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 医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ 

第５９号 平成２７年５月  発行  

本ニュースのバックナンバー（創刊号～前号まで）は、『栃木県医師会・認定医業経営コンサルタント』のホームページで 

常時公開しております。会員の皆様のお役に立つように厳選した、その時々の旬な情報が満載です。ぜひご活用ください。 

医業経営に関することなら何でもOKの「よろず 

相談窓口」。ご好評につき、引き続き開設中です。 

経営全般、財務、税務、人事、生命保険、損害 

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ 

ントが親身になって、あらゆるご相談をお受けい 

たします。左記までお気軽にお電話ください。 

http://www.jp-tms.com/ 

◆ よろず相談窓口 

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１ 

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00） 

このニュースは、栃木県医師会会員の皆様の福利厚生を目的として発行しています。       

本年度も、医業経営に役立つ情報を提供してまいります。 

◆   医業経営ライフ・コンサルタントグループ  『よろず相談窓口』のご案内 

◆ ドクターのための『セカンドオピニオン 

     窓口』のご案内 

◆ 『医業経営セミナー』のご案内 

◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内 

◆ ライフコンサルタント 通信 

◆ バックナンバーのご紹介 

病医院経営のセカンドオピニオンとして、 

お気軽にご利用ください。 

ご存知ですか？ ご自分の生命保険 

ジ ャ ン ル 年 間 テ ー マ Ｎｏ タ イ ト ル 

医業経営 租税法の基本原理 １ 

租税法の基本原理（１） 

～信義則と禁反言の法理 

                        （税務官庁の誤った指導について）～ 

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ 医療法人・・・いくらまでなら「交際費」は経費？ 

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ トマ・ピケティの経済学 

法律・行政 
経過措置医療法人（旧医療法人）から                  

            基金拠出型医療法人への移行 
４ 

経過措置医療法人（旧医療法人）から                  

                          基金拠出型医療法人への移行（１） 

保険・金融 生命保険と税金 ５ 生命保険を活用した新たな評価減対策 

人事・接遇 人事接遇マナー ６ 変化してきている患者様の期待を知っておこう 

医療安全 

 

医療者が知っておきたい裁判事例50から 

 

７ 診療録等の記録が問題になった事例① 



＊日時・場所等が変更となる場合もございますので、必ず各セミナーの開催案内をご確認の上、 

    ご参加賜りたくお願い致します。 

◆ 平成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。 

【医業経営勉強会 】医業経営のお役に立つテーマを取り上げます（定員３０名   ＊以外 参加費無料） 
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地区 回目 タイトル 日時 場所 

宇都宮市 

第１回 

新入職員・中途採用職員向け基礎マナー研修 
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 講師 有限会社エファ  代表取締役  菊地 理恵 

第2回 
子ども・孫への賢い贈与 

2015年6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 講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士  浅沼 孝男 

第３回 
低金利時代におけるマネーセミナー 

2015年7月9日（木） 

午後７時～９時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

第４回 
生命保険の出口管理 

2015年7月22日（水） 

午後７時～９時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー  

第５回 
平成27年度相続税改正 

2015年8月19日（水） 

午後７時～９時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 田島会計事務所   税理士  田島 隆雄 

第６回 

マイナンバー制度の実務 
2015年８月26日（水） 

午後7時～9時 
ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士  浅沼 孝男 

第７回 
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 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役  川俣 喜弘 

第８回 
源泉徴収の実務 

2015年10月20日（火） 

午後7時～9時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美 

第９回 
お受験コンサルタントによるお受験セミナー 

2015年11月17日（火） 

午後7時～9時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 ＮＰＯ法人横浜子育て勉強会  代表  藤崎 達宏 

第10回 
医療者が知っておきたい裁判事例  

2016年1月19日（火） 

午後7時～9時 

ホテルニューイタヤ 

宇都宮市大通り 

2-4-6 

028-635-5511 講師 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 

小山市 第１回 

～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 

2015年12月14日（月） 

午後7時～9時 小山グランドホテル 

小山市神鳥谷 

202 

0285-24-5111 講師 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 



【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） 
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地区 回目 タイトル 日時 場所 

第１回 

宇都宮市 

第１回 

税金Ｑ＆Ａ（税務調査はいつ来る？ 

                            子どもへの賢い贈与は？） 

2015年6月17日（水） 

午前１１時～午後１時 

宇都宮東武ホテルグ
ランデ 

 

宇都宮市本町 

５－１２ 

 

028-627-0111 

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士  浅沼 孝男 

第２回 

支払利息と所得税・住民税の節約術 
2015年6月24日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

第３回 

人事総務塾 
2015年6月30日（火） 

午前１１時～午後１時 

講師 浅沼みらい税理士法人 常務取締役   川村  浩 

第４回 

賠償事例とその対応 
2015年7月15日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 株式会社損害保険ジャパン日本興亜 

第５回 

相続税のかかる医療法人、 

                                     かからない医療法人 

2015年7月29日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役  川俣 喜弘 

地区 回目 タイトル 日時 場所 

第2回 

宇都宮市 

第１回 

税金Ｑ＆Ａ（税務調査はいつ来る？ 

                            子どもへの賢い贈与は？） 

2015年10月7日（水） 

午前１１時～午後１時 

宇都宮東武ホテルグ
ランデ 

 

宇都宮市本町 

５－１２ 

 

028-627-0111 

講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士  浅沼 孝男 

第２回 

支払利息と所得税・住民税の節約術 
2015年10月21日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

第３回 

人事総務塾 
2015年11月4日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 浅沼みらい税理士法人 常務取締役   川村  浩 

第４回 

賠償事例とその対応 
2015年11月18日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 株式会社損害保険ジャパン日本興亜 

第５回 

相続税のかかる医療法人、 

                                     かからない医療法人 

2015年12月2日（水） 

午前１１時～午後１時 

講師 ＡＧメディカルマネジメント  常務取締役  川俣 喜弘 



  １，問題 
   

  今年の3月15日までの確定申告で､ある納税者から次のような相談が寄せられた。 

「平成23年の外国国債の利子所得の申告が間違っているので修正申告をしてほしい」と｡この申告は税務

署に赴き税務職員の指示により外国為替レートを調べてもらい､その職員の指示に基づきその調べてもらっ

たレートで利子所得を申告した。本年平成27年になり為替レートは低いレートで計算されており､本当は

もっと高い為替レートで計算されねばならないので修正申告をお願いしたいと言う税務署の主張に従うべ

きかどうか。さらにそれにかかる過少申告加算税と延滞税を払わなければならないのかという､相談内容で

あった。 

   

 

  ２，信義則の法理 
   

  信義則の理念は本来契約当事者のように特別個別の権利義務によって結ばれている者の間を支配する法理

であって､硬直な法律の規定を補正し具体的な現実の妥当性を実現するものであるから､憲法84条の租税法

律主義と租税公平の原則、そして租税平等の原則とどのように論理解釈するかの課題を解決せねばならな

い。 

  信義則の法理は人が法律生活に於いて相手方の合理的な期待や信頼を裏切って行動することを戒め、社会

共同生活の一員として信義誠実に行動する事が要請され､人が一度なした行動につきそれが誤りであったと

してこれを翻すことは許されず、善意で信頼した者を保護する事で､英米法では禁反言の法理と言われてい

る。ドイツ法的に言えば信義則である。相対立する利益間の調整を目的とする法理である。元々司法の分

野で基本的な法理の一つとして発展してきたものであるが租税法律関係にも適用されると解されている。 

伝統的には租税法律主義（国会で可決された法律に厳正に履行すること）思想を背景に､さらには長年の賦

課課税制度（お上が勝手に課税すること､自らが計算して自らが申告する申告納税に正対する言葉）に培わ

れた習慣のもとに公平負担の基本原則を行使するという意識のもとにおいては､信義則の適用に当たっては、

はなはだ臆病であった。かかる思想的潮流は現代申告納税制度にあっても依然として強固なものであった。 

しかし東京地裁が「過去の言動に反する主張をする事により､その過去の言動を信頼した相手方の利益を害

することの許されないことは､それを禁反言の法理と呼ぶか､信義則の原則と呼ぶかはともかく､法の根底を

成す正義の理念により当然生ずる法原則である」と判示してから､判例学説は信義則の法理適用に付き積極

的になる。 

 

 

 

 

No １     租税法の基本的な考え方（１） 

      ～信義則と禁反言の法理（税務官庁の誤った指導について）～ 

荻原会計事務所 税理士 荻原英美 

◆ ライフ・コンサルタント通信 

-3- 



  3，租税正義 

 
  誰か特定の人に税の負担の高低があってはならない。すべての人が等しく平等に税を負担する負担公平の

原則の本質は､租税法律主義による租税法規の欠陥を補い､法の内容を補完する解釈原理としての機能を有

し､これに対して信義則は租税法律主義の実質的内容として、負担公平の原則に基づく租税法律主義の形式

的な適用によって生じた不合理性を除去するための具体的妥当性をはかる法の「正義」実現のための基準

であることに本質的機能がある。ともに法の正義実現の手段であるから両者は本来矛盾するものでない。

そのため納税者に対して誤った表示をして回復しがたい損害を与えたことにより､信義則を適用して税負担

の軽減を図ったとしても､それは法の正義の実現といえるのではないのか。信義則の法理はもっぱら個別的

救済において正義を実現するのであるから､そのために他の納税者に対して同じ取り扱いをしなければなら

ないことではない。負担軽減部分を他に帰属させるべきものでも無い。租税法規が著しく複雑且つ専門化

した現代に於いて善良な市民が、行政庁の､市民を裏切るような行為によって､まったく犠牲にされて良い

とする理由は見つからない。 

  

  

  ４，税務署の最終結論 

 
  さて当初の表題の当事務所へ相談に来た納税者につきその後、税務調査が実施された。最終的にはこれま

で述べてきた信義則、禁反言の原則の当事務所主張が認められ､少ないレートでの計算から正規のレートへ

の追加本税額は､当初から支払わねばならないものであったので､当該税額は修正申告して支払うが､追加罰

則税金の過少申告加算税10％と延滞税14.6％の3年分は支払わなくて良いと言うことで決着した。 

租税における正義は､単に租税財政収入確保の法理だけで無く､納税者の財産保護の規定でもある。従って

当該納税者に回復しがたい不利益が生じ、それが納税者に何ら責められるべき事情が無く､その直接の原因

が行政庁の誤った言動・表示によるものであって､何人もそれを信頼する事が無理からぬ事情等の例外的な

特段の事情があればむしろ形式的な正義を排しても、実質的な正義を図ることが法の正しい要請である。 
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 No ２    医療法人・・・いくらまでなら「交際費」は経費？ 

  浅沼みらい税理士法人  代表社員税理士    浅沼 孝男    
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Ｑ１．医療法人で「平成19年3月までに設立された法人」と「同年4月以降に設立された法人」 

          では、「交際費」の取扱いが違うと聞きましたが… 
  

Ａ１．法人税において「交際費」は、基本的に「その全額は経費にならない税制」となっています。「交 

          際費」とは、事業関係者との酒食の飲食費、お中元・お歳暮の贈答費、祝儀や香典等の慶弔費など、 

          接待交際のための費用をいいます。 

          基本的には、資本金又は出資金が１億円以下か超かで、その取扱いが異なります。 

       ○資本金又は出資金が1億円以下 

            交際費が「年間８００万円以下」の場合には全額経費となり、８００万円を超える場合には、そ 

            の超える部分は経費になりません。 

         ○資本金又は出資金が1億円超 

            支出した交際費の全額が経費にはなりません。 

  

    <平成19年3月までに設立された医療法人で、持分あり法人> 

                      …「経過措置法人」といい、同日までに設立された多くの病院・診療所が該当 

          医療法人の「出資金額」にて上記の「１億円以下か超か」の判定を行います。 

          同日以前に設立されたほとんど多くの法人が「1億円以下」に該当するので、その場合には、800 

          万円までが「定額経費枠」です。 

    <平成19年4月以降に設立された法人 (基金拠出型医療法人など)> 

          平成19年4月以降においては、出資金の概念がない「持分なしの法人」しか設立できなくなりまし 

          た。「基金拠出型医療法人」が主な形態です。 

        「持分なしの法人」については、次の金額を「資本金」とみなして「１億円以下か超か」の判定をし 

          ます。 

 

       （期末貸借対照表の総資産の簿価－総負債の簿価－当期利益＋当期損失）×６０％ 

    

 

   したがって、考え方としては、設立後、利益が法人に蓄積されていく過程で、資産と負債の差額が 

         約1億6,000万円程度までの間、交際費は800万円まで経費になることとなります。 

         (・・・約1億6,000万円×60%≦1億円)  

 

Ｑ２．事業関係者との「飲食費」には、医療法人の理事長や理事としてさまざまな関係者との 

        「会議や打合せ」に伴うものから、「お酒の入るもの」まで様々あります。飲食費の具体的 

          な取扱いを教えてください。 

  

Ａ２．医療法人が事業関係者と飲食を共にした場合の費用は、その内容などによって、「会議費」や「交 

          際費」に区分されます。 
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         具体的には、次のステップで考えていきます。 

 

         ＜ＳＴＥＰ１＞「会議費」か「交際費」か？ 
 

  

       ＜ＳＴＥＰ１＞「会議費」か「交際費」か ？ 

                                                                          

                                                                           

                                                                                       
   

                       

 

       「交際費」に該当し、＜ＳＴＥＰ２＞へ 
    

        <留意点> 上記②については、“一般的には”昼食の会議時では、２，０００円以下程度と言われて 

         います。ただし、これ以上の金額であっても、著名講師の勉強会など会議の位置付けや出席者の立 

         場等々により、その会議にふさわしい程度のものは、「会議費」の範囲内で可です。 

  

       ＜ＳＴＥＰ２＞“少額な”飲食交際費の除外 

 
            一人当たり「５，０００円以下の飲食費」で、 

            次の事項を記載した書類を保存している 

            （領収書や請求書に書く・明細書を作るなど） 

            ①飲食の年月日 

            ②取引先などの参加者の氏名・名称及びその関係 

            ③参加人数 

            ④飲食費の額及び飲食店等の名称と所在地 

            ⑤その他飲食費であることを明らかにする事項 

 

    

 

 

 

                               ＜ＳＴＥＰ３＞へ 
    

       ＜ＳＴＥＰ３＞「年８００万円経費枠」か「接待飲食費の５０％経費枠」か？ 
         上記の＜ＳＴＥＰ１＞・＜ＳＴＥＰ２＞ともに「×」となった飲食費については、上述したとおり 

         今までは、出資金が１億円以下の医療法人の場合には、その他の交際費とともに「年８００万円ま 

         でが経費枠」でした。 

          

    
     
 

  ①その会合の目的が会議や打合せ等であり、 

     それに付随して食事を提供 

                           かつ 

  ②一般的な食事の程度を超えないもの 「会議費」として全額経費 

○ 

× 

“少額な”飲食交際費として 

全額経費 

× 

○ 
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         しかし、改正点として、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度（１年決算法人であれば平成 

         ２７年３月決算）から、上記＜ＳＴＥＰ２＞の記載内容とほぼ同様の記載をした書類を保存してい 

         ることを条件として、「年８００万円まで」と「接待飲食費の５０％」のどちらか大きい方が経費 

         枠となります。 

        「接待飲食費の５０％」基準は、「出資金」又は「基金拠出型医療法人でのＡ１での判定」が、1億 

         円超の医療法人でも適用できます。 

  

Ｑ３．＜ＳＴＥＰ２＞にあった「少額な飲食交際費」の除外基準である「５，０００円」というのは、接 

          待１回当たりの金額でしょうか？ 

  

Ａ３．例えば、１次会・２次会と複数にわたって飲食があった場合で、それぞれの飲食店が別々の店舗で 

          あるなど、それぞれが単独で開催されたと認められるときは、その店毎に５，０００円の判定をす 

          ることができます。逆に、例えば同じお店で１次会・２次会と続けて飲食をして一連の接待と認め 

          られる場合には、その全体で５，０００円の判定をすることになります。 

          ちなみに、５，０００円というのは、税抜経理方式を採用している場合には税抜の金額で、税込経 

          理方式を採用している場合には税込の金額で判定します。 

 

                   

    
     
 



No ３     マクロ経済シリーズ 

                                     「 トマ・ピケティの経済学 」                      

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄 
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フランスの経済学者トマピケテイ氏が「21世紀の資本」を出版し世界的にピケテイブームが起きています。 

何と言っても特筆すべき点は、これまで理論中心であったものが長期にわたる膨大なデータを集め分析し

ていることである。IT技術の進歩によることが大きいと思われる。 

  

Ⅰ.日、米、欧の100年分析 ～所得分布の変化～ 

 
  1900年から2010年の約100年超の期間の分析によると、日本の高度成長期であった1954年か1973  

  年までの20年間を軸に、それ以前とそれ以後の期間では３国共に全所得上位10％のグループの所得が国 

  民全体所得に占める割合が、それ以前では序々に縮小傾向となり、それ以後では逆に拡大傾向にあるとし 

  ている。 

  それ以前の期間では第一次世界大戦や第二次及び大恐慌を向えた時代で、経済成長にダメージを与えた時 

  期でいわば所得分布格差が縮小した。 

  その後日本の高度成長期にはいわゆる格差は安定化したと言われる。その後経済低成長期に入るといわゆ 

  る格差が拡大していくというものである。 

 

                                                           イメージ図 

                

                  

          格差縮小             高度成長期              格差拡大 

  

  

 

              世界戦争大恐慌              格差安定                 経済低成長期 

 

    1900年              1954   1973                             2010 

  

 

 

                                                  全所得上位10％グループの所得 

                所得分布格差＝ 

                                国民全体所得 
  

   更にピケテイによる「資本主義の法則」によれば 

   経済低成長期には国民の資産総額の比率＞国民の所得総額の比率の関係が成立しこの比率格差が大きく 

   なるほど資本所得の割合が大きくなると言われている。 

                                                               資本所得 

                                               国民の所得（労働所得＋資本所得） 

 

   つまり経済の低成長期には、労働者よりも資本家のほうがより多く稼げるということになる。 

   上記の資本所得とは、株式や不動産等から得られる所得を意味している。 
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 Ⅱ.ピケテイのｒ＞ɡの法則とは 

  

 ピケテイは歴史的に資産の収益率（ｒ）が所得の増加率（ɡ ）を上回っている法則を見い出している。 

   世界経済の低成長期に突入すると、この格差が益々拡大すると予想している。 

 ちなみに産業革命から現在までの約300年間の世界の経済成長率は平均して年1.6％と言われている。 

   従って長期的に見れば労働者が受け取る所得の増加は、経済成長率とほぼ比例しており経済成長率を大 

   きく超えて増加することはないと言われている。 

 尚、富の対象となる資産の定義について次のように解説している。 

 資産についてピケテイは、特定の金融資産や不動産だけでなく広い意味でのあらゆる資産を想定してい 

   る。つまり、知的財産も含み、これまでのノウハウ、人間関係、知識などあらゆる資産を含み自分とい 

   う資産から収益を獲得するという想定である。 

 この考え方は万人に通ずる有益な教訓となろう。 

  

Ⅲ.日本に対するいくつかの提言～インタビュー記事より～ 
  

 今後、世界経済の成長率鈍化により格差拡大がさらに顕著になることが予想される中極端な不平等の下 

   では金のあるところに権力が集中し、政治的な発言力にも格差が生じ、これは民主主義の危機であると 

   述べ、富裕層への課税強化に言及している。 

 又、アベノミクスのトリプルダウン理論、つまり株価や不動産価格の上昇による資産効果で“上位層” 

   を潤せば、それが“下位層”まで雫れ落ちてくるというものに対し、過去にそうならなかったのに今後 

   それがうまくいくという保証は、どこにもないと感じていると主張している。さらに世界的な資本課税 

   までしなくとも、日本は資産税を純資産に対する累進的な税に改正すれば、いまでも資産を蓄積し始め 

   た若い世代の税負担を軽くできます。資産を取得したばかりの時は負債のほうが多い。ですから純資産 

   がより多い人に課税するのですとも述べられている。インフレに対しては賃上げが一番有効だとも指摘 

   され、人口増加率についても重要性を訴えている。 

  

Ⅳ.おわりに 
  

 世界丸ごと一括分析対象としている、マクロ経済分析により集約化された結果が公表された。 

   個々の国々により国内事情が異なるものの一つの有益な提言となろう。 

 社会格差とりわけ所得格差の解消には国家政策と税制のあり方が深く大きく関わってくる。 

   我々国民はこの課題に対してどう向き合っていくべきか、どう考えるべきか、非常にインパクトの強い 

   論点である。 

 
 
 
 
 
 



 No ４      経過措置医療法人（旧医療法人）から 

                                基金拠出型医療法人への移行 
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 ㈱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 

 

 

 

質問： 基金拠出型法人に移行する際に、出資者全員が出資額部分のみを基金として振り替えた場合の課税 

          関係はどのようになるのか。 

 

 

答え： この場合における課税関係は、以下のとおり。 

          １  各出資者に対する贈与税の課税関係 

               各出資者に対して、贈与税は課税されない。 

          ２  各出資者に対する所得税の課税関係 

               各出資者に対して、所得税は課税されない。 

          ３  医療法人に対する贈与税の課税関係 

               医療法人に対して、出資持分（出資額部分＋利益剰余金部分）のうち利益剰余金部分の放棄に 

               伴う出資者の権利の消滅に係る経済的利益について、贈与税が課税される場合がある（相続税 

               法第６６条第４項） 

          ４  医療法人に対する法人税の課税関係 

               医療法人に対して、移行の際に持分の全部又は一部の払戻しをしなかったことにより生じる利 

               益について、法人税は課税されない。（法人税法施行令第136条の４第２項）。 

  

（理由） 

   １ 基金拠出型法人に移行する際、出資額部分のみを基金として振り替えることで、各出資者は利益剰余 

       金部分を放棄することとなり、各出資者が贈与により取得したものとみなされるものはない。 

   ２ 基金拠出型法人への移行に際し、「出資額部分のみを基金に振り替える」こととは、出資者の立場か 

       らすると、各出資者が有していた「出資持分」のうち出資額部分が、「基金（医療法人に対する債 

       権）」という財産に変わることを意味する。 

       この場合、課税上は、 

           ①出資額部分（X円）に対し、X円の払戻しを受け、 

           ②当該X円を基金として拠出する。 

       という手続きを踏むものとして取り扱われるため、所得税法上、配当とみなされる額はなく、各出資 

       者にはみなし配当課税の課税関係は生じない。 

   ３ 一方、医療法人の立場からすると、出資者全員が出資持分のうち利益剰余金部分の放棄をすることに 

       伴う出資者の権利の消滅に係る経済的利益を、各出資者から贈与により取得したものとみなされるた 

       め、相続税法第66条第４項の規定により贈与税が課税される場合がある。 

   ４ また、持分あり医療法人は、出資者の退社時の出資払戻請求権又は解散時の残余財産分配請求権に応 

       じる義務を負っているが、利益剰余金部分の放棄により、当該医療法人は、その部分について、これ 

       らの義務を免れるという経済的利益が生じる。この経済的利益については、法人税法施行令第136条 

       の４第２項の規定により、当該医療法人の益金の額に算入しないこととされているため、法人税は課 

       税されない。 

 

 

                                                                      厚生労働省医政局指導課 質疑応答集(Q＆A) より引用 
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※

前

頁

質

問

内

容 

出資持分ありから持分なしへの移行の方法 

社会医療法人 

特定医療法人 

            一般の 

出資持分のない医療法人 

基金制度を採用した 

         医療法人 

出資限度額法人 

（経過措置型） 

出資持分のある医療法人 

      （経過措置型） 

一定の要件あり 

       基金制度を採用 

（※贈与税課税に留意） 

払戻額は出資額限度 

現状のまま 

        単純定款変更 

（※贈与税課税に留意） 

出
資
持
分
の
な
い
医
療
法
人
へ
の
移
行 

現
状
維
持 

・当初の出資額を1000万円、利益剰余金10億円 

・出資額を基金拠出し、利益剰余金部分を放棄するケース 

移行前 

 利益剰余金 

  10億円 

 

出資者に帰属 

移行時に法人に 

贈与税課税が生じる 

可能性あり（注） 

利益剰余金 

  10億円 

 

法人に帰属 

移行後 

      出資金 

    1千万円 

※出資者に帰属 

        基金 

     1千万円 

※拠出者に帰属 

出資金→基金（法人への贈与税課税） 

出資持分を放棄する 

又は払戻すことが可能 

出
資
持
分
の
あ
る 

社
団
医
療
法
人 

出資持分を放棄しない 

又は払戻さない 

※法人の贈与税課税を受けないためには、不当減少要件（相令33条3項）クリア 



 No ５   生命保険を活用した新たな評価減対策  
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株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 

相続対策として資産評価を下げる方法は不動産を購入する方法などさまざまありますが、今回は生命保険

を活用して、資産価値（現金）を変えないで相続時評価額を下げる方法をご紹介いたします。 

  

今回の方法のメリットは以下の通りです。 

 

  ◇現金を生命保険に置き換えるだけで、相続時評価額が最大約60％下がる。 

  ◇時間を掛けずに出来る評価減対策（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ない。 

  ◇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ない。 

  

 

例を用いて解説します。 

◆生命保険商品；初期低解約タイプ逓増定期保険（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 

  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

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、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％評価を下げることが可能です。 

  

③   相続が発生した後、契約者＆受取人を子供に変更します。その後、契約を解約（契約日から6年後）す 

      ると解約返戻金は支払保険料とほぼ同額に戻ります。 

 

 

 

 

 

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90歳の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を下げることができます。 

  

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 

389万円 

ダ
ウ
ン 

経過年数 支払保険料 解約返戻金 返戻率 

6年 11,959,268円 11,744,000円 98％ 



 最近のクレーム（苦情）の約９割は、人的面、いわばスタッフが行っている対応面

での不満の延長線上にあると言われています。何故そのようになってきているのかと

言えば、時代と共に顧客（患者様）自身の権利意識が増大してきている事や、ストレ

ス社会の中で、お客（患者）様となった瞬間に強い立場だという意識に変貌してしま

う人達が増えてきているというのも理由の一つと考えられています。 

 では、どのように期待の仕方が変化してきているのでしょう。一般的に人が人に求

める期待は５つあると言われているようです。その５つの期待と変化を図で示してみ

ました。 

昔 現在 

共感性 
・明るい対応 
・ハキハキとメリハリある対応 

・それぞれの人に合わせた対応 

迅速性 

・素早く動いてくれる人 
・仕事が速い人 
・即答してくれる人 

・的確に効率よく、分かりやすく伝え、 
 動いてくれる人 
・報連相がきちんと徹底されている人 
・期日、時間を明確に伝えてくれる人 

具象性 

・ＰＯＰなど、誰が見ても分か 
 りやすい表示 
・分かりやすい文章になって 
 いる 

・ポイントを絞った表示の仕方 
・何を伝えたいのか一目で分かる書き方、 
 表示の仕方 
・長い文章ではなく、分かりやすいフ 
 ローチャート式図解説明 

安心性 
・丁寧な対応、優しいほほえみ ・日ごろからの姿勢や、具体的なその人 

 それぞれに合わせた説明、対応 

信頼性 

・病医院とのお付き合い年数、 
 もしくは先生とのお付き合い 
 年数 

・自分自身の事をきちんと理解してくれ 
 た上で対話をしてくれる人 
 （寄り添って考えてくれる人） 
・選びやすいようにいくつかの選択肢を 
 いつもいくつか言ってくれる人 

 微妙な違いではありますが、以前は全体のイメージが組織のイメージと直結してい

るような捉え方ができますが、現在はというと、自分に対してきちんと対応してくれ

るかどうかといった、個々に対する対応の仕方が全体のイメージとなってきているよ

うです。 

 ですから、マニュアルに書いてある通りの対応がきちんと出来ていたとしても、そ

れぞれの人に合わせた言い回しや説明、態度が伝わらなければ、相手はきちんと受け

止めにくいという事になるのです。だからこそ、来院された患者様をよく観察するこ

と（一人一人を見ること）を徹底し、少しでも期待に応えるチームづくりをしてみて

はいかがでしょうか。 

 No ６  変化してきている患者様の期待を知っておこう     

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵 
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新生児が未熟児症で失明したことにつき、病院の過失が認められた事例              

（岐阜地裁 昭和49年3月25日）      

【お問い合わせ先】 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント（株） 医療リスクマネジメント事業部  TEL：03-3349-3501 

患者に健康被害が発生したことで法的な紛争に発展した場合、実施した医療の正当性を証明するため

に最も有力な証拠となるのが診療録と看護記録を始めとした記録類です。しかし、それらの記録類に

不備があることで医療機関側が不利な立場に立たされることが少なからずあります。 

今回は、その記録について問題になった事例を取り上げます。 

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ 

本事案は患者が未熟児網膜症により両眼失明という後遺障害を負ったことで提訴されたもので、主

に下記の点が争点となりましたが、①の「全身管理」に関する過失の判断において、診療録の記載 

が問題となりました。 

  （「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 https://www.sjnkrm.co.jp/medical/） 

【診療録の記載上の不備に対する判断】 

具体的な問題箇所として、下記の点が指摘されました。 

 患者が入院していた約3ヶ月の中で、診療録・看護記録ともに記載がない日が10日間ほどある。 

 担当医師が2度交替しているが、その3名のうち2名の医師のカルテは全体的に極めて簡単な 

  記載にとどまっている。 

 「カルテ不記載」の理由が、患者の症状に異状がないと考えたからというのは、カルテの他の箇所 

  の記載と比較する限り認めることはできない。 

診療録・看護記録の記載に不備がある場合、その事実を医療機関側に有利に判断してもらえることは 

少なく、記録が残っていないことは無かったこととして解釈されることが多いです。  
 

本事案では、看護記録や栄養に関する記録類等から充分な処置がされていたと認められた上で、診療 

録に記載がない日についても同様の処置がなされていたとみることが可能と判断され、問題とすべき点 

はあるものの、全身管理上の過失は認められないとされました。 
 

裁判では診療録の記載だけを見るのではなく、その他の証拠も合わせて裁判官が判断を下すということ 

にも留意が必要となるでしょう。 

*なお、本事案は後の控訴審において、医師に過失はなかったとして、患者側の請求が棄却されています。 

 No ７  医療者が知っておきたい裁判事例５０から  

                ～診療録等の記録が問題になった事例①～      
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 

【争点】①全身管理 ②酸素投与 ③眼底検査 ④ステロイドホルモンの投与 ⑤他院への転医 
 

医師法第24条第1項は、「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に 

記載しなければならない。」と規定し、また第2項では5年間の保存義務が定められています。 

裁判所は医師法第24条がカルテの作成・保存を医師に義務付けた趣旨を以下のように解釈し、 

カルテに記載がないことはかえって診察をしなかったことを推定せしめると述べています。 

 

医師の診療行為の適性を確保するため。 

患者との間で発生するかもしれない問題の法的紛争についての重要な資料になるため。 

  （再診療、医療費請求、医療過誤による損害賠償請求等） 
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   たとえば生命保険の場合、入院されたり、万が一の時には、自ら請求しない限り保険金は 

支払われません。ところが、多くの先生方が何種類もの保険に加入されていますので、「い 

ざ」というときにご家族の方は、どこでどのような保険に入っているのかわからず、ご苦労 

されることにも・・・ 

★ ご加入の生命保険を一覧表にすることで・・・ 

・ 被保険者別、証券別にすべての項目が整理できます。 

・ 保険の有効期間、支払期間が一目瞭然となります。 

・ 保障額の合計、支払額の合計が明確になります。 

・ 損金処理額、貯蓄額も明確になります。 

・ 入院保険がどこに、いくら付加されているか、わかります。 

  生命保険は 「生活習慣病」 にもたとえられますが、取り返しのつかない症状になる前に、 

一覧表を作成することで保険の健康診断になります。  また、保険の一覧表作成には専門的 

な知識が必要です。栃木県医師会の医業経営ライフ・コンサルタントが、中立的な立場で 

お手伝いさせていただきます。  これまでに、多くの先生方の一覧表を作成してきましたが、 

保険の全体像を俯瞰することで、最適な保障額を設定し保険料の無駄を改善したり、間違っ 

た経理処理を修正することができたりと、たいへん喜んでいただいているサービスです。 

別添の「生命保険一覧表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、 

お電話 または ＦＡＸ にてお申し込み下さい。 

◆ 「生命保険 一覧表 作成サービス」のご案内 

保険常識 の 嘘 と 本当！  

医業経営ライフ・コンサルタントが中立的な立場でお教えします。 

★ 「ご自分の生命保険」について、ご存知ですか？   

★ 専門知識をもったライフ・コンサルタントがお手伝いします！ 

★ 生命保険の「点検時期」について考えたことはありますか？  

   生命保険は加入することが目的ではなく、あくまで「問題解決の手段」です。ですから、 

解決すべき問題に変化が生じたとき（守るべきものが変化するとき）が、「点検時期」と 

いえます。  たとえば、お子様がお生まれになったとき、お子様が大学を卒業されたとき、 

開業資金の借り入れをしたとき、医療法人設立のとき、事業継承・後継者が定まったとき 

などが、主な「点検時期」です。 
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【お問合せ先】 セカンドオピニオン窓口 担当：三沼 
       〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１  

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

栃木県医師会・認定 医業経営 
ライフ・コンサルタントグループ 

 「セカンドオピニオン窓口申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み 

 お願いします。お申し込み多数の場合には先着順とさせていただき、事務局より確定結果 

 （日時・会場の詳細と当日ご持参いただきたい資料等）をご連絡させていただきます。 

コンサルタントと相談会日時 

※予約制となりますので、開催日１０日前までにお申込下さい。 

ご相談いただきました内容等につきましては守秘義務を厳守致します。 

また全員、医師会認定医業経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰですのでご安心ください。 

ドクターのための 

『セカンドオピニオン窓口』のご案内 
 

～経営・贈与・相続・助成金・人事労務・保険等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。 

 「出資持分なしへの医療法人への移行はどうすればいいの？」 

   「子や孫への賢い贈与は？」「助成金について知りたい。」 

   「遺言書はどのように作ればいいの？」 「医療法人のメリットって本当に活かせてるの？」 

 「投資信託や年金・銀行・証券・保険会社から勧められるままでいいの？」 

 など、日頃の疑問を解決して下さい。 

 あくまでもセカンドオピニオンですので、先生方の顧問税理士には聞きにくいことや第三者の専門家に確認 

したいことなどをお持ちよりの上、お気軽にご利用ください。 

                                               敬具 
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コンサルタント 

 

 

 セカンド 

    オピニオン窓口 

荻原会計事務所 税理士     荻原英美 

 

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ  添田守 

浅沼みらい税理士法人   代表社員税理士 

                    浅沼孝男  

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 小野博史 

会場 

荻原会計事務所 

住所：宇都宮市滝谷町10-1 

TEL：028-634-6776  

浅沼みらい税理士法人 

住所：足利市本城2-1901-8 

TEL：0284-41-1365 

日時 

５月21日（木） 10時～12時 5月21日（木）10時～12時 

6月18日（木） 10時～12時 6月18日（木） 10時～12時 

7月16日（木） 10時～12時 7月16日（木） 10時～12時 



     

            栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を 

    提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。 

    相談につきましては無料で行っております。 

 

          よろず相談窓口 

               医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局 

               電話 ０２８－６００－１１７１ 

 

 ＜税務・会計業務＞ 

  医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策   

  などを始めとして、医業経営をサポートいたします。 

 

 ＜職員研修業務＞ 

  接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な  

  職員指導で接遇向上をサポートいたします。 

 

 ＜医療法人申請業務＞ 

  医療法人の設立は一般法人と異なり専門性が求められています。平成１９年４月には医療  

  法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分  

  野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。 

 

 ＜リスクコンサルタント業務＞ 

  生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で  

  きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に 

  活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、 

  実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。 

 

 ＜病院機能評価取得支援業務＞ 

  平成１９年10月現在、全国２３９９病院が認定されています。特に難しい基準が求められ   

  ているのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの 

  検証結果に対して認定がなされます。 

  病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ 

  ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。 

 

◆   『よろず相談窓口』のご案内 

医業経営ライフ・コンサルタントグループ 
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 ＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞ 

  医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら 

  ない限り、生きたシステムとして定着しません。 

  また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中  

  で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。 

 

 ＜Ｐマーク取得支援業務＞ 

  個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。  

  医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに  

  情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制 

  の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。 

 

  

 ＜開業支援業務＞ 

  開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化 

  している公認会計士・税理士が支援いたします。 

 

 

栃木県医師会・認定『医業経営ライフコンサルタントグループ』 

の活動理念 

 

 １．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。 

 

 ２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。 

 

 ３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を 

   提供して、最善の助言をする。 

 

 ４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。 

 

 ５．法令・業法の規定をすべて厳守する。 

 

-18- 



栃木県医師会・認定医業経営ライフ・コンサルタントグループ 

このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。 

私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、 

従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。 

    （社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実

現を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。 

医業経営コンサルタントとは･･････ 

ＭＤＲＴとは･･････ 

    Million Dollar Round Table (MDRT) は世界86の国と地域から約39,000人（2008年6月現在）の会員を有する、卓越

した生命保険と金融サービスの専門家による組織です。世界中の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで構成され、

そのメンバーは卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと

地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。 

荻原会計事務所 
税理士 
〈医業経営コンサルタント〉 荻原 英美 宇都宮市滝谷町10-1  TEL028-634-6776 

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男 足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365 

田島会計事務所 税理士 
〈医業経営コンサルタント〉 

田島 隆雄 鹿沼市上野町297-1 TEL0289-63-5858 

関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次 
宇都宮市塙田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 

小野 博史 

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

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉 

添田      守 宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉 

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

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

 中澤 宏紀 

株式会社 MMS 佐久間賢一 代表取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

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

株式会社 ｴｲｼﾞｰ･ 
         ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

川俣 喜弘  
足利市本城2-1901-10   TEL0284-41-1365 

医療事業部常務取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

 樋口 和良 
医療事業部取締役担当部長 

〈医業経営コンサルタント〉    

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険 
株式会社 

清水 隆志 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

〈MDRT〉 

 
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ18F） 
TEL045-228-6020 

有限会社 ｴﾌｧ  
宇都宮市滝谷町18-7   TEL028-639-1020 

菊地 理恵 代表取締役 

有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ 
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 
宇都宮市仲町3-16-409  TEL028-627-2336 田村 康夫 

代表取締役 

〈医業経営コンサルタント〉 

栃木県医師会・認定  医業経営ライフ・コンサルタント事務局 
宇都宮市駒生町3337-1          TEL028-600-1171 

 
株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ 

ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 

佐藤 智子 
統括マネージャー 
社会保険労務士 

代表取締役  安川      聡 
東京都渋谷区神宮前3-32-6  DUO表参道101 
TEL03-5413-6577 

ﾓﾝﾌﾟﾚｼﾞ-ﾙ株式会社 

宇都宮支店 チームリーダー 森本      光 



貴医院名：                                

ご担当者：      

電話番号：     

◆コンサルタントＮＥＷＳについての 

 ご意見をお聞かせください。 

◆本号の中で、特に興味をもってお読みいただいた記事は 

 どれですか？○表示をお願いします。＜複数回答可＞ 

（  ）役にたつ  

（  ）目を通すが役にはたたない  

（  ）読んでいない 

（  ）その他 

 

 

 

医業経営ライフコンサルタントグループの活動（医業経営セミナー・ニュース等）の中に、 

皆様からの貴重なご意見・ご要望をできる限り反映させていきたいと考えております。 

今後取組んで欲しいものなどございましたら、お気軽にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。 

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で 

 取り上げてほしいテーマはございますか？ 

※アンケートのご記入ありがとうございました。ご記入いただきました内容は、上記サービスのご提供、および今後の 

 当グループ活動の参考とさせていただくことを目的としたものであり、それ以外の用途では使用いたしません。 

第５９号   平成２７年５月発行 

「生命保険一覧表作成サービス」を申込みます。 
ＦＡＸ または お電話 にて お申込みください。 

よろず相談窓口  

 FAX ０２８－６２４－５９８８ 

（TEL 028-600-1171 直通） 

          担当：三沼 

◆医業経営セミナーに対してのご意見、または、ご要望等がございましたら、ご記入をお願いします。 

アンケートご協力のお願い １ 

２ 

No タ イ ト ル 

１ 

租税法の基本原理（１） 

～信義則と禁反言の法理 

              （税務官庁の誤った指導について）～ 

２ 医療法人・・・いくらまでなら「交際費」は経費？ 

３ トマ・ピケティの経済学 

４ 
経過措置医療法人（旧医療法人）から 

                    基金拠出型医療法人への移行 

５ 生命保険を活用した新たな評価減対策 

６ 変化してきている患者様の期待を知っておこう 

７ 診療録等の記録が問題になった事例① 



医療機関名：                              

氏名：         （役職         ） 

氏名：         （役職         ） 参加予定人数   名 

ＴＥＬ：              ＦＡＸ：               

「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」 
申込書 

ご希望のコンサルタントの相談日時に○印をご記入いただき 

ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。 

 ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８ 

（ＴＥＬ 028-600-1171 直通） 

セカンドオピニオン窓口  
   担当（三沼） 

ご要望事項等あれば、ご記入ください。 

【宇都宮市】 

荻原会計事務所 税理士 荻原英美 

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ   添田     守 

【足利市】 
浅沼みらい税理士法人   代表社員税理士 
            浅沼孝男 
 
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ  小野博史 

   5月21日（木） １０時～１２時 

   6月18日（木） １０時～１２時 

   7月16日（木） １０時～１２時 

   5月19日（木） １０時～１２時 

   6月18日（木） １０時～１２時 

   7月16日（木） １０時～１２時 


