
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第６１号 平成２７年１１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（３）

医師で無いものが理事長になれる案件について

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ マイナンバーへの具体的対応ポイント

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ 「日本の財政状況プライマリーバランス」

法律・行政 診療報酬改定 ４ レセプトの返戻・減額をなくしましょう

保険・金融 生命保険と税金 ５ 「自然災害に備えるハザードマップと損害保険」

人事・接遇 人事接遇マナー ６ 苦情（クレーム）の活かし方

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③



＊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

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

「マイナンバー制度」
今やるべき具体的対策は？

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

クリック毎の「マイナンバー制度」の個別対応Q&A

ここまで差が出る！

「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
浅沼みらい税理士法人 代表役員税理士 浅沼 孝男
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

東京支店長 小野 博史

第３回

「労務管理」と「マイナンバー制度」
入職時、退職時の対応は？

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

「マイナンバー制度」下における
個人情報漏洩保険とは？賠償事例と保険の役割

2015年11月18日（水）

午前１１時～午後１時

講師 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

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 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

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

済

済

済



過日医療法人の院長が不幸にも亡くなってしまった。一番問題になるのは次期院長を選任するわけである

が勤務医師は居るのだが理事長になる適任者がおらず、後継者のご子息ドクターもおらず（現在孫が大学

医学部に在籍中）、診療所運営が苦境に陥った。今回どこの病医院でもこの深刻な問題に遭遇することが

予想される。

今回この問題に当たり当事務所が対処し､全国でもあまり例の無い事であるが､何とか解決できた。そして

このテーマは今回租税法の問題で無く、行政の問題であり、若干分野が違うのですが、行政法、行政手続

法、行政不服審査法、行政事件訴訟法について、今後参考になると考え、記してみたい。

問題は後継者が今居ないのだが、孫が医学部で学んでいるので取りあえず､その孫がドクター免許を取る

までその孫の母親が理事長となり院長として一時、リリーフ的に代行することを栃木県知事(宛名は厚生労

働大臣)に申請した件である。最終的に年月がかかったが認可された。この行政の問題を取り上げてみます。

本来行政運営は公正の確保と透明性の向上を図り､目的は国民の権利利益の保護にあるべきです。しかる

に行政の担当者は国民主権で無く、国家主権的思想にたち、認めてやる権限は我々にあるのだとか､あるい

は前例が無いとか、窓口で受け付け拒否、あるいは審議放置をしたりして、憲法13条の国民の幸福追求の

権利を踏みにじる場合がある。そのような恣意的な担当者の業務を規制し制限するものとして行政手続法

がある。

行政手続き法第1条には「この法律は行政指導及び届出にかんする手続き並びに命令等を定める手続きに

関し・・・・国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」とある。

しかし現実は窓口担当官の不勉強、経験不足、人事異動等により、事務は遅々として進まず､不満のたまる

日々であった。また提出文書は不備があれば行政指導により補正をする助言義務があるが、その前に法律

は当該諾否の処分をするのであれば、しかるべき処分基準又は認可基準を、明示すべきが法律の建前であ

り、国民に予見可能性が図れないことは国民の不利益になる。

厚生労働省医政局長平成24年3月30日医政発０３３０第26号によれば「医療法人の理事長」の項に於

いて

「（１）法第46条の３第1項の規定の趣旨は､医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人

において、医学的知識の欠落に起因し問題が捲き起こされるような事態を未然に防止しようとするもので

あること（２）同項但し書きの規定に基づく道府県知事の認可は理事長が死亡し､又は重度の傷病により理

事長の職務を継続することが不可能となった際に､その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学

中か､又は卒業後、臨床研修その他研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就

任しようとするような場合には、おこなわれるものであること。」と規定されている。

No １ 租税法の基本原理（３）

医師で無いものが理事長になれる案件について

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
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また静岡市医療法人各種特例認可等取扱要領第２（１）にも次のように規定されている

「（１）理事長が死亡又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった時に､医師又は

歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合。ただしその子女が､大学に於いて医学又は歯学

課程に在学中である等、医師又は歯科医師の資格を得ること及び将来、理事長に就任する事が確実である

場合に､当該子女が理事長に就任するまでの間に限る。」

とうたってあり処分基準又は方向が示されていても､不作為により処分が成されない場合に､当該「理事長

就任許可願いの申請書」が栃木県に到達したときは､行政手続き法により、早急に審査を進め事務を遂行し

なければならない規定が置かれておる。

それでも審査がなされず､棚ざらしにさらされる場合は､行政不服審査法による審査請求をする事になる。

行政不服審査法第3条には､法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は､当該申請から相当の

期間が経過したにもかかわらず､行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をしないことをい

う。)が、ある場合には､当該不作為について審査請求をすることができる。と規定されている。又行政不

服審査法第1条には

「この法律は行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し､国民が簡易迅速かつ公

正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申し立てする事が出来るための制度・・・・」と､この制度は訴

訟と違って費用がかからず､迅速に解決できる制度と謳ってある。

今回審査請求はせずに円満に終結したが､全国に例が無いと言う理由により、申請文書は審議が遅れ、数

カ所の訂正のうえ、「医療法第46条の３第1項但し書きによる認可」と言うことで無事承認され､医師で無

い母親が理事長として運営すること認可された。もしここで認可されないときには裁判たる行政事件訴訟

法で訴えることになる。しかし考えるになるべくだったら行政と戦って神経をすり減らす日々を暮らすよ

り､穏便に納める方がこのましいことは､疑いの無い事である。
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No ２ マイナンバーへの具体的対応ポイント

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１０月よりスタートし、各人の個人番号が記載された「通知カード」の郵送が始ま

りました。通知カードとは、来年（平成２８年）から申請により交付される「個人番号カード」の事前段

階としてのカードです。

通知カードに記載されている「個人番号」は、制度の導入当初としては①税金の手続き ②社会保障の

手続き ③災害対策 の３分野にて利用されます。その後、さまざまな行政手続きや公的事項の証明等の

場面での利用が検討されています。

「マイナンバー制度」が開始されて、大きく変更されるものが、「法人や個人の事業者」における社会保

障や税金関係の手続き、例えば職員の年末調整や社会保険などの手続きのときに、必ず職員本人やその扶

養親族の「マイナンバー」が必要となる点です。

マイナンバーについては、職員からの「取得」から「利用・管理」、そして「廃棄」に至るまで、法令

等で決められた手続きに沿って行わなければなりません。これは、非常勤医師に対する給与（乙欄課税）

に対しても同様です。

この「取得から廃棄」までの手順をしっかり院内でルール化し、記録を残すことが求められます。万が

一の場合、厳しい罰則規定があり要注意です。

また、土地や建物を借りている場合や講演を依頼した場合に作成する「支払調書」にも、貸主や講演者

のマイナンバーが必要となり、その「取得から廃棄」についても上記同様です。

今回は、職員向け及び院内整備の具体的対応ポイントをお話しします。

Ⅰ「職員向け」具体的対応ポイント

〇第１ステップ…職員への利用目的の周知・明示を行う
職員に対して「マイナンバーの利用目的の明示」を行い、「源泉徴収票作成業務」「健康保険に関する

届出業務」など、今後どの業務で使っていくのかを明示することが求められます。

〇第２ステップ…マイナンバーの初めての「取得」
１．職員からのマイナンバーの取得

年末調整が近づくこの時期になると、「扶養控除等（異動）申告書」を職員へ配布し、記入・提出をし

てもらっていると思います。

この「扶養控除等（異動）申告書」は、扶養親族の人数などを基に、来年１月よりの給与の源泉所得税

を決めるための書類であり、「平成２８年分」からは「新様式」となり、本人及び扶養親族等の「マイナ

ンバー」を記入する欄が新設されています。

したがって、今年の１１月から１２月にかけて、平成２８年分の「扶養控除等（異動）申告書」を提出

させる時が、職員からの初めてのマイナンバーの取得となるはずです。

２．マイナンバー取得の際の「本人確認」

マイナンバーの取得の際には、厳格な「本人確認」を行うことが義務付けられています。「本人確認」

とは、次の２つの確認を言います。

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



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の両方ができます。

ただし、今年中はまだ「個人番号カード」の交付がありません。

したがって次の方法によることが一般的です。

・「通知カード」で番号確認を行う

・「運転免許証」などで身元（実在）確認を行う

（注１）制度導入後の最初の本人確認は、現在在籍している職員についても、必ず上記の方法にて行わな

くてはなりませんので、ご注意ください。

（注２）控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーを扶養控除等（異動）申告書に記入する際の「本人確

認」は、職員本人が行います。したがって、事業者が確認する必要はありません。

３．今後の職員の「入職時」の留意点

今後、マイナンバーは「職員の入職時」に取得することが重要です。

職員のマイナンバーは、今後は入職時に本人確認と同時に、「扶養控除等（異動）申告書」へ記載して

もらうことにより、取得をすることが重要です。その際には、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバー

についても、職員本人を通して取得をします。

Ⅱ「院内整備」具体的対応ポイント

〇第１ステップ…担当者を決めるなどの準備

マイナンバーの取扱いについては、所定の「安全管理措置」を取らなければなりません。その中でも重

要事項は主に次の通りであり、準備が必要です。

１．担当者を明確にする

（１）「事務取扱担当者」を明確化

給与関係や社会保険・労働保険等の手続関係の担当者は、自ずと職員の「マイナンバーを含む個人情報

（＝特定個人情報と言います）を取扱うこととなり、これらの実務担当者を「事務取扱担当者」と位置付

けます。

（２）「取扱責任者」を明確化

事務取扱担当者の業務の確認・指導・監督や、特定個人情報の記録や管理・確認などを行うために、事

務取扱担当者の上位的役割の「取扱責任者」を決めます。

事務取扱担当者及び取扱責任者以外の職員は、特定個人情報を扱う業務はできないこととなります。

２．業務エリアの明確化

情報漏えいを防止するために、次の区域の明確化と安全管理措置が求められます。

○情報システムを管理する区域（管理区域と言う）

…特定個人情報を取扱う情報機器を管理するエリア（サーバールームなどのエリア）であり、持ち込む

機器等の制限や厳格な入退室管理などが重要です。

○特定個人情報を取扱う事務を具体的に行う区域（取扱区域と言う）

…事務取扱担当者のいる経理や人事部門のエリアであり、特定個人情報が記された書類の施錠できる保

管場所へ収納、壁や間仕切り・パーテーション等の設置及び、事務取扱担当者以外の者の往来がない

ような座席配置や後ろから覗かれにくい座席配置の工夫などが重要です。
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３．情報システムのアクセス制御やウィルス対策

特定個人情報をパソコンで管理する場合には、機器を特定して、その機器を取扱う事務取扱担当者を限

定することや、IDやパスワードによるアクセス管理

・ウィルス対策ソフトを常に最新版に更新することなどが重要です。

４．取扱規程などの策定

事業者は、上記１～３などマイナンバーの「取得から利用・管理・廃棄」までの具体的ルールなどを内

容とした「取扱規程」の策定をしなければなりません。しかし、中小規模事業者に該当する場合には、

「取扱規程」の簡易版としての「特定個人情報取扱いリスト」や業務マニュアル・フロー図・チェックリ

ストなどでの対応も可、とされています。

（注）中小規模事業者とは……

従業員数１００人以下の事業者については、次に該当する場合を除き、中小規模事業者として「特例

的・簡易的な措置」を認めることとしています。

・委託に基づいて個人番号関係事務等を業務として行う事業者（グループ会社の事務統括会社等）

・１日あたりの個人情報の取扱いが５，０００件を超える事業者（個人情報取扱事業者）

〇第２ステップ…業務を記録する仕組みの整備

今年の１１月から１２月にかけて、平成２８年分の「扶養控除等（異動）申告書」を提出させる時が、

職員からの初めてのマイナンバー取得となるはずです。「扶養控除等（異動）申告書」への記入・提出と

ともに、「本人確認」も行わなければなりません。

これらの具体的な事務の開始に合わせて「特定個人情報の取扱状況の分かる記録の保存」が求められ、

例えば、次のような記録を確実に行う仕組みの整備が必要となってきます。

①特定個人情報の利用状況や出力状況、削除・廃棄などの記録

②書類や媒体等の持出しの記録

③情報システムの利用状況（ログイン実績やアクセスログ等）の記録

・「業務日報」などにおいて、特定個人情報の取得から廃棄までの流れ、各種書類の作成日や提出日・

本人への交付日などを記録・保存

・「業務のチェックリスト」や「確認表」などでのチェック及びその後の保存

・事務取扱担当者の「ログイン実績」や「アクセスログ」等の記録・保存
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No ３ マクロ経済シリーズ

「 日本の財政状態プライマリーバランス」

田島会計事務所所長 田島 隆雄

-8-

今回はプライマリー･バランス（基礎的財政収支）について解説いたします。

（1）プライマリーバランスとは

プライマリーバランスとは基礎的財政収支を意味し

歳入の内公債金収入を除いた税収等から歳出の内債務償還費と利払費（国債費という）を除いた財政

支出をいい図示すると次のようになる。

プライマリー･バランスの均衡状態

上記の公債金収入とは国債等の発行による収入をいい、償還費とは国債等の満期償還等であり、利払費

とは国債等の利子の支払を指している。

従って、基礎的財政収支は均衡状態のもとでは、赤字国債の発行にたよらずとも財政収支がバランスし

ている状況を意味している。

（2）プライマリー･バランス赤字

プライマリー･バランスが赤字の状態では税収等＜一般財政支出の状況であり、この時現在に生きる世代

は負担より大きな公共サービスの便益を受けることができるが、負担を超えた便益は国債等の発行によ

り国債残高の増加になるのである。ちなみに2011度当初予算によれば基礎的財政支出はマイナス２２

兆7489億円である。

プライマリー･バランス赤字

（3）プライマリー･バランスの均衡化

現状の日本の財政におけるプライマリー･バランスは恒常的に赤字状態であり、結果的に国債残高の増加傾向

に至っている。

従って、近年においてはプライマリー･バランスの均衡もしくは黒字を目指す財政再建が目標とされている。

この均衡化とは図解のとおり税収等と一般財政支出の関係でとらえられる。

つまり税収等の増加を図るか、一般財政支出の削減を図るかとの解が得られる。一方で税収はＧＤＰ（国内総

生産）の増加に比例するとの考え方によれば、経済成長率が利子率より大きいことが必要となる。

以上のように財政の均衡化は困難な問題を抱えていることも実情である。

たとえば税収の増加を図るには、税率のアップ、新税創設などの課題を伴い一般財政支出の削減も簡単には解

決できにくい面がある。

少子高齢化を向え社会保障費は増加することも必然となる。また防衛予算も国際情勢のもとに増額となってい

る。

国債費
（償還費＋利払費） 公債金収入

一般財政支出 税 収 等

国債費

公債金収入プライマリー・バランス赤字

一般財政支出 税 収 等



国内総人口の減少傾向が明確となる中、ＧＤＰの増加もあまり期待できない状況なので、税収の自然増も恒常

的に期待することも困難である。

従って経済成長率もマイナス、0、1、数パーセントの水準を繰り返す状況である。政府は2020年までにプ

ライマリー･バランスの均衡を目指している。

経済成長率を図り税収増より改善するとの意向が伺える。

（4）財政赤字の課題

1.財政赤字が累増すると財政運営の硬直化を招き、一般財政支出が圧迫されると、資源配分、所得再分配、経

済安定化といった財政機能を有効に働かせることができなくなる。

2.我が国の国民の貯蓄は1400兆円とも言われ、国債の購入資金は充分に存在すると言われているが、退職後

に貯蓄を取り崩し消費に回るとする考え方や、税負担の増加により可処分所得の伸びの鈍化により将来的に

は貯蓄率の低下が予想されている。

3.公共部門による資金需要が増加し金利が上昇することで、民間の資本貯蓄が妨げられると中長期的な経済成

長を抑えることになり、将来世代に負担を負わせることになる。

4.国債残高があまりに大きくなると返済可能性に対する市場の信用を失い、そのために高い金利を用意しなけ

ればならなくなり、国債発行のコストを増大させてしまう。

5.現在の公共投資によって整備される社会資本が将来世代に利益にならない場合や、維持管理の費用のほうが

利益より大きくなる場合には公共投資は将来世代への負担として残されることになる。

又現時点での予算決定という政治プロセスに参加できない将来世代にとっては現世代の決定を押し付けられ

るという問題が残ってしまう。ちなみに現在の建設国債は６０年後に償還されることになっている。

6.公共財の財源が国債で賄われることは、公共財の価格にあたる税負担が小さくなることを意味し財政錯覚と

呼ばれる現象によって財政支出拡大の要求につながり易い。従って国債依存度の引き下げが求められること

は、国債発行による財政錯覚を重視してのことである。

（5）おわりに

日本の財政再建はとても重要な事に思います。人口減少は明白であり租税収入も減少するものと思われます。

国債償還についても特に気になります。民間の総需要の減退を財政需要でカバーすることにはやや限界を感じ

ています。赤字国債依存を続けることは出来ないと思っています。

従って、国民の合意のもとにどのようなレベルの規模を選択するのかということが重要だと考えられます。

全国民に共通の課題であることは間違いありません。これからも意識してゆこうと思っています。
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No ４ レセプトの返戻・減額をなくしましょう

-10-

㈱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

２０１２年３月請求分から突合、縦覧点検が始まって以降、これまで査定されなかったレセプトが減点さ

れる事例が多くなってきていると聞いています。先生方がきちんとした診療行為を行ったにもかかわらず、

査定・返戻を受けるのは気持ちが良いものではありません。そして、経営的にも入金の遅れ等のダメージ

も大きいことになります。

保険診療ルールに適合しないレセプトは減額査定の対象

個々の診療行為が保険診療ルール（療養担当規則、診療報酬点数表、関連通知）などに適合しているか、

医療機関から請求されたレセプトを審査する。これが社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）の役

割です。具体的には以下のようになります。

審査しなければいけない項目
１ 記載事項の確認

記載漏れや保険者番号等の内容不備に関する確認

２ 記載行為の確認

診療行為の名称、点数、回数、医学的に適否、算定要件等に関する確認

３ 医薬品の確認

医薬品の名称、価格、適応、用法、用量、医学的な適否等に関する確認

４ 医療材料の確認

医療材料の名称、価格、用法、使用量、医学的な適否等に関する確認

レセプトについては従前、紙ベースで運用をされていました。２００９年１１月に厚生労働省が電子レ

セプトでの請求を義務化する旨の省令改正を行いました。２０１１年４月以降は原則完全オンライン化と

なってきています。

「突合点検」と「縦覧点検」

突合点検は、院外処方の医療機関からの医科レセプトと保険薬局からの調剤レセプトを同一患者でひも

付けて照合し、傷病名と処方した医薬品の適応が合っているか、投与量や投与日数が妥当かなどをチェッ

クする手法です。

縦覧点検は、同一患者の同一医療機関でのレセプトを最大で過去６カ月分参照して審査するチェック方

法です。

コンピューターの点検によりまさに機械的に、余すところなくチェックされ、医科レセプトの査定額が

増加してきているのです。なお、コンピューターがチェックしたレセプトは、支払基金等の職員や審査委

員が最終的に点検し、返戻や減点を判断しています。

再審査請求は積極的に

レセプトの減点理由として多くみられるのは「病名漏れ」で、「Ａ：適応外」となっています。病名記

載の「うっかり忘れ」に加え、コンピューターの操作を誤って傷病名を削除してしまった例も多くなって

きています。



病名漏れによる減点は、以前は再審査請求をしても復活することは多くはなかったようです。し

かし、２０１３年以降は、支払基金が対応を変え、記載漏れの病名が「診察時に診断されてい

た」根拠を検査値などの客観的なデータや病態説明などの説明で示せば、再審査請求を検討する

ようになりました。ただし、国民健康保険団体連合会は病名漏れレセプトの再審査請求は基本的

に受け付けていないようです。この取り扱いは都道府県により異なるようですので確認が必要で

す。

レセプト点検時のポイント
・１週間単位で行っているところもあると思いますが、翌月１日から。１カ月のすべての医療行為が終了

して、月１回限りの指導管理料、検査の重複などが１枚のレセプト上で確認できる。必要な症状詳記も

一連の流れで記載可能。

・病名関係で、病名整理に注意。２０以上の病名があるレセプトは重点審査の可能性。疑い病名・急性病

名は診断がつき次第、速やかに転記。

・複雑な適応の増えているので請求時には要注意。症状が適応になっているかなど、適応が複雑な薬剤が

増えています。随伴症状など薬剤使用の必要性をレセプトに記載

・当初から減点されないレセプト作成を心掛ける。レセプト提出前には複数の職員でチェックし、最終的

には院長先生が点検をする。
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No ５ 「自然災害に備えるハザードマップと損害保険」

-12-

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 森本 光

最近、日本各地で自然災害が頻発しているのは皆様もご存知の通りだと思います。予想を超える豪雨、

土砂災害等により被害も大きく、現状復帰にも時間を要しています。自然災害を事前に予想、または食い

止めることは非常に困難であることは周知の事実です。

万が一のことが発生した場合、まずは患者、スタッフ、ご自身の安全確保です。さらに地域医療に貢献す

る皆様にとっては、一刻も早い現状復帰をすることが求められます。そこで重要となるのはハザードマッ

プと損害保険の火災保険です。

ハザードマップとは、自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場

所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図をいいます。最近では規模が大きい病院で避

難訓練や防災対策に取り組んでいる医療機関も多く見られますが規模が小さい医療機関ではそこまで取り

組むのは限界があります。

そこで紹介するのは『国土交通省 ハザードマップポータルサイト』 http://disaportal.gsi.go.jp/

身の回りの防災に役立つ情報をまとめて閲覧できさらに全国の地方公共団体のハザードマップを閲覧（洪

水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山、地震等）できます。スタッフとともに一度閲覧することをお勧

めします。万が一のときの患者様の避難誘導に役立つほか、スタッフの家族の避難場所を確認することも

できます。また一部の損害保険会社においてもハザードマップを用いて各地域のリスクを地図上で表記し

ていますので一度加入している保険会社に問い合わせをすることもお勧めです。

次に損害保険の火災保険について解説します。開業の形態により火災保険の加入は様々です。自己物件で

あれば建物、設備、什器等。賃貸物件であれば設備、什器、借家人賠償等。当然のことながら皆様が所有

の財産にたいして保険をかけるのですが、現在の火災保険には主契約（火災、水害、爆発等）に様々な特

約が付帯できるようになっています。そこで今回は特約のなかで『臨時費用特約』を紹介します。

『臨時費用特約』
契約内容にもよりますが（保険会社によっては自動付帯の特約）損害額の10％～30％を損害保険金に上

乗せして支払ってもらうことが出来ます。実際に火災や水害にあってしまったときには、建物保険金以外

のお金をもらえるのはありがたいですよね。例えば診療所が火災で1,000万円の損害が発生した場合、

1,000万円の保険金以外に上乗せで300万円（臨時費用３０％の特約付帯の場合）支払われます。火災が

起こると建物の損害以外にも様々なお金が出て行きます。まさにそのような臨時の費用として役に立ちま

す。またこの特約は個人宅についても付帯できます。皆様の自宅が火災、水害にあった場合、住めるよう

に復旧するまでには時間を要します。この普及する期間、ホテルの宿泊費や生活費などの出費に補填が可

能です。

本来損害保険は実損填補という考え方ですが臨時費用特約は実際の被害額に10％～30％を単純に上乗せ

して保険金を請求できますので出費の内容は問いません。最近では特約部分について保険会社からの支払

い漏れや加入者からの請求漏れは減少していますが、皆様の診療所、自宅等の火災保険に付帯しているか

どうか確認してみるのも良いかもしれません。

※今回の『臨時費用特約』については基本ルールを説明したものです。実際に保険事故が発生した場合、

他に勘案事項がありますので保険金額がご説明した額にならない場合もあります。信頼できる保険アドバ

イザーや各保険会社にお問い合わせください。

http://disaportal.gsi.go.jp/


クレーム処理は、対応するごとになるべく簡潔に記録やデータとして残しておくこ

とが重要です。それら一つひとつのケースが、その時々の情報や対応した提供サービ

スの不備などを知るための財産の一つとして活用できます。

すぐその場で対応することができなくても、長い期間として捉え考えていくと意外

な問題点が見えてくるものなのです。不思議なことに、事例を積み重ねていくと、ク

レームの出方にもひとつの傾向があるようです。まずは、部内ごとに情報収集する

ルールを徹底し、実践していくことから始めましょう。そのような意識を共有してい

くことだけでも、スタッフ一人ひとりの意識の向上にもつながります。半年、もしく

は年単位でも結構ですので、期間ごとにデータを取ったら必ず話し合いの機会を設け

ると有効です。

話し合いの中でのポイントは下記５点です。

①どのような内容のクレーム（苦情）が多かったか

②どのような流れで対応したのか

③そもそもクレーム（苦情）となった原因や傾向はどんなものか

④解決法はどんなものが多かったか

⑤もう少し違った対応をすれば

結果はもっと良いものになっていたのではないか

色々な事例をこのような角度から見て話し合うことで、似たようなケースがまた起

きてしまった時などの対応や話の仕方などをスタッフ全体で共有でき、いざという時

の大きな助けとなるのです。欲を言えば、せっかく皆で話し合い共有するのであれば、

それらを一定のマニュアルとして残していくのも重要なポイントとなるでしょう。

日々さまざまなクレームが出やすくなっているストレス時代の昨今、患者様にとっ

ても、受ける私たちにとっても、長引いてしまう対処は互いにイヤなイメージしか残

らないものです。クレームを、私たちが気づかなかった点を教えてくれる大きなもの

として捉え、進化し続けていくことが、知らず知らずのうちに私たちの成長へと繋

がっていきます。

苦情やクレームにふたを閉めることなく、勇気をもって次のステップへと進んでい

きましょう。

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵
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慢性肝炎に対する精密検査の必要性を説明・指示しなかったとして、開業医に

過失が認められた事例 （東京高裁 平成10年9月30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

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

本事案は、精密検査の必要性を説明して検査指示をしなかったことにより、患者に適切な医療を受け

る機会を失わせたとして350万円の損害賠償が認められたものです。

どの時点で適切な治療を受けていたら、慢性肝炎、肝硬変の進行を抑制できたかは明確でなく、また、

患者の肝臓がんは多発性であったことなどから、因果関係までは認められませんでした。

患者に対する説明・指示があったかどうかを判断するにあたり、診療録に記載が無いことが問題となり

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.sjnk-rm.co.jp/medical/）

【本事案の事実経過】

【診療録の記載に対する判断】

・指示内容を逐一記載するものではないとしても、度々指示をしたのに患者が応じなかったとすれ

ば、診療上の重要な事実として記載されるべき。一度も記載されていないことは、指示がなかっ

たことを推測させる。

・診療録には「腹部著変なし」等の病状変化がないことを示す記載がしばしば見られる。

・患者に対し、検査結果には特に異常な変化はないという説明を繰り返していた。

・患者の受診間隔には相当のばらつきが見られるが、受診態度がいい加減だったというよりは、

楽観的な説明により自己の病状を深刻に受け止めていなかったと推測される。

前回に引き続き、診療録への記載の有無が問題となり、開業医に過失が認められた事例を紹介します。

Ｂ医院の医師は、1991年10月までの間に少なくとも8回は、入院して精密検査を受けるよう指示し

ていたと主張しましたが、下記の事情等から裁判所はこの医師の主張を認めませんでした。

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

1987年2月 患者はＡ大学病院で肝機能障害を指摘され、入院検査を勧められたが、Ｂ医院を受診。
翌月、Ｂ医院の医師は、糖尿病と慢性肝炎であるが、入院するほどの必要はないと伝え、
定期的な通院を指示。患者は5か月間継続してＢ医院を受診した。

1988年7月 患者はＢ医院を約1年ぶりに受診。以後、通院を続け、1990年7月にはＣ型肝炎と診断。
医師は患者に対し、Ｃ型肝炎から肝硬変になり、肝がんに移行する可能性があることを
告げた。

1992年2月 Ｃ病院で検査の結果、重症肝硬変、肝細胞がん等の診断を受けたが、手術は不可能な状
態だった。入院治療を続け、1993年12月に肝がんのため死亡。
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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

11月19日(木） 10時～12時 11月19日(木） 10時～12時

12月17日(木） 10時～12時 12月17日(木） 10時～12時

１月21日(木） 10時～12時 １月21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

東京都新宿区西新宿6-6-3（新宿国際ビル6F）
TEL090-3223-0870

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

代表取締役ＢＳＡ株式会社



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６１号 平成２７年１１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（３）

医師で無いものが理事長になれる案件について

２ マイナンバーへの具体的対応ポイント

３
マクロ経済シリーズ

「日本の財政状態プライマリーバランス」

４ レセプトの返戻・減額をなくしましょう

５ 「自然災害に備えるハザードマップと損害保険」

６ 苦情（クレーム）の活かし方

７ 診療録等の記録が問題になった事例③



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

１１月１９日（木） １０時～１２時

１２月１７日（木） １０時～１２時

1月２１日（木） １０時～１２時

１１月１９日（木） １０時～１２時

１２月１７日（木） １０時～１２時

1月２１日（木） １０時～１２時


