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先生に寄りそう商品提供を

協同組合の医療機器

大阪府保険医協同組合の医療機器の取り扱いは
約50年前に遡ります。当時はまだ高価だった心電

それに伴い保険医協同組合へも、様々な機器の
お問合せをいただくようになりました。

計を１台共同で購入し、１日数件ずつ予約診療の

医療機器の価格の定価設定は非常にまちまち

組合員を廻って機械の貸出を行っていました。以

で、エコーなどは３千万円などと提示されること

降時代の流れとともに医療機器も進化し、街の診

もあります。開業人生の中で何回も購入する事が

療所でも超音波検査や心電図検査があたり前のよ

ないであろうこのような高価な医療機器などは、

うに受診できるようになってきました。

「本当に適正な価格で購入できたのか？」わかり
づらいものです。
保険医協同組合では、

３

2019
医科組合員 4,120人
歯科組合員 3,086人
合計
7,206人
（2019年 2 月20日現在）

月号

大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

06-6568-2741
0120-02-9381
http://e-mdc.jp

過去の交渉記録のデータ
ベース化を行い、いい条
件が出た過去の記録があ

のメーカーや代理店とは違い、出資者である先生

れば、それをベースに先

方のための組織だからです。

生方の側に立ってメーカ

カタログ請求や見積依頼など、購入前提でなく

ーと価格交渉を行い、組

ても、お気遣いなくご依頼いただけます。多くの

合員にとってよりいい条

組合員の方にご利用いただき、購入実績が上がっ

件での販売に繋げられる

ていけば、よりメーカーとの交渉も有利になり組

よう努めています。

合員へも還元することが可能になります。

なぜ先生方の立場に立
つことが可能なのか？そ

医科・歯科の医療機器のことなら、お気軽にな
んでもご相談ください。

れは保険医協同組合が他

お問い合わせ・カタログのご請求は
TEL 06-6561-2741 担当：田辺まで
大阪府保険医協同組合

第49回通常総代会

大阪の医療を守るために
消費増税と都構想を回避せよ
と

き

場

所

第49回通常総代会
記 念 講 演

2019年５月18日（土）
大阪府保険医協同組合会館５階
M＆Dホール
14：00～15：30
15：45～17：15
５月18日（土）に当協同組合の「第49回通常総代会」が
開催されます。
その記念として、「大阪の医療を守るために消費増税と
都構想を回避せよ。」と題して京都大学大学院の藤井聡教
授にご講演いただきます。
記念講演は、総代以外の先生方もご参加いただけます。
FAX等でご案内しますので、是非ご参加ください。

※総代の先生方には、５月２日までに「通常総代会資料等」をお送りいたします。
ご出席の程よろしくお願い申し上げます。

専門
部員

募集

保険医協同組合は「組合員」
の「出資・利用・運営参加」に
より成り立っており、組合員の
先生方に出来るだけ参加してい
ただき、共同購入事業や保険共
済事業等、共同の力をより一層
強く進めていきたいと考えてお
ります。
大阪府保険医協同組合の発展にご尽力いただける先生を募集しております。
身近な医療経営に関する問題や医療行為に必要な医療用材料、医薬品等の購買
事業、生活に密着した保険共済等々、先生方のご意見やご指導をいただきます。
組合員の意見や要望を組合運営に反映させるという大切な役割です。
ご協力いただける先生は保険医協同組合まで、ご連絡をお願い申し上げます。
専門部会

基本日程

※月により変更する事もあります

総務部会

毎月第３木曜日

PM２：15
～４：00

財政・庶務及び組合運営の
全般を検討

保険共済部会

毎月第２火曜日

PM６：30
～８：00

保険共済事業の推進

医科企画営業部会

毎月第２水曜日

PM２：15
～４：00

機器の企画・営業活動の検討

薬品・物流
企画商品事業部会

毎月第２木曜日

PM２：15
～４：00

医薬品・住宅関連・酒類の
商品企画等

歯科部会

毎月第２週
（曜日不定期）

PM８：00
～10：00

歯科材料等の商品企画等

お問い合わせは、TEL 06-6568-2741 村上・清水まで

電気設備法定点検による停電のお知らせ
当会館が電気設備法定点検の為、一時的に停電となりFAXでのご注文がお受け
できなくなります。
FAXをご利用の先生におかれましては、下記の時間をさけて、ご注文下さいま
すようお願いいたします。
また、インターネットでのご注文につきましては、支障ございません。

日時：４月29日（月・祝）12時から17時頃まで

保険医協同組合

４月休業日のお知らせ

日曜・祝日 第２・第４土曜日
ゴールデンウィーク ４月27日（土）～５月６日（月・休）
◆尚、業務時間は平日９：00～17：00、土曜９：00～12：00です。
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ひなまつりの日 ３
／３ に
春の「住まいと医院の相談会」を開催
３日（日）の10時～16時半、協同組合会館５階
M&Dホールで開催しました。 戸建て、 マンショ
ン、リフォーム、災害保険相談などの企業25社が
出展しました。相談来場者は15院所17人でした。
相談内容も、マンション購入やリフォーム、土
地探しからの新築など真剣なご相談が多かったで
す。中には、収益マンション１棟購入のご相談も
ありました。ま
た、ゆったりと
滞在していただ
くために、コー

ただき組合員のニーズにお応えしていきたいと思

ヒー、お茶、ク

います。

ッキーなどを提

午後は会場にてセミナーを開催。台風や地震被

供しましたとこ

害に備える「地震に強い伝統構法」のお話をして

ろたいへん喜ば

いただきました。講師は岡山県仙耕社の山本氏と

れました。アン

伝統構法の知恵に魅せられて日本で活躍されてい

ケートも多くい

るアメリカ人大工ジョナサン氏のお二人です。

セミナーに参加して

講師の山本氏
（左）
とジョナサン氏
（右）

災害の多い国で1000年建築物
がある日本の伝統構法

その特徴は
「柔構造」
にある

（10）

イベント・セミナー案内
要予約

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


保険共済部セミナー
要予約
「2019年税制改正 ドクター向け
速報 相続セミナー＆個別相談会」
〈10年以内に院長交替の可能性がある
個人開業の先生方に朗報！〉
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）
日 時：５月12日（日） 10：00～12：00
会 場：阪急グランドビル26階会議室
（大阪市北区角田町８番47号）
参加費：無料（60名様限定）
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
担 当：内原・渡邊

要予約

個別相談あり
①５月18日（土）PM
②５月19日（日）AM ③５月19日（日）PM
④５月26日（日）AM ⑤５月26日（日）PM
⑥その他・平日等
会 場：阪急ターミナルビル８階
（相続ステーション）
（大阪市北区芝田1-1-4）
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
担 当：内原・渡邊

・柱脚非固定型―礎石に柱を固定せず直置きすることで横揺れを吸収する。
・
変形能力―水平・垂直のみの構造で柱や梁の木組み構造で、栓・楔（くさび）の使用など木の持つ
復元力を活用している。
また、壁は斜め材を使わず貫構造の真壁・竹小舞（竹を編みこむことで復元力を生み出す）など、
伝統構法について興味深いお話が聴けました。また、なるほどと思うことに、被災後の素材処理につ
いては、
①修復箇所が見える―真壁・柱・床も破損軸部が一目瞭然ですぐに直せる。
②損壊の場合―処分がし易い（ほとんど自然に帰る素材）。
③修繕が可能―軸は補強・壁は塗り直し
など、環境にやさしい側面も知ることができました。
現在は、伝統構法を工学的に検証する取り組みが進展しており、在来構法と相互に利点を生かしよ
り災害に強い建築物の研究が行われているとのことです。

クレーマー患者には弁護士や警察に
相談するか、訴訟などの対応を
る、脅し文句を並べる、などの迷惑行為、診療業務妨害行為が続
く場合、穏やかに対応するにも限界があります。

そのための手段として、①弁護士に依頼し内容証明郵便による
通知や警告文を発する、②警察に相談する、被害届を出す、③診
療業務妨害行為禁止、立入禁止、架電禁止、接触禁止などの仮処
分決定を出すことを裁判所に申し立てる、④クレームの原因が医
療事故である場合には、それについて、債務不存在確認請求訴訟
を提起する、などがあります。

弁護士が医療機関の代理人となって、患者に対し、迷惑行為を

は、 警察に相談したり、 緊急性がある場合には110番通報した
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けんすけ

患者の行為が悪質な場合で、刑事上の犯罪に該当しうる場合に

健介

②警察に相談する、被害届を出す

患者の脅迫、威嚇行為や執拗な不当要求を止めさせるため、裁
判所に対し、立入禁止、架電禁止、接触禁止などを命じる仮処分
決定を求める手続きです。
仮処分の申立てがあると、裁判所は、相手方である患者に呼出
状を発し、患者の言い分も聞く機会を設けたうえで、判断します。
たいていの場合、患者は、裁判所から呼出しを受けると、以後
は、迷惑行為を止め、裁判所に出頭し、自らの言い分を述べるの
で、最も抑止力の強い手続きといえます。
④債務不存在確認請求訴訟など
通常は、患者が、医療過誤があったことを主張して、損害賠償
請求訴訟を提起しますが、医療機関側が、患者に対し、損害賠償
請求には応じられない旨を回答した後も、その請求を通そうと迷
惑行為や不当要求を続け、訴訟は提起しない状況が続き、いつま
でも解決しないことがあります。
このような場合に、 医療機関側が、 積極的に、 訴訟を提起し
て、裁判所の判断を仰ぐことができます。損害賠償債務がないこ
との確認を裁判所に求めるもので、
「債務不存在確認請求訴訟」

えびす

の負担を弁護士が担うということです。

胡

中止することを求め、話合いの窓口を弁護士にします。患者対応

弁護士

①弁護士による通知

フロントロー法律事務所

て、診療業務妨害行為等を止めなければなりません。

③仮処分の申立て

医事紛争 の 予防 と対応

患者がハードクレーマーで、診療時間中に来院して「院長を出
せ」 と待合室で大声を出す、 物を叩く、 何度も電話を架けてく

このような場合は医療機関側から積極的にアクションを起こし

り、警察の協力を求めます。

といいます。
もっとも、医療機関が患者に対し訴訟を提起することには躊躇

Vol.

4

（全６回）

することもあるでしょうから、そのような場合には、訴訟ではな
く、調停（裁判所での話合い）や紛争解決機関に和解あっせんの
申立てを行うという方法もあります。
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