
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第６４号 平成２８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 病院・診療所の身近な税務 １ ゴルフ会員権並びにレジャー会員権の税務処理

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ 「自宅や建物」に関する新しい２つの税制

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ 「税制財政政策」

法律・行政 特定支出控除について ４ 給与所得者の特定支出控除についてⅡ

保険・金融 生命保険と税金 ５ 所得控除となる積立てについて

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 採用ポイントと受け入れ方

医療安全 医療安全とヒューマンエラー ７ 医師の注意義務と添付文書②

◆ 『熊本地震・災害ボランティア』参加報告



＊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

医療機関職員様向け 基礎から学ぶ「マネー講座」
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 森本 光

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（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 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 SOMPOリスケアマネジメント株式会社

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8名 参加費２0.０００円（全５講分）
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地区 回目 タイトル 日時 場所

前期

宇都宮市

第１回

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

2016年5月26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

028-627-
0111

講師 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

第２回

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

2016年6月9日（木）

午前１0時～１2時

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

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

2016年6月23日（木）

午前１0時～１2時

講師 浅沼みらい税理士法人常務取締役 川村 浩

第４回

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7月7日（木）

午前１0時～１2時

講師 AGメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

第５回

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

2016年7月21日（木）

午前１0時～１2時

講師 浅沼みらい税理士法人代表社員税理士 浅沼 孝男

地区 回目 タイトル 日時 場所

後期

宇都宮市

第１回

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

2016年9月29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

028-627-
0111

講師 株式会社ﾘｽｸﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

第２回

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

2016年10月13日（木）

午前１0時～１2時

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

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

2016年10月27日（木）

午前１0時～１2時

講師 浅沼みらい税理士法人常務取締役 川村 浩

第４回

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

講師 AGメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

第５回

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

2016年11月24日（木）

午前１0時～１2時

講師 浅沼みらい税理士法人代表社員税理士 浅沼 孝男

済

済

済

済

済



ゴルフ会員権並びにレジャー会員権の税務処理

１，役員名義のゴルフ会員権

ゴルフ会員は法人税法上、減価償却資産として列挙されているが､水道施設利用権、電気通信施設利用権な

どと同様の一種の無形固定資産ですが、減価償却資産として列挙されていないので非減価償却資産になり、

損金としての償却は不可能です。

ゴルフ会員権はゴルフ場施設利用権と言われており永久利用権としての性格を有しており､ゴルフ場がプ

レー可能である限り利用権の価値は減少しない。又会員権の特徴として他に譲渡することも出来､投下資金

も回収することが出来る。

本来会員権は法人名義にするべきですが無記名式の法人会員権制度がないため個人会員として入会し、そ

の人の入会金､名義書換料を法人が資産に計上し､その入会が法人の業務遂行場必要であるため法人の負担

すべきものであると認められるとき､法人資産として経理しても差し支えない。業務上必要と認められない

場合には､原則として代表者に対する給与とされる。

２，ゴルフ会員権が分割された場合

ゴルフ場経営者が償還期限が来た預託金を返済する資金がないので､預託金を例えば２口に分割して､会員

の利便に期する処置をすることがあります。このゴルフ会員権の分割の税務の扱いはどうなるのかという

疑問です。

ゴルフ会員権の分割の性格は 1契約内容の変更か 2既存の契約解除と新たな契約の締結と見るかの ２

つの考え方がある。この点についてゴルフ会員権が表象するゴルフ場施設利用権、すなわち会員がゴルフ

場施設を利用出来るという局面においては､会員権の分割後も従来と何ら変わることがないという観点から

いえば､ゴルフ会員権の分割によって新たな権利義務関係が発生したと見ることは出来ない。

つまりそのことから、損益は生じないことになる。

３，ゴルフ会員権の預託金が一部切り捨てられた場合

ゴルフ場経営会社に民事再生法の規定による再生計画の認可の決定が行われ､預託金の一部が消滅した場合

には、その切り捨てられた部分の金額については原則として､切り捨てられた事業年度において貸倒損失と

して損金処理が認められる。

預託金の切り捨ては法律的には契約変更に於いて預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した上

で、その一部が切り捨てられたと見られるので､貸倒損失として損金経理できる事になる。

４，ゴルフ場に破産手続き開始の決定の扱い

ゴルフ場経営会社に破産手続きの開始の決定があった場合は､通常財産保全の一環として施設は閉鎖され会

員は破産債権として届けた預託債権の範囲内で配当を受けることが出来る金銭債権にて転換することにな

るので､貸倒引当金の対象債権になります。

No １ 病院、診療所の身近な税務（２）

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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５，役員等の使用するレジャークラブの入会金の処理

会員資格が無制限の期間のレジャークラブ入会申込金並びに入会保証金は費用にならず､資産に計上する必

要があります。有効期間のあるレジャークラブ入会金は繰延資産に該当し､有効期間で均等償却する事が出

来ます。

但しその入会金が業務上必要であると認められ時だけ資産計上で良いが、それが特定の役員の個人的な者

である時は､本人の給与となります。

６，役員が加入したロータリ－クラブの入会金及び会費

ロータリクラブやライオンズクラブはいずれも産業別の個人事業主、又は法人企業の経営者等を会員とし

て構成され会員相互の社会連帯の高揚や社会奉仕等を目的としたものですが、入会金や経常会費の大半は

懇親等の場における食事代等に使われています。また加入する法人の側に於いては､その会合に参加する機

会を通じて業界関係者と懇親等を深め、法人の業務の遂行を容易にすると云った目的で加入していること

も事実です。

このことから法人税においても実態に即して、入会金及び経常会費について､その支出した日の属する年度

の交際費等として取り扱ても良いことになっています。このような経常会費以外に臨時で徴収される会費

については､その支出の目的や内容が様々なものがありますので､その支出や内容に応じて寄付金若しくは

交際費として取り扱うとされています。但し会員の特定の役員の負担すべきものであると認められる場合

はその役員の給与になります。
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No ２ 「自宅や建物」に関する新しい２つの税制

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．「自宅や建物」について、新しい税制がスタートしたと聞きました。どのような内容なのでしょう

か？

Ａ１．「空き家」に対してと、「多世帯同居住宅にするためのリフォーム」に対しての2つの税制が新しく

スタートします。

全国の空き家率は、年々高まっています。

統計によると、平成25年には空き家率が13.5％で約820万戸の空き家があり、その5年前に比べ63万

戸（8.3%）の増加をしています。

空き家が放置されることによる周辺の生活環境への悪影響が指摘されており、その空き家の最大の要因

が「相続」であると言われています。

それ故に、相続を原因とした空き家（除却後の敷地を含む）の有効活用を促進することにより、空き家

の発生を抑制するという観点から、減税策として「空き家を売却した場合の特別控除」が、平成28年度税

制改正により創設されました。

この制度は、相続により生じた「一定の空き家」を取得した相続人が、「一定の譲渡」をした場合には、

その譲渡所得について、「最大3,000万円を控除」するというものです。

Ｑ２．対象となる「一定の空き家」とは、どのような空き家ですか？

Ａ２．下記の要件を満たすものです。

①相続直前において、「亡くなった方のみ」が住んでいた家屋であること

②昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

③その家屋が、マンションなどの区分所有建築物ではないこと

Ｑ３．「一定の譲渡」とはどのような要件なのでしょうか？

Ａ３．下記の通りとなっています。前提要件としては、次のＡ又はＢのどちらかの要件を満たしている家

屋である、ということです。

Ａ：家屋が所定の「耐震リフォーム（地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合す

るもの）」がなされている

Ｂ：Ａがなされていない場合には、耐震リフォームを施して土地・家屋を売却する必要がある

それ以外の要件としては次のものがあります。

①相続の時からその日以後3年を経過する日の年末までの譲渡であること

②譲渡価額が1億円以下であること

③平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること

④相続の時から譲渡の時までの間、事業用・貸付用又は居住用として使用されたことがないこと

また、家屋を取り壊し後、土地のみを売却する場合にも認められます。

ただし、相続の時から家屋の取り壊しの時まで、事業用・貸付用又は居住用として使用されたことが

なく、また敷地の譲渡の時まで同様に使用されたことがないことが要件となります。

1.空き家に対する『増税策』と『減税策』



Ｑ４．空き家の売却の特別控除は緩和された「減税策」の税制ですね。厳しくなった「増税策もある」と

聞きましたが…。

Ａ４．固定資産税についての税制改正がありました。現在の制度では、住宅用地については、固定資産税

を軽減する特例があり、多くの住宅用地については、固定資産税は更地の6分の1です。この場合に、住ん

でいない空き家もこの特例の対象となります。

空き家に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、これを受けて、固定資産税

の税制改正において、「特定空家等」に該当した場合の土地については、「住宅用地に対する特例措置の

対象から除外する」ものとされました。

「特定空家等」とは、放置をすれば著しく倒壊の恐れがあったり、衛生上や景観上の問題が著しく生じて

いるような空き家をいい、指定された後、助言・指導・勧告に従わないと、特例が受けられなくなる恐れ

が出てきます。

「出産・子育てへの不安や負担が大きいことが少子化の要因の一つである」との指摘があることを踏まえ、

世代間の助け合いを図るための「多世帯同居住宅」への改修促進のため、税制上の優遇措置が設けられま

した。

対象となる住宅改修とは、①キッチン・②浴室・③トイレ・④玄関のうちいずれかを増設する工事であ

り、その改修後に①から④のいずれか“２つ以上”が“複数”となる工事をいい、その改修後の住宅に平

成２８年４月１日から平成３１年６月３０日までの間に居住することが必要となります（増改築等工事証

明書の交付が必要）。

Ｑ５．具体的には、どのように税金が安くなるのでしょうか？

Ａ５．パターンとしては２つあります。①住宅ローン型減税と②投資型減税です。

①住宅ローン型減税は、一般的な住宅ローン控除と同じように、年末の借入金の残高に一定のパーセン

テージをかけて、控除額を計算するもので、住宅ローンがある場合に適用があります。

②投資型減税の方は、住宅ローンの有無にかかわらず、標準的工事費用の額に一定のパーセンテージを

かけて、控除額を計算するもので、自己資金でリフォームした場合でも適用があります。

①多世帯同居改修工事の“住宅ローン型減税”

〔所得税額から控除できる金額〕

住宅ローンを組み、５０万円超の改修工事費用がかかった場合に適用されます。

なお、国や地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合には、その金額を控除した金額で判断し

ていきます。
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2.「多世帯同居住宅」にするための新リフォーム減税」



住宅ローンの年末残高が「１，０００万円以下の部分」について、次の金額を5年間控除します。

1年間の最大額として、上記のリフォーム工事の住宅ローンの年末残高が１，０００万円以上である場合

の控除額は…

２５０万円×２％＋７５０万円×１％＝１２５，０００円

５年間合計では…

１２５，０００円×５年＝６２５，０００円が最大控除額です。

②多世帯同居改修工事の“投資型減税”
〔所得税額から控除できる金額〕

「標準的な工事費用の額（注）」が５０万円超である場合に適用されます。なお、国や地方公共団体か

ら補助金等の交付を受けている場合には、その金額を控除した金額で判断していきます。住宅ローンか自

己資金かを問いません。

控除額＝多世帯化に係る「標準的な工事費用の額（注）」（２５０万円を限度）×１０％

（１年間のみ控除）

（注 キッチン・浴室等、工事場所や工事の種類ごとに定まっています。）

こちらの制度では、２５０万円×１０％＝２５万円が最大控除額です。

トータルでは、①の方が控除額は大きくなりますが、①は住宅ローンの年末残高があることが前提なの

で、自己資金で工事をした場合には、①を選ぶことができません（住宅ローンの年末残高がある場合でも、

②の投資型を選ぶことはできます。ただし、1年間しか控除できません）。

また、その年分の合計所得金額が３，０００万円以下であることや、住宅借入金等を有する場合の所得

税額の特別控除等の適用を受けていないことなどが要件となります。
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多世帯化に係る工事費用

（２５０万円を限度）に相当

する住宅ローンの年末残高

イ

控除額＝ ×２％＋

左記 以外の

住宅ローンの年末残高

イロ

×１％



No ３ マクロ経済シリーズ 「税制財政政策」

田島会計事務所所長 田島 隆雄
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今回はグローバル経済の進展の中「パナマ文書」の衝撃について

税制財政政策の視点から考えてみます。

Ⅰ．「パナマ文書」の流出の経緯とその後の対応

１年余り前の頃、南ドイツ新聞に匿名（ジョン・ドウ）を名乗る者からメッセージが届けられた。

届いたデータは約１,１５０万件にのぼり、中米パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」が

１９７７年以降に英領バージン諸島などのタックス・ヘイブン２１ケ所に設立した会社約２１万社に

関する秘密の内部書類である。

そこで、この文書の解析のためＩＣＩＪは約８０カ国から４００名の担当者が任務に当たった。

このＩＣＩＪは各国の報道機関記者が連携し、国際的な汚職や犯罪、不正を調査報道する非営利の調

査報道団体を母体とする組織であり、１９９７年に設立され、本部はワシントンにある。

この組織は米国の億万長者のジョージ・ソロスの財団「オープン・ソサイティー」と米国際開発局

（ＵＳＡＩＤ）から金銭的支援を受けている。

Ⅱ．「パナマ文書」の目的

文書の提供者ジョン・ドウ氏は「犯罪の責任を追及するために」と強調し、パナマの法律事務所「モ

サック・フォンセカ」について「創業者・従業員と顧客は関わった犯罪について責任追及を受けるべ

きだ」と述べている。

Ⅲ．タックス・ヘイブンとは何か

一般にタックス・ヘイブンとは「税金がないか、あるいは非常に軽く、しかも秘密保持が厳しく守ら

れており、企業や富裕層が節税だけではなく脱税や租税回避、麻薬の密売、汚職、横領、その他の犯

罪や脱税によって得られた収入による資産隠し、マネーロンダリング（資金洗浄）に利用される怪し

げな国・地域」といった、漠然としたイメージがある場合が多い。

先進国が集まったシンクタンクである経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の「有害な租税競争に関する報

告書」ではある国や地域がタックス・ヘイブンであると認定される条件として次の４点を挙げている。

（１）． 税金をまったく課さない無税あるいは名目的な課税しか行われていないこと。

（２）． 情報交換を妨害する法制があり、軽課税国の恩恵を受けている納税者について実効性のある

情報交換が欠如していること

（３）． 課税制度や税務執行面における透明性が欠如していること

（４）． 企業などの実質的な経済活動が行われていることを要求していないこと

Ⅳ．現状での限界点

もともと主権国家や自治権を認められてきた地域は自らの地域における租税制度を主権の行使によっ

て自由に設定することができ他国から干渉を受けることがない。

例えば、ある国の法人税率が非常に低いという事だけで、その国をタックス・ヘイブンと認定し他国

がその国の法人税率の引き上げを迫るということは事実上できないのである。

多くの国は企業誘致や対内投資の促進のために外国企業や外国からの投資に対して税制上の優遇措置

を講じている。このような優遇措置をどこまで拡張すればその国がタックス・ヘイブンとなってしま

うのか、その基準を示すのは現状困難である。



Ⅴ．名前の挙がった政治家らは５０カ国以上で１４０人に上る

パナマ文書が明らかにしたのは、政治家や富裕者が税率がゼロか極端に低いタックス・ヘイブンを

使って蓄財や金融取引をしていた実態である。

政治家や公職者は５０カ国以上で１４０人に上る者の関係会社が見つかっている。

主な方々は英国のキャメロン首相、アイスランドのグンロイグソン首相、ロシアのプーチン大統領、

中国の習近平国家主席、シリアのアサド大統領、アルゼンチンのマクリ大統領、ウクライナのポロ

シェンコ大統領等々である。

これらの事案は、増税や社会保障カットを国民に強いる政治のリーダーの税逃れは格差拡大と貧困に

悩む世論に導火してしまった。

つまり、政治と倫理の問題として、クローズアップされたのである。

おわりに

このパナマ文書で各国を代表するリーダーが登場したのには大変驚いている。

上述したように各国の税制を国際的にコントロールすることには限界がある。

各国の税制のあり方は財政政策とも深く係わるものである。

自国の税制の設計をどのように描くかは特に重要な問題である。

今回の文書は、情報を提供した者、租税回避地にペーパーカンパニーを設立することを支援している

弁護士事務所、それを利用している各国のリーダーの存在等が明らかになり、世界に政治と倫理のあ

り方にも一石を投じた事案であった。
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給与所得
控除
合計額

通常控除額

No ４ 給与所得者の特定支出控除についてⅡ
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㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 常務取締役 川俣 喜弘

①通勤費

特定支出
の合計額

②転居費

③研修費

④資格取得費

⑤帰宅旅費

給与所得控除額の
1／2
（上限125万円）

給与所得
控除額⑥勤務必要経費

（上限65万円）

給与所得
控除額

超える部分

〈特定支出控除イメージ〉

〈特定支出控除の対象必要経費〉

①通勤費

・病院へ通勤する場合の通勤費

・アルバイトで他のクリニックなどへも勤務している方の交通費や燃料費など

②転居費

・転勤命令による転居のための費用（宿泊代・引っ越し代・高速代・燃料代）

③研修費

・業務上必要な技術・知識を習得するための研修費用

（例：学会や講演会への参加費・会場までの交通費・国際学会等への参加費

④資格取得費

・介護施設と連携するために介護福祉士やケアマネの資格取得時の費用

⑤帰宅旅費（月４往復まで）

・転勤に伴って妻子と別居をする場合、妻子が住む自宅への帰省費用

⑥ Ⅰ職務と関連する図書購入費

勤務必要経費 ・医学書の購入費（書籍、新聞雑誌その他の定期刊行物など）

Ⅱ職場で着用する衣服費

・勤務医の方が職場で着用する衣服

Ⅲ職務に必要な交際費

・親睦会への参加費など

ただしⅠ・Ⅱ・Ⅲについては病院等の証明が必要です。また適用金額は年間65万円が上限となっています。
勤務先で負担したものに関しては除かれます。



〈具体的な計算方法〉

（例）年収1,000万円の方で特定支出が150万円ある場合

●給与所得控除=220万円

●特定支出控除=150万円－220万円×1/2=40万円

●収入1,000万円－（220万円＋40万円）=740万円

特定支出がない場合には40万円の控除はありません。

〈手続きについて〉

特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告を行う場合、明細書や領収

書などを税務署へ提出する必要がありますが、それ以外に提出する書類として「給与の支払者の証明

書」が必要です。

勤務先からの証明書がもらえない場合には、特定支出控除として申告することができません。
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No ５ 所得控除となる積立てについて

-12-

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野博史

昨今の税制のトレンドは、法人税率引き下げ、個人の所得税率引き上げの方向で進んでいます。税金を納

めることは国民の義務ですが、先生方の経営や将来に向け経営体力を強化することも重要です。ここでは

法律の想定する範囲で税負担を減らし（節税）未来への体力を蓄える方法を考えてみます。

今回は誰でも簡単に節税ができ、しかも貯金になる『個人型確定拠出年金』と『小規模企業共済』につい

てご紹介します。

●個人型確定拠出年金

確定拠出年金とは、公的年金の一部で将来の老後資金不足を補うための自助努力の制度です。

他の年金保険料同様に所得控除の対象となりますから退職時に向けて資産形成ができ、かつ節税もできる

制度です。

現在加入できるのは国民年金の第一号被保険者と第二号被保険者ですが、2017年1月1日からは共済加入

者と第三号被保険者（いわゆるサラリーマンの配偶者）も加入できるようになります。

また、国民年金基金に加入されている場合は、確定拠出年金との選択になります。

確定拠出年金は以下のような特徴があります。

【１】掛け金は全額所得控除の対象となる。
【２】60歳から給付を受けることができます。一時金でも分割でも可能。一時金の場合は退職所得扱い、

分割の場合は公的年金控除が受けられる。
【３】転職や開業、法人化しても原則として継続可能です。
【４】運用商品は自分で決めることができます。
【５】加入限度額は、国民年金の第一号被保険者の場合は68,000円、第二号被保険者は23,000円です。
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●小規模企業共済

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模共済法に基づいて運営しています。

加入できるのは、小規模企業の経営者、個人事業主とその配偶者等の共同経営者です。

医療法人の理事は、残念ながら加入することはできません。

【1】 掛金（上限70,000円/月）は全額所得控除になる。
【2】 廃業時・退職時に、共済金を受取ることができる。受取り方は一括、分割、併用の選択が可能。

一括の場合は退職所得扱い、分割の場合は公的年金控除が受けられる。
【3】 事業資金等の貸付制度が利用できる。

両制度とも、『将来に向けての資産形成のための積立が所得控除になる』、というのが大きな特徴です。

例えば課税所得が1,500万円の場合の所得税は 1500万円×33％－153万6千円＝3,414,000円と計

算されます。

課税所得金額 税率 控除額

195万円以下 5％ 0円

195万円超 330万円以下 10％ 97,500円

330万円超 695万円以下 20％ 427,500円

695万円超 900万円以下 23％ 636,000円

900万円超 1,800万円以下 33％ 1,536,000円

1,800万円超 4,000万円以下 40％ 2,796,000円

4,000万円超 45％ 4,796,000円

所
得
税
の
速
算
表

同じ課税所得が1,500万円の先生が確定拠出年金月額68,000円の掛金で加入した場合年間の掛金は

816,000円ですから（1,500万円－81.6万円）×33%－153.6万円＝3,144,720円となり所得税だけ

でも年間に269,280円の節税になります。

さらに、課税所得にかかわらず住民税の税率は10%ですので、816,000円×10%＝81,600円の節税効

果があり、所得税・住民税合計で年間350,880円の節税となり、仮に20年間継続したとすると700万円

余りの節税になります。

課税所得が1, 800万円を超える先生であれば

81.6万円×40％=326,400円 ＋ 81.6万円×10％=81,600円 = 408,000円

の節税効果となります。

また、小規模企業共済に70,000円×12ヶ月=84万円の掛金で加入する場合、

課税所得が 1,500万円超1,800万円以下の場合で 277,200円

1,800万円超の場合で336,000円

それぞれ住民税での効果84,000円を加えると361,200円～420,000円の節税となります。

個人診療所の経営をされる先生の場合、双方を合わせて加入が可能です。また小規模企業共済の共同経営

者の要件が緩和され、配偶者の加入も可能（要件を満たす場合）になりましたので、さらに節税効果が見

込めます。

今回ご説明したこの二つの制度は医療法人の理事・理事長の先生方にとっては節税効果が少ないもしくは

加入できない制度ですが、給与所得控除が年々引き下げられ所得税増税となっていますので、節税効果の

額は少なくても一つの制度「個人型確定拠出年金」を利用する価値は十分あると考えます。



（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

組織を運営していく上で、前向きに働いて下さる人材をいかに確保（採用）していく

か？という事がとても重要と言われている現在、人材採用担当者の方々においては、頭

を悩ませていらっしゃることと思います。

①やっとの思いで採用したけどすぐ辞める

②せっかく良い所まで育ったけれど、やっぱり私には無理です…の一言で辞める

③自分の思っていた仕事内容ではなかったと辞める

④条件面はきちんと採用前の面接で説明し了解を得ていても、それが理由で辞める

などなど、すべてがその様な方ばかりとは言い切れませんが、近年採用する側と働く側

に大きな認識のギャップが生じていることも否定することはできません。

事実、働く側の意識の中に、言われた事・決められた事はきちんと実行するが、

a.責任を持たされたくない

b.業務以外の事（掃除など）はしたくない

c.人に指導したりするのはなるべく避けたい

など、どちらかというとビジネスライク型（割り切り）の働き方をする方も増えてきて

いるようです。

今回は大きく分けて、新卒者を採用する時のポイントと、中途採用者を採用する時の

ポイント、受け入れ方についてお伝えできればと思います。

１．新卒採用の４つのポイント

①一般常識、教養度 ・・・・

②誠実さと礼儀正しさ度・・・

③仕事に対する

前向きさ、意欲度・・・・

④表現力、見せる力度・・・・

学歴にふさわしい一般常識、社会常識、教養度がある

かどうかを重視する。（覚えることが沢山ある中での

習得力）

人の輪の中で仕事をしていただく中で、人間的に誠実

さと礼儀正しさの弱い人は信用されにくい。このため

a.誠実さ、b.礼儀正しさ、c.真面目に取り組む姿勢

を重視する。

a.物事に進んで取り組もうとする前向きさがあるか

b.与えられたことにチャレンジしようとする

積極性があるか

c.新卒（若者）らしい活気、明るさが見受けられるか

a.的を絞って簡潔に話せているか

b.自分の考えのみならず

筋の通った話し方ができているか

c.表情や声の大きさなど、

ＴＰＯに合った表現力が身についているか
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２．中途採用の３つのポイント

①転職回数は

きちんと確認・・・・・・

②職務・経験と

それまでの実績度・・・・

③退職理由は必ず聞くこと・・

転職を繰り返す人の中には、それなりの理由がある方

もいますが、全体的に見てやはり転職回数の多い人は

採用してもすぐ退職される傾向があります。どうして

も人手不足で採用…ということもあるかもしれません

が、結果は想定しておくことが重要です。

今までどんな病医院でどんな仕事内容を行ってきたか

を細かく聞くことは必要です。同じ業種であっても、

病医院それぞれのやり方があることは最初に伝えてお

くことも重要です。

答える内容がスキルアップ型か、それとも他責型かで

大きく分けることが必要です。

〈スキルアップ型〉とは…

a.更に技術を向上させたい

b.これまでの勉強・資格を活かしたい

など、前向きな言葉

〈他責型〉とは…

a.上司が悪かった

b.人間関係が悪かった

c.条件が悪かった など、内向きな言葉

３．受け入れ方

①慣例からの脱却・・・・・・

②既に出来上がっている輪に

積極的に誘う勇気を持つ・・

③「できるはずですよね」

は禁句・・・

採用で注目すべき点はいくつかありましたが、受け入れる側にも気を付けなくては

ならないポイントがあります。

長年勤めている方々は、色々な経緯を経て今のルール

ややり方になっているということをステップアップし

てきているので、作業手順など当たり前に身について

いるものですが、新しく入職した方はそれまでの過程

を知ることはできません。このような理由でこうなっ

たという説明も重要ですが、時折作業の流れを、質を

落とさずにシンプルにしていく勇気も必要なのです。

新しく入ってきた人が一人孤独に…という話をよく耳

にします。スタッフ同士、確かに出来上がっている輪

があるものですが、後から入ってくる方々への配慮と

声かけはとても重要なスタートとなります。

中途採用の方などは経験者ですから、できて当たり前

と思うのは当然ですが、所変わればやり方変わる、と

いうように、慣れるまでにはそれなりのギアチェンジ

期間があるようです。何気ない言葉が、相手にとって

は重たいプレッシャーとなって自信を失くす大きな原

因となってしまうこともあります。
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添付文書の注意事項よりも学会のガイドラインの内容が優先され、医師に過失が認められた

事例 （高松高裁 平成17年5月17日）

【お問い合わせ先】 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント（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、交通事故に遭い搬送された患者（70代女性）を手術する際、頭蓋内の脳圧を減圧するために使用す

るマンニトール（利尿剤）の投与時期が遅れたとして約5,500万円の損害賠償が認められたものです。

（「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/）

前回、医師が添付文書の注意事項に従わなかったことにつき過失が認められた事例を紹介しましたが、今回は、

注意事項よりも学会のガイドラインの内容が優先された事例を紹介します。

【本事案の事実経過】

11：40頃 患者が他院から転送され、病院に到着。

他院で10：50に撮影されたＣＴ画像から、外傷性クモ膜下出血のあることが分かった。

医師は、入院の上、２週間程度の経過観察が必要と判断。

12：30 患者の入院措置をとり、投薬や患者観察等について看護師に指示。

15：30 患者はしきりに頭痛を訴え、16：25頃まで続いた。

16：20 患者が嘔吐。

16：25 頭痛が継続し、再び嘔吐。家族がナースコールしたが、特に処置はなかった。

16：50 容態が急変し、看護師が医師に連絡。

17：23 ＣＴ検査を実施し、手術適応ありと判断して、手術の実施を決定。

19：45 執刀開始。開頭したところ脳圧が高いことが認められたので、マンニトールを投与した上で

硬膜を切開。

22：30頃に手術が終了。

22日後 術後リハビリも開始したが容態は悪化していき、誤嚥による窒息死で死亡。

【マンニトールの投与時期に対する判断】

裁判所はマンニトール等の利尿剤の意義について以下のように示した上で、医師の過失について判断しています。

• ＣＴ検査により外傷性脳内血腫の出現が認められる場合、頭蓋内圧亢進の進行を回避する方法としては

グリセオール、マンニトール等の高張利尿剤の投与とともにそれに続く血腫除去手術以外にはない。

• マンニトール等の利尿剤の投与は、昏睡に陥った患者を救うためには一刻を争うものであるが、手術に

よる減圧がなされるまでの時間稼ぎとして使用されるものである。

病院側の主張

「グリセオール、マンニトール等の脳圧降下の為の利尿剤は急性頭蓋内血腫が疑われる患者には、出血源を

処理し、再出血のおそれがないことが確認されるまでは使用が禁忌であり、添付文書にも明記されている」

「医薬品添付文書は、製薬会社の製造物責任を果たすための注意書きであり、これに従うか否かは医師の裁量権

の範囲内である」

「利尿剤による出血の危険より、血腫の悪化の方が生命へのリスクが大きいと判断した場合は使用が許容され

る」

「添付文書と異なる使用をすることは日本神経外傷学会のガイドラインにも採用されている」

医師にマンニトール投与の時期を逸した過失がある

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②～

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
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熊本地震・災害ボランティア 参加報告

株式会社アルファコンサルティング

宇都宮支社長 松原 哲彦
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ご報告

去る6月26日から6月29日の４日間、弊社職員と共に熊本地震・災害ボランティアに参加いたしました。滞在

中は度重なる大雨で洪水警報が発令され、地震の爪痕が癒えぬ被災地にさらなる被害を与えました。

約５年前の東日本大震災の時は、我々宇都宮支社の生命保険ご契約者が数多く被災され、その後は繰返しご契

約者へ訪問して、安否の確認や保全の手続を行いました。その時はボランティアに参加するという余裕もなく、

ご契約者にご安心いただけるよう、保険の加入状況の確認と保障の見直しをすることを優先しました。

この度の熊本地震は遠方のため、宇都宮支社では介護施設一社、および８名のご契約者のみで、建物等の被害

はありましたが、幸いなことに全員がご無事でした。それにより５月の時点で職員と検討して、被災地のお役に

立ちたいという思いから熊本入りを決定しました。

滞在中は常に天候を気にしながら、家屋の瓦礫撤去作業に参加しました。私たちが担当した現場は、老夫婦が

住む「築３年」の新しいお宅でした。入り口には注意の「黄色紙」が張られており、外壁が全て崩れ落ちている

状態でした。
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参加して気付いたことは、ほとんどのボランティアセンターでは道具や物資の供給は十分のようで、人手が足

りない問題が復旧を遅れさせ、被災者の困窮状態が長期化していることです。義援金や物資はいち早く集まるよ

うになりましたが、マンパワーが不足している・・・このような事が今、被災地では問題となっているようです。

また、最終日には熊本城の様子を見に行きました。日本一きれいと言われる石垣は、いたる所で崩れ落ちてい

ました。これには心が痛みました。果たして修復が出来るのか？と思うほど、被害は大きいように思えました。

アルファコンサルティング宇都宮支社では、職員が様々なボランティアに参加しております。突然、非日常的

な生活を余儀なくされても、名前も知らない人が助けてくれる。このような粋な文化を、継続させていきたいと

職員一同願っております。



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：大島・半田
〒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１8日（木） 10時～12時 8月１8日（木） 10時～12時

9月２３日（金） 10時～12時 9月２３日（金）10時～12時

10月２0日（木） 10時～12時 10月２0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

東京都中央区銀座7-13-6（サガミビル2F）
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新横浜ビル3階）
TEL045-478-3566

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
TEL03-5413-6937ｽｶｲﾗﾎﾞ株式会社

代表取締役ＢＳＡ株式会社

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 〈ＭＤＲＴ〉 松原哲彦 宇都宮市東簗瀬 1-3-21  ADDﾋﾞﾙ5F

TEL028-612-6577



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６４号 平成２８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：大島・半田

◆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 ゴルフ会員権並びにレジャー会員権の税務処理

２ 「自宅や建物」に関する新しい２つの税制

３ 「税制財政政策」

４ 給与所得者の特定支出控除についてⅡ

５ 所得控除となる積立てについて

６ 採用ポイントと受け入れ方

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（大島・半田）

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１８日（木） １０時～１２時

9月２３日（金） １０時～１２時

10月２０日（木） １０時～１２時

8月１8日（木） １０時～１２時

9月２３日（金） １０時～１２時

10月２０日（木） １０時～１２時


