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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・認定医業経営ライフコンサルタント』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２６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
新入社員・若手職員向け研修

第１回

講師

第2回

講師

日時

場所

201４年5月29日（木）
午前10時～午後４時

栃木県青年会館
コンセーレ
宇都宮市駒生
1-1-6
028-624-1417

済

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

医療機関の経営における
資金効率の改善と生命保険

＊以外 参加費無料）

201４年6月25日（水）
午後７時～９時

済

ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

201４年7月15日（火）
午後７時～９時

医療者が知っておきたい裁判事例
第3回

講師

新しい制度の中でのクリニックの事業承継
宇都宮市

済

NKSJリスクマネジメント株式会社

2014年8月26日（火）
午後７時～９時

第4回

講師

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄
2014年9月20日（土）
午後4時～6時

医業経営ノウハウの基礎（前編）
第5回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
2014年10月25日（土）
午後4時～6時

医業経営ノウハウの基礎（後編）
第6回

講師

第7回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

～アンガーマネジメント～
怒りとの付き合い方・
コントロールを患者対応に活かしていく
講師

第１回

講師

第１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
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

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
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

2014年11月19日（水）
午後7時～9時

小山グランドホテル

2015年1月20 日（火）
午後7時～9時

栃木グランドホテル

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

事業再生の手順
栃木市

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

アドット・コミュニケーション株式会社 代表取締役 戸田 久実

採用時に気をつけるポイント
小山市

2014年12月1６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

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美
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小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

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）
場所
地区
回目
タイトル
日時

第１回

・新しい税制改正と医療機関への影響
・税務調査（経費になる？ならない？）
講師

2014年6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

済

2014年7月2日（水）
午前１１時～午後１時

・ライフプランとマネー講座
第２回

講師
宇都宮市
第３回

・正職員及びパート職員の労務・
給与の考え方とその実務対応
講師

第４回

回目

第１回

場所

2014年10月15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
2014年10月29日（水）
午前１１時～午後１時

第２回

小山
グランドホテル

講師

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史
小山市神鳥谷
202

小山市

・正職員及びパート職員の労務・
給与の考え方とその実務対応
講師

第４回

028-627-0111

済

日時

・ライフプランとマネー講座

第３回

宇都宮市本町
５－１２

済

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

・新しい税制改正と医療機関への影響
・税務調査（経費になる？ならない？）

宇都宮東武ホテル
グランデ

2014年７月30日（水）
午前１１時～午後１時

タイトル

講師

済

2014年７月１6日（水）
午前１１時～午後１時

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

・医療法人経営のメリットと留意点
・決算書の見方と資金繰り
・利益と資金の違いとは
講師

地区

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

・医療法人経営のメリットと留意点
・決算書の見方と資金繰り
・利益と資金の違いとは
講師

2014年11月12日（水）
午前１１時～午後１時

2014年11月26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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0285-24-5111

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １ 今更聞けない会計の基本の基本 （２）

「会計がわからんで経営が出来るか」
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

１，医療技術と経営
医者の先生方に会計、経営の数字の話をすると、ある一部の先生は，私は高度で良質の医療技術の提供者
であって、儲けるという医療と関係の無いデータはあまり興味が無いと答える方がいます。真善美の追求
は古代ローマ時代からの人間の理想を求める理念であります。患者が来なければ良質で高度な医療の提供
は出来ません。また技術だけで無く患者への心情的、精神的な啓蒙も無ければ、病状回復に影響を及ぼす
ことでしょう。真善美の「善」は「経済」を表します。経済的に余裕が無いと、最新の医療機器も、良質
な職場環境の整備、更に、職員の定着と企業文化は創れません。いつもドクター一人が頑張る、チームと
いう認識の無い、いずれ先生が疲弊しもしかすると、ご自身が病気になる経営構造をとる羽目になります。
医療機関の理念が達成されているのかどうかは、会計の数値が証明する。会計の基本は複式簿記により、
人間の思想行動が裏表無く、借方・貸方で科学的に、仮装と検証が行われる。抽象的で曖昧な思想が、具
体的に数字によって検証されるのであります。左脳と右脳とが良くバランスされるように構築されている
のです。
２，正しい経営
上記表題は「京セラ」を創業した稲盛和夫氏の言葉である。彼の言葉を引用すると「私は27歳の時に京セ
ラを創業し、ゼロから経営を学んでいく過程で、会計は“現代経営の中枢”をなすものであると考えるよ
うになった。企業を長期的に発展させるためには、企業活動の実態が正確に把握されなければならないこ
とに気づいたのである。真剣に経営に取り組もうとするなら、経営に関する数字は、すべていかなる操作
もくわえられない経営の実態を表す唯一の真実を示すものでなければならない。損益計算書と貸借対照表
の、全ての科目とその細目の数字は、誰から見ても、ひとつの間違いもない完璧なもの、会社の実態を
100％正しく表すものでなければならない。なぜならこれらの数字は飛行機のコクピットのメーターの数
値に匹敵するものであり、経営者をして目標までに正しく到達させるためのインジケーターの役割をはた
さなくてはならない。」
３，税金で損をしないために
この正しい数字の確保のためには、毎月の「月次巡回監査」が必須となる。レセプト請求には期限があり
ます.同じく会計数値にも期限があります。賞味期限切れの数字は意味がありません。よく忙しい診療所だ
からと、領収書、日報、窓口現金、請求書等を会計事務所に丸投げして、しばらく経ってから、会計事務
所より、試算表が届き、意味の無い数字を、説明､解説なしで､先生読み取って下さいと渡されても､何の価
値の無い数字の羅列にしか見えないことでしょう。例えば､領収書類の証憑書類を会計事務所が預かって､
借方、貸方に仕訳するとき､レストランでの食事代が出てきたとします。その書類に何の記事も無ければ､
お医者の先生が､取引先との食事なのか､仲間のドクターとの食事なのか､職員との食事なのか､あるいは、
先生の奥様ご子息との家庭的な食事なのか､判断は付きません。会計事務所は安全を期して事業主貸しと仕
訳してしまうと､その仕訳処理は費用になりません。結果、余計の税金を払うことになります。また多額の
建物に係る支出があったとします。それは修繕費なのか､あるいは資本的支出なのか、あるいは両方なのか､
あるいは新規取得なのか､判断が付きません。結局会計事務所は､安全に資産勘定にのせる仕訳処理をし、
余分の税金負担を診療所に強いられる可能性もあります。
よく先生は経営に専念しいて下さい､帳簿は会計事務所がやりますという甘い言葉に誘われて､会計事務所
に記帳代行（帳簿作成の丸投げ）を任せる行為は稲森流に言うと経営の放棄になります。後日税務調査で
数多い間違いの会計処理があり多くの税金を取られたと言うケースはこの記帳代行パターンです。
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４，自由民主主義
このようなん中で自由民主主義と資本主義制度の万全の基盤構築のため巡回監査制度が必要にな
るのです。帳簿類は会計事務所に持帰らず､会社に訪問し､会社で行われているあらゆる事情を現
場で関知し､現場にあるあらゆる関係書類､関係する人々に､質問、検証できるのは現場にしかあり
ません。会計人の標榜する「真正の事実」と「相当注意義務」と「網羅主義」を達成するには､そ
して京セラ稲森氏が言う正しい数字を貫くためには、顧客の現場に赴き「月次巡回監査」が必要
になるのです。会計事務所に顧客の資料を預かる事を常態とすることは､会計資料の質と量の面で
不相当の制限が掛けられているわけですから､真正な数字の確保は不可能です。いつも経営者側と､
会計事務所に､税務調査への恐怖と不安の日々が、つきまとう結果になります。
申告納税制度は､私が提出する申告書は間違いの無い正しい申告書ですと､自らが宣誓するまさに
自由民主主義の神髄なのです。これからも私たちは､官憲からあなたの所得はいくらですよと賦課
される前近代的な封建全体主義課税に断固異議を唱えるためにも､記帳代行を避け、自らが正しい
記帳をする､そして正しい経営に導く､巡回月次監査制度に導かれなければならないと考えます。
それが会計の基本の基本なのではないのか。会計がわかる経営者に是非なってもらいたい願望で
す。
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No ２ 税制改正 【贈与税】 （２）
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は贈与税の改正について解説いたします。
Ⅰ 平成27年1月1日以後に適用される改正の主なもの
（1）贈与財産の区分と税率の変更
まず贈与財産については、20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受けた財産を「特例贈与財産」
とし、それ以外の人から贈与を受けた財産を「一般贈与財産」として区分されます。
これまでの税率と改正後の税率は次のようになります。
改正後H27.1.1以後

基礎控除（110万円）後の課税価格

改正前
H26.12.31迄

一般贈与財産

特例贈与財産

200万円以下

10％

10％

10％

200万円超300万円以下

15％－10万円

15％－10万円

300万円超400万円以下

20％－25万円

20％－25万円

400万円超600万円以下

30％－65万円

30％－65万円

20％－30万円

600万円超1000万円以下

40％－125万円

40％－125万円

30％－90万円

45％－175万円

40％－190万円

50％－250万円

45％－265万円

1000万円超1500万円以下
1500万円超3000万円以下
3000万円超4500万円以下

50％－225万円

15％－10万円

55％－400万円

4500万円超

50％－415万円
55％－640万円

尚改正後の贈与税額の増減比較は次のようになります。
課税価格

改正前

一般贈与財産

特例贈与財産

500万円

53万円

53万円

48.5万円▲4.5万円

1000万円

231万円

231万円

177万円▲54万円

2000万円

720万円

695万円▲25万円

585.5万円▲134.5万円

3000万円

1220万円

1195万円▲25万円

1035.5万円▲184.5万円

5000万円

2220万円

2289.5万円+69.5万円

2049.5万円▲170.5万円

特例贈与財産は贈与税負担が少なくなります。
検討してみてはいかがでしょうか。
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（２）教育資金の贈与税の非課税措置
この制度は平成27年12月31日までのものについて適用があります。
祖父母等（直系尊属）が30歳未満の子や孫に教育資金を一括に贈与した場合、子･孫それぞれに
1500万円を限度として非課税とするものです。但し学校等以外の者（塾等）に支払われるものに
ついては500万円を限度としています。
改正前までは必要な都度支払われるものが非課税となっていました。改正により一括贈与が認めら
れました。
尚、受贈者名義の口座は、金融機関が領収書等をチェックし書類を保管し、子･孫等が30歳に達する
日に口座等は終了とされ、使い残しがあれば贈与税は課税されます。医学部入学授業料等に有効なも
のと考えられます。

（3）相続時精算課税制度の改正
次のように改正されました。
項目

改正前

改正後

非課税額

2500万円

同左

資産の種類

問わない

同左

贈与者

父･母の年齢が65歳以上

60歳以上

受贈者

20歳以上の直系卑属である推定相続人

20歳以上の直系卑属である
推定相続人及び孫

2500万超の税額

超過分に20％の贈与税

同左

選択の変更

選択後一般贈与へ変更できない

同左

贈与者の選択

父･母それぞれに可能

同左

相続加算額

贈与時の価格を加算

同左

（４）国外居住者に対する課税
国内に居住する、たとえば父から国外に居住する外国で出生し日本の国籍を取得していない外国籍のある
子に対して贈与した場合には、国内財産国外財産共に贈与税が課税されることになりました。
日本国籍を有する国外に居住している子に対して財産を贈与（国内外財産）した場合にはもちろん贈与税
が課税されることになっています。
この制度は平成25年4月1日より適用されています。
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No３ 給与を増やすと法人税が下がる？！
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

Ｑ１．「給与を増やすと法人税が減税となる＝所得拡大促進税制」というものがあると聞きました。どう
いうものなのでしょうか？
Ａ１．職員への給与総額を増加させた場合で一定の要件に当てはまると、増加額の１０％を法人税から控
除することができる制度です。(中小企業等に該当する場合には、法人税の２０％までが控除限度)
適用を受けるためには、次の３つの要件を全て満たす必要があります。

要件１：職員の給与総額が基準事業年度（※１）の給与総額と比較して、
２％以上（※２）増加していること

（※１）基準事業年度とは、例えば「平成２６年６月決算８月申告の法人」においては、その直前の事業
年度(平成２５年６月決算の事業年度)が「基準事業年度」となります。つまり、この事例の場合には、直前
の事業年度より給与総額が２％以上増えていることが、「要件１」となります。
（※２）この増額割合は、平成２６年３月決算の申告においては５％でしたが、
平成２６年４月決算～平成２８年２月決算→２％ にいったん緩和され、その後
平成２８年３月決算～平成２９年２月決算→３％
平成２９年３月決算～平成３１年２月決算→５％
とハードルが段々高くなります（末日決算の場合）。

要件２：職員の給与総額が、前事業年度より減っていないこと

要件３：一人当たりの平均給与（※３）が、前事業年度を超えていること

（※３）一人当たりの平均給与は「継続雇用者に対する給与等」に限定して比較します。これは、適用事
業年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた方のみが計算対象です。したがって、適用事業
年度に入職した方や、前事業年度で退職された方の分は、計算に入れません。さらに、雇用保険法の一般
被保険者に該当する者に対して支給したものに限定し、継続雇用制度の対象者に対して支給されたものを
除きます。このあたりが４月決算以降適用分で改正されています。
職員の給与総額全体が前事業年度より増えていたとしても、前事業年度において給与水準の高い退職者の
方が多く、適用事業年度において給与水準の低い新入職員の方が多いと、単純に計算すると平均給与が下
がってしまい、要件を満たせなくなってしまいます。したがって、このような対象者の限定が税制改正で
追加されました。
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Ｑ２．比較する際に、要件１の「基準事業年度」と要件２・３の「前事業年度」の２つが出てきますね。
Ａ２．これから先の５年間においてこの制度の適用を考える際、要件１の増加率２％・３％・５％という
のは、前期比ではなく、基準事業年度（６月決算の法人については「平成２５年６月決算」）との比較で
判定します。さらに、要件２・３にある通り、前期と比べて給与が「減っていない」「超えている」こと
が要件です。したがって、基準事業年度との比較で２％、３％、５％と増やしていき、それぞれの期にお
いて、前期比で「減っていない」「超えている」の要件を満たせば、毎年適用を受けられることになりま
す。

Ｑ３．以前にも、社員を増やすと税額控除の適用が受けられる制度があったと思いますが、それとは異な
りますね。
Ａ３．以前からあるのは「雇用促進税制」です。職員を増加させた場合には、一人当たり４０万円の税額
控除を行う制度です。この制度では「給与」の増額ではなく、人の「増員」が判定基礎です。雇用促進税
制については、事前のハローワークへの雇用促進計画の提出や、その後のハローワークでの計画の達成状
況の確認が必要です。しかし、この「所得拡大促進税制」については、そのような手続は不要です。要件
を満たしていれば、税務署に申告する際に、必要書類を添付して適用を受けることができます。ちなみに
、所得拡大促進税制と雇用促進税制をどちらも適用することはできませんので、どちらか一方を選択して
適用することになります。

Ｑ４．ハローワークから雇い入れ助成金をもらっているのですが、この場合、「所得拡大促進税制」の適
用を受けることができるのでしょうか？
Ａ４．適用を受けることができます。ただし比較・計算する際の「給与等支給額」には、その給与等に充
てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないことになっているため、実際に支給した額から、助成
金の額を控除して、要件の判定や税額控除額を計算することになります。

Ｑ５．賞与も「給与等」に含まれますか？また、親族に対しての給与も対象ですか？
Ａ５．賞与は含まれます。給与等には、給料・賃金・賞与が含まれますが、退職手当は含まれません。た
だし、役員の親族に対する給与等は除かれます。
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No ４ 認定医療法人への移行手続きと課税問題
㈱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

厚生労働大臣による認定は、改正医療法(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係
法律の整備等に関する法律)施行の日(平成26年10月1日予定)から起算して3年を経過する日までの間に限
り行うことができる(改正医療法附則10の3⑤)と規定されている。

○認定の期間
平成26年10月1日～平成29年9月30日
(3年間)
１．厚生労働大臣による認定
厚生労働大臣は、移行計画の認定の申請があった場合で、その移行計画が次のいずれにも適合すると認め
られるときは、その認定をする(改正医療法附則10の3④)。
(1) 移行計画がその申請をする経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
(2) 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
(3) 移行計画に記載された移行の期限が厚生労働大臣の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のもの
であること。

２．認定医療法人
厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人を「認定医療法人」という(改正医療
法附則10の4①）

認定医療法人と相続税の納税猶予
認定制度の終了
平成29年9月30日

認定制度の施行
平成26年10月1日

認定制度(3年間)

社員総会

相
続
の
発
生

移行計画の
認定

納税猶予

申相
告続
期税
限の
10ヶ月

3年以内

移行計画の認定から3年以
内に持分放棄(持分なしへ
移行)すれば猶予税額が免
除される。

相続の場合、認定制度の施行期間(３年間)内で、かつ、相続税の期限内申告書の提出期限(相続開始か10ヶ
月)までに、社員総会決議を経て、移行計画の認定を受け、相続税の納税猶予の手続きを行えば、納税猶予
が受けられる。
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持分「あり」から「なし」への移行(イメージ)
相続税評価額が高い持分あり社団医療法人(地下1階)が相続税対策のため自主的に持分なし(1階)に定款変
更し移行する場合

1階

地下1階

持分なし社団医療法人

経過措置医療法人
(含み益がタップリある)

注：移行が強制されること
はない。
手続きは「定款変更」

しかし、
同族経営

医療法人に

特別の利益供与など

贈与税課税 !!

「持分なし」への移行手続き （１）
１．持分放棄の手続き
(出資社員全員の同意に基づく) 「定款変更」
※持分ありを解散して、持分なしを設立する必要はない。
２ ．医療法施行規則 第30条の39
「持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行」
(1号) 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定
めのないものに移行することができる。
(2号) 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移
行できないものとする。
※「後戻り」は禁止されているので注意。

「持分なし」への移行手続き （２）
３ ．定款変更の具体例
１．社員の退社時の払戻請求権の該当条文を削除する。
第 ○ 条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。→これを削除
２ ．解散時の残余財産は国等に帰属すると規定する。
第 ○ 条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
↓(変更)
第 ○ 条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、
次の者から選定して帰属させるものとする。
(1) 国、(2) 地方公共団体、(3) 医療法第31条に定める公的医療機関の開設者、(4) 郡市区医
師会又は都道府県医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。) (5) 財団医療法人又は社団
医療法人であって持分の定めのないもの
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「持分なし」への移行(持分放棄)と課税問題
１．経過措置医療法人の出資持分評価が莫大な場合
「相続税」の負担＋「払戻請求」の問題が生じる。
２．解決策として「持分なし」への移行(持分放棄)がある。
３．「持分なし」への移行に際し「相続税等の負担が不当減少した」とされた場
合、医療法人に贈与税が課税される。
４．たとえば、同族経営(役員等のうち親族等の占める割合が3分の1超)で持分
放棄すれば医療法人に贈与税課税。
５．「持分なし」への移行は、同族経営排除など公益性を満たし無税で移行か、
贈与税を払って移行かの選択が必要。

出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル

出資持分を放棄
する又は払戻す
ことが可能

社
団
医
療
法
人

出
資
持
分
の
あ
る

社会医療法人

出
資
持
分
の
な
い
医
療
法
人
へ
の
移
行

一定の要件あり
特定医療法人

出資持分を放棄
しない又は払戻
さない

現
状
維
持

単純定款変更
(※贈与税課税に
留意)

一般の出資持分の
ない医療法人

基金制度を採用
(※贈与税課税に
留意)

基金制度を採用した
医療法人

払戻額は
出資額限度

出資限度額法人
(経過措置型)

現状のまま

出資持分のある医療
法人
(経過措置型)

(※贈与税課税に留意)

出資持分のない
医療法人との合併

※出所：出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル(厚生労働省)をもとに作成
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No ５ 生命保険の相続時評価額について
㈱ 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

今回は生命保険によって死亡保障の準備をするとともに、資産価値（現金）をほぼ変えることなく、相続
時評価額が下がることがあることについてご紹介いたします。
特徴は以下の通りです。
◇被保険者の死亡保障の準備が行えます。
◇相続時評価額が最大約60％下がる可能性があります。
◇時間を掛けずにお手続きを行うことができます。（最短１日で可能）
◇保険加入時に年度ごとの評価額が確定するので、経済状況に評価額が左右されません。
◇時価評価なので、従来の相続税法24条や26条など税法改正に左右されません。
例を用いて解説します。
◆生命保険商品；逓増定期保険（保険金額2,100万）
◆支払保険料；9,959,417円（年払い保険料：1,999,851円の5年分前納）
◆契約形態；契約者＆受取人；祖母88歳、被保険者；孫30歳
経過年数

支払保険料

解約返戻金

評価減率

１年

9,959,417円

7,975,000円

▲20％

2年

9,959,417円

6,347,000円

▲36％

3年

9,959,417円

5,118,000円

▲49％

4年

9,959,417円

4,298,000円

▲57％

5年

9,959,417円

3,891,000円

▲61％

現金評価

996万円

保険評価
ダ
ウ
ン

389万円

①契約者死亡時（相続発生時）、保険金支払いが発生しない保険契約の評価は、通常支払保険料ではなく
“解約返戻金”*となります。支払保険料より解約返戻金のほうが低いため相続時評価額が下がります。
*財産評価基本通達214（相続開始時に保険金支払いが発生していない生命保険契約は、解約返戻金の
額で評価する）
②契約後5年未満で契約者に万一の場合、支払保険料と比較し最大61％評価が下がる可能性があります。
③相続が発生した後、契約者＆受取人を子供に変更する必要がございます。その後、仮に契約を解約
（契約日から6年後）することとなった場合、解約返戻金は支払保険料とほぼ同額に戻ります。
経過年数
6年

支払保険料
11,959,268円

解約返戻金
11,744,000円

返戻率
98％

④解約した場合には所得税（一時所得）の対象となりますが、控除（支払い保険料+50万円の特別控除）
を差引くと課税されません。よって解約返戻金は課税されずに祖母から子供に渡ります。
結果、現金として保有している場合と比較し大きく評価が下がる可能性があります。具体的な税務処理に
つきましては、所轄の税務署又は税理士等にご確認下さい。
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No ６ 医療機関における労務管理
（有）エファ 社会保険労務士 佐藤 智子

医療機関は医療業特有の勤務環境があり、労務管理が非常に難しいと言われています。職場の規律を維持
するためには、管理者側が主体的に対策を講じて職場規律の改善を図ることが重要です。今回は最近増加
している問題と対処法についてお伝えいたします。
１．メンタルヘルス不調への対応

厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事によるストレスなどが原因で発症し
た精神障害の状況について、労災請求件数や労災認定件数などを年１回取りまとめて公表しています。業
種別で医療・福祉の分野は請求件数、支給件数ともに上位に入っているのが現状です。
メンタル不調を引き起こす原因として、医療機関においては、不規則な勤務体制や過重労働、人間関係に
よるストレスなどが挙げられています。
働く環境、特定の職員に負荷がかかり過ぎていないか、職員間のコミュニケーションは十分図られている
か、報告・連絡・相談がしやすい環境になっているか、パワー・ハラスメントはないかなど、職場環境を
見直し、問題解決を本人任せにせずに、仕事の適正配分、悩みを相談できる窓口を設置するなど事業主と
して積極的に改善を図ることが重要です。
メンタルヘルス不調者が出ると、仕事上のミス、事故などの医療サービスの質の低下、人員不足による他
の職員への負荷、離職など、多くのデメリットが生じます。
管理職者は日ごろから部下の様子を観察し、小さな変化に早めに気づくことが大切です。遅刻や欠勤が増
えた、普段よく話す人が話さなくなった、などは初期段階と言われています。
場合によっては事業主が安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求されるケースもあります。このような
リスクを回避するために、また大切な職員を守るために、労務管理の一環として、管理職者への教育訓練
の実施や就業規則を整備し、休職や復職に関するルールをきちんと設けておくことも重要です。

２．就業規則を見せてほしいという職員への対応

「職員が就業規則を見せてくださいと言ってきた」というご相談が多くなっています。就業規則を見せる
と権利ばかり主張して困るので、就業規則はあるものの院長先生の机の引き出しや鍵のかかる書庫に入っ
たままで見せたことがないというお話はよく耳にします。しかし、インターネット等の普及による情報社
会により、検索エンジンでキーを叩けば、なんでも簡単に調べることができる時代です。それによる労働
者の権利意識の高まりから中途半端で曖昧な対応をしていると、労使間に様々なトラブルが発生し、大き
な損失がでるおそれがあります。職場は多くの人が集まっており、特に医療機関は様々な専門職が混在し
ているため、それぞれがバラバラに行動していては職場に一体感が生まれず、その時々の考えでルールが
変わってしまっては、職員は不安になり職場風土を悪化させていく危険性があります。組織の基本理念や
目的を達成するためには多くの人を統括する一定のルールが必要になります。それが就業規則で、各規定
が基準となり労使双方がそのルールに従って行動することで、秩序ある組織は生まれ、職場の活性化や円
滑な業務遂行が図られて業績向上に全員で邁進できるようになります。
職員が安心して長く働きたいと思える職場にするためにも、職員に見せられる経営者の魂のこもった就業
規則を作成されることをお勧めします。
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 医療者が知っておきたい裁判事例５０から

～説明義務違反（２）～
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 山崎 堅司

医療機関が患者に医療を提供する際には、患者にその内容を説明し、理解と同意を得ることが求められま
す。前回、末期がん患者本人に告知しなかった場合に、その家族に対して告知をしなかったことが義務違
反にあたるとされた事例を紹介しました。
今回は同じくがん患者の家族に対しての告知義務が争われた事例を取り上げます。
Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

患者本人に告知していれば、その家族に告知する義務はないとされた事例
（名古屋地裁 平成19年6月14日）
前回の事例と比べると、この事例は、患者本人にはがんを告知していた点で事情が大きく異なります。
下記の３つが争点となりましたが、③の「家族に対する告知義務」が最大の争点になりました。

【争点】
①患者に対するがんの告知および治療法等の説明義務について
②告知されていなかった、または説明が不十分であった場合の過失について
③家族に対する告知義務について
●①、②について
患者が理解できるように告知し、必要な検査や専門医での治療を勧めていたと認められ、説明義務を果た
しており過失はないとされました。
裁判所は、最高裁の判例（平成13年11月27日）を引用し、「疾患の診断（病名と病状）、実施予定の手
術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療法があれば、その内容と利害得失、予後などにつ
いて」説明する義務があるとした上で、患者に対して十分な説明がなされていると判断しました。
●③家族に対する告知義務について
裁判所は「医師が患者本人に対し適切に説明したのであれば、さらに家族へ告知する義務はない」
と結論付けました。
その根拠を以下に示します。
・医師が患者に対して説明を行うのは、患者が自己の病状等を理解した上で治療法を選択するためであり、
医師が患者に対する説明義務を果たした上で、患者が自己の治療法を選択したのであれば、医師はその
選択を尊重すべきで、それに従って治療を行えば法的義務を果たしたといえる。
・さらには、その治療法が疾患に対する最適なものではなかったとしても同じ。
・また、家族に対して告知したことにより家族らが患者を説得した結果、患者の気持ちが変わって積極的
に治療を受ける可能性がないとはいえないものの、だからといって直ちに家族に対して告知義務が生じ
るわけではない、と判断しています。
【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

（「医療者が知っておきたい裁判事例50」のご購入はこちらから
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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

荻原会計事務所 税理士
セカンド
オピニオン窓口

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

荻原英美

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

会場

浅沼みらい税理士法人
住所：足利市本城2-1901-8
TEL：0284-41-1365

８月２１日（木）１０時～１２時

８月２１日（木）１０時～１２時

９月１８日（木）１０時～１２時

９月１８日（木）１０時～１２時

１０月１６日（木）１０時～１２時

１０月１６日（木）１０時～１２時

１１月２０日（木）１０時～１２時

１１月２０日（木）１０時～１２時

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。

「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

宇都宮市塙田4-1-20 舛屋第一ビル4F
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

中澤 宏紀

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

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史
添田 守

宇都宮市馬場通り2-1-1（宇都宮ＮＦビル9F）
TEL028-610-1085

宇都宮支店 チームリーダー

森本

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

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〉

〈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

光
神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11
（ KDX新横浜381ビル3階）
TEL03-5443-8789

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

ﾓﾝﾌﾟﾚｼﾞ-ﾙ株式会社

代表取締役

安川

東京都渋谷区神宮前3-32-6 DUO表参道101
TEL03-5413-6577

有限会社 ｴﾌｧ

代表取締役
統括マネージャー
社会保険労務士

菊地 理恵
佐藤 智子

宇都宮市滝谷町18-7 TEL028-639-1020

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

田村 康夫

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336

有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

聡

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５６号 平成２６年８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。
（

）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

今更聞けない会計の基本の基本 （２）

２

税制改正 【贈与税】 （２）

３

給与を増やすと法人税が下がる？！

４

認定医療法人への移行手続きと課税問題

５

生命保険の相続時評価額について

６

医療機関における労務管理

７

説明義務違反（２）

◆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。
セカンドオピニオン窓口
担当（三沼）

ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８
（ＴＥＬ 028-600-1171 直通）

【宇都宮市】

８月21日（木）

１０時～１２時

9月18日（木）

１０時～１２時

10月16日（木）

１０時～１２時

11月20日（木）

１０時～１２時

８月21日（木）

１０時～１２時

9月18日（木）

１０時～１２時

10月16日（木）

１０時～１２時

11月20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

