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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ＮＥＷＳ
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。

◆ 『医業経営セミナー』のご案内

本年度も、医業経営に役立つ情報を提供してまいります。

◆ ライフコンサルタント 通信
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医療安全とヒューマンエラー

７

医療者が知っておきたい裁判事例５０から
医師の注意義務と添付文書 ①

◆ ドクターのための『セカンドオピニオン

窓口』のご案内
◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内
◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

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

『よろず相談窓口』のご案内

◆ バックナンバーのご紹介

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

本ニュースのバックナンバー（創刊号～前号まで）は、『栃木県医師会・認定医業経営コンサルタント』のホームページで
常時公開しております。会員の皆様のお役に立つように厳選した、その時々の旬な情報が満載です。ぜひご活用ください。

医業経営に関することなら何でもOKの「よろず

◆ よろず相談窓口

相談窓口」。ご好評につき、引き続き開設中です。

経営全般、財務、税務、人事、生命保険、損害

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

ントが親身になって、あらゆるご相談をお受けい
たします。左記までお気軽にお電話ください。

◆ 平成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。
＊日時・場所等が変更となる場合もございますので、必ず各セミナーの開催案内をご確認の上、
ご参加賜りたくお願い致します。

【医業経営勉強会 】医業経営のお役に立つテーマを取り上げます（定員３０名
地区

回目

タイトル
マイナンバーの実務

＊以外 参加費無料）

日時

場所

2016年4月20日（水）
済
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
028-6355511

第１回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
2016年5月18日（水）
午後７時～９時

医療機関職員様向け 基礎から学ぶ「マネー講座」
第2回

講師

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

森本 光

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

第３回

講師

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵
2016年6月21日（火）
午後７時～９時

資金効率改善セミナー
第４回

講師

宇都宮市

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

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

第５回

講師

田島会計事務所 税理士 田島 隆雄
2016年9月13日（火）
午後7時～9時

マイナンバー時代の賢い贈与・相続
第６回

講師

第７回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

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
講師

2016年10月18日（火）
午後7時～9時

ＢＳＡ株式会社 代表取締役 中澤 宏紀
2016年11月22日（火）
午後7時～9時

役員のための接待交際費セミナー
第８回

講師

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

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（水）
午後7時～9時

第９回

講師

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

医療者が知っておきたい裁判事例
小山市

2017年1月17日（火）

第１回

講師

SOMPOリスケアマネジメント株式会社
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ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511
栃木県青年会館
コンセーレ
宇都宮市駒生
1-1-6
028-624-1417

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

小山グランドホテル
小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

【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！
地区

回目

第１回

タイトル

第３回

第４回

回目

第１回

第３回

第４回

第５回

2016年7月7日（木）
午前１0時～１2時

2016年7月21日（木）
午前１0時～１2時

日時

場所

2016年9月29日（木）
午前１0時～１2時

株式会社ﾘｽｸﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ宇都宮支店 森本 光
2016年10月13日（木）
午前１0時～１2時

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
2016年10月27日（木）
午前１0時～１2時

宇都宮東武
ホテルグランデ
宇都宮市本町
５－１２

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

経営講座
①決算書の“見方がよく分からない”この問いにやさしく解説します。
②医療法人設立メリットと設立後の運用を分かりやすく解説します。

2016年11月10日（木）
午前１0時～１2時

AGメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

相続承継講座
①相続税増税時代に“しっかり財産を守る”ための対策とは
②次世代へ盤石に“引き継ぐ日”のための対策とは
講師

028-6270111

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

労務講座 クリニックが“今”対応しておくべきこと
①入職時の対応や年次有給休暇、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰなど
②就業規則の重要性

講師

宇都宮市本町
５－１２

AGメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

税務講座
①医療機関の税務調査にて“特に聞かれること”とその対応
②今年とこれからの“税金の改正”のその対策

講師

宇都宮東武
ホテルグランデ

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

マネーと資産運用講座
①低金利時代到来。 マネーの無駄削減と資産運用術

講師

後期
宇都宮市

2016年6月23日（木）
午前１0時～１2時

タイトル

講師

第２回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

相続承継講座
①相続税増税時代に“しっかり財産を守る”ための対策とは
②次世代へ盤石に“引き継ぐ日”のための対策とは
講師

地区

2016年6月9日（木）
午前１0時～１2時

経営講座
①決算書の“見方がよく分からない”この問いにやさしく解説します。
②医療法人設立メリットと設立後の運用を分かりやすく解説します。
講師

第５回

株式会社ﾘｽｸﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ宇都宮支店 森本 光

労務講座 クリニックが“今”対応しておくべきこと
①入職時の対応や年次有給休暇、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰなど
②就業規則の重要性
講師

場所

2016年5月26日（木）
午前１0時～１2時

税務講座
①医療機関の税務調査にて“特に聞かれること”とその対応
②今年とこれからの“税金の改正”のその対策
講師

前期
宇都宮市

日時

マネーと資産運用講座
①低金利時代到来。 マネーの無駄削減と資産運用術
講師

第２回

定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

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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2016年11月24日（木）
午前１0時～１2時

028-6270111

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １

病院、診療所の身近な税務（１）
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

「分掌変更に伴う役員退職給与」事業承継対策
医療法人の内部留保による出資金の評価は､相続時に市場性のある上場株式と違ってやっかいな相続財産と
なる。
生前の相続対策の中で､持ち分無し医療法人に移行することも考えられるが、通常の持ち分無し移行は多額
の贈与税を覚悟する必要がある。
創業者院長先生が後期高齢者になる前に､則ち６５才前後を過ぎたら１０年スパンで株式移行を実施しなけ
ればならない。その最有力な相続対策は、いかに退職金の税務を活用するかにかかる。
１，退職金の優遇税制

「所得税法３０条に退職所得とは､退職手当金、一時恩給その他の退職により､一時に受ける給与及びこれ
らの性質を有する給与に関わる所得をいう。
退職所得の金額はその年中の退職手当金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の２分の１に相
当する金額とする。」
３５年勤務して３,０００万退職金の支給を受けたとすると、収入３,０００万－退職控除額１,８５０万＝
１,１５０万円×１／２＝５７５万円×２０％－４２７,５００円＝７２２,５００円の税金。
ところが３,０００万の給与の所得税は収入３,０００万－給与所得控除額２４５万＝２,７５５万円×４０％
－２７９．６万円＝８,２２４,０００円の税金
退職所得の税負担率７２２,５００円÷３０,０００,０００円＝２．４％
給与所得の税負担率８,２２４,０００円÷３０,０００,０００円＝２７．４％
２５％の税負担率が違う。金額にして約７５０万も退職所得の税金の方が安い。
さらに給与所得は他に所得があると他の所得も合算されてより高い税率になりますが､退職所得は分離課税
で他の所得があっても加算されることは無い。退職所得だけの税金で完結する。
退職所得は退職後の生活原資となり､今までのご苦労に対する慰労金的性質を有するものと考え優遇処置が
講じられている。一時金でもらうなら賞与という考えもあるが､勤務継続しながら支給される賞与は､給与
の一種なので軽減規定は無い。退職という事実を厳正に受け止め敬意を表しての優遇処置である。
２，事業承継としての分掌変更による退職金
退職金には生前に払う勇退退職金と死亡退職金の２種類がある。株価引き下げのための退職金として分掌
書変更による退職金が有効である。税務上死亡退職金については、高額な退職金で無く理にかなった支払
額であれば､そんなに問題とはならない。いつも問題となるのが分掌変更による退職金である。
法人税法基本通達９－２－３２（役員の分掌変更等の場合の退職給与）には次のように記述されている。
「法人の役員の分掌変更又は改選による再任等にさいしその役員に対して退職給与として支給した給与に
ついては、その支給が、例えば次に掲げるような事実があった事によるものであるなどその分掌変更等に
よりその役員としての地位又は職務の内容の激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる
ことによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

-3-

（１）常勤役員が非常勤役員になったこと
（２）取締役が監査役になったこと
（３）分掌変更等の後におけるその役員の給与が激変（おおむね５０％以上減少）したこと
（注）本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として法人が未払い金等に計上した場合の当該
未払金等の額は含まれない」
上記文書で大切なことは、形式的に理事長を退職して、通常報酬を５０％に下げても退職金として認めて
もらえなければ、役員賞与となり、損金性が否認され、法人税が課され、さらに役員の給与所得となり源
泉所得税が課され、二重の税金負担が生じる。特に生命保険金が満期入金になり雑収入の増加で税金負担
が多額になるので、形式的に理事長を退任させて退職金支払いで法人税を軽減させようと考えたときに、
税務調査はかならずやってきて役員退職金否認という結末にならないような対処が必要である。
平成１４年京都地裁判決によれば、退職につき、代表権は有しないが本当に退職したのかが厳しく問われ
る判決がされた。あくまでも退職給与は「退職」という従来の権力構造からすっかり離れることを云うの
であるから、対外取引、院内人事、給与の決定、理事として経営権の維持等が実際に従来と大きな変更が
無いなら、退職金としての認定はされないことになる。要するに勤務の第一線から引退したことが立証さ
れたときが退職になるわけです。まして従業員等からの呼び名も従来通り院長と呼ばれ、諸処の文書も従
来通りの院長の名前が記されていたり、院内の案内文も変更が無かったりは問題外です。退職という事実
が明らかになるような行動が大切。形式的の退職は後日の紛争の元になるので十分気をつけた処理を望み
ます。老婆心ながら役員退職金の未払い計上は原則認められないので注意。
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No ２

現金を払っていなくても給料扱い？！
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

Ｑ1．職員や理事に対して、「給料」としてお金を渡した場合以外でも、「給料“扱い”」として所得税の
対象になってしまう場合があると聞きました。どういうことなのでしょうか？
Ａ1．「給料」と言うと、普通は現金を渡したり、口座に振り込んだりするのが一般的ですが、税務上の福
利厚生的な意味合いを超えた支出がある場合や、職員や理事本人の個人負担の費用を代わりに医療機関側
が負担したような場合には、本人に現金を渡したのと同じ効果があることから、税務上「給料」として取
扱われています。
この場合には、もらった本人については所得税の対象となり、源泉徴収が必要となります。また、理事な
どの役員については、給料が経費になるためには「毎月同額であること」が原則ですので、「臨時の給
料」となってしまい、支出した医療機関側では経費になりません。

Ｑ2．一部の職員と理事の「人間ドックの費用」を医療法人で「厚生費」として負担しています。また、職
員の誕生日に商品券を「誕生祝」として渡していて、これも「厚生費」としていますが、通常の経費扱い
で構いませんか。
また、勤続10年・20年の職員を「永年勤続者」として表彰し、金品を支給する場合はどうですか。
Ａ2．ご質問の内容は次によります。
(1)人間ドックの費用負担
人間ドックを次のような条件で実施している場合には、福利厚生の一環であり給料扱いとはなりませんが、
それ以外であれば「給料扱い」とされますのでご注意ください。
特定の理事・職員だけを対象とせずに、例えば「40歳以上」など一定の年齢以上の者であればすべて検診
の対象としていること
一般に通常必要であると認められる内容と金額の範囲内であること
費用は直接診療機関に対して支払われること
(2)誕生日祝い金の支給
誕生日祝い金は、税務上は広く社会的な慣習として行われているとは認められないため、「給料」に該当
します。また、「金券」で渡していても、商品券・ギフトカード・クオカードなどの金券については税務
上「現金と同じ扱い」ですので、同様です。
また、職員の子どもの入学祝い金については、社会通念上相当と認められるものについては、給料にはな
りません。
(3)永年勤続者に支給する表彰記念品
金一封のように「金銭」で渡した場合には、給料となります。
次に、記念品等の物品で渡した場合ですが、次の要件のすべてを満たす場合には、給料扱いになりません。
支給対象者の勤続期間等に照らし、社会通念上の金額の範囲内の物品と認められること
勤続年数がおおむね「10年以上の者」を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね
「5年以上の間隔」をおいて行われるものであること
この場合に、記念品を選択できる場合の取扱いですが、数種類の中から選ぶなど、記念品の選択の幅が限
られていれば、給料扱いになりません。
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また、ギフト旅行券を支給した場合ですが、本来は「金券」なのですが、次の要件を満たす場合には、給
料扱いとしないこととされています。
旅行券の支給後、1年以内に旅行が行われること
旅行の範囲が、特別に高額ではなく社会通念上相当なもの（海外旅行を含みます）であること
領収書等により、旅行の確認できる資料を提出させ確認していること
支給後1年以内に使用しなかった場合には、返還させていること
またご質問の内容以外で、実務上で多い事例をご紹介します。
(4)食事の支給
昼食については、その金額の半額以上を職員や理事本人が負担し、かつ、事業者側の負担金額が「月額
3,500円以下(税抜)」である場合には、給料になりません。
残業時の食事の提供については、通常の勤務時間外の勤務に対してのものであり、給料になりません。
(5)慰安旅行として行う海外旅行の費用の負担
次のすべての要件を満たす場合には、特別に高額でなければ給料になりません。
旅行に要する期間が4泊5日（目的地の滞在日数によります）以内のものであること
旅行に参加する職員等の数が全職員等の50%以上であること
(6)役員に対するお中元・お歳暮の贈答費用
お中元・お歳暮の費用は、医業経営上の関係者への時季的な贈答費用であり、交際費に該当し、一定額以
下は経費となります。しかし役員等へ贈答した場合には、あくまでも役員の地位に対しての支給となるの
で、贈答の内容がよほど少額でない限り「給料扱い」とされています。
これは、例えば無給の非常勤役員に対してのものであっても、役員である限り、同様に給料に該当します。
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No ３ マクロ経済シリーズ 「 経済成長と金融政策」
田島会計事務所所長 田島 隆雄

今回は経済成長と金融政策を考えてみます。

Ⅰ.経済の構成要素
基本的な定義となる経済は総需要つまり投資と消費によりその規模は決定される。
この中で消費は経済全体の約６０％を占め、国民の消費力が大きく左右することとなる。
投資には住宅投資をはじめ、企業の設備等投資・政府投資が含まれる。
ここで経済成長とは、総需要の前年比伸び率を示している。

Ⅱ.金融政策
経済は投資や消費も共に貨幣の支払手段を用いて動いている。
金融政策は日本銀行（独立機関）により実施される。
実施時期は経済の状況や必要局面を判断して行われることになる。
最近では記憶に新しい、マイナス金利政策や量的緩和措置が代表例である。
このように経済と金融政策は深く関係しているが、金融政策が万能とは言えない側面があり
期待効果を保障するものではない。

Ⅲ.為替相場（円安・ドル高，円高・ドル安）
海外取引を行う場合、代金決済に円払いドル払いが用いられる。
例えば米国への輸出の場合通常ドル建て決済が用いられ１ドル=１００円とした場合（交換レート）国
内の輸出業者は決済日の為替相場である１ドルに対し１００円の収入を得られる訳である。
このドルに対する円の価値は毎日変化が起り固定ではない、つまり為替は変動するものである。
例えば下図より為替と海外取引の効果を考えてみよう
ドル

１ドル＝１００円

１ドル＝８０円
（円高）

１ドル＝１５０円
（円安）

１ドル

円
８０円

１００円

１５０円

ある時点で１ドル=１００円だったとする。
以後
１ドル=１５０円になったとする。
この局面では１ドル=１００円に比べ円安と呼
ばれ、円の価値がドルに対して安くなってい
るのであり、日本の輸出業者はドルベース決
済の時、１ドルで１５０円の日本円を手にす
ることができる。つまり円安傾向では輸出業
者は有利に海外取引を展開できる。

反対に１ドル＝８０円になったとすれば円高傾向になり日本の輸入業者は８０円で１ドルの買い物がで
きるため円安時に比べ安く海外商品を輸入することが可能である。つまり有効に海外取引が展開できる
こととなる。
身近なこととして円高時には安く海外旅行ができることになる。
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Ⅳ.マイナス金利政策の動向
日本銀行は本年１月２９日マイナス金利導入を発表した。
これは金融機関が日銀の当座預金に預入れをした場合、金利をマイナスとするものであり、
預り手数料を徴収することにより実質マイナス金利とする方式である。
この結果、２月９日には長期金利の代表的指標である１０年国債の利回りがマイナス0.035%
となっている。この日銀の政策の狙いは金融機関に対し企業等への貸出を促進し、企業活動を刺激して
経済成長につなげると同時に、国内のインフレ目標２％を達成するというものである。
わが国の物価下落の始まりは１９９８年からと言われ長い間物価のデフレ傾向が継続している。家計消
費を見ると国内総生産（ＧＤＰ）の約６０％を占めており、扶養家族や住宅ローンを抱える４０～５０
代の中年層世帯の消費が伸び悩んでおり、将来の所得見通しに対する不安から生ずるもので貯蓄率の増
加へと進んでいる。
Ⅴ.諸外国の経済状勢
（１）ヨーロッパ
世界初のマイナス金利導入国はスウェーデン中央銀行であるが、同国では貸出金利も低下し堅調な経済
は実現したと言われているが、インフレ水準は低く住宅バブルが懸念されている。
また、欧州は難民危機とドイツ銀行の大幅赤字などの金融危機が発生しイギリスの欧州連合（ＥＵ）離
脱問題が発生し国民投票は６月に実施予定となっている。イギリスはもともと自由主義的色彩が強く共
通通貨ユーロに参加していない。
（２）アメリカ
原油安の傾向はエネルギー関連企業の業績悪化を招き、設備投資の抑制、雇用の不安定化、物価の低迷
に悩んでいる。
（３）中国
生産年齢人口の伸びの鈍化という構造的な問題を抱えており、更に生産品の過剰在庫が発生し世界にお
ける景気不安が報じられている。
（４）日本
インフレ目標には到達できず、消費・投資共に低迷となっている。物価を加味した実質賃金は下がって
いる。円安と資源価格の下落により法人企業の利益は増加傾向にあり、その結果配当と内部留保が増加
しているが、円安と原油価格の下落は企業努力によって生じたものではなく構造改革を伴う産業構造の
転換が呼ばれている。
おわりに
経済成長は物を消費する・物を買う（投資）ことから成り立っており、この動機は国民の所得のいかん
に左右されざるを得ないことであり将来への不安要因においても左右される。経済成長は実質的なもの
が重要であり、外部要因に基因する為替レートの変化による恩恵等は短期的なものである。又、世界経
済の状況により仲々困難な経済政策を伴う。
更に財政政策面に至っては社会福祉の課題があり財政上長期的展望が必要となる。
過剰な金融政策に期待しても無理があるし政府の経済政策にも限界があり、民間の企業・事業者の活躍
が重要と思える。
この三者のバランスの取れた機能が発揮されたとき、より良く効果が生ずるものと考えられる、但し大
変困難な問題でもある。
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No ４

給与所得者の特定支出控除について
㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 常務取締役 川俣 喜弘

１．特定支出控除とは？
勤務医は、事業者のように実額で交通費や医師会費などの「必要経費」を所得から控除することはでき
ません。その代わりに給与の額に応じた「給与所得控除」という概算の経費が認められています。しか
し、「給与所得控除」の1/2を超えて「必要経費」を支払った場合には、その超えた部分を給与所得か
らさらに控除することができます。これが「特定支出控除」です。給与所得控除は下表で決められてい
ます。

給与等の収入金額

給与所得控除額

1,625,000円以下

650,000

1,625,000円超

1,800,000円以下

収入金額×40％

1,800,000円超

3,600,000円以下

720,000＋（収入金額－1,800,000円）×30％

3,600,000円超

6,600,000円以下

1,260,000＋（収入金額－3,600,000円）×20％

6,600,000円超

10,000,000円以下

1,860,000＋（収入金額－6,600,000円）×10％

10,000,000円超

15,000,000円以下

2,200,000＋（収入金額－10,000,000円）×5％

15,000,000円超

2,450,000

給与所得控除の上限が、今後引き下げられます。詳細は下表のとおりです。
現行

H28年

H29年

上限額が適用される給与収入

1,500万円超

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

特定支出控除の計算について適用できる金額は下表のとおりです。必要経費が給与所得控除の1/2以下
の場合は、適用できません。
その年中の給与等の収入金額

特定移出控除の適用判定の基準金額

15,000,000円以下

その年中の給与所得控除額×1／2

15,000,000円超

1,250,000円（上限）
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<特定支出控除イメージ>

①通勤費

②転居費
超える部分

③研修費
特定支出の
合計額
④資格取得費
給与所得控除
合計額

⑤帰宅旅費
⑥勤務必要経費
（上限65万円）

給与所得控除額の
１／２
（上限125万円）

給与所得
控除額
通常控除額

給与所得
控除額
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No ５

こんなときどうなる？死亡保険金受取人
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 宇都宮支店長 添田 守

ご存知の通り、生命保険契約は契約時に、死亡保険金受取人を指定します。
死亡保険金受取人は誰でも指定できるわけではなく、原則として被保険者の配偶者および2親等以内の血族
（祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など）に限られます。
今回は受取人の指定の仕方が異なる以下のようなケースで、生命保険金の支払いがどうなるかを考えてみ
ます。
<ケース１>
契約者： 夫A

被保険者：夫A

死亡保険金受取人：妻B（1年前に死亡） ※（夫婦に子供なし）

一年前に受取人として指定されている妻Bさんが死亡し、その後受取人を変更していない状況で、夫Aさん
が死亡しケース。
もし、夫婦に子供がいない場合、保険金は誰が受取るのでしょうか？
妻は死亡していますので、一般的には契約者である夫Aさんの両親（或いはAさんの兄弟）が保険金を受取
ると考えたいところです。
ところが、この場合、保険金を受取る権利は指定された保険金受取人である妻Bさん（他界）の法定相続人
が持つことになります。
夫Aさんの親族としては納得いかないところですが、法律上はこのように取り扱うことになります。
<ケース2>
契約者：夫C

被保険者：夫C

死亡保険金受取人：法定相続人 ※（法定相続人は妻Dと夫Cの兄弟）

以前は、受取人を「法定相続人」とした契約が存在していました。長く続けていただいている契約だと、
今でもそのままの状態で残っているケースもよく拝見します。
このケースで夫Cさんが死亡した場合、妻Dさんは当然自分が100%受取ることができると思っていますが、
法律上は法定相続人である夫Cさんの兄弟にも受取る権利が発生します。
手続き上は、法定相続人の中で代表者を決め、保険会社からはその代表者に保険金を全額支払うこととな
り、その後の実際の分け方について保険会社は関与しません。妻Dさんと夫Cさんの兄弟との仲が良ければ
問題は起きないでしょうが、その関係次第では金額などで揉めることになるかもしれません。
死亡保険金受取人が法定相続人となっているご契約がある場合、例えば受取人を妻Dさんに指定するなど
の変更を行うことで、揉め事を避けることができるかもしれません。
<ケース3>
契約者：夫E

被保険者：夫E

死亡保険金受取人：花子40%、太郎30%、二郎30%

このケースも大変よく見かけます。父親である夫Eさんの思いが保険証券に形となって表れています。
このケースでも夫Eさんが死亡した場合、受取人である三人のお子様の中の代表者を決め、保険会社はその
代表者に全額支払います。ケース2同様、その後受取り割合で分けるかどうかまでは保険会社は関与しませ
ん。保険会社は割合ごとに支払ったとして支払調書を発行しますが、実際の保険金は代表者に全額支払い
ますので、受取った兄弟の間で揉める原因になりかねません。
こういった場合、ひとつの保険契約で受取人を複数指定するのではなく、受取人一人に一つの契約を結ぶ
ことで、揉め事を避けられるでしょう。
最近は保険会社によってそれぞれの受取人から申し出があれば、割合分を個別に支払うことが可能な保険
会社もあるようです。ただし多くの保険会社は代表者に保険金の全額を支払う取扱いとなっていますので、
個別に受け取りが可能かどうかなど、保険会社に確認しておきましょう。
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<ケース4>
契約者：夫F

被保険者：夫F

死亡保険金受取人：夫F

このケースは本来ありえません。死亡した自分が受取ることはできないわけですから、契約上成立するこ
とがおかしいのですが、過去の契約で、ごくまれに見かけることがあります。
一般的に生命保険は受取人固有の財産として遺産分割の対象にはならず、受取人を指定することで揉め事
を少なくするなどの用途があります。
受取人が本人であるこのケースでは夫Fさんの死亡時に保険金が夫Fさんの固有の財産とみなされ、遺産分
割の対象となりますので、保険金の受取人を指定したい場合は事前に受取人変更などの手続きが必要です。
<ケース5>
契約者：夫G 被保険者：夫G

死亡保険金受取人：父H※（夫は3年前に結婚、子あり）

これもよくあるケースです。
独身時代に締結した保険契約の多くは死亡保険金受取人を両親のどちらかを指定されています。この方が
結婚された場合、多くは保険金の受取人をご両親から妻に変更されています。（事情により異なります）
ところが、変更しなければいけないと思いつつ、そのままになっている状況で、夫Gさんが死亡した場合
は父Hさんが保険金を受取ることになります。
妻と子供がいて、この保険金は妻に全額渡したいと思っていたとしても、父であるHさんしか保険金を受
取る権利はありません。父は相続人ではないため、相続税がかかるとすると、2割加算です。
また、受取った父から妻に渡せば贈与となり、多額の税負担となってしまうでしょう。
このように、生命保険契約では保険金受取人が誰なのかで、効果はまったく異なってしまうことがありま
す。
ご自分の生命保険契約について、受取人は健在なのか、死亡しているとすれば変更しているのか、複数人
が指定されているのか、結婚した後変更しているか、離婚した前妻のままになっていないか、など、今一
度ご確認してみてください。
生命保険の保険金受取人は契約者の意思で変更することができます。
親から仲良く分けてと口頭で言われても法律上はなんの保証もありません。
保険契約に沿った本来の受取人に指定・変更しておくことが大切です。
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（有）エファ 社会保険労務士 佐藤 智子

医療機関が抱える問題として、職員が定着しない、という声をよく耳にします。定着しない理由は様々
あると思いますが、常に職員の出入りがあり採用活動をしているようでは余計なコストもかかります。
優秀な人材の流出を防ぎ、高いモチベーションをもった職員のキャリアアップを効果的に促進し職業能
力の向上を図るためには、計画的かつ体系的な人材育成を継続的に行うことが重要です。職員教育の重
要性は十分に認識していても人材育成にかかる費用は大きな負担になります。そうした負担を軽減する
方法として助成金の活用が挙げられます。

職員教育の目的
職員教育は業務に必要な知識や技能の習得と考えがちですが、職員の定着ということで考えると以下
のような目的が考えられます。
①職場風土や秩序の維持 ②職員との信頼関係の維持 ③職員のキャリアアップの後押し
④職場内のコミュニケーション、チームワークの維持 ⑤能力や技術の習得
これらの目的をもって職員教育を実施することは、各人のキャリアアップを図るだけではなく、働き
やすい職場環境づくりやモチベーションの向上にもつながります。
キャリア形成促進助成金

重点訓練コース

職員のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせる
ための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成
してくれる制度です。
【申請の流れ】
（１）「事業内職業能力開発計画」の策定・「職業能力開発推進者」の選任
（２）訓練実施計画届の提出
訓練実施の原則１カ月前までに「訓練実施計画届」と必要な書類を都道府県労働局に提出
（３）訓練の実施
訓練計画に従い訓練を実施
（４）支給申請
訓練終了日の翌日から２カ月以内に支給申請書と必要書類を都道府県労働局に提出
【訓練対象者・基本要件】
◆雇用保険の被保険者であること
◆Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であり、実訓練時間が２０時間以上であること
【支給額】（

）内は中小企業以外

◆賃金助成（１人１時間当たり）
◆経費助成

８００（４００）円

１/２（１/３）１人当たりの限度額15万円（10万円）※20時間～100時間未満の場合

※若者雇用促進法に基づく認定事業主又は一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度導入
企業については、助成率を１/２→２/３

１/３→１/２に引き上げ

セルフキャリアドックとは‥ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャ
リアコンサルティングを定期的に実施する制度です。
上記の他にも受給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
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No ７ 医療者が知っておきたい裁判事例５０から
～医師の注意義務と添付文書①～
SOMPOリスケアマネジメント株式会社
医療RM事業部 山崎 堅司

今回は、医師が添付文書の記載に反する方法で当該医薬品を投薬した場合には、記載に反する投薬を行っ
たことに特段の合理的理由がない限り、医師等の過失が推定されると判断された事例を紹介します。
Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

麻酔下での血圧測定につき、医療慣行よりも添付文書の注意事項に従うべきとされた事例
（最高裁 平成8年1月23日）
腰椎麻酔下で虫垂切除術を受けた患者（7歳男児）に、重度の脳機能低下症による後遺障害が残存。
最高裁で医師の過失が認められ、高裁に差戻しとなったものです。
本事案の手術では麻酔薬ペルカミンＳが用いられ、血圧測定の実施間隔が問題となりました。
医師は当時（1974年）の医療慣行に従って血圧測定を行っていましたが、添付文書の注意事項に
従って血圧測定すべきであったと最高裁が判断しました。
 添付文書に記載された使用上の注意事項
血圧対策として、麻酔注入前に1回、注入後は10～15分まで2分間隔で測定
 当時（1974年）の医療慣行
血圧については少なくとも5分間隔で測るというのが一般開業医の常識

【本事案の事実経過】
0：30ごろ
16：32ごろ
16：35
16：40
16：45ごろ
16：47ごろ
16：55
17：20

腹痛と発熱を訴え、患者が救急車で搬送され入院。虫垂炎と診断され、当日午後に手術予定。
0.3％ペルカミンＳを1.2ｍｌ注入し、腰椎麻酔を実施。
血圧124/70、脈拍84。
執刀開始。血圧122/72、脈拍78。医師は看護師に5分ごとの血圧測定を指示。
患者から悪心の訴えあり。脈が遅く弱くなり、顔面蒼白で、チアノーゼ様のものが認められ、意識
消失。血圧は触診で最高50。手術を中止。
心停止し、蘇生措置を実施。
心拍・自発呼吸が再開。血圧・脈拍も安定。
手術再開。虫垂を切除し、17：42に手術終了。

【裁判所の判断】
（１）医療水準について
過失判断にあたり、医師の注意義務の基準となるのは診療当時の医療水準であり、この医療水準は全国一律
に絶対的な基準ではなく、医師の専門分野、診療機関の性格、地域の医療環境の特性等の事情を考慮して決め
るべきものとし、医療水準は、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が
医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはでき
ないとしました。
（２）医薬品の添付文書の記載事項について
添付文書の記載事項は医薬品の副作用等につき最も高度な情報を有しているメーカーらが、患者の安全を確保
するために必要な情報を提供することが目的であり、添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それに
よって医療事故が発生した場合には、特段の合理的理由がない限り、医師の過失が推定されると判断しました。

*添付文書の注意事項に従わなければ、それが直ちに過失になると断じられているわけではありません。

以下も考慮し、医師が添付文書の注意事項に従わなかった合理的な理由はなかったとして過失を認めました。
 鑑定人によると腰麻ショックによる急激な血圧低下は1～2分間隔で測定することで発見し得るもので、このよ
うなショックの発現は「頻回に血圧測定し、心電図を観察し、脈拍数の変化に注意して発見すべし」と、どんな
教科書にも書かれている。
 2分間隔での血圧測定は、それができる看護師を配置しておけばよく、本事案でも格別の支障があったわけ
ではない。
【お問い合わせ先】 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント（株） 医療リスクマネジメント事業部
（「医療者が知っておきたい裁判事例50」のご購入はこちらから
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TEL：03-3349-3501

https://www.sjnk-rm.co.jp/medical/）

◆ 「生命保険 一覧表 作成サービス」のご案内
保険常識 の 嘘 と 本当！
医業経営ライフ・コンサルタントが中立的な立場でお教えします。
★ 「ご自分の生命保険」について、ご存知ですか？
たとえば生命保険の場合、入院されたり、万が一の時には、自ら請求しない限り保険金は
支払われません。ところが、多くの先生方が何種類もの保険に加入されていますので、「い
ざ」というときにご家族の方は、どこでどのような保険に入っているのかわからず、ご苦労
されることにも・・・

★ 生命保険の「点検時期」について考えたことはありますか？
生命保険は加入することが目的ではなく、あくまで「問題解決の手段」です。ですから、
解決すべき問題に変化が生じたとき（守るべきものが変化するとき）が、「点検時期」と
いえます。 たとえば、お子様がお生まれになったとき、お子様が大学を卒業されたとき、
開業資金の借り入れをしたとき、医療法人設立のとき、事業継承・後継者が定まったとき
などが、主な「点検時期」です。

★ ご加入の生命保険を一覧表にすることで・・・
・
・
・
・
・

被保険者別、証券別にすべての項目が整理できます。
保険の有効期間、支払期間が一目瞭然となります。
保障額の合計、支払額の合計が明確になります。
損金処理額、貯蓄額も明確になります。
入院保険がどこに、いくら付加されているか、わかります。

★ 専門知識をもったライフ・コンサルタントがお手伝いします！
生命保険は 「生活習慣病」 にもたとえられますが、取り返しのつかない症状になる前に、
一覧表を作成することで保険の健康診断になります。 また、保険の一覧表作成には専門的
な知識が必要です。栃木県医師会の医業経営ライフ・コンサルタントが、中立的な立場で
お手伝いさせていただきます。 これまでに、多くの先生方の一覧表を作成してきましたが、
保険の全体像を俯瞰することで、最適な保障額を設定し保険料の無駄を改善したり、間違っ
た経理処理を修正することができたりと、たいへん喜んでいただいているサービスです。

別添の「生命保険一覧表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、
お電話 または ＦＡＸ にてお申し込み下さい。
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栃木県医師会・認定 医業経営
ライフ・コンサルタントグループ

ドクターのための
『セカンドオピニオン窓口』のご案内
～経営・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

コンサルタントと相談会日時

ご相談いただきました内容等につきましては守秘義務を厳守致します。
また全員、医師会認定医業経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰですのでご安心ください。

コンサルタント

荻原会計事務所 税理士
セカンド
オピニオン窓口

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

会場

日時

荻原英美
添田守

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

荻原会計事務所
住所：宇都宮市滝谷町10-1
TEL：028-634-6776

浅沼みらい税理士法人
住所：足利市本城2-1901-8
TEL：0284-41-1365

５月１９日（木） 10時～12時

５月１９日（木） 10時～12時

６月１６日（木） 10時～12時

６月１６日（木） 10時～12時

７月２１日（木） 10時～12時

７月２１日（木） 10時～12時

※予約制となりますので、開催日１０日前までにお申込下さい。

「セカンドオピニオン窓口申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み
お願いします。お申し込み多数の場合には先着順とさせていただき、事務局より確定結果
（日時・会場の詳細と当日ご持参いただきたい資料等）をご連絡させていただきます。

【お問合せ先】

セカンドオピニオン窓口
〒320-8503

ＴＥＬ

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ
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０２８－６２４－５９８８

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

◆ 『よろず相談窓口』のご案内
栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を
提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
相談につきましては無料で行っております。

よろず相談窓口
医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局
電話 ０２８－６００－１１７１
＜税務・会計業務＞
医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策
などを始めとして、医業経営をサポートいたします。

＜職員研修業務＞
接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な
職員指導で接遇向上をサポートいたします。

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

法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分
野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。

＜リスクコンサルタント業務＞
生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で
きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に
活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、
実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。

＜病院機能評価取得支援業務＞
平成１９年10月現在、全国２３９９病院が認定されています。特に難しい基準が求められ
ているのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの
検証結果に対して認定がなされます。
病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ
ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。
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＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞
医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら
ない限り、生きたシステムとして定着しません。
また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中
で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

＜Ｐマーク取得支援業務＞
個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。
医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに
情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制
の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。

＜開業支援業務＞
開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化
している公認会計士・税理士が支援いたします。

栃木県医師会・認定『医業経営ライフコンサルタントグループ』
の活動理念
１．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。
２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。
３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を
提供して、最善の助言をする。
４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。
５．法令・業法の規定をすべて厳守する。
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栃木県医師会・認定医業経営ライフ・コンサルタントグループ
このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。
私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、
従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。
医業経営コンサルタントとは･･････
（社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実
現を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。

ＭＤＲＴとは･･････
Million Dollar Round Table (MDRT) は世界86の国と地域から約39,000人（2008年6月現在）の会員を有する、卓越
した生命保険と金融サービスの専門家による組織です。世界中の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで構成され、
そのメンバーは卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと
地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。

荻原会計事務所

税理士
〈医業経営コンサルタント〉

荻原 英美

宇都宮市滝谷町10-1 TEL028-634-6776

浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士

浅沼 孝男

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

田島会計事務所

税理士
〈医業経営コンサルタント〉

田島 隆雄

鹿沼市上野町297-1 TEL0289-63-5858

関根公認会計士事務所

公認会計士

関根 則次

宇都宮市塙田4-1-20 舛屋第一ビル4F
TEL028-627-3667

ＲＭＬ 株式会社

代表取締役〈ＭＤＲＴ〉

清水 英孝

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

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史
添田 守
森本 光

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 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉
宇都宮支店

ＢＳＡ 株式会社

代表取締役

中澤 宏紀

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

株式会社 MMS

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

佐久間賢一

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

医療事業部常務取締役
〈医業経営コンサルタント〉
医療事業部取締役担当部長

川俣 喜弘

〈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
ｽｶｲﾗﾎﾞ株式会社

足利市本城2-1901-10 TEL0284-41-1365

樋口 和良

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ
〈MDRT〉

清水 隆志

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

代表取締役

安川

東京都渋谷区神宮前3-32-6 DUO表参道101
TEL03-5413-6577

聡

代表取締役

菊地 理恵

統括マネージャー
社会保険労務士

佐藤 智子

有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

田村 康夫

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336

株式会社ｱﾙﾌｧｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

宇都宮支社長
執行役員

松原 哲彦

宇都宮市東簗瀬 1-3-21 ADDﾋﾞﾙ5F
TEL028-612-6577

有限会社 ｴﾌｧ

宇都宮市滝谷町18-7 TEL028-639-1020

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

１

第６３号 平成２８年５月発行

アンケートご協力のお願い

医業経営ライフコンサルタントグループの活動（医業経営セミナー・ニュース等）の中に、
皆様からの貴重なご意見・ご要望をできる限り反映させていきたいと考えております。
今後取組んで欲しいものなどございましたら、お気軽にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。
◆コンサルタントＮＥＷＳについての
ご意見をお聞かせください。
（

）役にたつ

（

）目を通すが役にはたたない

（

）読んでいない

（

）その他

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で

◆本号の中で、特に興味をもってお読みいただいた記事は
どれですか？○表示をお願いします。＜複数回答可＞

No

タイトル

１

病院、診療所の身近な税務（１）

２

現金を払っていなくても給料扱い？！

３

経済成長と金融政策

４

給与所得者の特定支出控除について

５

こんなときどうなる？死亡保険金受取人

６

人材育成と助成金活用「キャリア形成促進助成金」

７

医療者が知っておきたい裁判事例５０から
医師の注意義務と添付文書①

取り上げてほしいテーマはございますか？

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

※アンケートのご記入ありがとうございました。ご記入いただきました内容は、上記サービスのご提供、および今後の
当グループ活動の参考とさせていただくことを目的としたものであり、それ以外の用途では使用いたしません。

２

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

貴医院名：

よろず相談窓口

ご担当者：

FAX ０２８－６２４－５９８８
（TEL 028-600-1171 直通）
担当：大島・半田

電話番号：

「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」
申込書
ご希望のコンサルタントの相談日時に○印をご記入いただき
ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。
セカンドオピニオン窓口
担当（大島・半田）

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

５月１９日（木）

１０時～１２時

６月１６日（木）

１０時～１２時

７月２１日（木）

１０時～１２時

５月１９日（木）

１０時～１２時

６月１６日（木）

１０時～１２時

７月２１日（木）

１０時～１２時

【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

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

医療機関名：
氏名：

（役職

）

氏名：

（役職

） 参加予定人数

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

名

