
栃木県医師会・認定 

 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第４９号 平成２４年１１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（３） 

医業経営 社会情勢と医業経営 ２ 
政治・行政と専門家集団（医業業界はその代表の一つ） 

                                        とのあるべき関係 

医業経営 医業経営 ３ 遺言の事例研究（３） 

税務・会計 税制改正・医療機関の税金 ４ 
源泉所得税の「必要書類」は 

                                                 完備されていますか？ 

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 レセプト突合点検・縦覧点検への対応 

保険・金融 生命保険と税金 ６ 今加入している生命保険で家族は守れる？  

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ 
研修の導入の仕方で意識が変わるポイント 

    ＋ワンポイントマナー     ～育成すべき２つの能力～ 

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（３） 

                    ～メディエーションについて～ 

情報 Ｆａｃｅｂｏｏｋ ９ Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ！（２） 



＊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 

済 

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 

済 

済 



1． 付加価値80万円/月 

 会計の数字は正直である。ある耳鼻咽喉科の今期収入増加が著しかった。社員数、機器群等設備も昨年

と同じなのに、驚くべく売り上げ増加であった。なぜなのか。患者電子カルテのパソコンを患者ごとに立

ち上げる時間をほとんどゼロにした結果である。以前1台のパソコンで患者の情報を立ち上げていたものを 

複数パソコンで次の順番待ちの患者のカルテを立ち上げていると、立ち上げ時間が限りなくゼロになり 

患者回転時間が早くなり、患者自身も待ち時間が少なくなり、ドクター、患者双方にとって好都合で、 

収益増という結果になった。数字の陰に隠れた原因があった。 

 会計数字は損益構造と、キャッシュフロー構造の2面から観察できる。利益が出ても、お金が残らなけれ

ば、どこか経営のやり方が間違っているのである。総資産額（流動資産、固定資産、投資等）が昨年より

増えたのに、純利益が昨年と同じなら経営効率が悪くなったのです。利益が出たからと喜んでいられない。

たとえば無床診療所の個人の一人当たり月間付加価値（売り上げ高－診療材料、薬品費）は約80万円であ

る。  従業員が7人いたとすると月間の付加価値（一般的には売上総利益、粗利益）は560万になる。そこ

から人件費を払い、家賃、厚生費、交際接待費、水道光熱費、宣伝費等を支払い、残りが利益である。こ

の付加価値80万稼げない診療所は、何か経営上の欠陥が存在している。たとえば人がいるのだが一人当た

り売上高が全国標準の105万円にいかないとか、あるいは全国標準の人件費の付加価値にしめる労働分配

率が全国標準の34％を超えているとか、非効率の経営を営んでいることが判断される。 

 

２．事業の健康診断 

 月次決算をないがしろにして、ドクターは数字のことは事務員に任せておけば良いという考えは、いず

れ資金繰りに破綻を来す。瀕死の経営状態の日本航空を2年半で2億5千万円の利益企業に立て直した稲盛 

京セラ社長の口癖は、経営トップは会計を学ぶことを経営者の要諦と絶えず諭している。 

 会計数字、特に年一回の決算数字は、経営に対する、経営者の成績表である。言ってみれば体の健康診

断である。会社の健康状態で異常値、要注意、検査が必要なのに、それらの処置を見過ごしていると、後

で取り返しのつかない回復不能の状態になってしまうかもしれない。がんの末期患者には看取ってくれる

家族がいるが、事業の末期がんは誰も看取ってくれない。破産というレッテルが貼られ惨めである。以前

正規の簿記は会社倒産破綻に備える重要な武器と記しましたが、まさにその通りなのです。 

 決算により会社の今の真実の状態が貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を通して判明す

るので、将来への手が打て、ジャンプ台になるのです。経営がうまくいく為には、院長と社員の心が合っ

ているのか、適正給与基準が構築されているのか、将来の金の卵となる種を育成しているのか、それらを

会計思考で前もって計画すると具体的になる。 

No １ 簿記会計で事業を強くする（３） 

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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 顧客に診療所の組織図をくださいとお願いすると、医師何名、看護師何名、事務員何名と単なる名前の 

羅列の組織図が見せられる。 

 組織図は事業戦略を機能別に分解し、各部門にやってもらう機能を割り付け、細かな業務分掌を記し、 

それぞれのミッション（使命、目的）を決めて初めてそれぞれの人間がやるべき行動基準が明確になる。 

そして行われた業務についての業績評価の基準が示され、職務の目的が記され、かつその部門のリーダー 

担当者を決め、責任の所在をはっきりさせ、最後に会計思考による点数と評価が書き込まれる。 

  結果一つ一つの行動が、一つ一つの仕訳伝票に起票されて事業所の決算数字となる。すなわち会計は経営 

の「モノサシ」を創る手助けとなり、業績向上と、公平な評価が、院長と社員の心を合わせる仕事がうま 

くいくようになる。 

 

３．軽自動車をF1マシンに 

 軽自動車をF1マシンに仕立てるには、競争に勝てる高速回転の強力なエンジンと軽くて丈夫なボディ、 

強くて地面に吸い付く高性能タイヤ、精密で正確な計器類、有能な腕のいいドライバーがワンセットで 

必要になる。エンジンとボディは事業体そのものであり、運転するとき頼るべき計器とナビゲーションが、 

会計思考と、決算書なのです。そしてドライバーは経営者あるいはトップなのです。 

 医療は経営と違うとおっしゃるドクターがいます。診療科報酬、薬価は政府のさじ加減で、我々の自由

に決められない。基準看護が有り自由な体制が組めない。法的規制が多くて経済活動が限られていると悲

観的に考えるとキリがありません。光のあて方を変えてみると今一般企業はデフレの経済で 熾烈な価格

競争にさらされています。統制経済の診療報酬価格は、ある意味では、法律により保護されている部分も 

あるかもしれません。 

 二宮金治郎が荒れ地を実りある田畑に変えた「一円思想」に考えつけば、逆境を実りある医業経営に変

えることが出来るのではないでしょうか。 

 強い医業経営は損益構造とキャッシュフロー経営の両輪です。その両輪を支える基本が簿記会計システ

ムです。診療所は利益が出て、お金が残らなければ未来の先行投資も、新しい技術のための研究も達成で

きません。会計思考の大切なことを忘れないようにしたいものです。 

 



関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 

No ２  政治・行政と専門家集団（医業業界はその代表の一つ） 

                                     とのあるべき関係 
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 このテーマの第1回目（5月号）では、現在のような国民が政治・行政・マスコミを信頼できない困った 

状況下で、医業経営の今後のあるべき姿を考えるには、この困った状況の原因を考える必要があること。

実質的に日本の指導層となっている官僚に「説明責任」の認識がなく、国民も官僚の「説明責任」に関心 

が薄いことに原因があることを述べました。 

 第2回目（8月号）では、日本が変われない原因と変わるための条件について考え、専門家集団が正しい 

意見を、もっと自由に積極的に政治・行政・マスコミに発信することの必要性を述べました。 

 今回は、様々な分野において存在する専門家集団と政治・行政等とのあるべき関係について考えたいと 

思います。現実の関係をそのまま受け入れたのでは何も変わらず、常に何かおかしいと感じながら事業を 

続けるという不安定かつ不合理な事業経営になってしまうからです。 

 あるべき関係について考えるためにも最も重要な「説明責任」とは何かを正しく理解することから始め 

る必要があります。 

 

１．「説明責任」とは  

  「説明責任」とは「委託者」と「受託者」という横（水平）の関係が前提となって初めて発生する責任 

  ですが、「法令」よりも上位に位置する「真理」に基づく堅固な概念です。つまり、条文の第何条順守 

  も必要ですが、それよりも重要な責任で、全世界共通の真理です。 

     国民が政治家や行政に自分に替わって税金の使い方を任せるという場面では国民が「委託者」で政治 

  家や官僚が「受託者」です。震災復興予算を誠実にこのように使い、その「効果」がこのように上がり 

  つつあり、同じ効果をこのように効率的に震災地域の人々のために使いましたという「説明責任」が 

  政治家や官僚に課されているということです。   

      言われてみると当然なんですが、日本では最近まで全く意識されなかった概念です。勘の良い方は 

  すでにお気づきのように、日本では特に公共の場において「委託者」と「受託者」の横の関係ではなく、 

  「下じも」と「お上」の縦の関係しか江戸時代以来なかったからです。 

   従って、最近のマスコミ等で安易に使われている「説明責任」は、本来の「説明責任」とは違うもの 

  として疑って見ておく必要があります。 

  政治家や官僚に求められる真の「説明責任」の具体的な内容は以下のような要素が上げられます。 

  ①「役割」の明確化：何を受託したのかを明確にしないと、誠実にその職務を果たしたか否かの   

            説明は不可能だから、まず自己の受託した役割を明確にすること。 

  ②「効果」の測定： 役割（目的）をどの程度達成したのかを測定し説明すること。 

  ③「効率」の測定： 同じ効果をなるべく少ないコストで達成したか、同じコストでなるべく多くの 

                                     効果を上げられるように工夫したかを測定し説明すること。 

  ④「優先性」の考慮：限られた予算で優先順位を如何に適切に考慮したかを説明すること。 

      ⑤「公平性」の考慮：公益を受託したならば、如何に公平性を考慮したかを説明すること。 
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      ここで、大切なことはまず役割を明確化し、その役割通りの効果等をチェックする仕組みです。 

  当然、まず実務を担当する官僚がこの資料を作成する義務があることを認識して実行し、政治家や 

   マスコミは、各分野の専門家集団の知識経験を活用して、この資料の適正性をチェックし監視すると 

   いう仕組みです。このような当然の仕組みが、驚くことに我が国では実質的に存在しません。 

  よって、税金や我々の年金等が何に使われているのか全く分からないという事態になります。民主党  

   の事業仕分けは、官僚の国民への説明責任の遂行状況（資料の作成等）をチェックして、その不備を 

   指摘すればよかったところを、自分たちで仕分けをいきなりしてしまったところに無理があり、かえっ 

   て、政治家のみに批判が集中するという愚を犯しています。 

 

２．専門家集団と政治・行政との関係のあるべき姿 

      前述の「説明責任」は、政治家、官僚、マスコミ等社会から重要な役割を負託されている者が負う 

   べき責任ですが、現在の高度に複雑化し成熟化た社会では、その責任を誠実に果たすためには、各分野 

   の専門家集団の知識と経験の活用が不可欠なはずです。 

  また、専門家集団にも重要な社会的役割が負託されているので、やはり、政治家や官僚と同様に「説   

   明責任」を社会に負っていることを認識する必要があります。そして、医業業界は、専門家集団の代表 

   的な存在です。 

  以上の考え方から、自ずと、専門家集団と政治家や官僚等との関係のあるべき姿は導き出されていま 

   す。専門家集団は質の高い知識や情報によって、求められれば全ての党派を超えた政治家・官僚・マス 

   コミ等との関係を持ち、その正しい情報によって政治家等から評価されるべきでしょう。 

 そうすれば、選挙も近い状況で、どの党を推薦するかなどで右往左往する必要はなくなります。   

   

  一方、全く違ったかたちの現実があることも事実です。既得権という言葉に支配された社会が今まで 

   の現実であることは筆者も知っています。 

  しかし、各分野でこの既得権の配分のみに関心を持って、短期的な利益追求に走った結果が、今の 

   20年以上続く閉塞状況の原因ではないでしょうか。そろそろ、各分野で本来のあるべき姿への現実の 

   姿からの移行が議論されるべき時期ではないでしょうか。なるべく痛みの伴わない移行を模索する必要 

   があります。  

  そのためには、社会を覆っている評価基準を根本から変更することが必要です。それが、「法令への 

   準拠性」一辺倒から「説明責任」という真理を最重要とする社会への進化です。 

  医療や福祉の世界は、今後の日本にとって最重要な分野の一つです。率先して、この変更を推進して 

   行くことにより、将来の医業経営の長期的安定発展を目指すべきではないでしょうか。 

 

                                      ― 以上 － 



 No ３   遺言の事例研究（３） 

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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  今回は、遺言に関する事例を中心に取り上げたいと思います。 

なお、解り易く解説したいと思います。 

  

Ⅰ 遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか？ 

  確実性がある「公正証書遺言」をお勧めしたいと思います。 

 作成場所は「公証人役場」で行われますが、必要書類として、まず遺言する人は実印と印鑑証明書、 

 戸籍謄本、固定資産評価証明書などが必要となります。又、当日の立会人として、証人２名とそれぞれ 

 の証人の認め印が必要であり、この証人は遺言する人から見て他人と考えて下さい。なお遺言の 内容の 

 とおり相続の登記や預貯金の払い戻し等を行う遺言執行人を定める事が可能となります。通常、証人の 

 内１人の方が遺言執行人となるケースが多く見受けられます。相続人以外の人に遺贈することもできます 

 が、この場合には、その方の戸籍謄本又は住民票が必要となります。 

  

Ⅱ 遺言書と遺産分割協議との関係 

  遺言書は何度でも作ることが可能ですが、最新の遺言書に効力があります。又、公正証書遺言があって 

 も相続人全員で遺産分割協議を行い成立すれば、この分割協議書をもって有効とすることができます。 

  

Ⅲ 遺留分の減殺請求について 

  相続人には、遺留分の定めが民法上規定されています。例えば、相続第１順位の配偶者と子供の場合、 

 法定相続分の１／２が遺留分となり、配偶者は法定相続分の１／２つまり１／４が遺留分となり、子供 

 ２人の場合は法定相続人の１／２つまり子供１人につき１／８が遺留分となります。 

 一般的に遺留分の争いが見受けられるケースがありますので、遺留分の相続は確保してあげる遺言の 

 内容が大切と思います。但し遺留分の算定は遺産の総額を予測して行いますので、現状での相続財産の算

定把握が必要となります。 
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Ⅳ 遺言の事例研究  

（１）そのまま公正証書遺言の通りで完結した事例 

          私が遺言執行人となった事例で、遺言書のとおり遺言を執行し、他の相続人は父親の遺言なので 

          仕方がないとして納得した事例となった。 

（２）遺留分の減殺請求に至った事例 

          ２人の子供の内１人が生前死亡し、その死亡した者の子供が代襲相続人となったが、公正証書 

          遺言の内容に納得せず、遺留分の減殺請求を所轄の家庭裁判所で行った。 

          調停の末、裁決が下り決着したが、その後親族間の交流は断えている。  

（３）遺言書を容認せず、相続人全員で遺産分割協議に至った事例 

          公正証書遺言の内容が、一部の相続人が納得できないとして、相続人全員で改めて遺産分割協議を 

          行い成立させた事例。  

（４）行方不明者の遺産分割の対処法 

          相続人の１人が何十年前から行方不明のケースであり、遺産分割協議書への記名押印が不可能な 

          事例である。これをクリアーする方法には２つの選択枝、つまり失踪宣告を取るか、不在者財産 

          管理人を選任するかの事例であるが、失踪宣告は戸籍上「死亡」とされるため、相続人はためらい、 

          弁護士の選任により可決した。  

（５）遺産分割協議が何度も繰り返し行われ違和感を残した事例 

          分割の話し合いがまとまらず、何度も繰り返された。 

          結果的に相続人間で違和感が残り、その後親族間の交流がスムーズにいかなかった事例である。  

  

Ⅴ トラブルのない相続を迎えるために 

  これまで数多くの相続を体験して感じる事があります。 

 人間には誰しもいわゆる「欲」を持っているという事です。お金や財産を見ると人が変わってしまう 

 相続の場面で、それぞれの人間性が透視できてしまう。裏側を見る思いがします。 

 病医院の先生方は、そのような事はないと思いますが、一般的には、このような日本の経済情勢の中で 

 所得の減少、雇用の減少など相続争いが多くなるような気がします。 

  そこで、トラブルのない相続とはどうするかを考えると、まず生前の話し合いを持ち、遺産分割の方針

を  各相続人に周知してもらう必要があります。各相続人が納得した上で、やはり公正証書遺言を作成して 

 おくとよいと思います。 

  この場合にも前述したとおり、最低限の 遺留分は保証してあげるべきと考えます。又、現状でどの位

の 財産があり、どの位の相続税負担があるか、生前に把握しておく必要があると思われます。 このような

生前での準備は、当人にとって義務的な備えと理解することができます。 お互いに遺族間でトラブルのな

い環境を残したいものです。 一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。 



 No４ 源泉所得税の「必要書類」は 

                                          完備されていますか？ 
  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．税務調査で給与に対する「源泉所得税の用紙」の「完備」が問題になった、という話を聞きました。

どのような点が問題になりやすいのでしょうか？ 

 

Ａ１．源泉所得税の問題は、黒字申告・赤字申告に関係なく出てくる問題ですが、最も基本的なことと 

して、必要書類の完備に注意が必要となります。 

  

    役員や職員の方に給与を支払う場合  に、源泉所得税について、「甲欄課税」という扶養の数などを 

考慮した通常の源泉所得税にするためには、給与を支払う時までに「扶養控除等申告書」という用紙を 

会社に提出することが必要です。この用紙は税務調査においてチェックされます。 

    この用紙がもれやすいケースとして、例えば、「短期間で職員がやめた場合」や「年の途中でやめた 

職員」がいる場合などがあげられます。この用紙がないと扶養の数などに関係ない「乙欄課税」という 

源泉所得税となってしまい、たとえ少額であったとしても源泉所得税の預かりが生じます。このような 

方が何人かおり、複数年分にも遡ると、大きな金額の源泉所得税の負担となってしまう恐れがあるので、 

注意が必要です。 

   ちなみに社会保険料等控除後の給与等の金額が２０万円の場合、「甲欄課税」で扶養親族が３人の場合、 

源泉所得税は０円ですが、「乙欄課税」ですと２０，５００円の源泉所得税となります。 

  

    また、役員や職員の方に退職金を支給する場合  、「退職所得の受給に関する申告書」という用紙を 

会社に提出していないと、退職金に対し、一律２０％の源泉所得税となってしまいます。 

 例えば、退職金の金額が８００万円で、勤続年数が１０年２ヶ月の方の場合ですと、 

Ａ：「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合 

①勤続年数：１１年〔１年未満の端数切上げ〕 

②退職所得控除額：４０万円×①＝４４０万円〔勤続年数により計算式が異なります〕 

③課税退職所得金額〔（退職金の支給額－②）×１／２〕 

：（８００万円－②）×１／２＝１８０万円 

④所得税額：③×５％＝９万円 

Ｂ：「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合 

８００万円×２０％＝１６０万円 

となり、源泉所得税の金額に大きな差が出ます（Ｂの場合、退職された方が確定申告をすることにより、

Ａと同様の計算を行い、多く支払った税額が精算されます）。 
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Ｑ２．その他、今年の源泉所得税で気を付ける点はありますか？ 

 

Ａ２．今年の１月から、通勤手当に対する所得税の取扱いが変わっていますので、年末が近づくことも 

あり、再確認ください。 

 

   役員や職員の方が受け取る手当のうち、通勤に係る費用に対する手当については、一定の金額までは 

所得税が課税されないことになっています。 

   その非課税の金額は、どのような手段で通勤するかによって計算が異なります。例えば、マイカーで 

通勤している方と、電車で通勤している方では、通勤手当の金額のうち、非課税となる金額が異なります。 

   その非課税限度額を超えると、一般の給与として所得税が課税されることになります。課税された場合 

には、源泉所得税の分だけ、手取額が減ることになります。  

 

≪事例≫ 

  同じ場所から電車で通勤しているＡさんと、マイカー通勤しているＢさんがいます。ともに通勤距離は 

  ３０ｋｍです。 

  Ａさんには、実際の『運賃相当額』の３０，０００円の通勤手当が支給されています。Ｂさんにも、 

  Ａさんと同じ通勤距離ということで、３０，０００円の通勤手当が支給されています。 

 

   平成２４年１月以降支給分の通勤手当に対する非課税限度額は以下の通りです。 

  区分 １ヶ月当たりの非課税限度額 

① 
電車などの交通機関を 
利用している方（Aさん） 

1ヶ月当たりの「合理的な運賃等の額」  
（最高限度額10万円・『運賃相当額』） 

② 
自動車や自転車などを利用 
している方（Bさん） 

通勤距離が片道 『距離比例額』 

45km以上 24,500円 

35km以上45km未満 20,900円 

25km以上35km未満 16,100円 

15km以上25km未満 11,300円 

10km以上15km未満 6,500円 

2km以上10km未満 4,100円 

2km未満 0円 
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   「合理的な運賃等の額」とは、通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、 

合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額をいいます。 

    Ａさんに対する３０，０００円は、通常の通勤経路による運賃（通常は定期券）ですので、 

３０，０００円全額が「合理的な運賃等の額」とされ、所得税が課税されません。 

    Ｂさんについては、２５ｋｍ以上３５ｋｍ未満のところに該当します。非課税金額は、１６，１００円 

ですので、３０，０００円－１６，１００円＝１３，９００円については、非課税の対象外ということで、 

通常の給与と一緒に所得税が課税されます。 

 自動車や自転車などを利用している方については、平成２３年１２月支給分までは、②による『距離 

比例額』よりも電車などを利用した場合の①の『運賃相当額』の方が大きい場合、①の『運賃相当額』 

までが非課税とされていました。したがって、去年まではＢさんも所得税が課税されませんでした。 

しかし、この取扱いが廃止となり、あくまでも『距離比例額』のみで非課税限度額を計算することに 

なったため、今年以降、Ｂさんについては、同じ３０，０００円を支給されていると、非課税限度額を 

超える部分に対し、所得税が課税されることになります。 

 

 



 No ５    レセプト突合点検・縦覧点検への対応 

 ㈱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 
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    今次の診療報酬改定から6ヶ月が経過をしました。報酬改定にかかる公示・通知受けて、少しは落ち 

 着いてきたかと推察します。このときに、社会保険診療報酬支払基金（以降、支払基金と略します）に 

 おいて２４年３月審査分から電子システムを活用した「突合点検・縦覧点検」が開始されたことはご承知   

 のことと思います。これは、保険医療機関等が健康保険に請求する医療費のレセプトをすべて電子照合 

 して厳格に審査することを意味しています。患者さんごとにレセプトを名寄せし、過去６ヶ月分を点検 

 するとともに、保険医療機関等のデータも照合するとしています。 

  

１．突合点検等における査定の流れ 

   レセプトがどのように査定され、いつ減額されるのかというと、突合点検による査定の減額分は、当 

  月請求分にかかる支払額から調整を行わずに、保険医療機関の処方箋の内容が不適切であったことによ 

  るものか、または処方箋の内容と異なる調剤を保険薬局が行ったことによるものかを、「責別確認」し 

  たうえで、原則、請求翌々月に支払額を保険医療機関または保険薬局で調整することになります。 

  査定にかかる減額分に関しては、処方箋の内容が不適切な場合には、保険医療機関に対し、調剤にかか 

  る査定分（薬剤料および薬剤に付随する調剤加算）が請求されます。 

  次に、帳票関係ついてです。保険医療機関における突合点検による結果連絡は、「突合点検結果連絡書」 

  として毎月の増減連絡書等と併せてお知らせがあります。処方と請求の内容が不一致の場合には、処方 

  箋の写しと突合して責別確認を行い、調整額にかかる通知票または連絡票が結果連絡される流れとなっ 

  ています。 

   一方、保険薬局では、処方と請求の内容が不一致の場合に「処方箋内容不一致連絡書」が交付され、 

  処方箋の写しの提出が依頼されてくることになります。そして提出後、処方箋の写しと突合して責別 

  確認が行われ、調整額にかかる通知票または連絡票が結果連絡される流れとなっています。 

  また、従来は１５００点以上の調剤レセプトに限定されていたものが、点数制限が外されとことで、 

  レセプトにおける対象数の増加が予測され、１５００点未満のレセプトに対する入院外レセプトの 

  不明瞭な取り扱いがあったこともあり、点数制限を外しすべての投薬内容に対して点検を行うことに 

  なります。 
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２．縦覧点検について 

   縦覧点検は、同一保険医療機関・同一患者にかかる当月請求分の医科レセプトと直近６ヶ月分の複数 

  月のレセプトの組み合わせを対象として電子的に照合し、通覧（入院外来）点検は、同一患者・同一診 

  療月における入院と入院外レセプトを電子的に照合し審査委員会で審査決定する方法です。審査ではど 

  のような点が考えられるか、支払基金の資料によれば、突合・縦覧どちらの点検でも、「算定ルール」と 

  「医薬品」のチェックに関して、より厳しく審査されることがうかがえます。特に、これまで点検の対象 

  外のレセプト審査は、医薬品の適応症の違い、過剰な投与や診療行為が査定になりやすく、改めて患者の 

  傷病名や経過等の確認が必要となります。 

 

３．医療機関の対応 

   このような電子システムを活用した審査に対して、医療機関はどのように対処すべきか。 

  改めて述べることもないのですが、今日的医学水準に則った医学的信念に基づき、健康保険法・国民 

  健康保険法、療養担当規則等を順守して診察することが大切だと思います。添付文書に書かれた適応や 

  禁忌、併用禁忌をきちんと把握するなど薬学的な知識も不可欠になってくると思います。 

  また、縦覧点検の開始によって、慢性疾患であれば最大6ヶ月間、急性疾患であれば初診から治癒まで 

  の、診療の流れの中における医療行為の適切性も問われることも考えられます。 

  このような減点査定を防ぐための対策としては、自院のスタッフが算定要件に精通することも必要です 

  が、審査機関でレセプトチェックの多くを担っているのはコンピューターです。これに対応する同じ 

  ようにコンピューターの力を借りて行うことも重要と思います。 

 

 



 No ６  今加入している生命保険で家族は守れる？    

㈱ 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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～保険の形は、四角形？ 三角形？～ 

 よく貯金は三角、保険は四角と言われます。 

 例えば、死亡時の保障を1千万円作る目的で貯蓄と保険を比較すると、貯蓄は徐々に増えていきますから三角

形に、保険は成立した費から保障がありますので、四角形になるということです。 

保険は本当に四角形でいいのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

  

 生命保険の加入目的には、保障、貯蓄、節税、相続などいろいろありますが、個人の保険としての第一の目的 

は、家族への保障でしょう。 

 多くの方に保険の加入目的をお訊きすると、ほぼ全員の方が「心配だから･･･」というお答えです。 

突き詰めて考えると、自分が死亡したとき、家族に経済的な負担をかけさせたくないから、保険に加入する訳で

す。 

 ということは、生命保険を選ぶ上で最も重要な物差しは“家族の生活を守れるかどうか”ではないでしょう

か？経済的な負担というのは、現実的にはお子様の学校のこと、奥様やお子様が人並みに暮らしていくための生

活費、などのことを指すのでしょう。  

 

 

 

 

 

「家族の生活を守る」という物差しで保険を判断するなら、どのくらいの保障が、いつまで必要となるのか、 

つまり必要保障額がわかればいいわけです。 

 そして、その必要保障額に対応する保険に加入することができれば、最も合理的だと言えるわけです。 

 ということは、仮に先生がお亡くなりになった場合に、先生が毎月稼いできてくれたであろうお給料を補てん 

できる保険があったとしたらどうでしょう・・・いいということになります。 

 だとしたら、考えなければいけないことは何かと言うと･･･  

まず第一に先生の現在の収入と、第二にそれがいつまでもらえるのかということです。 

 もちろん、ドクターは現在の収入が大きいことも多いので、収入のすべてを残せるようにしましょうという訳 

ではありません。 

 毎月どのくらいの"お給料"を残せれば何とかなるかな、ということです。 

では、現在ご加入の生命保険は、ご家族の生活を守れる保険になっているでしょうか？  
 
申込みのときに、保障額の根拠をよく考えてご加入されたでしょうか？ 
何歳まで保障が必要か、実際に想像してみたでしょうか？ 
是非一度、思い出してみてください。 

 ■生命保険の目的とは？ 

■現在ご加入の生命保険のセルフチェック法 
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 例えば、月々40万円（年間480万円）残せれば、他の資産や公的年金と合わせて何とかなるとしましょう。 

一方、保障の期間はいつまでがいいでしょうか？ 長ければ長いほど安心ではありますが、保険に大きなお金を 

支払うのも嫌なものです。先生が元気であれば働くであろう65歳あたりが、目安になるでしょう。 

 では、月々40万円のお給料を65歳まで残すとしましょう。 

40万円というのは、決して贅沢な額ではないです。でも、必要保障額に換算すると驚くほど大きな金額になり

ます。 

 仮に、先生が35歳だとします。もしも、明日事故か何かで亡くなることがあったとすると、必要な保障額は 

40万円/月×12ヶ月×30年（65歳-35歳）＝1億4,400万円 にもなります。 

 先生40歳ですと、 

40万円/月×12ヶ月×25年（65歳-40歳）＝1億2,000万円となります。（以下、35歳、必要保障額1億

4,400万円を例に説明いたします） 

 恐らく、想像されていた額より大きいのではないでしょうか？是非、現在ご加入の保険の保障額及び保障期間

と比較してみてください。 

 

 

 では、保険を考えるときの“物差し”になる必要保障額は、どんな形になるのでしょうか？保険と同じ四角形

でしょうか？ 

 実は、この場合1億4,400万円もの保障が、ずーっと必要な訳ではないのです。現在35歳の先生が、45歳で

亡くなられたとします。お子様の教育も残り年数は少なくなっているわけですし、先生が元気でしたら働くであ

ろう期間も10年少なくなっています。 

 ということは、その時点で必要な保障額は、この場合40万円/月×20年（65歳-45歳）＝9,600万円 

に、55歳になりましたら4,800万円に、必要保障額は減っていくのです。 

 つまり、四角形ではなく貯金と逆の三角形になるのが、必要保障額の形だったんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 必要保障額が三角形だとすると、保険は四角形でいいのでしょうか？  

 必要保障額は現時点が最も大きくなりますので、その必要保障額に合わせて四角形の保険にしてしまうと、 

「そんな大きな保険が必要だとすると、支払う掛け金が相当高そうだな」という声が聞こえてきそうです。 

そこで、四角い形の保険を利用するとなると、保障額をどうしても低くしなければならないのが、実状ではない

でしょうか。 

■必要保障額は四角形？ 三角形？ 

■三角形の必要保障額に合った保険種類は？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 確かに、1億4,400万円もの保障額の四角い保険を設計すると、とても高い掛け金になってしまいます。 

そこで、例えば5,000万円のような保障額の保険にしている場合が多いようです。ということは、お子様がま

だ学生という一番心配な時期の保障が大幅に不足しているということになってしまいます。 

 でも、ご安心ください。実は、必要保障額に合わせた三角形の保険があるのです。 

 一般的には収入保障保険、家族収入保険、家計保障定期保険などと呼ばれているもの（以下、代表して家族収

入保険と記します）と、逓減定期保険と呼ばれているものです。家族収入保険はまさに、亡くなられた時からお

給料のように、毎月決まった額を（例示の場合でしたら40万円/月）お給料のように受取るというものです。 

受取り総額を図にすると三角形になります。 

 例示の1億4,400万円から始まる三角形の保険も、掛け金（保険料）が高そうです。でも、保障の面積が半分

になる訳ですから、掛け金（保険料）は同じ保障額の四角い保険の約1/2となります。 

 例えば35歳で比較すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

＊保険期間は、すべて65歳までとしました。  

＊非喫煙体とは煙草を吸わない方のことです。（煙草をやめて1年以上経過していれば、コチニン検査で陰性と

なる場合が殆どだと言われています） 

  

  

 

 

 

＊なお、ここでは一般的な考え方のひとつとしてご説明しましたが、すべての方が三角形の保険のほうがニーズ 

に合っているという訳ではありません。必要保障額もすでにお持ちの資産や公的年金がどのくらいあるのかに

よって個人個人異なります。また、保険料も保険会社によって変わりますので、詳しくは保険担当者にご相談 

されたり、各保険会社の資料を取り寄せて十分ご検討ください。 

それで、本当に安心な保険と言えるでしょうか･･･  

  保険料（標準体） 保険料（非喫煙健康体） 

定期保険（四角い保険） 
1億4,400万円 

60,048円 43,200円 

家族収入保険 
40万円/月 

（最大受取年金総額1億
4400万円） 

18,240円 12,600円 

定期保険（四角い保険） 
5,000万円 

20,850円 15,000円 
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いかがでしょうか。 

三角形の保険の場合、四角形の保険よりかなり安くなります。 

是非、先生方もこれらのことを知った上で、生命保険を組み立てください。 

是非一度、思い出してみてください。 



   （有）エファ    代表取締役 菊地 理恵 
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 No ７   研修の導入の仕方で意識が変わるポイント 

                ＋ワンポイントマナー  ～育成すべき２つの能力～ 

１．育成すべき２つの能力                            

 スタッフを育成していく上で必要な能力は、①現在担当している業務を遂行する為に必要な能力と技術 

②キャリアに基づく人的対応の能力の２つの領域があります。この２つの能力を向上させる為には、組織 

側が期待している能力レベルとスタッフが現有する能力レベルとのギャップを捉えることが重要なのです。 

育成ニーズを見つける確かな方法は、年１回行われる人事評価の結果を活かすことや、もし人事評価を導 

入していないとすれば、定期的に行う個別面談などで確認し合うことで目標値（何を、どれだけ、いつま

でに）を決めていきます。 

２．人材育成の３つの手法を組み合わせる                     

 人材育成の３つの手法とは、①ＯＪＴ②Ｏｆｆ－ＪＴ③自己啓発、を効果的に組み合わせた育成計画を 

立てることで、より短い時間で個々人に合った育成（教育）が 可能となります。 

 ①ＯＪＴとは・・・・・仕事を通してそれぞれのスタッフの業務遂行能力を向上させること。 

      （先輩・上司が都度、的確にサポート・アドバイスしていくこと。） 

 ②Ｏｆｆ－ＪＴとは・・職場を離れて行う育成のことで、集合研修を行うこと。外部研修ともいう。 

  （社内研修会や第三者の講師による研修など。） 

 ③自己啓発とは・・・・個人が能力開発の為に自主的に取り組む学習のこと。 

３．それぞれのレベルに応じた育成                          

 スタッフは、一人一人おかれている状況や知識、能力の習熟レベルが違うものです。それらをふまえ、 

レベルに応じた育成が求められる為計画を立てることが望まれます。  

①新人に対して・・・まず、マニュアルやルールを十分理解させることから始まり、良い先輩方の行動や 

仕事の進め方を真似させることが良いでしょう。少しずつ簡単なものから学ばせ、序々に難易度の高い 

ものに取り組ませていくことで、自信をつけさせていくことが望まれます。（この時、ＯＪＴをしてくれ 

ている先輩スタッフとは定期的にヒアリングをすることも必要でしょう。） 

②中堅スタッフに対して・・・・ある一定の仕事は出来るようになってきている分、人的対応力のレベル 

強化が求められ、更に新しい仕事や一段上の提供サービスの実践を目指す段階です。そのようなスタッフ 

の方々には、少しずつ考えさせるような質問をしたり、相談を持ちかける、といった共に見つけ出す思考 

を強める指導が望まれます。 

③長年務めるベテランスタッフに対して・・・より定期的なヒアリングや対話を多くし、共同でその部門、 

その組織の向上の為の協力者として導いていくことで定期的に訪れるモチベーションの浮き沈みを安定化 

させることが必要です。 

 

  

                   

  



《育成手法と取り組み目標との組み合わせ》 

ＯＪＴ Ｏｆｆ-ＪＴ 自己啓発 

的確な判断や考えて行動 

出来る力の育成 
◎ ○ × 

モチベーション、コミュニ 

ケーションの強化 
◎ ○ × 

必要な知識、技術の向上と 

習得 
○ ◎ ○ 

一般的知識や専門的知識の 

習得 
○ ◎ ○ 

上手な褒め方、叱り方のワンポイント  

１．褒め方のポイント！                                    

①より具体的に事実を伝える。                           

②こちら側の気持ちを素直に伝える。                        

③褒めるタイミングを考える。                           

④第三者の言葉を通して褒める。                          

⑤相手の性格を考えて表現する。 

 

２．叱り方のポイント！                                    

①事実関係をしっかり確かめてから叱る。                      

②内容はなるべく１～２つに絞り込むことが大切。                  

③叱るタイミングをはずしてはいけません。                     

④過去のことは持ち出してきてはいけません。                    

⑤感情的になってはいけません。                          

⑥相手方の言い分を十分聞く時間をとる。                             
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 No ８   ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（３） 

                        ～メディエーションについて～ 

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 

メディエーションとは 

 メディエーターが、当事者間の対話を促進することを通して、認知の変容を促し、納得のいく創造的な合
意と関係再構築を支援するしくみです。メディエーターはあくまでも、当事者自身による自主的な合意形成
を促進する役割で、「調停」のように「調停案」を提示したり、説得や評価をしたりしません。英米では、
広く普及している、当事者のための対話と協調促進のモデルです。狭義には、中立的な第三者機関での手続
を意味しますが、英米では学校で子どもにも教えられるなど、日常的な問題克服のモデルを指す広い意味で
も使われています。本協会では、この一般的な意味合いで、院内で患者さんと医療者の対話促進・関係再構
築を支援するモデルを示す語として用いています。 

院内医療メディエーター（医療対話仲介者）とは 

 院内での苦情や事故後の初期対応の際に、メディエーションのモデルを援用して患者側と医療側の対話の
橋渡しをする役割です。医療メディエーター（医療対話促進者）は、法律的な解決にはかかわりません。ま
た、院内スタッフであるため、その活動は示談交渉のなかの対話促進の部分を担うことが中心となります。
患者さんに寄り添い、医療機関の真摯な対応を促進するために、専門技法の習得と倫理性が要求されます。 

院内医療メディエーター（医療対話仲介者）は「資格」ですか？ 

 いいえ、「資格」ではありません。メディエーションは、対話と問題克服のための汎用的な考え方であり、
だれでも、いつでも、どこでも、活用できるモデルです。本協会の認定は、あくまでも、医療機関のスタッ
フを対象に、メディエーションについての「専門知識の理解」「専門技法の習得」と「倫理性の涵養」をめ
ぐる研鑽の場の提供と、質の保証の仕組みたることを目的としています。 

（１）メディエーションについて 

社団法人日本医療メディエーター協会(JAHM) http://jahm.org/pg57.html 

（３）メディエーションの活用 ～紛争予防の視点から～ 

 メディエーションでは、表面に現れるクレームや言葉ではなく、奥にある共通のニーズを引き出し解決してい
きますがメディエーションの活用で着目したい点は、このスキルが医療事故の事故後対応に限った話ではなく、
紛争予防としての患者家族とのコミュニケーションにも活かせるという点です。メディエーションスキルを習得
したことで、日常診療での患者対応や、患者に向き合う姿勢が変化したと感じることもあるようです。 
 
 だれでも、いつでも、どこでも活用できると考えれば、医療機関の規模や、メディエーターの資格有無に関わ
らず、スタッフ全員がメディエーションのもつ意義を理解し、スキルを持つことが、そもそも紛争が起きにくい
医療機関体制の構築につながっていくのかもしれません。 

 前号では、ADRが医療でも期待される背景や、その特徴
を解説し、医療におけるADR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か、という
点に触れました。 

 事実、医療事故紛争において、医療者側と患者側のニーズ
には共通点が多くあるといえます。 

 第３号となる今回は、この対話回復の観点から、よく話題
にあがる「メディエーション」についてご紹介します。 

（２）メディエーションの概要 

 例として、(社）日本医療メディエーター協会では、メディエーションについて以下のように定義しています 



 No ９  Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ ！（２）    

-20- 

㈱ 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 

 今回は、facebookで気になるセキュリティ問題とプライベートな使い方をご紹介します。 

今月のプログラム 

 １．Facebookのセキュリティは安全なの？ 
  ・facebookでは、個人情報を入力して使用しますが必須項目は限られています。 

  ・また、入力した情報もすべて自動的に公開されるわけではなく、表示するか選択 

   が可能です。 

  ・また、表示項目は編集することで､簡単に表示・非表示の切替ができます。 

 

２０１２年８月第２週で、日本のユーザー数は、 

１２４８万人を超えました！ 

 【入力する主な基本情報】 

  ・基本データ ⇒ 氏名、生年月日、性別、血液型、交際ステータス 

  ・職歴と学歴 ⇒ 勤務先、学歴（大学、高校）､ 

  ・連絡先情報 ⇒ 電話、居住地（市区郡）、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

更改する範囲を

選択できます！ 

【ワンポイントアドバイス】 

・表示項目は、皆さんの希望で 

 選択しましょう 

・生年月日は、表示される方の方 

 が多いです。女性の方は月と日 

 のみを公開しているケースも多 

 いです。 

【基本データ】 
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 ２．Facebookの使い方は？ 
  ・個人で利用している多くは、友人同士との情報交換が中心となっています。 

  ・話題は、その日の出来事、趣味、旅行、食事、ペット、ニュース等､様々です。 

  ・気軽なテーマを写真や動画と簡単に掲載している記事が多いです。 

  ・facebookは実名の世界なので、相手の方を批判的したり誹謗中傷するような記事 

   は掲載しにくい環境ができています。一般的には、楽しい記事が多いです。 

「いいね」と「コメント」の数が表示されます！ 

 ３．「いいね」と「コメント」？ 
・いいね革命とも言われています。 

「見たよ～」「面白い！」という意味です。 

・コメントは自由に書けます。コメントはコミュ 

    ニケーションをより円滑にしてくれます。 

＊他のユーザーが書けないように設定することも 

   可能です。 

 ４．「シェア」とは？ 
・他のユーザーが掲載した内容を自分の 

 ウォールに投稿することができます。 

＊勝手にシェアできないように設定する 

 ことも可能です。 

【ウォール＝記事を掲載するとこんな感じになります】 



   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 

１１月２１日（水）１０時～１２時 １１月２１日（水）１０時～１２時 

１２月１９日（水）１０時～１２時 １２月１９日（水）１０時～１２時 

    １月１６日（水）１０時～１２時     １月１６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 

代表取締役  安川      聡 
東京都中野区本町1-13-18（大新ＮＳビル3Ｆ） 
TEL03-5333-5338 

代表取締役 

 内田      隆 

ﾓﾝﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ 株式会社 



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４９号   平成２４年１１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（３） 

２ 
政治・行政と専門家集団（医業業界はその代表の一

つ）とのあるべき関係 

３ 遺言の事例研究（３） 

４ 
源泉所得税の「必要書類」は 

                               完備されていますか？ 

５ レセプト突合点検・縦覧点検への対応 

６ 今加入している生命保険で家族は守れる？  

７ 
研修の導入の仕方で意識が変わるポイント 

＋ワンポイントマナー ～育成すべき２つの能力～ 

８ 
ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（３） 

                ～メディエーションについて～ 

９ Ａｂｏｕｔ  Ｆａｃｅｂｏｏｋ！（２） 



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 

11月２１日（水） １０時～１２時 

12月１9日（水） １０時～１２時 

   1月１6日（水） １０時～１２時 

11月２１日（水） １０時～１２時 

12月１9日（水） １０時～１２時 

   1月１6日（水） １０時～１２時 


