第５２号 平成２５年８月 発行
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ
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。

◆ 『医業経営セミナー』のご案内

本年度も、医業経営に役立つ情報を提供してまいります。

◆ ライフコンサルタント 通信
年間テーマ

Ｎ
ｏ

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（２）

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（２）

税務・会計

医療機関の税金・税制改正

３

まずは「雇用促進計画」の提出が必要です！
～「雇用促進税制」による減税～

４

控除対象外消費税とは

ジャンル

法律・行政

医療における消費税問題
・診療報酬改定

保険・金融

生命保険と税金

５

受け取り方でこんなに金額が違う！生命保険

人事・接遇

人事・接遇マナー

６

こんなスタッフの対処法

医業安全とヒューマンエラー

７

医業安全

医療機関における震災下の業務継続の考え方
～第２回～ ハード面の対策（耐震・備蓄の観点から）

◆ ドクターのための『セカンドオピニオン
窓口』のご案内
◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内
◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

Q＆A

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

『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。
＊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（定員３０名
地区

回目

タイトル

日時

第１回

第2回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

済

2013年6月18日（火）
午後７時～９時

済

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

『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と資金繰り
②医療機関の法人化について
③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

宇都宮市

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
講師

＊
第5回

①ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣喜弘
取締役担当部長 樋口 和良
②田島会計事務所 税理士 田島 隆雄
③有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

2013年9月19日（木）
午後2時～4時30分

2013年10月20日（日）
午後1時～4時30分

028-635-5511

とちぎ健康の森
宇都宮市駒生町
3337-1

NKSJリスクマネジメント株式会社

028-627-4710

小山グランドホテル
小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

2013年11月19 日(火)
午後7時～9時

第１回

講師

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6

2014年2月18日（火）
午後7時～9時

facebookセミナー（医療機関での活用方法）
栃木市

済

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

第１回

講師

とちぎ健康の森

028-627-4710

②株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

医業安全とヒューマンエラー
小山市

028-635-5511

①有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

『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
講師

宇都宮市大通り
2-4-6

宇都宮市駒生町
3337-1

第3回

講師

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511
ホテルニューイタヤ

簿記会計で事業を強くする
『財務諸表の見方・考え方』
講師

場所

2013年4月23日（火）
午後7時～午後9時

アベノミクス税制改正の活かし方
講師

＊以外 参加費無料）

栃木グランドホテル
栃木市万町
6-11

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
0282-22-1236
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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）
場所
地区
回目
タイトル
日時

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？）
講師

第２回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

・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
講師

宇都宮市

201３年6月19日（水）
午前１１時～午後１時

201３年7月３日（水）
午前１１時～午後１時

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

・正職員・パート職員の労務対応

済

済

宇都宮東武ホテル
グランデ
宇都宮市本町
５－１２

201３年７月１７日（水）
午前１１時～午後１時

028-627-0111

第３回

講師

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
講師

地区

回目

第１回

第２回

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

場所

201３年９月１８日（水）
午前１１時～午後１時

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

・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
ホテル
マリアージュ仙水

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

・正職員・パート職員の労務対応
第３回

佐野市奈良渕町
316

201３年１０月１６日（水）
午前１１時～午後１時
0283-21-4888

講師

第４回

済

日時

・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？）

講師

佐野市

201３年７月３１日（水）
午前１１時～午後１時

タイトル

講師

済

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

・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
講師

201３年１０月３０日（水）
午前１１時～午後１時

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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◆ ライフ・コンサルタント通信
No １ 「財務経営力」を強くする（２）
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

１，今回の原稿は社長向けに作成したものです。社長という言葉を院長に置き換えてください
２，そのため医療と直接的にならない用語があります
３，しかし経営ということを考えるときに他の分野での経営的思考も役に立つと思って､提供するものです
４，以上の事を斟酌してお読み願えれば幸いです

社長のやるべき仕事
(強い会社）
強い会社
１，社長の人格は数字です
２，ライバルに勝たねば数は増やせない
３，経営は長期的な視点に立つ
４，社長は正確無比より早く決定すること
５，長期計画は今日することを明確にする
６，昇進昇給期待感が社員のやる気になる
７，社長の決定は紙に書いて伝達
８，数字が決まれば方針が決まる
９，やることよりも、やらないことを決める
１０，社員に能力以上の仕事を求めない
１１，いつも楽しくなければ会社でない
１２，変化する会社のみ淘汰されない
１３，不得意には手を出さない
１４，得意なものをさらに磨く

１５，顧客ニーズは満足度を上げるので無く不満足度をなくすこと
１６，我が社の都合出なく顧客の都合に、合わす
１７，良い会社も悪い会社も無い､良い社長と悪い社長が居るだけ
１８，社長が変われば会社が変わる
１９，良い社長は早く決断する人
２０，悪い社長はみんなの意見を聞き､決断しない人
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２１，商品で差がつかないなら人で差つけよ
２２，中小企業は社員教育が黒字へ最短距離
２３，人は失敗しないと学べない
２４，挑戦しない社員より、失敗行動社員が伸る
２５，育成は頭で無く体で教えよ
２６，知識教育より実務教育
２７，愛とは関心を示すこと
２８，伸びる会社は社長の考えをキチンと社員に浸透させている
２９，社員教育は質よりも回数
３０，たくさん教えるより一つのことを繰り返す

３１，目的ごとに半強制的に勉強会
３２，人に仕事をつければ標準化出来る
３３，変わりたい人には立候補、変わりたくない人は現状維持
３４，優秀な人と仕事が出来る人は違う
３５，仕事での求めは記憶装置の性能で無く判断力
３６，プライベートをさらけ出してこそ付き合える社員
３７，きれいにする環境整備は経営の極意
３８，シェア争いはライバルの徹底研究
３９，不良在庫は資産で無く死産

４０，クレームで罰しないが不報告は厳罰
４１，お客様の接点は徹底して顔を合わす事
４２，道具を使って営業、手ぶらでいくな
４３，社員少ないときにはワンマン経営
４４，人間関係をよくすれば従業員満足度、お客様満足度は向上
４５，経費、時間を使いすぎると社員損する仕組み
４６，給料はお客様が賞与は社長が支払う
４７，感謝が利益の源泉、社長は感謝を教えよ
４８，給料体系、賞与評価制度を公開せよ
４９，成果あがらない社員給与下げず賞与減
５０，人を代えねば会社は変わらない
５１，経常利益を決めそれから売上決まる
５２，会社が赤字なのは社長が赤字でも良いと思っているから
５３，数字が分からないなら頑張らない社員がまとも、頑張れという社長が馬鹿
５４，現金に始まって現金に終わるのが経営
５５，銀行はビジネスパートナー
５６，天地異変が起ころうと社員生活守るのが社長の役割
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No ２ 病医院の経営管理（２）
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は、病医院の財務管理を診療所及び家計の財務として捉えることにより、より現実的な財務
を考察します。
Ⅰ

診療所及び家計の財務管理

個人、法人のクリニックの場合は、共に資金の流れが診療所から家計まで深く関係しており、一体と
して把握することが適切と言える。
ここでの財務管理は、診療所及び家計が継続して安定成長できるよう損益面及び資金面からコントロー
ルし、マネジメントすることにある。
その意図するところは、組織の効率と成果を実現することにある。

Ⅱ

財務管理データの例示

以下に平成２４年度版、TKC M－BASTにより内科黒字個人、無床、院外処方、752医療機関平均
従事員数６.７人の実績データを紹介すると次のとおりである。

M－BAST
項

目

努力目標指標

金額（千円単位）

％

項

医業収益

85,899

100

医業収益

材料費･委託費

14,769

17.2

限界利益

71,129

給

与 費

減価償却費
経

費

医業利益
医業外収支
経常利益

金額（千円単位）

％

100,000

100

材料費･委託費

17,200

17.2

82.8

限界利益

82,800

82.8

21,671

25.2

給

25,200

25.2

4,275

5.0

5,000

5.0

13,754

16.0

経

16,000

16.0

31,428

36.6

医業利益

36,600

36.6

▲366

0.4

▲400

0.4

31,062

36.2

36,200

36.2

与

目

費

減価償却費
費

医業外収支
経常利益

給与費の中にはM－BASTで4,839千円の専従者給与（5.6％）が含まれており、目標指標には5,600
千円（5.6％）の専従者給与が含くまれている。
経常利益は院長先生の所得に該当する。

Ⅲ

想定事例に基づく各種データ

（１） 診療所
当初投資金 100,000,000円（土地､建物､医療機器､備品､車輌､運転資金）
全額借入
20年返済、利率2％
１ケ月
元金返済
100,000,000× 240ケ月 ＝ 417,000円/月
１ケ月
利子負担
100,000,000×0.02×20年×1/2× 240ケ月 ＝84,000円/月
（２） 家計
院長住居（土地､建物）
4,000万借入20年返済、利率2％
固定資産税
月20,000円 年240,000円
教育費
子供２人 月150,000円 年1,800,000円
奥様の車輌
月10万､年120万 ５年で償却600万
生活費､交際費など
月50万 年600万
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（3）キャッシュフロー
区分
項
目
診 減価償却費
療 元金返済
所 キャッシュ不足
所得税

家

努力目標指標
4,275
5,004
729

5,000
5,004
4

事業所得
所得控除
（31,062千円－3,000千円）×40％－
2,796千円＝8,428千円

事業所得
所得控除
（36,200千円－3,000千円）×40％－
2,796千円＝10,484千円

住民税

28,062千円×10％＝2,806千円

33,200千円×10％＝3,320千円

元金返済

12ケ月
40,000千円×240ケ月＝2,000千円
40,000千円×0.02×20年×1/2×
12ケ月
240ケ月 ＝400千円

利子返済

計

M-BAST

固定資産税
教育費
奥様の車輌
生活費･交際費
家計支出計
トータル収支

2,000千円

400千円

240千円
240千円
1,800千円
1,800千円
1,200千円
1,200千円
6,000千円
6,000千円
22,874千円
25,444千円
31,062千円―（3,000千円+22,874千円 36,200千円―（3,000千円+25,444千円）
+729千円）＝4,459,000円
+4千円＝7,756,004円

院長収入（経常利益）から所得控除額3,000千円は生命保険料、年金、健康保険医療費などで支出が
あるものとして想定しています。

Ⅳ

将来に向けたキャッシュプラン
この事例では、奥様、子供２人の４人家族を想定しています。
尚、お子様は２人共医師希望を想定し、院長先生の独立開業年齢とその時のお子様の年齢を仮定して
次のようなプランを描くことができます。

院長先生の
独立開業
３５歳

その時の
お子様年齢
A氏５才

お子様の
医大入学
A氏13年後

B氏３才

B氏15年後

医大入学まで
の蓄積額
M-BAST
400万×12年
＝4,800万

医大期間の蓄
合計蓄積額
積額
M-BAST
M-BAST
400万×8年 8,000万
＝3,200万

実際予想
必要資金

？
努力目標
努力目標
努力目標
700 万 × １ ２ 700万×8年 14,000万
年＝8,400万
＝5,600万

年間蓄積額はM-BAST4,459,000円を4,000,000円、努力目標7,756,000円を7,000,000円と
それぞれ仮定しています。又奥様が事業専従者の場合は、給与から所得税、住民税、健康保険料などを
差引いた可処分所得を18年間分を合計蓄積額に加算して判断してください。

Ⅴ

まとめ

これまで病医院の財務管理はクリニック及び院長家計を総合して見ることが大事なことを検討してきま
した。医師家系においては、医療を承継するケースが多いことと思います。
そのためには、多額の資金が必要と思われます。従って基本的には診療所経営をしっかり行うことが条
件であり、勝ち残ることも必要と考えられます。
平成２７年１月１日以後の相続発生より相続税が重課されることになります。また平成25年度の税制
改正では、祖父母、父母等から孫、子等への教育資金の一括贈与（限度額1.500万円）が可能となりま
した。
今後、医療環境も変化すると考えられます。開業に当っては極力投資金を減らす努力や環境変化に対応
する医業経営といった、スタンスが求められると想定されます。財務管理の内容から若干それてしまい
ましたが、参考としていただけたら幸いに思います。病医院の益々の発展をお祈り申し上げます。
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No ３ まずは「雇用促進計画」の提出が必要です！
～「雇用促進税制」による減税～
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

Ｑ１．職員を増やすと減税になる制度がある、と聞きました。それはどのような制度なのでしょうか？
Ａ１．「雇用促進税制」といいます。これは青色申告書を提出する医療法人が、下記の要件を満たすよう
な職員数の増加をした場合には、その事業年度における法人税の額から雇用者増加数１人当たり４０万円
の控除（以前は２０万円）が受けられる制度です。税制改正において、平成２５年４月１日以後開始
事業年度においては、雇用者増加数１人当たり２０万円の控除が、４０万円に引き上げられたものです。
ただし、控除できる税額は、その事業年度における法人税の額の１０％（中小企業者等に該当する場合に
は２０％）が限度となります。
個人の開業医の方の所得税についても同様の制度があります（以下、法人税の例で説明します）。
適用要件
①その事業年度（以下「当期」）開始後２ヶ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出

②前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
③雇用者増加数 ≧ ５人（中小企業者等に該当する場合には２人）

雇用者増加数 ＝ 当期末雇用者数 － 前期末雇用者数
※平成２５年度税制改正により、当期中に「高年齢継続被保険者」となった方も「雇用者」として扱われ
ることになりました。

雇用者増加数

④雇用増加割合 ＝

≧ １０％
前期末雇用者数

この②・③・④の要件については、都道府県労働局又はハローワークで確認を受けることになります。
その際に交付される、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを、確定申告書に添付
する必要があります。

当期給与等支給額 ＝ 当期の法人税の計算上、経費となる給与で、雇用者に対して支給されるもの

⑤当期給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額

比較給与等支給額 ＝ 前期給与等支給額＋前期給与等支給額×雇用増加割合×３０％
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⑥雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業（一定の事業を除きます）を行っていること
【計算例】（中小企業者等に該当）
○前期末雇用者数：８人
○前期給与等支給額：３，２００万円
○当期末雇用者数：１０人
○当期給与等支給額：３，５００万円
③雇用者増加数＝１０人－８人＝２人≧２人
２人
④雇用増加割合＝

＝「２５％」≧１０％

８人
⑤当期給与等支給額３，５００万円
≧比較給与等支給額３，２００万円＋３，２００万円×「２５％」×３０％
＝３，４４０万円
上記の人数や割合、金額等の要件をクリアしても、ハローワークに「雇用促進計画」を提出しなければ、
そもそも適用を受けることができません。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を提出
する必要がある点にご留意ください。
Ｑ２．適用要件に出てくる「雇用者」とはどのような範囲ですか？
Ａ２．雇用者とは、医療法人に雇用されている方のうち、雇用保険が適用される一般被保険者をいいます。
ただし、役員の特殊関係者（役員の親族等）などは雇用者から除かれます。
Ｑ３．前期末日に雇用者がいない場合には、雇用増加割合が計算できないため、当期において雇用促進税
制の適用を受けることはできないのでしょうか？
Ａ３．前期は役員及び役員の特殊関係者のみで事業活動を行っており、当期に入ってから新たに雇用保険
一般被保険者に該当する使用人を雇い入れた場合には、雇用増加割合が計算できないこととなりますが、
当期末雇用者数が５人以上（中小企業者等に該当する場合には２人以上）で、雇用増加割合以外の他の要
件を満たしている場合には、雇用促進税制の適用を受けることができます。
Ｑ４．雇用促進税制の他に、今年度から給与の金額を増やした場合に減税となる制度ができたと聞きまし
たが。
Ａ４．今年の４月から、「雇用・給与拡大促進税制」が新たに加わりました。
次の要件を満たす青色申告書を提出する医療法人に適用があります（個人の開業医の方の所得税につい
ても同様の制度があります）。
１ 平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する事業年度において、給与等の支給額
を増加させたとして下記の要件を満たすことが必要です。
①その事業年度の国内雇用者の給与等の支給額が基準事業年度の支給額よりも５％以上の増額をしたこと
②前事業年度の給与等の支給額を下回らないこと
③前事業年度の給与等の支給額の平均を下回らないこと
初年度のイメージとしては、前年度比５％以上の給与総額の増額をして、かつ１人当たりの給与の平均
が前年度以上であるという要件です。
２ 上記の要件を満たせば、その増加額の１０％相当額の税額控除（法人税額の１０％、中小企業者等に
該当する場合には２０％相当額を限度）をすることができます。
「雇用促進税制」が「職員の採用」を減税の要件にしているのに対して、この制度は、「給与総額と平
均額の増加」を減税の要件としており、それが新規採用によってか、既存職員への昇給かを問わず対象と
していくものです。
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No ４ 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

控除対象外消費税の実態
「控除対象外消費税問題」は消費税導入時から指摘されています。消費税導入の1989年と税率５％に上
がった1997年の2回、控除対象外消費税の負担に相当する金額を、公定価格である診療報酬の中に補填す
る方法で対応しました。しかし、その方法が適正でなかったため、結果的に医療機関は相変わらず負担に
泣かされています。医療は消費になじまないので、患者に負担をかけないように政策的に非課税にされた
のですが、実は患者さんは別のかたちで負担をしています。1989年、３％の消費税が導入されたとき、1
万項目近くある診療行為に医療費の0.11％、薬価0.65％を合わせて0.76％分を上乗せとして補填してい

ます。1997年、消費税が５％にアップした時、診療報酬本体にさらに0.32％、薬価に0.4％、特定保険
医療材料に0.05％、合わせて0.77％の補填が上乗せされ、計1.53％の補填になりました。財務省の説明
では、これで消費税の非課税問題は補填されたということですが、現状とは大きな乖離があります。医療
機関全体で控除対象外消費税がどのくらいの額になるかを推計し、それを診療報酬内に入れるとおおよそ
このぐらいになるという、ざっくりとした計算を基礎にしています。薬や医療材料は公定価格時に消費税
５％を入れて計算していますが、問題は医療行為分です。実は1万項目近くある医療行為すべてに補填して
いるわけでなく、たった36項目の診療行為だけに上乗せされています。36項目のうち、その後21年間で
消滅したものもあります。診療報酬改定が2年に１回中医協で見直されていますが、補填後の改定で大部分
がなくなっています。
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No ５ 受け取り方でこんなに金額が違う！ 生命保険
㈱ 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

平成27年度から相続税の課税制度の変更からか多くの先生方から相続についてのご相談が多くなって
います。
なかでも生命保険についてはよくわからない、とのお声がたくさん聞こえてきますので、今回は生命保
険の契約形態による課税について考えてみます。
ここが問題！生命保険の受取人は奥様になっていませんか？

生命保険の契約には登場人物が３人。契約者（＝保険料を払う人）、被保険者（＝保険の対象となる人）、
受取人（＝死亡保険金を受け取る人）が決められています。この登場人物の関係のことを生命保険の契約
形態と言います。
実はこの契約形態をどのような形にするか、もしくはなっているかによって、生命保険の実質受取額が大
きく変わってくるのはご存知でしょうか？
死亡時に受取る生命保険の死亡保険金（以下保険金といいます）に税金が課せられることはご存知と思い
ますが、実は契約形態により税金の種類が違ってきます。ではどういった契約形態があり、どういった税
金の対象になるのでしょうか？
１．契約形態
以下の３パターンが代表的な契約形態です。
・パターン①：契約者と被保険者が同じ場合（生命保険は「みなし相続財産」）
・パターン②：契約者と受取人が同じ場合
・パターン③：3人とも別人の場合
それぞれの形態を表にすると、
生命保険の契約形態
契約者

被保険者

受取人

税金の種類

パターン①

夫

夫

妻

相続税

パターン②

妻（子）

夫

妻（子）

所得税
（一時所得）

パターン③

妻

夫

子

贈与税

契約形態により税金の種類が違うことがわかります。
また税金の種類以外にも、受取った保険金のみで課税されるものがあったり、保有資産や収入に上乗せさ
れて、税金の種類は同じでも税率が変わったりします。保険金に多額の税金がかかってしまい、予定して
いた納税資金や資金使途を大きく割り込んだといったケースも稀ではありません。
では、一般的に先生方の場合にどういった契約形態が一番多くの保険金を残せるのか、パターン別に確認
していきましょう。
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２．一番不向きなケース
まずは同じ保険金の額であれば明らかに税率が高いものから見ていきます。パターン③です。一般的に贈
与税というのは1000万円超の保険金で比較すると一番負担の大きい税金になります。100万円程度の保
険金や満期金であれば非課税になりますが、1000万円超の保険金や満期金には、50％と大きな税金がか
かってきますのでこの契約形態は向きません。敢えてこの契約形態にする方はいませんが、改めて保険証
券を見てみるとこの契約形態になっていたという方をたまに見かけます。その場合には受取人を変えるな
どの早めの対策が必要です。
３．保有資産によって向き・不向きが変わるケース
パターン①の相続税型が保険契約では一番多く、契約者：夫、被保険者：夫、受取人：妻、の契約形態が
一般的です。このパターン①では“妻”が受け取った保険金は相続税の対象となります。民法上の財産
（遺産分割する財産）には当たりませんが、死亡に伴って発生した財産を夫の相続財産とみなして相続税
の課税対象となります。

この契約形態では、保険金額の大小よりも、夫の保有資産の大小が実質受取額に影響します。資産を多く
保有されているか否かです。保有資産が多い方というのは相続税の視点から見ますと、一般的に以下の計
算式を超えた人という考え方ができます。
相続税計算上の基礎控除*＝5000万円＋（1000万円×法定相続人数）。
*2013年6月現在の基礎控除（2015年1月以降は3000万円+600万×法定相続人数）
相続発生時に妻とお子様3人であれば、それだけで9000万円の基礎控除となり、保険金を奥様が受け
取ってもその他財産の合計額が基礎控除の範囲であれば課税されません。つまり一般的なサラリーマン家
庭であればこの契約形態で概ね問題ありません。
ところが、基礎控除以上の資産をお持ちの場合、その超えた分の財産に保険金を加算して計算しますので
資産規模によっては現行最大で相続税50％が課せられることになり、実質手元に残る資金は最大半分に
減ってしまいます。
先生方の加入されている生命保険にもこのパターン①の契約形態が多く、ではどうしたら良いか？と相談
を受けます。
診療所を経営されている先生方の場合、相続税の課税対象となる保有資産が高額の方も多く、パターン①
の契約形態は不向きな場合があります。
ただし、ある一定の保険金額まではこのパターン①で加入した方がメリットを享受できます。生命保険金
には非課税の枠(500万円×法定相続人数 *)があり、この金額までは課税されません。医療法人の先生は、
死亡退職金も同様の計算で非課税となり、また弔慰金も同様の非課税財産となります。
*2013年6月現在の非課税枠
また保険金の受取人にも注意が必要です。多くの場合妻を受取人にしていますが、非課税枠を含めて受取
人を妻に指定していますと一次相続とともに将来二次相続時も課税対象となり２回の相続を乗り越える必
要があります。
よって保有資産が多い場合、保険金の受取人を妻にしてはいけません。最初からお子様を受取人にするか、
現在の保険の受取人を変更することをお薦めいたします。
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現在加入している契約は以下のように受取人を妻から子に変更できます。

パターン①

契約者

被保険者

受取人

税金の種類

夫

夫

妻

相続税

夫

夫

子に変更

相続税

４．保有資産が多い場合に向くケース
パターン②は“一時所得型”になります。保有資産の大小にかかわらず、保険金は受取人のその年の所得
に上乗せして計算します。保有資産が多く相続税が25％を超える場合は、この契約形態が最も保険金を残
すことができます。一時所得額の計算は、
一時所得額 ＝（保険金 ― 経費（支払保険料総額）－50万円（基礎控除））÷ 2
となります。受け取った保険金から経費（支払保険料総額）を差し引くことができ、さらにその金額の半
分（1/２)にしか課税されません。所得税と住民税は現行の税制では最大でも合わせて50％ですが、課税
対象は最大で半分（１/２）となりますので、いくら受取人のその年の収入が多くても所得税・住民税合わ
せて実質25％以下に抑えられるということになります。実際には必要経費として支払った保険料が差し引
けますので、保険料を支払う期間が長いほど限りなく税率が0％に近づいていきます。“相続税型”はそう
いうわけにはいきません。非課税枠（500万円×法定相続人）を超える部分には全額相続税がかかってく
るわけです。
よって資産をお持ちの先生方の契約形態は、受取人を子供にし、非課税枠分はパターン①。それを超える
金額についてはパターン②にする方が保険金を多く残せる可能性が出てくるわけです。
このパターン②の問題点は、契約者となる子供に保険料を支払うだけの収入がないというケースが考えら
れます。この解決方法は親から子への現金贈与です。毎年110万円までは非課税ですが、310万円でも
20万円の税金で税率約6.5％。470万円で約10％の税率で贈与できますので、加入する保険に必要な保
険料は毎年の贈与を活用することで解決します。既に110万円の現金贈与をしている先生方もいらっしゃ
いますが、そのお金をお子さんが貯めておくよりも、生命保険に充てた方がより多くのお金を残すことが
でき、納税資金や遺産分割の資金として活用することができます。毎年贈与を310万円や470万円としま
すと、親の相続財産も減っていきますので、同時に相続財産の評価減対策ができます。
このように契約形態によって税金の種類が異なり、また保有資産の大小によっては税引き後にどの契約形
態が最も多くの保険金額を受け取ることができるかが違ってきますので、保険会社から勧められるとおり
に加入した生命保険やとりあえずお守り代わりに加入しているといった生命保険は特に注意が必要かもし
れません。
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No ６ こんなスタッフの対処法 Q＆A
（有）エファ 社会保険労務士 佐藤 智子

労務管理をスムーズに行うためにはトラブルにつながる原因を理解し、適切な対策をとることが大切です。
職員が安心して働ける職場、信頼できる職場で職員とコミュニケーションを図り、組織をあげて医療サー
ビスに取り組めるようにしていきたいものです。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。
１．管理職になりたがらない
最近の若い世代は管理職になりたがらない方が増えてきているようです。その理由の一つとして、コミュ
ニケーションを苦手とする方が増えてきていることが挙げられます。管理職者は自部門のみならず、より
経営者的な視点を持ち、他部門と十分なコミュニケーションを図らなくてはいけません。磐石な組織を築
くためにも、ぜひ管理職者を置きたいものです。管理職になりたくない理由として、責任に対する賃金が
低いことが挙げられているようですので、責任や役割に見合った高い賃金支給や、権限委譲することであ
る程度自由裁量によって職務遂行できる環境を整備することが大切です。

２．退職予定者が有給休暇の残日数を全て請求してきた
退職する予定の職員が、有給休暇の残日数を全て請求してきた時は、認めないといけないかというご質問
をされることがあります。職員が退職願を提出して退職日までに有給休暇を消化することは法的に拒否で
きません。しかしながら、十分な引継ぎも行われないまま退職されたのでは困ってしまいます。退職時に
は他の日に時季を変更する時季変更権も行使できません。それではどうすればよいかというと、就業規則
に、退職時のルールを明確に定め、業務に支障をきたさないよう誠実に業務の引継ぎを完了することや業
務の引継ぎを完了しない場合は懲戒処分もあることなどを規定し、自分の権利だけを主張し、信義に反す
る行為をしないよう職員に説明し、円満に業務引継ぎをしてもらうよう説得します。管理者は日頃から部
下とのコミュニケーションを密にし、退職時には職員がお互いに迷惑をかけることなく、引継ぎに理解を
示し協力する職場風土を作っておくことが大切です。

３．服務規律が守られない
職員に必ず守ってほしいことや注意してほしいことを服務規律として定めている医療機関は多いと思いま
す。職員が始業時刻ギリギリに出勤してくる、業務中に私語が多く困る、などはよく耳にすることです。
また、頭髪やアクセサリー、服装などの身だしなみに一定基準を設けている医療機関も多くあるようです。
身だしなみに関しては、個人的な感覚はあるものの、清潔感、明るさ、患者様に不快感を与えないなど患
者様中心で考えることが大切です。挨拶をしない、言葉遣いが悪いなどで患者様からクレームが集中する
職員がいるという話も聞きますが、いずれも採用時にしっかりと自院のルールを伝え、守れることを確認
し、違反した時には懲戒処分もあることを話し、違反が見られた時は見過ごさず注意し、徹底して繰り返
し教育することが大切です。また、職員同士がお互いに注意しあえる職場風土を作り上げることも重要な
ことです。

今後の労務管理、トラブル防止、解決のために少しでもお役に立てれば幸いです。
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No ７ 医療機関における震災下の業務継続の考え方
～第２回～ハード面の対策（耐震・備蓄の観点から）
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

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回に分けてお伝えしています。

１．ハード面の対策について
ハード面では、地震の揺れによる建物の破壊・倒壊、設備・機器の転倒・落下、また、それに伴う人的
被害や業務中断を回避・軽減するための耐震補強等の対策が最優先の課題となります。
次いで業務の復旧・継続のための対策に取り組むこととなります。

ハード面の対策は、耐震補強工事をはじめとして全般に一定規模の投資が必要になるため、複数年にわ
たる年次計画を立て、優先順位をつけて実施していくことが重要です。

２．耐震の観点から
（１）建物の耐震補強
医療機関においては建築年の古い建物が使われ続けているケースも多く、1981年6月の建築基準法改正
による新耐震基準を満たさない建物については耐震診断を受け、耐震補強を行う必要があります。ヒアリ

ングにおいては、建築年が古い建物の煙突が折れて落下し、たまたま無人であった検査室を突き破る被害
のあった病院もありました。万一、検査室に人がいれば大惨事になるところであったといえます。
【ヒアリングより抜粋】

・建物が倒壊しなければ何とかなる。その意味で耐震補強は非常に重要であり、倒壊する損害を考えれば
コストをかけても必ず行うべき。
（２）設備・什器の転倒・落下防止
建物の耐震性に比べて見落とされがちなのが、キャビネットや備品など設備・什器の転倒・落下防止で
す。この点において、 ヒアリング先においても対策の有無により結果が分かれました。
転倒・落下防止対策を施すことで負傷者が発生する可能性も減少し、業務の継続にも寄与します。 設
備・医療機器の固定は建物の耐震補強に比べ、費用をかけずに実行可能な対策であるため、確実に実施し
ておきたいところです。
ヒアリングより抜粋】
・（固定した設備・機器のうち）転倒したものもあったが、逃げるための時間を稼ぐことはできた。
・透析機器や手術室の設備は固定してあったため、倒壊を免れた。
・（固定を進めていたので）設備の転倒・物品が落下して怪我をしたということが無かった。
・什器などの耐震対策は実施していなかったため、書類等が散乱した。
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３．備蓄の観点から
（１）食料・水の確保
外部の支援を受けられない場合に備え、最低でも3日分、できれば1週間分の食料・水は備蓄しておきた
い点です。
その際、忘れられがちなのが職員分の食料・水です。先の東日本大震災においても、入院患者分のみ用意
していたため、泊まり込みで業務継続、復旧にあたる職員向けの食料・水を調達するのに苦慮したケース
が見られました。
【ヒアリングより抜粋】
・入院患者に対して、3日間程度は保管してある食材で普通に提供した。職員分の食材は無かった。
・帰宅難民はあまり考えていなかった。職員の中でも帰宅できないというのは、あまり考えていなくて、
その日の夕食をどうするかというのが最大の問題であった。

（２）薬剤・医材の確保

食料品と同様に、医薬品やガーゼ、オムツ、カテーテル等の衛生材料についても在庫を確保し
ておく必要があります。一般の製造業で仕入れが滞ったのと同様、医療機関においてもベンダー
（納入業者）の被災や、ガソリン不足等の影響により物流網が混乱し、業務に必要な医薬品・衛
生材料の確保に苦慮するケースが見られました。
【ヒアリングより抜粋】
・問屋の倉庫で被害が発生したうえ、道路の寸断やガソリン不足で1/3も納品されない日が続いた。

次回以降の連載では、個別の対策について、その他のハード面（通信・情報システム関連】および、ソフ
ト面の視点から、触れていくことにします

【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
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TEL：03-3349-3501

◆ 「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
『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

コンサルタントと相談会日時

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。

コンサルタント

セカンド
オピニオン窓口
会場

日時

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

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

９月１９日（木）１０時～１２時

９月１９日（木）１０時～１２時

１０月１７日（木）１０時～１２時

１０月１７日（木）１０時～１２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。

「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。

【お問合せ先】

セカンドオピニオン窓口
〒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２５年７月現在、全国２３８１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79の国と地域から約37,700人（2012年8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
ﾓﾝﾌﾟﾚｼﾞ-ﾙ株式会社
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

東京都中野区本町1-13-18
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
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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。
（

）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

◆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？

◆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＞
No

タイトル

１

財務経営力を強くする（２）

２

病医院の経営管理（２）

３

まずは「雇用促進計画」の提出が必要です！
～「雇用促進税制」による減税～

４

控除対象外消費税とは

５

受け取り方でこんなに金額が違う！生命保険

６

こんなスタッフの対処法

７

Q＆A

医療機関における震災下の業務継続の考え方
～第２回～ ハード面の対策（耐震・備蓄の観点から）

◆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：

「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）

【宇都宮市】

９月１９日（木）

１０時～１２時

１０月１７日（木）

１０時～１２時

９月１９日（木）

１０時～１２時

１０月１７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

