車と最高級旅館での滞在です。北陸の伝統工芸である輪島
塗や加賀友禅をイメージした観光列車。金沢から和倉温泉までの
約１時間半の列車の旅をお楽しみいただけます。ご宿泊は２軒の
上質な寛ぎと癒しの時間を約束するお宿をご用意しました。【加賀
屋別邸松の碧】日本の粋を伝える美術館さながらの趣の宿【加賀
屋雪月花特選階】プロが選ぶ日本の宿100選で30年以上もトップ
を走るおもてなしの宿・加賀屋。その加賀屋の雪月花15・16・17階
の24室。お食事は室内の窓際ダイニングテーブルで、寝具までこ
だわったしつらいとおもてなしでお寛ぎいただけます。

【花の王国】
　５月、広大なガーデンを彩るのは華麗なバラの花。ピンク、
赤、白、黄色、凛として華やかなバラの姿と香りが訪れる人を魅
了します。
【光の王国】
　1300万個のLED電球を誇るイルミネーション。
【音楽とショーの王国】
　最近人気急上昇中の「ハウステンボス歌劇団」。ステージで繰
り広げられる歌とダンスの華麗なショーは宝塚顔負けの本格的。
【ゲームの王国】
　新世代の連動3D
マッピング「3Dプ
ロジェクションマッ
ピング太鼓の達人」
などココでしか体験
できないアトラクシ
ョンが続々登場！
　ハウステンボスは
子供から大人まで楽
しめるテーマパーク
です。

歴史の新潟路と
世界遺産「日光の社寺」の３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名228,000円
募集人員14名　添乗員同行

充実のテーマパーク
「ハウステンボス」３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　別途　お問い合わせください。
募集人員14名　添乗員なし

“花嫁のれん号”と「加賀屋別邸松乃碧」
「加賀屋雪月花特選階」３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室
加賀屋別邸　松の碧　　　１名218,000円
加賀屋　雪月花・特選階　１名238,000円
募集人員12名　添乗員同行

湯量溢れる上林ホテル仙壽閣と
2016年オープンの
軽井沢マリオットホテルに泊まる３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名188,000円
募集人員12名　添乗員同行

【富士桜カントリー
倶楽部】
　2005年からフジサ
ンケイクラシックの
開催コースとなった
名門コース。
　春の可憐な富士桜
に始まり、夏は真夏
でも平均気温が23度
という快適な涼し
さ。そして秋は豊かな自然が色づく中での落ち着いたプレーが楽
しめます。
　夏は涼しい中でのプレーがお楽しみ頂けますが、GWの富士桜
カントリー倶楽部の良さは冠雪の富士山の美しさではないでしょ
うか。
【富士クラシック】
　偉大なゴルフコースデザイナーとして知られる、デズモンド・
ミュアヘッドの設計により、葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景」
を題材として、富士山の麓、標高1,200mの牧草地に誕生したゴ
ルフコース。全てのホールから雄大な富士を望むことができ間近
に感じて頂けるコースです。

富士桜カントリー倶楽部と
富士クラシックにてプレー３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名138,000円（プレー費別途要）
募集人員16名　添乗員同行

MDCプレミアムツアー（GW特集）

お問い合わせ・お申し込み先は
株式会社トラベル日本　大阪支店
TEL 06-6271-0388　FAX 06-6271-1020
担当　津崎靖弘／磯田幸子
申し込み期限については、お問い合わせ下さい。

１

２

４

３

５

新 規
事 業
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