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この度の「大阪北部地震」
「西日本集中豪雨」に
被災された皆様へ
大阪北部地震・西日本集中豪雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
協会・協同組合では地震及び集中豪雨による会員の被災状況をつかむために全力を尽く
しています。

火災保険だけでは地震による被災は保障されない

医科組合員 4,167人
歯科組合員 3,120人
合計
7,287人
（2018年 6 月20日現在）

宅２万棟超の被災がありました。
保険医協会が被災状況を収集したところ、少な
くとも 120 人超の会員の診療所 ・ 自宅が被災した
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最大震度６弱を観測した大阪北部地震では、住
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ことが分かりました。
被災後、代理店や保険会社に連絡しても「火災
保険だけでは地震による被災は保障されない」と

セミナー案内

言われた先生もいるのではないでしょうか。
自宅や診療所の地震による被害は地震保険に加

加入できません。例外として各損保会社が独自に

入していないと補償されません。地震による火災

扱っている商品もありますが、審査が厳しいうえ

や津波、噴火の被害も同様です。大阪府の地震保

に保険料も非常に高額になります。

険の世帯加入率は30％（損害保険協会調べ）程度

地震保険制度については、支払額11兆3000億円

ですが、南海トラフ地震では揺れによる全壊は62

（平成29年10月現在）と上限があったり、実際の

万～ 134 万棟、津波による全壊は 13 万～ 16 万棟、

損害額を補償できなかったり、制度上の不安や不

火災による全壊は５万～75万棟と予想されていま

備の声が挙げられています。制度改善に向けて協

すので、なるべくお早めに地震保険に加入するこ

会とともに行政や保険会社への働きかけをしてい

とをお勧めします。

きます。

地震保険は地震等による被災者の「生活の安

診療所が店舗兼住宅（１階が診療所、２階が住

定」に寄与することを目的として政府主導で作ら

居など）の場合は自宅と同様の保険料で地震保険

れた制度のため、自宅は加入で
きても事業用の建物は基本的に

保険共済部セミナー
第一部
「退職金制度運用時の税務リスク理解と
具体的運用法」
講

に加入することができます。
診療所が店舗兼住宅の先生も、自宅の地震保険
合にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
大阪府保険医協同組合 保険共済部 内原・岸本
TEL：06-6568-2230 FAX：06-6568-7093
地震保険のお支払いについて

全損

建物の時価額の50％以上

家財

焼失もしくは流失した部分の床面積が
または

建物の延床面積の70％以上

お支払いする保険金の額

家財全体の時価額の80％以上

家財全体の時価額の60％以上80％未満 地震保険保険金額の60％
〔時価額の60％が限度〕

小半損

建物の時価額の20％以上40％未満 または 建物の延床面積の20％以上50％未満

家財全体の時価額の30％以上60％未満 地震保険保険金額の30％
〔時価額の30％が限度〕

床上浸水

または
全損・大半損・小半損に至らない建物が
床上浸水または地盤面より45㎝を超え
る浸水を受け損害が生じた場合

※「全損」「大半損」「小半損」
「一部損」の認定について
地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人
住宅の被害認定基準運用指針」とは異なります）
。
※詳しくは保険共済部にお問い合わせください。

協同組合

保険医協同組合
８月休業日のお知らせ

地震保険保険金額の100％
〔時価額が限度〕

建物の時価額の40％以上50％未満 または 建物の延床面積の50％以上70％未満

建物の時価額の３％以上20％未満

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：９月９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：無料
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

家財の損害の額が

大半損

一部損

講

セミナー終了後の個別相談あり（事前予約先着順）

認定の基準
建物
主要構造部（基礎、
柱、
壁、
屋根等）
の
損害の額が

大阪事務所

第二部
「生命保険を活用した退職金の貯め方と
退職金以外の所得税の節税策」

に加入されていない先生もお気軽に保険医協同組

損害の
程度

師：岡本 泰彦 先生
（税理士法人和（なごみ）
代表社員 税理士）

家財全体の時価額の10％以上30％未満 地震保険保険金額の５％
〔時価額の５％が限度〕

日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します（国が定める「損害に係る

日曜・祝日

第２・第４土曜日

お盆休み

８月13日（月）～８月16日（木）

◆尚、業務時間は平日９：00～17：00
土曜９：00～12：00です。

歯科事業のご案内

［お知らせ]
10月27日
（土）28日
（日）に保険医まつりを開催致します。毎年好評の「歯科無料
相談コーナー」での歯科検診や、来場者限定で商品を特別価格でご提供する「持ち

協同組合の歯科事業では、日

等で新商品やお得情報を随時ご

帰りセール」等、その他様々な企画をご用意してお待ちしています！

常診療に必要な物品やサービス

案内していますので、ぜひお見

を組合員ならではのお得な価格

逃しなく！

・セミナーのご案内

で案内しています。現在、大阪

現在、７月31日まで歯科組合

府全域の組合員を対象に歯科材

員感謝セールを行っています。

料、
消耗品、
印象材、
衛生材料、
医

詳しくはお手元の感謝セール

療機器等を多数取り扱っていま

号をご覧ください。お手元にな

す。価格表に掲載のない商品も

い場合はお問い合わせくださ

ご購入いただけますので、お気

い。

軽にお問い合わせ下さい。

※ご利用は保険医協会会員で組

月々 の価格表やFAX速報、HP

合にも加入（出資金一万円、退

取り扱い商品の一部をご紹介
・舌圧測定器
・AED
・オートクレーブ
・歯科用ユニットチェア
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会時にお返し致します）
している先生（組合員）
が対象になります。この
機会にぜひご加入くださ
い。

など

日常診療に役立つ知識をお届け！

人気講師をお呼

びしてセミナーを行います。先生はもちろん、スタッ
フの皆様もどうぞご参加ください。
日時：10月28日（日）
場所：マイドームおおさか
講師：歯科衛生士 今野由利先生（スマイル・ケア）
テーマ ：「院長とスタッフのための“プロフェッショ
ナルコミュニケーション”誤解のないスムーズな関係
性を構築するために」
（仮）
※内容は変更する可能性があります。

お問い合わせ先
大阪府保険医協同組合 企画営業部 小杉・金田
TEL：06-6568-2741 FAX：0120-02-9381

昨年の保険医
まつりの様子

詳細は今後の組合ニュースにてお知らせ予定です。ご期待ください！
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保険医
まつり

41年目の新発見！
―― 41th memorial event ――
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呑み食べある記

（８）

クッチーナイタリアーナ

ダ・グイ

番外編

（長野県松本市）

今回は松本市にあるお店
で、長野県保険医協同組合の
Ｙ先生おすすめの本格イタリ
アンです。オーナーシェフの
奈良井寛之さんが、イタリア
のミシュラン２つ星のレスト
ランでの経験を活かし、手作
りにこだわった現地の味を再

10月27日 土 28日 日
12：00～19：00

現しています。
取材はランチで伺いました
が、12時になると、有閑マダム
（？）
やサ

10：00～17：00

松本市に行かれた折には、是非ディナ

お肉料理も、魚料理もかなりのハイレ

ーでワインと共にこの本格イタリアンを

ベルですが、この店で私が衝撃を受けた
のが、
「イワシのパン粉包みオーブン焼
き、シチリアベッ
カ フ ィ ー ユ」 で

を紹介してくださ

（大阪市中央区本町橋2-5）

ったＹ先生が、足

資産防衛

保険医まつり

マクドナルド

ファミリーマート

ココ
サーティワン
MARUZEN

検索

第３回

＜最終回＞

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
各種企業顧問

東横イン
松本駅前本町

セブンイレブン
ローソン

しげく通われるの

大型不動産を
高値売却する極意

コ ラ ム

クッチーナイタリ
アーナ
「ダ・グイ」
長野県松本市深志
２丁目１－５
（松本駅より徒歩
５分）
電話
0263-33-1677

ドーミーイン松本

さでした。この店

味わってみてください。

駅
松本

マイドーム
おおさか

す。驚きの美味し

詳しくは、HPをチェック！

も頷けます。

ラリーマンであっという間にいっぱい。

代表取締役

クリニックホームページの今

Ｑ
Ａ

ホームページってどう活用したらいいの？

松本隆宏

弁護士事務所・司法書士事務所・住宅会社等

ホームページは作っただけで終わりではありません。多くの
人に自院のホームページを見つけてもらい、最大限に活用す
るためにはさらに様々な工夫を凝らしてホームページを育て
ていく必要があります。

大型不動産に限らず、不動産を所有している方であれば、と
ても興味を引く大きなポイントではないでしょうか。
今回は大型不動産にクローズアップしている為、区分のマン

①多くの人に見てもらう

ションや戸建てなどの住居用不動産の場合はあまり参考になら

一般的に、インターネットで何かを探

ないかもしれませんが、駐車場や賃貸マンション、テナントが

す場合、まずYahoo!やGoogleなどの検索

入るビルなどを所有されている方にとっては、きっとお役に立

サイトに思いつく単語を入力します。例

つ情報となるでしょう。

えば医院の場合、
「地域名（駅名）＋診

ではまずひとつの例として、所有している大型の駐車場を売
却する事にしたと仮定しましょう。あなたがその土地の購入を
検討している不動産業者の場合、どのようなポイントを気にす
るでしょうか？

実はこの“気にするポイント”は、事業ベー

スで見るのと、 個人ベースで見るのとでは少々異なってきま
す。もちろん不動産会社は売買の交渉に慣れており、また知識
も豊富な専門家である為、下記のような様々な視点から総合的
に判断していくでしょう。
①境界は確定しているか？
②何棟建てられるのか？
③地区協定などはないか？
④道路の入れ方は？
⑤地盤が弱くないか？
⑥土壌汚染は大丈夫か？
⑦近隣にどの様な方が住んでいるのか？
あなたが売主になり、しかもより高値での売却を希望するの
であれば、あなた自身が誠実であり責任を持ち、さらには確実

療科目」等で検索し、該当するホームペ

“買主（不動産会社）の不安を可能な限り取り除く”
あなたがその意識を高く持ち、買主が納得し安心して売買契

り、お問い合わせや来院の増加が期待で
きます。

④正しい情報発信が必要

ージを見て来院する人が多いでしょう。

平成30年６月１日より「医療広告ガイ

よく検索されるこれらの単語をホーム

ドライン」が施行され、患者様の声や、

ページ内の文章に適切に記載すること

ビフォーアフター写真、芸能人の利用実

で、検索結果のはじめの方に表示されや

績等をホームページに掲載することが一

すくなり、より多くの患者様に自院のホ

切禁止となりました。また平成30年８月

ームページを見つけてもらいやすくなる

24日からは不適切な表示や表現の通報

でしょう。

を、 広く一般の方からも受け付けるな
ど、医療機関ホームページの監視体制が

②定期的な更新が必要

強化されます。
そこで、今後は正しい知識と経験を持

作ったホームページを放置したままで

った専門家と協力し、ルールに沿った正

は、やがて検索サイトでの表示順位や、

しい情報を患者様に向けて発信していき

集患の効果も大きく落ちてしまうかもし

ましょう。

れません。患者様の悩みや疑問を解決す
るようなQ&Aや記事を掲載し、
その内容を

全３回に渡ってお送りしてきましたコ

定期的に更新することでも、検索結果の

ラム「クリニックホームページの今」は

はじめの方に表示されやすくなります。

今回で一旦終了となります。ホームペー

で信頼性のある取引であることなどが、往々にして求められる
のです。

その結果、患者様がどこにいても、ホ
ームページを見る事ができるようにな

ジの役割や活用法には、ここで紹介した

③スマートフォンでも見やすく

こと以外にもまだまだたくさんの手法が
あります。弊社イデアイメージでは、不

現在はインターネットを利用する人の

定期ですがホームページに関するセミナ

約が締結する為に、

80%以上が、スマートフォンからホーム

ーも行っておりますので、またどこかで

①徹底した準備

ページを閲覧しています。そこで、文字

お会いできることを楽しみにしておりま

②絶対的な営業活動

をスマートフォンでも見やすい大きさに

す。

③競争原理の活用

したり、ボタンやメニューを操作しやす

以上の３ステップが不動産の高値売却を現実化していく上で重

い形や大きさにしたりすることで、より

要になるのです。売却の時のご参考になれば幸いです。

患者様が利用しやすいホームページにな

株式会社イデアイメージ「すごうで」サ

ります。

ービス担当
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ご愛読、
誠にありがとうございました。

小西
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