
去る平成 19年 5月 23日（水）午後 6時 30分より宮城県医師
会館において、第３回通常総代会が開催されました。
定刻、渡部事務局長の司会で開会し、伊東理事長のご挨拶の

後、師研也宮城県医師会会長からご祝辞がありました。出席者
は本人が 27名、書面出席 14名、委任状出席が 8名、合計 49

名で総代 62名の半数以上になり成立を宣言。議長に佐竹央行
先生（仙台支部）を選出し議事へと移りました。

【議　　事】
第１号議案　平成 18年度事業報告並びに財産目録、賃借対照表、損益計算書及び剰余金処分案承認の件

（事業報告を嘉数専務理事、財産目録等を高橋常務理事から説明。中川監事より監査報告が
ありました。）

第２号議案　平成 19年度事業計画並びに収支予算決定の件
（事業計画を嘉数専務理事、収支予算を高橋常務理事から説明）

第３号議案　借入金残高の最高限度額決定の件（高橋常務理事より説明）
第４号議案　役員報酬決定の件（嘉数専務理事より説明）

第１号議案から第４号議案まで、原案どおり満場一致で承認されました。

第５号議案　役員（監事）補欠選挙の件（佐竹議長より説明）

平井達郎監事より辞任届が提出されたことを説明。監事定数１名に対し候補者１名の推薦届出書の届出が
あった旨説明し、定数通りであり、役員選挙規約第 16条（無投票当選）の項により当該候補者を当選人と
決定するか議場に諮ったところ下記候補者の当選が確定し、当人も即日承諾しました。

新監事　　廣　木　貞　一　（名取・岩沼支部）

以上、全議案の審議が終了し、閉会しました。
なお、議案内容につきましては、宮城県医師会報の７月号（７月１日発行）をご参照ください。
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�平成19年度定例協議会報告
�活動報告（各種会議・研修会）
�第8回医協セミナーのご報告

�平成19年度医協セミナーのご案内
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第3回通常総代会報告

■今回のトピックス TOPIX

平成19年5月23日　宮城県医師会館



� 理事会　──────────────────────────────────────────
�第７回理事会 〔平成 19年 4月 25日（水）午後 6時 30分／宮城県医師会館〕
【議　　題】
①第４回常務理事会後の入退会等組合員異動について
②東北北海道医師協同組合協議会平成 19年度定例協議会について
③本組合監事補欠選挙に関する公示について
④第３回通常総代会開催並び提出議題について
⑤平成 18年度事業報告並びに決算報告について
⑥平成 19年度事業計画並びに収支予算について
⑦第８回理事会の開催について
⑧本組合変更登記申請について
�第８回理事会 〔平成 19年 5月 23日（水）午後 6時 30分／宮城県医師会館〕
【議　　題】
①平成 19年度役員報酬決定について

� 関係団体各種会議　─────────────────────────────────────
�全国医師協同組合連合会関係
１）平成 18年度第３回購買部調査研究会 〔平成 19年 5月 18日（金）東京都・全医協連会館〕
２）平成 18年度第４回購買部調査研究会 〔平成 19年 6月 2日（土）東京都・芝パークホテル〕
３）平成 19年度購買担当職員研修会 〔平成 19年 6月 2日（土）～ 3日（日）東京都・芝パークホテル〕
４）平成 18年度第６回購買部会 〔平成 19年 6月 3日（日）東京都・芝パークホテル〕
５）平成 18年度第１回推薦会議 〔平成 19年 6月 10日（日）東京都・全医協連会館〕
６）平成 19年福祉担当職員研修会 〔平成 19年 6月 23日（土）～ 24日（日）東京都・芝パークホテル〕
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去る平成 19年 4月 21日（土）午後 4時 30分より仙台ホテルに
おいて、東北北海道医師協同組合協議会平成 19年度定例協議会
が開催されました。今年度は、宮城県医師協同組合が当番組合に
なっており、出席者は北海道医師協同組合７名、いわて医師協同
組合７名、山形県医師会協同組合５名、宮城県医師協同組合 13
名並びに全国医師協同組合連合会３名、合計 35名の出席で行わ
れました。司会を宮城県医師協同組合・嘉数専務理事が務め定刻
開会しました。
はじめに、当番組合である宮城県医師協同組合・伊東理事長の

ご挨拶があり、次に永井龍行全国医師協同組合連合会会長、師研
也宮城県医師会会長のご祝辞の後、伊東理事長が座長を務め議事
へ入りました。

【報　　告】 【協　　議】
１．協議会当番組合の引継ぎについて １．平成 19年度協議会収支予算について
２．平成 18年度協議会事業報告について ２．全医協連役員改選に伴う「推薦委員」の選出について
３．平成 18年度会計報告について ◇推薦委員として、伊東理事長が選任されました。
４．全医協連所属部会等の活動について ３．情報交換
①広報部会　②福祉部会　③購買部会

以上、予定の議題をすべて終了し、情報提供として全国医師協同組合連合会・齊藤事務局長より「休診共
済会について」と題してご講演いただき、最後に次期当番組合の眞瀬静いわて医師協同組合理事長のご挨拶
で閉会となりました。

平成19年度定例協議会報告

活動報告（各種会議・研修会）

平成19年4月21日　仙台ホテル
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去る平成 19年 6月 14日（木）午後 3時 30分より「第８回医業経

営セミー」（主催：宮城県医師協同組合、共催：宮城県医師会）を

宮城県医師会館にて開催しました。

今回は「クレーム対応実践研修＝ピンチこそチャンス＝」と題し、

「クレーム・トラブル対応」に焦点を当て、栃木県医師会医業経営コ

ンサルタントでもある㈲エファの菊地理恵氏を講師に招きました。

当日は 144名の皆様にご参加いただき、医療機関で実際に発生し

た事例（成功例、失敗例）の話を交えながら、クレーム対応の研修

が行われました。

また、当日会場の都合で参加できなかった方がおられましたことをお詫び申し上げます。再度開催できる

よう菊地氏と日程調整しておりますので、詳細が決まりましたら別途ご案内申し上げます。

第8回医協セミナーのご報告

平成19年6月14日
第8回医業経営セミナーより

平成19年度医協セミナーのご案内

宮城県医師協同組合では、組合員の皆様にお役立ていただくこと

を目的として、「医業経営セミナー」ならびに「マナーマネジメン

トセミナー」を開催しております。

平成 19年度は「経営」「接遇・マナー」に「人事・労務」を加え

た３分野をテーマとしたセミナーを計６回開催する予定です（第８

回医協セミナーは 6月 14日に開催しました）。

日程等の詳細は、宮城県医師協同組合から別途ご案内申し上げま

す。皆様のご参加をお待ちしております。 平成18年7月20日
第3回医業経営セミナーより

●平成19年度医協セミナー開催予定

第
9
回

医業経営セミナー
～人事は人事（ひとごと）では

ありません～

最近増えている労使間トラブルは何故おきるのか。
職員の採用から退職までに起こりえる問題とその対処の
仕方をお伝えします。

9月
宮城県
医師会館

第
10
回

医業経営セミナー
～決算対策って誰がやるの？～

病医院の経営状況を誰よりも知っているのは院長先生
です。院長先生が思い描いた決算を迎えるための知恵と
情報をお伝えいたします。

10月
宮城県
医師会館

第
11
回

医業経営セミナー
～決算対策って誰がやるの？～

病医院の経営状況を誰よりも知っているのは院長先生
です。院長先生が思い描いた決算を迎えるための知恵と
情報をお伝えいたします。

11月
未　定

（仙台以外）

第
12
回

医業経営セミナー
～病医院の健康診断書を

読みこなそう！～

病医院の健康診断書（＝決算書）を読みこなせれば病医
院の強みと弱みが手に取るように分かり、対策も打ちや
すくなります。一見複雑な決算書を簡単に読みこなせる
方法をお伝えいたします。

1月
宮城県
医師会館

第
13
回

マナーマネジメントセミナー
～患者との
コミュニケーション技法～

患者満足度がアップすれば自然と患者の数は増えていき
ます。口コミ効果を生み出す「患者とのコミュニケーシ
ョン技法」をお伝えします。

2月
宮城県
医師会館

開催テーマ 開催内容 開催月 開催場所
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知らないと損する保険の仕組み
組合員の先生方はご自身でどのような保険にご加入されているかご存知でしょうか？　多くの先生方が何

種類もの保険に加入されており、
①どのような目的でご加入されているのか？
②保険の有効期間はいつまでか？
③どのようなときに給付を受けられるのか？
④保険金は誰にいくら給付されるのか？
など、保険証券を見てもよくわからないというのが一般的であると思われます。さらに、最近は保険金の不
払いなど保険業界で様々な問題が発生しているため、一度整理しておくとよいでしょう。
今回は最近の保険事情に関する３つのトピックスをご案内します。先生方の参考になれば幸いです。

●保険（給付）金不払問題ご存知ですか？

保険会社の保険（給付）金不払い問題が話題になっています。
金融庁の 4月 19日発表によりますと、生命保険各社の保険（給付）金不払いは合計で 44万件、359

億円に達したそうです。今後の調査でさらに増加する可能性が高いと思われます。
各種特約がついた複雑な保険証券の内容を把握できていないと、せっかく受け取れるはずの保険（給

付）金を「請求漏れ」してしまうことがあります。

● 4月に保険料の改訂がありました！
今年４月に生命保険料の大幅な改訂が行われました。
保険商品によっては、かなり保険料が値下げになっているものも出ています。
保険料（掛け金）は長い期間にわたって支払い続けるものですから、少しでも安い方がよいですよね。
現在先生方は月々（あるいは年間で）どの程度の保険料（掛け金）を負担されていますでしょうか？

●保険にも「割引」が登場しました！

★タバコを吸わない方！　★健康状態がよい方！
上記のような方は「割引」が受けられることをご存知ですか？　現在ご加入の保険は「割引」の適用

を受けていますか？　一度ご確認してみてください。

●宮城県医師協同組合事務局 〒980-8633 仙台市青葉区大手町1-5（宮城県医師会館内3階）
TEL 022-722-8241 FAX 022-722-8242 E-mail: ikyo@miyagi.med.or.jp

お問い合わせ先

保険証券一覧表作成サービス（個別相談を利用してみて②）

当院の法人化に際して、保険の見直しをした方が良いと、何人かの先輩から教えていただきました。数件
の保険関係の方々に相談をしましたが、どうも納得がゆかず放置していました。そんな折、宮医協で保険の
一覧表の作成や相談に乗っていただけることを知り、早速申し込みました。リスクマネジメントラボラトリ
ーの担当者から何度かにわたり、どんな保険がどのくらい必要なのか、十分に説明していただき、その後、
各社の中からより良い商品を紹介していただけました。おかげさまで、万一のときも、法人・個人とも安心
でき、私はもちろん職員の退職準備金も用意できるようになりました。これまで、『適当に』『勧められるま
ま』保険に入っていましたが、今回、各社の商品にもずいぶん差があることを知り、良い選択ができたと感
謝しています。

仙台支部　医療法人社団一志会　神経内科クリニック仙台　院長　沖 田 　 直

宮城県医師協同組合では先生方がご加入されている保険の一元管理ができますよう、加入保険の一覧表を作成する

「保険証券一覧表作成サービス」（無料）を実施しております。ご希望の方は宮城県医師協同組合までご連絡ください。

保険の整理をご希望の先生方へ


