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カタログを　　
ご覧ください！

おすすめ
ポイント２

医科
歯科

防災の時代
� 井戸を掘るという選択

☆組合未加入の先生方へ☆　協同組合をより多くの先生方へ知っていただき

たく、保険医協会にご加入いただいているすべて

の先生方に医科歯科合併感謝セール号をお送りし

ています。

　おすすめポイント以外にもお得な商品が多数ご

ざいます！この機会にぜひお試しください。

※�医療機器はセール号に同封の医療機器総合カタ

ログをご覧ください。

　昨年６月18日に発生した大阪

府北部地震では、一部損壊を含

む約５万棟が影響を受けまし

た。また、大阪府高槻市、箕面市

などでは一時断水が発生。約９

万戸がその影響を受けました。

引き金は40年の耐用年数を10年

以上超えた水道管の破裂。大阪

府では設置から40年超の水道管

が約３割を占め、財政難などを

理由に更新が十分に進んでいる

とはいえないのが現状です。

　そこで、万一の災害時の断水

に備える「井戸」の存在が防災

の観点からも、いまあらためて

見直されています。

　とはいえ、「自宅に井戸を掘

る」というと

費用面や、手

続きなどかな

りハードルが

高いと思われ

がちです。昨

年、中村厚協

同組合理事長

も「地域に根

差す医院機能として防災時の必

要を感じ」自宅兼医院に井戸を

設置されました。

　今回、施工を担当された「井

戸掘り　辻」の辻社長にお話を

うかがいました。

井戸の需要は高まってますか？

　東日本大震災以来、意識が高

まり井戸の需要は高まっていま

す。医療関係者の方の設置要望

も多いですね。また、冬場の融

雪や夏場に散水ミストとして使

用されるなど、用途は多様化し

ています。

都市で井戸は可能でしょうか？

またコスト面は？

　設置後はもちろん水道料金が

かかりません。大阪府内であれ

ば「水の都大阪」というくらい

ですから、場所にもよりますが

８ｍ～30ｍで大抵は水が出ま

す。一般家庭用であれば、申請

などは必要ありません。工事の

平均金額は一般家庭用であれば

40万円程ですね。

では、工事期間はいかがでしょ

うか？

　工事期間は掘削、ポンプの設

置は大体１日で終わります。そ

こから水を水質調査に回し、約

10日でご利用いただけます。た

だし、飲料用に使うには濾過装

置の設置が必要になります。

　私たちの生活に欠かせない

水。ライフラインが断たれる事

態になったその時に、どのよう

に備えておくかが問われる時代

になってきました。

おすすめ
ポイント１
日常診療に欠か
せない消耗品
（マスク・グロ
ーブ）がお得！ おすすめ

ポイント４
掲載商品のほとんどが
医科歯科両方の先生が
購入可能！（例：医療
用サポーター、血圧
計、歯ブラシ、オーラ
ルケア関連商品等）

おすすめ
ポイント３
白衣・シューズが
すべて定価の
30％～40％off！

まとめ買いで
さらにお得な
商品が盛りだ
くさん！

　協同組合では日常診療に必要な薬品・消耗品・

器材はもちろん、保険共済や不動産など、組合員

のみのお得な商品・サービスを多数取り扱ってい

ます。お困りの事がございましたらお気軽に協同

組合へお声かけください。

　新規加入の先生にはプレゼントがございます。

ぜひご加入下さい！

セミナー案内

保険共済部セミナー
第一部
「資産を残すためには医療法人化後の節税対
策と計画が鍵！　先生のリタイアメントと
後継者のためのライフプランの構築」
講　師：角田　祥子　先生

　　　　（税理士法人ネクサス　代表社員　税理士）

第二部
「法人だからこそできる！　生命保険を活用
した節税テクニックと個人資産を増やすた
めの生命保険活用法」
講　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：３月30日（土）　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

問合せ：保険共済部　TEL　06-6568-2230

担　当：渡邊

　� 　

「春の住まいと
医院の相談会」
日　時：３月３日（日）　10：00～16：30

開　場：大阪府保険医協同組合　５階M&Dホール

　　　　（大阪市浪速区幸町1-2-34）

参加費：無料

問合せ：企画事業部　TEL　06-6568-2741

担　当：白山

　� 　

ゴールデンウィーク企画
「ゴールドクラス　BBQとワインの会」
美味しい肉と美味しいワイン
肉はランク付　国産牛

ワインはセレクトワイン（ビール・ソフトドリンク

あり）

日　時：４月29日（月・祝）

　　　　12：00～（11：00受付開始）

会　場：舞洲　森とリルのBBQフィールド

　　　　（大阪市此花区北港緑地2-3-75）現地集合

参加費：大人１万円・小学生以下5,000円

申し込み・問合せ：企画事業部 TEL 06-6568-2741

担　当：白山

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。

専門家に聞いた 特別セミナー
あり

感謝セール開催
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子どもがともに４年制大学を卒業と仮定したとき
①大学卒業までの生活費
　　　現在の月間生活費×0.7×12か月×（22歳－末子の現在の年齢）
②大学卒業後の配偶者の生活費
　　　現在の月間生活費×0.5×12か月
　　　　　　×末子が大学卒業した時の配偶者の年齢での平均余命
①＋②＝遺族の生活費

例）配偶者40歳、お子様10歳と５歳、現在の月間生活費30万円のとき
　　①30万円×0.7×12か月×（22歳－５歳）＝4284万円
　　②30万円×0.5×12か月×31.43（57歳女性の平均余命）＝5657万円
　　①＋②＝9941万円

遺族の生活費の計算方法

年齢ごとの平均した余命の期間

年齢 男性 女性
50 32.18 37.96
51 31.27 37.02
52 30.36 36.08
53 29.46 35.14
54 28.57 34.21
55 27.68 33.28
56 26.80 32.36
57 25.93 31.43
58 25.07 30.51
59 24.21 29.60
60 23.36 28.68
61 22.52 27.77
62 21.70 26.87
63 20.88 25.97
64 20.08 25.07
65 19.29 24.18

私立の学校でかかる学費

小学校（６年） 836万円
中学校（３年） 371万円
高　校（３年） 294万円

大　学

文　系（４年） 380万円
理　系（４年） 530万円
医学部（６年） 3200万円
歯学部（６年） 2700万円

現在の貯蓄だけで大丈夫？

医療紛争、医療事故を扱っている
弁護士に相談しないと意味がない
　医療事故が発生した場合の、医事紛争の一般的な流れをみてお

きましょう。

　理想としては、医療事故が発生した場合、ただちに、医事紛争

の分野を扱っている弁護士に相談しておくことです。医事紛争の

終局は、裁判ですから、裁判でどのような展開、結論になるかと

いう見通しをもって、そこから逆算して、患者への対応や示談交

渉を行わなければなりません。この見通しのないまま、患者に対

応すると、本来、応じるべきではなかった請求に応じてしまった

り、反対に、本来、早期に非を認めて、対応しておくべきであっ

たにもかかわらず、それをしなかったために、裁判に至り、時間

的、労力的、精神的に多大な負担を余儀なくされたりする、とい

うことになりかねません。医事紛争対応のスタッフがいない場合

には、医師にすべての負担がかかってきてしまいます。

　ここで重要なことは、相談する弁護士は、医療紛争、医療事故

を扱っている弁護士でなければ意味がないということです。

　医事紛争は扱ったことがないという弁護士に相談して、医学的

な検証をしないまま、安易に責任を認めるよう助言され、示談交

渉を開始してしまい、その後、責任があることを前提として、患

者の請求額がどんどん膨らむというケースはよくあります。

　過失、因果関係の有無について訴訟に至った場合の見通しをも

っていれば、患者の請求に応じるか、一部応じるか、全部応じな

いか、を決めて対応することができ、患者の主張に振り回され

ず、毅然とした態度で臨むことができます。
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　もし今、先生が事故や病気で亡くなった時に、残さ
れた家族の生活は大丈夫でしょうか？
　配偶者とお子様の生活費にお子様の教育費はどのく
らい掛かるのか簡単にですが計算してみましょう。
　配偶者40歳、子供10歳と５歳、現在の月間生活費30
万円とすると、残された家族の生活費は約１億円必要
になり、子どもが２人とも私立大の医学部に進学する
とさらに１億円必要となります。
　ご家族のために必要な保障額を考えてみませんか？
　現在の貯蓄で足りない場合は加入しやすくなった
「グループ保険」をおすすめします。
　お問い合わせいただきましたら、先生のライフプラ
ンに最適な保障をご案内いたします。

保険共済部　TEL　06-6568-2230　担当：寺内・小野
お問い合わせ

❶医療事故が発生
❷患者に医療事故が発生したことやその原因を説明
　�リカバリーのための診療や他の医療機関への転送、
紹介など
❸患者から損害賠償請求などのクレームが発生
❹�所属団体や加入している医師賠償責任保険の保険
会社へ連絡、報告
❺医療事故につき責任があるかどうかの判断
❻患者との話合い（示談交渉）
　�（患者側、医療機関側の一方または双方に代理人
弁護士が就任しての示談交渉もあります）
❼示談交渉の結果、示談成立
❽�示談交渉は決裂した場合、患者が裁判手続などの
申立て（訴訟や調停など）
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