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医科組合員� 4,158人

歯科組合員� 3,114人

合計� 7,272人

（2018年４月20日現在）

　現在、インターネット環境の普及により、患者さんは気軽にスマートフォンなどで医院

を検索する時代になっています。それに合わせて、医療機関でもホームページを開設し、

PRを行うことが当たり前となっています。それぞれの医療機関では様々な工夫を凝らし、

ホームページを制作されていると思います。今回、協同組合がご紹介している、医院向け

ホームページや診察券など、院内ツール制作の株式会社イデアイメージの「すごうで」サ

ービス担当者である小西さんに、「昨今のホームページと院内ツール」について、よくあ

る質問を基に複数回にわたり掲載いたします。

保険医協同組合
６月休業日のお知らせ

歯科組合員感謝セールは、
７月１日～７月31日です。
価格表は６月末頃にお届けします。

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。

医療機関サイトの誇大表現を規制対象に

よくあるホームページのお悩み「すごうで」調べ

保険共済部セミナー
第一部
「クリニック経営におけるお金を残す方法
キャッシュフロー分析と法人化による財務・
人材確保のポイント」
講　師：矢部　恭章　先生

　　　　�（税理士法人ゆびすい　医業経営コンサル

タント）

第二部
「クリニック経営における生命保険を活用し
た財務準備　お金を残すための節税策とお
金を増やす方法」
講　師：谷　敦　先生

　　　　（NPO法人役立つ税理士協議会　代表理事・

　　　　株式会社JUST�FOR�YOU　代表取締役）

日　時：６月24日（日）14：00～16：00

会　場：大阪府保険医協同組合　３階会議室

　　　　（大阪市浪速区幸町１－２－34）

参加費：2,000円（一院所）

対　象：�大阪府保険医協同組合の組合員、組合員の

ご家族

問合せ：保険共済部　TEL　06-6568-2230

担　当：渡邊（泉）・大前

セミナー終了後の個別相談あり（事前予約先着順）

①「信頼性」アピール
　医院のホームページには、診療

時間や住所、アクセスの方法を、

来院される患者様に分かりやすく

伝える役目も勿論ありますが、大

切な事はそれだけではありませ

ん。医師のプロフィールを掲載し

たり、院内施設の写真を掲載する

ことで、文字だけでは伝わりにく

い先生のお人柄や、自院の雰囲気

を患者様に伝えることができ、医

院と患者様が近い距離で信頼関係

を結ぶお手伝いをすることができ

ます。

囲の患者様に訴求することができ、遠方からの来

院にも期待できます。

　このように、「ホームページ」は必要です。ホ

ームページを理解し運用することで、多くのメリ

ットが生まれます。次回も宜しくお願い致しま

す。

②「特性」アピール
　自院の特性や専門性を、ホームページ上で丁寧

に伝えることができます。特定の疾患・症状の患

者様に向けて、自院を知ってもらう機会を増やす

ことが可能です。例えば、「駅から近い」などの

特徴でも、地域の他院との差別化を図ることがで

きます。さらに「当院にはこういう特性がある」

というブランディングをすることで、より広い範

　医療機関のウェブサイト上の掲載内容が「広告」

とみなされ、規制される動きがあることが分かり

ました。近く、厚生労働省から具体的な禁止内容

を示す指針が公表され、６月に改正医療法を施行、

規制が始まります。「絶対安全な手術」、「日本一」、

「最高」など他施設よりも優秀だと思わせたり、事

実を誇張するなどの表現については、自治体が中

止を命令でき、従わなければ罰則ができるように

なります。また、治療に関する患者の体験談は、

誤解を与える恐れがあるとして禁止されます。割

引キャンペーンの案内や、未承認薬を使用する治

療内容も規制の対象となります。改正法では、内

容が虚偽の場合、６ヶ月以下の懲役または30万円

以下の罰金を科すなど、厳しいものとなっていま

す。厚労省は医療広告の指針を全面改訂し、今後、

自治体向けに具体例を示すことになります。

規制されるサイト上の広告例（厚労省資料から）

・絶対安全な手術

・○○％の満足度（根拠の提示がない場合）

・日本有数の実績

・患者による治療の体験談

・�治療前後の写真（治療内容、主なリスク、副

作用、費用などの説明があればOK）

・○○治療し放題プラン

　医科器材・薬品等をご満足いただける価格にてご
提供します。
　よくご使用される商品のまとめ買いのチャンスで
す。この機会に是非、ご利用ください。
　価格表は５月末頃にお届けしますので、お見逃し
にご注意ください！

安心・信頼・満足を届けたい！

医科組合員感謝セール
６月１日～６月30日

絶対安全！

満足度No.1！

クリニックホームページの今第１回

ＡＱ はい、「ホームページ」は絶対に必要です。ホームページは365日、24時
間休むことなく、全国に自院をアピールしてくれる営業マンです！

医院の「ホームページ」って本当に必要？

ホームページって
本当に必要？
48.5％

ホームページに
何を載せたらいいの？

23.8％

検索数を伸ばしたい
10.5％

コストに見合うか
分からない
9.8％

スマートフォンに
対応させたい
4.0％

その他
3.4％

次回予告「ホームページって一体何？」

！Attention
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お買い得商品多数ご案内します
医科　６月１日～６月30日
歯科　７月１日～７月31日

安さに理
わ

由
け

あり

ＴＶ番組でもとりあげられました！組合員感謝セール開催！

医用電子血圧計
FT-205

その他にもお買い得の商品を多数ご案内しております。詳しくはお届けのカタログMEDICAL.net・DENTAL.netをご覧ください。
商品のお問い合わせは06-6568-2741（担当：田辺・新垣）まで。組合ホームページ（http://e-mdc.jp）からもご覧いただけます。

フリースタイル リブレシステム

今
回
の
お
す
す
め
は
こ
ち
ら

　日常生活において、一般的に売り買いされる物には、大抵価格が決ま

っている物が多いと思います。

　では、いつも皆様が口にしている身近な食料品に視点を置いてみまし

ょう。例えば肉や魚などは、収獲の時期や年によって変動＝時価になっ

ている事が常識となっていますね。またミネラルウォーター１本を取っ

ても、近所の自動販売機で売っている価格と、山頂の自動販売機の価格

はイコールではありません。

　では、この現象はなぜ起きるのでしょうか。皆様もご存知のように市

場経済におけるサービスや品物の金額は、買う側が欲しい量（需要）

と、売り手が売りたいと思う量（供給）のバランスで決定していきま

す。つまり、肉や魚、ミネラルウォーターの事例は、この需要と供給に

よってもたらされている現象であり、ごく自然な現象と言えるでしょ

う。

　以上の事を踏まえ次にこれを“不動産の取引（価格設定）”に置き換

えてみましょう。

　例えば駐車場を売却しようとした場合、多くのケースでは、相談を受

けた不動産会社が先ず査定を行い、その査定額に基づいて売却価格を定

めます。そしてその査定額は、対象物件周辺の過去の取引事例などを参

考にしながら算出されるのです。

　そう、ここで賢明な皆様なら先程の食料品の事例と照らし合わせ、こ

の不動産取引のおかしな現実に気付かれたことでしょう。“需要と供給

のバランス”は、一体どこへ消えたのでしょうか。

　その物件の価値を、いつ誰がどう感じるのか分からないのに、そもそ

もこのタイミングで先に価格を定めてしまってもいいのでしょうか…？

� （続きは次号へ）

　据置型の血圧
計（イス、架台付）
で当組合売上数
No.1！！共同購
入によるまとめ
買いで低価格を
実現！特別価格
についてはお問
合せ下さい。

　皮下に入れたセ
ンサーで、間質液
中のグルコース濃
度を連続的に測定
し、リーダーでス
キャンすること
で、連続測定した
グルコース濃度の
変動パターンを表
示するモニタリン
グシステムです。

　４月８日（日）Ｔ＆Ｃワインサロン（堂島）にて、ブルゴ

ーニュ生産者“ジャック＝デュボワ”来日スペシャルワイン

会を開催しました。

　今回は、協同組合ワインご愛飲の先生と、そのご家族13名

の方にご参加いただきました。

　日本未輸入を含む７種類のワインが一挙に並び、Ｔ＆Ｃの

シェフが腕を振るったフレンチと共にお楽しみいただくこと

に加えて、実際にワインを造っているフランス人生産者デュ

ボワさんが目の前にいることで、より一層の特別感を醸し出

していました。

　少し恥ずかしがり屋なデュボワさんでしたが、先生方から

の質問には、「収穫は全量手摘みで行っている」など、ワイ

ン造りへのこだわりがよくわかる情熱を、存分に発揮してい

ました。会も終盤に差し掛かり、デュボワさんのプライベー

トワイン（現地での来客用ワイン）も振る舞われ、その熟成

された美味しさに、会の盛り上がりも最高潮に達しました。

　みなさん、デュボワさんとの記念撮影も忘れることなく、楽

しいひと時は幕を閉じました。

　今後も、協同組合の酒販事業は販売だけではなく、ワイン

会なども積極的に企画していきたいと考えています。ぜひご

期待ください。� （担当：白山・新飯田）

難しい大型不動産を、
　　３割高く売却する極意

資産防衛コンサルティング
ライフマネジメント株式会社　代表取締役 松本隆宏
各種企業顧問　弁護士事務所・司法書士事務所・住宅会社等

コ ラ ム

資産防衛 ＜４＞

お買い得商品多数ご案内します

※ご希望があれば担当者が設置・組立まで無料で行ないます！（大阪府下限定）

96％の患者さんがリブレによる
測定を 「簡単」「苦痛や困難さ
を軽減する」 と回答しています

　 　　　　　　　　　（メーカー調べ）

センサーパック
各種
� ￥13,100（税別）
リーダー本体
� ￥6,800（税別）

生
産
者
を
囲
ん
で
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ミ
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ム
な
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催

売上Ｎｏ.１

歯科医科

医科

１装着 データの
読み取り 確認２ ３

小型（500円玉サイズ）の
センサーを上腕の後ろ側に
装着します。

センサーをスキャンするこ
とで簡単に測定できます。
衣服の上からでもスキャン
できます。

現在のグルコース値と８時
間の履歴、血糖変動の傾向
を示す矢印が表示されま
す。
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