
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第６２号 平成２８年２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（４） 行政と租税

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ “財産債務調書”が始まります

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ 「日本の財政」

法律・行政 診療報酬改定 ４ 診療報酬改定の傾向と診療所経営

保険・金融 生命保険と税金 ５ 相続税の納税資金準備

人事・接遇 人事接遇マナー ６ 電話対応の基本

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④



＊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２８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

マイナンバーの実務
2016年4月20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2回

医療機関で働く女性のためのマネーセミナー
2016年5月18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３回

新入職員・中途採用職員向け基礎マナー研修
2016年5月25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４回

資金効率改善セミナー
2016年6月21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 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

第５回

在宅医療・訪問看護事業の今後について
2016年7月20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

マイナンバー時代の賢い贈与・相続
2016年9月13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７回

所得控除をしながら年金積立・・・確定拠出年金の

メリットと活用法

2016年10月18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 ＢＳＡ株式会社 代表取締役 中澤 宏紀

第８回

役員のための接待交際費セミナー
2016年11月22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

安定経営構築で欠かせない３つの視点～人材力強化は
リピート・増患のカギとなる～

2016年12月7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 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

小山市 第１回

医療者が知っておきたい裁判事例 2017年1月17日（火） 小山グランドホテル

小山市神鳥谷

202

0285-24-5111講師 医療者が知っておきたい裁判事例



１，法解釈の恣意性

我々は普段の業務の許認可に於いて行政との関わり合いを常時余儀なくされる。そのよって足るべき法

律は「行政法」であるが｡この法の精神に基づいて業務が実施されているかと考えるに、「役所の都合」あ

るいは「その時の政治情勢」で勝手に自分に都合の良い解釈で遂行されることが時にある。来年度の消費

税軽減税率の採用についてもそうである。ここ２０年間の軽減税率を実施した国で、良かったと言う国は

皆無なのに、外食を除く食料品について８％の軽減税率が実施されようとしている。「低所得者対策とし

ての軽減税率は、高所得者も同じく恩恵を被るのです。」と、当初より私は主張し、さらに高所得者の軽

減の方が遙かに効果大きいのです。くわえて経理事務について１０％又は８％と区分経理する手間と其の

税務調査は繁雑を極め、メリットはほとんど無いと主張してきた｡１０％で一旦課税し、低所得者には後日

税額を還付する方がより公平と考えてきたが、政治の道具にされてしまった。今年平成２８年度は参議院

選挙だが、政局の継続を考えれば衆議院とのダブル選挙にならざるを得ないと考えます。消費税軽減は租

税の公平性、法の明瞭性、さらには予見可能性をないがしろにして、法の正義は踏みにじられ、単なる政

党間の駆け引きの材料にされてしまった。食料品判断は絵に描いた空論になりがちです。後で現場は大変

混乱するだろうし、その解釈適用に年中取り扱い通達を出さざるを得ない。それは人件費の膨張に繋がり、

国家予算の乱費に繋がる。そして法の解釈に当たり、法の安定性を揺るがす、行政の恣意性の介入を許す

無秩序国家になりかねない。

２，国家主権と国民主権

行政法は本来憲法上の基本的人権とその法の具体的目的を保護、救済することを究極の目的にしている

のだが、上記恣意性の放任は果たして憲法の趣旨に沿うのであろうか。

税務調査について国家とは何なのか、租税とは何なのか、行政とは何なのかを根底においてないと、知

識の無い国民(納税者)は、国家という行政にしいたげられることとなる。国家と国民の間に租税が有り、租

税正義とは何なのかと言うと、国家を造っている主権は国民である事を忘れてはならない。「国家主権」

で無く、「国民主権」則ち「納税者主権」を矜持として決意しておかねばならない。よって立つべき租税

正義は憲法である。憲法３０条で、「国民は法律の定めるところにより納税義務を負う」と記されている

が、その納税はむやみに義務を負うものではない。憲法８４条で「あらたに租税を課し又は現行の租税を

変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とある。これを租税法律主義と呼び、

経済生活における人間の予測可能性と法的安定性を保障するシステムであります。この内容は課税要件の

すべてと租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないことを言っている。

ところが三権分立の司法権、立法権、行政権の行政に於いて、錯覚が行われ国民は其の被害に遭遇する

場面に出くわす場合が存在する。現在の申告制度は旧来の封建制度の賦課課税制度で無く、自由民主主義

国民主権の「申告納税制度」であり、特にその象徴として「青色申告制度」が構築されている。

３，国民の権利

青色申告でない白色申告の時には、憲法１３条で「全ての国民は、個人として尊重され、生命、事由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の

尊重を必要とする」とあるが、行政当局の推定による合理的で無い処置計算がされる場合がある。これの

一端は納税者側にも責任があるが、そこに無知か故意かの条件があると思うが、白色申告によっても憲法

１４条の「法の下の平等」は受任できると考える。

No １ 租税法の基本原理（４） 行政と租税

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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先日ある顧問先に税務調査が実施された。コピーする書類があるので行政当局職員が社長にコピーして

良いか尋ね、社長は良いですよと応答した。署の職員は、其の答えに、所構わずあらゆる書類のコピーが

始まった。当該社長は税法的な専門知識が無い故に、官憲権力に逆らわない方が良いと思ってコピーいい

ですよと答えたと思う。そこで私が誰の許可を受けて何もかもコピーしているのかと質問。其の行政職員

は社長の許可を受けたからとの答え。そこで君が何らかの不法行為を侵し、検察の質問検査に君が法律知

識の無いまま、言われるままに応じるのかと質問。そうでは無い、弁護士に応援を頼むとの答え。そこで

国家と国民の間に弁護士が委任される。おなじく国家と国民の間に職業会計人が居るのだから、社長の他

に、私税理士の承諾を請うべきだと諭す。さらにコピーした所は付箋をお願いして痕跡を残すことを要請

した次第です。

普段の行政による税務調査は任意調査で、国税通則法に基づく質問検査権があるわけで、質問に納税者

は答える義務はあるわけだが、コピー取るのも、会計帳簿検証するにも、引き出し開けるにも納税者並び

に立会人の承諾が必要になる。

行政と租税は時に三権分立を超えて、行政当局の「通達」によって、租税法律主義が機能しなくなると

きがある。これは何も租税に限ったことでは無い。医療、介護においても、同じ通達行政がまかり通って

いる事がある。我我は法律を守り、且国民として立派に権利を実行していく決意が必要であると思う。行

政と租税法律主義を上手に活用してゆきたいものです。
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No ２ “財産債務調書”が始まります

対象となるかご確認下さい
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．今年から”財産債務調書”の提出が始まると聞きました。どのようなもので、どのような人が提出

しなければならないのでしょうか？

Ａ１．「財産債務調書」制度とは、確定申告時の従来の「財産及び債務の明細書」が、その提出対象者と

記述内容について大幅に変更された制度です。最初の提出期限は平成２７年１２月３１日現在分について、

確定申告と同時期の平成２８年３月１５日となっています。

この財産債務調書は、次の２つの要件を満たしている場合に提出対象となります。

① 所得金額が２，０００万円を超えていること

かつ

② その年の１２月３１日において、３億円以上の財産を有している又は１億円以上の有価証券等を有

していること

この場合の「３億円以上」「１億円以上」を判定する際の「価額」については、その年の１２月３１日

における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。注意点としては、

「有価証券等」の中には上場株式のみならず、医療法人の出資持分やＭＳ法人の株式も判定対象となりま

す。その場合の価額は、その法人の「純資産価額」などを基礎に算出した「見積価額」にて判定されます。

Ｑ２．どんな内容を書くのでしょうか？

Ａ２．財産債務調書には、財産の区分、種類、用途、所在、数量、価額等を記載します。具体的な例とし

ては、次の通りです。（抜粋）

財産債務の区分 記載事項

1.土地 用途(事業用・一般用)や所在地・面積・価額など

2.建物 用途や所在地・床面積・価額など

3.現金 用途や所在・金額など

4.預貯金 種類（当座・普通・定期預金等の別）や用途・金融機関の
名称（○○銀行○○支店など）・金額など

5.有価証券 種類（株式・公社債・投資信託等の別及び銘柄の別）や用途・金融機
関の名称（○○証券○○支店など）・価額・取得価額など

6.借入金 用途や所在・金額・債権者の氏名又は名称など

Ｑ３．記載漏れ等があった場合のペナルティがあると聞きましたが…

Ａ３．財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべ

き財産等の記載がない場合（重要なものの記載が不十分の場合も含みます）に、その財産又は債務に関し

て所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が５％加重されます。また、逆に提出期限内に提

出した場合には、記載内容に関して所得税や相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税

等が５％軽減されます。



以下、「財産債務調書」「財産債務調書合計表」の記載例です。

（国税庁ＨＰより抜粋）
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No ３ マクロ経済シリーズ 「 日本の財政」

田島会計事務所所長 田島 隆雄
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今回は一般会計を中心に解説いたします。

Ⅰ 国の一般会計

財政収入（一般会計）２０１２年度 単位：億円

租税収入等 460,899（51.0） 公債金収入 442,440（49.0）

所得税
134,910
（14.9）

法人税
88,080
（9.8）

消費税
104,230
（11.5）

その他※
96,240
（10.7）

その他
37,439
（4.1）

特例公債
383,350
（42.4）

建設公債
59,090
（6.5）

一般会計歳入総額 903,339（100）

※ 揮発油税 26,110 印紙収入 10,320 石 油 石 炭 税 5,460
相 続 税 14,300 たばこ税 9,450 自動車重量税 4,170
酒 税 13,390 関 税 9,100 そ の 他 税 収 3,940

財政支出（一般会計）２０１２年度 単位：億円

基礎的財政収支対象経費 683,397（75.7） 国債費 219,442（24.3）

社会保障
263,901
（29.2）

地方交付税
交付金等

165,940
（18.4）

文教及び
科学振興
54,057
（6.0）

防衛
47,138
（5.2）

公共
事業

45,734
（5.1）

その他※
107,127
（11.9）

債務償還費
120,896
（13.4）

利払費等
98,546
（10.9）

一般会計歳出総額 903,339（100）

※ 食料安定供給 11,041 予備費 3,500 その他の経費 57,047

中小企業対策 1,802 恩給 5,712 エネルギー対策 8,202

経済危機対応
地域活性化予備費

9,100 経済協力 5,216
東日本大震災復興

特別会計繰入
5,507

※日本の財政関係資料（財務省）

※財政学 井堀利宏 著 新世社 参考とした

・特例公債とは経常的支出に当てるための歳入補填国債をいい、いわゆる赤字国債である。

上記データでは 442,440－219,442＝222,998がプライマリーバランスのアンバランス額を示し

ている。

・我が国の財政の特徴は諸外国と比べ対ＧＤＰに対比すると、財政赤字、公債残高共に高い比率を示して

いる。これは過去の分を含め積極的な景気拡大策の展開が伺えよう。



ところで日本の予算は一般会計、特別会計、政府関係機関の３区分となり、次のようである。

以上見たとおり国の財政規模は一般会計 特別会計などを含め巨額な予算を基に運営されている。

財政政策を立てるに当ってなんと言っても国民の人口動態が参考となるであろうし、世界の経済動向を

踏まえ国内の経済成長率の動きなど、大切な指標が存在している。

従って長期的視点（５０年先・１００年先といった）に立脚した財政モデルが必要となってくる。

日本人として日本国が、ソフトランディング可能な国創りを期待して止まない。

Ⅱ 国と地方の財政関係

地方公共団体の実施事務事業のうち、国が例外として負担するものは次のとおりである。

（１）国が進んで経費を負担する必要があるもの。

（２）地方公共団体が実施しなければならない土木等の建設事業に要する経費

（３）災害に関する事務で地方の一般財源では賄いきれないものに要する経費

（４）国会議員の選挙などのように国の利害に関係のある事務 等がある。

国庫支出金とは上記のうち使途が特定された財政トランスファーをいい、この内地方公共団体の財政上

特別の必要があると認められる場合には、補助金の交付が可能となっている。

地方交付税とは経済力が弱いために地方税だけでは不足する地方公共団体にはその不足分を国が補てん

するものをいう。
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会計区分 内容

一般会計 基本的なものであり、重要な財政活動を行うための経費をまかなう会計となる

特別会計
（１８）

（１）事業特別会計
保険事業特別会計 社会保険、年金、労働保険など
公共事業特別会計 社会資本整備のための特定の公共事業
行政的事業特別会計 登記・特許、食料安定供給など

（２）資金運用特別会計 財政融資資金、外国為替資金
（３）区分経理特別会計 交付税及び譲与税配付金、

国債整理基金、エネルギー対策など

（７）
（１）
（３）
（２）

（５）

政府関係機関
（４）

・沖縄復興開発金融公庫 ・（株）日本政策金融公庫
・（株）国際協力銀行 ・独立行政法人 国際協力機構 有償資金協力部門
これらは政府が全額出資している公的金融機関である。



これらの関係を図示すると次のようになる。

※２００９年度の決算数値による

※国の歳出総額は一般会計と６特別会計の決算額である。

※財政学 林宣嗣 著 新世社 参考とした。

以上のように国と地方の財政はいろいろな理由により国からの財政援助があり、財政の調整が実施され

ている。

国の地方への財政支出は総支出の３０%超となっており、地方での総収入のうち３３%超が国からの財

政移転で占められている。

地方交付税は国税として、一旦 国の歳入とされる所得税、法人税、消費税、酒税、たばこ税の徴収に対

する一定の交付税率により（所得税３２％、法人税３５．８％、消費税２９．５％など）地方へ交付され

る。

地方譲与税は地方道路税、石油ガス税などが占めている。

総じて、国と地方の財政は別個のものであるが、相互密接な関係を有しており、相互にコントロールでき

る関係でもある。

例えば行政事務の負担関係の変更転換や交付税率の改訂、負担事務の変更による公務員の所属変更（例

えば国家公務員から地方公務員へ）など両財政は弾力性が比較的高い性格を帯びていると言えるであろう。

地方分権、地方の独立性の尊重など発想の転換が呼ばれている中、大事なことは、事務事業の適切な区

分変更、身分立場の変更、歳入（税を含む）の体系変更など多くの点について実態的な改革を必要とする

だろう。

少子高齢化社会への突入により、国・地方のバランスが取れた発展が実現するよう望まれるところであ

る。
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国からの財政移転 12,836 単位：億円

国の
財政

収入 国債等 669,650 国税 387,331

支出 国の実質的支出 712,801 地方への支出 344,179

地方
財政

収入 地方税 351,830 地方債等 287,648
国からの財政移転

344,179
支出 地方の実質的な支出 948,228

国への支出
12,836

地方交付税 158,202
国庫支出金 167,653

地方譲与税等
18,324



No ４ 診療報酬改定の傾向と診療所経営
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㈱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

２０１６年４月の診療報酬改定の改定率は、昨年の暮れ２１日に合意をしました。平均１．０３％引き

下げることになりました。薬価で１．４１％分下げます。先生方の技術料などの診察料（本体分）で０．

４９％分引き上げることになりました。改定内容は今後厚生労働省から発表になります。

また、２０１７年度以降には患者負担上限を設けた「高額療養費制度」を見直し、７０歳以上の負担を

引き上げる内容で検討をされています。さらに、２０１６年度から紹介状なしで大病院を受診する患者さ

んに窓口で５０００円以上の追加負担を求める方針です。これは、医療機関の役割分担政策で大病院の患

者の待ち時間を減らし、勤務医の働き過ぎを是正するためです。

そこで外来診療についた診療所等の方向性を検討をしたいと思います。

外来については個々の点数よりも、地域の基幹となる急性期病院から診療所等へ外来患者をシフトさせ

る、という流れが大きく影響してきます。具体的には、急性期病院ではかかりつけ医的な外来を減らし、

地域住民にはそれぞれ地域のかかりつけ医をもってもらい、何かあったらまずかかりつけ医に相談したう

えで医学的な判断のもと、必要があれば大病院にかかってもらう、という姿を目指しています。

（図表参照）

このような体制に向けて２０１４年度改定では一定の要件を満たしていない特定機能病院や５００床以

上の病院に対して、紹介状なしに当該医療機関を受診した場合の外来診察料（再診料）が減点されること

になっています。医療法で定められている特定機能病院、地域医療支援病院の紹介率と逆紹介率の基準も

２０１５年度から見直しされました。その基準をギリギリ満たせるというところにある大病院は紹介患者

数のアップと逆紹介の推進に躍起になっていると思われます。さらに、ＤＰＣの係数や点数を上げるため

に、外来でできる手術は外来に移行したり、入院の抗がん剤治療を外来へ移行したりすることに対してイ

ンセンティブが働く仕組みになっています。

このように、これまで入院で診ていた患者を外来に移行させるためには、その一部を院外の診療所等へ

移行する、もしくはこれまで外来で診ていた患者のうち比較的症状が安定した人を診療所等へ移行しない

と診療報酬が下がったり、高機能病院を維持できなくなる仕組みになっています。

そこで受け手となる診療所からすると、患者が増えるチャンス到来ともいえます。そのため、地域の基

幹病院がどんな患者を移行したがっているのか確認し、自院の強み領域と一致するのであれば、積極的に

受け入れことを表明していくことが得策となります。

また、２０１４年度改定においては地域包括診療料、地域包括診療加算という、外来の包括点数が新設

されました。同診療科、同加算は、２００２年に廃止された老人慢性疾患外来総合診察料の復活したよう

なものです。が、現段階では届け出をしている医療機関は少数にとどまっているようです。

問題は、点数そのものではなく、点数の要件となっている内容を満たすことが、今後の慢性期外来医療

のあるべき姿だと考えるべきです。

２４時間いつでも何かあえば対応できる体制が求められています。これは服薬管理についても同様です。

２４時間対応の院外薬局か院内で管理すべき、とされています。そのほかにも、研修要件や介護保険への

対応なども示されています。診療所等としては、受入れ可能となるように準備が必要になります。



今後のかかりつけ医に求められる能力

①専門外も含めた臨床的知識・スキル

②専門医・専門医療機関との密な連携

③介護保険に至るトータルマネジメント能力

（CLINIG BAMBOOより参照）
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No ５ 相続税の納税資金準備
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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

相続税法の改正で基礎控除が4割減となり（平成27年1月～）、その影響か週刊誌やテレビなどで様々

な相続対策の特集を見かけます。

今回は相続対策のひとつ「相続税納税資金の準備方法」についてお伝えします。相続税の納税資金に

まったく問題がない、評価減などの対策により相続税が圧縮でき、納税資金の目処がついた、あるいはす

でに準備済み、という方を除く、納税資金が不足している方について考えてみます。

資産を評価してみて、あと1億円の現金があれば相続税の納税などに困らないという状況であるとします。

この場合、必要な現金1億円をどのように準備していくか、ということになりますが、単純に毎年1,000

万円を積み立てると10年で準備できることになります（図１）。

もし、銀行などの預貯金で積み立てた場合は利息が付きます。この利息は受取利息となります。

では次に相続発生後、納税資金を金融機関からの借り入れで支払ったとします。このときにも利息が付

きますが、この利息は支払利息となります。

どちらにメリットがあるかと考えると、少なくとも利息を受取れますので、対策としては相続発生後よ

りも、事前に積み立てたほうが良いといえます。

では次に事前積立に問題点がないかを考えてみます。計画を立て確実に貯めていくことができる事前積

立ですが、問題もあります。それは貯めるには時間がかかるということです。このケースですと10年後以

降に相続が発生すれば問題ありませんが、それ以前に発生すると納税資金が不足するわけです（図２）。

図1

図2
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では、時間を掛けずに貯める方法はないのでしょうか？

仮に手元資金が1,000万円あるとした場合、投資・資産運用で1年後に10倍にできれは1億円になります。

ただ可能性は０ではありませんが、きわめて難しいと考えるべきでしょう。

では時間を掛けずにより安全に増やす方法はないのでしょうか？

時間を一切必要とせず、確実に必要な1億円を用意する方法があったとしたらいかがでしょう。

それが「生命保険」（図３）です。なんだ生命保険かと思われるかもしれません。

しかし、時間をかけずに確実に用意できる方法は生命保険を置いて他にはありません。

必要な資金を貯めるのに時間を待たずに準備できる。これが生命保険の最大のメリットです。年齢や性

別にもよりますが、現金で積み立てる以上の金額を用意することができるのも特長のひとつです。つまり

最大の問題点である時間を買うことができるわけです。因みに60歳男性が一生涯続く1億円の生命保険に

加入した場合、10年間で支払う年間の保険料は約900万円です。毎年1,000万円積み立てするよりも、

少ない負担で1億円を準備することができます。（※それぞれの保険料については2016年1月現在の水準

です）

ところが、「それはよくわかるが、貯めるにも生命保険に加入するにも、そもそもそんな大きな資金を

捻出できない」というご意見もいただきます。その場合でも負担を抑えて1億円を準備できることがありま

す。例えば評価減などの相続対策を実施し、10年後には納税資金などの心配を無くすことができるとする

と、保険での対策は10年以内の相続発生に限定すれば良いということになり、10年間だけ保障があれば

良いと考えることができます。（図４）。となると

同じ保障額1億円でも保険料は年間150万円程度（月々約13万円）に抑えることができます。最近では

リスク細分型といって、タバコを1年以上吸っていない、など保険会社の健康条件に合致する方には保険料

が通常より2～3割程度安くなる保険もあります。その場合の保険料は年間120万円程度。月々約10万円

で用意できます。これなら負担も少なく1億円の納税資金を確保することができますね。

図3

図４
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更にこんな考え方もできます。10年間で相続対策資金を積み立していくと考えると、何も1億円の保障

がずっと続く必要は無いわけです。毎年の積立額と保険金を合わせて1億円になればよいのですから、保険

金額は毎年積立金合計額分減ってもよいわけです（図５）。仮に年間500万円を積み立することができる

とすると、その場合の保険料は年間95万円程度（月々約8万円）となります。リスク細分型の保険に加入

できる場合は年間75万円程度（月々約6万円）で不安を解消できるわけです。

このように対策に“時間がかかってしまう”という大きな問題を解決できるのは生命保険以外にないで

しょう。

実際には生命保険金は金額や契約形態によって、相続税の課税対象（一部非課税の形態もあり）になり、

全額を受取れるわけではありません。また、生命保険は被保険者の方の健康状態により、加入できない

ケースもありますので注意が必要です。いずれにせよ相続税の対策を考える際には専門家のアドバイスと

十分なシミュレーションが必要です。

この機会に一度相続について考えてみてはいかがでしょうか。

図5



電話のやりとりひとつで、安心感を与えることもできれば、不快な思いをさせてし

まい後から厄介な事になってしまう…ということも少なくありません。今回は基本に

今一度立ち返り、電話での対応基礎を再徹底してみましょう。

（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵
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１．電話対応の印象がそのまま病医院の印象に繋がってしまうものなのです

掛かってきた電話には、スタッフ全員が率先して素早く出る意識を持つことが重要

です。急を要する問い合わせの電話や、不快な思いをされた患者様からの怒りの電話

かもしれません。どんな内容かは出るまで分かりませんが、どちらにしても待たせて

しまうというのは相手に対し失礼な行為に当たります。

特に受付業務窓口に掛かってくる電話には３コール以内に！という目安ルールがあ

ります。３コール鳴り終わると、相手は１０秒程度待っていることになるそうです。

たった１０秒と思うかもしれませんが、掛けた側からすると相当待たされたと感じる

ものなのだそうです。

また電話に出る上では、常に病医院の代表であるという自覚が必要です。最初の第

一声に元気や明るさがないと、誤解が生じやすいとも言われています。特に病医院に

掛けてくる患者様には、ご年配の方が多いでしょう。普段何気なく話している声など

で電話に出ると“聞こえづらい”ということがあるようです。少し口を大きく開けて、

活舌良い話し方を意識しながら受け答えすることが大切です。最初の印象ひとつで、

相手の空気が微妙に変化することを肝に銘じておきましょう。

２．電話の受け方のコツ（聞いている姿を相手に見せられるように）

電話対応が難しいのは、ただ電話を取るためだけに準備をしているのではなく、日

常の業務や患者様の対応を行いながらの対応になりますので、“丁寧さ”や“明る

さ”、相手の立場に立った姿勢が伝わりにくく業務的な対応になってしまう傾向があ

ります。電話を受ける時は、たとえ相手が見えなくても、直接対応している時以上に

相手に対し“聞いてますよ”という姿が見えるような受け答えをすることが重要とな

ります。特に気を付けるべき点は、“大きな相づち”、急いでいる相手・困っている

相手に合わせた声のトーンや間のとり方がポイントとなるでしょう。電話の向こうの

患者様の表情を想像し思い浮かべる意識も必要です。

適切な対応が取れるということは、大きな安心・信頼という効果を生み出します。

“相談して良かった”“確認して良かった”と思ってもらえる受け方を少しでも向上

させていけるよう、心がけてみてはいかがでしょうか。



妊婦の浮腫の程度に関する記載について、母子健康手帳よりも診療録の記載が真実に

合致すると認められた事例 （東京高裁 昭和56年9月24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、診療録と母子健康手帳の記載に相違があったものの、診療録の記載が真実であるとして判断の

基礎とされ、患者側の請求が棄却されたものです。

（「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】

6月3日 医師は妊娠腎と診断し、利尿剤3日分を処方。薬がなくなったら来院するよう指示。

6月13日 指示から1週間遅れで来院。前回と同一の利尿剤3日分を処方し、自宅から近い医院に転移

するよう勧めたが、妊婦は勧めに応じなかった。

6月23日 妊娠中毒症の増悪が認められたので、利尿剤3日分を処方したほか、血圧降下剤と肝臓庇護

毒剤を投与。血圧の上昇を指摘した上で入院を勧めたが、妊婦は実家で相談するといって帰宅。

6月24日 ３：００頃 頭痛と吐気を訴え、間もなく痙攣発作に襲われ、意識不明になる。

１３：００頃 妊婦の近医が往診し、30分程度で発作は治まったものの意識不明の状態。

１６：２０頃 市内の病院から医師が往診し、妊娠中毒症による子癇と判断。救急車で病院へ。

１７：３０頃 帝王切開術を開始し、母体から死亡した胎児を取り出した。

6月26日 １０：００頃に半覚醒状態となり、徐々に意識を回復。

8月18日 重篤な後遺障害を残して退院。その後も複数の病院で検査・治療を受けるが約4年後に

「大脳基底核の病変に起因する錐体外路疾患」と診断された。

【裁判所の判断】

記録類に不備が見られる場合に、医療機関側にとって不利な判断をされることはこれまでの事例から

お分かりかと思います。しかし適切な記載がなされている限りは、紛争の際には効果的な証拠となります。

最終回の今回では、そういった事例をご紹介します。

診療録と母子健康手帳の記載は4か所で相違していましたが、その理由については解明されませんでした。

また、浮腫以外の記載（血圧、体重等）に相違は見られませんでした。

裁判所は、診療録の記載内容は、それが後日改変されたと認められる特段の事情が無い限り、医師にとっ

て診療録上の必要性と、診療行為の適正確保のための作成業務（医師法第24条）によってその真実性が

担保されているとしました。

その上で、医師が診療録の浮腫に関する記載のみを改変することは考えられない等の理由から、相違点に

ついては診療録の記載が真実に合致すると判断しました。

患者側は、6月13日～23日の時点で入院治療を行い、子癇と常位胎盤早期剥離防止の措置を講じるべきだったと主張し

ましたが、下記の理由等から、裁判所は医師の過失を認めませんでした。

・母子健康手帳では浮腫（＋）とあるが、診療録では「下肢異常なし」とされており、妊娠中毒症に罹患していたとして

も、程度は軽かったというべき。

・6月3日に妊娠腎と診断され、13日には妊娠中毒症状は増悪していたが、23日には下肢浮腫の程度は軽減し、その他

の症状からしても、妊娠中毒症が著しく進行しているわけではなかったと認められる。

・医師の指示は当時（1969年）の開業医のレベルとしては適切であった。6月3日以降の受診の遅延、転医や入院等の

指示を無視した患者側の姿勢に責任がある。

＊この点は当時（1981年、昭和56年）の医療水準に照らしており、現在の類似のケースで同様な判断がされるとは限

りません。

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
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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
２月1８日(木） 10時～12時 ２月1８日(木） 10時～12時

３月17日(木） 10時～12時 3月17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６２号 平成２８年２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（４） 行政と租税

２ “財産債務調書”が始まります

３
マクロ経済シリーズ

「日本の財政」

４ 診療報酬改定の傾向と診療所経営

５ 相続税の納税資金準備

６ 電話対応の基本

７ 診療録等の記載が問題になった事例④



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

２月１８日（木） １０時～１２時

３月１７日（木） １０時～１２時

２月１８日（木） １０時～１２時

３月１７日（木） １０時～１２時


