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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

第１回

第2回

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

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
講師

日時

済

新入社員・若手職員向け研修
講師

＊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

済

医療者が知っておきたい裁判事例
第3回

講師

NKSJリスクマネジメント株式会社

新しい制度の中でのクリニックの事業承継
宇都宮市

2014年8月26日（火）
午後７時～９時

済

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

済

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

済

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

-1-

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

済

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
2014年7月2日（水）
午前１１時～午後１時

済

・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

2014年７月１6日（水）
午前１１時～午後１時

済

済

日時

・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？）

場所

2014年10月15日（水）
午前１１時～午後１時

済

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

済

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

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

・ライフプランとマネー講座

第３回

宇都宮市本町
５－１２

2014年７月30日（水）
午前１１時～午後１時

タイトル

講師

宇都宮東武ホテル
グランデ

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（３）
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

（１）会計の手品
エンロン事件、リーマンショック事件の粉飾決算が世界経済に多大なる悪影響をもたらした。会計戦略思想が
なせる技で、いかようにも経営者が希望する数値に置き換えて利益を操作することが可能であること、暴露され
てしまった事件である。
会計は経営者の良心が失われてしまうと、取引先、国家、利害関係者をも巻き込んだとてつもない犯罪者にな
る｡まさに会計は資本主義経済の根幹をなし、さらに国家財政まで狂わせてしまう魔物にもなる。貨幣による信
用経済はお互いの倫理道徳観によっている。まして株式会社制度そのものが会計の裏付けなしに制度として生き
残れない。この株式会社制度思想が無ければこれほどまでに資本主義経済は急速に発展しなかったと思われる。
有限責任の出資した分のみ責任を負い、その出資以上の責任は免れる株式会社が正当なものとして認知される
ためにはデスクロージャーが不可欠である。デスクロージャーの基本たる外部報告会計は、財産運用委託された
受託者が、委託者等ステイクホルダーへの真正なる報告義務によって成り立っている。会計によって複雑な経済
活動がシンプルな標準報告形式表現になって適正性が保証される。その報告によって利害関係者は投資判断を決
断する。
ところが会計の歴史は理想通りには遂行されなかった。「会計の手品」により、強欲な意思に基づき利益が手
品のように書き換えられた。人間の欲望がその時々で色々の利益を創造し、粉飾決算とした。
１，不良品質劣化の在庫を評価減せずに水増し評価
２，長期不良悪質売上債権を評価減せずに計上
３，金融短期流通有価証券が値下がりしているのに評価減しないで計上
４，事業で購入したゴルフ会員権大幅下落しているのに評価減しないで計上
５，以前に安く購入した株式を取り合えず売却して益だし、再び時価で購入
６，従来固定資産の減価償却を定率法でやっていたのを定額法に変更
７，本来認められない繰延税金資産の計上
８，従来費用に落としていた処理を前払い費用で資産計上
９，生命保険を利用した利益操作誘導会計
１０，借入金を私募債発行に切り替え、利益操作
１１，土地の評価替えによる見せかけの利益操作
等々「会計の手品」により利益操作が遂行される。会計は社長の「責任」と「義務」を表現するもので無けれ
ばない。会計の数字が真正のもので無ければ、今後の進むべき方向が定まらない。目標を明らかにし、達成を約
束する指標と動機付けしてくれるのが会計である。
事業体が業績不振に陥ったなら謙虚に自分の健康診断と処方を見たてなければならない。
（２）健全な会計、健全な経営
１，明確な利益志向となる収益管理を徹底する理念の構築
２，顧客志向、同業他社の動向に注視
３，部門を越えたクロス、ファンクショナル組織体系機能
４，切磋琢磨する切迫感、緊張感の涵養
５，社員が共有する明確なビジョン長期計画
以上の目標を数字にして具体化するツールは会計である。行動した結果が一つ一つ複式簿記の原理に従って仕
訳され会計数値となる。社員を奮い立たせ共有の価値観を持たせるために抽象的な観念より説得力ある数字にし
て具体的に目標を設定できるのが会計である。
分かりやすい経営数字で社員を燃えさせ、チーム一丸となって未知のパワーを引き出させ結果として、達成の
喜びを共感出来る唯一の道具が会計である。会計数値をいつまでに達成するのか、改善策は今どの段階なのか、
誰がそのリーダー役で、メンバーは誰なのか、そのための道具はそろっているのか、それに足りる資金は確保さ
れているのか等、会計があっての予算編成なのであります。
過去と他人は帰られないが自分と未来は変えられる｡社員の誇りと使命感を喚起するのが会計である。利益が
あってこそ、最新の医療機械が購入でき、願うべき人材が確保できる。医療と医業の両立があってこそ地域社会
への貢献可能となる。
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No ２ 医療法人の出資持ち分に対する

相続･贈与の納税予制度（3）
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は経過措置型医療法人（従前の出資持ち分の定めのある社団医療法人）が 出資持ち分の定めのない
医療法人（新医療法人）へ移行する場合の税務上の課税関係を解説します。

Ⅰ. 相続税の納税猶予及び免除制度
相続人が持分あり医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合、その法人が移行計画の認定を受
けた医療法人であるときは、移行期間の満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は猶予税
額が免除される。
（1）移行計画の認定
移行計画の認定が実施されるのは、平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間の内に厚生労
働省へ申請する。
（2）移行期間
移行計画の認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に持分なし医療法人へ移行する。

認定制度の流れ
移行期間（3 年以内）

相続開始

認定申請 認定医療法人 相続税申告期限 持分なしへ移行

納税猶予

相続人全員が
持ち分の
すべてを
放棄

納税猶予は
免除される

（注）
1.相続税申告に当っては所有する出資持ち分の全てを担保として提供することができる。
2.納税猶予期間に出資持ち分の一部または全部の払戻を受けた場合には、猶予税額は免除されず猶予税額
と利子税を併せて納付しなければならない。

Ⅱ. 贈与税の納税猶予及び免除制度
贈与者が、持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、認定医療法人の持分を有する他の個人（受贈
者）に対し贈与税が課される場合には、放棄年分の受贈者の贈与税の期限内申告書の提出により納付する
贈与税額のうち、その放棄により受けた利益の価格に係る贈与税額で贈与税の申告書に納税猶予を受けよ
うと記載した税額については、贈与税の申告書の提出期限までにその納税猶予分の贈与税額に相当する担
保を提供した場合に限り、認定移行計画に記載された移行期限までその納税が猶予される。
尚、認定移行計画の移行期限までに納税猶予を受けた受贈者が、認定医療法人の持分の全てを放棄した場
合には、納税猶予分の贈与税額は免除される。
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移行期間（3年以内）

認定医療法人 相続税申告期限 持分なしへ移行と仮定 贈与税申告期限 受贈者が
贈与税の納税猶予 持分全てを

納税猶予

納税猶予は
免除される

放棄
相続人の一部の人が
全部または一部の放棄

他の相続人が贈与税を
課税される

（注）
相続人と他の相続人である受贈者が全ての持分を放棄したとしても、3分の1超の同族役員等の構成の場合
医療法人が贈与税を支払うことになる。

Ⅲ. 課題
移行に際し相続税法66条4項の要件をクリアしない場合、医療法人に贈与税が課税される。この要件は
相続税が不当に減少しないものとするもので、5つの要件がある（相令33①）
（1）運営組織が適正であること
（2）同族､親族､役員等が3分の1以下
（3）特別利益供与禁止
（4）残余財産の帰属が国等
（5）法令違反等の事実がないこと
上記（2）の同族役員等とは理事､監事を指し出資者である社員は含まない。
ここで理事､幹事は審議機関として理事会を開催し業務執行事項の決定を行う。例えば借入の実行、診療科
の増設、医師の増員、スタッフの昇給、診療時間の変更、増床、増築、改装などの審議決定を実施いたし
ます。そこで、同族役員等を3分の1以下に押える要件を考慮した場合、多数決決議が実現可能かという問
題が発生します。従って経営権を掌握できない可能性があります。
上記の要件をクリアできない場合には相続人全員が持分の全てを放棄したとしても医療法人が贈与税を
支払うことになります。更に相続税と贈与税の負担格差がどれほどあるかの検討が必要となります。

Ⅳ. まとめ
持分なしの医療法人への移行の意志がある医療機関は平成23年4月付のアンケート結果では病院が38.3
％、クリニックは8.2％となっている。移行を希望しない理由の主なものは、同族経営を維持したい、又相
続税を払っても医療法人を子孫に承継させたいとなっている。
尚、一人医師医療法人（経過措置型医療法人）で持分の定めがある法人は平成26年3月31日現在
41.659法人あり、承継時に役員退職金により持分の含み益を薄めることがポイントとなる。個人医院に
是非お勧めしたいのは基金拠出型医療法人である。平成26年3月31日現在6.202法人となっており、私
が顧問先に支援した平成21年には300件程度であったが、現在は約20倍にも増加している現状である。
総じて全て早めの準備計画が成功へと導いてくれると思われる。
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No３

法人税率の引き下げの行方は？！
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

Ｑ１．法人税率の引き下げに関するニュースを見かけますが、日本の法人税率はそんなに高いのでしょう
か？
Ａ１．下図をご覧ください。国際的な「企業誘致・投資促進」の競争の中、アジアやヨーロッパの国々が
先行して法人税率を引き下げているため、日本は世界的に見て法人税率が高い国になっています。
企業活動のグローバル化が進むにつれ、「どこに税金を納めることが、自社のタックスプランニング
として最適か」がより強く意識されるようになり、企業誘致を進めたい国々が競って税率を引き下げ
ているためです。
日本もこの流れに沿って、法人税率を引き下げつつありますが、諸外国の引き下げスピードの方が
速いと言えます。
＜国・地方合わせた法人税率の国際比較（概略）＞
（２０１４年３月現在・財務省HPを参考）

昭和から平成にかけての時代には、日本の法人税の実効税率は51%を超えていましたが、平成2年
度に49.98%と50%を切り、平成11年度に40.87%となって長く40%前後の実効税率が続いてい
ました。
その後、2年前の平成24年度から「法人税の引き下げ」が本格化し、現在は一般法人については、
平成24・25年度（復興特別法人税を含む）は37%、平成26年度以降（復興特別法人税の廃止後）
は34.62%であり、医療法人については、平成24・25年度は約33%、平成26年度以降は約31%
となっております。
来年度の税制改正において、法人税の実効税率を20%台に引き下げる方針が発表されており、更
なる税率引き下げの可能性は高いと言えます。
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Ｑ２．法人税の税率が下がった場合に、何か増税となる部分はあるのでしょうか？
Ａ２．法人税の実効税率を1%引き下げることにより、税収は約5,000億円落ちると言われており、20%
台に引き下げられると、税収は2兆5,000億円以上の減収となる試算もあります。
そこで税率を引き下げる「見合い」として、「代替財源」をどこに求めるかの話が出ています。従
来からある減税措置を縮小することにより代替財源を確保する議論の流れとなっており、具体的には
次のようなものが候補に挙がっています。
①赤字でも課税される「外形標準課税」の適用対象範囲を、資本金1億円超の法人から、中小法人にも拡大
②前期以前の赤字を当期の黒字と相殺できる「欠損金の繰越控除」の相殺限度額を縮小
③中小法人に適用されている軽減税率の縮小
④研究開発に対する減税措置などの縮小
⑤設備投資や雇用促進に対する減税措置の縮小
⑥減価償却の方法については、設備導入時に多額の償却費を計上できる定率法を廃止し、毎年の償却額が
一定となる定額法に一本化
などが検討課題に挙がっています。
医療法人で考えますと、「赤字申告の場合であっても納める税金」が増える、中小法人への軽減税
率の縮小による増税、設備や機器を購入した年から当初数年間の償却費が減って税金が前倒しにな
る、雇用促進に対する減税の縮小などが可能性のある関係項目です。
「グローバル経済を勝ち抜く強い経済をつくる」という方針のもと、日本企業の国際競争力を高め
る観点から、税率の引き下げの実現性は高いと言えます。
ただし、それを実現させるための代替財源をどこに求めるかが、同時に注目されます。
Ｑ３．一方で、「税率を引き上げても、税収が下がることもある？？」という話を聞いたことがあります。
そのようなことがあり得るのでしょうか？？

Ａ３．上図のような「ラッファー曲線」というものがあります。縦軸が税収で、横軸が税率となっていて、
山のような曲線を描きます。
もし税率が0%であれば当然税収は0、そこから税率を上げていくと、その税率が高くなった分、税
収が上がります。しかし上げすぎて税率が100%だと「利益＝税金」となり、全く手元にお金が残ら
なくなるので、誰も事業活動をする意欲がなくなり理論的には税収は0となってしまいます。
「税率を引き上げても、税収が下がる？？」というのは、理論的にこの「ラッファー曲線」の図の右
半分にあるような状態のことを指しています。
「ラッファー曲線」は、「みんなが一生懸命稼ごうとする意欲」と「税収」の見合いの中で最適の税
率があるはず、という理論です。
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No ４

高齢化社会を迎える診療所の対応
㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 医療事業部取締役担当部長 樋口 和良

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年をピークに高齢化が進むと同時に、診療所へ来院する患者様
の様態も大きく様変わりをしてくると思われます。その為には診療所はどのように心構えをしていけば良
いのでしょうか。

在宅医療
診療所が高齢化社会の中で真剣に取組んでいかなければならないのが「在宅医療」ではないでしょうか
。各都道府県が策定を検討している医療計画にも在宅医療が掲げられています。それは先生方が患者様の
居宅へ出向かなければとか、２４時間の往診体制を準備する必要になります。このようなことを考えると
なかなか積極的になれない先生方も多くおられることでしょう。ほとんどの診療所が医師１名です。外来
診療終了後や昼休みの間に常時、往診や在宅医療などを行うことは難しいことです。従って、在宅医療に
取り組みには、「連携」が必要になってくることになります。
①機能強化型の在宅療養支援診療所
平成２４年度診療報酬改定で複数の医療機関連携する機能強化型の在宅療養支援診療所となれる仕組み
ができました。今年度（平成２６年度）改定で実績要件が引き上げられました。施設基準を満たす場合
の要件の比較表を示します。
改定前

改定後

在宅医療を担当する常勤医師

３名以上

３名以上（変更無）

緊急往診の実績（過去１年間）

５件以上

１０件以上

在宅看取りの実績（過去１年間）

２件以上

４件以上

連携に関する要件

複数の医療機関が連携して上
記の要件を満たしても差し支
複数の医療機関が連携
えがないが、それぞれの医療
して上記の要件を満た
機関が以下の要件満たしてい
しても差し支えがない。
ること。
・緊急往診の実績４件以上
（過去１年間）
・看取りの実績２件以上
（過去１年間）

②他科の診療所との連携
高齢者の医療の特徴の１つが、同時に複数の慢性疾患等を有し、複数診療科への受診が必要となること
です。しかし、複数の診療科を有する大病院は外来受診抑制を行っていますので、高齢者の慢性疾患な
どの受診は診療所がその役割を担っていくことになります。
高齢者のニーズを確保するためには、内科の先生方がかかりつけ医（主治医）となって、整形外科、皮
膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科等と地域で在宅医療・外来受診での連携体制を構築し、他科の診療所と
情報を共有しながら必要に応じた体制に取組み高齢者の在宅での療養生活をより良いケアすることが求
められます。
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③介護との連携
在宅で療養する高齢者が利用する、訪問看護や訪問介護、通所系サービスや短期入所サービス等をマネ
ジメントする、ケアマネジャーとの連携が必要です。配食サービスや介護用品などのレンタル等のアド
バイスも必要になります。住み慣れた地域での生活を継続できるように、患者様を中心とした医療と介
護の連携チームを構築していくことが求められます。特に独り住まいの高齢者に対する対応が重要にな
ってくることになります。

医療・介護従事者の確保
自院の機能やサービスの効率化を図りながらも、必要最低限の職員確保は必須事項です。患者に優しい
診療所であるためには、そこで働くスタッフにとっても働きやすい現場環境や雇用形態、もちろん給与等
の評価も、職員確保の必要なアイテムです。就労環境の整備も心掛けることが大切です。
そして、高齢化社会の到来と共に、診療所が置かれる環境はますます厳しくなってきます。自院が存在
する地域での医療や介護従事者の整備状況の把握や高齢者を中心とした包括ケアシステム構築の準備等に
心掛けてください。
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No ５ 『長期療養資金』を考える
㈱ ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 宇都宮支店長 添田 守

先生が病気やけがでお仕事ができなくなった場合の『長期療養資金』について考えてみたいと思います。
死亡保障を目的とした生命保険に加入していると、ご主人が万が一亡くなった場合はご家族がまとまった
保険金を受け取り、その後の生活資金に充てることで経済的なダメージを埋めることができます。
ところが、病気やけがの種類によって治療が長期にわたる場合は、高額療養費制度（健康保険の被保険
者で自己負担が高額になった場合、一定の額を超えたものは保険制度から払い戻される）で治療費の負担
は軽減されるものの、収入が途絶え、一方で住宅ローンや医療機器等のローンなどが残っている場合は、
支払いを継続しなければならないというダブルパンチの状況に陥ります。また、職員さんの当面の給与を
どのように手当てするかも考慮する必要があります。
これらの問題を解決するための「保険」とそれぞれの機能について下記の通り整理してみました。

医療保険
◆病気やけがで入院された場合の保険です。
●主な保障内容
・入院給付金：入院給付日額×入院日数
・手術給付金：（例/入院日額の10倍・20倍・40倍）
・その他、生活習慣病や女性特定疾病を手厚く保障する特約、3大疾病にかかった場合、保険料が免除さ
れる特約等があります。
◎保険選びのポイント
・支払限度日数（１回の入院・通算入院）
最近は１入院60日・120日、通算1,000日のものが主流です。
・何日目の入院から対象になっているか
日帰り入院から保障されるものが主流です。
・手術給付金が日帰り手術に対応しているか
最近は大腸ポリープ手術等日帰り手術が増加しています。入院を伴わない手術にも対応しているか
どうかご確認ください。
・保険期間と払込期間
終身タイプでも払込期間を終身にして解約返戻金のないものを選べば割安な保険料で加入すること
ができます。
・先進医療特約が付加されているか
最近発売されている医療保険やがん保険には先進医療特約を付加できるものが増えています。
現在、粒子線治療に代表される先進医療は保険外対象となっており、例えば、肺がんで重粒子線治
療を受けた場合の技術料は約308万円（厚生労働省「第27回先進医療専門家会議資料平成20年3
月12日」と言われています。先進医療特約を付けていれば保険会社によりますが、2,000万円ま
での範囲で技術料の実費が支払われます。しかも特約保険料は医療保険で各社100円/月額前後と
大変リーズナブルになっています。

所得補償保険（損害保険）
◆入院の有無に関わらず、就業不能（約款上の規定に基づきます）の状態になられた場合に、申込み時に
定められた先生の収入を補償します。
●お支払い例（損保ジャパン日本興亜、東京海上日動）
・所得補償保険（保障期間1年）＋入院初期費用担保特約にご加入の場合
保険金/月額200万円の所得補償保険にご加入の先生が5ヶ月間病気で入院した場合
保険金…200万円×5か月＝1,000万円
※オプションで団体長期障害所得補償保険・代診費用特約等を付加することができます。
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がん保険
◆「がん」は日本人の死因第1位ですが、治療その他に多額の費用がかかるため「がん保障」に特化した保
険です。
「がん」は」もはや不治の病ではなく、治すための対策を考える時代になってきたと言えます。
●主な保障内容
・診断給付金：がんと診断確定されたとき一時金として受け取れます。
・がん入院給付金：入院給付日額×入院日数
・がん手術給付金：約款所定の手術を受けられたとき受取れます。（例：入院給付日額の20倍等）
・がん通院給付金：がん治療のために通院された時（通院給付日額×通院日数）を受取れます。
・先進医療給付金：がんの診断や治療で先進医療を受けた時、一時金や実費が所定の範囲で受取れ
ます。
◎保険選びのポイント
・診断給付金の額
通常は入院・手術の有無に関わらず給付されますので、がん治療を開始するにあたり、まとまった
一時金があって大変助かったという声をよくお聞きします。上皮内がんの場合は給付金が1/10あ
るいは1/2となる商品もありますのでご確認ください。
・診断給付金を受け取れる回数
1回のみ給付されるという商品と何回でも給付される商品があります。なお、何回でも給付される商
品には、2回目以降は入院を伴う治療に限定されたり、前回の給付から2年以上経過している等の条
件がつくことがあります。
・支払い対象となる手術
放射線照射や温熱療法、ファイバースコープによる手術の場合は60日に1回などの条件が付く場合
があります。
・先進医療特約の付加と給付内容
治療内容により実費の上限が定められているケースがあります。
・保険期間と払込期間
終身タイプでも払込期間を終身にして解約返戻金のないものを選べば割安な保険料で加入すること
ができます。
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No ６ 医療現場で成果に繋がった事例
（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

今回は、それぞれの病医院様で取り組まれ、中断患者様の再来率アップや安心・信頼の基となる患者満足
の向上に繋げている実例のいくつかを、１．組織全体の取り組みで成果をあげた実例と、２．スタッフ対
応強化により成果をあげた実例に分け、ご紹介させていただきます。

１．組織全体の取り組みで成果をあげた実例

①≪地域密着“健康セミナー”実施で新規患者様を増やす≫
・ 年４回、３ヶ月に１回の割合で、地域のコミュニティーセンターや公民館を利用し、健康知識につ
いてのプチセミナーを開催。内容はごくごく基本的なもの。しかし、実施している院長先生、ス
タッフの方に、何に一番気を付けているかという質問をしてみると、患者様が実際生活している環
境の中で継続できそうな内容や、なるべく体験していただけるような参加型のセミナーになるよう
工夫していますとの事でした。もっとも大変だったのは最初の参加者集めだったようです。来院さ
れている患者様にチラシをお渡しし、地道に継続したそうです。
始めて５年程度経過している現在、セミナーには毎回５０名前後の方々が参加して下さり、人の輪
が広がっていると同時に新規患者様の増加にも繋がっているとの事です。
②≪徹底した顧客管理“記念日に手書きメッセージ”で心をつかむ≫
・ デジタル化が進む中、アナログ方式で患者様の心をつかんでいるクリニック様もありました。記念
日といっても主に来院されている患者様ご本人の誕生日に、手書きのメッセージを送り続けている
そうです。
開業されて３年ほど経ってから実施。以来１０年強継続されているそうです。途中、患者様が増え
ると同時にやめようかとも思ったそうですが、スタッフ全員の協力もあり、心を込めた手書きメッ
セージを実践中。中断患者様も少なく、ご家族全員に利用していただけるようになってきておられ
るとの事。
③≪院内新聞の工夫でリピーターの増加≫
・ “患者様とのかかわりをもっと身近に”をテーマに、院内新聞を発行し始めて７年ほど経過してい
るクリニック様があります。発行頻度は２ヶ月に１回。院長先生のご挨拶や、その季節にまつわる
予防ネタ、また、スタッフの方々が持ちまわりで担当するコーナーなど、多岐に渡って情報を発信
しているようです。
新スタッフの紹介や、院内での取り組み報告などを発信していくうちに、患者様との会話も自然に
増えてきているそうです。何よりも、読んで下さっている人達がいるという意識が、スタッフのや
る気にも繋がってきているとの事です。
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２．スタッフ対応強化により成果をあげた実例

①≪徹底した患者様視点での電話対応が心をつかむ≫
・ 見えない相手に対する対応（電話応対）向上に、徹底して取り組んでいる組織もあります。
接客に対しては意識しつつも、電話となると、声のトーンや大きさを控えめにしてしまいがち（業
務的対応）になってしまう傾向が多いと言われています。そこで“相手が見えないからこそ、いか
に相手をイメージして不快な思いをさせないで済むか”というテーマで定期的に勉強会を開いて実
践的なロールプレイングを行い、自分の対応や声が、患者様にどのように映っているか意識する訓
練をし続けているとの事です。
実践していくうちに、電話のみならず患者様に対する接客対応面においても、また、院内でのス
タッフ同士、業者の皆様に対しての対応も、少しずつではありますが、相手の立場に立った表現や
気遣いの言葉が、自然とできるようになってきているとの報告をいただきました。思いやりのある
の気遣いが、互いの笑顔を引き出すカギとなっているようです。

②≪こんな時どうする？勉強会が、安心感をもたらせる≫
・ 上記の項目に近い勉強会の取り組み事例ですが、医療業界にはヒヤリ・ハットまたはアクシデン
ト・インシデントといった出来事をきちんと文書・文面に残すという習慣が定着しつつあります が、
長年行っていると、書くことで消化してしまうという傾向にも繋がってきてしまっているのも現状
です。
そんな中、ヒヤリ・ハットまでいかなくても、日々業務を行っている中で、患者様や業者様のお声 、
また同僚同士で、「これって少し変だよね」といった素朴な疑問を定期的な勉強会の題材として持
ち合い、“こんな時、みんなだったらどうする？”と話し合う会を設けているそうです。それぞれ
のキャリアの方々の意見を交換して、互いに次なる対応の仕方を共有する・・・一石二鳥です、と
いう話を頂戴しました。
スタッフ皆が共有して話し合い、対策を身に付けていくことで、少しずつ自信が持て、患者様に対
する対応にも良い意味で変化が出てきたようです。安心感を与えると一言で言いますが、こちら側
が不安であれば伝わるはずがありません。大きな一歩より、小さな積み重ねが、満足の差となって
いっているようです。
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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（3）～
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、前々回は、がんの告知に関する事例を紹介しましたが、今回は未確立の療法についての説明義
務に関する事例を取り上げます。
Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

乳がん患者に対し未確立な療法であった乳房温存療法について、医師の知る範囲で説明すべき
義務があるとされた事例（最高裁 平成19年6月14日）
本事案は選択可能な療法に未確立な療法が含まれる場合、医師はどのような説明義務を負うのかという点
で争われたものです。下記の２つが主な争点となりました。
【争点】 ①医療水準として未確立な療法が選択肢としてある場合、説明義務を負うのか
②未確立な療法を説明する義務を負った場合の説明義務の程度
本事案のように、医療水準として既に確立された療法と、未確立の療法とがある場合に、一般的には医師
が常に説明義務を負うものではないとしながらも、以下の要件に当てはまる場合には説明義務を
負うと裁判所は判断しました。
①：未確立な療法の説明義務を負う要件
（１）その療法が少なからぬ医療機関において実施されていること
（２）相当数の実施例があり、実施した医師の間でも積極的な評価をされていること
（３）患者が適応である可能性が高いこと
（４）患者が自己への適応有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合
②：未確立な療法の説明義務を負う場合に、説明すべき内容 （*医師の知っている範囲で）
（１）その療法の内容
（２）適応可能性
（３）それを受けた場合の利害得失（メリット、デメリット）
（４）実施している医療機関の名称や住所など
*なお、上記要件を満たす場合には、医師自身が消極的な評価をしていて、未確立な療法を実施する意思が
ないとしても説明義務を負うと判断されています。
本事案では患者が乳房温存療療法の存在を知った後、乳房を残すことに強い関心を持つことを表明した手
紙を医師は受け取っています。
この手紙を受けとり患者の強い関心を知った時点で、乳房温存療法の適応可能性等を説明すべき義務が
あったと判断されました。
また乳がん手術は、女性を象徴する乳房に対する手術であり、手術によりこれを失わせることは、身体的
障害が起きるだけでなく、精神的・心理面への著しい影響をもたらすものであり、他の一般の手術を行う
場合に比べて、選択可能な療法として説明する必要性が高いとも付け足されています。

【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

日時

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

11月20日（木）１０時～１２時

11月20日（木）１０時～１２時

12月18日（木）１０時～１２時

12月18日（木）１０時～１２時

1月15日（木）１０時～１２時

1月15日（木）１０時～１２時

2月19日（木）１０時～１２時

2月19日（木）１０時～１２時

3月19日（木）１０時～１２時

3月19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

取締役

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

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉
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

〈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５７号 平成２６年１１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

今更聞けない会計の基本の基本（３）

（

）読んでいない

（

）その他

２

医療法人の出資持ち分に対する
相続･贈与の納税予制度（３）

３

法人税率の引き下げの行方は？！

４

高齢化社会を迎える診療所の対応

５

『長期療養資金』を考える

６

医療現場で成果に繋がった事例

７

説明義務違反（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：

「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）
11月20日（木）

１０時～１２時

12月18日（木）

１０時～１２時

荻原会計事務所 税理士 荻原英美

1月15日（木）

１０時～１２時

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

2月19日（木）

１０時～１２時

3月19日（木）

１０時～１２時

11月20日（木）

１０時～１２時

【宇都宮市】
添田

守

【足利市】

12月18日（木）

１０時～１２時

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士
浅沼孝男

1月15日（木）

１０時～１２時

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

2月19日（木）

１０時～１２時

3月19日（木）

１０時～１２時

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

