
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第６０号 平成２７年８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（２）

税務調査の基礎知識

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ “マイナンバー”がスタートします！！

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ 政府の財政機能

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

経過措置医療法人から

基金拠出型医療法人への移行

保険・金融 生命保険と税金 ５ 生命保険の唯一にして最大のメリットとは？

人事・接遇 人事接遇マナー ６ マナー強化は最大の防御法

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②



＊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） 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

済

済

済

済



【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

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

済

済

済

済

済



１，税務調査の意義

我が国の税制は申告納税制度を基本としている。この制度は納税者自身が課税標準と税額を自ら計算し、

申告し納税する民主主義の大原則である。これに対して税務当局はその申告が真実であるか、又税法令適

用に不都合がないかを検討し、税務調査という名の下に実地調査によって補完する。

則ち申告納税制度が公平に機能し、税負担の公正を吟味し、租税正義が守らんが為に税務調査が実施され

る。

税務調査は申告された内容について、質問と検査を行い、その結果、適正であると判断されれば、その

申告を是認する。一方不適正であれば申告を否認し、修正申告、あるいは、更正決定となる。

２，税務調査への対応

次のような考え方姿勢で税務調査に対応する必要がある。

（イ）税務調査の仕組み（税務当局の方針、権限の内容、調査の種類、調査の実態）

（ロ）税務調査の手法（調査技術、マニュアル、日程、プロセス、資料収集、質問内容）

則ち税務調査の実態を知ることが大切で、税務当局による質問や、調査に対して合理的、客観的データを

準備して対処する必要がある。

税務調査の質問、調査の対応は「人間が答えるより、証拠資料が答える」事が肝心であり、いつでも慌て

ないように税務証拠資料は用意しておく心構えが必要とされる。時に、納税者側に於いて証拠資料がそろ

わないことがままあるが、それは税務当局の心証を悪くするので、絶えず資料の準備は怠ってはならない。

又資料の隠蔽は後日、重加算税（本税の35％の重課）の対照になり得策で無いので注意すべき事である。

３，税務調査の選定基準

１，不正計算の見込み情報

２，他法人の不正の関与

３，資料、情報入手

４，消費税還付理由の確認

５，連続赤字申告

６，無申告、期限後申告

７，好況事績

８，問題ある業種、地域

９，ワンマン院長経営者

１０，資産の異動

１１，準備調査による異常数値

１２，特殊事情

１３，その他

No １ 租税法の基本原理（２）

税務調査の基礎知識

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
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４，税務調査の方法

１，準備調査 提出された決算書、申告署などの内容を個別に検討確認を行い効率的に税務調査を行う

ための事前準備

２，実地調査 非違事項、不審事項、検討事項、確認事項を検証するための納税者の事業所へ赴き調査

３，現況調査 事業内容が現金取引で行われる業種や、不正と感じられるケース、あるいは他の会社の

不正行為に加担していると見られる場合、予告なしで現場に臨場しての実態調査

４，帳簿調査 通常の実地調査手法で調査対象者にあらかじめ、連絡予告して実施する。

現在では法人税、源泉所得税、消費税申告について同時調査される

５，反面調査 税務調査者の周辺調査を行うもので、支店、営業所、関係取引先（仕入れ先、、外注先

含む）、取引銀行等への調査が行われる。

特に不審の、架空の、又は不安のある案件について反面調査が通常的に行われる

６，銀行調査 簿外取引、別口入金口座、個人関係で不審の取引等について銀行に問い合わせをして職

権で我々が知り得ない情報を手に入れる

７，特別調査 一般調査では全容が解明できないと予測される案件について行う特別調査で、調査官の

人数、調査日数を限定しないで目的を達成するまで行う調査

５，病医院税務調査のトラブル発生項目

１，自費漏れ調査

２，非常勤社員の車両否認

３，設立年度消費税の問題

４，親族給与の適正性

５，カルテの開示

６，診療報酬の先送り

７，棚卸し薬品の評価

８，院長、及び親族の家事費用

９，医師役員報酬と医師給

１０，診療報酬の再請求

以上紙面の都合で詳細に記すこと出来なかった項目は、当事者で経験した項目は予想可能と考え省きまし

た。
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No ２ “マイナンバー” がスタートします！！

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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マイナンバー制度が、今年10月より実質スタートします。

税務や社会保険などの実務に大きな影響がありますので要注意です。

「マイナンバー」とは、日本国内の全住民に付される「個人番号」です。

まずは、「個人番号カード」の前準備のカードとして、「通知カード」が今年10月より住民票の住所

地へ簡易書留で送付されます。

個人番号カードは、年金や社会保険などさまざまな社会保障関係の手続きや、所得税などの税務申告

等々、行政手続きのさまざまな場面において使われます。

また、「身分証明書」としての役割も担うものです。

「マイナンバー」は、医療機関にとっては、役職員の給与の源泉所得税の納付や社会保険などの手続き

に必要となってきます。

この場合に、医療機関は、役職員のマイナンバーについて、法令で決められた手続きにて「取得」しな

ければなりません。その後、法令で決められた手続きにて「利用・管理」し、所定期間の経過後は、法令

で決められた手続きにて「廃棄」しなければなりません。

このように、「個人番号（マイナンバー）の取得・利用・管理・廃棄」には、必ず守らなければなら

ないルールがあり、また罰則規定もあり要注意です。

Ⅰ.「通知カード」と「個人番号カード」
平成27年10月より、まず「通知カード」が郵送され、その後来年1月より「個人番号カード」への

切り替え（申請要）となります。（無料）

紛失等なきよう、管理・保管が必要ですので、役職員全員への周知徹底が必要です。

通知カード 個人番号カード

交付期間 平成27年10月より 平成28年1月より

記載事項 氏名・住所・生年月日・性別
及びマイナンバー（個人番号）

＜表面＞・・・身分証の役割
氏名・住所・生年月日・性別
及び顔写真
＜裏面＞・・・厳格な規制
マイナンバー・ＩＣチップ

交付方法 簡易書留にて郵送される ・通知カードと合わせて交付
申請書が交付され、郵送又
はオンライン申請する

・その後、市町村役場で受け
取る（通知カードは返却）



＜よくある質問＞

Ｑ1．個人番号カードの申請はどのように行うのですか？ネット申請はできますか？

また、顔写真はどのように送るのですか？
Ａ1．申請方法には、次の方法があります。

〇申請書に記名押印のうえ、写真を貼付して郵送にて申請

〇スマートフォン等で撮影し、オンライン申請

その後、運転免許証などの本人確認書類や通知カード・交付通知書などを持参して、市町村役場に

おいて受け取ります。

Ｑ2．国外にいる場合には、マイナンバーは交付されますか？外国籍の場合は、どうですか？
Ａ2．マイナンバーは、住民票コードを基礎に交付されるため、住民票の有無にて判断されます。

国外にいる方で住民票がない方は交付がされませんし、外国籍の方でも、住民票がある方には交付

がされます。

Ｑ3．マイナンバーは希望すれば自由に変更できますか？
Ａ3．マイナンバーは、原則的には生涯において変更はありません。

ただし、漏えい等があり不正に利用される恐れがある場合に限り、変更も可能です。

Ｑ4．身分証明書としての役割もあると聞きました。レンタル店などの入会手続きなどでの提示を

求められた場合には、使っていいのですか？
Ａ4．個人番号カードには、「表面」には、氏名・住所・生年月日・性別及び顔写真があり、身分証明書と

しての機能を担います。しかし「裏面」にはマイナンバーが記載されており、厳格な規制がありま

す。入会手続き等で、マイナンバーの書き取りやコピー等は、法令で禁止されています。

Ｑ5．今年の10月から送られてきた通知カードのままで、来年、個人番号カードは取得しなくて

も構いませんか？
Ａ5．個人番号カードの取得は「強制」というわけではありません。

しかし、今後、マイナンバーの提示等を税金や社会保障の手続きの中で求められた場合には、「本

人確認＝“番号確認”と“身元（実在）確認”の両方」が必要であり、ルール化されます。

個人番号カードがあれば1枚で足りるのですが、通知カードの場合には、運転免許証やパスポート等

と一緒になって初めて本人確認手続きが取れることとなるため、個人番号カードがあった方が、手

続きの利便性はあると思います。

Ｑ6．個人番号カードには有効期限はあるのですか？
Ａ6．20歳以上は10年間、20歳未満は容姿の変化を鑑みて5年となっています。
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Ⅱ.医療機関としてのマイナンバー取扱い上の注意点

１．今後、マイナンバーの記載が必要な書類とは…
社会保障分野では、今後、雇用保険・健康保険・厚生年金といったさまざまな労働保険や社会保険の申

請・届出等々の手続きで、その職員等のマイナンバーの記載が必要となってきます。

税分野では、毎年11月～12月頃に職員等より提出を受けている「扶養控除等申告書」には、職員が自

分自身及び控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーを記載します。平成28年分以降の「給与の源泉徴収

票」には、これらのマイナンバーを記載して発行することになります。

また、平成28年分以降の「不動産の賃料の支払調書」や「報酬等の支払調書」には、不動産の貸し主や

弁護士などの専門資格者など支払う相手のマイナンバーを記載する必要があります。職員や非常勤医師の

多い医療機関や、土地・建物を個人地主より多く借りている医療機関は、取扱うマイナンバーが多くなる

ため、特に注意が必要です。

2．マイナンバー対応への準備とは…
まずは、社会保障分野・税分野の事務手続きのうち、自院で行っている対象業務の洗い出しが必要です。

その上で、経理や給与計算のシステムの順次の変更や、法令やガイドラインに準拠した次のような準備を

行う必要があります。

①マイナンバーを適正に扱うための「取扱規程」などの策定

②特定個人情報（…マイナンバーを含んだ個人情報）の安全管理措置の検討 → 事務取扱担当者の決

定、区域管理や漏えい防止の検討など

院内研修・教育の実施 → 総務・経理担当者などマイナンバーを取扱う事務職員に対する取扱規程や運

用ルールの周知徹底 等々

3．４つのステップに分けて注意すべき点を押さえましょう。
マイナンバーの取扱いについては、①取得 ②利用・提供 ③保管・廃棄 ④安全管理措置の４つのス

テップを、それぞれ法令やガイドラインに準拠する形で考える必要があります。今回は、①「取得」につ

いてお話します。

（1）利用目的の明示
マイナンバーを役職員などから提供を受けて取得する場合には、あらかじめ利用目的を特定して「通知

又は公表」することが必要です。

〇利用目的の特定の例

「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」など

〇通知又は公表の方法の例

職員への個別の通知、院内の控室掲示板への掲示など

（2）本人確認手続き・・・最重要です
役職員や非常勤医師などからマイナンバーの取得をする際には、厳格な「本人確認手続き」が定められ

ています。本人確認手続きとしては、必ず次の2つを行わなければなりません、

①番号確認…個人番号は正しいか

②身元（実在）確認…その番号の正しい持ち主である本人であるか

また役職員等だけでなく、不動産の貸し主や弁護士などの専門資格者などのマイナンバーも取得する必

要があり、その場合も定められた本人確認が必須です。その際の本人確認の方法（どの書類で確認するか

など）を、自院としてあらかじめ検討し、準備しておく必要があります。
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「個人番号カード」があれば、この１枚で番号確認と身元確認ができます。

「個人番号カード」がない場合には、「通知カード」でマイナンバーの番号確認を行い、「運転免許

証やパスポートなど」で身元確認をします。今後は、職員の採用時において、その職員の「マイナン

バーの取得」及び「本人確認手続き」が必要となってきます。ただし、今年10月以降の当初の時期に

ついては、「個人番号カード」が来年1月からの交付なので、「通知カード」＋「運転免許証」が一般

的な方法になると思われます。

また、現在在籍している職員についても例外ではありません。

今年10月以降、在籍職員から「マイナンバーの取得」を行う際に、「本人確認手続き」を必ず行う

必要があります。

また逆に、産業医としての収入や市町村等からの報酬がある方は、ご自身がマイナンバーの提供と本

人確認を求められますので、ご留意ください。

※内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」の公開資料（よくある質問(ＦＡＱ)他）

を参考に作成しました。平成27年7月3日現在での情報を基に作成しています。

今後、変更や更新される可能性もありますので、ご留意ください。
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No ３ マクロ経済シリーズ

「 政府の財政機能 」

田島会計事務所所長 田島 隆雄
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財政学は広範な領域を対象とし、経済学、政治学、租税学などを取り込んだ広い学問である。

今回は財政の役割としての三大機能を取り上げます。

（１）資源配分機能
完全競争的な市場経済は、パレート最適の状態を形成し、このパレート最適とはだれかの厚生水準を低下させ

ることなしに、他の者の厚生水準を引き上げることができない状態であり、限られた資源をもっとも有効に配分

した状態をいう。

ただしこのことは財、サービスの消費者の間に競合性が生じ、消費者に利益が明確に帰属しなければならず、

対価を支払わない消費者には受益できないという排除性を持つ必要がある。しかし道路を考えると利用者が数人

増しても追加的コストはゼロであり限界費用はゼロとなる。このように財、サービスの中で限界費用がゼロの場

合には、利用者から料金を徴収して利便性を奪ってしまうことは望ましくなく、非排除性と非競合性を持った公

共財は政府の手によって公的に供給することが期待される。

また、義務教育や学校給食などは消費を強制する代わりに財源は税で賄われるという具合に、市場でうまく供

給できない財、サービスを供給することを財政の資源配分機能といわれる。

（２）所得再分配機能
所得分配は市場における生産活動への貢献度に応じて決定される。しかしながら身体的制限等により生産活動

に参加できない人や、その家庭の状況により生活が充分でない人や、教育を受ける機会が充分でないもの等、公

正な所得獲得競争が実現されない場合が考えられる。

このことから政府は貢献度基準に必要度基準や機会均等を実現するために社会的に見た公正な所得分配を達成

しようとする、財政の所得配分機能を働かせることになる。

所得分配は現金給付や福祉サービスの現物による再分配政策がある。また地方を対象とした場合、経済格差を

原因とする地方公共団体間の財政力格差を考慮し、国による地域間再分配の課題も発生することになる。国の公

共サービスはすべての国民は地域居住地にかかわらず、その受益を格差なく享受できなければならない。

一方地方財政の格差は地方税負担格差や公共サービス水準格差が発生し、資源配分上の非効率を生み出す原因

となることから、国あるいは狭域行政の地方公共団体を包括する広域の政府による、地域間再分配が必要となる。

（３）経済安定化機能
財政の経済安定化機能は経済不安定性を取り除こうとするもので、財政の中に制度的に組み込まれた自動安定

化機能と裁量的な安定政策に区分される。

自動安定化機能は、例えば景気に敏感に反応する累進所得税や法人税を考えた場合に景気の悪化を招いている

時には、所得税はＧＤＰの落ち込み以上に減少し、個人の可処分所得の落ち込みを下支えし法人税が減少するこ

とで税引後の法人利潤の落ち込みを緩和しようとする。このようにして総需要を形成する消費や投資を安定化あ

るいは社会保障支出を増加することにより、消費を下支えする財政の自動安定化装置と言われている。

一方裁量的な安定政策は、代表的なものにケインズの「雇用･利子および貨幣の一般理論」をはじめとして、

セイの法則である「供給はそれ自らの需要を創りだす」という完全雇用経済を前提として、政府は経済の自己調

整機能を阻害することのないよう、できる限り小さくあるべきだと考える古典派の主張である。

これに対してケインズは不完全雇用経済を常態とする考え方で、国民所得は総需要の大きさによって決定され

るという有効需要の原理により、実現した均衡国民所得が完全雇用を達成する保証がなく、この場合にも公共投

資をはじめとする財政支出の拡大が必要だと考える。財政支出の増加でその何倍かの所得増加をもたらす効果を

乗数効果と呼び、「所得の増加÷財政支出の増加額」の数値を乗数といい、乗数が大きければ大きいほど財政支

出の増加が景気に与える影響は大きいと言われている。



No ４ 経過措置医療法人から

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（同族）に移行した場合、相続税はどうなりますか。

また、移行時の贈与税はどのような計算になるのですか。

答え：移行後の基金拠出型法人の理事が全員同族関係であっても、移行後は相続税はかかりません。

贈与税の計算は以下の通りになります。

出資額の評価方法は「類似業種批准価格方式」と「純資産評価方式」があり、どちらか低い方を適

用することができます。

出資者名簿 (出資金額 ８,０００万円・１６０万口)

相続税評価① ～類似業種比準価額方式（医療法人）～

医療法人の
評価会社の指標
（国税庁発表）

相続税評価② ～純資産価額方式～

貸借対照表

資産
13億5500万円

負債
7億500万円

資本
6億5000万円

含み益×60％

＋8,700万円

時価評価は、7億3700万円

総口数 160万口であるため
1口当たり 460円

・保険

・借地権等

含み益のある財産

・土地

・ｺﾞﾙﾌ会員権
含み益の純額

1億4,500万円 × 60％ ＝ 8,700万円
含み損のある財産
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A 理事長分 １２０万口

１２０万口 ×７４円＝８，８８０万円

（８，８８０万円－１１０万円）×５０％－２２５万円＝４，１６０万円

B理事分 ３９０，０００口

３９０，０００口 ×７４円＝２８，８６０，０００円

（２８，８６０，０００円－１１０万円) ×５０％－２２５万円＝１，１６３万円

C理事分 ・ D様分 ５，０００口

５，０００口 ×７４円＝３７０，０００円＜１１０万円 ∴非課税

医療法人の贈与税
基金拠出型医療法人へ移行のため、全出資者が出資金相当額に
ついては基金へ拠出し、出資金相当を除く剰余金部分について
は、これを放棄する。

１２４円ー５０円(1口あたりの出資金は基金へ拠出)＝７４円（剰余金部分）

医療法人の贈与税合計

約5,323万円

医療法人の贈与税額

持分の定めのない社団法人へ移行するための持分放棄に伴う贈与税額は医療法人が納税義務者となりま

す。
これは、「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があった場

合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合に

おいては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各

１人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもって当該社団又は財団

の納付すべき贈与税額とする。」相続税法６６条①

の規定により、それぞれの持分の放棄者から医療法人が贈与を受けたものとみなし贈与税額を計算します。

なお、申告期限は、持分放棄の年の翌月2月1日から3月15日の期間です。

さらに、納税義務者となる医療法人が支払う贈与税額は法人税の計算上、損金不算入となります。



No ５ 生命保険の唯一にして最大のメリットとは？
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株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー小野博史

バブル期に、現在と比較にならない程、預金金利が高かった時代を覚えている方も多いかと思います。

生命保険も、養老保険に代表される貯蓄率の高い商品が、他の金融商品同様飛ぶように売れました。今で

も、お客様から、貯蓄率のよい保険を求められることが多いのは、やはりバブル当時からの印象が残って

いるからだと思います。いつの間にか「保険＝貯蓄性商品」というイメージが根付いているのかもしれま

せん。

ところが生命保険という金融商品の最大のメリットは、貯蓄性ではありません。他の金融商品で対抗し

ようとしても、太刀打ちできない機能が生命保険にあります。生命保険にしか出来ない唯一にして最大の

メリットとは何でしょうか。他のどんな商品でも、これを上回るものはありません。

キーワードは、“時間”です。

たとえば老後の資金を積立てようと考えた場合、生命保険だけでなく、定期預金や外貨預金、金の積立、

タンス預金、株式や投資信託など、積立の方法は世の中探せば、さまざまあります。これらの積立てに共

通するものはと考えてみると、お金が殖えるには“時間が必要”だということです。

積み立てた時間の経過とともに資産は増えていきます。

では生命保険はどうでしょう？

生命保険は、時間を超えます。将来必要な額を、加入した瞬間に作ることができます。預貯金で積立し

た場合、毎月1万円として1年で12万円＋利息、10年で120万円＋利息。生命保険の場合は、一か月分の

保険料を支払った直後からすぐに希望の額の現金を作ることができます。もちろん、生命保険ですので被

保険者がお亡くなりになられた場合です。ところが貯蓄ですと1年貯めても、死亡時は時間の経過とともに

積立てた分だけです。

生命保険は、保険料を一か月分払ったその瞬間から、死亡時の必要資金が確保されます。こんな金融商

品は世の中探しても生命保険以外にはありません。しかも現金で、保険会社によっては数日で受け取るこ

とができます。当たり前の話に思われるかもしれませんが、保険本来の“保障の機能”は、お金を作るの

に“時間の経過を必要としない”ところにあるのです。

さらに“誰に渡したいかという思い”を遺産分割対象外*の現金（保険金）として、確実に渡すことがで

きます。

*遺産分割（民法上の財産）の対象からは外れますが、契約形態により相続税・所得税などの課税対象とな

ります。

生命保険は貯蓄性で加入している、という理由で加入されている方も多くいらっしゃいます。もちろん

間違いではありませんが、保険本来の機能に注目してみると、相続時の財産の分割や納税資金などの対策

として、とても有効です。

昨今の相続税改正を受け、改めて生命保険の機能に注目が集まってきています。今一度、この生命保険

にしかないメリットを考えてみてはいかがでしょうか。



マナーの研修をする時に、必ず伝える言葉があります。“マナーとは目と頭で覚え

るものではありません。”当たり前に体に身につけ、日頃から意識せずともさりげな

く振る舞うことができるのが、マナーの習得者である…。とは言いつつも、なかなか

そこまで達する事は難しいものです。どんなにこちら側が良かれと思って行ったこと

も、相手様の受け止め方次第では違った捉え方をされてしまう事もあるわけです。

このギャップこそが、大きな誤解を招くきっかけとなっていくのでしょう。ではそ

のギャップをどう埋めていったら良いのか…？こんな時によく使われるのが、第一印

象形成術（人の印象はたった３秒で決まる）なのかもしれません。

私たちは一体どんなところで簡単に誤解したり、誤解されたりしてしまっているの

でしょうか。第一印象形成術の生みの親（メラービアン氏）は、次のように言ってお

ります。人には、目から入ってくる情報（視覚情報５５％）と耳から入ってくる情報

（聴覚情報３８％）で、３秒もあればほぼ相手の印象を決定してしまう能力が備わっ

ているとされております。

具体的には・・・以下図

No ６ マナー強化は最大の防御法

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵
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洋服の色彩
姿勢
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目線
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作

身だし

なみ

★

★

★

★

★
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語
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声の
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取り方
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★

★

★

★

★

この２つの情報の中で、知らず知らずのうちに最もフォーカスされているポイン

トが、視覚情報では《姿勢、動作、態度、表情、身だしなみ》の５ポイント、聴覚

情報では《声の大きさ、声のトーン、言葉遣い、歯切れ、語気》の５ポイントと

なっているようです。

マナーの習得とは、この誤解されやすいとされるポイントに注意をし、日々の生

活の中で実践し続ける事です。少しでも誤解を減らし、私たちの思いをきちんと相

手に受け止めていただけるような技術を身に付けておく事が、双方にとっての人間

関係強化にも繋がるのだと思われます。

聴覚情報

３８％

聴覚情報

５５％



前回、医師法第24条第1項に絡めて、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

定せしめるという裁判所の考え方をご紹介しました。

今回は、その記載の有無について問題となった別の事例を取り上げます。

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

-14-
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慢性中耳炎の治療を受けた患者が薬剤の副作用によって難聴になり、

医師の過失が認められた事例 （福岡地裁 平成15年4月22日）

本事案は、慢性中耳炎のためリンデロンA液を投与した医師らが、聴力検査を行うことなどにより

重大な副作用の発生を予防する措置をとらなかったと認められたものです。

副作用を早期発見するための問診内容が検討されましたが、その中で、難聴の前兆である耳鳴りに

ついて診療録の記載が問題となりました。

【耳鳴りに関する診療録の記載】

10月25日 「耳鳴り（左が右より強い）」

11月1日 記載なし

11月15日 記載なし

11月29日 「自覚的に左耳がすっきりしてきた感じがする。口を動かすと耳でチクチク音がすることあり」

12月13日 記載なし

翌1月24日 「左耳に耳鳴りがあるとのことだが、本日は薬等はだしていない。暖かくすれば耳鳴りは低下するとのこと」

3月6日 記載なし

4月3日 「耳の聞こえが3月初めより悪い。音が響いたりして頭が痛い感じがする」

【耳鳴りの問診に対する判断】

（病院側の主張）

耳鳴りは従前と変わらないということから

カルテに記載しなかった

（患者側の主張）

診察の都度、耳鳴りの増強を

訴えていた

裁判所が、医師らは患者が訴える耳鳴りを薬剤性難聴の前兆と考えず、カルテに記載しなかったと

推定すると判断した理由は以下のとおりです。

・院外で使用させている薬剤に重篤な副作用がある場合、その兆候がある場合だけでなく、兆候の

ないことや変わらないことも、重要な情報としてカルテに記載すべき事項である。

・耳鳴りが従前と変わらないということは、本来記載すべき重要な事項である。

・副作用防止のためにも、耳鳴りにつき問診していれば、変化がないということは記載すべき事項

であってその記載がないということは、問診を行ったこと自体が疑わしい。

・1月24日の記載も、「耳鳴りがある」とのみ記載され、変化があるかどうかという重要な記載が

なく、不十分である。

【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

（「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.sjnk-rm.co.jp/medical/）

https://www.sjnk-rm.co.jp/medical/


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。

-15-



【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

8月20日（木） 10時～12時 8月20日（木） 10時～12時

9月17日（木） 10時～12時 9月17日（木） 10時～12時

10月15日（木） 10時～12時 10月15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。
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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。

（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

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６０号 平成２７年８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（２）

税務調査の基礎知識

２ “マイナンバー”がスタートします！！

３
マクロ経済シリーズ

「政府の財政機能」（2）

４
経過措置医療法人から

基金拠出型医療法人への移行

５ 生命保険の唯一にして最大のメリットとは？

６ マナー強化は最大の防御法

７ 診療録等の記録が問題になった事例②



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

8月20日（木） １０時～１２時

9月17日（木） １０時～１２時

10月15日（木） １０時～１２時

8月20日（木） １０時～１２時

9月17日（木） １０時～１２時

10月15日（木） １０時～１２時


