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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。
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ご存知ですか？ ご自分の生命保険
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◆ 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２７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
新入職員・中途採用職員向け基礎マナー研修

第１回

講師

日時

場所

2015年5月20日（水）
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
2015年6月16日（火）
午後７時～９時

子ども・孫への賢い贈与
第2回

講師

＊以外 参加費無料）

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
2015年7月22日（水）
午後７時～９時

生命保険の出口管理
第3回

講師

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
2015年8月19日（水）
午後７時～９時

平成27年度相続税改正
第4回

宇都宮市

講師

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

相続税がかかる医療法人、かからない医療法人

2015年9月15日（火）
午後7時～9時

第5回

講師

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘
2015年10月20日（火）
午後7時～9時

源泉徴収の実務
第6回

講師

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

医療者が知っておきたい裁判事例 Ｐａｒt２

2016年1月予定

第7回

講師

小山市

第１回

損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社

～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

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

小山グランドホテル
小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

2015年11月17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
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

低金利時代におけるマネープラン
栃木市

2015年12月予定

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
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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５講分）
地区

宇都宮市

回目

第１回
～第5回

タイトル
・税金Ｑ＆Ａ
・税務署の調査はいつ来る？
・子どもへの賢い贈与は？
・相続税のかかる医療法人、
かからない医療法人
・賠償事例とその対応
・保険のワンポイントアドバイス
・人事労務

講師

地区

小山市

回目

第１回
～第5回

日時

2015年6月1７日（水）
午前１１時～午後１時
開講予定
（全5講予定）

宇都宮東武ホテル
グランデ
宇都宮市本町
５－１２
028-627-0111

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩
ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

タイトル

日時

・税金Ｑ＆Ａ
・税務署の調査はいつ来る？
・子どもへの賢い贈与は？
・相続税のかかる医療法人、
かからない医療法人
・賠償事例とその対応
・保険のワンポイントアドバイス
・人事労務

講師

場所

2015年10月14日（水）
午前１１時～午後１時
開講予定
（全5講予定）

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩
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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場所

小山
グランドホテル
小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １

今更聞けない会計基本の基本（４）
「会計の有用性について」
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

今回我々が事業を営むに当たって､会計の有用性と有効性が存在するのかと疑問に思って､考えてみた。
普段の生活は空気が当たり前のように､いつもクリーンで､健康状態も良好に保たられているのが当たり前
に思っています。隣の国中国は大気汚染が激しく､マスクをしても北京の市街は体に良い状態ではなさそう
です。さて会計が無くても我々の経営は順調に運営されるのかを検証する気になりました。会計の有用性
を思いつくままに書きだしてみました。

１，自社の健康状態を､人間の健康診断、人間ドッグのように示してくれる
２，自社の日々の行動を一つ一つの複式簿記に従い数字で証明してくれる
３，経営者トップの思想の良否が経営成績として明瞭に評価される
４，科学的に経営成績が原因（P/L）と結果（B/S）で表示される
５，公の企業会計原則、中小企業会計要領等により公平に数字表示される
６，自由主義と資本主義の思想具現が会計で表現できる
７，成長、衰退の過程が時系列で数字により観察できる
８，自分の進むべき方向ととるべき行動基準が導き出される
９，会計が世界経済をデータによって動かす（IFRS）
１０，会計手法が企業の予算統制、健全経営に導く
１１，会計が国の大事な予算編成に役立ち､将来の国家デフォルメから救う
１２，全ての生産物は､会計という数字により、コストが合理的に生産される
１３，金融機関の融資、国家間の融資につき重要な定量要因の判断資料となる
１４，適宜、部門別会計、業種別会計、公会計、企業会計と選択が出来る
１５，事業運営につき同業社比較により､自分の立ち位置が分かる
１６，将来の損失に備える引当金会計により､事前に企業の安全性が保たれる
１７，諸処の資金調達をするが､その運用が適切に行われているか分かる
１８，借入金の返済規律が保たれる
１９，稼いだ利益がどこ運用されているか分かる
２０，総資産の運用で、いくら売上を上げいくらの利益を挙げたか明確にする
２１，総資産、売上高、営業利益で会社の投資が分かる
２２，損益分岐点から会社の適正売上高が分かる
２３，総資本利益率＝総資本回転率×売上高利益率で投資効率が分かる
２４，ブレーキ、アクセル、ハンドルの3拍子が明確に判断できる
２５，付加価値配分経営､則ち人件費配分、固定費配分、税金配分等が分かる
２６，将来の利益計画、経営計画に貢献する
２７，将来の資金繰り、資金運用に寄与する
２８，将来の要員人事計画、投資計画に寄与する
２９，その他
上記の有効性を保つためには､ダブルチェック制度による､内部牽制制度、並びに内部統制制度によって､保
証される。
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特に中小零細企業においては､多くの人数を事務経理に咲くことが出来ないため､組織的な牽制制度は実行
されない。安い費用でそれらを有効にする手段は、外部の会計人による監査制度に委ねる方法が考えられ
る｡人間はわがままな動物であるが､誰かに見られているという衆目評価がトップを､適正な行動に導く。終
局的には関係官庁による､法的強制調査にも耐えうることになり､会社、経理担当者、トップの健全思考に
寄与することになる。いちばん懸念される出来事は､不正が摘発され､従業員、取引先、指導機関からの不
審を買い､さらには罰金、加算税､科料等を払い、いままで少しずつ築いてきた信用を失うことである。
松下幸之助故人の経営者が､1，お金を失えば少なく失う､2，信用を失えば大きく失う、３，勇気を失えば
全てを失うと言ったが、まさに組織思想の未熟さが引き起こすミスは一時、取り繕うことが出来ても後日
取り返しのつかないことになる。
我々資本主義社会は会計制度の裏付け無くして存立することは出来ない。経営の破綻はまず会計制度の厳
正な規律基準をおろそかにすることに始まる。
会計基本の基本は正しい規律遵守の会計思想、透明性のある会計組織、ヂスクロジャーに耐えうる会計を
目指すことと思います。
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No ２

相続・贈与のタックスプランニング（４）
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は事前対策となるタックスプランニングについて考察いたします。

Ⅰ. タックスプランニングの意義
タックスプランニングとは、法人税、所得税、相続税、贈与税など各税目を組合わせ事前にアクショ
ンを加えることにより、効果（節税）を最大となるようにする節税対策をいいます。従って通常時間
軸を設定し効果を予測するテクニックが必要となります。
このタックスプランニングは、１税目を平面的に解釈するのではなく各種税法を構造的、立体的に構
築し、高度な知識が要求されることになります。
今回は話を単純化するため、贈与税と相続税の二つの組み合わせにより計画を実施します。

Ⅱ．前提条件
１．家族構成は父（60歳）、母（58歳）、長男（23歳）、二男（20歳）の４人家族
２．父は10年後不慮の事故により相続が発生
３．父が所有する財産
（現 在）

（１０年後）

現・預金

100,000,000円

150,000,000円

自宅建物

50,000,000円

40,000,000円

有価証券

50,000,000円

75,000,000円

出資持分

200,000,000円

300,000,000円

計

400,000,000円

医療法人

計

565,000,000円

４．現在の税法が改正されないと仮定します。

Ⅲ．タックスプランニングの内容
１．長男、二男に教育資金の贈与をそれぞれ15,000,000円ずつ実施する（2人共医大生）
２．医療法人出資持分をそれぞれ長男へ25,000,000円、二男へ25,000,000円贈与する。
３．配偶者（母に）自宅建物を20,000,000円部分贈与する。共有持ち分とする。
なお１．については教育資金の贈与特例を選択し、贈与税の負担をゼロとする。
２．については相続税精算課税を選択し、相続時に贈与時の価格で加算する。
３．については贈与税の配偶者控除を選択し、贈与税の負担をゼロとする。
上記のようにタックスプランニングをした場合と、何もしない場合を比較して効果を推定します。
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Ⅳ．効果の測定（10年後）
ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ実施のｹｰｽ（A）

何もしない場合のケース（Ｂ）

１．相続財産
現・現金（注１）

105,000,000円

150,000,000円

自宅建物（注２）

24,000,000円

40,000,000円

有価証券

75,000,000円

75,000,000円

225,000,000円

300,000,000円

50,000,000円

0

479,000,000円

565,000,000円

48,000,000円

48,000,000円

431,000,000円

517,000,000円

医療法人出資持分（注３）
生前贈与加算（注４）
計
２．基礎控除額
３．課税遺産総額
（１－２）
４．法廷取得金額
母

431,000,000×1/2＝215,500,000円

517,000,000×1/2＝258,500,000円

長男

431,000,000×1/2×1/2＝107,750,000円

517,000,000×1/2×1/2＝129,250,000円

二男

〃

〃

＝107,750,000円

〃

〃

＝129,250,000円

５．相続税の総額
母

長男

215,500,000×45％－27,000,000円

258,500,000円×45％－27,000,000円

＝69,975,000円

＝89,325,000円
＝26,100,000円

107,750,000円×40％－17,000,000円

二男

合計

＝34,700,000円
129,250,000円×40％－17,000,000円

＝26,100,000円

＝34,700,000円

122,175,000円

158,725,000円

Aケース
注）１．100,000,000円－（15,000,000円×2人）＝70,000,000円×1.5倍＝105,000,000円
注）２．50,000,000円－20,000,000円＝30,000,000円×80%＝24,000,000円
注）３．200,000,000円－（25,000,000円×2人）＝150,000,000円×1.5倍＝225,000,000円
注）４．贈与時価格
25,000,000円×2人＝50,000,000円
基礎控除額 30,000,000円＋6,000,000円×3人（法定相続人）＝48,000,000円

Ⅴ．おわりに
A、B両ケースの相続税総額の差額は158,725,000円－122,175,000円
＝36,550,000円となります。また１．２．３．のタックスプランニングによっても贈与税負担はそれ
ぞれ非課税でありゼロとなります。
タックスプランニングの注意すべき点は税法改正無と想定している点と、プランニングによって相続人
に不満を残してしまっては問題があり、慎重に検討したいものです。
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No ３

平成２７年度 税制改正について ＰＡＲＴ1
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

与党は昨年末に「平成２７年度 税制改正大網」を決定いたしました。
主なポイントを次に掲げます。
ポイント１：今回の改正の“最優先項目”は“法人税率の引き下げ”
法人実効税率（現行34.62％）は、平成27年度には32.11%（▲2.51%）平成28年度には31.33％
（▲3.29%）へ引き下げが行われます。今まではアメリカに次ぐ税率だったものが、フランス（33.33%）
を若干下回る税率となります。その後、ドイツ・イギリスやアジア各国と同様の20%台を目指すことが明
示されました。
医療法人の実効税率（基本税率のみ。事業税除く）としては、現行約30%が約28%になります。
また、欧米の流れとなっている「法人税は課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる政策」が明確に
されました。今回の具体例としては大手企業の欠損金の繰越控除規制や赤字法人課税の増額などです。
ポイント２：高齢者層から若年層・現役層への資産の移転促進
親や祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠（平成26年は最高1,000万円）は最高
1,500万円へ拡充されるともに、消費税が10%になった際は更に最高3,000万円へ拡充されます。
また、親や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税枠（最高1,000万円）が新設
されます。
投資については、「非課税投資口座 NISA口座」に、いわゆる「ジュニアNISA口座制度（毎年80万円
を限度）」が新設されます。（平行して現行のNISA口座の限度額は、年120万に増額されます）
ポイント３：消費税の10%への引き上げ実施の明記
消費税10%への引き上げは平成29年4月1日からとし、景気判断条項は除かれました。当初予定より1
年半の延期に伴い、消費税引き上げに伴う住宅ローン減税などの拡充策やすまい給付金などは、平成31年
6月30日まで1年半の延長となります。
ポイント４：国境を越えた人の動きや取引に関する税制の強化
海外に転出する居住者が有する株式や未決済の信用取引などは、出国時に譲渡したもの及び未決済取引
を決済したものとみなして、その未実現利益への課税が行われます。
また、国内と国外の事業者間の競争条件の公平性より、海外よりネット配信される電子商取引（書籍・
音楽等）にも消費税の課税を行うこととされます。
ポイント５：マイナンバーの導入による所得・資産の把握への具体的な準備
平成28年1月のマイナンバー制度の開始に伴い、税と社会保障の分野での制度利用が具体化します。銀
行等に対して、個人番号・法人番号によって検索できる状態で預貯金情報の管理をする義務が課されます。
マイナンバーにより、住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与特例などの申告において、住民票添付が省
略できる規定整備が行われます。
また、財産債務明細書について「財産債務調査」と改められ、提出対象者や記載事項が拡大されます。
所得税・相続税の修正申告等があった場合の過少申告加算税は、財産債務調書の提出の有無などによって
加算又は減算されます。
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今回の税制改正にて、一昨年の「教育資金の贈与特例」に引き続き、「結婚・子育て資金の贈与特例」
が新設されました。
これらは、結婚・子育て費用や教育費の負担を通じて、高齢者層が持つ金融資産の移転を若年層・現役
層へ促すことでの経済対策・少子化対策への期待とされています。
現行の税法においても、毎年の教育資金や生活費・結婚や子育ての費用負担などは、その都度に必要な
資金を子や孫に渡しても贈与税の課税対象にはなりません。逆に言えば、いくら教育資金・生活費等で
あっても、まとめて渡してしまうと贈与税の問題が出てきます。
今回の教育資金や結婚・子育て資金の贈与特例制度の前提は、将来の結婚・子育て・教育資金について
まとめて渡した場合でも、贈与税を非課税とする特例です。
以下が今回新設される「結婚・子育て資金の贈与特例」です。

（１）制度の概要
親や祖父母が、子や孫（20歳以上50歳未満の者）の結婚・子育て資金のために、金融機関の本人名義
の口座に金銭を拠出し、信託等をする方法で贈与をした場合には、子や孫1人につき1,000万円（結婚の
関連費用は300万円を限度）までについては、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、贈与
税を課さないものとする。
※結婚・子育て資金とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
①結婚に際して支出する婚礼（結婚披露を含む）に要する費用、住宅に要する費用及び引越しに要する
費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
（２）金銭の払い出し
贈与を受けた者は、払い出した金銭を結婚・子育てに使用したことを証する書類（領収書等）を金融機
関に提出することを要する。
（３）資金管理契約の終了
贈与を受けた者が50歳に達した時（残額があれば贈与税課税）、又は死亡した時など一定の場合に
資金管理契約が終了する。
（４）期間中に贈与をした親や祖父母が死亡した場合
資金管理期間中に、贈与をした親や祖父母が死亡した場合において、その口座内に残額がある場合に
は、その死亡時点で贈与を受けた者が相続又は遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税
対象とする。

また、教育資金の贈与（30歳未満の子や孫の教育資金等について、１人につき1,500万円までの贈与
税非課税特例）は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期限でしたが、平成31年3月
31日までに延期されました。加えて次の点の見直しが行われます。
①通学定期券代、留学渡航費用などを対象に加える。
②金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、そ
の年中の合計支払金額が24万円までについては、領収書等に変えて支払先、支払金額等の明細を
記載した書類を提出することができることとする。
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No ４

高額療養費の限度額が変わりました
㈱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

２０１５年になりました。昨年末からのインフルエンザの発生が続いております。先生方におかれまし
たは多忙な日々を送っておられることと思います。表題の通り、２０１５年１月１日から高額の医療費が
かかった場合の自己負担額が高所得者層の現役世代が重くなります。また、年収が一定以下の場合は負担
が軽く例もあります。
先生方は、この「高額療養費制度」は充分にご承知と思います。この制度が１月１日から見直しが行わ
れました。７０歳未満の現役世代では、年収が約７７０万円以上の高所得者は昨年までの負担額よりも多
くなります。年収が約３７０万円に満たない所得層の一部では、負担額が少なくなります。従いまして先
生方の患者様の状況により治療計画にも影響を及ぼすことも考えられます。
具体的に述べますと、年収が約７７０万円以上の人は、昨年までの限度額は１５万円を基準額にかかっ
た医療費の１％程度を加算していました。これからは、約１１６０万円までの年収層で１６万７４００円
が基準額にかかった医療費に連動します。約１１６０万円以上の人は２５万２６００円に基準額が上がり
ます。一方、住民税の課税対象で年収が約３７０万円に満たない人の負担額安くなります。昨年までの基
準額は８万１００円でしたが、これからは５万７６００円に下がります。（以上のことを下表にまとめま
した。）
このように、国は２０１５年以降も医療費適正化に向けて、保険者によるデータ分析に基づく保健事業
をさらに進めていく意向を持っております。現在、先生方が受託事業として特定健診を実施されていると
思います。この特定健診の実施率により国からの支援金を加算・減算する仕組みを明確にしていくようで
す。さらに、後発医薬品の使用割合（栃木県５４．３％、全国５３.４％）や重複・頻回受信者に対する指
導などの取り組みなども評価の対象になる可能性もあります。
従って、保険者の中には保健事業の一環として、被保険者個人の健康・予防の自助努力を促す取り組み
を始めているところもあります。特定健診の受診など、生活習慣改善に向けた行動要件を満たす加入者に
対してヘルスケアポイントの付与や現金給付などが検討されています。
このように保険者が保険事業に注力する動きは、患者の受診抑制につながる可能性もあります。医療機
関としてはこのような動きには注目をしておく必要があると思われます。

高額療養費（70歳未満）
所得水準

自己負担の上限
12月31日まで

1月1日から

年収約1160万円以上

25万2600円＋医療費連動分に上げ
15万円＋医療費連動分

約770万円～1160万円

16万7400円＋医療費連動分に上げ

約370万円～770万円

変わらず
8万100円＋医療費連動分

～約370万円
住民税非課税

5万7600円に下げ
3万5400円

変わらず
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No ５ 「先生のこの生命保険、誰のためですか？」
～あるドクターが唸った事例から学ぶべきこと～
㈱ 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

◇頭を悩ます相続税の支払い、、、、。
これは最近お会いした、あるドクターの事例です。
自分が死亡した場合の相続税を会計事務所に試算してもらったら納税額で３億円といわれたそうです。こ
の金額からは大きな資産をお持ちの富裕層が想像されます。
ところが話を伺っていくと、経営されている診療所は一般的な内科の診療所、不動産は駐車場がひとつ、
その他金融資産を合わせても、３億円の相続税を支払うような資産はお持ちでない。なのに３億円の相続
税額。医療法人でもないため、出資金の評価額が影響するわけでもない。ではなぜ3億円もの相続税額に
なってしまうのでしょうか？
話を伺いますと謎が解けました。それは加入している生命保険でした。保険金で7億5千万円。その保険金
とドクターの資産合計額に対して、基礎控除など差し引いて試算した相続税額が３億円だったのです。
しかし、ここでひとつ不思議なことに気づきます。そもそもドクターが加入している保険は、自分自身に
掛けられている保険であり、受取人は子供です。自分が受け取るわけではありません。自分が受け取れな
い保険金が自分の財産になるわけがないだろう。ということです。
ところが、相続では、自分が受け取れない保険金であっても、自分の死亡をもって発生した自分の財産と
の考えから、本人の財産とみなして（みなし相続財産）、相続税の対象となるのです。（ここでは詳細は
割愛しますが、民法上の財産にはなりません）
では、この生命保険がなければ相続税は払えないのでしょうか？因みに生命保険に加入していなかったと
して相続税を試算してみると・・・・どれくらいだと思いますか？
約1,000万円という金額になりました。
つまり生命保険に加入していることで、相続税が2億9千万円増えているということです。
ではドクターは、この相続税1,000万円を払うために果たして7億5千万の保険金が必要だったのでしょう
か？
答えはノーです。すでに手元で準備できている現金の中で十分に払える額でした。

◇生活が厳しい、、、、。
更にこんなことになっていたんです。ドクター曰く「贅沢しているつもりもないのに自由になるお金が、
なんだかとても少ないんだよね？生活も厳しいし。」と。申告書を拝見すると課税後の可処分所得で
2,600万円。少ない金額ではないと思いますし、窮屈になるほどの金額では決してないはずです。ところ
が、使えるお金が少ないと仰います。なぜ少ないと言うのでしょうか？その原因もこの生命保険にありま
した。
毎月の掛け金が手取りのお金を圧迫していたんです。ではどれくらいの生命保険の掛け金かということな
んですが、全部計算しますと年間で1800万円。毎年の可処分所得が約2600万円で、それからこの生命
保険の掛け金が年間1800万円。で差引き自由になるお金は800万円。
これでは生活はかなり窮屈だと思われるも頷けます。
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◇本当に必要？、、、、。
ではなぜこれだけの生命保険を掛けるのか？です。理由はありました。
先代の院長先生の死亡時に生命保険に入っていてとても助かった。そういった過去の経験もあり、生命保
険は必要なものだという認識を強くお持ちでした。ただよく聞くと、実は同じように生命保険金が相続税
額を高額に押し上げていたこともわかりましたが、現院長の思いは全く別でした。生命保険があったから
こそ相続税が払えたと思っており、必須なものとして生命保険には積極的に加入していました。ですので
たとえ掛金が高額になろうとも、払い続けているということでした。
生命保険があって助かったというのも、理解できます。
しかし、よくよく考えると生命保険があったから払えたのではなく、生命保険がなくても払えたのです。
その結果、本来の相続税額の何倍もの掛け金を払っていたという本末転倒な話です。

◇これって、誰のため？、、、。
では、必要のないこの生命保険、いったい誰のためだったのでしょうか？
ドクターの問題解決のために入っている適正な保険であれば、問題ありません。しかし、このケースは明
らかに、お客様のためでなく生命保険担当者が担当者自身の成績のために入っている（入ってあげてい
る？）という、これもまた本末転倒な話です。
その後、問題を明確にして生命保険を整理するお手伝いをしました。漠然と加入し支払っていた生命保険
を目的に合った保険に見直した結果、自由になるお金ができた上に、将来の積立も準備することが可能と
なりました。
ドクター曰く
「いままで掛け続けていたこの保険って、、何だったんですかね、、、」
唸ったまま、しばし呆然としていました。

◇事例からわかること、、、。
このドクターの事例を読んでどう思われましたでしょうか？
他人事だと思っていらっしゃいませんか？
そんなこと、普通に考えれば当たり前じゃないか。ですよね。
ところが、ここまでの極端な例は別として、金額の大小の違いはあれ先生方みなさん同じような状況にあ
ります。ところが、そうなっていることに全く気づいていません。なぜ気づかないのでしょうか？
それは、“払えるから”です。サラリーマンならすぐに大変だと気づきますが、ドクターは、気にしない
でも払っていけるのです。ましてや今は口座振替やクレジットカードの引き落としで更に気にも留めない
状況になっています。
生命保険の営業に勧められると断れない。何となくいいものだと思って入っている。
そんなことはない。少なくとも私は違う。うちには安心して任せてある保険担当がいる。或いは、自分で
十分納得して加入しているので問題ない。
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◇棚卸、、、。
そんなドクターにこそ、一度生命保険の“棚卸”をお勧めいたします。
棚卸で、自分が思っていることと、加入している保険が自分の状況に合致していれば、より安心感が持て
ますし、毎月の保険料も納得して払うことができます。
合っていなければ、見直しが必要です。
棚卸をお手伝いする中で、全体を俯瞰してみる『生命保険加入一覧表』を作成するのですが、作成後、加
入の保険内容を説明していると、そう言えば、もうひとつ加入していた。など、それ以外にも後から後か
ら出てくることが日常茶飯事です。『こんなの入った記憶ないんだけど、、、』この言葉が普通です。

加えて、作成した一覧表を見て「こんなに払っているのか？」と普段意識しなくても、その支払額に自分
で驚かれます。そういう意味でも俯瞰して現状を確認できる“棚卸”は喜ばれます。

◇保障と積立のバランスの見直し、、、。
先生方は一般のサラリーマンと比較し、支払能力は高いですし、確かに生命保険にもたくさん入れるかも
しれません。ただ今後の医療の方向性や医療制度改革を考えると、これまでの延長上にはないことは明ら
かです。また厚生労働省の国民医療費の将来推計によると、2008年が34.6兆円、が2025年には49.9兆
円の予測です。では本当に約50兆円になるのでしょうか？
答えはノーです。抑制する以外にありません。そうなると必然的に診療報酬が減り、患者を増やさない限
り、同じ診療報酬を保つことはできません。では患者を増やせるかということですが、それも厳しいとな
れば、将来現在と同程度の収入を維持するのは、難しくなるかもしれません。
つまり、将来の収入減に対して今から明確に積立をしておかないと取り返しがつかない状況になります。
払えるからと言ってそのまま生命保険を放置しておくと、将来、自分で自分の首を絞めることになります。
となると今の収入の中で、不要なもの、無駄なものを見定めて、将来に向けて積立ていくことが重要です。
そのためにも、さまざまな見直しが必要ですが、一番即効性があり効果が大きいのが生命保険です。
冒頭の事例で言いますと、これも極端ですが、生命保険の非課税枠分だけ加入すれば、無税でお子様が支
払う相続税が準備できます。この生命保険、年間約20万円で準備できます。（もちろん現金で十分まかな
えるなら生命保険は不要ということです）
ということは、これまでの保険料との差額1780万円は将来の積立に回すことができるわけです。全部は
回さないまでも十分な積立を行うことは可能となります。
もちろんそれ以外にも必要な保障があれば準備が必要ですが、それでも相当なコスト削減になります。

◇見直しのポイント、、、。
棚卸をして、まずは生命保険ありきではなく、生命保険が無かったとして何か困るのか？生活していく上
で経済的に困る状況は何か？を考えていくと、不要なもの必要なものが見えてきます。
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では、保険の棚卸に効果を
発揮する「生命保険加入一覧表作成サービス」を無料で受け付けておりますので、よろしければ一度、保
険の棚卸をしてみてはいかがでしょうか。
もしかすると、ショックを受けられるかもしれません。
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No ６ 実際にあった患者様からの
こんな苦情、あんな苦情
（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

①私に対する態度が、他の人と違って冷たく感じる
②言い方、話し方が上から目線
③機嫌悪そうに対応される筋合いはない
④バタバタ音を立てて歩かれると頭が痛くなる
⑤職員同士がよく目くばせするけど、バカにしてるの？
⑥無表情で怖い感じがする
⑦話し方が強い言い方、丁寧さが伝わらない
⑧患者がいるのに職員同士が私語をして笑っている

⑨スリッパが汚い（他の人が履いたスリッパは嫌だ）
⑩細かい案内、説明がない（待ち時間及び検査手順）
⑪事務スタッフ、看護スタッフに清潔感が感じられない、化粧が派手すぎる
⑫待合室が寒い、待合室が暑い
⑬駐車場が分かりづらい
⑭間違ってしまった事に対し、きちんと謝罪しようとする気持ちが伝わらない
（業務的）
⑮スタッフ間の雰囲気が悪くてこちらが気を使ってしまう
⑯照明が暗い
⑰電話でのやりとりがヘタ（機械的）

⑱待って当然という雰囲気が出過ぎている（迅速さが感じられない）
⑲説明が分かりにくい
⑳こちらから声をかけないと対応してくれない
（下を向いたままの作業が多いのでは）

※クレーム（苦情）の大小に関わらず、患者様から実際に届いた声の数々です。
内容を見ると、ハード面、環境面での苦情はほとんどなく、トイレ、待合室、駐車
場やスリッパの整理などですが、それ以外のほとんどの項目が、人的対応面から出
てしまっているものに共通していることが読み取れます。
待っている患者様は、私たちが思っている以上によく私たちを観察しているという
ことを、今一度認識することが大切なのでしょう。特に場の雰囲気や声かけが足り
ないということで不快に思われ、いろいろと連想していく人もいるようです。何気
ない一言が、何気ない行動が、とお伝えすることが多くありますが、この２０項目
のお客様の声を第三者的に見るのではなく、ご自身の病医院もしくは自分達の部門
は当てはまっていたりしないかという視点で振り返り、もしあやしいと思われる点
がありましたら、皆で話し合い、少しでも改善していかれると良いでしょう。
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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（4）～
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。最終回となる今回は、手術直前の説明に義務違反があると認められた事例
を取り上げます。

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

未破裂脳動脈瘤の治療において、複数の予防的な療法がある場合のインフォード・
コンセントが問題になった事例（最高裁 平成18年10月27日）
本事案は、未破裂脳動脈瘤の治療のためコイル塞栓術を受けた患者が、術中にコイルが瘤外に逸脱
するなどして、合併症（脳梗塞）により死亡したものです。手技上の過失は認められませんでしたが、
手術直前の説明に義務違反があると認められたものです。

術前1か月前の説明では・・
①放置しても6割は破裂しないが、4割は今後20年間において破裂するおそれがある。
②開頭手術では、95%は完治するが、5%は後遺症の出る可能性がある。
③コイル塞栓術では、術後にコイルが出てきて脳梗塞を起こす可能性がある。
この説明を受け、患者は1か月間の熟慮の上、開頭手術を希望しました。この時点では選択肢と
なる複数の療法について長所・短所を説明し、十分な時間も患者に与えられているといえます。
ところが・・
手術前のカンファレンスで、開頭手術が困難なことが判明し、今回はまずコイル塞栓術を試し、上手く
行かない時は開頭手術を実施するという方針が決められてしまいます。
そしてその結果を受け、医師はコイル塞栓術を患者に勧めると共に、術中に脳梗塞や脳内出血の
合併症を起こす可能性もあり、合併症により死に至る頻度が2～3%であることも説明しました。
（*この時、説明に要した時間は30～40分程度とされており、同日中にコイル塞栓術を実施する同意を得て、翌日に
手術実施となりました。）

手術中に逸脱したコイルが原因で患者は術後に脳梗塞から脳死状態となり、13日後に死亡となります。

 説明義務違反を検討するにあたり最高裁は下記の基準を示しました。
・疾患の診断（病名と病状）、実施予定の手術内容と付随する危険性、他の選択可能な治療方法の
内容と利害得失、予後などについて説明する義務がある。
・医療水準として確立した予防的な療法が複数ある場合には、患者が熟慮の上で判断できるように
その中のある療法を受けるという選択肢と共に、いずれの療法も受けずに保存的に経過をみると
いう選択肢を分かりやすく説明することが求められる。
その上で、今回の事例では、下記の理由から説明義務違反があると判断されました。
・開頭手術の危険性とコイル塞栓術の危険性を比較検討できるよう、カンファレンスで判明した開頭
手術に伴う問題点について、具体的に説明する義務があった。
・開頭手術とコイル塞栓術のいずれを選択するのか、いずれも受けずに保存的に経過を見ることと
するのかを熟慮する機会を改めて与える必要があった。
後の差戻審においては、説明義務違反と患者の死亡という結果との因果関係については否定され、
結果的には十分な情報と熟慮する機会を与えられずに選択を迫られた点に精神的損害が認められ
慰謝料の支払いとなりました。
【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

https://www.sjnk-rm.co.jp/medical/）

◆ 「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

会場

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

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

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） ＦＡＸ
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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
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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

◆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

今更聞けない会計基本の基本（４）
「会計の有用性について」

２

相続・贈与のタックスプランニング（４）

３

平成２７年度 税制改正について ＰＡＲＴ１

４

高額療養費の限度額が変わりました

５

「先生のこの生命保険、誰のためですか？」
～あるドクターが唸った事例から学ぶべきこと～

６

実際にあった患者様からのこんな苦情、
あんな苦情

７

説明義務違反（４）

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）

【宇都宮市】

2月19日（木）

１０時～１２時

3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

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

