
栃木県医師会・認定 

 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第４６号 平成２４年２月  発行  

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・認定 医業経営ﾗｲﾌ･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.jp-tms.com/ 

◆ よろず相談窓口 

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。       

本年度も、医業経営に役立つ情報を提供してまいります。 

◆   医業経営ライフ・コンサルタントグループ  『よろず相談窓口』のご案内 

◆ 『医業経営セミナー』のご案内 

◆ ドクターのための『個別相談会』のご案内 

◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内 

◆ ライフ・コンサルタント 通信 

◆ バックナンバーのご紹介 

病医院経営のセカンドオピニオンとして、 

お気軽にご利用ください。 

ご存知ですか？ ご自分の生命保険 

ジ ャ ン ル 年 間 テ ー マ Ｎｏ タ イ ト ル 

医業経営 医業経営 1 院長の四季（４）   曼陀羅 「人の心」 

法律・行政 診療所経営 ２ 次期、診療報酬改定に向けて 

税務・会計 税制改正・医療機関の税金 ３ 「増税時代元年」の税制改正 

医業経営 
決算書の読み方と 

                経営分析シリーズ 
４ 

決算書の読み方と経営分析 

                        「経営計画の立て方・活かし方」④ 

医業経営 事業承継と相続対策 ５ 平成２４年度税制改正大綱と税制抜本改革 

保険・金融 生命保険と税金 ６ 「生命保険と税金」（４） 

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ 
目指す目標を全員で共有することで 

             職場全体の活性化を向上させる Ｐａｒｔ ２ 

医療安全 医療リスクマネジメント ８ 
医療リスクマネジメントシリーズ（４） 

         「チームＳＴＥＰＰＳ」を使用した医療安全システム構築 



＊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。 

    今年度は計画停電の実施を考慮し、夏と冬の電力使用ピーク時を避けて下記のようなスケジュールに 

    させていただきましたので、何卒ご了承願います。 

 

◆ 平成２３年度 医業経営セミナー の ご案内             

【お問合先】医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局 

        ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１（直通） 

今年度の医業経営セミナーは、医業経営を基礎から学ぶ「医業経営塾」、 

お役に立つテーマ満載でお届けする「医業経営勉強会」を開催します。 
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地区 回目 タイトル 日時 場所 

宇都宮市 

第１回 
明日の病院経営に生かす決算書の読み方 

23年６月14日（火） 

午後７時～９時 

ホテルニューイタヤ 

 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

 

028-635-5511 

 
岩井屋 

 

大田原市中央 

2-13-1 
 

0287-22-2032 

講師 田島会計事務所  税理士  田島 隆雄 

第２回 

新しい税制を踏まえた医療法人の 

                                     メリットと注意点 

23年9月20日（木） 

午後２時～4時30分 

講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役  川俣 喜弘 

第３回 

エファ（実践 接遇）スタッフ向け 
23年9月29日（火） 

午後７時～９時 

講師 
有限会社 エファ  代表取締役 菊地 理恵 

 社会保険労務士 佐藤 智子 

第4回 

今日から使えるセミナー 

                      絶対失敗しない採用育成 

23年10月25日（木） 

午後２時～4時30分 

講師 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美 

小山市 

第１回 
これは経費になる？ならない？と税務調査事例    

23年6月21日（火） 

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 

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男 

第２回 
事業承継・相続 

23年11月22日（火） 

午後７時～９時 

講師 関根公認会計士事務所 税理士 関根 則次 

栃木市 第１回 

クリニック経営の問題点・ 

                          特に自院の問題の見つけ方 

23年10月18 日（火） 

午後７時～９時 
サンプラザ 

 

栃木市片柳町 

2-2-2 

 

0120-20-5711 
講師 ＡＧメディカルマネジメント  取締役担当部長  樋口 和良 

済 

済 

済 

済 

済 

済 

済 

【医業経営勉強会 】医業経営のお役に立つテーマを取り上げます  定員３０名 参加費無料 
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【医業経営塾】  

        ～   院長先生に、診療に専念していただくために  ～ 

       「今のままで本当に大丈夫？」 「誰に相談すればいいかわからない」 「今さら聞けない･･･」 

     医業経営に焦点を当てた、具体的でわかり易いセミナーです！  

                                                        定員10名 参加費１８.０００円（全4講分） 

地区 回目 タイトル 日時 場所 

宇都宮市 

第１回 

日々の記帳と税務の実務・ 

                         経費になる支出ならない支出 

２3年9月27日（火） 

午前１１時～午後１時 

宇都宮東武ホテル
グランデ 

 

宇都宮市本町 

５－１２ 

 

028-627-0111 

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男 

第２回 

正職員・パート職員の労務・給与実務 
23年10月14日（金） 

午前１１時～午後１時 

講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役   川村 浩 

第３回 

わかりやすい決算書の見方と資金繰り 
23年10月28日（金） 

午前１１時～午後１時 

講師 浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川俣 喜弘 

第４回 

新・医療法人制度のメリットとその運営方法 
23年11月11日（金） 

午前１１時～午後１時 

講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役  川俣 喜弘 

済 

済 

済 

済 



 No 1 院長の四季（４） 

                               曼陀羅 「人の心」 
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荻原会計事務所 税理士 荻原英美 

１，ある相続税調査 

税務署より2人の相続税調査官が朝10時に顧客の自宅にやってきた。相続税の調査は必ず2人でくる。

一人が質問する人、後一人は筆記と事実の確認・補助のため。まず被相続人の生前の趣味、住所の 

移転の経緯、家族の状況等質問される。調査は普通2日にわたって夕方まで行われる。 

今回は相続課税財産約2億円の税務調査であった。調査目的は現金預金3千万の申告をしましたが、 

もっと他人名義の、たとえば子供名義になっているが本当は子供のものでなく本来被相続人の財産で 

今回の相続税の申告に含まれるものではという疑念からの調査であった。具体的には生前被相続人が 

本人の金融機関より引き出した8千万について、その使い道がはっきりしないものについての解明が 

主目的であった。なにぶんにも、当該本人は亡くなっており、死人に口なしで、相続税申告に際して、 

過去5年間の預金通帳につき、その出し入れについて不明金は調べて申告したのだが、相続人7人いた 

ので本家を離れ自宅を守っている人のみの預金通帳を調べるだけが、事情から精一杯だった。だが、 

税務署は国税通則法に基づく質問検査権により、銀行、郵便局、証券会社等過去５年間に渡る膨大な 

資料調査による準備のもと調査に来た。当方が申告にさいして納税者から見せてもらえなかった通帳 

やら、思いもよらず申告に際して、慎重に聞き取り質問したにもかかわらず、相続人も全く思い出せ 

ないような資料が出てきた。被相続人は創業者であったので一切を他人の手を煩わせることなく、死ぬ 

間際まで金銭銀行の事務を自分一人でやっていたので相続人も分からずじまいのことが多かった。 

そのため8千万の行方不明金の解明には大変な作業を強いられ当事務所が一手に引き受けて調べたが、 

どうしても判明しない３千万が残ってしまった。万事窮したのだが、被相続人は私が尊敬する経営者 

の1人で性格もよく存じ上げていたので、相続人に、もしかして生前にお孫さんにことあるごとにお 

小遣いをあげていたのではないのですかと質問すると、お祝い事、誕生会事、法事等くるたびに、 

まとまったお金をあげていたことが判明。その経緯と記事を書き取り、総額８千万不明金、無事税務署 

より認められることになった。また、ある相続人が500万の預金入金があったのが、被相続人からで 

なく、母親からの生命保険満期金をもらい受けていたものと判明、これは贈与税の対象になるので、 

母親に返還すれば税金免れること助言し、そのように実行し、これも事なきを得た。税務調査開始より 

4ヶ月かかっての苦闘の末何とか調査終了下した。ただ、今事業を引き継いでいる跡取りが、有価証券 

を生前被相続人より贈与を受け売却してしまった６００万については相続税がかかってしまい修正申告 

をした。この間当方としては7人の相続人に迷惑がかからないようにと精一杯寝ても覚めても、この 

1件に集中して仕事に励んだが、残念ながら一人の相続人からは感謝の言葉なく、こんなに長く調査に 

つきあわされて、本当に暗い毎日が続いて大変だったと嫌み言われたときには、自分の努力のなさと 

説得なさに疲れがどっと出た。しかし他の違う相続人から本当によく最後まで忍耐強く一所懸命やって 

もらい感謝しています、といわれて救われる思いもした。 

 



-4- 

２，虚偽記載 

ある事業所で接待交際費科目に虚偽の記載支出があった。これは経費にならないので事業主貸で処理 

せねばならないですと諭した。領収書は贈答品代となっているが実際は家族の身につける宝飾品代で 

あった。税務署が来て税務調査をすればデパートに行って内容を調査すればすぐ分かってしまうこと 

と、さらに後で税金の他に35パーセントの重加算税もおまけに課税されますとお話ししてもなかなか 

理解してくれず、他の科目についても疑義ある処理が見受けられる事話す。会計事務所はそこをうまく 

やるのが役割だとも言われ、さらに経営について色々な助言してくれるが余計な心配は無用と言われ、 

担当職員がうなだれて、今後どのように指導助言したら良いのか分からないと泣きを入れてきた。 

職員に税理士法上、不正が発見されたらそれを正す義務があるし、根気よくあいての機嫌を損ねない 

ように説得するのも我々の仕事ですと諭し、さらに自分が信じることを信念を持ってやってこそいい 

職員になれるチャンスだと励ましてやった。幸いにもその顧客は後日、担当者の助言に応じて、私ども 

の処理に納得してくれたので胸をなで下ろしている。お医者の先生方は尊い生命を預かる聖職と考えて 

います。私ども会計事務所は、当然お客様の税務につき安心と安全、そして永遠の継続を願って仕事を

するこが使命と誓っています。同時に国家の自由資本主義の礎でもあると職員に教えています。人間高 

邁な理念と使命感を理想としたときに、生き甲斐やりがいが心底醸成されるものと信じています。お客 

様と当事務所の心が一つになり、院長先生と働く社員の心がひとつになったとき経営はうまく循環する 

ものと考えています。 

 

３，賀春の詩 

   新年に当たり当職員に送った、つたない詩をご披露します。 
 
①   私の身の回りを、小言を言わず、世話をしてくれる妻がいる。有り難う 
      私の小言を、真面目な顔をして聞いてくれる社員がいる。有り難う 
      私のどうでもよい話を、目をキラキラさせながら聞いてくれる顧客がいる。有り難う 
 
②   今日すごく疲れたな。ゆっくり眠りたいな 
      でも、家族が、社員が、顧客が、私を待っている 
      やっぱり、また頑張ろう 
      そうすると元気が自然に湧いてきて、疲れが飛んでいってしまう  
 
③   守ろうとすると苦しい 
      全て捨てきって、どうせ最初は何もなかった 
      積極的に、楽しんでやろうと思ったら、明るく輝きが見えた  
 
④   褒められると嬉しい 
      非難されるとショックが残る 
      なるべくなら、気に入らないことも、相手をとがめず、諭してあげよう 
      どんな人間だって、短所は長所の裏返し 
      長所を見つけてあげれば、みんな上手くいく  
 
⑤   嬉しいことも、辛いことも交互に、半分半分やってくる 
      辛いことは、人間を渋みのある豊かな人に育てる 
      嬉しいことは、時に人間を有頂天で軽薄な人にする 
      どうせなら、少々のことに動じない、深みのある人間になりたい 



 

No 2 次期、診療報酬改定に向けて 

   

◆ ライフ・コンサルタント通信 
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 ㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 医療事業部取締役担当部長 樋口 和良 

現時点（平成23年12月29日）での診療報酬改定率は0.004％の改定に決まりました。しかし、その 

内容はまだ明確にはなっていません。社会保障・税一体改革素案（案）中で医療サービス提供体制の 

制度改革が掲げられています。その示された方向性は、 

医療サービス提供体制 

＜今後の見直しの方向性＞ 

ⅰ 病院・病床機能の分化・強化 

ⅱ 在宅医療の推進 

 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成 

   すべき目標、医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を 

   充実させる。 

ⅲ 医師確保対策 

ⅳ チーム医療の推進  

地域包括ケアシステム 

＜今後のサービス提供の方向性＞ 

ⅰ 在宅サービス・居住系サービスの強化 

 切れ目のない在宅サービスにより、居住生活の限界点を高めるための２４時間対応の訪問ｻｰﾋﾞｽ、 

   小規模多機能型サービスなどを充実させる。 

 サービス付き高齢者住宅を充実させる。 

ⅱ 介護予防・重度化予防 

ⅲ 医療と介護の連携の強化 

ⅳ 認知症対応の推進 

の方向性が示されています。従って今回の診療報酬改定は、この内容にそった改定が予想されます。 

 このような状況の中で在宅医療の点数は見直し（今回は無理でも２０２５年向けては評価）される

のではないでしょうか。そして、在宅医療を担う医療機関としては以下の３パターンが考えられてい

ます。 

①   複数の医師が在籍し、自院のみで完結する有床の在宅支援診療所 

②  複数の医師が在籍し、ほぼ自院のみで完結するが、緊急時の入院のみ在宅支援病院と連携する 

      在宅支援診療所 

③   在宅支援病院を含む他の医療機関などと連携・補完し合う在宅支援診療所 

の３つの体制を評価するように考えられます。厚労省が今後中心となる形は、３番目で、多くの診療

所が参入できるように要件緩和をして、連携体制の実績で評価がされそうです。 
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   また、自宅（戸建て）以外への訪問診療（有料老人ホームなど）については、施設類型別に診療 

報酬の算定ルールを変更して、居住系施設に住む２人目以降の評価を見直して、報酬アップを行う 

可能性が高いと思われます。 

  

 このように在宅医療に対するニーズは今後高くなり、診療報酬においても評価がされるようになっ

てきます。そうしますと、在宅医療の現場おいては、臨床面はもちろん、患者・家族対応や情報の 

共有などでトラブルがおきやすくなると思われます。そのトラブルを想定して回避・解決策の参考に 

なればと思い提示してみます。 

  

１．予測と親身な対応で患者・家族との信頼関係を築く 

      ①   診療面で起こりうるトラブル 

        在宅医療で最大のリスクは、急変により自分で診られない間に患者さんがお亡くなりなること 

        だと思います。そこで大事なのが、患者さんの容態変化への対応になると思います。このこと 

        は経験の積み重ねで『予測力』を磨くことだと思います・この力が在宅医療の信頼を高める 

        スキルの一つと思います。さらに大事なことは、患者さんが急変でなくなった場合であっても、 

        誠実な姿勢で症状などを説明すれば、大きな問題に発展することはないのではないでしょうか。 

      ②   介護家族との関係づくり 

        患者さんが、いかに生きてどのように最期を迎えたか、このプロセスが大事であり、この重要性 

        を患者さんやご家族に伝えておく必要があると思います。そして介護家族がいることで在宅医療      

        が成り立ちます。患者さんの意思決定に大きく関与する存在であるからこそ、きめ細かい対応で  

        信頼関係を構築していきます。 

       ③  連携体制を構築する 

        医師一人でやれることは限りがあります。在宅医療においては連携体制を構築することが大事に 

        なります。従って、在宅医療をともに支える訪問看護師、訪問介護員、ケアマネージャーとも 

        密な連携を図り、さらに後方病院の医師と信頼関係を築くことで、『孤立化』してしまいやすい 

        環境を、多業種連携でお互いにスキルアップをしていくことが大切になると思います。 



 No 3  「増税時代元年」の税制改正 

      浅沼みらい税理士法人  代表社員税理士    浅沼 孝男    
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Ｑ１．昨年末に、「消費税引き上げ」など、税制改正の話題がニュースとなりました。来年度の税制 
改正はどのようになる予定なのでしょうか？新聞紙上に、「社会保障・税一体改革素案」という文字を
よく見ますが、これが税制改正のことなのでしょうか？ 
  
Ａ１．まず、税制と直結する「予算」の話です。政府は、平成２３年１２月２４日、一般会計総額が 
９０兆３千億円となる「平成２４年度予算案」を閣議決定しました。 
 前年度から見ると２兆円余り少ないように見えますが、一般会計から切り離した「基礎年金の国庫 
負担分」と特別会計の「東日本大震災復興費」を加えると、総額で過去最大の９６兆７千億円の規模と 
なります。 
  

平成２４年度予算のポイントは以下の７つです。 

①税収が３年連続で新規国債発行額を下回る。年の「収入」よりも、新たな借金を多くしないと「支出
」がまかなえない状態が続く。 
 
②国債依存度は４９％と前年に引き続き最高水準。国の借金の総額は９５４兆円・対ＧＤＰ比の２００ 
   ％超へ（先進国の中で突出）。 
 
③基礎年金の国庫負担分（５０％負担・２．６兆円）については、交付国債で先送りをする。 
 
④東日本大震災復興費３．８兆円については、特別会計を新設する。 
 
⑤社会保障費２６．４兆円は、昨年度比８．１％減であるが、昨年度まで一般会計だった基礎年金の 
   国庫負担分を入れると、０．４％の増。 
 
⑥一般会計ベースの公共事業費は前年度を下回るが、震災復興費を加えると５．３兆円とプラスに 
   転じる。 
 
⑦特別枠の「日本再生重点化措置」は、当初見込みより増額され１兆円強の予算となる。「成長戦略」 
  「教育・雇用」「地域活性化」「安心・安全社会の実現」の４分野。 

この平成２４年度の予算編成の基礎となった平成２４年度の税制改正ですが、今回の税制改正は 
三段階に分かれており、これは過去に前例がありません。 
 
①既に改正が「確定」している「税制改正」の内容 
昨年の「平成２３年度税制改正案」は、ねじれ国会に加え、審議中に起こった東日本大震災で不成立と 
なってしまった。 
その「２３年度の持越しの一部」が「税制構築法」として昨年１１月３０日に成立し、同時に東日本大 
震災の「復興特別税」を創設する「復興財源確保法」も成立した。これらの改正内容は、平成２４年度 
より実施されることが既に確定している。 
 
②昨年１２月１０日に発表された「平成２４年度税制改正大綱」の内容 
これからの通常国会を経て、成立すれば平成２４年４月から実施予定。例年、「来年度の税制改正」と
はこの「税制改正大綱」の内容を指している。 
 
③「社会保障と税の一体改革」の「税制抜本改革 素案」の内容 
昨年１２月２９日・３０日に民主党と政府の両税制調査会にて、「社会保障と税の一体改革」の中の「
税制抜本改革 素案」が了承された。政府は今後の与野党協議を経て、「大綱」としてまとめ、今年度
中に法案として国会提出を予定している。消費税引き上げの内容及びこれに伴う他の税の方向性が示さ
れている。まだ、政府と民主党の中での「了承案」で、②のレベルよりは「手前」の段階である。 
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今回の税制改正の特徴として次の３つが挙げられます。 

 
特徴１ 消費税の引き上げ 
消費税の税率を、平成２６年４月１日に８％へ、平成２７年１０月１日に１０％へそれぞれ引き上げを
行います。そして、社会保障４経費（医療・介護・年金・少子化対策）に充てることを明確にし、「消
費税の社会保障財源化」をします。 
 
特徴２ 復興特別税の創設 
 復興債の償還のため、復興特別法人税を３年間、復興特別所得税を２５年間、個人住民税均等割の引
き上げを１０年間行います。ただし、法人税については、当初予定されていた税率の引き下げを同時に
行っていき、現在との均衡を図ります。 
 
特徴３ 所得の再分配機能の強化 
 「格差是正と所得の再分配機能の強化」は、現政権の税制に対する最も基本的な考え方です。今回の
税制改正では、「大綱」や「素案」にこの考え方が相当入っており、具体的には、所得税について「１
，５００万円を超える給与所得者に対しての給与所得控除の削減」や「最高税率の引き上げ」「上場株
式の配当・譲渡への軽減税率（１０％）の廃止の確実な実施」など、相続税については、「相続税の基
礎控除（非課税枠）の４割縮減」や「最高税率の引き上げ」などが予定されています。 
 
  
 

医療関連の検討事項としては、以下のようなものが挙げられます。 

 
①事業税の社会保険診療報酬に係る非課税措置 
 事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置については、引き続きの検討となり、事業
税における医療法人に対する軽減税率については、平成２５年度税制改正において検討することとされ
ました。 
 また、会計検査院から意見表示がなされている「社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別
措置」の見直しについては、制度の適用対象となる基準のあり方等に留意等しつつ、厚生労働省におい
て適用実態を精査した上で、平成２５年度税制改正において検討することとされました。 
 
②消費税の社会保険診療報酬に係る非課税の取扱い 
    消費税の税率引き上げに当たり、社会保険診療報酬については「非課税」扱いを継続するが、高額の
投資に係る消費税負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対して区分して手当を行うことを検
討する。これにより、医療機関の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制度において
手当することとする。 
   なお、医療機関の消費税負担については、厚生労働省において定期的に検証する場を設ける。 
また医療についての消費税のあり方を引き続き検討する。 
 
＜解説＞ 
    医療機関は保険診療報酬が非課税のため、消費税率引き上げ時の支払い消費税の増額負担について、 
相当の影響が予想されます。特に高額な医療機器の購入時や、薬の院内処方のクリニック、外来は院内
処方でも入院患者のいる病院などが引き上げ分の影響を強く受けます。 
   この問題で「高額な投資のうち一定のもの」については、「区分して手当を行うことを検討」すると
なりました。そして、引き上げ時の対応全体としては、診療報酬など医療保険制度内で手当する方針で
す。 
   しかし、今後ずっと「医療保険制度内」で見続けられるのか、医療と消費税について、別の方法の導
入ができないか検討が必要です。 
  
※この内容は、今後、国会審議等により内容が変更となる可能性がありますので、ご了承ください。 
 



 No 4  決算書の読み方と経営分析 

                「経営計画の立て方・活かし方」④ 

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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   これまで３回にわたり決算書の読み方や経営分析の活かし方などについて学習してきました。 

これらは医業経営に関する基礎知識であり、これを具体的な現場である病医院の経営に活かすため 

には、経営計画が必要となります。 

   この経営計画により知識を実践に誘導する効果が得られます。 

   今回は病医院の経営計画の立て方や活かし方について、導入の初期段階を想定しながら学習したい

と思います。 

 

Ⅰ 中小企業や中小病医院では９０％が経営計画を立てていない状況 

   私の経験や認識では多くの企業や医療機関で、経営計画を立てていない現実があります。この状況

では院長先生の医療行為を補助するいろいろなスタッフの方々は、毎日の診療活動を支える業務に 

集中している状態となっています。 

   この事は素晴らしいことであり、立派な姿でもありますが、反面病医院の理念的な方向性を充分 

理解することは不可能ともなります。院長先生も毎日多忙な身であり、日々スタッフに対し診療の 

考え方や今後のクリニックのあり方等について説明する機会は限られているのが現状です。 

   このような状況を改善し、スタッフの教育指針となるものが経営計画の役割となります。 

 

Ⅱ 経営計画の主なもの 

   一般的には次のように分類することができます。 

 

  短期経営計画（１年）            中期経営計画（３年～５年）          長期経営計画（１０年程度） 

  

・短期経営計画は、当期（年度）の年間計画であり、今年の活動計画や利益計画を反映します。 

・中期経営計画は、５年程度のもので、その時点の医療機関の姿を反映するものとなります。例えば 

   医業収入、医業費用、医業利益はどの程度の目標となり、スタッフ数、医師数、患者数、専門特化 

   の診療科は何か等の目標が立てられます。 

・長期経営計画は、１０年程度のもので、当院の診療理念や地域社会とのかかわり方などいわば当院 

   の役割、使命、目標といった理念や方針が中心に形成されます。 
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Ⅲ 導入段階での経営計画の立て方・活かし方 

初めて自院に経営計画を導入する場合を想定して考えてゆきます。 

（１）立て方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）活かし方 

 

②日頃から気になっていることを記述します 

院内の改善すべき点をまとめ、改善目標を設定します。この場
合どんな細かい問題点でもよく、例えばマナー、身だしなみ、出
勤時間、報告のしかた、清掃、電話の受け答え、あいさつ、仕
事の進め方などの諸施策、考え方等、具体化の方法について
まとめます。 

③経営（運営）方針書から始める 
導入段階では、いきなり経営計画書を策定するのではなく病医
院の方針を中心として今後の方向性を述べた「運営方針書」の
ようなものから始めたほうがベターでしょう。 

④院内操業カレンダーを作る 

ここには病医院の主要行事を記入します。例えば、祝祭日、開
院記念日、年末年始休暇、全体ミーティング、委員会、スタッフ
旅行、誕生会などの１年間のスケジュールを前もって策定しま
す。 

⑤単年度利益計画を立てる 
次の会計年度の予定利益計画を変動損益計算書のフォームで
作成します。 

⑥委員会を創設する 
全スタッフを２～３人の構成で１委員会を設けます。クリニックで
すと２つか３つの委員会が可能と思われます。最初はマナー向
上委員会や福利厚生委員会、改善委員会などが考えられます。 

⑦全スタッフに個人業務目標を立ててもらう 
今年はこんな事を目指して頑張りたいなどの決意を表現したい
ものです。 

⑧管理書式を整える 
院内ルールとして例えば電話対応メモ、連絡ＦＡＸシート、日報、
欠勤届、遅刻届、早退届、有給届、委員会報告書、研修報告書
など事前に書式を準備しておくことが必要です。 

策定項目 内容 

①院長先生が自身の方針、モットーを表現します 
病医院開業時の思いや、モットーあるいは運営方針などを院長 
先生の言葉で表現して下さい。 

運用の方法 内容 

①策定は全員で参画する 
最初の１～２年は院長先生、事務長さんが担当して作成し、そ
れ以後３年目位から全スタッフの皆さんが参画し、自医院への
帰属意識を高めたいものです。 

②運営方針書の確認の場を設ける 発表会等を通じて全員で確認すると良いでしょう。 

③絶えず患者様、地域社会に目を向け、継続改善を
実施する。 

毎年少しずつ、より良い方向へ改善し続けることがポイントとな
ります。 

④スタッフのスキルアップを図る、運営方針書を毎年
継続する 

内容はスキルアップを図る項目も入れたいものです。 

⑤取引金融機関に毎年方針書を提出し、信頼関係
を築く 

内容概要を説明し、理解して頂くことが大切です。 



No 5   平成２４年度税制改正大綱と税制抜本改革 

関根公認会計士事務所 公認会計士・税理士 関根 則次 
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 平成24年度税制改正大綱が、昨年12月10日に決定され、相続税・贈与税については、平成23年度

税制改正大綱の中で謳われていながら見送られた相続税及び贈与税に関する大幅な改正（相続税につ

いては基礎控除の引き下げと死亡保険金の非課税限度額の引き下げ、税率の見直し等による課税強化

と、一方、贈与税については、20歳以上の子や孫への課税の緩和措置等）の実現を税制抜本改革にお

いて目指すこととされました。 

 また、24年1月6日に政府・与党の社会保障改革本部が「社会保障・税一体改革素案」を決定し、

閣議で報告されました。今後、この一体改革素案について、与野党間で協議がなされ、税制抜本改革

の大綱が策定され、大綱に基づいて税制改正法案が立案される予定となります。 

 この一体改革素案において、上述の相続税及び贈与税の大幅な改正は23年度税制改正大綱の内容の

まま盛り込まれ、平成27年1月1日以降の相続・遺贈・贈与から適用されることとなっています。 

 この内容は平成23年5月号のコンサルニュースに記載しました。適用年度のみ上述のように変化し

ただけですので、参照してください。  

 社会の動向は、死亡者100人につき4人程度しか相続税の対象となっていない現状を、富の再分配

機能の低下と捉え問題とするとともに、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年層に移転す

ることで需要を喚起し、経済活性化を図るという方向にあるということでしょう。 

 平成23年5月号にも記載しましたが、より細かい生前贈与対策の見直しが必要です。 

 

                                     ―以上― 

 

 



 No 6  「生命保険と税金」（４） 

㈱ 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 
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死亡保険金は、契約形態（誰が、誰にかけて、誰が受取る）によって課せられる税金の種類が以下のように異な
ることは、第44号コンサルタントニュースでご紹介しました。 

契約形態 
課税される税金 

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 

① 夫 夫 妻 相続税 

② 夫 妻 子 贈与税 

③ 子 夫または妻 子 所得税（一時所得） 

生命保険には死亡保険金以外に各種保険金・給付金が、支払われるものがあります。 

保険金・給付金の種類 課税される税金 
入院・通院・手術給付金 
三大疾病保険金 
高度障害保険金 
リビングニーズ特約保険金 
介護年金・介護一時金 

 
 

非課税 

【注】上記の保険金・給付金は、医療法人契約の場合、契約者である医療法人が受け取ります。この時は、 
         雑収入として、課税対象となります。 
  
≪生命保険料控除改正について≫ 
    平成22年税制改正で、生命保険料控除が改正されました。 
    これに伴い、平成24年1月1日以降に新たに締結した生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除 
 が適用されます。 
    改正の概要は、以下の通りです。 
１．介護医療保険料控除の新設 
２．一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更 
３．制度全体の適用限度額の変更 
４．主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、各保険料控除額が適用されます。 
５．身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約（傷害特約、災害特約）に係る保険料は、生命保険料 
      控除の対象外になります。 
  
■各制度における適用控除限度額 

＜旧制度＞ 
全体の所得控除限度額    （所得税10万円） 
              （住民税7万円） 

●一般生命保険料控除 

所得控除限度額     （所得税5万円） 
              （住民税3.5万円） 

●個人年金保険料控除 

所得控除限度額     （所得税5万円） 
            （住民税3.5万円） 

＜新制度＞ 
全体の所得控除限度額   （所得税12万円） 
             （住民税7万円） 

●一般生命保険料控除 

所得控除限度額    （所得税4万円） 
           （住民税2.8万円） 

●介護医療保険料控除 
所得控除限度額    （所得税4万円） 
           （住民税2.8万円） 

●個人年金保険料控除 
所得控除限度額    （所得税4万円） 
           （住民税2.8万円） 

●傷害特約、災害特約保険料 

 ⇒生命保険料控除の対象外 

（＊）所得税・住民税ともに、枠ごと・全体の適用 

  限度額に変更なし 

 

（＊）所得税における全体の適用限度額が拡大。 

（住民税における全体の適用限度額に変更なし。） 

 



 No 7  目指す目標を共有することで職場全体の 
                    活性化を向上させる Ｐａｒｔ２ 

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵 
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前回の11月号では、組織をまとめる上での４つのポイント【①全員が分かりやすい目標の共有化 
②報連相（情報コミュニケーション）の徹底 ③目標に向かっていく為の規範の明確化 ④正当な 
評価】のうち①、②についてお伝えしました。今回は残り③、④の導入の仕方についてお伝えしたい
と思います。 

全体で取り組まねばならない大きな目標は分かっていても、実際に職場内でそれぞれのスタッフが何を 

どのようにすべきか、また行動していけばいいのかということが、ある程度具体的に理解されていない

と行動に移すことは難しいと言われております。新人スタッフを例に挙げてみると、仕事内容は多少分 

かっていたとしても、進め方や職場の雰囲気というものは初めてのことばかり。そのような手探り状態 

の中から、少しずつ時間と共に自分に与えられている役割の進め方や具体的なやり方が分かってくる 

ようになると、自ら動き出すことが出来るようになるのです。なぜ目標や規範を明確にすることが必要

かと言うと、それぞれのスタッフが与えられた仕事に全力で取り組めるよう、しっかりと役割を明確に

してあげることや、どの方向に向かって進んでいくかという職場内の運営方針がしっかりと理解出来る

よう、徹底共有していく事が組織アップにつなげていく1つの手段とも言われているのです。しかし気

をつけなければならないのは、役割分担をしていく上であまり細かくきっちりと分けすぎてしまうと逆

効果になりかねません。役割を持たせる時には、ある程度ゆとり幅を持たせてあげることも必要なので

す。職務分担の区切りをあまり厳格にしすぎるとそれぞれの部門やある一部の人に仕事がついてしまい

、緊急時や臨機応変に仕事をこなさなければならない時に、相互の助け合いや連携が行われにくくなっ

てしまいます。目標ややるべき事をきちんと理解させていくことで、自ら考え動けるスタッフの集団と

なっていくのです。 

人はどんな人であっても、自分に対する公正な評価がされていないと「やってもやらなくても同じ」 

「正直者がバカをみる」という気持ちになるものだそうです。自分の行っていることをきちんと誰かが

公正に見ていてくれるからこそ、真剣に取り組もうとするものです。評価は大きく分けて２つの見方が

あります。【①人事評価と②職務能力評価】です。①人事評価については自身の業績や能力をきちんと

捉え将来に向けてのステップに基づき評価するもので、②職務能力評価とは業務遂行の適切さを評価し

てあげるものと言われております。一定の区切りごとに現在の状況をつかみ何が出来ていて何が出来て

いないのかを確認し合い、これからはどのような点に気を付けていくべきか･･･などを互いに納得する

よう指導し、導いていくことがポイントとなるのです。単に評価するのではなく、成長させていく為の

公正な評価・導入が今後必要とされていくことで１人１人のスタッフが安心して働ける、しっかりとし

た組織へと変化していくものかもしれません。 

③目標に向かっていく為の規範の明確化とは・・・ 

④正当な評価･･･（モチベーションを保つ為には正当な評価） 



【お問い合わせ先】 NKSJリスクマネジメント（株） 医療リスクマネジメント事業部  TEL：03-3349-3501 

 No 8 

     NKSJリスクマネジメント株式会社 

     医療RM事業部 上席コンサルタント 寺田 暁史 

（医療リスクマネジメントシリーズ 第４回） 

「チームSTEPPS」を使用した医療安全システム構築 

第４回となる今回は、チームSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient 
Safety)、チームのパフォーマンスを最大限に活用するためのコアコンピテンシーの最後として、「コミュニケー

ション」と呼ばれる能力・行動特性についてご紹介いたします。 
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コミュニケーションとは 

 手段に関係なく、チームメンバー間で情報を効果的に交換する能力 

行動とスキル 

・定型化されたコミュニケーション・スキルにより、重要な情報を伝える 
・伝えられた情報が理解されていることを、追加確認と承認を通して確かめる 

項目 使用例 

Ｓ 

状況 

・自分の所属、名前 

・患者名と場所 

・患者の症状、状態 

・何が、どれぐらい問題なのか？（いつ起きたか？） 

「ICU病棟看護師の綾瀬です。502号室の大沢さ

んのことでお電話しました。本日、脳下垂体腫瘍
摘出術を行い、1時間ほど前から尿量が300～
400ml/hと徐々に増加してきています」 

Ｂ 

背景 

・入院時の診断名、入院後の経過 

・現在（直近）のバイタルサイン、精神状況、皮膚の状態 

・投与薬剤、アレルギー情報など 

・その他、背景情報と思われるもの 

「それまでは100ml/hほどの時間尿で経過してお

り、特に輸液量の増加もありません。今のところ、
中心静脈圧10、平均血圧は130前後で大きな変
動はありません」 

Ａ 

評価 

・問題（起きていること）に対する、自分の評価を伝える 

・確定的な評価を下す必要はない 

・不安なこと、可能性として心配なこと 

・何かしらの対応が必要かどうか 

「術後なので尿崩症が考えられるかと思うのです
が、高齢のため、脱水も心配です」 

Ｒ 

提案 

・処置、検査、移動など必要と思われることを提案する 

・問題の解決策を提示する 

・やって欲しいことの要望を出す 

・何かしらの対応が必要であれば、対応を要請する 

「診察の上、輸液の追加など検討してもらえませ
んか？」 

このテクニックは、現場で実践できるシンプルなもので、チームのパフォーマンス向上に役立つものです。 

ミス・コミュニケーションや情報不足によるエラーを減らすためのツールとして、ぜひ参考にしてみてください。 

相手がスタッフでも、患者・家族であっても、効果的にコミュニケーションをするためには、４つの基準として 
「①漏れがないこと、②明確であること、③要点をおさえていること、④タイムリーであること」を満たす必要があ
ります。 

＜１＞コミュニケーションの重要性 
米国の医療機能評価機構にあたるJCAHO（現在のJoint Commission）では、警鐘事例とその根本原因の情報収集

を行っています。1995年から2005年の10年間に報告された3,548件の事故における根本原因の66％がコミュニ

ケーションとされ、その他にもほとんどがチームとしての課題であるといわれています。 

＜２＞コミュニケーションの概要 
コミュニケーションは、これまで３回にわたり紹介してきた（リーダーシップ、状況モニター、相互支援）とダイレ

クトに関わるものであり、概要は以下のとおりです。 

＜3＞コミュニケーションのツール・戦略例 
ここでは、迅速な対応が必要な状況で、患者情報を簡潔に伝達するテクニックとして、SBAR（エスバー）を紹介 
します。SはSituation（状況）、BはBackground（背景）、AはAssessment（評価）、RはRecommendation 
（提案）の頭文字です。 



   たとえば生命保険の場合、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」というときにご家族の方は、どこでどのような保険に入っているのかわからず、ご苦労 

されることにも・・・ 

★ 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。 

  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になる前に、 

一覧表を作成することで保険の健康診断になります。  また、保険の一覧表作成には専門的 

な知識が必要です。栃木県医師会の医業経営ライフ・コンサルタントが、中立的な立場で 

お手伝いさせていただきます。  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で、最適な保障額を設定し保険料の無駄を改善したり、間違っ 

た経理処理を修正することができたりと、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。 

◆ 「生命保険 一覧表 作成サービス」のご案内 

保険常識 の 嘘 と 本当！  

医業経営ライフ・コンサルタントが中立的な立場でお教えします。 

★ 「ご自分の生命保険」について、ご存知ですか？   

★ 専門知識をもったライフ・コンサルタントがお手伝いします！ 

★ 生命保険の「点検時期」について考えたことはありますか？  

   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とき（守るべきものが変化するとき）が、「点検時期」と 

いえます。  たとえば、お子様がお生まれになったとき、お子様が大学を卒業されたとき、 

開業資金の借り入れをしたとき、医療法人設立のとき、事業継承・後継者が定まったとき 

などが、主な「点検時期」です。 
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【お問合せ先】 よろず相談窓口 担当：三沼 
       〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１  

     ＴＥＬ ０２８－６００－１１７１（直通） ＦＡＸ ０２８-６２４－５９８８  

栃木県医師会・認定 医業経営 
ライフ・コンサルタントグループ 

 「個別相談会申込書」に必要事項をご記入の上、よろず相談窓口にＦＡＸにてお申し込み 

 お願いします。お申し込み多数の場合には先着順とさせていただき、事務局より確定結果 

 （日時・会場の詳細と当日ご持参いただきたい資料等）をご連絡させていただきます。 

コンサルタントと相談会日時 

※予約制となりますので、相談日１０日前までにお申込下さい。 

ご相談いただきました内容等につきましては守秘義務を厳守致します。 

また全員、医師会認定 医業経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰですのでご安心ください。 

ドクターのための『個別相談会』のご案内 
 

～経営・税務・保険・資産運用の無料個別相談サービス～ 

 拝啓 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、病医院を経営されていくうえで、経営・税務・保険等に関して「本音で聞いてみたいことがあるんだけ 

ど・・・」と思われている先生、配偶者も多いのではないでしょうか。 

 そこで経営豊富な当グループメンバーの専門家から「セカンドオピニオン」としてアドバイスを受けていた 

だくべく「個別相談会（無料）」を毎月1回開催することにいたしました。 

 「赤字でないのに、どうしてお金のことで悩まされるの？」 

 「医療法人のメリットって本当に活かせてるの？」 

 「投資信託や年金・銀行・証券・保険会社から勧められるままでいいの？」 

 など、日頃の疑問を解決して下さい。 

 あくまでもセカンドオピニオンですので、先生方の顧問税理士には聞きにくいことや第三者の専門家に確認 

したいことなどをお持ちよりの上、お気軽にご利用ください。 

                                               敬具 
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コンサルタント 

 

 

    相談会 

荻原会計事務所 税理士     荻原英美 

 

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ  添田守 

浅沼みらい税理士法人   代表社員税理士 

                    浅沼孝男  

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 小野博史 

相談会場 

荻原会計事務所 

住所：宇都宮市滝谷町10-1 

TEL：028-634-6776  

浅沼みらい税理士法人 

住所：足利市本城2-1901-8 

TEL：0284-41-1365 

相談日時 
   ２月１５日 （水） １０時～１２時     ２月１５日 （水）１０時～１２時 

３月２１日 （水） １０時～１２時     ３月２１日 （水）１０時～１２時 



     

            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。 

 

 よろず相談窓口 

    栃木県医師会・認定 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１９年10月現在、全国２３９９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。 

 

◆   『よろず相談窓口』のご案内 

栃木県医師会・認定 医業経営ライフ・コンサルタントグループ 
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 ＜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。 

 

  

 ＜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・認定『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。 
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栃木県医師会・認定  医業経営ライフ・コンサルタントグループ 

このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。 

私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、 

従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。 

    （社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実

現を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。 

医業経営コンサルタントとは･･････ 

ＭＤＲＴとは･･････ 

    Million Dollar Round Table (MDRT) は世界86の国と地域から約39,000人（2008年6月現在）の会員を有する、卓越

した生命保険と金融サービスの専門家による組織です。世界中の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで構成され、

そのメンバーは卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと

地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。 

荻原会計事務所 
税理士 
〈医業経営コンサルタント〉 荻原 英美 宇都宮市滝谷町10-1  TEL028-634-6776 

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男 足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365 

田島会計事務所 税理士 
〈医業経営コンサルタント〉 

田島 隆雄 鹿沼市上野町297-1 TEL0289-63-5858 

関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 宇都宮市下戸祭2-3-26 TEL028-627-3667 

ＲＭＬ 株式会社 代表取締役〈ＭＤＲＴ〉  清水 英孝 

小野 博史 
東京都品川区東品川2-2-20（天王洲郵船ビル14F） 
TEL03-5782-8521 首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉 

添田     守 宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉 

東京都品川区東品川2-2-20（天王洲郵船ビル14F） 
TEL03-5782-8521 

宇都宮市馬場通り2-1-1（宇都宮ＮＦビル9F） 
TEL028-610-1085 

 中澤 宏紀 

株式会社 MMS 佐久間賢一 代表取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

 
神奈川県横浜市西区高島2-19-12（横浜ｽｶｲﾋﾞﾙ20階） 
 TEL045-478-3566 

川俣 喜弘  
足利市本城2-1901-10   TEL0284-41-1365 

医療事業部常務取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

 樋口 和良 
医療事業部取締役担当部長 

〈医業経営コンサルタント〉    

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険 
株式会社 

清水 隆志 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

〈MDRT〉 

 
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ18F） 
TEL045-228-6020 

有限会社 ｴﾌｧ  
宇都宮市滝谷町18-7   TEL028-639-1020 

菊地 理恵 代表取締役 

有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ 
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 
宇都宮市仲町3-16-409  TEL028-627-2336 田村 康夫 取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

栃木県医師会・認定 医業経営ライフ・コンサルタント事務局 
宇都宮市駒生町3337-1          TEL028-600-1171 

 
株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ 

ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 

代表取締役 

佐藤 智子 
統括マネージャー 
社会保険労務士 

  

株式会社 ｴｲｼﾞｰ･ 
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 



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。 

第４6号   平成２4年２月発行 

「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  

 FAX ０２８－６２４－５９８８ 

（TEL 028-600-1171 直通） 

          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 

No タイトル 

１ 院長の四季（４） 曼陀羅 「人の心」 

２ 次期、診療報酬改定に向けて 

３ 「増税時代元年」の税制改正 

４ 
決算書の読み方と経営分析 

   「経営計画の立て方・活かし方」④ 

５ 平成２４年度税制改正大綱と税制抜本改革 

６ 「生命保険と税金」（４） 

７ 
目指す目標を全員で共有することで 

     職場全体の活性化を向上させるＰａｒｔ２ 

８ 

医療リスクマネジメントシリーズ （４） 

「チームＳＴＥＰＰＳ」を使用した医療安全 

                                                        システム構築 



医療機関名：                              

氏名：         （役職         ） 

氏名：         （役職         ） 参加予定人数   名 

ＴＥＬ：              ＦＡＸ：            

「個別相談会（無料）」申込書 
ご希望のコンサルタントの相談日時に○印をご記入いただき 

ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。 

 ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８ 

（ＴＥＬ 028-600-1171 直通） 
よろず相談窓口  
   担当（三沼） 

ご要望事項等あれば、ご記入ください。 

【宇都宮市】 

荻原会計事務所 税理士 荻原英美 

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ  添田守 

【足利市】 
浅沼みらい税理士法人   代表社員税理士 
            浅沼孝男 
 
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 小野博史 

２月１５日（水） １０時～１２時 

３月２１日（水） １０時～１２時 

２月１５日（水） １０時～１２時 

３月２１日（水） １０時～１２時 


