
栃木県医師会・認定 

 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第５１号 平成２５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 

◆ ドクターのための『セカンドオピニオン 

     窓口』のご案内 

◆ 『医業経営セミナー』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 財務経営力を強くする １ 財務経営力を強くする（１） 

医業経営 病医院の経営管理シリーズ ２ 病医院の経営管理（１） 

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ３ 今、話題です。教育資金の一括贈与特例 

法律・行政 
 医療における消費税問題 

                           ・診療報酬改定 
４ 控除対象外消費税とは 

保険・金融 生命保険と税金 ５ 
医療法人における生命保険の種類選びと 

                                      「隠れキャッシュアウト」？ 

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 
人材育成と助成金活用 
                  「正規雇用労働者育成支援助成金」 

医業安全 
医療機関における 

震災下の業務継続の考え方 
７ 医療機関における震災下の業務継続の考え方（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２５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。 

【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   ＊以外 参加費無料） 

地区 回目 タイトル 日時 場所 

宇都宮市 

第１回 
アベノミクス税制改正の活かし方 

2013年4月23日（火） 

午後7時～午後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2回 

簿記会計で事業を強くする 

『財務諸表の見方・考え方』 

2013年6月18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 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美 

第3回 

『これからの医業経営について』 

①融資の受けやすい医療機関の決算書と資金繰り
②これからの診療所経営について 

③医療機関の法人化について 

『人事労務：人のタイプに合わせた対応術』 

2013年6月23日（日） 

午後1時～4時30分 

とちぎ健康の森 

 

宇都宮市駒生町
3337-1 

 
028-627-4710 

講師 

『これからの医業経営について』 

   ①ＡＧメディカルマネジメント   常務取締役 川俣喜弘 

   ②ＡＧメディカルマネジメント   取締役担当部長 樋口 和良 

   ③田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 

『人事労務：人のタイプに合わせた対応術』 

      有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵 

第4回 

①基本The電話対応実践編 

      ～安心される電話対応のヒケツ～ 

②女性のためのマネーセミナー 

2013年9月19日（火） 

午後2時～4時30分 

ホテルニューイタヤ 

 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

 

028-635-5511 講師 
①有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵 

②株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

＊ 

第5回 

『相続セミナー』＊有料セミナー 

①相続（遺言と遺産分割について） 

②エンディングノートの作り方 

③生命保険を活用した相続対策 

2013年10月20日（日） 

午後1時～4時30分 

とちぎ健康の森 

 

宇都宮市駒生町
3337-1 

 
028-627-4710 

 講師 

①関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 

②荻原会計事務所 税理士 荻原 英美 

③株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

小山市 第１回 
医業安全とヒューマンエラー 

2014年2月18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 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 

栃木市 第１回 
facebookセミナー（医療機関での活用方法） 

2013年11月19 日(木) 

午後7時～9時 
栃木グランドホテル 

栃木市万町 

6-11 

0282-22-1236 講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締役  内田 隆 
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済 



【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 

・税制改正と医療機関の税金 

・税務調査（経費になる？ならない？） 

201３年6月19日（水） 

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 

・ｆａｃｅｂｏｏｋセミナー（医療機関で 

    の活用方法） 

・ライフプランとマネー講座 

201３年7月３日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

代表取締役  内田 隆 

第３回 

・正職員・パート職員の労務対応 
201３年７月１７日（水） 

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４回 

・わかりやすい決算書の見方と資金繰り 

・医療法人のメリット・ 

                                 デメリットと運営方法 

201３年７月３１日（水） 

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 

地区 回目 タイトル 日時 場所 

佐野市 

第１回 

・税制改正と医療機関の税金 

・税務調査（経費になる？ならない？） 

201３年９月１８日（水） 

午前１１時～午後１時 

ホテル 

マリアージュ仙水 

 

佐野市奈良渕町
316 

 
 

 

0283-21-4888  

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 

・ｆａｃｅｂｏｏｋセミナー（医療機関で 

    の活用方法） 

・ライフプランとマネー講座 

201３年１０月２日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

代表取締役  内田 隆 

第３回 

・正職員・パート職員の労務対応 
201３年１０月１６日（水） 

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４回 

・わかりやすい決算書の見方と資金繰り 

・医療法人のメリット・ 

                                 デメリットと運営方法 

201３年１０月３０日（水） 

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 
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No １ 「財務経営力」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，基礎経営力 

  中小企業のために新しい会計ルールである「中小企業会計に関する基本要領」が平成24年2月1日に公表 

された。この中の中心課題はいかに中小企業が基礎経営力の体力をつけるかに重点を置いた提言である。 

その骨組は 

    １．資金の確保・調達力 

    ２．財務経営力 

    ３．技術力と人材 

等の「基礎経営力」をつけることが力説された内容である。この実現のため平成24年6月21日に中小企業 

経営力強化支援法が成立し、同年11月から経営革新等支援機関の認定が行われ、財務局、経済産業局から 

認定が行われている（当事務所もその認定を申請し認可された）。前回のコンサルニュースの「簿記会計 

で事業を強くする」を執筆したが､今回は「財務経営力を強くする」を考えてみたい。 

  今新しいドクターの開業支援を行っている。開業に当たってどの地域と場所に開業するのか。患者は老人 

夫婦か､若い世代か､その混在地域か。人の流れが駅方向に向かった流れなのか逆なのか。十分な人口があ 

るのか､そうであれば競合するお医者の先生は誰先生がいるのか。定期借地権で運営するのか､買い取りか。 

診療所と自宅は一緒か分離か。と悩みはつきない。一番心配になるのが開業資金である。土地建物を購入 

して開業を予定すると、いくらデフレ経済と言っても1億３千万くらいの資金が必要になる。多くのドク 

ターが利益は出るのだが金融機関等への資金返済に大変なご苦労を強いられる。 

  今の開業形態はこの初期投資の多額の負担を回避すべく別な開業形態が好まれるようになってきた。 

 

２，開業形態の変化 

  経営とは見えない未来を見えるようにすること。見えるようにするためには自力と他力の良き融合があっ 

てこそ適えられる。トップは自らの力で将来の夢を叶え、そしてその夢に協力してくれる社員、友人、取 

引先、専門知識人、等の他力が必要になる。そのために自分自身は､将来を的確に読み､どんな環境になっ 

ても自院を守り抜く決意と､長期にわたってより多くの地域医療に貢献すべく収益の確保の手を考えて 

おかねばならない。 

  日本の経営環境の先行きは厳しい。人口減少に加え、上場企業の工場の海外シフトによる空洞化現象、 

そして老齢化はいくらアベノミクスと言っても国内的には大きな期待は持てない。日本国内にアジアに 

見る若いパワーは無く､成熟しきった経済は､単年度の損益計算思考から､より未来を見通した貸借対照表 

思考が重要視される時代である。 

  そのため先の開業形態は､新規土地取得、建物新築形態より､事業承継スタイルの､医院後継者のいない、 

患者もついている､ベテラン社員のいる、年寄り先生からの経営権買い取りの安定、安全の開業形態が多く 

なってきた。 
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買い取ってから、一所懸命働いて、B/S（貸借対照表）の純財産の自己資本を豊かにして､後日自分の夢の 

診療所を建て変えるやり方である。自宅も最初はマンション住まいにして､資金余裕が出来たところでマイ 

ホームというスタイルである。もっとも最初から資金余裕あるドクターは､何も自分好みの診療所の設計で 

ない､前のドクターの古い建物でやる必要はない。 

 

３，借り入れ形態 

  診療所の今後の経営を考えると､金融機関からの借り入れは､金利より､どのくらい多めに借り入れが出来

るかに重点を置くべきである。金利は業績が良くなればいくらでも交渉が出来ます。金融機関は今でもお

医者さんに貸すのが一番安全というような評価をしている傾向があります。大型の病院を建設するのは別

として、銀行等はドクターには尊敬の念がありますので融資環境は悪くない。又、融資先は銀行の他、政

府系の金融機関を必ず考慮する必要がある。金利が固定金利であるのと開業資金の特別枠があるからです。 

そして借入期間は出来るだけ長い期間が望ましい。とにかく企業にとっての肝心要は資金繰りです。 

  ドクターは医療の専門家ですが、ひとたび、経営というカネの勘定もしなければなりません。最後に、経 

営者にとって､基礎的最低の簿記会計が財務経営力を高め､事業所の成長と発展に影響力あることも付け加 

えておきます。 

 



 No ３ 病医院の経営管理（1） 

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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病医院の経営管理シリーズの１回目は表題のとおりズバリ経営管理について検討 

いたします。 

  

Ⅰ  病医院の経営目的 

    医療機関の経営の原則は顧客志向である。 

  つまりお客様である患者に対してどのように対応してゆくかという院外志向が最も重要となってくる。 

    ここで患者とは患者本人やその家族、代理人を含み広くは地域社会をも包含し、将来の患者もお客様 

    である。 

  次に質の良い医療を提供することが大切である。 

  質の良い医療とは私見ですが「患者に納得してもらい、治ったと実感してもらえる」ものだと考えら 

    れます。 

  但し、患者が医療の技術的内容に関して、ほとんど情報を持っていないという現実があります。この 

    情報の非対称性を認識する必要があると思います。 

    その上で、患者本位の医療を実現するためには、医療提供者の価値観重視から患者中心の医療へと進 

    化するものと思われます。 

  

Ⅱ 病医院の内部管理 

    次に、院内に目を向けた場合医師をはじめ多くの専門スタッフの方々が、組織的連携業務を遂行して 

    います。 

   ここで重要となるのが、マーケットイン志向があります。これはプロダクトアウトに合い対するもので、 

    次工程はお客様という考え方を指します。 

    例えば先生の診断が終わり、患者は次に注射を受けます。この時、注射を担当する方が看護師Aさん 

    とすると、先生から次行程であるAさんはお客様であるため、適切な連携が求められます。万一注射液  

    の間違えがあった場合、医療ミスが発生してしまいます。このように次行程への連携は渡す側、受取る  

    側、両者の適切な伝達と確認が要求され、あたかも院内同士でありながら、お客様と見る感覚が大切で 

    あると要求しています。 

    このような考え方を基本としながら更に組織的マネジメントが必要となります。 

    この組織的マネジメントとは、多くのスタッフが一体的に有効に機能し、患者中心の医療を達成する 

    ことを意味します。従って院内に日常的にこのマネジメント機能が働いている状態が必要であり、慣習 

    化として定着していることが大切であり、経営管理のシステム化とも言えるものです。 
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Ⅲ 経営管理の担当者 

    次行程はお客様というマーケットイン志向と組織的マネジメントが必要なことは、先に確認したとこ 

    ろです。 

    このことから経営管理の担当者は、組織構成の全メンバーとなり、全員参加の経営となります。私は 

    受付スタッフの一員であり経営管理なんてとんでもない。と言われるかもしれない。しかし、受付け業 

    務は次行程である診察室への適切な伝達を要求されるものであり、この業務を省略することができませ 

    ん。このようなことから各スタッフの個別機能が有機的に連携され、全体機能が完遂されます。 

 

Ⅳ 医療環境の変化 

       医療機関にとって医療環境の変化は、特に重要なものとなります。 

     ある意味、環境の変化に順応しなければなりません。組織は生き物と言われます。 

     ビジネス的にとらえると病医院のビジネスモデルの正確性、妥当性の問題となります。 

     例えば、厚生省の医療政策の方向性や、少子高齢化のトレンド、高齢者の慢性疾患の増加、国民総人口 

     の減少、国民所得の減少、競合医院の増加などたくさんの環境変化が発生しています。自院の立ち位置 

     を決定する場合重要な要因となってきます。 

  

Ⅴ 院長の診療理念 

     病医院の経営の方向性は院長の診療（医療）理念により大きく左右されます。 

     診療理念とは院長先生が目指す、自院のあり方を表現しています。 

  したがってそれは今後のあり方であり、夢、使命、目標、目的などを明確にし、自院をそれに向かって 

     誘導するものとなります。 

   この理念を目指して、自院はもちろん全メンバースタッフが結集して、行動することになります。 

   多くの医療機関において確認できるところですが、中には患者側の立場からどのような理念なのだろう 

     と思われる医院も見受けられます。 

     検討してみてはいかがでしょうか。 

  

おわりに 

     病医院の経営管理の要点は、お客様（いわゆる患者）に満足していただくにはどうすれば良いか、 

     ということに尽きると思われます。 

   各院の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 



 No４  今、話題です。教育資金の一括贈与特例。 

  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．教育費の贈与が非課税になる制度ができたと聞きました。どういうものなのでしょうか？ 

  

Ａ１．高年齢者の方が保有される金融資産が若い世代の方に移転され、子どもの教育資金が早期に確保 

      されることを目的として、「教育資金の一括贈与の非課税措置」が創設されました。これは、両親や 

      祖父母等から３０歳未満の子・孫に教育資金を一括して贈与する場合に、子・孫毎に、学校等に直接 

      支払われる教育費については１，５００万円（１，５００万円の枠の中で、学校等以外の者に支払わ 

      れるものや塾や習い事等の月謝等については５００万円）までを非課税とするものです。 

       具体的には、贈与された資金を、金融機関において子・孫名義の口座により管理し、この資金が 

      教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。この口座は、子や 

      孫が３０歳に達する日に終了し、残額があれば、その段階で贈与税の対象となります。この制度は、 

      平成２５年４月１日から、平成２７年１２月３１日までの間に行われる贈与が対象となります。 

  

Ｑ２．今までも教育費は非課税では？ 

  

Ａ２．従来の税法下においても、子や孫に対する毎年の教育資金や生活費などは、当然に贈与税の課税 

       対象にはなりません。しかし「その都度払い」が原則で、一括して教育資金や生活費を渡すと贈与 

       税の可能性が出てしまいます。 

        今回の制度は、その都度に渡す教育資金ではなく、一括して将来の教育資金について贈与する場合 

       に「非課税」とする制度です。 

  

Ｑ３．どのような費用であれば、１，５００万円まで非課税となるのでしょうか？ 

  

Ａ３． 学校等に対して直接支払われたことが、領収書等により確認できる費用が対象です。ここで学校 

       等とは、幼稚園・保育園や小学校・中学校・高校、大学・大学院や専修学校等をいいます。その学校 

       等に直接支払う入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学検定料、学用品費、修学旅行費、 

       学校給食費などが挙げられます（学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含みます）。 
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Ｑ４．教科書など学校等で使用するものを、業者から直接購入した場合は、対象になりますか？ 

  

Ａ４．学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費などであっても、直接業者等に 

      支払いがなされる場合は、原則的には『１，５００万円』までの非課税枠の対象にはなりません。 

       ただし、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと 

      当該学校等が認めたものは、『５００万円』までの非課税枠の対象になります。この場合には、領収 

      書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるものを、金融機関に提出する必要があります。 

  

Ｑ５．学校等以外の塾や習い事に対する５００万円までの非課税枠には、どのような費用が対象 

       になりますか？ 

  

Ａ５．次の①～④のような教育活動の指導料（月謝や入会金）や施設使用料が対象となります。 

  

      ①学習（学習塾・家庭教師・そろばんなど） 

      ②スポーツ（スイミングスクール、野球チームでの指導など） 

      ③文化芸術活動（ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など） 

      ④教養の向上のための活動（習字、茶道など） 

  

       加えて上記①～④の活動で使用する物品の費用も対象となります。ただし、指導を行う者を通じて 

      購入するもの（指導を行う者の名前で領収書が出るもの）に限ります。従って、個人で塾のテキスト 

      を一般書店で購入したり、野球のグローブを専門店で購入した場合には、対象となりません。 

 



 No ５  控除対象外消費税とは 

 ㈱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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    社会保険診療は非課税なので、患者さんから消費税は頂きません。しかし、社会保険診療を行うため 

 の設備や医薬品などの仕入れには消費税がかかります。医療界は長年、この消費税の負担を「損税問題」 

 と呼んできました。しかし、ことは損得の問題ではないのです。問題の本質が控除対象外消費税にある 

 ことから「控除対象外消費税問題」と呼び、この解決を強く望んでいます。例えば、ある病院で社会保険 

 診療による売上が10億円あったとします。これに消費税は患者さんから受け取れないので病院に入る 

 消費税はゼロです。この時、医薬品の仕入れに4億円かかったとするとその５％、2,000万円の消費税を 

 病院は仕入れ業者に支払います。 

    もし、医療が課税なら病院は、10億円の売上の５％、5,000万円の消費税を患者さんから頂ける。 

 仕入れに2,000万円支払っているので、差額の3,000万円を国に納めます。現実は非課税のために患者 

 さんからは消費税を頂いていない。 

 さらに先に説明したように非課税取引では、差し引きできないので、2,000万円を支払っただけになる 

 のです。本来なら中間事業者である医療機関が、最終消費者のように税負担を負っているのです。（本来、 

 消費税は最終消費者が負担） 

    それならば、その2,000万円を税務署から還付してもらえば良いのですが、非課税ですと出来ないの 

 です。ですから、日本医師会はゼロ税率を主張しているわけです。患者さんからすると、非課税もゼロ 

 税率も保険診療に対しては消費税を払わないという点では同じです。しかし、医療機関からみると非課 

 税では仕入れに支払った消費税は控除できないですが、ゼロ税率では控除が可能になります。消費税に 

 は輸出免税という仕組みがあります。免税というのは税率が０％課税ということです。輸出品は、国内 

 で消費税を支払う消費者がいないため、製品を国内で生産するために事業者が払った消費税を、輸出時 

 に全額事業者に還付する仕組みです。病院･診療所の控除対象外消費税負担の現状は、以下の通りです。 
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 No ６ 医療法人における生命保険の種類選びと 

                                   「隠れキャッシュアウト」？    
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㈱ 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 

   個人で生命保険に加入している場合には、年に10 万円の保険料支払いに対して5 万円の課税所得控除

を受けることができます。 

   終身保険であろうと定期保険であろうと、この取扱いが変わることはありません。 

   しかし、法人で加入している場合には、経費で払えるもの（損金性の保険）であるか、経費で払えない 

もの（資産性の保険）であるかによって、資金繰りに大きな違いが生じます。 

全額損金計上の保険 1/2損金計上の保険 全額資産計上の保険 

 
保険料の支払 
5,000万円 

 
保険料の支払 
5,000万円 

 
保険料の支払 
5,000万円 

法人税 
875万円 

 
法人税 

1,750万円 

（法人税実効税率を35%として計算） 

 

    上図に見るように、利益の出ている医療法人が資産性の高い生命保険に加入した場合、保険料を支払っ

た後、さらに法人税の課税というキャッシュ･アウトが発生します。 

   これは資産性の保険が利益を圧縮しないためにおこる現象ですが、残念ながら契約時に担当者がこの点 

について説明することは少ないようです。 

   実際に、資金繰りが苦しいとご相談をされる医療法人の状況を拝見しますと、資産性の高い保険に加入 

されているケースが多く見られます。 

   問題なのは理事長や経理担当が気付かないところで、多額のキャッシュ・アウトが発生してしまうとい 

うことです。 

   こうした問題を避けるためにも、現在ご加入の保険についてチェックをされ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  人材育成と助成金活用 
          「正規雇用労働者育成支援助成金」 

                   

  

  職員教育は業務に必要な知識や技能の習得と考えがちですが、職員の定着ということで考えると目的は 

いくつか考えられます。 

①職場風土や秩序の維持 ②職員との信頼関係の維持 ③職員のキャリアアップの後押し 

④職場内のコミュニケーション、チームワークの維持 ⑤能力や技術の習得 

  以上のような目的をもって職員教育を実施するのは、職員のキャリアアップを図るだけではなく、職場 

環境の充実や仕事をする上でのモチベーション向上につながります。 

  しかし、職員教育の重要性は十分に認識していても人材育成にかかるコストは大きな負担です。 

そうした負担を軽減する方法として助成金の活用が挙げられます。大いに活用して人材の育成、確保に 

役立てたいものです。 

【受給するには】 

  訓練計画を作成して労働局またはハローワークに提出します。 

認定を受けて計画に基づき職業訓練を実施し、訓練終了後２ヵ月以内に支給申請します。 

なお、職業訓練の審査には時間がかかるため、原則訓練開始の１ヵ月前までに申請が必要です。 

【支給対象】 

 正規雇用の労働者（雇用保険被保険者） 

 支給額・・・対象受講者１人あたり１訓練コース２０万円が上限（OFF-JT部分の費用） 

 ※１年度１事業所当たりの支給限度額は５００万円 

【訓練について】 

１．専門的な知識・技能を有する講師の元で行われること 

２．該当分野の業務に関する内容のものに限る（ヒューマンスキル等の専門分野以外の研修は対象外） 

３．実施期間が原則１年（６ヵ月以上でも可） 

４．１コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、OFF-JTの訓練コースを含むものであること 

※平成２５年度末（２６年３月末）までに受給資格認定申請書を提出し、提出日から６ヵ月以内に訓練 

を開始するものに適用されます。 

上記の他にも受給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。 

  日々の業務の中で多くの医療機関が抱える問題点として、職員が定着しない、職員間のコミュニケーショ

ンがとれない、といった職業能力以前の問題を指摘される声をよくお聞きします。何らかの教育の機会を

設けなければ、良い人材を確保できない、優秀な人材を採用しても育成することが困難になっているとい

うような現状の中で、計画的かつ体系的な人材育成を行うことは職場を活性化する上においても重要と言

えるでしょう。 

職員教育の目的 

正規雇用労働者育成支援奨励金について 

  日本再生人材育成支援事業の奨励金の１つとして、人材育成を行う事業主に訓練費用を助成してくれ

る「正規雇用労働者育成支援奨励金」があります。 

  健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主が、正規雇用の労働者に対してOFF-JT等の研修を

実施した場合に利用できます。医療・介護はこの分野に含まれます。 



 No ８  医療機関における 

                           震災下の業務継続の考え方（１）                                                ～第１回～ 
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損保ジャパン日本興亜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．震災下の医療機関における業務の分類 
      発災後、通常診療に戻るまでの医療機関における業務は、一般的に以下のように分類できます。 
 

（1）非常時優先業務 

   震災時においては、他の業務を止めてでも必ず実施することが社会的に要請される業務。 

  次回以降の連載では、個別の対策について、大きくハード面・ソフト面に分類した視点から、触れていく 

ことにします 

       医療機関において震災下の業務継続を考えるうえでは、まず自院に関する地震リスクを把握し、その 

     うえで、医療機器が倒れて負傷者が出る、エレベーターが停止する、などできるだけ具体的な被害の 

     状況を想定してみることがポイントとなります。 
 

       例えば、予想震度分布・液状化リスクなどについては政府や自治体が作成するハザードマップにより 

     知ることが可能です。地震リスクを把握したら、院内がどのような状況になるかをできるだけ具体的 

    に想定し（下表）、そのうえで業務を継続するために必要な対策について考えていくことになります。 

震度など 震度は6弱、液状化や火災は付近で発生していない。 

建物 大きな被害はないが、ところどころ壁にひび割れ・欠落が生じている。 

電気 直後に停電。復旧は3日間程度。センサー式のため停電でトイレが使えない。 

水道 水道管が破断したため、停止。水の備蓄は上水で1日分、普通の水道水で3日分しか無い。 

通信 固定電話・携帯電話ともつながらない。 

職員 交通網の寸断や自宅の被災により、出勤が可能な職員は1/2。1/4の職員の安否が分からない。 

    ② 応急業務（災害医療・災害医療を支援する業務） 

    発災直後に業務量が急増するが、時間の経過とともに減少していく。 

 

    例）災害医療（トリアージ、緊急検査・処置・手術など）、災害医療を支援する業務 

           （患者移送、診療材料・薬剤、医療機器の手配、電気・水・ガス・燃料などのインフラ整備） 

  ③ 復旧・復興業務 

    通常の業務体制に戻すための業務。発災直後の混乱が収まってから実施することになる。 

（2）非常時優先業務以外の通常業務 

       上記に該当しない業務（医療機関により異なる）。 

        非常時優先業務に支障の無い範囲で再開し、業務量を増やしていく。 

  リスクマネジメントの観点から、震災時おける医療機関の初動対応、ならびに業務の継続、或いは復旧・再開

を迅速に行うための対策はどのようにあるべきかを、震災を経験した医療機関へのヒアリング調査の結果を踏ま

え、計4回に分けてお伝えいたします 

２．被害想定と事前対策の策定・実行 

  ① 非常時優先業務に該当する通常業務（通常業務のうち、継続する優先度が高い業務） 

    継続的、或いは迅速な医療対応が無いと生命の維持が不可能、または状態が著しく悪化する 

          患者への対応業務。平常と同じ業務を被災時も変わらず継続することが求められる。 

       

          例）生命維持装置の稼動、透析、急変した患者への対応、緊急性の高い検査・処置・手術 

【お問い合わせ先】 損保ジャパン日本興亜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 



   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】 セカンドオピニオン窓口 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 

 「セカンドオピニオン窓口申込書」に必要事項をご記入の上、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、開催日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 

『セカンドオピニオン窓口』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「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」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 

 

 

 セカンド 

    オピニオン窓口 

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 

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 

日時 
６月２０日（木）１０時～１２時 ６月２０日（木）１０時～１２時 

７月１８日（木）１０時～１２時 ７月１８日（木）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 

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1-13-18（大新ＮＳビル3Ｆ） 
TEL03-5333-5338 

代表取締役 

ﾓﾝﾌﾟﾚｰｼﾞ株式会社 



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５０号   平成２５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 
「財務経営力」を強くする（１） 

                       －開業と事業運営に当たって－ 

２ 病医院の経営管理（１） 

３ 今、話題です。教育資金の一括贈与特例。 

５ 控除対象外消費税とは 

６ 
医療法人における生命保険の種類選びと 

                           「隠れキャッシュアウト」？  

７ 
人材育成と助成金活用 
                「正規雇用労働者育成支援助成金」 

８ 
医療機関における 

                 震災下の業務継続の考え方（１）                                                            



医療機関名：                              

氏名：         （役職         ） 

氏名：         （役職         ） 参加予定人数   名 

ＴＥＬ：              ＦＡＸ：               

「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」 
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） 

セカンドオピニオン窓口  
   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（木） １０時～１２時 

７月１８日（木） １０時～１２時 

６月２０日（木） １０時～１２時 

７月１８日（木） １０時～１２時 


