
栃木県医師会・認定 

 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第４８号 平成２４年８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（２） 

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 ～日本は何故変われないのか～ 

医業経営 医業経営 ３ 在宅医療・介護の課題（２） 

税務・会計 税制改正・医療機関の税金 ４ ３党合意を受けた税制改正 

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（２） 

保険・金融 生命保険と税金 ６ 生命保険と税務（２） 

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ こんなスタッフの対処法 Ｑ＆Ａ 

医療安全 
ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）・ 

                メディエーションの動向 
８ ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（２） 

情報 Ｆａｃｅｂｏｏｋ ９ Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ！（１） 



＊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 

 

宇都宮市駒生 

1丁目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７月３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 

済 

済 

済 
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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 

済 

済 



１．B/Sは病医院の歴史 

簿記会計は複式簿記で複式とは借り方、貸し方という２つの相対するもので検証する事が特徴です。古来 

より陰陽の法則、男と女、高い低いとそれぞれが競い、助け合いながら向上成長してきました。 

借り方とは貸借対照表の左側に、投資運用された事業主、院長の思想が表現されています。現金預金、 

有価証券、棚卸資産、医業未収金、建物医療機械の固定資産、投資保証金等が計上されます。貸し方は 

それらのための資金がどのように手当てされたのか。買掛金、未払い金、預かり金､借入金等の負債と今 

まで病医院が蓄えた自己資金に区分して表現されています。規模拡大の思想の院長であれば､ドクターの 

採用、最新の医療器具、医療施設等の充実が必要になり借入金が多額になります。 

この貸借対照表を拝見するとその医療機関の歴史と考え方を知ることができます。質素に健全性でやるの 

か､現代の医療の最先端規模でいくのか､それはトップの力量によります。 

一つ一つの仕訳から導き出される簿記会計は真実が記される､「道案内人」です。 

 

２．記帳代行依頼は経営の放棄に匹敵 

ある診療所が記帳代行と称する､会計事務所に領収書、レジシート、請求書等、自分の診療所で帳面を作る 

ことを一切しない丸抱えの帳簿作成を依頼してきました。このことは大変危険な考え方です。昔の古い 

スタイルの会計事務所は記帳代行するのが事務所の仕事と勘違いしている低レベルのところがあります。 

又それで良しとする医療機関があります。 

ドクターが一つの重要な医療上の討議と技術錬磨のために､他のドクターと会議を持ちながら食事をして 

領収書をもらった。その領収書を会計事務所に丸投げで渡してしまったら､領収書は口をきかないから､ 

会計事務所は「交際接待費」処理して､全額「研究費」か「会議費」として費用に落ちるものが､費用に 

落ちず無駄な税金を払うことになります。医師はどのように仕訳処理されたかも聞きもしないだろうから､ 

間違った処理のまま高い税金を払うことになろう。前号の記事でも書いたが商法19条2項に「商人はその 

営業のために使用する財産については､法務省令に定めるところにより､適時に正確な商業帳簿を作成しな 

ければならない」と規定している。適時とは取引が起きたとき即時に記帳することを要求しているので 

ありますが､商法違反であることは全く明白である。それ以上に経営責任のない会計事務所に記帳代行を 

お願いすることはご自分の「経営権」の放棄そのものに他ならない。 

経営は時を於いて行われるものでなく､日々行われている。それを他に任せると言うことは経営放棄と言わ 

れたも同然で、いずれ経営実態情報が遅れ、好調の事業運営が即時に行われなくなり､後日その弊害に陥る。 

No １ 簿記会計で事業を強くする（２） 

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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３．月次巡回監査 

通常の医療機関では内部統制がしっかりしているところは､ほとんど無いと察せられる。 

内部統制は業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に関わる法令の遵守､資産の保全の4つ 

を目的を担保するものであります。これら４つの目的を担保するためには記帳代行では達成できない。 

ご自分の診療所はご自分で守らなくて誰が守れるのか。 

経済産業省・中小企業庁の「中小企業の会計に関する研究会」報告書の「記帳の基本手続きの考え方」と 

して「会計帳簿の信頼性を確保するため､信頼し得ある記帳が重要である。記帳は整然かつ明瞭に､正確 

かつ網羅的に行わなければならない。また記帳は適時に行わなければならない」と会計帳簿の信頼性と 

記帳の品質に言及している。ご自分の記帳を他人に丸投げで会計事務所にお願いしてしまって､果たして 

会計帳簿の信頼性は保たれるのか。 

簿記会計は健全な経営をするための唯一無尽の友人である。ご自分で行った取引が１つの仕訳となって､ 

その診療所の1人当たり収益高、1人当たり付加価値、1人当たり人件費、総資本利益率、そして内部留保 

の自己資本率の経営上大切な真実が導き出される。 

先験的な会計事務所で行っている「月例巡回監査システム」はISO（品質基準）をも満足させる品質基準と 

信頼性を確保できる。 

 

４．決算書の有用性 

1861年ドイツ商法典のたたき台になった「帝国司法省案」に決算書の目的が次のように述べられている。 

「決算書を作成することによって､商人は規則通りにその業務を進め、忘却あるいは思い違によって､自ら 

が損害を被ったり他人に損害を与えたりせず、その個々の事業の成り行きと結果を見通し、かつ合法性と 

賢明性という規範に従って､従来のやり方を継続すべきか否か、あるいは会社経営に変更を加える必要が 

あるか否か、収支を均衡させる必要があるか否かさらには業務を中止するか否かを判断できるように規則 

的に繰り返してやってくる決算時点で､業務の全ての状況を観察するようになる」と。 

さらに人間は大体毎年同じような行動性を伴う習性がある。春夏秋冬の自分の行動を数年間の日記によっ 

て振り返ってみると､驚くことにほとんど違わず同じ行動をしている。会社決算書を数期比べてみると 

同じように、会社の行動基準が、傾向が分かって､反省したり､励まされたりする。大切なことは数年前と 

比べて成長しているかと言うことでは無いのか。決算書は嘘をつかない真実である。 



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 ～日本は何故変われないのか～    
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前回は、政権交代の意義について次の3点を述べました。民主党の政権交代が期待外れであり、明治維新に 

似て政権交代までは成功しても、次の内部の権力闘争において、より純粋に国民主権を唱える立場が負け 

てしまうという現実があること。その原因として国民の官僚依存体質と、官僚の消極的問題先延ばし戦略 

も過去において社会の安定には一定の意義があったので、なかなかこの体質が変わらないこと。さらに、 

現状ではその先延ばし戦略は通用しなくなっており、体質改善のためには法令を最上位に位置づけた管理 

制度から、より高次元の説明責任を中心とする管理体制が必要であることの3点です。 

その後3カ月の間に、事態は進んで民主党の分裂に発展し、自民党、公明党と民主党の現執行部が行政改革 

等の最重要事を実行する前に手を握ってしまいました。 

簡単に言ってしまえば、日本はまたも変われなかったのでしょうか。（次の選挙も近いので、まだ、結論 

は出ていないとも言えますが、現状では常に時の権力に迎合するマスコミの影響もあり、社会の空気は完 

全に醒めています。） 

今回は、何回チャレンジしても果たせない日本の改革の壁について考え、合わせて、自己の経営の変革の 

壁について、その共通点を考えてみたいと思います。 

１．筋金入りの変化拒否 

（１）日本型民主主義の構造 

山本七平氏が約40年前、日本は何故変われないのかの根源的な理由を「日本型民主主義の構造」という 

論文の中で喝破しています。私がその内容を概略するにはあまりに軽率ですが、前回の福沢諭吉氏、 

ドラッカー氏の官僚論の引用のようにさせて頂けば、以下のようになります。 

・  日本には「個」の組織化である「民主主義」の基礎であるべき、組織（システム）という概念がない。 

     組織と名がついても、それは組織的家族であり、欧米の言う組織ではない。 

・  欧米の言う組織は常に目的を持ち、その目的に対応する正当化が要請される。しかし、家族は目的を 

     持つ組織ではないから、何らかの目的に対応するための正当化を必要としない。唯一の目的は家族の 

     維持存続のみである。 

・  組織的家族集団は、何らかの客観的公理などに基づく権威を主張してはならない。公的な一つの基準に 

     基づいて「公平」に裁定を下すなら、その者は権力的と非難され、調和を乱すものとして排除される。 

     従って、最も非権威的な者が指導者になる。 

・  よって、我々の社会に何らの変革がなくても、各人の現在をそのまま保持して行けるなら、現状固定 

     で永遠に経過して行けるなら、一切の変革は考えないでよい。 

・  しかし、過去の多くの例が示すように、一つの技術上の開発ですら、一つの体制を変革する必要に 

     迫られるのであり、今要請されているのは、新しい事態に対処すべく、自己の伝統に基づく、自らの 

     最も混乱の少ない社会変革の方法論であろう。 
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（２）忘年・新年回帰の発想 

山本七平氏は、日本人の何事もすぐに忘れて思考が循環してしまう特質について、マスコミ批判を含めて 

次のように言っています。  

＜太平洋戦争開始時の朝日と毎日の社説＞（長いのでほんの一部のみ、勝手な現代訳ですが） 

朝日：「宣戦の天皇のお言葉ここに発布され、一億国民の向かうところは厳として定まったのである  

        ・・・・・いま宣戦のお言葉を拝し、恐懼感激に堪えざるとともに・・・・」 

毎日：「一億総進軍の日は来た。待ちに待った日が来た。米英両国に対する宣戦の詔書を謹読するもの、 

           誰か血湧き肉躍るの感を抱かないものがあろう。・・・・・」   

＜終戦時の同社記事＞ 

朝日：長いので省略しますが、要は次の毎日の要約と同じ論調です。 

毎日：「詔書は下った。事ここに至っては日本国民の上下はただ今日に至るまでの陛下の御心の痛みを 

           拝察して血涙をしぼるばかりである。・・・そのここに至った理由と原因を探求すれば無数の 

           理由と原因が指摘されるであろう。しかしわれ等はこの際において責任論など試みようとは思わ 

           ない。・・・同胞互いにいたわり合う温かい心をもって、新しい生活に入らねばならぬ。」  

開戦時にあれだけ全面賛成してしまったためか、敗戦時には、まず運命論であり、無責任論であり、過去 

切り捨て論であり、原因不追及論であり、最後に出てくるのが「いたわり合い」による新しい生活の提唱 

になってしまいます。 

如何ですか。これが40年前の論文であることに愕然としませんか。マスコミの論調が今回の震災と原発 

事故への論調とうり二つではありませんか。全く変われない中で、国民の甚大な被害だけが繰り返されて 

います。 

２．変わるための条件 

どうしたら、この困った状況を変えられるのでしょう。この壁をどのように乗り越えればよいのでしょう

か。ここで、山本七平氏は次のように言っています。 

「社会の壁というのは他への転嫁にすぎず、本当の壁は「自らの内なる日常性」とそれに基づく自らの 

行動にある。」 

筆者の考えでは、まずは家族的集団に埋没するだけではなく、個が自由に意見を述べられるだけの個の 

確立が必要でしょう。次に、家族的な温かさのみを求めるのではなく、組織的な規律にも一定の必要性を 

認めなければ、家族的集団の維持も困難となっていることを認識すること。そして、家族的な集団の中 

のみに関心を持つのではなく、広く政治や行政の在り方にも各専門家集団が正しい意見をどんどん述べる 

ことが必要なのではないでしょうか。 

個々人の内なる日常性が変化し、アンテナが鋭くなれば、マスコミの今の状況も変わらざるを得なくなり、 

マスコミ問題も自然解消するでしょう。 

その習慣を身につけるためにも重要なのは、正しく説明責任を理解し、日常の行動に置いて常に意識する 

ことだと考えています。混沌とした経営環境にある医業経営においても、以上の考え方が一つの参考にし 

ていただけるものと考えます。 

                                      ― 以上 － 



 No ３   在宅医療・介護の課題（２）     

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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前回は、地域包括ケアシステム構築への展望を考察してみましたが、今回は、在宅医療・介護を実施する 

場合、どのような課題が存在するのかを私の介護体験を参考にしながら考えてみたいと思います。  

 

Ⅰ．１０年程の在宅介護を体験して 

私は約１０年間母親の介護体験をいたしました。その発端は真冬のある日、たぶん午前1：00～2：00 

頃と思われますが、母がパジャマのまま家を出て道路のわきの段差のある畑に倒れ、右肩骨折し、大学 

病院へ救急搬送され集中治療室での手当ての後、手術を行い、後に退院となった。その後家庭では再度の 

一人外出を恐れ、私と妻が交替で毎日母の寝室の隣の部屋で寝泊まりの状態が続きました。 

その後入浴介護も困難になりデイサービスを利用していましたが、序々に歩くのも思うようにならず車椅

子・寝たきりの状態となり、褥創ができ食も細くなり、やがて食事介助の状態となってゆく。その後に痰 

も詰り気味となっていった。このような中で考えた事は、訪問看護師に依頼して痰吸引をお願いすること。 

又、万が一食べられなくなった時は胃ろうをお願いしたら良いか、点滴ではどうかなど考え迷っていたが、 

身の廻りの世話は全て私と妻で何とかクリアーしようと決断した。 

その後３日程した日に、母は自宅のベッドの上で息を引き取ることになってしまった。 

かかりつけ医の先生の話では、痰が詰まったことによる窒息死であることが告げられた。在宅介護を通し 

て介護する者もかなり身体的・精神的に疲労する事を体験した。 

又、身体急変した場合、救急車に依頼するか、かかりつけ医に対応していただくか、などいろいろ想定し

ながら介護する日々が続きました。 

  

Ⅱ．在宅医療・介護の環境整備 

在宅医療・介護を行う場合、医療・介護の提供者側の提供体制が充分かどうか、次に在宅介護を行う家庭 

の家族構成から充分な介護機能を果たせるかどうか、患者・利用者である本人の立場はどうか。三位一体 

の問題が存在する。 

特に現代では核家族化が進み、老老介護や呆老介護・独居老人の増加など介助する側の困難性が高まって 

いる。前回の地域包括ケアシステムによれば、在宅医療を含め現状では充分な体制とは言えないのが現状 

である。 

今後高齢者や高齢者世帯が増加する中、これらの諸問題をどのように解決してゆくのか、在宅での医療・ 

介護に当り重大な課題となってくる。 

  

Ⅲ．患者・利用者としての本人の立場 

本人が望む意識調査によると、住み慣れた所(自宅)で医療・介護を受けながら最期を迎えたいと回答する人 

が多くを占めている。しかしながら現状は、医療施設で亡くなる方々が圧倒的に高い水準を占めているの 

が現状である。 
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理想と現実のギャップは家庭環境に基因しているものと思われる。この件については次に詳細に見てゆき 

たい。 

本人としてはどうやら家族の意向にそっていこうとする考え方が見受けられると思われる。ところで私の

場合、何度かショートステイを申し込んでみたが、施設の都合や預ることの不安さ（本人の状態から）も 

あってショートステイの体験は一度もなかったことになる。つまり重度の状況の場合、入所は不可能と 

言ってよい。 

このような中で、我々は長い間、在宅介護を実践してきた。その後私は妻に「長い間母の世話をしていた 

だき、どうもありがとうございました。」と告げた。妻は「いいえ」と返答してくれた。 

  

Ⅳ．在宅医療・介護の課題 

実体験をして感じられる課題は次のように思われた。 

１．在宅介助する家族構成により、老老介護の家庭では、長期間の介護には身体的に限界に近付いて 

      しまうこと。呆老介護も同様に感じられる。独居老人になっては著しく困難性を伴う。親子家庭に 

      あっては、本人の病状や介護度合いにもよるが、やはり長期間の介助には一定の収入が確保されて 

      いる必要があること。 

２．在宅医療・訪問看護などの医師・看護師の数が、今後を含め少ないのではないか？ 

３．施設入所を考えた場合にも、待ち期間が非常に長く困難性を伴っていること。 

４．独居老人・老老介護・呆老介護・生活困窮な家庭の場合、在宅医療・介護を行う場合には、在宅現場 

      において何らかの社会的なサポート体制が必要となること。 

５．少子化が進む中、在宅医療・介護は今以上に深刻になること。 

６．在宅で生涯を送るには、社会的支援体制とそれに応ずる社会的コストを準備する必要があること。 

７．介護する側の親族の意識の相違により、施設か在宅かの選択が異なる結果となること。 

  

Ⅴ．おわりに 

厚労省が進めようとしている地域包括ケアシステムは、社会的システムとして有効な手段とも考えられる 

が、対象は比較的病状が軽い医療患者や要支援レベルのやはり軽度な介護者のなるものと思われる。重要 

なことは、比較的重度な方の場合で、例えば社会的に弱い立場や環境にいる独居老人・低所得層家族・ 

老老介護・呆老介護などのケースで、その時の在宅介助を誰が担うのかという現場レベルの問題がケア 

システムには織り込まれていない。このことから、一日も早く在宅現場での担い手の指針を策定し、かつ 

社会的コスト負担も関連付けて解決していくことが必要と思われる。また、入院・入所の各施設も高齢化 

社会が進む中で不足状態となることは明らかである。国民医療費・国民介護費は今後増加することは自然 

な傾向である。各県自治体においても地域包括ケアシステムと同様、特に超高齢者福祉のあり方において、 

在宅現場での支援機能について地域間格差が生じてしまう可能性がある。 



 No ４   ３党合意を受けた税制改正 

  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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税率の引上げについて合意がされましたが、引上げにあたっては、低所得者に配慮した施策を講ずること

とし、以下の項目が確認されました。 

１．消費税は、低所得者への施策等を確認、修正した上で引上げを合意 
２．所得税の増税については、いったん削除となるが、今年末の平成２５年度税制改正にて措置が 
      講じられる 
３．相続税の増税や贈与税の改正などについてもいったん削除となるが、今年末の平成２５年度税制 
      改正にて措置が講じられる 

【ポイント１．消費税について】 

消費税率を平成２６年４月に８％、平成２７年１０月に１０％に引き上げることで合意 

消費税の引上げを柱とする社会保障・税一体改革関連法案は、衆議院を通過し、今国会の会期中での成立

が予想されています。 

当初の政府案と比べ、３党合意の中で、次のような修正を加えての法案化となっています。 

給付付き税額控除 と 複数税率（軽減税率）の導入を検討する。 
 
 
 
これらの検討の結果、導入される施策が実現するまでの間は、簡素な給付措置を暫定的及び
臨時的な措置として実施する。 
 
 
この簡素な給付措置が実施されることが８％への引上げの条件となる。 

給付付き税額控除  の導入については、マイナンバー制度の導入が不可欠です。また 複数税率 の導入と 

なると、基礎的食料品などについて税率を低くする軽減税率が採用されることが予想されますが、「何を

基礎的食料品とするか」などの線引きが難しくなりそうです。 

また「簡素な給付措置」とは、低所得者に対して、一律に一時金を給付することが予定されています。 

また消費税の引上げについては、次のような問題もあると言われています。 

【医療機関の消費税問題】 

社会保険診療に対する消費税は非課税となっているため、逆に薬品や医療材料・各種経費の支払時

の消費税は、計算上の「控除」はない（控除対象外消費税）。この負担額については、診療報酬内

で補填されている「はず」であるが、金額的に「負担額」と「見合っていない」のではないか。 

また、建物の建築や高額な医療機器の購入など、臨時的かつ多額な投資による消費税負担に対し、

税率の引上げに伴いどう措置するのか。 
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医療に係る消費税については、控除対象外消費税の見合い分として、消費税導入時（平成元年）及び引上

げ時（平成９年）において、診療報酬に１．５３％の上乗せがなされているとの「解釈」ではあります。

しかし、診療報酬改定時の包括化や見直しの中で、実際は上乗せ部分が明確でなくなっているのが実情で、

根本的な問題です。また、建物の建築・高額な医療機器の購入時において多額な消費税負担が生じる問題

もあります。 

 

今回の引上げにあたっては、次のような方針となっています。 

①医療機関等の支払時の消費税については、現行どおり、診療報酬等の医療保険制度において手当をする。 

②医療機関等における高額な投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し 

   区分して措置を講ずることを検討する。 

 

更にその点の追加として、『消費税率の８％への引上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担について、 

医療保険制度において 他の診療行為と区分して適切な手当 を行う具体的な手法について検討し結論を 

得る』こととなりました。 

今後、この特例の措置がなされる「高額の投資」の「対象範囲」「具体的な措置・内容」「補填金額」が 

明らかになってきます。 

また『 医療に関する税制上の配慮等  についても幅広く検討を行う』こととなりました。「四段階概算 

経費率」及び「事業税の特則」についてを指しているものと思われます。  

 

【住宅の消費税問題】 

住宅の取得は高額の買い物であり、増税による消費税の負担増がかなり大きい。増税により住宅取得が 

困難になることや、駆け込み需要とその後の反動減が大きな影響を及ぼすことなどへの対策を実施する。 

 

住宅の取得については、『取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み 

需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び 

緩和する観点から住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する』とされていました。 

更にその点の追加として、『平成２５年度以降の税制改正及び予算編成の過程で総合的に検討を行い、消

費税率の８％への引上げ時及び１０％への引上げ時にそれぞれ十分な対策を実施する』とされました。 

また法案には、建物の引渡しが税率引上げ後でも、税率引上げの半年前までに契約をしていれば、引上げ

前の税率が適用できる、という規定が法案に盛り込まれています。 

  



【ポイント２．所得税について】 

最高税率の引上げなどについては、平成２５年度税制改正にて措置 

所得税の税率については、下記のような改正案となっていました。 

  現行 改正案 

195万円以下 5% 5% 

195万円を超え330万円以下 10% 10% 

330万円を超え695万円以下 20% 20% 

695万円を超え900万円以下 23% 23% 

900万円を超え1,800万円以下 33% 33% 

1,800万円を超え5,000万円以下 40% 40%  

5,000万円を超える金額 40% 45% 新設。住民税（１０％）と合わせて 
最高税率は５０％→５５％へ引上げ。 

 この内容は今回の消費税の増税法案からは、いったんは削除されました。しかし最高税率の引上げなど 

累進性の強化については今後も検討し、その結果に基づき『平成２５年度改正において必要な法制上の 

措置を講ずる旨の規定を附則に設ける』ことになりました。したがって、今年度末に改正が行われること 

が濃厚です。 

具体化にあたっては、『「課税所得5,000万円超については４５％」という案や、「課税所得3,000万円

超について４５％、課税所得5,000万円超について５０％」という案などを踏まえつつ検討を進める』と

されています。 

【ポイント3．相続税について】 

基礎控除の引下げなどについては、平成２５年度税制改正にて措置 

相続税及び贈与税については、下記のような改正項目がありました。 

○相続税の基礎控除の引下げ 

  「5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数」 

             ⇒「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」 

○相続税の最高税率の引上げ （５０％⇒５５％） 

○死亡保険金に対する非課税枠の引下げ （対象となる相続人を同居相続人などに限定） 

○相続時精算課税制度に係る適用贈与者の年齢引下げ （６５歳⇒６０歳） 

○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大 （２０歳以上の孫を追加）  

これらの内容は今回の消費税の増税法案からは、いったんは削除されました。しかし相続税の課税ベース、 

税率構造等、及び贈与税の見直しについて検討し、その結果に基づき『平成２５年度改正において必要 

な法制上の措置を講ずる旨の規定を附則に設ける』こととされました。したがって、こちらも今年度末に

改正が行われることが濃厚です。 

具体化にあたっては、『バブル後の地価の大幅下落等に対応して基礎控除の水準を引き下げる等として 

いる今回の政府案を踏まえつつ検討を進める』とされています。 
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 No ５    社会保障制度改革の方向性（２） 

 ㈱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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[地域包括ケアシステム] 

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上になり2025年を見据えたビジョンとして「地域包括 

ケア研究会報告書」で提唱された、あるべき医療・介護の姿であり、「ニーズに応じた住宅が提供される 

ことを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サー 

ビスを含めたさまざまな生活支援サービスが日常生活の場（概ね30分以内〈中学校区を基本とする〉）で 

提供できるような地域での体制」と定義されています。つまり、医療や介護が必要になっても個人の自立 

とＱＯＬが追求できるように、金銭管理等の権利擁護支援や生活援助、身体介護、終末期を含めた在宅 

医療など必要なサービスを受けられる体制作りと言えます。 

【地域包括ケアの５つの視点による取組み】 

地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者に応じた①～⑤の適切な 

組み合わせによるサービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に 

行われることが必須。 

① 医療と介護の連携強化 

・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化 

② 介護サービスの充実強化 

・特養などの介護拠点の緊急整備（平成21年度補正予算：3年間で16万人分確保） 

③ 予防の推進 

・できる限り要介護状態とならないために予防の取組みや自立支援型の介護の推進 

④ 見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など 

・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援サービス（見守り、 

    配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービス）を推進 

⑤ 高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備（国交省） 

・高齢者専用賃貸住宅（現・サービス付き高齢者向け住宅）と生活支援拠点の一体整備、持ち家のバリア 

    フリー化の推進 
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地域包括ケアを指向する考えは社会保障・税一体改革素案にも盛り込まれ、2025年のあるべき医療・ 

介護提供体制を構築していくうえでの重要なキーワードとされました。厚労省は2012年度から始まる 

第5期介護保険事業計画の計画策定指針および2012年度の介護報酬改定方針に「地域包括ケアシステムの 

基盤強化を図る」方針を明記、今後の介護サービスの基盤整備における基本的考え方として位置づけて 

います。また、2011年の改正介護保険法で地域包括ケアシステムの理念を明記し、推進を国と地方公共 

団体の義務としたうえで、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と「複合型サービス」を創設、地域 

密着型サービスに追加しました（2012年4月開始）。 

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は365日24時間の対応を可能とする訪問介護と訪問看護を組み 

合わせたサービス、「複合型サービス」は小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス 

です。 

地域包括ケアの基本的な考え方は、介護保険施設以外の場所で生活する高齢者等に医療・介護を提供する 

多様な事業者によるサービスを、情報の共有によって最適なケアプランに一元化するとともに、緊密な 

連携によって急変時の対応を含めた安心・安全で切れ目にない提供体制を実現することにあります。これ

は、限られた医療・介護資源を効率的に活用するうえで欠かせない方法であります。患者単位で最適な 

ケアプランを作成するには、地域の医療・介護資源の分布を熟知したコーディネーターが必要であり、 

医療保険と介護保険間に円滑な補完関係、整合的な給付調整が不可欠です。また、医療・介護に携わる 

多職種の間にチーム関係が築かれる必要もあります。 

国をあげて取り組みが始まりますが、多くの課題が浮き彫りになっています。たとえば、診療報酬の上で 

在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院とされている在宅医療提供者の整備や、急変時に夜間訪問を代行 

したり、空きベットを提供する連携・後方支援体制の整備が遅れており、2012年度診療報酬改定の重要 

課題になってきました。また、在宅の要介護者に対する訪問看護は介護保険による給付が原則であるため、 

医療保険による訪問看護の拡充も急務になっています。 

一方、介護保険においては、ケアプラン作成を担うケアマネジャーに医療の知識が乏しいために要介護者 

の医療必要度が把握できないこともあって、訪問看護や訪問リハビリの活用が十分に進んでいません。 

また、ケアマネジャーからみると、病院や診療所との連携が円滑に運んでいないといった不満が生じて 

います。このように、医療保険、介護保険それぞれにおいて連携とチーム医療の構築が遅れており、医療 

と介護の連携も十分ではありません。 



 No ６    生命保険と税務（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 
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今回は『生命保険』のお話ではありませんが、税負担を減らしながら（節税）、将来へ向けた貯金が 
できる公的制度についてご紹介します。 
 
  

●個人型確定拠出年金  
確定拠出年金とは、公的年金の一部で将来の老後資金不足を補うための自助努力の制度です。 
他の年金保険料同様に所得控除の対象となりますから退職時に向けて資産形成ができかつ節税もできる 
制度です。 

加入できるのは国民年金の第一号被保険者と第二号被保険者で、共済加入者と第三号被保険者（いわゆる 

サラリーマンの配偶者）は加入できません。 

また、国民年金基金に加入されている場合は、合計の掛け金で68,000円が限度額となります。  

  

【確定拠出年金の特徴】 

【1】 掛け金は全額所得控除の対象となる。  

【2】 60歳から給付を受けることができる。一時金でも分割でも可能。一時金の場合は退職所得 

         扱い、分割の場合は公的年金控除が受けられる。  

【3】 転職や開業、法人化しても原則として継続可能。  

【4】 運用商品は自分で決めることができる。 

【5】加入限度額は、国民年金の第一号被保険者の場合は68,000円、第二号被保険者は23,000円。 
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●小規模企業共済    

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模共済法に基づいて運営しています。  
加入できるのは、小規模企業の経営者や個人事業主です。 
個人事業主の配偶者も共同経営者の要件を満たせば、加入できます。 
医療法人の理事は加入できませんので注意が必要です。   
 

【小規模企業共済の特徴】 

【1】  掛金（上限70,000円/月）は全額所得控除になる。 

【2】 廃業時・退職時に、共済金を受取ることができる。受取り方は一括、分割、併用の選択が可能。 

          一括の場合は退職所得扱い、分割の場合は公的年金控除が受けられる。  

【3】  事業資金等の貸付制度が利用できる。 

両制度とも、『将来に向けての資産形成のための積立が所得控除になる』、というのが大きな特徴です。  
例えば課税所得が1,500万円の場合の所得税は 1500万円×33％－1,536,000円＝3,414,000円と 
計算されます。 

課税所得金額  税率 控除額 

   195万円以下   5％ 0円 

   195万円超 330万円以下 10％ 97,500円 

   330万円超 695万円以下 20％ 427,500円 

   695万円超 900万円以下 23％ 636,000円 

   900万円超 1,800万円以下 33％ 1,536,000円 

1,800万円超 40％ 2,796,000円 

所
得
税
の
速
算
表 

同じ課税所得が1,500万円の先生が確定拠出年金月額68,000円の掛金で加入した場合年間の掛金は
816,000円ですから （1500万円－81.6万円）×33%－153.6万円＝3,144,720円となり所得税だけ 
でも年間に269,280円の節税になります。  
 
さらに、課税所得にかかわらず住民税の税率は10%ですので、816,000円×10%＝81,600円の節税 
効果があり、所得税・住民税合計で年間350,880円の節税となり、仮に20年間継続したとすると 
700万円余りの節税になります。   
 
課税所得が1, 800万円を超える先生であれば 
81.6万円×40％=326,400円 ＋ 81.6万円×10％=81,600円 = 408,000円 
の節税効果となります。 
 
また、小規模企業共済に70,000円×12=84万円の掛金で加入する場合、 
課税所得が 1,500万円超1,800万円以下の場合で 277,200円 
 1,800万円超の場合で336,000円 
それぞれ住民税での効果84,000円を加えると361,200円～420,000円の節税となります。 
  
個人診療所を経営をされている先生の場合、両制度を合わせて加入が可能です。また小規模企業共済の共
同経営者の要件が緩和され、配偶者の加入も可能（要件を満たす場合）になりましたので、さらに節税効
果を見込めます。 
医療法人を経営されている先生は、「確定拠出年金」のみ加入可能で、掛け金限度額は23,000円と個人
事業の先生よりは少額となりますが、全額所得控除ですので加入の価値は充分あります。 
  
来年度以降の税制に関しては不確定ですが、所得税の課税が緩和の方向へ向かうとは考えにくい状況です。
まだこのような制度を利用していない先生は検討されてみてはいかがでしょうか。 



（有）エファ 社会保険労務士 佐藤 智子 
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 No ７    こんなスタッフの対処法 Q＆A  

医療機関は、様々な専門職が混在しており、労働時間管理の難しさや管理者の労務管理知識の不足などか

ら人事労務管理が非常に難しいと言われています。労使関係が良好な医療機関は、院内ルールが明確に

なっており管理者も労務管理知識を有していることも多いため、職員も安心して仕事に専念できているよ

うに見受けられます。今回は医療機関の現場で起こりやすい問題とその対処法についてお伝えいたします。 

医療機関では、看護師同士、職種間で派閥を形成し派閥間の対立によって全体のコミュニケーションが悪

くなったり、現場が混乱するといった事態が起こっていることも珍しくないようです。規模の大小にかか

わらず、職員間に派閥ができるという話はよく耳にします。派閥ができる理由としては、仕事の進め方な

どの考え方の違いにより同じ考え方の職員同士が固まってしまう場合と、好き嫌い、気が合う合わないな

どの感情によってできる場合が挙げられます。前者の場合には、考え方の違いや方向性のずれを確認し、

同じ方向にベクトルを合わせることで解消できることがありますが、厄介なのは後者です。この場合はま

ず全員の意識共有ができるすり込み研修を導入し、その後リーダーを中心としたチームを作ることも有効 

です。病医院の基本理念を実現するための行動基準を明確にして、チームごとの目標を設定し、同じ方向 

に向かって取り組むことで一体感が生まれて、全体に雰囲気がよくなることが期待できます。また、職場 

風土を悪くしている職員に対しては、組織としての禁止事項を定めて周知し、職員同士がお互いに注意し 

合える職場環境を整えることも大切です。 

職員同士で給料明細を見せ合うということが、医療機関において最近増えていると耳にします。自分が正

当な評価をされているのかを確認したいためなのかわかりませんが、見せ合った結果、自分よりも給料が

高い職員がいればそれが嫉妬や妬みとなって職場の人間関係が悪化したり、組織への不満や不信感を持つ

職員がでてくることもあるため注意が必要です。病医院の場合、職員の多くが中途採用で、年齢や経験、

資格などを考慮して給料額を決定されることが多いようですが、能力や成果に対する評価が反映される賃

金制度を導入することも対処法の一つです。シンプルでわかりやすい職員のやる気につながる制度を構築

し、感覚で給料額を決定することは避けたほうがよいでしょう。 

１．職員間の派閥ができて職場風土が悪くなっている 

２．職員間で給料明細を見せ合っている 

３．職員が外部研修に行きたがらない 

職員のレベルアップを目的に外部研修への参加を促しても、なかなか参加したがらないということを耳に

します。業務が忙しく行きたくても参加できない、研修が管理者からの押し付けになっている、研修に参

加しても評価されない等々理由はあるようですが、何よりも病医院の人材育成に関する方針が職員に徹底

されていないことが大きな原因となっているようです。具体的にどのような病医院にしていきたいか、職

員にはどうあってほしいかといったことを明確にして中長期的に職員を育成するという視点に立ち、研修

の目的を明確にしなければなりません。その上で、なぜ研修に参加してほしいのか研修目的を伝えること

が重要です。また、研修に参加した職員への評価や、成果があった職員に対しては表彰するなどモチベー

ションが上がるような取り組みも参加意欲を高めることにつながります。    

労使の信頼関係を築き、トラブルのない職場環境の構築のためのお役に立てば幸いです。 



 No ８   ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（２） 

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 

（１）ADRとは 

ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、仲裁、調停、あっせんなど、裁判によらない紛争解決手続き

全般のことを指します。裁判所の民事調停のほか、行政機関、弁護士会、その他民間団体などが行う各種様々な形態

の紛争解決手続きがあり、多様な理念や発想に基づくADRが多数存在します。 

（２）ADRが医療でも期待される背景 

この新たな紛争解決の仕組みは、様々な分野において重要な役割を果たすことが社会から期待されており、消費者ト

ラブルなど民事上の紛争全般を想定した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ADR法）が、2007年

4月に施行されました。その医事紛争版が医療ADRです。 

2010年3月からは、厚生労働省医政局が主体となり「医療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議」を設置、

最近では2012年3月29日に第6回が開催され、医療でのADR活用について情報や意見の交換がなされています。 

こうした動きが出てくる背景には、「訴訟」という法的解決が、当事者双方にとって決して望ましいものといえない

ことに起因しています。訴訟では、“原告”と“被告”という対立構造が前提となる上に、最終解決を“金銭賠償”

に求めるため、特に医事紛争においては「誠実な対応」「真相究明」「再発防止」を求める患者側のニーズとずれて

しまい、患者にとっても、たとえ勝訴しても満足のいく解決にはなっていないことが多くあります。このような観点

からも、裁判外での解決が特に重要な意味を持っています。 

（３）ADRの特徴 

ここで、一般的に考える民事訴訟手続とADRの違いをみてみることにします。 

出典：総務省ＨＰ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/riyoshacon/pdf/090204_2_si2-5.pdf 

ADRでは、①解決までの経過・結果は、原則非公開とする「機密性」、②問題の法的解決のみを目的とせず、患者と 

医療者双方の感情的な面も含めて解決を目指す「柔軟性の高さ」、③解決までにかかる時間が裁判より短く済むこと 

が多い「迅速性」、などが特徴（メリット）として挙げられます。中でも、医療におけるADRという紛争解決の仕組 

みが持つ本質機能は、患者側・医療者側との対話回復にあるといえるのではないでしょうか。 



 No ９  Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ ！（１）    

今、話題のfacebook！ ６／３にセミナーを開催させていただきました。当日、参加できなかった方から 

も内容を知りたいというリクエストにお応えしてコンサルニュースに掲載することにしました。日本でも、 

登録数が急増してこれからの発展が期待されています。このニュースでは、基本的な内容からプライベート 

での活用方法、また、ビジネスシーンでは、医業経営における実際の事例もご紹介します。 

今月のプログラム 

１．どれぐらい使われているの？ 
・世界地図で表示するとロシア、中国などを除くと

ほぼ、世界で最も使われていることがわかります。

日本でも最近、ｍｉｘｉを抜いてトップに立ちまし

た 

・全世界でfacebookが最も使われています事がわ

かります。 

２０１２年６月段階では、９２％の国でfacebookがトップとなっています 
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㈱ ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ   代表取締役     内田  隆 

２．Facebookユーザー数はどれぐら

い？ 
・トップは、アメリカの１５,５７０万人。 

 国民に占める割合では、なんと５０％を超 

 過しています。 

・ブラジル、インド、インドネシアと続いて 

 います。 

・日本は、２１位で１,０００万人を突破しま 

 した。 

 ３．国民に占める登録割合は、日本はどれぐらい？ 

  ・なんと日本の場合は、７．９２％とランキングでは、世界１４４位という低い状態です。 

 ４．過去、６ケ月間の増加数は日本ではどれぐらい？ 

  ・こちらは、世界４位と３７７万人の増加となり、急激に増加しています。 

  ・就職活動でも企業がfacebookを活用し始めています。 

ユーザー数は、一気に増加しており、この傾向は、今後も続いていくと予測されていま

す。これから登録する方も日本では、トップ８％に入ることになるのです！ 



   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 

   ９月１２日（水）１０時～１２時    ９月１２日（水）１０時～１２時 

１０月１２日（水）１０時～１２時 １０月１２日（水）１０時～１２時 

１１月２１日（水）１０時～１２時 １１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 

               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４８号   平成２４年８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（２） 

２ 
社会情勢と医業経営  

             ～日本は何故変われないのか～ 

３ 在宅医療・介護の課題（２） 

４ ３党合意を受けた税制改正 

５ 社会保障制度改革の方向性（２） 

６ 生命保険と税務（２） 

７ こんなスタッフの対処法 Ｑ＆Ａ 

８ ADR（裁判外紛争解決手続）の特徴（２） 

９ Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ！（１） 



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 

９月１２日（水） １０時～１２時 

１０月１７日（水） １０時～１２時 

１１月２１日（水） １０時～１２時 

９月１２日 （水） １０時～１２時 

１０月１７日（水） １０時～１２時 

１１月２１日（水） １０時～１２時 


