
栃木県医師会
医業経営ライフコンサルタントＮＥＷＳ

第２８号 平成１９年８月 発行

バックナンバーのご紹介

【お問合せ先】 栃木県医師会 教育･福祉課 （担当：三沼･田村）

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１ とちぎ健康の森内

ＴＥＬ ０２８－６２２－２６５５ ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８

【お問合せ先】 栃木県医師会 教育･福祉課 （担当：三沼･田村）
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本ニュースのバックナンバー（創刊号～前号まで）は、『栃木県医師会医業経営コンサルタント』のホームページで

常時公開しております。会員の皆様のお役に立つように厳選した、その時々の旬な情報が満載です。ぜひご活用ください。

医業経営に関することなら何でもOKの「よろず相談窓口」。

ご好評につき、引き続き開設中です。経営全般、財務、税務、

人事、生命保険、損害保険、資産運用、その他…

専門の認定コンサルタントが親身になって、あらゆるご相談

をお受けいたします。左記までお気軽にお電話ください。

http://www.tochigi-med.or.jp/~consｕl

よろず相談窓口（県医師会内）

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

※このニュースは、栃木県医師会会員の皆様の福利厚生を目的として発行しています。

第２８号メニュー

平成１９年度
医業経営セミナーのご案内

医業経営ライフコンサルタントグループ
各種サービス（無料）のご案内 生命保険一覧表作成サービス

魅力あるテーマをご準備しています。

ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

税務 会計

「生命保険の点検時期って？」＆「単利と複利」９保険と金融商品の豆知識保険 金融

改正医療法に対応した 「安全管理のための整備」 に

役立つツールの活用

１１医療リスクマネジメント医療安全

求人依頼と広告募集のポイント ～ 良い人材を発掘するために ～１０人事・接遇マナー人事 接遇

次期診療報酬改定に向けて

（在宅時医学総合管理料の届出の検討）

８診 療 報 酬

大きく変わる診療所経営７医療制度改革法律 行政

「ふるさと」に税金で恩返しを。－「ふるさと納税研究会」発足－６税 務 改 正

退職金をなぜ準備するのか？５退職金制度の見直し

４民間企業に学ぶ経営

貸借対照表の財務管理のポイント３病医院の財務管理

医療機関の経営状況２医療の運営環境

ランチェスター戦略と利益時間１院長の仕事収益アップ医業経営

タ イ ト ルＮＯ年間テーマジャンル

資金調達の多様化



栃木県医師会栃木県医師会『『医業経営ライフ・コンサルタントグループ医業経営ライフ・コンサルタントグループ』』がが

提供している業務内容です。提供している業務内容です。

栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を

提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

相談につきましては無料で行っております。

相談窓口：栃木県医師会

医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局

電話 ０２８－６００－１１７１

＜税務・会計業務＞

医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策

などを始めとして、医業経営をサポートいたします。

＜職員研修業務＞

接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な

職員指導で接遇向上をサポートいたします。

＜医療法人申請業務＞

医療法人の設立は一般法人と異なり専門性が求められています。平成１９年４月には医療

法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分

野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。

＜リスクコンサルタント業務＞

生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で

きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に

活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、

実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。

＜病院機能評価取得支援業務＞

平成１８年３月現在、全国１９９７病院が認定されています。特に難しい基準が求められ

ているのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの

検証結果に対して認定がなされます。

病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ

ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。



＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞

医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら

ない限り、生きたシステムとして定着しません。

また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中

で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

＜Ｐマーク取得支援業務＞

個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。

医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに

情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制

の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。

＜診療報酬請求漏れ対策＞

２年に一度の診療報酬改定に対して、医事の現場対応が後手に回っていませんか。レセプ

トの見直しを通じて同じ診療、同じ患者数でも診療収入増額を図ることが可能となります。

実務経験豊かなコンサルタントが皆様の経営をサポートいたします。

＜開業支援業務＞

開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化

している公認会計士・税理士が支援いたします。

栃木県医師会『医業経営ライフコンサルタントグループ』の活動理念

１．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。

２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。

３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を

提供して、最善の助言をする。

４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。

５．法令・業法の規定をすべて厳守する。



１９年７月２５日（水）

午後７時～９時

宇都宮市

平成１９年度医業経営セミナーのご案内
【事務局】栃木県医師会 教育･福祉課（担当：三沼・田村）

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１【事務局】栃木県医師会 教育･福祉課（担当：三沼・田村）
ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

＊年度は「法律」「経営」「税務」「労務管理」「人事・接遇」のテーマで、

医業経営に役立つ１４のセミナーを実施してまいります。

各セミナーの開催案内は、全会員の先生に送付させていただきます。

日時・場所等が変更となる場合もございますので、必ず各セミナーの開催案内をご確認の上、ご参加賜りたくお願い致します。

地区 回目 セミナー 日時 場所

ホテルニューイタヤ

宇都宮市大通り

2－4－6
028-635-5511

栃木市

第１回

第２回

第４回

第３回

“輝け医療現場のスタッフ達”
～患者さんの心を動かす極意～ホスピタリティーの意味を十分理解しよう

講師 （有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

目からうろこ！
医院長の本当の仕事と収益アップクリニックを目指して

講師

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

問題が目白押し・・・

必見！労務管理のポイントと対策特集

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

なるほど！ヒント満載！！
クリニックの増患対策＆マーケッティング戦略

講師 ㈱リスクマネジメント・ラボラトリー 取締役 安川 聡

１９年４月２６日（木）

午後３時～５時

１９年６月２０日（水）

午後７時～９時

１９年８月２２日（水）

午後７時～９時

１９年１０月１７日（水）

午後７時～９時

サンプラザ

栃木市片柳町

2ー2ー2
0282-23-5711

小山市

第１回

第２回

第４回

第３回

ご存知ですか？

納得！退職金制度の見直し最前線

講師 プルデンシャル生命保険㈱ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ 清水 隆志

知られざる実態！
選らばれるクリニック経営の実例

講師 ㈱エイジー・メディカル・マネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

安心を手に・・・

事業継承と賢い相続対策

講師 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

見逃せない！これが知りたかった！
クリニックの経営改善（財務管理のポイントと活かし方）

講師 田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

１９年５月２３日（水）

午後７時～９時

１９年７月１８日（水）

午後７時～９時

１９年９月２６日（水）

午後７時～９時

１９年１１月２１日（水）

午後７時～９時

小山グランドホテル

小山市神鳥谷202
0285-24-5111

護国会館

宇都宮市陽西町1ー37
028-622-3180

第６回

“輝け医療現場のスタッフ達”
～患者さんの心を動かす極意～ホスピタリティーの意味を十分理解しよう

講師 （有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

２０年２月２０日（水）

午後３時～５時

第５回
病院のこれからの方向性と財務管理

講師 関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次

１９年１１月１４日（水）

午後７時～９時

第４回
労使トラブル急増時代 病医院の労務セミナー

講師

１９年１０月２４日（水）

午後７時～９時

第３回
改正医療法施行 クリニックへの影響について

講師 ＫＰＭＧエムエムシー㈱ 代表取締役 佐久間 賢一

１９年９月１９日（水）

午後７時～９時

第２回

悩み不要！知らぬと怖い・・・

クリニックの税務調査のポイントとケーススタディ

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

ホテルサンシャイン

宇都宮市東宿郷2-3-1
028-633-0120

ホテルニューイタヤ

宇都宮市大通2-4-6
028-635-5511

第１回

特別緊急企画！

ドクターのライフプランと金融商品（保険と資産運用）

講師

護国会館

宇都宮市陽西町1ー37
028-622-3180

１９年５月１６日（水）

午後７時～９時

コンセルト社会保険労務士法人 代表社員 多田 智子

㈱アセットマネジメント・ラボラトリー 代表取締役 中澤 宏紀

済

済

済

済

済

済



生命保険一覧表作成サービス生命保険一覧表作成サービス

入院されたり、万が一の時には、自ら請求しない限り保険金は支払われません。

ところが、多くの先生方が何種類もの保険に加入されていますので、「いざ」と

いうときに、どこのどのような保険に加入されていたか正確にはわからない

ということが大変多いようです。もしも保険証券を紛失されていたら・・・・

★ご加入の生命保険を一覧表にすることで・・・

・ 被保険者別、証券別にすべての項目が整理できます。

・ 保険の有効期間、支払期間が一目瞭然となります。

・ 保障額の合計、支払額の合計が明確になります。

・ 損金処理額、貯蓄額も明確になります。

・ 入院保険がどこに、いくら付加されているか、わかります。

さらに、生命保険は 「生活習慣病」 にもたとえられますが、取り返しのつかない症状

が出る前に、一覧表を作成してみることが、保険の健康診断になります。

これまでに、多くの先生方の一覧表を作成してきましたが、保険の全体像を俯瞰する

ことができた結果、１千万円単位で無理･無駄を改善できた先生が殆どであり、

たいへん喜んでいただいているサービスです。

別添の「生命保険一覧表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、

お電話またはＦＡＸにてお申し込み下さい。

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

各種サービス（無料）のご案内



【テーマ１】 ランチェスター戦略と利益時間
「院長の仕事収益アップ」シリーズ②

【テーマ１】 ランチェスター戦略と利益時間
「院長の仕事収益アップ」シリーズ②

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

私どもの関与先で先生１人従業員４人いる内科で毎月診療収入が医薬分業で一千万を

超える診療所がある。朝の診療の始まる時間が午前７時３０分からで、出勤前のサラリ

ーマン等を午前９時まで診察する。午前９時から１２時までが一般診療を行い（主に老

人の国保の患者）、午後３時から５時までが在宅診療で、午後５時から７時３０分まで

が一般診療になる。県北の診療所で寡占状態に診療圏を確保している。

第２次世界大戦の初頭、日本軍の零戦闘機は、性能と操縦技術で、米軍のグラマン戦

闘機を圧倒していた。ある時零戦は散々にやられて玉砕するようになった。それは零戦

１機にグラマン３機で挑むと米軍の損害はほとんどなく零戦の全滅となった。米軍は第

１次世界大戦の頃、イギリスのエンジニアであったF．W．ランチェスターが発見した戦

争の法則、方程式を利用したのであった。勝ち方の原則それがランチェスターの法則で

あった。弱者逆転の法則である。

（１）ランチェスターの法則第１の法則（１対１の戦い）

戦闘力＝武器効率×兵力数

戦国時代の織田信長は戦国から近世への扉を開いた革命寵児でした。当時最強の武

田軍団に３千丁の鉄砲と３段打ちで相手を敗った「長篠の戦い」はあまりにも有名

である。大して実力もない足軽に鉄砲という武器を持たせ、一騎当千の武田騎馬軍

団の強者をうち破ったのであった。又接近戦で戦う槍の長さも相手の槍の長さより

長くして、更に突くだけでなく３間半の長い槍にたたく機能まで持たせ武器の革新

をしたり、当時木製の戦闘船だったのを鉄製戦闘船を造らせて戦い、尾張を統一し

た。では貴方の病医院の武器は何ですか。

１，ハード；建物、医療器械、IT

２，ソフト；医療技術、病診連携、老人保健施設

３，ソリューション；セカンドオピニオン、情報ネットワーク

４，ブランド；特殊技術、評判、信頼、安全

５，オペレ－ション；スピード、マンパワー、アカンタビリティ



（２）ランチェスターの法則第２の法則（集団対集団の戦い）

戦闘力＝武器効率×兵力数の２乗

例えば３人対５人の戦いでは通常では５人の方が２人多いので５人の方が勝つこと

は想像できる。それは２人多いからと考えるとそれは早計で間違い。３人の２乗は

９人、５人の２乗は２５人。２５－９＝１６、即ち５人の内４人が生き残るのであ

る。

零戦１にグラマン３は１の２乗は１，３の２乗は９，即ち９対１で戦った訳だか

ら、零戦は全滅した。ランチェスター第２法則を知らずして戦うことが、いかに無

謀かが解る。

子どもの頃父親に他人の３倍働けば勝てる、1番になれると。これは精神論、根性

論でなく科学的なのである。

（３）３：１の法則（さんいちの法則）

忠臣蔵の大石内蔵助率いる赤穂浪士が吉良邸討ち入りで、敵１人に赤穂浪士は３人

１組で戦ったのがその成功の秘訣だったのです。これなら相手の腕前が少々優れて

いても勝てるのです。

働く時間は８時間、休憩時間１時間取るので実質７時間労働。それでは人の３倍働

くとは７時間かける３倍の２１時間かというと、そんなに働かなくとも３倍になる。

即ちランチェスターの法則第２法則を使えばよい。√３倍働けばよい。√３＝１．

７３倍だから７時間×１．７３＝１２時間働けば他人の３倍働いたことになる。

冒頭に紹介した診療所は約１２時間毎日働いているので他人の３倍努力しているこ

とになる。寡占の１２時間。独占の１４時間と言われる所以である。

利益時間戦略でこの診療所は他の診療所を圧倒し、さらに武器において栃木県の診

療所で第１番でデジタルレントゲン装置を購入し、ＩＴで内視鏡から全てのできう

る医療器械をサーバーで一元管理し、顧客には大型パソコン画面２台で説明し、最

後にカラープリンターで患者にアウトプットして情報提供しているので高収益が確

保できた次第であります。

ランチェスター法則による「利益時間戦略」で勝つことは意外と応用ができるので

はないでしょうか。
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ＫＰＭＧ ＭＭＣ 株式会社 代表取締役 佐久間賢一

医療機関、特に診療所の経営状況を知る資料として公表されているものでは、中央社

会保険医療協議会による「医療経済実態調査」と株式会社TKCによる「TKC医業経営指
標」の2資料が、診療科別に集計されて且つデーター数が多く、自院の経営状況との比較
検証する際に活用し易い資料と言えます。

両資料のデーター数と集計期間を平成17年分報告書で比較してみると。

診療所 データー数 集計期間

医療経済実態調査 1,168 平成17年6月

TKC医業経営指標 4,873 平成17年1月～12月

医療経済実態調査は、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とし

て、全国の医療機関から無作為に抽出した施設を対象として、隔年毎に6月の収支状況、

一日当たり患者数、従業員数等の調査項目に関する回答を集計したものです。

収支計算は平成17年6月単月の数値で掲載されている為に、季節変動の大きい診療科目や

人件費に専従者給与、医療法人の場合には理事長報酬も含めて給与一括で計上されてい

る点等、医療経済実態調査の目的が基礎資料整備にある為、自院の経営実態との比較分

析する際には単純比較がし難い点が残り、資料として利用する上ではその点を考慮しな

ければなりません。

一方、株式会社TKCによる資料は全国のTKC会員会計事務所が使用する会計システム

から、平成17年度において処理した医療機関の財務データーを集計分類し作成したもの

がTKC医業経営指標です。

医療経営実態調査と大きく異なる点は決算数値をベースに分析されている為、1年間の経

営結果の比較、分析が行ない易いという利点を有しています。



又、経営指標の分類が次のように行われており、自院に一番近い経営形態の指標を見

ることが可能になっています。

・診療科別 内科・外科・整形外科・産婦人科・小児科・精神科・皮膚科・

泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科

・形態別 個人・医療法人

・病床別 無床・有床

・処方別 院内処方・院外処方

・地域別 北海道、東北 関東 東海、北陸 近畿 中国、四国

九州 三大都市(東京23区、大阪市、名古屋市)

全国平均

・MS法人 MS法人の業務は不動産賃貸及び動産リースに限定

内科の事例で見かたのポイントを見てみると、前ページの一番上の欄を見ると、個

人、無床、院内処方を実施している内科診療所の経営数値を集計してあることが分かり

ます。

地域は関東(茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県、千葉県、東京都下、神奈川県、

埼玉県)にある医療機関から、115件のデーターが抽出されています。

診療収入は99,657千円で保険診療と自由診療とに分類されており、自費率6.4%となって

います。薬品材料仕入高は34,153千円で差益は34,3%、検査等の委託費は2,214千円で

対収入費で2,1%となっており、自院の医療費用数値と比較検討して頂きたい経営上重要

な数値です。

人件費も専従者を除く職員だけの人件費は15,264千円で対収入費15,3%となっており、

看護師等の専門職の人数で大きく差が生じるので一概には言えませんが、大いに参考に

なる数値です。

最終利益、すなわち個人形態では個人所得を表す税引前当期利益は26,010千円、診療収入

に対して26,1%となっています。

医療機関の経営数値の比較検討は、同じ内科でも診療行為によっては医療費用にも違

いが生じるので単純比較は難しいですが、一つの検討資料として活用して頂きたい指標

です。





【テーマ３】 貸借対照表の財務管理のポイント
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田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は貸借対照表の財務管理のポイントについて検討してゆきます。

Ⅰ 貸借対照表はどんな表、役割は何か。

貸借対照表（バランスシート・Ｂ／Ｓ）は病医院の一定期日の財政状態を表わして

います。財政状態とは、資産（財産）や負債(借りたお金)、純資産（自分のお金）

の状態を示したもので、資金調達（負債資本）や資金運用（資産）、自己資本など

の大小を把握します。資産と負債の適切なバランスが大切です。借入金などの負債

が大きいと財政状態に問題が生じますので、早急に資金調達などを見直さなければ

なりません。

合計 ××合計 ××合計 ××合計 ××

資金調達資金運用負債

および

資本

資 産

Ｂ／Ｓ Ｂ／Ｓ



負債及び

純資産合計 4,000資産合計 4,000

純資産

2,000

固定負債

700

固定資産

2,500

負債及び

純資産合計 4,000

流動負債

1,300流動資産

1,500

Ⅰ資産の部

1.流動資産 1,500

2.固定資産 2.500

資産合計 4,000

Ⅱ負債の部

1.流動負債 1,300

2.固定負債 700

負債合計 2.000

Ⅲ純資産の部

1.資本金 1,000

2.資本剰余金 0

3.利益剰余金 1,000

純資産合計 2,000

他
人
資
本

自
己
資
本

Ⅱ 貸借対照表の財務管理的見方

貸借対照表は通常「報告式」と呼ばれる書式で作成し税務申告しますが、

下図右の「勘定式」に転換すると分かりやすく理解できます。

流動資産・負債は、１年以内に回収されて支払われる債権・債務を示し、固定資産・

負債は長期のものを表わします。

純資産（自己資本）は、当初投入した資本と、その後に医業活動で得た利益を蓄積し

た、内部利益累計額を合算したものです。



Ⅲ 貸借対照表の財務管理のポイント

・「流動資産＞流動負債」は資金繰りに余裕ができる。

・「固定資産≦自己資本」は資金繰りに余裕ができる。

・「固定資産≦自己資本＋固定負債」は流動負債が少なくて済む。

・「固定負債≦自己資本」は長期借入金などが少なくて済む。

・「自己資本の増加」は資本金の追加投入、利益計上で実現する。

・「借入金の返済」は「減価償却＋当期利益」が返済原資となる。

Ⅳ まとめ

他にもたくさん有ますが、一例を挙げてみます。

利益累計があまり大きくなると、株価（出資評価額）が多額となり相続税の

問題が発生する。

純資産（自己資本）

銀行借入金、薬品仕入債務の支払サイト、利率等の見直しを実施する。手形

借入から証書借入への転換。

流動、固定負債

有遊資産の売却検討や、長期にわたる院長貸付金などは早めに返済をする。固 定 資 産

特に窓口未集金がある場合、不良債権化しないよう早急に回収を済ませる。流 動 資 産

純資産の部がマイナスの状態をいい、銀行等からの新規借入は困難な状態と

なる｡場合により増資や院長等出資者の債権放棄（債務免除が）必要で利益

の出る体質改善が早急に望まれる。

債務超過の状態

管 理 ポ イ ン ト改 善 項 目

自院のＢ／Ｓ検討してみてはどうでしょうか。



１．資金調達の多様化の本質（経営の透明性＝説明責任とは）

現在、企業経営において社会から求められている課題を一口に言えば「利益の質」

を高めることです。「利益の質」とは公共性を阻害せず、むしろ公共性に貢献しつつ、

経営の効果効率を高めて利益を確保するということです。様々なところでコンプライ

アンスが叫ばれていますが、法令順守は最低限度の要求であり、より高い道徳性が求

められ、同時に効率性が図られなければ、企業の永続的な存続が困難というのですか

ら大変重たい課題です。

医業経営においては企業経営に増して公共性が要求されるのは必然であり、その

「利益の質」に対する社会的な要求水準は高まり続けるでしょう。

一方、医業を含む経営者にこのような高次元の要求をするためには、社会も経営者

に次の支援を用意する必要があります。一つはこのような正しい努力をしている経営

者とそうでない経営者を峻別し、正しくない経営者は退場させる適正で迅速な評価制

度の確立です。そうでなければ正直者がバカを見るということになってしまうからで

す。（本来、行政はこの役割に特化すべきであるにもかかわらず、現状ではあまり機

能していませんが、行政の役割の見直しがなされる時期も近いものと考えられま

す。）もう一つの支援は経営者にとって必要となる適切な資金提供の場を広げるとい

うことです。現実の改革には当然資金が必要になるからです。つまりは右肩上がりの

経済が終わった成熟した社会では社会の合理的な資源配分を保証できる制度を確立す

るということが強く求められているということです。（コムスンの退場劇における混

乱は上述のような評価制度が機能していなかったために、合理的な資源配分が阻害さ

れた例の一つです。）前回ご説明した銀行の貸出先への自己査定というのも、この流

れの中で捉えられるべきものです。

そして、経営者が現実的にこれらの要求に応えて継続的に安定した経営をするには、

明快な経営理念の確立と同時に極めて重要なことは、経営における真の説明責任を果

たし、経営の透明性を高めるということです。医業経営者が真の説明責任を果たすた

めには、まず、自己の医業の地域における役割を明確にし、その役割を効果的かつ効

率的に果たしていることを説明する必要が生じます。この真の説明責任を充足させる

ためには必然的に適切な経営管理制度を持ち、外部に公表できる透明性のある体制を

確立せざるを得ないことになります。

このような合理的な経営管理体制の整ったところには様々な資金調達の可能性があ

り、さらに、強固な経営支援体制が用意されるというのが、資金調達の多様化の本質

【テーマ４】 資金調達の多様化
「民間企業に学ぶ経営」シリーズ②
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的な意味であることを認識する必要があるのではないでしょうか。（本当はこのような説

明責任が一番求められるのは中央官僚、政治家、マスコミかも知れません。)

以上のような考え方は、今後様々な資金調達をお考えの方以外の経営者にも、自己の経

営の見直しをする上で必要な基本的な発想であると考えられます。

２．医療機関の資金調達の多様化の具体例

（１）診療報酬の流動化（借入ではなく、基金の信用力に基づく資金の前倒し。）

優良な資産である診療報酬債権を信託銀行等が管理するＳＰＣ（特別目的会社）に

譲渡することにより、診療報酬債権を速やかに現金化することが可能となる資金調達

の手法です。安易な債務の増加を避け、まずは資産の流動化を図るという意味では有

効です。

限度額、流動化の期間、割引率等は信託銀行等により異なり、手数料が掛かります。

（２）資産保有ＳＰＣ(特別目的会社）の活用

従来の医療法の運用では、医療法人はその業務を行うに必要な資産を保有すること

が要件でしたが、その後不動産については長期賃貸借によれば必ずしも医療提供者が

資産を保有する必要がなくなっています。これを受けて、資産の保有は株式会社（Ｓ

ＰＣ）で、医師はＳＰＣとの長期賃貸借契約に基づき医療を提供することが可能にな

っています。

民間企業でも、資産保有による値下がりリスクを事業になるべく影響させたくない

との考えが強く、また、経営再建策の一つとして資産と借入金の圧縮が図られていま

す。

事例的には、ＳＰＣとの建物賃貸借契約による複合型医療モールの建設や、病院を

対象とした不動産ファンド事業の展開、病院及び福祉施設等に投資する高齢化社会に

対するヘルスケアファンドの設定等が挙げられます。

ここでは、対象となる医療機関のキャッシュフロー等経営内容の調査がなされます

が、会計データの信頼性や透明性が問われます。日常から税務会計にのみ関心をもつ

のではなく、病院会計準則にも関心を持ち、外部から客観的な目で見られたときの自

己の経営内容の見直が大切になります。



（３）医療機関債の発行

医療機関債とは医療法人が発行した債券ですが、証券取引法上の有価証券ではない

ため、有価証券取引書の作製は不要です。引き受け先が銀行である銀行総額貸付型の

医療機関債と引き受け先の投資家を募る地域医療振興債の２パターンがあります。

いずれも厚労省から平成１６年１０月に出された「医療機関債」発行ガイドライン

に準拠する必要があります。

医療機関債発行の主な資格要件を簡便に示すと以下のとおりです。

① 医療法人であること。

② 自己資本比率２０％以上を満たしていること。

③ 直近３期以上税引前損益が黒字であること。

④ 発行時のみならず、決算期には決算書等の経営情報を債権者に開示すること。

⑤ 資金使途は医療法人の設備資金に限定されること。

医療機関債発行のメリットとしては次の点が上げられます。

① 固定金利による長期安定資金の確保が可能であること。

② 原則、無担保・無保証で資金調達が可能であること。

③ 医療機関債を発行できるということが、財務の健全性や経営の透明性を患者

や地域住民にアピールでき、他の病院との差別化が可能になること。

実際に様々な地域ですでに医療機関債が発行されています。

近い将来、金利上昇局面が予想され、かつ、医療制度改革が進められて様々な設備

投資の必要性に迫られる事態も予想される現在、上記のような資金調達の多様化への

道を確保することは重要な経営課題です。この課題に真正面から取り組むためにも、

同時に自己の経営内容の改善のためにも、外部から要求されるか否かにかかわらず、

説明責任を積極的に受け入れ、健全な経理処理とその経営内容の透明性を図っておく

ことが大切です。



功労報奨説
社員の功労に

報いたいという思い

引退後、生活の
援助をしてあげたい
という思い

生活保障説

賃金の一部を
退職時まで貯めて
おいてあげたい
という思い

賃金後払い説
※退職金前払い制度の根拠

退職金をなぜ準備するのか？退職金をなぜ準備するのか？

退職金制度は企業の任意の制度です（義務ではない）

Ｑ１Ｑ１ Ａ１Ａ１規定はないが、退職金は支払ったことがあるが、
規定を設ける必要はあるのか？

規定を設けた方がいいでしょう。過去に退職金を支払った
実績があれば、その実績をもとに今後の退職金が評価されます。

Ｑ２Ｑ２ Ａ２Ａ２就業規則の中で「退職金」を規定しているが、
「退職金規定」を作っていないが問題はあるか？

所定の条件が規定されていれば、「就業規則」の中でも、

また別途「退職金規定」に定めても問題ありません。

Ｑ３Ｑ３ Ａ３Ａ３「退職金」を制度化する場合に、必ず
定めなければならない事項はあるか？

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び

支払方法、支払時期を定めなければなりません。

Ｑ４Ｑ４ Ａ４Ａ４「退職金規定」を設けたあと、簡単に変更
することは可能なのか？

制度制定後は賃金と同様に、労働者の意見聴取、届出、

不利益変更の問題が起こりますので、簡単に変更という

わけにはいきません。

企業戦略としての退職金の考え方

社会保障制度としての退職金の考え方

優秀な人材優秀な人材
●給与を高く設定する

↓
支払続けることになる

確保

●退職金制度を制定する
↓

長期勤続を促進できる
確保確保

【テーマ５】 医業経営に役立つ「退職金」を考える
「退職金制度の見直し」シリーズ②

【テーマ５】 医業経営に役立つ「退職金」を考える
「退職金制度の見直し」シリーズ②

プルデンシャル生命保険㈱ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ 清水 隆志



□ 退職金規定は作りたいが、
ポイントがよくわからない。

□ 勤続年数に応じた定額制
の退職金規定である。

□ 基本給に連動し勤続年数
に応じた係数を乗じる退職
金規定である。

□ 退職金制度はあるが、採用条件
には明示していない。

□ 保険などで内部留保しているが、
退職金制度はない。

□ 職員の異動が比較的多い。
特に短期の離職者が目立つ。

□ 同等の勤続期間でも、採用時
の給与水準で退職金に格差が
生じている。

□ 周囲の給与水準が高くなると、
やむをえず給与を引き上げている。

□ 特に貢献した人には退職金を
払うが、他には払わない。

□ 医療法人の理事には退職金を
払うが、職員には払わない。

チェックポイント

これからの退職金制度のあり方

①月例賃金（基本給）と分離
・賃上げと退職金増加を切離すことの実現
・退職金抑制のために諸手当を厚くするなどして、賃金体系を
歪める必要がなくなる。
・年俸制に移行する場合も対応しやすくなる。
②能力要素と業績要素の重視
・能力要素を取り入れることで、必要な人材を確保しやすくなる。
・業績要素は、必要な人材の定着に役立つ。

※退職金の賃金化と廃止
・労働力提供時点での賃金水準を高くしたり、労働力の流動化を
促進する作用が期待できる。
ＢＵＴ
・欲しい人材が定着しなくなったり、中小企業の場合、期待される
ほどの賃金水準アップには繋がらない場合もある。



【テーマ６】「ふるさと」に税金で恩返しを・・・。
ー「ふるさと納税研究会」発足ー 税務改正」シリーズ②

【テーマ６】「ふるさと」に税金で恩返しを・・・。
ー「ふるさと納税研究会」発足ー 税務改正」シリーズ②

浅沼みらい税理士法人 代表社員 税理士 浅沼 孝男

ちょっと前から「ふるさと納税」という言葉を耳にしますが、「ふるさと納税」と

はどういうものですか？

個人住民税の一部を「ふるさと」の自治体に納める制度です。県医師会の先生方

におかれましては、栃木県以外の都道府県の出身の先生もいらっしゃると思います

が、その先生方が、ご自身がお生まれになったり、お育ちになった「ふるさと」に

納めるようなイメージです。

地方の自治体の中には、「教育にお金を投じても、その人材の多くが都会に流出

してしまう」として以前から不公平感があったようです。平成１９年６月１日に開

かれた、第1回「ふるさと納税研究会」の資料の中の「出生から高校卒業までに必

要な費用について」によれば、１人の人材を育成するために、自治体は

約１，６００万円の税金を負担しているとされています。地方の自治体には、「ふ

るさと納税」でこの一部を負担してもらいたい、という考えがあるようです。

また、地方から都会に出た人の中にも、「自分を育ててくれた『ふるさと』に恩

返しをしたい」「離れて暮らしている親の自治体の行政サービスを向上させたい」

と考えている人もいるようです。

ちなみに、「ふるさと納税」と似た制度で、ハンガリーの「パーセント法」とい

うものがあります。納税者が所得税の一部（１～２％）を特定の公益機関に提供で

きる、というものです。スロバキアやリトアニアなどにも同じような制度があり、

日本の千葉県市川市にも「１％条例」という似たような制度があります。

「ふるさと納税」は、いい制度のように思えますね。

確かに「ふるさと」を愛する人の納税意欲は高まるかもしれませんが、次のような

問題点があるとされています。

①「ふるさと」の定義が曖昧

何を持って「ふるさと」とするのかが大変難しいと思われます。「ふるさと納税

研究会」の資料の中の「居住経験のある都道府県の数について」によれば、３ヵ所

Ｑ１

Ａ１

Ｑ２



「以上の都道府県に住んだことのある人は２７．２％です。これらの人は今住んで

いる都道府県の他に2ヶ所以上の都道府県に住んだことがあるわけですから、その

中のどれが自分の「ふるさと」になるのかを選ぶことになるのでしょうか？それと

も単純に生まれたところになるのでしょうか？この「ふるさと」が曖昧だと、自治

体間で税金の奪い合いになることが予想されます。

②自治体間での税金の配分をするためのコストは誰が負担するのか？

管総務大臣が主張している仕組みは、今住んでいる自治体に納めた住民税の１割

程度を、「ふるさと」に振り向けることができるというものです。そうなると、い

ったん税金を預かった自治体は、それを納税者の「ふるさと」に送金する必要があ

ります。これが全地方自治体間で行われることになれば、そのためのシステムを全

国的な規模で作らなければならなくなり、その費用も相当なものになるでしょう。

また税金を徴収する自治体は、自分の懐に入らない税金を自分のところの経費を使

って徴収することになり、その不満も出てくるでしょう。

従って、実際には寄付金税制により、「ふるさと」に振り向けるべき金額を今住

んでいる自治体への税金から控除する方式が中心になるでしょう。

③受益者負担の原則に反している

地方税には、行政サービスの対価として納める「受益者負担」の原則がありま

す。「ふるさと納税」は、これに完全に反するものであり、現時点では一番の問題

点と言えるでしょう。 そこに住んで行政サービスを受けているのに、税金は田舎

に払う、という人がいると、住民の中で不公平感が生まれ、また行政サービスの低

下にもつながる可能性があります。

「ふるさと納税」を成立させるためには、課題も多いようです。税制改正は、年

末にかけてだんだん議論が深まっていくため、今後の議論の成り行きに注目したい

ものです。



今、厚生労働省が進める一連の医療制度改革の概要を端的な言葉で言い表すとする

ならば、「医療提供体制の更なる効率性追求により医療費の適正化を図る」というこ

とに収斂されるのではないでしょうか。

医療提供体制の効率性追求とは、言うまでもなく医療機能の分化と有機的連携を意

味します。医療計画に新たに加えられた4疾病5事業は、文字通りの地域内ネットワー

クの構築を目指すものですし、来年度から創設される後期高齢者医療制度も在宅主治

医を中心とする連携体制による医療提供体制の定着を目指すものです。

政府が2011年を目途にプライーマリバランスの達成を目指す中、逼迫する医療財

源で加速度的に進む少子・高齢化社会の下で医療制度を維持するには、もはや医療機

能の分化と有機的連携を、これまでのような「掛け声」的なレベルではなく、現実の

ものとする必要に迫られていることは間違いありません。

つまり、従来の病院を中心とした制度改革とは異なり、今、厚生労働省が推し進め

ようとしている医療制度改革は国民皆保険制度の維持を賭けた未曾有のプロジェクト

と言うことができます。そして開業医のあり方についての見直しもその例外ではない

ということです。

【テーマ７】 大きく変わる診療所経営
「医療制度改革」シリーズ②

【テーマ７】 大きく変わる診療所経営
「医療制度改革」シリーズ②

㈱ＡＧメディカルマネジメント 医療事業部常務取締役 川俣 喜弘

大きく変わる診療所経営の構図

厚生労働省が示す開業医の将来像

将来における開業医のあり方は大きく二つの方向から示されています。

ひとつは新医療計画下におけるかかりつけ医としての機能であり、もうひとつは後

期高齢者医療制度創設に伴う在宅医療の担い手としての機能です。

新医療計画では、住民・患者を中心に据え、従来の「医療機関完結型医療」から

「地域完結型医療」の構築を目指す中で、例えば4疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗

塞、糖尿病）について言えば、初期診療の有無に関わらず、かかりつけ医による急性

期から回復期、亜急性期までの医療機関紹介及び相談機能、退院後の在宅における継

続的な医療の提供を期待しています。

また、後期高齢者医療制度創設に関しては、在宅主治医を中心とした緊急時におけ

る病院との連携から総合的な在宅医療のコーディネート、さらには看取りまでを開業

医の役割として位置付けています。

まさに患者視点に立った、全人的なかかりつけ医としての機能を求めているのです

（図１）。



一方で、厚生労働省は総合的な診療能力を備えた総合科（総合医）の創設（養成）

も視野に入れています。これは英国におけるＧＰ（General Practitioner）に相当す

るものであり、人間全体を診る総合的な診療を行える医師を確保することで、ゲート

キーパーとしての役割（病院の外来集中回避）を期待しているものと思われます。そ

のような意味で、将来的にはこの総合医（あるいは総合診療医）こそが、かかりつけ

医の役割を担うことになると見ることもできます。

なお、厚生労働省が4月に示した「医療政策の経緯、現状及び今後の課題について」

の中で示された「開業医に今後より期待される役割」4つを表にまとめました（表）。



【テーマ８】 次期診療報酬改定に向けて
（在宅時医学総合管理料の届出の検討） 「診療報酬」シリーズ②

【テーマ８】 次期診療報酬改定に向けて
（在宅時医学総合管理料の届出の検討） 「診療報酬」シリーズ②

平成20年（2008年）診療報酬改定に向けて

次回の診療報酬改定は、2006年の診療報酬改定の影響を検証したもの、さらに５

年後の介護報酬同時改定などを見据えた内容になるのではないでしょうか。過去の診

療報酬改定の動向を考えますと、より厳しい改定（減収改定）になってくるのではな

いでしょうか。そこで、自院が持っている診療体制なかで検討できることの一つとし

て考えていただきたいと思います。

新たに届出を目指す施設基準に向けて

「施設基準」の届出を必要とする項目は、個々の公示・通知・通達で示された基準

以上にて施設・設備を整備していたり、職員を配置していく必要があります。これら

は一定水準以上のレベルの「医療の質」が確保されている証にもなると思われます。

さらに、施設基準の届出は、地域や患者に対するアピール材料との役割をも担ってく

るのではないでしょうか。

在宅時医学総合管理料の届出について

在宅時医学管理料(以降｢在医総管｣と略す)は、2006年の改定時において新設され

た項目であります。ですが、以前には在宅時医学管理料と寝たきり老人在宅総合管理

料があったため、この2項目が統合された形になっています。また、従来の在総診は

定ルールが複雑でありましたが、在医総管に変更されてからは簡素化されています。

今後の医療を見据えたなかで、「自宅の病床化」は避けて通れないものであると考

えられます。そのため、かかりつけ医機能のさらなる発揮が求められる診療所や許可

病床200床未満の病院おいては、在医総管の届出を検討する価値はあると思います。

在医総管の届出状況は、独立行政法人福祉医療機構が公表しているデータ（平成

18年10月現在）によると、全国で約15,300件あり、このうち診療所が約14,500

施設（診療所全体の約14％）、200床未満の病院で約760施設が届出しています。

このような状況ですので、在宅医療を提供している患者の実態や自院の体制の検証

を行って在医総管の届出は、患者及びその家族に対する格好のアピール材料になると

考えられます。施設基準は下記の通りです。

㈱ＡＧメディカルマネジメント 医療事業部取締役 樋口 和良



在医総管の施設基準の内容

平成１８年厚生労働大臣告示第９４号より

イ 診療所又は許可病床数が２００床未満の病院であること。

ロ 在宅医療の調整担当者が１名以上配置されていること。

ハ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。

平成18年保医発０３０６００３号通知より

次の要件のいずれをも満たしていること。

ア 介護支援専門員（ケアマネジャー）、社会福祉士等の保健医療サービス

及び福祉

サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことが

できる体制を確保していること。

他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を努めるとともに、当該保険医

療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。

地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましい。



【テーマ９】 「生命保険の点検時期って？」＆ 「単利と複利」

「保険と金融商品の豆知識」シリーズ②

【テーマ９】 「生命保険の点検時期って？」＆ 「単利と複利」

「保険と金融商品の豆知識」シリーズ②

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 首都圏第一本部長 小野 博史

今回は生命保険の点検（見直し）時期について考えてみます。

生命保険は加入することが目的ではなく、あくまで「問題解決の手段」です。

ですから解決すべき問題に変化が生じた時が点検時期といえます。

では生命保険で解決すべき問題はどんな時に変化するのでしょうか？

それは守るべきものが変化する時です。

< 家族 >

（１）お子様が増えた時 ⇒ お子様が増えればその分だけ保障額をプラスする必

要があります。

（２）お子様が大学を卒業された時

⇒ 特に私大医学部の場合、年間数百万円単位の教育資

金準備が終了します。

< クリニック >

（１）開業資金の借入をした時

⇒ 開業資金の借入金額、借入期間に合わせた保険の加

入になっているかチェック。

（２）医療法人設立時

⇒ 借入金の名義を先生個人から医療法人へ変更した時

生命保険の名義変更が必要となります。

これと同時に個人で加入すべき保険、法人で加入す

べき保険を明確にするために、全体像の点検が必須

となります。

（３）事業承継・後継者がある程度定まってきたら

⇒ 相続対策の為に相続税の支払い原資の確保も必要と

なります。

加入している生命保険が相続対策の役割も担ってい

るか点検が必要です。



単利と複利ではお金の殖え方に大きな違いがあります。

100万円を5%／年利で運用した場合

複利の計算は、1年目は、１００×１０５％ですが、2年目は１０５×１０５％とい

う具合に受取った利益を再投資することで更なる利益を生み出します。例えば、多

くの方が保有している毎月分配型の投資信託ですが、分配金を受取っていく場合と

受け取らない場合では長期的には大きな差が出てきます。出来れば分配金があまり

出ないタイプの商品選択をすることが長期の資産運用では大切です。

㈱ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 中澤 宏紀

＜ドクターのライフステージ＞＜ドクターのライフステージ＞

勤務医
個人開業医

医療法人設立
事業承継・老後生活

●遺族生活資金の確保
●老後の生活資金
●相続対策資金

●ご子息ご息女の教育資金の確保

●開業資金の準備

●医療事故に対する備え

●医業保障（経営上の損失を補填）
●医業承継資金（後継者育成）
●従業員退職金・弔慰金の準備

＜必要な資金ニーズ＞＜必要な資金ニーズ＞

●開業時借入金の返済

●退職慰労金の準備

●休業・所得補償対策

265万円162万円127万円110.25万円105万円複利

200万円150万円125万円110万円105万円単利

20年10年5年2年1年



ハローワークへの求人募集や広告は出せば良いというものではありません。“どのよう
な病医院でどんな人材を求めているか！”など表現や内容を工夫していかなければせっ
かく広告を掲載しても、高いレスポンスは得られません。
採用希望者の多くは、職場において今、自分が持っている能力を生かすことが出来る所、
又、その能力をさらに伸ばす事ができる所を望んでいると言われております。
能力を発揮する事が出来る仕事であれば仕事そのものに興味が持てるようになり、働き
甲斐や満足感を与えることが出来ますが、それとは反対に十分発揮できる環境ではない
と分かると、仕事そのものを苦痛に感じ、先に述べたような働き甲斐や満足感が与えら
れなくなるというわけです。
そのような意識を持っている方々の転職が急増してきている今日、求人募集・広告にお
いてもより工夫をしていくことが求められているのです。

①職場に活気があること①職場に活気があること

②人を大切にするという方針②人を大切にするという方針

③仕事に対する成果などがきちんと処遇に反映されていること③仕事に対する成果などがきちんと処遇に反映されていること

①仕事を通して自己実現を図れること①仕事を通して自己実現を図れること

②能力を試せる仕事が出来ること②能力を試せる仕事が出来ること

③やりがいのある仕事であるということ③やりがいのある仕事であるということ

④能力を伸ばすための教育訓練が充実していること④能力を伸ばすための教育訓練が充実していること

⑤就業規則など曖昧にしていないこと⑤就業規則など曖昧にしていないこと

中途採用者のほとんどは、組織の将来性や成長性（患者様からの信頼性）に関心があ
るといわれています。働いている組織が少しずつでも、将来性があり、成長していくと
いう方向性があれば、賃金をはじめとする労働条件の向上も期待できます。しかしその
反面、これからの発展性が乏しければ働く自分達の条件の向上も期待できません。
医療現場は特に一般企業と違い、より強い信頼関係を結んでいくことが求められている
昨今、一口に“成長性”と言ってしまいましたが、より明確なビジョンをトップは打ち
出しどのような病医院でありたいか！又、どのような人にスタッフとして来ていただき
たいのか！を示していくことが重要となるでしょう。

などをＰＲしていくことも求められています。

特に求人広告などは

そのポイントとは…

【テーマ10】 求人依頼と広告募集のポイント
～良い人材を発掘するために～ 人事・接遇マナー」シリーズ②

【テーマ10】 求人依頼と広告募集のポイント
～良い人材を発掘するために～ 人事・接遇マナー」シリーズ②

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵



今回は、医療リスクマネジメントシリーズの第2回目です。

前号では、改正医療法（4月1日施行）における具体的な優先義務付け項目（①安全に関する職員研修の
実施、②安全管理のための指針の整備、③院内報告制度の整備）の1点目（職員研修）をご紹介しました。

本号では、2点目の『②安全管理のための指針の整備』におけるツールをご紹介します。指針の整備とは、
安全管理指針を作成文書化し、院内に宣言し、その内容を周知徹底することです。
そのため、安全管理指針を作成することが不可欠です。下記のとおり、指針例がありますのでこれを参考
にして指針を作成文書化して下さい。

なお、安全管理指針を作成する際には、１）安全管理に関する基本的考え方、２）安全管理委員会（無
床診療所は除く）、３）従業者研修、４）事故報告等の改善のための方策、５）事故発生時の対応、６）
情報の共有、７）患者相談などの項目を掲載して下さい。

※本ツールの電子データは、弊社の情報提供メールサービスで提供しております（１０月まで無料お試し
期間です）。⇒http://www.sjrm.co.jp/iryo/cc01.html
（連絡先：TEL 03-3349-3501 FAX 03-3348-3267 村田）

ツール２．○○診療所（無床） 医療安全管理指針(例）

１ 総 則

１－１ 基本理念

１－２ 用語の定義

本指針で掲載の用語の定義は、以下のとおりです

（１）医療事故

医療過程の中で生じるすべての人身事故を「医療事故」といいます。

医療安全管理は、医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など医療安全管理体
制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とします。

・・・・・・・・・・・・・・・・取り組むため、○○診療所 医療安全管理指針を定めます。

「医療事故」のうち、医療従事者の過失（不注意）によって発生したものを｢医療過誤｣といいます。

（２）医療過誤

２ 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策

（１）報告にもとづく情報収集

（２）報告内容に基づく改善策の検討

３ 安全管理のための指針・マニュアルの作成

医療事故、ヒヤリ・ハット事例等の報告は、現場の実態把握、改善策を検討する上で重要な情報
となります。このため、・・・・・・報告の実施要領は次のように実施します。

①医療事故の場合

②医療事故に至らなかった事例の場合

事故発生後、管理者への緊急報告を行った後、事故の事実関係を記録し提出します。

安全向上のため、診療所内のリスクの洗い出しを自主的に職員が、管理者へ報告するものです。
このため、報告者を非難したり、その報告によって人事考課をしてはいけません。

管理者は、安全管理指針に基づき、必要な事故防止マニュアル等を作成します。作成に際しては、現
場の事情に則した使いやすいマニュアル作成とするため、大勢の職員の参加が推進します。また、運
用では、・・・・定期的に改訂をします。さらに、マニュアルを改訂時には、改訂内容を全職員へ周
知徹底します。・・・・・・・以下（省略）

【抜粋】

４ 医療安全管理のための研修

５ 事故発生時の対応修

・・・・・・・・・・・(省略）・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・(省略）・・・・・・・・・

【テーマ11】 改正医療法に対応した「安全管理のための指針の整備」に役立つ

ツールの活用 「医療リスクマネジメント」シリーズ②
【テーマ11】 改正医療法に対応した「安全管理のための指針の整備」に役立つ

ツールの活用 「医療リスクマネジメント」シリーズ②

㈱損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部 主席ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 村田勝





貴医院名：

ご担当者：

電話番号：

◆コンサルタントＮＥＷＳについての

ご意見をお聞かせください。

◆本号の中で、特に興味をもってお読みいただいた記事は

どれですか？○表示をお願いします。＜複数回答可＞

（ ）役にたつ

（ ）目を通すが役にはたたない

（ ）読んでいない

（ ）その他

医業経営ライフコンサルタントグループの活動（医業経営セミナー・ニュース等）の中に、

皆様からの貴重なご意見・ご要望をできる限り反映させていきたいと考えております。

今後取組んで欲しいものなどございましたら、お気軽にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で

取り上げてほしいテーマはございますか？

※アンケートのご記入ありがとうございました。ご記入いただきました内容は、上記サービスのご提供、および今後の

当グループ活動の参考とさせていただくことを目的としたものであり、それ以外の用途では使用いたしません。

平成１９年８月発行 第２８号

「生命保険一覧表作成サービス」を申込みます。

ＦＡＸ または お電話 にて お申込みください。

よろず相談窓口（県医師会内）

FAX ０２８－６２４－５９８８

（TEL 028-600-1171 直通）

県医師会 教育・福祉課 担当：三沼

◆医業経営セミナーに対してのご意見または

ご要望等がございましたら、ご記入をお願いします。

アンケートご協力のお願い１

２

「生命保険点検時期って」＆「単利と複利」９(      )

ふるさとに税金で恩返しを６(      )

退職金をなぜ準備するのか？５(      )

資金調達の多様化４(      )

貸借対照表の財務管理のポイント３(      )

次期診療報酬改訂に向けて８(      )

大きく変わる診療所経営７(      )

改正医療法に対応した「安全管理のための
整備」に役立つツールの活用

11(      )

求人依頼と広告募集のポイント10(      )

医療機関の経営状況２(      )

ランチェスター戦略と利益時間１(      )




