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今年の

薬価改定の話
協同組合の管理薬剤師・木山浩太郎による意外と知らない話シリーズ

2019

第３弾。今回は、「意外と知っているかも？」と題し、10 月に迫った薬
価改定のお話をしたいと思います。
前号では先発品でも後発品でもない、基礎的医

薬価の引き下げで捻出する約 400 億円超の財源を
前々号の組合ニュースでは薬価の決め方を記載

今回は組合員の皆さんが気になっている、薬価

させていただきましたが、基本的には薬価は下が

改定のお話です。
政府が薬価の毎年改定に乗り出すのは、市場実

今回は消費増税の絡みにより、薬価が上がるも

させるのが狙いだといわれています。また、薬価

のもそれなりにあると予想されます。そこで、今

の引き下げは2019年度の予算編成の焦点の一つと

回はどのような薬品が対象として上がっているの

言われていました。厚労省は高齢化による社会保

かをまとめてみました。

障費の伸び見込み額6000億円を削減する狙いで、
薬価は毎年改定に

上がるもの

通常の薬価改定
（全品目対象、２年に１回）

（前号で載せたもの等です）

長期収載品

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

）

歯科用医薬品
（薬価が載っている分）

消費増税に伴う薬価改定（予定）

比較的新しい薬で、後発品が出ていない
ような薬

谷間の年の改定がスタート
（一部品目が対象）

協同組合の販売価格に関しては、卸からの納入

また、公平を期すために、改定後の価格表の有

価（販売数量や利用院所数によって変わる）によ

効期間10月１日〜以前は、個別の価格に関しての

って決まっていますので、必ずしも薬価が上がる

問い合わせにはお答えしかねますので、ご理解と

＝販売価格が上がるとは限りません。 できる限

ご協力をお願いいたします。

り、先生方の経営の支えとなれるように努力いた
します。

それ以外の医薬品のお問い合わせに関しては薬
品部の木山・殿垣までよろしくお願いいたします。

【お詫び】

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

この度、毎年10月に開催しておりました「保
険医まつり」を2019年度は中止させていただく
こととなりました。
保険医まつり（会場マイドームおおさか）へ
のご参加を毎年お楽しみにされておられる組合
員・会員並びにご家族・スタッフの皆様には、
大変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び
申し上げます。
ご承知のとおり、 安倍内閣は今年の 10 月に
「消費税10％」の増税を着々と進めようとして

ススメ
の
い
買
め
と
ま

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

います。
保険医まつりの企画で重視しておりますの
は、医科・歯科開業医の医院経営を支える２階
会場での医療機器や医科・歯科材料等を充実し
た「特売会場」です。もし10月に増税実施にな
れば、 医院経営に役立てる企画が出来るのか
等、理事会で度々討議してまいりました。
10月前の開催も検討しましたが、大変残念な
がら中止することを決定いたしました。
何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

今年最後
の

感謝セール
８月26日
（
（月）
）〜９月15日
（日）
（

セミナー案内
保険共済部セミナー
「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」
〜Dr.相続の税務調査の特徴 ・ 相続対策の
ポイントを教えます〜
師：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
寺西 雅行 先生
日 時：10月20日（日）10：00〜12：00
参加費：無料（60名様限定）
会 場：大阪府大阪市北区角田町８番47号
阪急グランドビル26Ｆ会議室
セミナー終了後、 個別相談あり
（事前予約先着順）
個別相談あり 要事前予約
①10月27日（日）AM・PM
②11月３日（日）AM・PM
③その他・平日等
会 場：大阪市北区芝田1-1-4
阪急ターミナルビル ８階
（相続ステーション）
問合せ：保険共済部 ℡06-6568-2230
（担当：内原・森田まで）

行事案内
「秋の住まいと医院の相談会」
日
会

保険医まつり開催中止のお知らせ

期間

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

講

基礎的医薬品

医科・歯科同時

大阪府保険医協同組合

っていく傾向にあります。

勢価格の下落を公定価格の薬価にすみやかに反映

（

月号

充てる算段です。

薬品の話をしました。

薬価改定を繰り返されて底値になって
いる薬品、消毒薬やビタミン剤など？

医科組合員
4,118人
歯科組合員
3,086人
合計
7,204人
（2019年 7 月20日現在）

９

今年は、まつり協賛セール
を前倒し、感謝セールを
開催します。
人気商品のまとめ買い特集。
●さらに、web共同購入ページか
らのご注文（１回１万円以上）
で選べるプレゼント特典も！

時：10月27日（日）10：00〜16：00
場：大阪市浪速区幸町1-2-34
大阪府保険医協同組合会館
５階M＆Dホール
内 容：当日は、提携企業が多数出展して
おり、医院・ご自宅の新築、増改
築、お持ちの不動産の売買に関す
るご相談を承ります。各種体験コ
ーナーも実施。お楽しみに。
（※予
約特典＝ワインのプレゼントあり）
問合せ：℡06-6568-2741
（担当：白山（しらやま）
）

訃

報

貴島正彦理事が８月６日ご逝去されました
（享年78歳）
。
東大阪市で歯科医院をご開業後、2007年よ
り 12 年以上の間、 当協同組合の理事として
ご尽力いただきました。
謹んでお悔やみ申し上げます。

保険医協同組合
９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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第６回 夏の歯科感謝祭

見て、触れて
なっとくの一日

（10）

協同組合では以前より組合員か

協同組合主催

ら多くの要望を頂き、時機に応じ

医師・歯科医師
出会いの婚活
パーティー

て保険医協会員・組合員関係者限
定の婚活パーティーを開催してま
いりました。
前回は３年前の保険医まつり開
催時まで遡りますが、本当にたく
さんの方々にご参加いただき、こ
のパーティーで出会い、その後見

７月28日（日）
に、協同
組合会館で第６回歯科感
謝祭を開催しました。暑
い中40人以上の先生方に
お越しいただき、ＡＥＤ
やインプラント商品を直
接手に取れる貴重な機会
になりました。当日は口
腔外バキュームやオート
クレーブのご成約をいた
だきました。
ご参加いただいた先生
方、ありがとうございま
した。
今後も協同組合では先
生方にご満足いただける
企画を考えてまいりま
す。
これからもぜひご参加
ください。

事ご成婚された方もいらっしゃいます。
その後も多くの方々から開催要望を頂き、今回はそれに応える形
での約３年ぶりの復活開催となります。今回、要望をお聞きする中
で、特に多かったのはご家族からのお問い合わせでした。「いつか
は医院を継承したいが後継者がいない」
「地域医療を一緒に担える
方がなかなか見つからない」「仕事に理解のあるパートナーを探し
たい」など、要望は多種多様です。私たちは単なる「婚活パーティー」
ではなく、組合員の要求に根差した企画にしたいと考えています。
今回はより関係を深められるように少人数制の開催となります。
また、当日は専任の婚活コンシェルジュがサポートを致します。ぜ
ひ、お気軽にご参加ください。
◇日時

10月26日（土）17：00〜20：00

◇会場 ホテルニューオータニ大阪18Ｆラウンジフォーシーズンズ
◇参加費

20,000円（税抜）

◇募

（２親等まで）
男性10名（医科・歯科会員及びご親族様限定）

集

（２親等まで）
女性10名（医科・歯科会員及びご親族様限定）

年齢

〜45歳くらい迄

※応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます。
◇申込期限

９月15日
※抽選に外れた方には次回のご案内を致します
お申込は協同組合HPからでも可能です

※同日16時〜婚活コンシェルジュが会話術レッスンを開催します。
親しい間柄になるのが苦手な方はパーティ前のウォーミングアッ
プタイムにご参加ください（男性限定）
●詳細、お問い合わせ・お申し込みは保険医協同組合HPをご覧くだ
さい。また、お電話でのお問い合わせは06-6568-2741
（担当：沖田・吉本・岡山）迄

酒々
楽々

Vol.3

株式会社T&Cサービス
取締役営業統括 渡邉圭一
ソムリエ、利酒師

会員特典チケット

今話題の進化型フードホール

（大丸心斎橋店）

まだまだ残暑

実は私たち株式会社T&Cサービスも「世界酒

が厳しい日が続

BAR セカサケ」としてこのフードホールに常設

きますが、ワイ

のバーを２種類展開させていただくことになり

ンライフを楽し

ました。

んでいらっしゃ
いますか？
９月20日
（金）

グラスシャンパン or 日本酒
（この新聞をお持ちください）

ワインと日本酒を中心に、世界のお酒を心ゆ
くまで堪能できるバーとなっています。
これまで阪神百貨店大ワイン祭のプレミアム

に、大丸心斎橋

バーや阿倍野近鉄日本酒めぐりの日本酒＆寿司

店の新本館の地下２階に国内では珍しいフード

バーなど、 様々な百貨店催事でめずらしいお

ホールがグランドオープンします。

酒、 高品質なお酒を色々と提供させていただ

このフロアには、自由に座れる客席 200 席の

き、ご好評を

他に、立ち飲み用のカウンターがあり、出店さ

いただいてお

れる飲食店も串揚げで有名な「六覺燈」やトリ

りましたが、

ュフの専門店「アルティザン・ドゥ・ラ・トリ

その集大成と

る９席のプレミアムバーとフロアの 200 席のた

ュフ」、日本で一番フカヒレを輸入しているメ

して満を持し

めにドリンクを提供させていただくカジュアル

ーカーによる「日本橋 古樹軒」など名だたる

てオープンさ

バーの二面展開です。９月21日にはロマネ・コ

銘店・人気店がひしめき合います。

せていただき

ンティVS十四代と銘打ってイベントも開催しま

ます。

す。

今までのスーパーのフードコートとは何段階
も上のレベルの大人のためのフードホールで、
目指すは百貨店クオリティとのことです。

世界酒BARのロゴ

フードホールのイメージ

常に偉大な

私もこちらのバーに常駐しておりますので、

お酒を楽しめ

ご興味のある方はぜひともご来店下さいませ！

