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１.日本医師会「医師賠償責任保険」
　日医Ａ１、Ａ２会員は自動的に加入となり、免責額は100万円で年間総てん補
限度額は１億円となっております。なお、Ａ１、Ａ２会員で希望する人は別途保
険料が必要ですが、日医医賠責保険と合算して１事故２億円、保険期間中６億円
の日医医賠責特約保険がございます。この他に免責を補てんする保険（任意）を
医師協同組合で取り扱っております。

２.和歌山県医師会医学会
　県医師会内に会員の生涯教育と地域医療の推進、向上を図る目的で医学会があ
ります。医学会には次の10専門部会（医会）があります。医師の生涯教育の研
鑽を深めるため、県医師会の入会と同時に部会にも入会されることをお勧めいた
します。又、年に一度和歌山県医師会医学会総会を開催し、郡市医師会・各分科
会より発表された一般演題の中から、学術奨励表彰を行っています。

内科医会、外科部会、小児科医会、産婦人科医会、皮膚科医会、泌尿器科医会、
精神科部会、耳鼻咽喉科医会、眼科医会、整形外科部会

３.福利厚生事業
⑴県医師会が団体契約している生命保険の団体加入が可能。
⑵日本医師会医師年金（私的）に加入できる。
⑶日本医師・従業員国民年金基金に加入できる。（60歳未満の国民年金第１号被
保険者で他の国民年金基金に加入していない者）

⑷和歌山県医師国民健康保険組合
　　和歌山県医師会員とその家族及び従業員の国民健康保険を行うことを目的と
し、医療費の支払や保健事業などを行い、医療保障と福利厚生を行います。

会員の特典5

　医師会は、医道の高揚、医学・医術の発展普及並びに地域医療、地域保健、生
涯教育の推進などを目的として、医師のプロフェッショナル・フリーダムを守
り、医業経営基盤の安定を目指して活動を行っています。
　現在、我が国の医師総数は約28万人で日本医師会会員は16万５千人、その内
勤務医が約50％を占めています。

医師会とは1

　世界に類を見ない速度で進行している少子高齢化、底が見えない経済不況な
ど、不安定要素が数多く氾濫しており、全く予想がつかない状況であります。
　我々医療関係者にとりまして、時代を超えて一貫して不変のものは、県民の健
康と患者さんの苦痛を排除するという姿勢です。
　勤務医の皆さん、各位の英知の結集は、必ずや明るい、しかも生きがいのある
時代への展望をもたらしてくれるものと確信いたしておりますので、医師会にご
入会いただき一致結束して活動していきましょう。

最近の医療情勢は2

　郡市医師会にご連絡ください。入会申込書等必要書類をお送りします。
　医師会は、郡市医師会の会員をもって構成されていますので、まず郡市医師会
に入会いただきます。郡市医師会では県医師会のみならず、日本医師会への加入
申込の受付も行っていますので、郡市医師会入会の際には県医師会はもとより日
本医師会にも是非ご入会ください。

入会の手続き3

［県医師会］
Ａ　会　員…病院・診療所（公的医療機関等は除く）を開設する個人あるいは法

人の代表者並びに管理者及びそれに準ずる者等
Ｂ　会　員…上記に該当しない者

［日本医師会］
Ａ １ 会 員…　病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
Ａ２B会員…　勤務している会員で医賠責に加入者
Ａ２C会員…　医師法に基づく研修医で医賠責に加入者
Ｂ　会　員…　勤務している会員で医賠責に加入しない者
Ｃ　会　員…　医師法に基づく研修医で医賠責に加入しない者

会員の種類と入会金、年会費（平成25年4月現在）4

地域医療へのチャレンジ──

※日本医師会の入会金は不要
※郡市医師会の入会金・年会費につきまし
ては、各医師会により違います。詳細は
郡市医師会にお問い合わせください。

会費（年額）
Ａ １ 会 員
Ａ２B会員
Ａ２C会員
Ｂ　会　員
Ｃ　会　員

1 2 6 , 0 0 0 円
8 2 , 0 0 0 円
3 9 , 0 0 0 円
2 8 , 0 0 0 円
6 , 0 0 0 円

会費（日本医師会）

会費、入会金（県医師会）

Ａ　会　員
Ｂ　会　員

7 2 , 0 0 0 円
2 2 , 0 0 0 円

2 0 0 , 0 0 0 円
5 , 0 0 0 円

会費（年額） 入会金

※A会員は上記の基本会費と別途、特別会費が必要です。

和歌山県医師会
〒640-8514 和歌山市小松原通１丁目１ 県民文化会館　TEL.073-424-5101　FAX.073-436-0530

http://www.wakayama.med.or.jp/
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普通預金
　社保・国保診療報酬等のお受取り、医師年金をはじめ、各種年金の受取口座としても
ご利用いただけます。 医師会関係諸会費等の“自動引き落とし”に便利です。
定期預金
　スーパー定期預金・大口定期預金（１千万円以上）の取扱いをしています。
積立定期預金
　ご希望に合わせて、毎月一定額を積み立てる方法又は満期日の１ケ月前迄、回数・金
額を自由に積み立てる方法があります。
定期積金
　納税資金や旅行積立等の目的に合わせて毎月一定額を積立する預金です。基金引きや
給料振込の口座指定等のご利用で、自動的にお積立いただけます。

ご預金

●医療機器購入ローン
　医師協同組合からご購入の場合は特別利率でご利用いただけます
電子カルテ・レセコン等医療機器のご購入に。新規ご開業時にもご利用ください。
●新規開業支援ローン
　先生方のご開業を積極的に支援します!!
●診療所ローン
　診療所の新築・増改築・土地建物購入資金に。
●住宅ローン
　ご自宅の新築・増改築・土地建物購入資金に。
●オートローン
　お車のご購入に。
●教育ローン
　入学金、授業料、留学資金などお子様の教育資金に。

当組合では組合員の皆様のお役に立てるよう、各種ご融資商品をご用意しております。
新たに必要なご資金はもとより、他行からのお借換えにもお役立てください。

※各種商品のご利用に際しましては、一定の条件がございますので、
詳細及びご融資の返済額の試算等については、
お電話（073-423-2504）又はメール（info@wakayamaishishin.co.jp)で
お気軽にお問い合わせください。

ご融資

　和歌山県医師信用組合は和歌山県医師会会員の先生方の金融機関です。
　当組合は、昭和39年の創立以来、組合員の皆様方にご愛顧いただき、今日に至ってお
ります。
　今後も組合員皆様方のお役に立つ信用組合であるべく努めてまいりますので、ぜひ、
当組合へご加入いただき、各種ローンや各種預金のご利用をお願いいたします。

組合員募集
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和歌山県医師信用組合設立
組合員数378名
業務開始
全国信用協同組合連合会へ加盟
全国信用組合中央協会へ加盟
和歌山県国民健康保険団体連合会と診療報酬の振込事務の取扱いに関す
る契約締結
独立行政法人福祉医療機構代理店契約締結
預金保険機構へ加盟
創立10周年３月末預金残高　615百万円
創立20周年３月末預金残高　2,966百万円
創立30周年３月末預金残高　6,119百万円
全国銀行内国為替制度に加盟、和歌山銀行協会（和歌山手形交換所）に
加盟
総預金100億円突破
総預金150億円突破
組合員数1,159名
創立40周年３月末預金残高　16,366百万円
組合員数1,354名
総預金170億円突破
組合員数1,422名
総預金180億円突破
組合員数1,442名
信組情報サービス㈱（SKCセンター）のシステムへ移行
総預金190億円突破
組合員数1,451名
総預金200億円突破
組合員数1,465名

いししんのあゆみ

会員の先生方をサポートする金融 機関。

和歌山県医師信用組合
〒640-8137 和歌山市吹上１丁目２番４号　TEL.073-423-2504

http://www.wakayamaishishin.co.jp

特別定期積金「ダブル」（取扱期間／平成26年３月末まで）
●利率／店頭表示利率の2倍　●積立期間／３年　●積立金額／５万円以上
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　ドクターとそのご家族にふさわしい信頼と価値ある一枚です。

　医師協CARD（医師協カードとVISAカード両方の特典付き）は１枚で２枚のカード、

「スイッチカード」として、百貨店やホテルなど、全国で約300の有名加盟店と独自の

カード提携を結び、会員ならではの特別割引（還元）や優待を行っております。

　和歌山の新規加盟店も増え、ますます魅力のあるカードになっております。

年会費　●ゴールド／初年度半額
　　　　　　　　　　※家族カードは永年無料

　　　　●一　　般／永年無料
　　　　　　　　　　※家族カードも永年無料

特　典　●会員価格でショッピング
　　　　　加盟店は約300店。百貨店や書店での３～５％の

　　　　　割引・還元などさまざまな会員特典をご用意。

　　　　●ご利用額を高額設定
　　　　　通常のカードよりご利用枠を高額に設定いたしま

　　　　　した。（ゴールド／200万円、一般／130万円）

医師協カード事業

　医師協同組合では、先生方のための保険を各種取扱いしています。

　医療業務リスクをはじめ、自動車保険・火災保険・各種生命保険まで幅広く取り扱い

しています。

●損害保険
★勤務医賠償責任保険制度（20％割引）
　医療行為により患者の身体に損害を与えた場合、法律上の賠償責任を補償します。

★所得補償保険制度（30％割引）
　病気・ケガで入院、自宅療養中の月々の所得を補償します。

★集団扱自動車保険・集団扱火災保険（5％割引）
　和歌山県医師協同組合賛助会員対象の集団扱の取扱いをしております。一般でご契約

いただくよりも割安な保険料でご加入いただけます。

その他、ほとんどの損害保険を取り扱っていますのでお気軽にお問い合わせください。

取扱保険会社
○損害保険ジャパン　○東京海上日動火災保険　○エース損害保険
●生命保険
★希望者グループ保険制度
　割安な保険料で死亡（高度障害含む）保険金を最高4,000万円までご加入いただけます。

★医師協団体扱の保険
　下記、生命保険会社と契約になった保険を「和医協団体扱」とご指定ください。

　月払いの場合は団体扱の割引制度をご利用いただけます。

取扱生命保険会社
○日本生命　○朝日生命　○ジブラルタ生命（旧AIGエジソン生命、旧AIGスター生命）
○メットライフアリコ生命（旧アリコジャパン）　○東京海上日動あんしん生命
○NKSJひまわり生命　○アメリカンファミリー生命

保険事業

　和歌山県医師協同組合は、昭和43年８月に和歌山県医師会員の福利厚生面をサポート

する目的で設立されました。

　当組合は、医療機器から身近な生活必需品、生活設計に寄与する各種保険にいたるま

で、先生方の福利厚生に役立つ事業を担っております。

和歌山県医師協同組合（医師協）とは

●医師協ドクターズツアー
　海外・国内から日帰りツアーまで、ドクターとそのご家族の皆様に満足していただけ

る内容にてご提供しております。

　お正月・ゴールデンウィーク・夏休み、その他随時企画しております。

　また、個人旅行の際は旅行会社をご紹介させていただきます。

提携旅行会社
○JTB大阪中之島支店 ○JTB和歌山支店

○日本旅行企画　 ○グローバルユースビューロー

○名鉄観光　など

●書籍【Knowledge Worker・医師協BOOKS】
　医学書から一般書まで用途に応じて書籍専門オンラインショッピングサイトをご準備

しております。

　ご自宅のパソコンから検索・購入可能、ご請求は医師協からで安心です。

　和書・洋書・DVDまで送料無料（期間限定）にて取り揃えております。

○Knowledge Worker／10％割引

○医師協BOOKS／5％割引

　医学和雑誌・医学洋雑誌（10％）、一般雑誌（5％）

まで幅広く取り揃えております。

●住宅【住宅購入支援サービス】
　リフォーム・一戸建て・マンションのご購入など住まいの事なら医師協にお任せくだ

さい。大手住宅メーカーや大手リフォーム会社、マンション販売会社と提携しており、提

携割引がございます。

●ショッピング
　お中元・お歳暮商品を始め、年賀状印刷など、生活用品全般を特別価格にて斡旋販売

しております。

　家電製品のショッピングサイトJoshin e-shopもHP会員特別価格でご提供しておりま

す。Softbank代理店契約もしておりますのでSoftbank商品のご案内もしております。

購買事業

福利厚生に役立つ事業をサポー ト。

和歌山県医師協同組合（医師協）
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上１-２-４　TEL.073-422-2678　FAX.0120-567-125
Email：info@wmca.or.jp

http://www.wmca.or.jp/

ゴールドカード

一般カード

賛助会員募集中!
○加入資格…和歌山県医師会員の勤務医師
○入会金……1,000円（入会金以外に年会費、賦課金等は一切不要です。
　　　　　　また、退会時には入会金をお返しいたします）
○申込方法…医師協までご連絡ください。お申込書等をお送りさせていただきます。



■有田市医師会
〒649-0316 有田市宮崎町6番地
有田市立病院西棟 3階 365号室
TEL.0737-83-2372
city@arida.wakayama.med.or.jp

■日高医師会
〒644-0002 御坊市薗290
TEL.0738-22-3144
hdk-dr@hidaka.wakayama.med.or.jp

■田辺市医師会
〒646-0033 田辺市新屋敷町1-8
TEL.0739-22-1978
ishikai@tanabe.wakayama.med.or.jp

■西牟婁郡医師会
〒649-2211 西牟婁郡白浜町3771-12
TEL.0739-42-2067
ishikai@nishiguni.wakayama.med.or.jp

■東牟婁郡医師会
〒649-5100 東牟婁郡太地町元浦703-4
南紀パシフィックウイラ401
TEL.0735-59-3403
hmishikai@higashimuro.wakayama.med.or.jp

■新宮市医師会
〒647-0012 新宮市伊佐田町1丁目2-12
TEL.0735-21-1529
ishikai@shinguu.wakayama.med.or.jp

■和歌山県医師会
〒640-8514 和歌山市小松原通1丁目1
県民文化会館 5階
TEL.073-424-5101
ishikai@wakayama.med.or.jp

■和歌山市医師会
〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 3・4階
TEL.073-435-5199
ishikai@washii.wakayama.med.or.jp

■海南医師会
〒642-0002 海南市日方1519-10
海南市保健福祉センター 3階
TEL.073-483-4791
ishikai@kainan.wakayama.med.or.jp

■那賀医師会
〒649-6405 紀の川市東大井350
那賀休日急患診療所内
TEL.0736-77-3151
nagaishi@naga.wakayama.med.or.jp

■伊都医師会
〒648-0072 橋本市東家1丁目3-1
橋本市保健福祉センター 1階
TEL.0736-33-1923
waito@ito.wakayama.med.or.jp

■有田医師会
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-77
湯浅納税協会 2階
TEL.0737-63-5610
office@arida.wakayama.med.or.jp

和歌山県医師会一覧

ご入会お待ちしています

平成25年４月




