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医科組合員 4,132人

歯科組合員 3,106人

合計 7,238人

（2020年３月20日現在）

会員・組合員様各位

通常総代会記念講演中止のお知らせ

　平素は当協同組合・Ｍ＆Ｄ保険医ネット

ワークをご利用いただき誠にありがとうご

ざいます。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、受注を停止した商品、また欠品商品が

発生しています。

　なお、欠品商品については、納品日につ

いても未定となっていますので、お知らせ

いたします。

【受注停止商品】４月30日現在

　下記の商品は新規のご注文をお断りして

おります。

●医療用マスク…全商品

● ステアジェルシリーズ、ウエルパス…全

商品

●接触系・非接触系体温計…全商品

●医療用グローブ…全商品

●ディスポエプロン・予防衣

●ヘッドレストカバー

●滅菌バッグ

●消毒用アルコール類

●空気清浄機

　受注停止・受注再開に関するお知らせ

は、協同組合HPにてお知らせいたします。

　なお、これまでにご注文いただきました

商品は、入荷次第随時お届けいたします

が、事前納期のご連絡等は致しかねますの

でご了承ください。

【翌日配送の停止について】

　先日来、HPでもお知らせさせていただい

ていますが、政府の緊急事態宣言に伴い、

当日13時迄のご注文に対して、翌営業日配

送ができない事態となっています。ご利用

者の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけ

いたしますが何卒ご了承の程よろしくお願

い致します。

　コロナウイルス感染拡大防止のため、５月

16日（土）に予定しておりました藤井聡先生の

講演は中止させていただきます。

（図１）主な公的介護保険で利用できる在宅介護サービス

（図２）公的介護保険の自己負担分のイメージ

（図４）ご加入例  

（図３ ）要介護状態となった場合の公的介護保険の範囲外費用
※１

に対して必要と考える初期費用・月々の費用

保険医協同組合
５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。

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。

今だからこそ！今だからこそ！

　日本の高齢化率は1994年に14％を超えてから、

増加し続け、2017年には27.7％となり超高齢化社

会といわれる状況となりました。それとともに15

～64歳の現役世代の人口の割合は低下し、2015年

では65歳以上の者１人に対して現役世代2.3人ま

で低下しています。

　さて、ではなぜ公的介護保険があるのに、協同組合の介護保険が必要なのでしょうか。

　実は！公的介護保険は、「現金給付」ではなく「介護サービス」の提供が原則となっています。（図１）

　公的介護保険があることでサービ

ス利用料などの介護者負担はかなり

軽減されますが、サービスの利用に

は上限があったり自己負担があった

りするため、利用者の経済的負担が

ゼロになるわけではありません。

（図２、３）

　協同組合の「家族のきずな介護保

険」は、公的介護保険では賄いきれな

い介護の経済的負担をカバーできる

「現金給付型」の保険です。先生ご本

人はもちろん、配偶者、また先生ご本

人と配偶者のご両親もご加入いただけ

ます（※但し、先生ご本人と配偶者様

の加入が必要）。（図４）

　日本の高齢化が問題視される近年。市区町村が

運営する公的介護保険の介護予防サービスまたは

介護サービスを一度でも受給したことのある実受

給者数は、年間約597万人（厚生労働省平成30年

度介護給付費等実態調査より）にもなります。

親子  で  で 介護  に備える に備える

家族のきずな 介護保険家族のきずな 介護保険

協同組合の新しい保険

協同組合の
介護保険？

公的介護保険だけ
ではだめなの？

　この機会に、ぜひともご家族やご自身の介護についてご検討されてはいかがでしょうか。

　「家族のきずな介護保険」についてご不明な点や、資料の送付をご希望の方はお気軽に　

保険共済部（☎06-6568-2230　担当：川島）までお問い合わせください。

訪問介護
訪問看護
訪問入浴
定期巡回・
随時対応型
訪問介護

訪　　問

小規模多機能型居宅介護　複合型サービス

複　　合

デイサービス
ショートステイ

通所・短期入所

自己負担

自己負担（１割～２割）

・一般タクシーの利用費
・家事代行サービス費
・配食サービス費
・施設サービスの居住費、食費
・おむつ代などの消耗品

介
護
費
用

サービス範囲
価格.com「民間介護保険の選び方」https://hoken.kakaku.com/insurance/gka/select/（2020年４月27日）

・利用限度額を超えた分

公的介護保険からの給付

※１ 住宅改造や介護用品購入などの費用
※２ 必要と考えられる介護の費用については個人差があります。
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」（平成30年度）

初期費用※２

平均242万円

100万円未満
23.9％

100万円未満
23.9％1,000万円以上

5.5％
1,000万円以上
5.5％

不明
18.1％
不明
18.1％

100～300万円未満
35.8％

100～300万円未満
35.8％

300～1,000万円未満
16.7％

300～1,000万円未満
16.7％

月々の費用※２

平均16.6万円
10万円未満
13.7％
10万円未満
13.7％

30万円以上
9.4％

30万円以上
9.4％

不明
19.6％
不明
19.6％

10～20万円未満
38.2％

10～20万円未満
38.2％

20～30万円未満
19.1％

20～30万円未満
19.1％

対象 介護保険金 月払掛金

先生ご本人／46歳／男性 2,000万円 5,760円

配偶者／41歳／女性 800万円 2,064円

先生ご本人の実父／75歳／男性 300万円 5,907円

配偶者の実母／70歳／女性 300万円 2,061円

月払掛金合計 15,792円

生活介護保険特約（親型）・年金払特約付団体介護保険

（1963年7月9日第三種郵便物認可）大　阪　保　険　医　新　聞（９） 第2011号2 0 2 0 年 5 月 1 5 日号　（毎月5、15、25日発行）



新型コロナウイルス
に罹患したら…

比叡山を借景とした
丁寧で奥深い
圓通寺庭園

知ればもっと面白い知ればもっと面白い
庭と歴史のハナシ庭と歴史のハナシ

ニワガクニワガク（連載４）（連載４）

　かつてこの地には、後水尾（ごみずのお）天皇の離宮がありました。

　庭園は苔を主体に刈込みと石で構成。大小40余りの庭石は後水尾天

皇が自ら配し、最も比叡山の眺望に優れた地を求めて、この地に離宮

を設けたと伝えられています。

　しっかりと刈り込まれた生け垣をはじめ、人の手により丁寧に作り

込まれた庭園と周囲の自然なままの樹木、そして比叡山。「自然の美

しさと造られた美しさ」が混在したとても美しい庭園です。

　108代目である後水尾天皇は寛永文化の中心人物。寛永文化は江戸

初期に幕府の封建制に対して、伝統や文化を継ぐ町衆と朝廷が中心と

なり京都を中心に盛り上がった文化です。

　江戸幕府を樹立した徳川家康は朝廷や公家を懐柔し扱いやすくする

ため、天皇家に孫を嫁がせ外戚を結び、朝廷のあらゆる権限を制限す

る「禁中並公家諸法度（きんちゅうならびにくげしょはっと）」を制

定するなど、朝廷への影響力を強めていきました。

　後水尾天皇は在位を譲位するなどし、幕府の過剰な介入に耐え、徳

川家の天皇家への乗っ取りを防ぎました。歴史に翻弄された後水尾天

皇が愛した景色を楽しんでください。

　この度の新型コロナウイルスの影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申

し上げます。世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい未だ収束の見通し

が立たない中、医療従事者である先生・スタッフの方が万一、罹患しての休

業も想定されます。その際の、補償の対応ができる協同組合で取り扱いのあ

る保険についてご紹介します。

Ｑ コロナに罹患し入院した場合、保険金は給付される？
Ａ  発熱等の症状が出て、第三者の医師から診断され、入院または、入院と
同等の隔離・自宅療養等を余儀なくされた場合は入院給付金等の対象と

なります。（※但し、新規でご加入の際は告知義務があり、告知内容に

よってお引き受けできない場合がございます。詳しくはお問い合わせく

ださい）

Ｑ 協同組合で新型コロナでの入院で給付対象となる保険は？
Ａ  協同組合で取り扱っている保険では、下記の保険が給付の対象となりま
す。

　保険医協同組合では、この他にも様々な保険を取り扱っており、今回の新

型コロナウイルスによる不安を少しでも拭えるお手伝いができればと思いま

す。これを機に一度保険を見直しませんか？

　病気やケガで入院・自宅療養が必

要な場合、１泊２日の入院から一日

あたり5000円か10000円（加入時の

プランによる）の入院給付金等をお

支払いします。

　病気やケガで入院・自宅療養が必

要な場合、入院日数・加入プラン等

に応じて補償されます。（※スタッ

フも加入することができます）

文：池田祥子（shoko ikeda）

　歴史コラムと庭園探訪史サイトNiwasora主宰。日本庭園文化×音楽の

コラボイベントなどのオーガナイズも手掛ける。

もしもし

万が一の時、万が一の時、
協同組合の保険は対応できる？協同組合の保険は対応できる？

圓通寺　京都市左京区岩倉幡枝町389
京都駅から京都バス45系統「円通寺道」下車　徒歩約10分

フカヒレと美酒と
　柔らかなゼラチン質の食感を楽しむフカヒレ

はそれ自体に味はほとんどないので、鶏ガラス

ープとオイスターソースをベースにして醤油や

鰹出汁、スパイスなども組み合わせて作る煮込

み料理のようなイメージです。

　中華料理は全体的に味わいがしっかりとして

いて、油分も多いので合せるお酒も個性派の物

が良さそうです。

　日本酒は通常熟成すると老ね（ひね）香が出

て味わいが落ちるのですが、氷温熟成や徹底し

た温度管理によって状態の良い熟成日本酒も出

回るようになってきました。（日本酒専門店に

行かないと出会えませんが。。。）

　特に数年寝かせたものは丸みと深みが出て、

アルコール感もまろやかに感じられ、藁のよう

な香ばしいニュアンスが心地よいです。

　ワインも同様の傾向はあるのですが、気楽に

いくのであればロゼの辛口は合せやすいです。

　特に南フランスのプロヴァンスのロゼはキリ

ッとした辛口の中にほんのりと優しいタンニン

がコクとなって感じられるので、手軽な中華と

も絶妙です。

　ベタかも知れませんがドンペリニョン・ロゼ

と高級フカヒレも良いと思います。

　ワインの変わり種でいくとスペインのシェリ

ーも良いですね。

　特殊な製法で作られる酒精強化ワインのシェ

リーは「フロール（酸膜酵母）」という酵母の

作用で特殊な熟成を経ます。

　その中でもフィノの一種「マンサニーリャパ

サダ」は高品質でキレのある素晴らしいシェリ

ーですし、色の濃い「アモンティリャード」は

紹興酒のようなニュアンスを持った品格のある

熟成シェリーです。

　数多ある世界の料理とお酒の組み合わせは日

々のお食事を豊かにしてくれることでしょう。

　これからもいろいろなお酒をご提案させてい

ただきます。

は相性も良いで

すし、スパーク

リングやシャン

パンの辛口ロゼ

　この数カ月で

外食が減り、家

で召し上がられ

る機会が増えて

いると思いま

す。

　私たちも先生

方が家食を楽し

めるように、い

ろいろと試行錯

誤しながら、特別感のある商品ラインナップを

日々考えていますが、４月はフカヒレをご案内

させていただきましたので、今回はフカヒレと

お酒について。

　フカヒレ（鱶鰭）は、大型のサメ（鱶）のひ

れ（鰭）、主に尾びれや背びれ部分を乾燥させ

た中華料理の食材です。

　日本は世界有数の生産国で江戸時代にはナマ

コ、アワビと共に中国（明、清）へ輸出されて

いました。特に気仙沼のフカヒレは品質が高

く、高額で取引されています。

★ 新型コロナでの保険対応についての詳細や、その他保険に関する
お問い合わせは、保険共済部（☎06‒6568‒2230）まで 
ご連絡ください。

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

楽々楽々
酒々酒々
楽々楽々
酒々酒々

Vol.9Vol.9

総合医療保険

長期休業保障制度
（所得補償保険）
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