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◆ ドクターのための『個別相談会』のご案内

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。

◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内

ご存知ですか？ ご自分の生命保険

◆

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

◆ バックナンバーのご紹介

http://www.jp-tms.com/

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

◆ よろず相談窓口

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

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

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。

◆ 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。
＊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。

【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
地区

回目

第１回

タイトル
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
講師

第2回

関根公認会計士事務所 公認会計士 関根

第5回

講師

2012年7月24日（火）
済
午後7時～9時

第１回

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

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
田島会計事務所 税理士 田島

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵
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2012年11月20日（火）
済
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

隆雄

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）
講師

2013年1月22日（火）
済
午後７時～９時

株式会社 損害保険ジャパン

医療法人のための助成金

講師

028-635-5511

2013年2月19日（火）
午後７時～９時

第7回

講師

宇都宮市大通り
2-4-6

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

医療機関におけるコミュニケーション
講師

則次

ＡＧメディカルマネジメント 取締役担当部長 樋口 和良

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）
講師

第１回

2012年７月３日（火）
済
午後７時～９時

2012年10月16日（火）
済
午後７時～９時

診療報酬改定後のクリニック経営

栃木市

028-62４-1417

ホテルニューイタヤ

講師

第２回

宇都宮市駒生
1丁目１-６

2012年9月19日（水）
済
午後７時～９時

第4回

小山市

コンセーレ

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

相続対策セミナー

第6回

2012年6月 ３日（日）
済
午前10時30分～午後４時

2012年8月21日（火）
済
午後７時～９時

第3回

宇都宮市

場所

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

ＩＳＯ9001に学ぶ医業経営
講師

日時

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

増税時代の今年度税制改正と医業経営の影響
講師

定員３０名 参加費無料

2012年9月2７ 日（木）
済
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

【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

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

場所

2012年6月22日（金）
済
午前１１時～午後１時

第１回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

正職員・パート職員の労務対応

2012年7月20日（金）
済
午前１１時～午後１時

第２回

講師

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

宇都宮市

わかりやすい決算書の見方と資金繰り

2012年8月24日（金）
済
午前１１時～午後１時

第３回

講師

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

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）
済
午前１１時～午後１時

第４回

講師

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘
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宇都宮東武ホテル
グランデ
宇都宮市本町
５－１２
028-627-0111

◆ ライフ・コンサルタント通信
No １ 簿記会計で事業を強くする（4）
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

１，株式会社と会計
黒字の個人診療所全国平均1人当たり付加価値（売上高－薬剤費、材料費＝付加価値）は約80万/月であ
る。逆に赤字の診療所は40万/月で倍の開きがある。ちなみに1人当たり売上高で見てみると黒字個人診療
所は1人当たり109万円/月に対して赤字診療所は1人当たり57万/月とこれも倍の差がある。このような
数字は全て借り方、貸し方、正規の複式簿記の結果世界共通の基準で導き出される。
今日の「株式会社制度」は株主が出資した分のみ責任を負う有限責任制度である。近代初期の株主は無
限責任を負わされていた。個人と個人の関係で見れば借りたカネは全額耳をそろえて返すのが当たり前で
ある。これは商売の初歩の初歩大鉄則である。しかし今日の有限責任を前提とする「株式会社」の普及は

借りたものを返すという大前提を覆す出来事であった。株式会社が有限責任になった為に、会社が破綻し
た時は株主が多くの個人財産を持っていても、有限責任なので借りたものは返さないというとんでもない
事実が発生するようになり、正直者が馬鹿を見る世になる。どんなに巨額の債務を株式会社が背負っても
株主は出資した金額以上の責任をとらなくてすむのである。冒険者達にとって夢のような大活躍の舞台が
用意されたことになる。一つ間違うとこの株式会社制度という近代制度は大勢の被害者を創出する大規模
詐欺事件にもなりかねない。現に現在でも個人から預かった年金を口巧みに顧客を誘い倒産し、政府機関
までだました事件があった。
その危機を救い健全な財務運営を保証するシステムとして正規の簿記の原則に基づく「会計」が重要な
存在意義を持つ。

２，複式簿記とゲーテ
会計技術の発達の歴史をたどれば古代ローマに起源がある。貴族は富を所有していても自らの利益のた
めの投資運用は禁止されていた。そのため使用人を雇い、貴族に代わって彼らに事業をさせて利殖した。
自分の大切な財産を他人にその運用を委ねるわけであるから、財産計算が正しいのか、不正があるのか、
絡繰りがあるのか、用心し、心配するのは当然である。事業の委託者は受託者に事業の顛末につき、成果
を報告させる制度として会計技術が発達した。1494年数学者ルカ・パチオリは数学書「スンマ」の中で
商売で得た富の分配方法等を表す複式簿記の技術を解き明かした。複式簿記が貸借対照表と損益計算書と

いう幾何学的対称性でできあがっているのも、パチオリが幾何学者だったからといわれている。その後16
世紀から18世紀の前半まで、ヨーロッパで数学と言えば経営管理数学すなわち複式簿記を指していた。ド
イツ文豪ゲーテが著した名著「若きヴォルテルの悩み」の中に「商人は複式簿記からどんな利益を挙げ得
るか。複式簿記は人智の産んだ最も立派な発明の一つである。心ある一家の長は誰しも自分の経済に複式
簿記を用いねばならない」という表現がある。
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３，複式簿記と産業革命
アジア等では、たとえば中国やエジプトでは5千年の歴史があり、優れた産業もあったが、これらの産業
の大半は、国家とともに滅びた。しかしヨーロッパでは国家が滅びても民間の手で、商売を支える技術で
ある複式簿記が伝承され、これに基づいて新しい産業が次々に発展していった。産業革命がイギリスで勃
興し、資本主義、株式会社制度として発達し、まさに複式簿記が陰の大きな働きをした。
複式簿記は経済環境が拡大され、世界的な取引が盛んになるにつれて、デスクロージヤー性が整備確立
され、よりいっそう正確で、適正な情報が要求されるようになった。企業家は利害関係者からの豊富な資

金を、多方面から集める必要性から、そして融資をスムーズに実行するため、会計基準に沿った決算書の
提供が強いられるようになった。今はＩＦＲＳ（国際会計基準）での決算書作成のコンバージョンが進め
られている。

2012年2月には「中小企業の会計に関する基本要領」公表され、この要領に従った決算書を作成すれば、
銀行金利、保証料等の低減等のメリットが得られる。さらに決算書の信頼性を保証するため「税理士法33
条2項の書面添付制度」がある。
決算だけ年1回、会計事務所に決算をお願いする事業所は、取引先からの信頼性に極端に欠ける。原則は
第三者たる会計人が診療所にお邪魔して、診療所の現場の施設、証憑書類、帳簿、経理担当と同席の上、
月々会計基準に基づいた月次決算監査が数字の信憑性を保証すると同時に、診療所が記帳することによっ
て、営業成績が適時に即時に把握され、診療所経営の安全性が確保される。
黒字の診療所の総資本経常利益率は約30％である。これをわかりやすく説明すると1000万投資すると
年間300万儲かるということです。又収益に占める原価償却率は4％なので、これ以下の減価償却率に
なってきたら、設備、医療機械、工具器具等が古くなってきている証拠ですから、新しく更新することを
考えねばならない。
複式簿記に準拠した経営は全国標準の経営数値と比較可能となり、万全の安定経営に寄与することにな
ると考えます。
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No ２ 新政権への期待と監視ポイント
関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次

今回が、このテーマの最終回です。今後の社会情勢の変化と医業経営を考えるために、第1回目から3回
目まで一貫して述べてきたのは真の「説明責任」の理解の必要性と重要性です。
第1回目（平成24年5月号）で、前の民主党による政権交代後の、民主党内部の執行部の交代劇から始
まる国民に対する裏切り行為が許容されてしまう原因は、国民に政治家や官僚の「説明責任」に対する正
しい認識がなく、関心も薄いという体質にあることを述べました。
第2回目（8月号）では、日本が政権交代しても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政治・行政・マスコミ等に発信することの必要性を述べました。
第3回目（11月号）では、「説明責任」の具体的内容と正しい理解を通じて、民主党の事業仕分けの失
敗理由を説明するとともに、専門家集団と政治・行政とのあるべき関係について述べました。
今回は、 「説明責任」を最重要視する視点から、昨年12月の総選挙で再び政権の座に戻った自公政権
に対する期待と、今度こそ国民主権への転換がなされるのか、昔に逆戻りするだけかを見極めるための
チェックポイントについて考えたいと思います。

１．新政権への期待
安倍新総理は、真っ先に選挙中から「20年以上続くデフレからの脱却とそのための日銀の責任の明確
化」を打ちだしました。まさに、日銀に「説明責任」を明確に課したのです。
「説明責任」を中心とした改革が最重要と考える私の立場からは、この主張は極めて正しい主張といえ
ます。このような主張がなかったことが、この国の問題解決を遅らせている原因と言えるからです。日銀
が独立性を主張すればするほど、日銀には「説明責任」が発生し、その役割（目標）が1%程度のゆるやか
なインフレにすることだとするなら、その役割を長期間実現できない原因が自分の政策にあるのか、ある
いは自分の責任でないと言うなら、その責任はどこにあるのかを国民に説明する義務があったはずであり、
その義務を果たしていれば、今頃、金融政策に原因があるのか財政政策に原因があるのかの議論を始める
といった、間の抜けたことにはならないはずだからです。
そして一方、ここでより重要なのは日銀のみに責任があるのかという自然な疑問です。この疑問に対す
る答えを考えると、「説明責任」は連鎖することに気づきます。政治家・官僚・マスコミ・学者・専門家

集団等、社会的に重要な役割を国民から受託している人々で、その職務内容が一般人から評価しづらい
人々全てに、「説明責任」は問われます。
しかしながら、現実は「法令への準拠性」を隠れ蓑にして、｢説明責任」をしっかり果たしている政治
家・官僚・マスコミ・学者・専門家集団等は見当たりません。
新政権への期待とは、「法令への準拠性」よりも高度で重要なこの「説明責任」に真正面から向き合い、
民主党が裏切った「国民主権」という期待に応え、戦後、誰もなしえなかった日本を変革するという大き
な一歩を踏み出す役割を果たすことです。
ここで、政府がなんでもかんでも即座に国民に説明するなんて非現実的で、むしろ国益に反するという
批判がありえますが、30年後、50年後の説明でも、「説明責任」を明確に課すのと曖昧なままにするの
では大違いでしょう。従って、そのような批判も「説明責任」の否定にはなり得ません。今後の社会にお
いて、真の「説明責任」が問われるのはどの分野でも間違いありません。
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２．新政権に対するチェックポイント
今回の選挙で自公政権は過去の明確な反省を示すことなく、民主党の国民に対する裏切りを許せないと

いう国民の感情と、自公政権にもう一度の方がマシだという意識によって大勝しました。従って、期待と、
昔に逆戻りするだけかも知れないという不安が交錯しているのではないでしょうか。この期待と不安のど
ちらになるのかを判断するポイントは、前述のデフレ脱却による景気回復という課題と選挙で争われた消
費税・原発・ＴＰＰに対する対応といった課題に関する「説明責任」を以下のようなポイントについて果
たせるか否かにかかっていると考えます。
（１）デフレ脱却・景気及び雇用回復策
日銀の金融緩和策は何故効果がないのか、どうすれば良かったのか。同時に求められる今回の財政政策
と新事業開拓策に何があり、それらがどのように雇用回復につながるのか等をどのような指標に注目して
監視し、その結果をどのように国民に報告する制度を設けるのか。
（２）消費税の増税
景気回復が前提で、前提が満たされなければ増税を凍結するのは正論ですが、この判断基準とその継続
的な監視体制の透明性をどう担保するのか。日本は財政難ではなく、デフレ下の増税は財政再建につなが
らないという説と日本のギリシャ化を心配して増税は不可避とする説のどちらがどのような理由で正しい
と判断したのか等を如何に国民に説明するのか。
（３）原発
福島の原発と今後新設する原発は全く違うとして新設の可能性を示唆しているようですが、どこがどの
ように違い、リスクをどう評価したのか。今後、その評価の正しさの検証をどのような制度で継続的に監
視するのか。使用済み燃料の最終処分まで完結してコスト比較を正しくしているのか等についてその結果
をどのように国民に報告する制度を設けるのか。
（４）ＴＰＰ
国益に反しない場合のみという条件付きでＴＰＰに参加するという姿勢のようですが、その条件が満た
されていると判断する基準は何か。ＴＰＰ参加は日本の改革に不可欠であるとする説とアメリカにしかメ
リットがないという説とがありますが、どちらがどのような理由で正しいと判断したのか等を如何に国民
に具体的に説明するのか。
以上の各ポイントに対する「説明責任」を果たすことができないなら、国民にとって大きな成果は得ら
れないでしょう。また、気にかかるのは、新政権の政策は全てアメリカの要請に安易に従っているのでは
ないかという孫崎享氏の指摘です。氏の主張どおり、中長期的に国民の利益を如何に主張し続けるかのし

たたかさが必要です。アメリカに強く対応し続けるためにも、強い民意を背景にするしか方法はなく、そ
のためにも「説明責任」を忠実に果たし、どの政権も得られなかった国民からの強い信頼を得ることが不
可欠です。

３．事業経営等組織運営の今後
前述のように、「説明責任」は学者や専門家集団にも連鎖します。それぞれの役割の再認識とあるべき
姿の再確認が求められているということです。政治や行政等に変革を求めるには、自らの業界も後世の
人々に説明可能で持続可能な事業であることが求められ、そのためには、自らの役割と「説明責任」を明
確に認識して実行することが求められます。
医業経営は、今後さらに注目を集めるであろうソーシャルビジネスとも深く関連し、公益と事業性の両
立を期待されている業界であり、その安定経営には「説明責任」の再認識と忠実な実行が不可欠ではない

でしょうか。
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No ３ 相続の事例研究
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は相続に関する事例を取り上げたいと思います。
Ⅰ

あっという間の相続後の必要処理
ご案内のとおり、相続開始後の必要な手続きは、あっという間に過ぎて行きます。
例えば、お通夜、告別式、４９日法要、100カ日、初盆、1周忌、3周忌などがあるほか、社会保険
事務所への年金手続き等々、いろいろな事を同時に進めなければなりません。
また、相続手続きの流れを見ても次のようになります。
相続開始 → 財産把握と評価 → 遺産分割の確定 → 申告と納税
このようにスケジュールもタイトであり、立ち止まることも出来ないままあっという間に１年が過ぎ
てしまいます。なお、申告と納税は相続開始後（死亡）10ヶ月となっています。生前何も聞いていな
かったので、という言い訳はとおりませんので遺族にとっては大変な事となります。

Ⅱ

財産評価
ここでの財産とは、土地、預金、車などのいわゆる資産と借入金、未払金などのいわゆる負債を含め
ています。
財産を把握するため、預貯金の残高証明や固定資産評価額証明書、借入金残高証明書などや各種の証
券などにより実施しますので、遺族の方が取り寄せる必要があります。
資料が備え次第、税理士等の専門家が財産の種類毎に評価額を算定します。

Ⅲ

遺産分割の確定
上記により、評価額が決定した個々の財産について、誰が相続取得するかを決めるのが遺産の分割と
なります。この分割協議に参加できる方は、もちろん法定相続人となります。遺産分割する取得財産
と相続人が決まれば、遺産分割協議書へ署名と押印をしていただき確定することになります。万一、
いずれかの相続人が異論であるとして署名、押印をしない場合には、遺産は未分割共有財産となって
しまいますが、申告と納税は、10ヶ月の間に行わなければなりません。この場合には、取得割合、
納税割合は共に法定相続分により実施されます。なお前回に見てきたように、この分割は公正証書
遺言により確定することも出来ます。
未分割の場合には、共有者全員の同意がなければ、その後処分することは不可能となります。相続登
記は、遺産分割協議書又は、遺言書により行うことになります。

Ⅳ

申告と納税

期日までに申告と納税を行いますが、納税資金が充分でない場合には、年賦延納制度があり、延納も
困難である場合は物納制度がありますが、この物納は平成18年の改正後大変厳しいものとなりました。
つまり、実測測量や権利関係の調整、境界確定、障害物の撤去など申告前に整備する必要があります。

Ⅴ

事前対策
生前における事前対策としては①節税対策②分割対策③納税対策の3つがあります。
１つ目の節税対策とは、相続税を意図的に少なくする対策を意味します。例えば有休土地の有効活用
により場合によっては、債務（借入金）を負うものや、医療法人の出資持分評価を下げる対策などが
考えられます。
２つ目の分割対策は、特に医療機関の場合後継者への承継は重視したいところです。
３つ目の納税対策の場合、遺産を取得した割合に応じて相続税の負担となります。
また、前述のように充分な納税資金（現金）を用意できない場合は、延納、物納も考えられますので、
物納予定地の事前検討が必要となります。但し、これらの事前の対策については、諸事情によりなか
なか進められないケースも多く見受けられます。
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Ⅵ

相続の事例研究

私のところでは、これまで数多く事例は経験しておりませんが、民間企業の社長さんの事例と共通す
る中にあって、特に医療機関として特筆すべき点は次のようなところであると思われます。
① 医療法人の出資持分の評価が多額になってしまうこと。
② この出資持分は他人に譲渡することは承継を考える場合、通常不可能であること。
③ 万一承継者がいない場合には、M&Aを検討する余地があること。
④ 基金拠出型医療法人の設立により、出資持分評価のデメリットを解消すること。
⑤ 医療法人の場合、被相続人の死亡退職金の支給をもって、納税資金の充当と、出資持分の評価引き
下げに活用できるので、検討の余地があること。
⑥ 医療施設、医療機器、その他医療関係資産・負債は承継者に相続させること。
⑦ 医療機関が１年間休眠すると、医療行為が出来なくなるため事前の検討を要すること。
以上相続に関する幾つかの検討課題を列挙いたしました。
生前において、これらの課題を万全にクリアーすることはなかなか困難なところがありますが、少しでも
解決して遺族に引継がせたいものです。
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No４ 平成25年1月より税務調査の手続きが

明確化されました
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

税務調査が実施される場合に、その着手から終了までの一連の「手続き」については、今までは「基本
的な原則」のみが法律などによって定まっていました。
この度、抜本的な法改正がなされ、税務調査の手続きが細部にわたり法律や通達によって具体的に明確
化されました。平成25年1月1日からの適用となります。
その中の重要な6つのポイントは次のとおりです。

1.事前通知について
(1)事前通知の原則と内容
税務署（又は国税局。以下同じ。）の職員が納税者へ訪問して税務調査を行う場合には、原則として、
まずはあらかじめ電話などにより、納税者・税理士(税務代理人)と調査開始の日時について日程調整を
します。
調査開始日時までには、「相当の時間的余裕」を置くこととなっています。
その上で、下記に掲げる「事前通知事項」の全てを、納税者・税理士の双方に通知しなければならない
こととされました。
事前通知事項
① 実地での税務調査を行う旨
②

調査開始の日時

⑤

調査の対象となる税目(=税金の種類のこと)
⑥ 調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件(注2)
※国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされている
ものである場合にはその旨を通知
調査の対象者である納税者の氏名及び住所等
調査を行う職員の氏名及び所属税務署
※職員が複数であるときは、代表する者の氏名及び所属税務署
調査開始の日時又は調査開始の場所の変更に関する事項
事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し
調査を行うことができる旨

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

③

調査開始の場所

④

調査の目的(注1)

ただし、納税者が税務署に対して「上記のような事前通知の細かな詳細は税理士を通じて欲しい」旨の
話をした場合には、税務署は納税者には税務調査を行うこと（上記の表の①）のみを通知し、その他の
通知事項は税理士を通じて通知することで構わない、とされました。
この事前通知の方法は、原則として電話により口頭で行うこととされており、「書面による通知書」の
交付はありません。
ただし、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務署の判断で書面によって事前通知が行われ
る場合もあります。
(注1)事前通知事項④に「調査の目的」とありますが、これは、例えば「提出された申告書の記載内容を
確認するため」というような意味合いで、「調査を行う理由」については説明されることはない、
となっています。
(注2)調査の対象となる書類の中に「私物」が入るかどうかについて、次のような見解が明示されました。
「法令上、調査担当者は、調査について必要があるときは、帳簿書類等の提示･提出を求め、これを
検査することができるものとされています。この場合に、例えば、法人税の調査において、その
法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求める
ことは、法令上認められた質問検査等の範疇に含まれるものと考えられます。調査担当者は、その
帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、ご理解を得られるよう努めることとして
いますので、調査へのご協力をお願いします。」
～税務調査手続に関するＦＡＱ(一般納税者向け)より抜粋～
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(2)事前通知なしの調査について(飛び込み調査)
左記(1)のように、原則として「事前通知はなされる」ものです。しかし、次のような場合に該当すると
税務署が判断した場合には、「事前通知なし」で調査に訪れることもある、とされました。
① 事業内容・申告内容・過去の調査結果などから、事前通知をすると正確な事実の把握を困難にする
おそれがある場合
② 調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
したがって、事前に通知がなされずに税務調査となる場合もあります。

2. 調査開始の日時確定後の変更について
前述のとおり、税務調査が行なわれる場合には、原則としてあらかじめ電話などにより、納税者・税理
士・税務署間にて日程調整を行います。
日時が確定した後において、その日程を変更せざるを得なくなった場合には、合理的な理由を示しての
日時の変更も可能です。
その理由の例示としては、「一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等」に
は、申し出がなされれば変更を協議する、とされています。また、「例示以外でも理由が合理的と考えら
れる場合には、協議をする」とされています。
また、変更の申し出には、納税者だけではなく税理士における同様の事情も含まれます。

3.資料等の預り(留置き)について
調査先の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない場合やコピー機がな
い場合などには、税務署職員が納税者の理解と協力を得たうえで、帳簿書類等の資料を預ることがある、
と具体的に明示されました。
この場合には、所定の事項を記載した「預り証」が交付されます。

4.反面調査について
調査の対象となる納税者だけでなく、その納税者の「取引先等」に対する調査を実施しなければ正確な
事実の把握が困難であると税務署が判断した場合には、その必要性について十分検討した上で、いわゆる
「反面調査」が実施されることが、具体的に明示されました。反面調査の実施に当たっては、「反面調査
である旨」を取引先等に明示した上で実施することとされています。

5.調査終了時の対応について
税務署職員の訪問を受けての「実地での税務調査」にて、その場で結論が出る訳ではありません。税理
士（税務代理人）が、税務署に対して論点等の説明・意見・折衝などを行っていきます。
その後、調査結果の内容の説明については、原則として納税者に対して税務署が行うこととされています
が、納税者の同意があれば、税理士を通じます。
① 修正すべき事項がない場合
税務調査の結果、修正すべき事項がない場合には、その税目(税金の種類)・課税期間について、納税
者に対してその旨を書面により通知することとなりました。
② 修正申告を求められた場合
修正申告書を提出することの勧奨を税務署から受けることとなります。したがって、修正申告をする
かどうかの検討を要することとなります。
なお、修正申告をした場合には、「不服申し立ては不可であるが、更正の請求はできる」旨などを記載し
た「修正申告等の法的効果の教示文」に署名・押印が必要とされました。

6.再調査について
ある税目・課税期間について税務調査が行われた場合には、その調査の結果で修正があったか否かにか
かわらず、原則としてその税目・課税期間について再調査はないことが明示されました。
ただし、例えば税務調査終了後に行われた「取引先の税務調査」により、新たに得られた情報に照らし合
わせて問題点があることが認められる場合には、既に調査の対象となった税目・課税期間であっても再調
査が行われることがあるとされました。
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No ５ 診療報酬改定の影響（在宅医療の方向性）
㈱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

平成24年4月に診療報酬改定が実施されて9ヶ月が経過をしてきました。今回の改定では、診療所経営
にとって「無風」に近かった状況でしたが、例外もありました。在宅医療を積極的に実施している診療所
は、「機能強化型」の新設により非常に高い評価を受けて、恩恵を受けた状況にあると思います。

１．機能を強化した在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の施設基準
① 従来型の在支診・在支病の要件に以下を追加
イ． 所属する常勤医師３名以上
ロ． 過去１年間の緊急往診実績５件以上
ハ． 過去１年間の看取り実績２件以上
② 複数の医療機関が連携して①の要件を満たすことも可とするが、連携する場合は、以下の要件を
満たすこと
イ． 患者からの緊急時の連絡先の一元化
ロ． 患者の診療情報の共有を図るため、
連携医療機関間で月１回以上の定期的なカンファレンスを実施
ハ．連携する医療機関数は１０未満
ニ．病院が連携に入る場合は２００床未満の病院に限る
この新たな仕組みは、従来、２４時間対応や緊急時対応、ターミナルケア対応など単独型では要件充足
が不十分であったところを、連携でカバーすることができれば、高いインセンティブを得ることができる
という画期的なものとなっています。
栃木県における在支診・在支病の届出状況
機能強化型診療所
単独２件 連携２０件 従来型１０６件（平成２４年７月）
機能強化型病院
単独０件 連携 ２件 従来型
１件（平成２４年７月）

今後の診療所経営を検討する上に
現在、診療所経営は患者の受診抑制や長期処方を要望する患者さんの増加による診療日数の減少に直面
されている先生方は少なくはないでしょうか。この様な状況のなかで、在宅医療を検討されている先生が
いらっしゃると思います。
上記のように、栃木県ではまだまだ少ないように思います。これは、２４時間体制で患者・家族からの
要望を受けることが負担と感じているからではないかと推察します。
厚労省の推計では、現在約１２０万人を数える年間の死亡者数は、２０４２年には１６６万人にまで増
えると予測しています。２０１０年では死亡者の約８割が医療機関で亡くなっていますが、今後病院の
ベット数の増加は望めませんし、介護施設も激増する死亡者数に追いつくほど増えるとは考えにくいと考
えます。
従って、自宅や高齢者住宅で最期を迎えるケースが増えてくるのではないでしょうか。そのために、今
後も在宅医療に手厚い施策が続づいていくのではないでしょうか。「機能強化型」については、年間看取
り２件、同緊急の往診５件という要件は厳格化されるかも知れませんが、点数が引き下げられることは考
えにくいのではないでしょうか。
下記の表に見られるように、往診中心の在支診は、機能強化型の届出を行うまでは考える必要はないか
もしれません。それは、長く診ていた患者さんに在宅療養が必要になったケースなどに限って、手の届く
範囲で在宅医療に取り組む選択肢もあるのではないでしょうか。「機能強化型」でなくても在宅医療関係
の診療報酬の評価は高く、設備投資にはほとんどかからないと思います。そして経営的には十分に見合う
報酬になると思います。
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今次の改定内容の一部
在宅患者訪問診療料（機能強化型在支診・在支病の評価）
在宅等における看取りを含めたターミナルの評価の充実
在宅ターミナルケア加算の評価体系の見直し
機能強化した在支診・在支病
有 床

無 床

従来型
在支診・在支病

改定前

―

―

１０，０００点

改定後

在宅ターミナル加算
(新設)6,000点
看取り加算
(新設)3,000点

算定要件
（改定後）

在宅ターミナル
在宅ターミナル加算
加算
(新設)5,000点
(新設)4,000点
看取り加算
看取り加算
(新設)3,000点
(新設)3,000点

在支診・在支病
以外
２，０００点
在宅ターミナル
加算
(新設)3,000点
看取り加算
(新設)3,000点

・ターミナル加算
死亡日及び死亡日前14日以内に２回以上往診又は訪問診療を実施
・看取り加算
事前に患者の家族等に対して十分な説明等を行い、患家で見取りを行った場合
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No ６ 生命保険 医療法人契約のチェックポイント
㈱ 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

医療法人を設立されますと多くの先生方が、医療法人を契約者とする生命保険に加入されます。ところが
医療法人契約において、大きな勘違いをされているケースをよく見かけます。今回はそのチェックポイン
トについていくつかご紹介します。

＜チェックポイント＞
① 医療法人設立と同時に、それまで個人で加入していた生命保険をすべて保険料が経費で落とせるからと、
契約者を「個人」から「医療法人」へ変更しました。果たして？
② 医療法人で「入院保険」「三大疾病定期保険」を加入しました。保険料は全額損金算入できるので、
個人で加入するより有利？
③ 職員の退職金積み立ての為に「養老保険」に加入しました。加入当時のままで、その後メンテナンス
していません。何か問題？

＜解説＞
① 定期保険（保険期間の定まっている保険）の保険料は、法人契約の場合、経費として損金算入できます
ので、個人の税引き後のお金で払うよりメリットがあります。
但し、医療法人設立間もない時は個人契約の保険も残すことが重要です。
というのは、医療法人設立間もない時に理事長先生に“万が一”が発生したらどうでしょう。
生命保険金は「医療法人」で受け取ります。この保険金をすべて先生の遺族に支払うことはできません。
以下の金額が医療法人で受け取った後に、先生の遺族へ払い出せる金額です。

≪理事長先生の死亡退職金・弔慰金の一般的な計算式≫
死亡退職金・・・最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率（3程度）
弔慰金

・・・最終報酬月額×6ヶ月分（業務外死亡の場合）

仮に理事長報酬が200万／月で、法人設立1年以内に万一があった場合、遺族に払い出せる金額は、

[死亡退職金＝200万×1年×3倍]＋[弔慰金＝200万×6か月分]、合計1,800万円です。保険金が1億
円支払われたとしても、遺族に払い出せる金額は1,800万円だけで、残金8,200万円は医療法人の利益
となってしまいます。事業を清算してしまうことになっても法人税を払った後のお金が残ります。
したがいまして、医療法人設立間のない時は、「家族を守る個人保険」は必要です。
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② 入院給付金日額1万円の「入院保険」と生前に1,000万円給付される「三大疾病保険」に医療法人で
契約していて、がんで1か月間入院したとします。
受け取った保険金・給付金は、以下の金額でした。
「三大疾病給付金」1,000万円
「入院給付金」

10万円

「手術給付金」

40万円

合計1,050万円は、「医療法人」で受け取ります。この金額をそのまま「個人」へ払い出すことはでき
ません。「見舞金」として支払うことのできる金額は、社会通念上相当額となりますので、理事長先生
であってもせいぜい月額10万円くらいです。残った1,040万円は、医療法人の雑収入として課税され
ます。もし「個人」で契約していたらどうでしょう。三大疾病給付金、入院・手術給付金合計1,050万
円は、満額受け取ることができ、しかも所得税法上非課税です。

③ 職員の退職金積み立ての為に加入する「養老保険」は一般的には以下のような契約形態となっています。

契約者：医療法人
被保険者：理事・職員の全員
死亡保険金受取人：理事・職員の遺族
満期保険金受取人：医療法人

加入者は、原則として全員でなければ福利厚生費として保険料の1／2を損金算入することはできませ
ん。「入職○年以上で加入」という規定を作成したにも関わらず、これを満たした職員が増えて加入手
続きをしていないと、福利厚生費としての損金が否認されかねないので注意が必要です。
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No ７ プロセスマネジメントの強化で、

チーム力を発揮していくコツ
（有）エファ

代表取締役 菊地 理恵

１．納得、理解して仕事に取り組める条件とは
スタッフがチームのために自発的に意欲を持って、仕事に取り組んでいただくためには、スタッフ自
身が現状の職場の目的や目標などをきちんと理解していることが重要となるのです。しかし、もっと
も重要なのは“その気”にさせるということ。どんなに目標・目的が明確であっても、気持ちが伴わ
なければ、人間はなかなか積極的な行動へとは移っていかないものです。“チーム、組織のために”
という気持ちが出てこなければ、全員参画のもとパワーを発揮するまでにはいかないものです。この
ようなことをふまえて、スタッフが納得、理解できるような方針をつくり、“感情や心”に訴えかけ
ていくプロセスが導入段階といえるでしょう。
仕掛けその1

今、何故そのような仕事や業務を行うのかということを具体的に分かりやすく
説明すること（必要性を理解させる）

仕掛けその2

それらの仕事、業務をすることによってどのような方向へ向うのかということを
伝える（いくべきゴールをイメージさせ、参画意識を高める）

仕掛けその3

どのようにすればそれらが実現できるのかといったゴール（到達点）に向けての
方法をしっかりと伝える（やれそうだという気持ちにさせ実行する）

２．強い組織、チームを成り立たせる３つの条件
①（目標の共有化をしっかり図る）
・目標の共有化は一体どのようにして図ればよいのでしょうか？ということをよく耳にします。職場
内での業務目標や取り組み方針などは最終的に所属長やトップが決めていくことではありますが、決
定するまでの段階で少しでも多くのスタッフを巻き込んだ方がよい結果へとつながる傾向があります。
目標や方針を決めていく際は、スタッフ全員が何らかの形で参画（関与）し、皆で決めたものだと感
じてもらうことが重要なのです。

②（役割分担を明確にする）
・目標や方針が共有された後は、誰がどのような役割をもって行動していくかということをゆとり幅
をもたせて決めていくことが望まれます。例えば、リーダーなどが不在の時は誰が代行するのか、ま
た、これらの領域についての決裁は一旦誰が行うといったようなことをはっきりしておきませんと緊
急性のある事案が起きたとき混乱してしまう恐れがあるからです。スタッフ全員が主役となれる出番
をつくることが責任を持つ意識の構築につながるのです。
③（コミュニケーション強化と報連相の徹底）
・強い組織をつくる最後の条件は、適切な情報がきちんと共有されているかということとスタッフ間
のコミュニケーションがとれているかということです。様々な職場でよく聞くトラブルの多くは“聞
いた、聞かない”“言った、言わない”“今更なんで…もう少し早く伝えてくれればよかったのに”
などといったちょっとしたコミュニケーションの行き違いによって生じているということが少なくあ
りません。きちんとした情報の流れが出来ていないとスタッフ同士も互いに不安、不信感を抱きあい
ながらの業務作業に陥ってしまうでしょう。報連相の徹底と“分かっているだろう”という思い込み
判断は捨て、互いに確認しあいながら職場の活性化を図っていくことが必要です。
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No ８ ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（４）

～国としての動向～
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

（１）国としての検討動向
国としての医療にかかわるＡＤＲの検討については、2010年から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、2年半で計7回の議論が行われています。
参加メンバーはＡＤＲ機関、医療界、法曹界および患者団体等の代表者などから構成されており、直近
では2012年9月に開催され、医師会、弁護士会、第三者機関など、計11の医療ADR機関に対して厚生労
働省がアンケートをとった結果（活動状況）なども紹介されています。
・ＡＤＲ開設年
：“平成９年”～“平成２２年３月”
・実績（平成23年度） ：“ ４５件”～“ １件” （１１機関の平均１４件）
・終了事件総数（※） ：“２８０件”～“ ６件” （１１機関の平均６８件）
※平成24年3月時点、不応諾・和解成立/不成立・取り下げを含む総数
当事者に寄り添いながら紛争解決の背景事情まで踏み込み、当事者の「納得」が得られる紛争解決を指
向していくという考えの中で、個々のADR機関が、各々の特色（制度設計のありかた）で、試行錯誤しな
がら運営している状況がみてとれます。
また、中立的な立場をとりながら、財政的な基盤をどのように確立するのかという問題や、ＡＤＲ全体
について、もう少し軽い使い方、説明・対話の場としての活用の余地などが、医療側、患者側の双方から
意見として出ています。
いずれにしても、患者側や医療機関側の双方が利用しやすい環境を整えていく必要があるという観点か
ら、まだまだ議論が活発に行われている段階であり、今後も動向を見守る必要がありそうです。
－厚生労働省ＨＰ：第７回医療裁判外紛争解決（ＡＤＲ）機関連絡調整会議（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002knj9.html）－

（２）さいごに
これまで４回にわたって
・民事訴訟の傾向と推移
・一般的に考えるADRの特徴
・メディエーションという概念
・国としての医療ADRの検討動向
について、触れてきました。
医療が、患者と医療者と互いの信頼関係に基づき、協力・
協同して作り上げていくものである以上、紛争解決の仕組み
として、裁判以外のADRのあり方が議論されるのは、
自然な流れともいえます。
この紛争解決にとどまらず、院内での初期対応、そして日
頃からの患者対応（紛争予防）に至るまで、共通するポイン
トは、“対話、コミュニケーション”にあるといえるのでは
ないでしょうか。
今回のADRに関する話題をきっかけとして、改めて、
患者さん・家族との対話・コミュニケーションのあり方に
ついて、自院のスタッフの方々とご一緒に、話し合うきっか
けとなれば幸いです。

東京大学医療科学研究所 先端医療社会コミュニケーション
社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門
（http://expres.umin.jp/genba/kaisetsu03.html）

【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
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TEL：03-3349-3501

No ９ Ａｂｏｕｔ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ！（３）
㈱ 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

今月のプログラム

１．Facebookページって、なに？
・facebookには､「個人アカウント」と「facebookページ」の2種類があります！
・Facebookページ ＝ ビジネス用のページ､有名人のファンページ等
主に、企業・団体等が利用しています【無料で利用可能】

【個人利用との主な違い】
・イメージ
⇒ ホームページ的な位置づけ
・友達になる ⇒ 「いいね」を押す。承認作業はない（一方通行）

・デザイン

⇒ facebookページはカスタマイズも可能

Facebook JAPANの
公式facebookページ
・５２４万人のユーザーが
「いいね」を押しています
・「いいね」を押すとこの
ページが更新されると
自動的に情報がニュース
フィールドに表示されます
・LADY GAGAさんの
ページは、全世界で5329
万人が「いいね」を！

２０１２年１２月で、日本のユーザー数は、
１７１２万人を超えました！（２０１２年５月８６０万人）
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２．医療業界でのFacebookページの使い方は？
・最近では、数多くの病院、クリニックが利用開始しました
・まずは、ホームページとして作られているケースが多いです
・診療時間、診療科目、場所等の基本情報と合わせて、最近のトピックスや
流行性の病気に関するワーニング情報､患者さんのコメントを掲載するなど
さまざまな工夫がされています
・今後、さらに利用促進されていく見込みです

３．Facebookページの調べ方は？

・facebook

naviを利用すると業種ごとにジャンルを指定して検索できます

【Facebookの利用方法、今後の方向性は？】
・現在の利用方法から推測すると次のような方向性が見えてきます
①個人アカウント ⇒
⇒

facebookの使い方に慣れる！
友達に自院のfacebookページを知ってもらう！

②facebookページ ⇒ 病院・クリニックのホームページとして作成！
※ 利用の目的は、地域への情報発信、患者さんのファン化、差別化
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◆ 「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？
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・・・

★ 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。

★ 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。

★ 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。
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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

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

コンサルタントと相談会日時
コンサルタント

相談会

相談会場

相談日時

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。

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

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

２月２０日（水）１０時～１２時

２月２０日（水）１０時～１２時

３月２１日（木）１０時～１２時

３月２１日（木）１０時～１２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。

「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。

【お問合せ先】

よろず相談窓口
〒320-8503

ＴＥＬ

担当：三沼

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

０２８－６00－1171（直通）
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ＦＡＸ

０２８－６２４－５９８８

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
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。
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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。
医業経営コンサルタントとは･･････
（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。

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

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

代表取締役

中澤 宏紀

株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

株式会社 MMS
株式会社 ｴｲｼﾞｰ･
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

添田

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

佐久間賢一

医療事業部常務取締役
〈医業経営コンサルタント〉

川俣 喜弘

医療事業部取締役担当部長

樋口 和良

〈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
ﾓﾝﾌﾟﾚｰｼﾞ株式会社
有限会社 ｴﾌｧ
有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

守

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
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

足利市本城2-1901-10 TEL0284-41-1365

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ
〈MDRT〉

清水 隆志

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

代表取締役

安川

東京都中野区1-13-18（大新ＮＳビル3Ｆ）
TEL03-5333-5338

代表取締役

菊地 理恵

統括マネージャー
社会保険労務士

佐藤 智子

取締役
〈医業経営コンサルタント〉

田村 康夫

聡

宇都宮市滝谷町18-7 TEL028-639-1020

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336

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

１

第５０号 平成２５年２月発行

アンケートご協力のお願い

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。
◆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

No

タイトル

（

）目を通すが役にはたたない

１

簿記会計で事業を強くする（４）

（

）読んでいない

２

新政権への期待と監視ポイント

（

）その他
３

相続の事例研究

４

平成25年1月より税務調査の手続きが
明確化されました

５

診療報酬改定の影響（在宅医療の方向性）

６

生命保険 医療法人契約のチェックポイント

７

プロセスマネジメントの強化で、
チーム力を発揮していくコツ

８

ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の特徴（４）
～国としての動向～

９

Ａｂｏｕｔ Ｆａｃｅｂｏｏｋ！（３）

◆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？

◆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。

２

「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。

貴医院名：

よろず相談窓口

ご担当者：

FAX ０２８－６２４－５９８８
（TEL 028-600-1171 直通）
担当：三沼

電話番号：

「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）

【宇都宮市】

２月２０日（水）

１０時～１２時

３月２１日（木）

１０時～１２時

２月２０日（水）

１０時～１２時

３月２１日（木）

１０時～１２時

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

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

医療機関名：
氏名：

（役職

）

氏名：

（役職

） 参加予定人数

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

名

