
栃木県医師会・認定 

 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第４７号 平成２４年５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 簿記会計で事業を強くする 1 簿記会計で事業を強くする（１） 

医業経営 社会情勢と医業経営への影響 ２ 社会情勢と医業経営への影響（１） 

医業経営 医業経営 ３ 地域包括ケアシステム構築への展望 

税務・会計 税制改正・医療機関の税金 ４ 税制改正・医療機関の税金（１） 

法律・行政 
社会保障制度改革の方向性・ 

                診療報酬改定後の動向 
５ 社会保障制度改革の方向性（１） 

保険・金融 生命保険と税金 ６ 生命保険と税務（１） 

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ 採用時に気をつける条件ポイント 

医療安全 
ＡＤＲ（裁判外紛争手続き）・ 

                メディエーションの動向 
８ 民事医療訴訟、提訴件数の推移 



＊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。 

◆ 平成２４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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【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 

地区 回目 タイトル 日時 場所 

宇都宮市 

第１回 

ｆａｃｅｂｏｏｋ研修会／『住宅ローンから生命
保険の見直しまで』家庭のマネープランの組み立
て／イメージ戦略・セルフブランディング 

2012年6月  ３日（日） 

午前１０時30分～ 

午後４時 

コンセーレ 

アイリスホール 

 

宇都宮市駒生 

1-1-6 

 

028-624-1417 

 
講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

第2回 
増税時代の今年度税制改正と医業経営の影響 

2012年6月19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 

 

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男 

第3回 
ＩＳＯ9001に学ぶ医業経営 

2012年8月21日（火） 

午後７時～９時 

講師 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美 

第4回 

相続対策セミナー 
2012年9月19日（水） 

午後７時～９時 

講師 関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 

第5回 

診療報酬改定後のクリニック経営 
2012年10月16日（火） 

午後７時～９時 

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 

第6回 

採用時に気をつける条件ポイント 

                 （昨今の新人によくある傾向） 

2013年1月22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 

第7回 
医療機関におけるコミュニケーション 

2013年2月19日（火） 

午後７時～９時 

講師 株式会社 損害保険ジャパン 

小山市 

第１回 

医療法人のための助成金   
2012年7月24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 ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘 

第２回 

個人クリニック＆医療法人の比較研究／ 

    基金拠出型医療法人の設立と運営マニュアル 

2012年11月20日（火） 

午後７時～９時 

講師 田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 

栃木市 第１回 

患者様に喜んでもらえる対応を身につけよう 

（ザ実践研修・今日からあなたもプロになる） 

2012年9月2７ 日（木） 

午後２時～４時３０分 

栃木グランドホテル 

 

栃木市万町 

6-11 

 

0282-22-1236 
講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵 
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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 

これは経費として認められる？ 

                   医療機関の税務調査の実務 

2012年6月22日（金） 

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・パート職員の労務対応 
2012年7月20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   川村  浩 

第３回 

わかりやすい決算書の見方と資金繰り 
2012年8月24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 

第４回 

医療法人のメリット・ 

                                 デメリットと運営方法 

2012年9月28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 



No １ 簿記会計で事業を強くする（１） 

荻原会計事務所 税理士 荻原英美 

◆ ライフ・コンサルタント通信 
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１．日々の仕訳処理 

世界は簿記会計のおかげで経済が回っている。企業での一番の情報は､会社業績が今日どういう状況下に 

あるのか、利益が出ているのか､損失なのか､前期今期の比較数値はどんな趨勢なのか､今後のこの会社の 

先行きは心配ないのか等は全て、日々の簿記会計より導き出される数値によって決定される。 

簿記会計はご存じのように数字の魔術師で「借り方」「貸し方」の2元構造により貸借一致するところが､ 

科学的論理的でエビデンスが得られる。 

たとえば今日患者が来院して診療を受け、現金が入金されると借り方「現金」貸し方「売上」と仕訳さ 

れて､手元流動性が増加し､診療所経営が循環する。今日薬問屋から薬品を購入すると､借り方「薬品仕

入」貸し方「現金」と仕訳され､今日のキャッシュフローに影響する。受付経理窓口は日々の出し入れを 

記帳することにより､その積み重ねが寸分狂わず､会社業績となる。 

以上の処理は商法19条2項の「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令に定めると 

ころにより､適時に､正確な商業帳簿（会計帳簿及び貸借対照表）を作成しなければならない」又会社法 

432条「株式会社は､法務省令で定めるところにより､適時に､正確な会計帳簿を作成しなければならな

い」と規定していて､「適時」にと強調して規定している。このこと、はその事実があった時に即その時

「正確」に記帳することを､法で強要している。事業運営が瞬時に業績が判明し､適切な処置が、とられ

ることを期待しているからであります。 

 

２．倒産防止に死刑執行 

インターネットのヤフーが経営破綻寸前、上場企業の音響メイカーのサンスイが4月2日倒産、オリンパ 

ス工業が経理不正、大王製紙専務が賭博で十数億の資金横領等、最近の経営経理不正と見通しの不明さ 

は目を覆うばかりである。 

世界で初めて、国家的規模で商人に記帳や決算書の作成を義務化したのは1673年の「フランス商事王 

令」です。当時フランスは不況でどうにもならないときで､企業倒産が続出していました。これを見かね 

た国王のルイ14世は大蔵大臣に倒産防止のための法案立案を命じてできたのが「1673年商事王令」で 

した。この法律の要は､商人に記帳と決算書作成を義務付け、さらにこの法律には「破産時に帳簿を裁判 

所に提示できなかった者は死刑に処す」と､とにかく厳しい刑罰が用意されたものです。そして違反者に 

は実際に死刑が実施されたということです。当時のフランス政府は死刑を担保にしてまでも､事業家に 

「倒産を防ぐための正しい決算」を求めていたのです。「倒産を防止し逞しく勝ち残る経営には、正し 

い記帳と決算書の作成が必要不可欠である」事をフランス政府は知ったのです。 
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３．事業繁栄の複式簿記 

我が国の商法も､個人業者を含む全ての商人に「記帳と決算書作成」を義務づけています。このもとをた 

どれば､フランスの1673年商事王令は180７年の「ナポレオン商法」に引きつがれ､この商法を参考に 

ドイツの1861年「一般ドイツ商法典」が作られ､さらにそれを模範に､我が国最初の商法「明治23年商 

法」が作られた。幾多の改正を繰り返しながら現行の日本の「商法」になってきたのです。 

ドイツの著名な会計学者レフソンは「我がドイツ商法はなぜ、外部に報告する義務がない個人事業者に 

まで年1回の決算を義務づけているのか。それは自己報告のためである」と述べている。そしてさらに 

「記帳と年度決算書の作成は､事業の報告のために必要で有り、かつ企業倒産を防止する意図がある」と 

述べている。 

「日々まじめな記帳と記録」は商取引上のトラブルや､税務調査から､自分の事業所を守るために自らが 

進んで行う唯一の方法であります。 

倒産を防止する魔術の複式簿記は1494年、ルネサンス華やかなイタリアベネチアでルカパチオリとい 

う修道僧により創始されました。 

ルカパチオリの簿記書に「商売繁盛には三つの条件がある」と記されています 

（１）十分な資金力を持つこと 

（２）会計経営業務に携わる者は誠実さや廉潔性を保ち、かつ熟達した技能を持っていること 

（３）事業者は取引を秩序正しく適切に記帳処理すること 

 

４．複式簿記は経営の中枢 

京セラの稲盛和夫氏も､ゼロから経営を学んでいく課程で複式簿記会計は「現代経営の中枢」をなすもの 

であると考えるようになった。 

「企業を長期的に発展させるためには､企業活動の実態が正確に把握されなければならない」ことに気づ 

いたと言っています。さらに「真剣に経営に取り組もうとするなら､経営に関する数字は全ていかなる操 

作を加えられない経営の実態を表す唯一真実を示すものでなければならない。なぜならこれらの数字は 

飛行機の操縦席にあるコクピットメーターの数値に匹敵するからであり､経営者をして目標にまで正しく 

到達させるためのインジケーターの役割をはたすものである。」と喝破しています。 

簿記会計を正しく考える事は､規則通りに業務を進め、忘却あるいは思い違いによって､自らが損害を

被ったり他人に損害を与えたりせず､自らが倒産の危機に瀕することから守り、何かの事件に巻き込まれ 

た場合でも､その真性事実の客観的証拠となって100年企業の礎となってくれる。「借り方」「貸し方」 

の簿記会計の魔術が知らず知らずのうちに盤石の事業強化に寄与していくのです。 

 



関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 

No ２   社会情勢と医業経営への影響（１） ～政権交代の意味～    
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 20年以上も続いているデフレ経済下の重い閉塞感の中、平成2２年８月の衆議院議員総選挙において、 

国民の改革期待を一身に集めた民主党の圧勝により政権交代がなされました。しかし、現在、大きな改革

が進んだと認識し、期待どおりだと判断している人がいるでしょうか。 

 デフレに歯止めがかからず、雇用不安が増大しているところへ、震災・原発事故が追い打ちを掛け、更

に円高による国内企業の海外流出、資源価格の高騰による国民生活の圧迫の中で、民主党政権は不退転の 

決意を持って増税すると宣言し、閣議決定をしました。それも、2年前の総選挙で「白アリ退治をするまで 

は絶対に増税しません。」と街頭演説していた人が総理大臣になって、白アリ退治もせず、変節の理由の 

説明も全くなしに、民主党内の多数決さえ採らずに、執行部一任を強硬に主張した結果です。マスコミも 

北朝鮮における報道制限でもされているかの如く、全くこの経緯を正しく伝えず、変節の理由を問い質す 

こともせず、現況下で増税が正しいのか否かの議論もきちっと報道しません。 

 この一連の経過を吉本劇場で上演してもらえば、多くの人に笑ってもらえるのは間違いありませんが、 

笑った後で背筋が寒くなる気もします。太平洋戦争当時を連想させられるからです。 

 このような意見には、「経営とは無関係だ、経営者は与えられた環境を与件として現実を冷徹に判断し 

て事業を成功に導くものではないのか」との批判もあるでしょう。しかし、その批判が正しいといえるの 

は、前提として、政治や行政が国民全体の課題に適切に対処できており、マスコミもその状況を正しく伝 

えていると信頼できる場合ではないでしょうか。 

 今年度はこの困った社会情勢に陥ってしまった原因を追究しつつ、今後の事業のあり方を考えてみたい 

と思います。 

１．今回の政権交代と明治維新 

（１）明治維新には第一維新と第二維新がある。 

 明治維新には諸説があり一概には言えませんので、こういう見方もあるということですが、明治維新の 

第一維新は成功したが、第二維新は失敗したというものです。第一維新とは、長年続いた徳川幕府を倒し 

て明治政府が生まれたことを指します。大変な血と汗を流して、武士階級の支配から明治政府による天皇 

親政、官僚支配へと転換したことです。第二維新とは、さらに、真の国民主権への改革を指しますが、西

郷隆盛の死とともに失敗に終わったというものです。 

   今回の政権交代も、これに似ていませんか。自民党の長期政権の腐敗から、ようやく平成維新が成功し 

たと思ったら、約束のはずの「国民の生活が第一」を主張し続けようとする維新の功労者が党員資格を停 

止され、2年前の選挙中に叫んだことと真逆のことを不退転の決意でやるという人達が執行部になってし 

まっていて、やはり第二維新が失敗に終わりそうという点が似ています。 

（２）第二維新が失敗に終わる原因 

 第一維新は、前の腐敗を糺すことで団結しやすいが、いざ倒したら、次は内部の権力闘争になるという 

現実があります。国民がこの過程をしっかり見極めなければならないのに、関心が第一維新までで息切れ 

し、無関心となり、結局正しい情報による正しい判断ができず、お上（官僚）にお任せといった態度にな 

り、任された官僚が無責任という点に原因があるように思えます。 
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２．官僚制度に対する評価 

（１）福沢諭吉の「官僚論」 

 明治7年の福沢諭吉の「官僚論」には概略すれば次のように書かれています。「青年の書生わずかに数巻 

の書を読めば、すなわち官途を志し、有志の町人わずかに数百の元金あれば、すなわち官の名を借りて商 

売を行わんとし、学校も官許なり、説教も官許なり、牧牛も官許、養蚕も官許、およそ民間の事業、十に 

七～八は官の関せざるなし。･･･これを以て世の人心益々その風になびき、官を慕い官を頼み、官を恐れ、 

官にへつらい、わずかも独立の丹心を発露する者なくして、その醜態見るに忍びざることなり。･･･これを 

慨すれば日本に唯政府ありて、未だ国民あらずというも可なり。」 

 文章は100年以上前のものですから古くて読みずらいですが、まさに、現在を描いているかのようでは 

ありませんか。未だに官僚をお上と考え、全てお任せにしてよいのでしょうか。 

（２）ドラッカーの日本官僚論 

 また、経営の神様と言われ親日家でも有名な、最近でも膨大な著作がよく読まれているドラッカーが、

日本の官僚について、現実的な視点から平成11年に概略次のように書いています。 

 ① 官僚主導はあらゆる先進国にみられる。日本よりも官僚が力を持つ国は、フランスをはじめいくつ 

         もある。  

 ② 官僚という指導層は、一般に考えられているよりもはるかにしぶとい。不祥事や無能が暴露された 

         後も、長く力を持ち続ける。 

 ③ 先進国ではアメリカは別として、秩序の維持には一定の指導層の存在が必要だと考えられている。 

         後を継ぐべき指導層が現れなければ、既存のものに頼るしかない。今の日本には、官僚の後を継ぐ 

         ものがない。 

 ④ 日本はこれまで問題の先延ばし戦略で成功してきた。この40年間に、解決不能とされていた社会的 

         な問題を、問題の解決ではなく、問題の解消によって解決した。今日の金融システムの脆弱さから 

         して、今度ばかりは先延ばし戦略もうまくはいかないだろう。しかし、経験的には、日本の先延ば 

         し戦略はあながち不合理ともいえない。 

 ⑤ 日本の政治家、官僚、経済界にとっては、経済も大切だが、社会の方がさらに大切である。従って 

         先延ばし戦略にもそれなりに理由がある。 

 上記のように、ドラッカーはかなりの官僚擁護論を展開していますが、問題の先延ばし戦略の限界にも 

触れています。さらに10数年経過した現在、先延ばしだけでは我が国の閉塞状況を打破できないことが明 

確になっています。 

３．官僚に法律のみの管理から「説明責任」中心の管理への転換を要求する必要性 

 ドラッカーのいうように、先進国で民主主義といっても、社会の秩序維持には指導層が必要でしょう。 

現状で官僚にとって代わる指導層が見当たらない以上、官僚にその役割を期待するのが現実的かもしれま 

せん。しかし、不祥事や無能さを暴露され続けたら堪りません。 

 これを未然に防ぐ唯一の方法は、法律よりも上位に位置する真理であるところの「説明責任」を中央官 

僚に求め、その役割を効果的かつ効率的に果たしていることを、明快な資料をもって国民に随時報告させ、 

国民の評価を受けさせる制度を設置する必要があるものと考えます。政治や行政への国民の無関心が、政

権交代しても閉塞状況から抜け出せない原因ではないでしょうか。    

                                      ― 以上 － 



 No ３   地域包括ケアシステム構築への展望     

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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Ⅰ．高齢化社会の到来と厚労省政策 

   日本の総人口の減少が始まり、生産年齢人口の減少、少子化も歩調を合わせ本格的な高齢化社会へ 

突入しようとしている。さらに、独居老人、老老世帯の増加も目立ち始めている。これらの明らかな 

これからの社会の実現を見据え、特に2025 年問題に向う中で、本年4 月診療報酬と介護報酬の同時 

改定が実施された。 

   この改定によると、医療と介護の機能分化と連携強化を推進しようとする政策である。我が国の財政 

基盤を考えるとき、どうしても在宅医療・介護を強化しようとする考え方が背影に見られる。そして 

高齢者の福祉の向上を図ってゆこうとする意図である。 

 

Ⅱ．地域包括システムとは何か。 

   地域包括ケアの推進に造形の深い堀田力氏によれば、次のように述べられている。「最後まで自分 

らしく、人間らしく尊厳を持って暮らしたいというのは、いわば人間の最終的な理想です。住み慣れた 

いろんな人との交流もある自宅で最後まで暮らしたい」と。 

   この地域包括ケアを支える5 本柱が、医療・介護・予防・生活支援そして住まいだと言われている。 

この仕組みを構築するためにこれまで地域包括支援センター、小規模多機能施設の地域密着サービスを 

つくり、今回は24 時間地域巡回型訪問サービスをつくり体制整備が図られた。そしてこのような体制 

の中で、誰が推進役になるかについては市区村町の首長であるとしている。従って首長の取り組み如何 

によっては、地域包括ケアの町づくりにおいて地域格差が生じることも否定できない。 

 

Ⅲ．本県における在宅医療の調査概要 

   去る3 月19 日、20 日付の下野新聞の調査報告が掲載された。それによると次のような概要となっ 

ている。 

      （１）在宅医療の実施状況 

            在宅医療を実施している         病院・一般診療所   33.6％    363 か所 

            医師が24 時間対応している    病院・一般診療所     8.2％      89 か所 

            在宅見取り件数（年間）         866人      年間死亡者数約2 万人の5％ 

            在宅医療の定義   「医療関係者が患者宅や老人施設を訪問して提供する医療行為」とする。 

      （２）連携機関情報について 

            地域包括支援センター             情報が不十分           82％ 

            居宅介護支援事業所                情報が不十分           85％ 

            病院・一般診療所                   情報が不十分           69％ 

            各機関の多くの声は                顔の見える関係構築、定期的な情報交換や研修会、 

                                                       在宅医療実施機関の一覧表 
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      （３）県在宅医療推進協議会の意見 

          ・医療と介護の枠を超えたワンストップサービスが必要であること。 

          ・介護事業関係者からは、介護保険を中心に動いており医療の情報を分っていないところも 

              あることやこれからは医療に特化して研修を聞きたい。 

          ・医療と介護が連携できるように行政としてもどれだけリーダーシップがとれるか協議したい。 

      （４）多職種交流のいろいろの方法 

          ・一緒にお茶を楽しみながらコミュニケーション 

          ・多職種の相互理解を深める研修会の開催 

          ・在宅緩和ケアのメール交換により在宅療養者を支えるチームが誕生した実績を持つ 

      （５）平成23 年8 月の個別の訪問件数 

          ・患者宅を訪問した件数                      一般診療所 3,289 件 病院 112 件 

          ・特養等居住系施設を訪問した件数       一般診療所 1,768 件 病院 156 件 

          一般診療所の方が病院を大きく上回っている。 

 

Ⅳ．今後どのように構築するかの一考察 

   先に見てきたとおり、高齢者が住み慣れた地域（町）で暮らすためには、医療・介護・予防・生活 

支援・住まいが重要であると言われている。予防には、医療支援や介護支援を受けなくても済むよう 

にいわゆる予防をすることや、生活支援には、福祉を含め買物・食事・日常生活面をサポートできる 

ようにとのことであり、住まいについては、居住系施設や自宅などがある。 

   このように、医療関係者、介護事業者、自治体、ホームヘルパー、家族、見守りもできる地域住民 

など多くの関係者がそれぞれの立場で高齢者に過不足なく良質の支援が必要である。また、それぞれの 

立場は、独立的ではあるがより効果を発揮するためには、ネットワーク連携があって始めてその立場が 

臨機応変に生かされてくる。そのためにも高齢者の方々の情報の共有が必要であると共に、その情報を 

生かすためのホットラインセンターのようなものを用意することが大切と思える。中核をなすと言われ 

る地域包括支援センターは自治体から委託を受けているケースが多く、やはり、多くの高齢者人数を 

かかえる町・村などは、堀田力氏が言われるように、自治体自ら先頭に立ち、関係者の連携強化に推進 

すべきと感じられる。徐々に出来つつあるケアシステムであり、これから、10 年・20 年かけて成熟 

すると思えるが、自治体の地域格差が生じないよう医療機関の方々にも推進をお願いし安心した高齢化 

社会を形成できればと願っている。 



 No ４   税制改正・医療機関の税金（１） 

      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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これからは生前贈与に注目です！！ 

Ｑ１．相続税が将来的に大幅な増税になる、という話があるようです。具体的にはどんなことですか？  

Ａ１．消費税の引き上げを柱とした「税制抜本改革法案」が閣議決定され、今後国会で審議予定です。 

その中に、相続税の基礎控除を４割縮減するなどの相続税法の一部改正が盛り込まれており、これが 

相続税の増税につながります。 

  

Ｑ２．『相続税の基礎控除』とは何ですか？４割も縮減とは大幅な改正と思いますが……。  

Ａ２．相続税は、基礎控除（非課税枠）を上回る金額の遺産を残して亡くなった方について、その相続 

人に対し、その遺産の取得割合に応じて課税されます。現在は、「５，０００万円＋１，０００万円× 

法定相続人の数」ですが、これが「３，０００万円＋６００万円×法定相続人の数」に引き下げられる 

見込みです。 

相続税の基礎控除には、残された遺族の生活保障の意味合いに加え、相続財産の７割前後が不動産で占

められているという換金性への配慮、更には、そもそも相続財産とは所得税を支払った後の財産であり、

相続税は実質的には「世代交代時の二重課税」ではないかとの見方に対する緩和策等々、さまざまな意 

味合いがあります。 

例えば相続人が３人の場合で、遺産が８，０００万円であれば、現在は相続税がかかりませんが、改正

後は「８，０００万円－４，８００万円＝３，２００万円」が課税対象となってしまいます。遺産が１

億円であれば、現在は「１億円－８，０００万円＝２，０００万円」が課税対象ですが、改正後は「１

億円－４，８００万円＝５，２００万円」と大幅に課税対象が増えることとなります。 
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Ｑ３．相続税はいくらくらい増えますか？ 

  

Ａ３．概算ですが、基礎控除が変わると、相続税は以下のように変わります。 

  

相続人…妻、子ども２人の場合（法定相続分の配偶者の税額軽減適用後）  

遺産の課税価格 現行の相続税額 改正後の相続税額 増税額 

7,000万円 0 225万円 225万円 

1億円 100万円 315万円 215万円 

3億円 2,300万円 2,860万円 560万円 

5億円 5,850万円 6,555万円 705万円 

Ｑ４．今後は相続税の負担が大変になりそうですね。どうすれば良いのでしょうか？ 

  

Ａ４．生前贈与を活用していくことが考えられます。 

生前贈与には、暦年贈与とも言われる単純贈与と、相続時精算課税贈与の２種類があります。 

  

Ｑ５．その２つにはどのような違いがあるのですか？ 

  

Ａ５．次ページの図をご覧下さい。 

  

単純贈与は、もらう人から見て、１人１年間で「１１０万円」の非課税枠があり、これを超えると贈与 

税がかかります。その枠内であれば、非課税の贈与を何年も積み重ねることができるので、少しずつ、 

長期間贈与していく贈与対策に適しています。 

  

 相続時精算課税贈与は、６５歳以上の親から、２０歳以上の子どもへの贈与の場合に適用を選択する 

ことができます。「２,５００万円」の非課税枠があり、２,５００万円を超えた場合には、一律２０％の 

贈与税がかかります。非課税枠は大型になりますが、「相続時精算」という名前の通り、例え贈与をし 

ていても、相続時において相続税の計算に持ち戻されて、相続税が課税され、贈与の時に支払った贈与 

税があれば控除され「精算」されます。 

 「相続の時に持ち戻されるのなら意味がないのでは……」と考えられがちですが、２つの効果があり 

ます。 

①持ち戻される評価額は、「贈与時の評価額」であるため、例えば業績が堅調で評価額が上昇する医療 

法人の出資であれば、値上がり分は相続税の節税となります。 

②税金の計算上は持ち戻されますが、「贈与」をしたことは事実です。従って、遺産分割の対象とはな 

らず、遺言によらなくても、大型の生前贈与により、後継者に多くの出資を持たせることができます。 

 

 注意点としては、一度この相続時精算課税贈与を選択すると、同一の親から贈与を受けるものについ 

ては、「単純贈与」には戻れないことが挙げられます。 
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 No ５    社会保障制度改革の方向性（１） 

 ㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 医療事業部常務取締役  川俣 喜弘 
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[医療・介護提供体制の充実] 

 

●病院・病床機能の分化・強化と連携 

   近年、救急患者の受け入れ先が見つからずに救急車が立ち往生する「受け入れ不能」などの背景には 

深刻な医師不足があると言われますが、厚労省は大幅な医師増には消極的で、「偏在の解消」を重視 

しています。大都市部に集中する「地域偏在」、外科や救急などの勤務医が不足する「診療科偏在」 

などを解消することが先決、あるいは同時に進めるべきとの意見は審議会でも多くあります。こうした 

現状認識に基づいて厚労省が一貫して強調しているのが「機能分化の分化と連携」です。類似機能を 

持つ病院が乱立し、高額な医療機器や医療人材が分散するのは資源の無駄使いであり、これらを集約化 

するとともに、各医療機関の機能を明確化し連携し合えば、医療費の節約と考えています。 

しかし、「医療機能の分化と連携」は、都市部には当てはまりますが、過疎地やへき地など医療資源が 

圧倒的に不足している地域では困難です。そこで、社会保障・税一体改革素案では、地域特性に配慮す 

る視点が盛り込まれました。 

医師や看護師が不足している地域では、１つの医療機関が急性期も慢性期もカバーする総合病院的な 

機能が必要であり、こうした地域の医療機関については、「地域に密着した病床」として、一部の入院

基本料の施設基準を緩和するなど例外的な取り扱いをするとしています。また、病床の機能分化の推進

策として、厚労省は急性期医療に人的資源の集中化を図ることを目的に、医療法における新たな病床区

分として、「急性期病床群（仮称）」を設ける考えを提示しています。これを受けて、2011年12月8

日に行われた社会保障審議会医療部会では、「急性期病床群」の新設にむけた検討会を設置することを

決めました。 

同病床群では、「緊急度や重症度等を含め、より高密度な医療を必要とする患者を想定」しており、軽

度の急性期疾患は除外する考えを示しています。他の病床区分とは違って知事の認可制ではなく認定制

とし、認定にあたっては人員配置や構造設備のほかに「疾病・病態」「処置内容」「入院経路」といっ

た機能を評価するとしています。 

 

●一般病床の機能分化 

図の点線で区切られた各エリアは病床数あるいは対象患者数に相当し、「在宅サービス」の部分の面積

が広くなっているのが特徴です。看取りは病院か自宅かというのは、個人の選択に委ねるべき問題であ

りますが、この図には「最期は在宅で」という厚労省の方針が示されているとも言えるでしょう。 

「高度急性期」の部分の点線が絞り込まれているのも重要なポイントです。高機能な病院の拠点化・集

約化を図り、医療資源を適正に配分しようという意図が見えます。「一般急性期」「亜急性期」「長期

療養」を見ますと、医療ニーズが増大する25年に向けて大幅な増床はしないという意向がわかります。

事実、ピラミッド上部の説明文には、「概ね現行の病床数レベルの下でより高機能の体制構築を目指

す」と書かれています。 
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地域における医療資源を最大限に活用するための医療提供体制づくりには「地域医療計画のおける基準 

病床数の見直し」が必要であり、地域の実情に即した医療提供体制の再構築を進めていくためには「地域

主権」で、地域医療計画の策定にあたり医療機関を選択する受診者の視点を重視し、住民から選ばれる 

医療機関の開設や増床が柔軟にできるようにする必要があると考えられる。 

 

医療財源を高度急性期に集中投入することは、患者の救命の可能性を高めるだけでなく、医師不足が指摘

される救急や外科などに手厚い診療報酬を設定することで病院勤務医の負担を軽減し、医師の診療科偏在 

を是正する狙いもあります。ただ、これには課題もあります。高度医療の進展により一命を取り留めた患

者が増加すれば後方病床の需要が高まりますが、政府の方針はあくまで在宅医療の推進です。そうすると、

結果的に在宅患者はこれまで以上に重度化することが予想されるため、在宅医療を支援する病院の機能を 

評価するなどの施策も必要となります。 

厚生労働省ホームページより 



 No ６    生命保険と税務（１）    

㈱ ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 宇都宮支店長 添田 守 
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終身保険の功罪 
 
よく「掛け捨て」はもったいないから「積み立て」が良い、という方々がいらっしゃいます。 
 
それでは、積み立ての保険が得なのか、掛け捨ての保険がいいのか検証してみましょう。 
これは実際にあったケースです。 
こんな方がいらっしゃいました。 
35歳の開業医のドクター、お若いのですがお父様が急に亡くなられ、あとを継がれました。 
家族構成は、お子様3人いらっしゃいまして、一番上の子が小学校低学年、2番目の子が幼稚園、一番下の
子が生まれたばかりです。 
こんなご相談でした。 
「こんな保険の提案を受けてて、すごくいいと思うんだけどどうなんだろう。相談に乗ってよ。」 
どんな保険だったかと言うと、終身保険でした。保険金は1億円で、払込が10年という内容でした。月払
い保険料は532,700円。 
 
これで10年間払うと、保険料総額が6,392万円で、これだけ払ってしまえば、人間必ずいつか亡くなるの
で必ず1億円が下りてきます。 
しかも10年後の6,015万円（解約返戻金）というお金が貯まり、ここから払わなくともお金がどんどん増
えていきます。５５歳時６,８２９万円、６５歳時では７６８９万円。 
 
ということは、終身保険とはどんな保険かと言うと、特徴としては２つあります。 
①  一生涯の死亡保障 
②  貯蓄機能があること 
確かに掛け金は高いのですが、払い込んでしまえば払い込んだお金を上回るお金が残り、しかも保障が一
生涯続き、ほっといてもお金が増え続ける。 
すごくいい保険だと思いますよね。 
 
ちょっと比較してみます。 
終身保険は上記のように2つの特徴を持っていますが、これを分解して 
一つ目の死亡保障は掛け捨ての保険を考え、 
二つ目はその差額を貯蓄しますと、 
 
35歳の方で10年間1億円の保障を準備したとすると、 掛け金は月々13,200円です。たばこを吸わない
ともっと安いのですが、この先生は吸っていました。 
ということは、2番目の貯蓄できる額は月々 532,700円－13,200円＝519,500円 
になり、10年間貯めていくと…6,234万円です。 
 
もしこの先生が45歳でお亡くなりになったら、 
上のパターン（終身保険に加入）ですと、1億円が下りてきます。 
下のケース（掛け捨ての保険＋貯蓄）ですと、1億6,000万円位になります。 
どちらが得でしょう？ 
 
また、この先生が亡くならないまでも、ケガで長期入院しなければならなくなったら…  
こんな時、上のケースだといかがでしょうか。 

死亡していないのでもちろん1円も下りてきませんし、月々無収入の状態で53万円ものお金を払っていか

なければなりません。 

ということは、続けるか解約するか…自動振替貸付という制度もありますが、基本的には払うか解約とい

う選択になるかと思います。 
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では、下のケースではどうでしょうか。 

こちらも同じく死亡保障ですからこの保険からは1円も下りてきません。 

ただ、13,200円くらいでしたら払っていけるのじゃないでしょうか。 

もうひとつ、ここまで貯まっているお金は…これは自分のお金ですから自由に使えます。 

  

ここまで、はじめの10年間までは下のケースがお得なように感じますが、上のケース（終身保険）は一生

涯保障し、しかも支払いは10年で終わりますが、10年後以降はどうか…。 

  

10年経過後を見ていきます。 

その前に、下のケースの貯蓄6,234万円は0%で算出しています。 

  

で、この終身保険、予定利率が1.75%で、保険会社はお客様からお預かりした保険料を運用していますが、

主に債権、日本の国債などで運用しています。 

今と比べるとだいぶ利率が違いますが、当時は日本国債10年物で1.9%。 

同様に貯蓄6,234万円を、利払い分も再投資しながら日本国債で運用しますと…6,800万円 

となります。 

10年経過後、1億円の保障が必要とすると、すでにこの時6,800万円のお金があるわけですから、次のス

テップ（45歳～55歳）で準備する保障額は1億円－6,800万円＝3,200万円 

の保障があれば良いということになります。 

この3,200万円の保険料は…月々8,800円 

このステップで貯蓄の部分は、すでに貯まった6,800万円を日本国債で運用しますが、10年後は8,290

万円になります。 

ということは、次のステップ（55歳～65歳）で必要な保障額は1億円－8,200万円＝1,800万円 

この掛け金は月々11,570円になります。 

で8,290万円をさらに10年間日本国債で運用すると、1億3万円 

になり、その後の保険は不必要となり、その後も同様に日本国債で運用していけば、もっと増えることに

なります。 

終身保険は一生涯の死亡保障と貯蓄の機能がありますが、実はどちらか一方しか選べないということです。 

解約すれば保障がなくなるし、置いておけば中に溜まっているお金は使えません。 

だとすると、最初から分けておけばどちらも使うことができるわけです。 

でも、終身保険が悪い保険というわけではありません。 

相続のためだとか、目的をはっきりさせれば力を発揮します。 

生命保険はやはり何のために加入するのかという目的を明確にすることが大切です。 

目的を一度点検チェックされてみてはいかがでしょうか。 



（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵 
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 No ７    採用時に気をつける条件ポイント  

職員を雇入れたときに、賃金、労働時間、休日、契約期間・更新などの労働条件について、口頭で説明

されている事業所がありますが、労務トラブルの多くは、労働条件が十分に伝わらず、あいまいなまま

雇用したことが原因で起こっています。労働契約は口頭で成立しますが、契約で決まった一定の事項に

ついては文書で交付しなければなりません。口頭での契約は労使の関係が順調なときは問題にはなりま

せんが、ひとたびトラブルが発生すると「言った、言わない」の水かけ論になり大問題に発展しかねま

せん。こういったことを防ぐためにも、労働条件は文書で明示して従業員に納得してもらうことが重要

です。 

労働条件を明示する際に気をつけることは、将来起こり得ること（よいこと、わるいこと）を想定した

文言を含んでおくことです。よく「私は○○で雇われたので○○の仕事はしません」「○時以降の残業

は言われていないのでしません」と言う職員の話を聞きます。これは、雇入れ時に明示されたこと以外

はしないという考えをもっている職員がほとんどだからです。しかし、契約時に現状を伝えておけば避

けられることも多いのです。規模の小さい事業所の場合、繁忙時には自分の担当業務だけでなく、他部

門であっても職員全員が協力しあって業務を行うことが重要ですから、そこを理解していただく説明も

必要になるのです。 

なお、労働条件の内容を記した書面としては、労働条件通知書では一方的な通知となり、同意していな

いと反論を受ける可能性があるため、双方署名する労働契約書とするのがよいでしょう。 

たとえば、文書で明示する事項に、就業場所、従事する業務がありますが、 

◆就業場所        ・・・ただし、業務の都合により変更する場合がある。 

 というように、異動の可能性があることを説明しておきます。 

◆従事する業務      ・・・ただし、業務の都合により変更する場合がある。 

 というように、事務職から営業職などへの業務の変更もあり得ることを説明しておきます。 

     または、    ・・・その他の業務 

 のように、他の部門、雑務等いろいろな業務をしてもらうことがあることを説明しておきます。 

◆試用期間に関しては、本採用する要件を決められている医療機関も多くなっているようです。  

ここ数年、労使間のトラブルが増加していますが、その大半がサービス残業や解雇に関することです。ま

た、労働条件が雇い入れ当初に聞いていたものと異なっていると労働基準監督署への相談も多くなってい

ます。 

労使双方が気持ち良い環境で、安心して仕事に取り組めるようにするためには、採用時において労働条件

をしっかりと伝え、確認し合うことが重要です。 

労働条件は文書で明示すること 

明示事項の具体的内容 

組織を活性化するには、職員の能力とやる気の向上が不可欠です。労働条件を書面で明示、しっかりと説 

明することで、職員を大切に考え、力を十分に発揮できる環境を整えていることをアピールして、無用な 

不信感を抱かせて優秀な職員が離職してしまうようなことがないようにしたいものです。 

採用時に取り付ける３つの書類 

１．入職誓約書・守らなければならないことを箇条書きにし、決まりを守る意識を強くしてもらう 

２．身元保証書・職員の行為によって医療機関が被る損害を賠償することを約する 

３．秘密保持誓約書・在職中、退職後を問わず、知り得た秘密を保持する義務を負っている    



 No ８    民事医療訴訟、提訴件数の推移 

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 
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【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 

本年の「医療リスクマネジメントシリーズ」では、近年議論が積極的になされているADR・メディ

エーションの動向について取り上げます。初回は、民事訴訟の傾向について近年を振り返ってみます。 

（２）医療訴訟件数の減少（2005年～2010年） 

 一時は年間で1,000件を越えた民事医療訴訟は、2004年をピークに、増加から減少に転じており、

2010年では793件となっています。 

 その減少傾向の要因としては、近年、世論が「医療崩壊」を単に医療機関の問題としてだけではなく、

社会問題として取り上げるようになり、医療提供体制の立て直しに協力的になりつつあることが考えら

れています。 

 また、医療安全への取り組み努力として、医療訴訟の火種となるクレームへの対応、患者・家族との

コミュニケーションを、医療機関でも重視するようになりました。 

 そして、新たな紛争解決の仕組みとして「ADR（裁判外紛争解決） 」や「メディエーション」など

の発想が医療の現場にも紹介され、紛争化や訴訟に至る前段階での、事故調査に基づいた対話による相

互理解も促進されつつあります。 

次回、第２回では、ＡＤＲ（裁判外紛争手続き）の特徴等について、触れていきます。 

 

（１） 医療訴訟件数の増加（1995年～2004年） 

 最高裁判所では、全国の地裁において新しく提訴された民事医療訴訟の件数を毎年公表しています。

この推移によれば、1995年には年間488件であった医療関係の訴訟件数は、95年以降も右肩上りに増

加し続け、2004年には2倍超の1110件にまで達しました（これは土日を問わず1年間、毎日3件の訴

訟が発生している計算になります）。 

 医療はそれまで人々に安全と思われていましたが、これら2つの取り違え事故により医療に対する安心

感が失われ、さらに権利意識の高揚と相まって、自身が受けた診療の詳細に関心を持つ人々が増えてい

きました。こうした世論の変化が、疑問の残る医療事故については医師の過失を疑い、医療訴訟を起こ

すケースを増加させていったとも考えられています。 

第１回 ～民事医療訴訟、提訴件数の推移～ 



   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 

６月２０日（水）１０時～１２時 ６月２０日（水）１０時～１２時 

７月１８日（水）１０時～１２時 ７月１８日（水）１０時～１２時 

８月２２日（水）１０時～１２時 ８月２２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 

               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 

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 

株式会社 ｴｲｼﾞｰ･ 
         ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

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 

取締役  安川      聡 



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４７号   平成２４年５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 簿記会計で事業を強くする（１） 

２ 社会情勢と医業経営への影響（１） 

３ 地域包括ケアシステム構築への展望 

４ 税制改正・医療機関の税金（１） 

５ 社会保障制度改革の方向性（１） 

６ 生命保険と税務（１） 

７ 採用時に気をつける条件ポイント 

８ 民事医療訴訟、提訴件数の推移 



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 

６月２０日（水） １０時～１２時 

７月１８日（水） １０時～１２時 

８月２２日（水） １０時～１２時 

６月２０日 （水） １０時～１２時 

７月１８日（水） １０時～１２時 

８月２２日（水） １０時～１２時 


