
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第６５号 平成２８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 病院・診療所の身近な税務 １ 相続名義預金と前妻の子の遺留分

税務・会計 医療機関の税金・税制改正 ２ ご注意ください。マイナンバーの“最新実務”

医業経営 マクロ経済シリーズ ３ 金融政策の再考③

法律・行政 特定支出控除について ４ 患者動向を把握していますか

保険・金融 生命保険と税金 ５
生命保険は被保険者が亡くなったときのものですが

－契約者や受取人が亡くなった場合は？-

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 人材の活用の仕方次第で現場力のイメージは一変する

医療安全 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
添付文書上、併用禁忌とある薬剤を使用したことについて争われた事例



＊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）

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 RML株式会社 代表取締役 清水 英孝

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

「強い会社」

“成功する経営者・失敗する経営者”違いは何？

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

済

済
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【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）

地区 回目 タイトル 日時 場所

後期

宇都宮市

第１回

やさしいマネー講座 ～所得税の節約術～

①低金利時代の家計の資金効率改善とは？

②老後資金の効率的な積立方法とは？

③税金の節約！・・・どんなことができるの？

④保険会社が教えてくれない「賢い保険の見直し方」とは？

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 東京支店長 小野博史

第２回

永続する病医院づくり・選ばれる病医院づくり

①「親」から「子」への病医院の承継における成功の秘訣とは？

②開院から3年までの経営において最も重要な留意点とは？

③立地条件に左右されない病医院経営とは？

2016年10月13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３回

クレームに対する奥様の経営側の対応は？！

①苦情となる原因を知っておこう

②クレームの質が変化してきている・・・気づいていますか？

③苦情が多く出てしまう組織

④患者様だけでなく、職員も実はクレーマーになりうる

2016年10月27日（木）

午前１0時～１2時

講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

第４回

助成金の有効活用と病医院を守る就業規則の作り方

①自院にとって本当に役に立つ「助成金」とは？

②法律改正！ 「期限のある契約」から「期限のない雇用」への

“転換”促進への対応とは？

③今後は「正社員」「パート職員」という単純な区分ではなく、

さらに細分化が求められる？

2016年11月10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５回

事業と財産の世代交代のコツ “上手な譲り方と渡し方”

①「生前に譲る財産」「亡くなった時に渡す財産」その判断基準は

②悩みのご相談のトップ項目

「病医院を継ぐ後継者に残す財産、他の兄弟姉妹に残す財産」

③節税の仕方で、こんなに税金が違う・・・

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
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相続名義預金と前妻の子の遺留分

１，税務調査

荻原先生、今回相続税の税務調査が有り、予想を超えた財産が言い渡されました。どうか面倒見て下さ

いと突然相続税申告を依頼された。再三依頼を断るが困っている様子なので引き受けてしまった。

相続人は被相続人が亡くなったときの財産が相続税の基礎控除額以下(平成２７年１月１日からは基礎控

除３千万円と相続人一人につき６００万円控除｡それ以前は基礎控除５千万円と相続人１人につき１千万円

控除)であるから､税務署の相続お尋ね書に相続税はかかりませんと行政書士に頼んで税務署に提出してい

た。今回の相続は被相続人の亡くなったのが平成２６年度で､相続人母と前妻の子の３人であるので､控除

額は基礎控除５千万円と相続人３人の３千万円の合計８千万円控除が出来る内容で、相続財産７千万円で

申告した案件です。

ところが税務署の調査での遺産は１億５千万円になると言い渡されびっくりして私への依頼となった。

２，名義預金

税務署の調査した中に､相続税法の解釈にそぐわない案件が数件有り、納税者からの事情聴取からも､法

適用について拡大解釈がと行政手続きに少々の疑義がある事、そして事実関係に誤解があることが判明し､

税務署との折衝が始まった。その案件の内一番問題になったのが名義預金の事である。生前亡き夫から､妻

にかなりの預金が移動していた。さらに子供にも若干移動されていた。そして使途不明金の金銭移動が多

額に上った。今回の夫から妻への資金移動、そして子供への資金移動は事実関係がはっきりしているので､

税務署の謂うとおおり修正するしかない。しかし使途不明金については､証拠不十分と､想像だけで金額修

正は受け入れられない事なので､この点での攻防がやっかいであった。遊興費なのか､生活費なのか､誰か知

らない他人への金銭贈与なのか､判明がつかない案件は､死人に口なしなので困難を強いられたが、お互い

論理構築でき、理由がたつような根拠の線で、喧々がくがくの末、納税者の言い分を幸いにも認めてくれ、

譲歩もしてくれたのでお互い納得いくところで、纏とまったので、幸甚を天に感謝した。このような事が

起きないように今後納税者は､家族旅行に行ったとか､家を修理したとか、子供の結婚費用に使ったとか､私

立大学の入学金に使用したとか、その履歴を預金通帳にメモしておくことも必要と思われる。

３，贈与対策

平成２７年度から相続大増税時代に入ったので､生前での贈与対策がよりいっそう大切になる。親から子

供への贈与(特定贈与)は一般の贈与と比べて有利である。例えば子供に５００万円贈与した場合一般贈与は

５３万円の贈与税がかかるが､特定贈与だと４８万５千円で９．７％の税負担率で済む。高額の相続財産を

持つお医者の先生にとって損のある話でない。１，０００万円の一般金銭贈与の税負担率は２３．１％だ

が､特定贈与は１７．７％である。相続税率２０％を超える相続がほとんどであるから利用する価値はある。

ちなみに相続財産１億超２億以下の相続税速算表による税率は４０％である。

話は戻るが今回生前に亡き父親から相続時に精算する相続時精算課税をやっていたのを忘れ相続税計算

について、計算失念していたのも追い打ちを掛けられた。この制度は親から子供に生前２，５００万円ま

で贈与してもその時点では贈与税かからないが､相続発生時点では以前もらった贈与が相続時に加算される

制度なので､医療法人の持ち分には有効に利用出来ると考えるが､良く考慮した上で利用することをお勧め

します。

No １ 病院診療所の身近な税務

荻原会計事務所 税理士 荻原英美

◆ライフ・コンサルタント通信
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４，前妻の子と遺留分

今回の困難を極めたのは､税務署との折衝より､３５年～から４０年以上交流ない前妻の子との財産配分

である。前妻の子がどこに居るのか､又生きているのか､結婚しているのか、子供は居るのか全く分からず

閉口した。その前妻の子の住所探しから始めなければならなかった｡本来探偵の仕事である。税務署の情報

能力と私どもの調査で､何とかそれらしい住所は分かったが、本人がそこに住んでいる保証がないのでそこ

でも、どのようにその存在を確かめるかに腐心した。やっとこ本人が存在している事が判明し、今回の相

続の話を切り出したが､彼の法定相続分１／４の権利が有り、それを請求されると数千万の金額になり、私

に依頼した相続人たちはそんなに払いたくないと言うことで先への進路が閉ざされ納得する金額を出すの

に大変苦労した。一応支払う金額が私に一任されたので前妻の子との交渉になる。その子(６５才)が私の荻

原事務所に来てもらい事情をお話しする。はじめは何を言っているのか相手は理解できず､法定相続分、遺

留分の減殺請求権、寄与分と之までの財産形成に関する貢献度合い等を､とにかく忍耐強く、分かりやすく、

優しく説明する決意でお話しし､最後の納得してもらうまで緊張の連続であった。話の説明順番を間違える

と､とんでもない誤解を与えるので､慎重に言葉を選んでの交渉でしたが､最後遺留分の１／８で了解しても

らった時の安堵感は例えようのないものであった。つくづく人生は誠意を持ち根気よく、自我を控えて、

相手の身になってお話しすれば、解決困難なことも､解決に向かうという事を学ばせてもらった。感謝であ

る。

こんなことが無いように被相続人は生前に公正証書遺言を書いて、いらぬトラブルにならない智慧とな

る。それでも相続人は法律上遺留分の減資請求は出来ること肝に銘じておくべきであります。
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No ２ ご注意ください。マイナンバーの“最新実務”

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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昨年、「通知カード」の送付によりスタートした「マイナンバー（個人番号）制度」。多くの医療機関

にとっては、今年の年末から、官公庁への提出実務がスタートします。

まず、職員等のマイナンバーを入手・確認する必要があります（利用目的の事前明示も必要）。

その後、税務署に法定調書（一定の源泉徴収票や支払調書）を翌年１月末までに提出する際には、そのマ

イナンバーを記入して提出しなければなりません。市区町村へも同様です。逆に、職員等本人に交付する

ものにはマイナンバーの記入をしないこととなっています。当初予定されていた各種の取扱いについて、

大きな変更がなされていますので要チェックです。

年末調整の時期が近づく頃に職員等に配布をしている「扶養控除等申告書」についても、マイナンバー

の取扱いが変わりました。

「扶養控除等申告書」は、翌年１月からの給与の源泉所得税について扶養親族の人数などを基に決めるた

めの書類ですが、「平成２８年分」からは「新様式」となり、職員等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。

この場合において、マイナンバーの提出を受ける方法について、昨年の制度スタート当初は下記の原則

のみでしたが、現在は例外も認められるようになりました。

原則…毎年記入方式

毎年、扶養控除等申告書の提出をする際に、職員等がマイナンバーの記入をする方式

例外１…初回のみ番号記入＋原簿方式

・制度スタート当初である平成２７年の年末又は平成２８年の初頭において、平成２８年分扶養控除等申

告書へのマイナンバーの記入が、その時点での在職職員等にてなされている。

・平成２８年以降入職の職員等については、入職時において扶養控除等申告書にマイナンバーの記入がな

されている。

↓

上記の場合には、平成２８年分や入職年については、マイナンバーの記入がなされており問題はありま

せん。

「２年目以降」については、１年目と内容が同じであれば、次の方法によりマイナンバーの記入を省略す

ることができます。

①医療機関と職員等との間での合意に基づき、職員等が扶養控除等申告書の余白に、「マイナンバーに

ついては給与支払者に提供済のマイナンバーと相違ない旨の文言」を記載すること。

②医療機関が、既に提供を受けている職員等のマイナンバーを確認し、扶養控除等申告書に「確認した

旨の表示」をすること。

（例）扶養控除等申告書に「個人番号は原簿を確認済」の押印

③上記の確認のために、医療機関において、次の事項を記載した「帳簿＝原簿」を作成しておくこと。

・職員等本人や控除対象配偶者、扶養親族の氏名、住所及びマイナンバー

・その原簿の作成にあたり、提出を受けた申告書名（平成○年分扶養控除等申告書など）及びその提出日



例外２…初回より文言記入＋原簿方式

・初回より、職員等が扶養控除等申告書の余白に、「マイナンバーについては給与支払者に提供済のマイ

ナンバーと相違ない旨の文言」を記載している。

・医療機関は、上記の提出を受ける際に、別途独自の記入用紙にマイナンバーを記載してもらう、又は本

人確認において、通知カード又は個人番号カードのコピーを取り、そのコピーを保管すること等により、

扶養控除等申告書との紐付けされた「マイナンバーの管理」を行っている。

↓

当初の扶養控除等申告書についてマイナンバーの記入がない場合でも、改正により、上記のような紐付

けされた「管理」がなされていれば、１年目においても可とされました。

そして、例外１と同様に、「２年目以降」については、１年目と内容が同じあれば、上記例外１の①②

③の方法によりマイナンバーの記入を省略することができます。

また、マイナンバーの取得には、「本人確認…番号確認と身元確認」が必要です。「個人番号カード」

があれば、１枚で両方の確認ができますが、まだ交付は少ないため、一般的には、「通知カード」により

番号確認を、「運転免許証」や「パスポート」で身元確認を行うことになります。
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No ３ マクロ経済シリーズ 金融政策の再考③

田島会計事務所所長 田島 隆雄

-7-

平成２８年５月号のコンサルニュースで経済成長と金融政策を取り上げましたが今号でも日本銀行によ

る金融政策を再考したいと思います。

Ⅰ 日本銀行の金融緩和政策

日本銀行は２０１３年４月の異次元緩和政策やマイナス金利政策に加え７月２９日加緩和政策を決定し

ている。

その内容はＥＴＦ（上場投資信託）の購入額を増加するというものである。

その結果を市場関係者によれば日本経済を上向かせるとは思えないという意見や金融政策の手段が尽きた

という意見も多い。つまり、株価の引き上げ効果もほとんどなく経済指標においても実質消費や輸出も減

少している中で世界経済の不確実性がイギリスのＥＵ離脱によってその傾向が加速しているとしている。

Ⅱ 金融緩和政策の効果

まず市中に流通するマネーの総額はほとんど増加がみられず、日銀当座預金の増加があり、これは民間

主体が支払いに使えるマネーとはなっていない。

次にマイナス金利は設備投資を期待されたが現実は低調となっている。

一方、新築住宅着工戸数は増加しているが、住宅ローン残高の増加率はあまり増えておらず借り換えを促

したと考えられる。

Ⅲ 金融緩和政策の出口の見方

ある経済学者は次の２点について次のように論説している。

第１点はインフレ目標の２年程度から既に１年半近くが経過しており、２％の達成は困難である。むしろ

物価下落は経済を活性化させることになり、物価を下落させて実質所得と実質消費を増やす政策に転換す

ることであると述べている。

第２点は日銀は利廻りがマイナスの国債の購入を行なっており、このことは償還期限まで保有すれば必ず

損失が発生することを意味している。従って不良債権が日銀に蓄積されつつあると指摘している。アメリ

カが例のように金融緩和からの脱却は長い時間と慎重な準備を必要とするからである。

Ⅳ 日銀による国債購入とマイナス金利政策

まずマイナス金利政策と金融機関の収益との関係を見ると８月１３日の日本経済新聞の報道では、金融

庁は日銀のマイナス金利政策により３メガ銀行グループの２０１７年３月期決算で少なくとも３，０００

億円程度の減益要因となるだろうとしている。また国際通貨基金（ＩＭＦ）が８月２日に発表した年次報

告によれば日銀の大規模金融緩和について長期化すれば金融システムへのリスクが増えると警告している。

次にマイナス金利と国債発行・購入の関係を見てみよう。

まず銀行の保有する国債の売却についてみると、銀行が国債を日銀に売却すると日銀当座預金が増え、こ

れにマイナスの付利がされる場合には銀行の収益はさらに悪化することになる。そこで売却をためらい保

有した場合にはマイナス金利利廻りで購入した場合、償還まで保有した場合には必ず損失を被ることにな

る。



一方、国債の発行利廻りがマイナスの場合、国が国債を発行して利益を得ることを意味している。ところ

で、マイナス付利を補填できるだけ高い価格で日銀が国債を購入するケースを考えてみると日銀が償還ま

で保有した場合に発生する損失が更に拡大してしまう。

なお、日銀の資産中で長期国債は７５%という大きな比率を占めると言われている。

日銀が購入額を減らした場合、高金利になる可能性があり、日銀銀行が保有している国債に巨額の含み損

が発生してしまうし、国の一般会計予算の国債利払い費が急増してしまう。従って現在の日本は異常な低

金利によって支えられていると言える。マイナス金利の導入は銀行貸出を増加させることであったがその

効果は明らかでないことを考えるとマイナス金利政策の見直しが急務であると言えるであろう。

Ⅴ おわりに

日銀の金融政策はあちらを立てればこちらが立たずといった、トレードオフの現象が見られる。金融政

策は経済政策・財政政策とも絡むところがあるが万事万能ではなく限界面を理解することができる。これ

らの各政策は経済実態・財政実態・金融実態に沿ったところのものが大切であり、実態を融離して実施さ

れるといろいろな困難を誘発しまうことも事実である。従ってなるべく実態に合わせた展開が必要であり、

場合によっては政策変更や見直しの勇気を持ちたいものと考えられる。

特に国の国債発行や補助金等については慎重に判断し適切な運用が求められると思われる。

総じて困難な課題を抱え込んでおり、成果・効果等も充分検討の上、政策を立案し、実施すべきものと判

断される。
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No ４ 患者動向を把握していますか
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㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 樋口 和良

診療所経営における大きな悩みと思われるものは、①集患・患者満足度②人事・労務問題③患者トラブ

ル問題、の３点に集約されると思います。特に、「集患・患者満足度」は、医業収入に直接影響を及ぼし

ますので院長先生にとっては切実な問題と考えます。

２０１６年診療報酬改定は、診療所においては大きなマイナス要素はなかったと思われますが、前年同

月の収入を比べると減少してきている診療所が近ごろ増えてきていると感じています。要因としては、一

般診療所の数が１０万施設を超えています。そして、人口が減少してきている地域も多くなっていますの

で、それだけ競争が激しくなってきていることになります。

新患を増やすために

① 来院患者のエリア分析

いま来院してきている患者さんが、どこから来ているかを把握していますか？

患者さんの住所をレセプトデータ から収集して、地図上にプロットしていくとすぐに分かります。

分け方は、４区域にします。

イ． 来院患者が多いエリア Ａエリア

ロ． 来院患者は少ないが人口は多い Ｂエリア

ハ． 来院患者も人口も少ない Ｃエリア

ニ． 診療圏を外れるが来院患者がある程度いる Ｄエリア

検討事項

Ａエリア なぜ多くの患者が来ているか？（看板・道路事業・口コミ等）

Ｂエリア 人口が多いのになぜ来ないのか？（競合・認知度不足等）

院長先生も参加して、職員全員で検討して、結果に対して対策を講じましょう。

② 診療所の専門性の打ち出し

エリア分析ができましたら、診療面を差別化できているかを確認します。

内科診療所のホームページの当医院のアピールを検討してみましょう。

イ．当医院は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を専門に、診療を行っている診療所です。

これらの疾病に付随しておこる狭心症や脳卒中の後遺症等の継続治療を行います。

また、脳卒中の後遺症としてよくみられる嚥下障害、誤嚥性肺炎の予防のため、患者さまの口腔

ケアにも注力していきます。

ロ．当医院は、生活習慣病の患者さまには、日常生活の様子をお伺いしてご指導していきたいと思い

ます。

どちらのほうが専門性を持っている診療所と感じられるでしょうか。



-10-

患者さんが診療所を選ぶポイント

１．立地・アクセス

２．診療方針と得意な治療（専門診療科目）

３．診療時間・診療日

４．病院との連携、後方病院の有無

５．施設・設備

６．患者さんからの評価（口コミ）

７．スタッフに対する評価

いくら素晴らしい診療所でも、認知されなければ患者さんは来院しません。また、名前が上がっても選

ばれなければ患者は来ません。「内科といえば○○クリニック」「眼科といえば△△眼科医院」と、地域

で選ばれ続ける診療所になれるように、マーケティングの視点を持ち、診療所経営の改善に努めていきま

しょう。



No ５ 生命保険は被保険者が

亡くなったときのものですが
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株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 添田 守

-契約者や受取人が亡くなった場合は？-

被保険者の死亡によって出てくる死亡保険金の税金についてお知らせいたしましたが、今回は被保険者以

外の方が亡くなった場合を考えてみましょう。

★ 契約者が亡くなった場合

Ｑ１．亡くなるのは被保険者だけではありません。保障の対象になっている被保険者はまだ元気

なのですが、被保険者より先に契約者が亡くなってしまう、ということも起こり得ます。

その場合その保険はどうなり、どのような税金がかかるのでしょうか？

・ たとえば、契約者＝先生、被保険者＝配偶者、受取人＝先生 のような場合です。

Ａ１．この場合は、保険の権利を相続する『相続税』となります。

・ この場合、被保険者は元気なわけですから、生命保険は存続しています。しかし、契約者が亡くなって

しまったので、その生命保険の権利を誰かが引き受けることになります。配偶者かお子様が相続するわけ

ですから、『相続税』となります。

Ｑ２．その場合、いくらの価値でその生命保険を相続するのでしょうか？

・ 生命保険の権利を相続すると言っても、その評価額を決めなければ税金も計算できません。生命保険の

権利の評価額とは・・・

Ａ２．生命保険の権利は、解約返戻金相当額で評価します。

・ 生命保険の権利を評価する場合、考えられる物差しは３つあります。一つ目は、支払ってきた保険料の

総額という考え方です。その保険をいくらで評価したらいいかというと、払った額（＝購入額）というの

は正しいような気もしますね。

・ 二つ目は、受取る死亡保険金で評価するという考え方です。その保険から最終的に受取る額（その商品

の出口での価格）で判断するというのも、正しいように感じますね。

・ 三つ目が、解約返戻金相当額で評価するという考え方です。その生命保険を相続すると同時に解約した

場合、いくらの価値があるかと判断するわけです。相続するに当たって生命保険としてではなく解約して

現金として相続したらいくらの価値があったのだろうかという考え方ですね。これも正しいように思われ

ます。

・ 以上３つの基準のどれも正しいように感じますが、税法上は三つ目の解約返戻金相当額で評価するとい

う決まりになっています。



-12-

★ 受取人が亡くなった場合

Ｑ１．契約者、被保険者、受取人の中で、受取人だけが亡くなってしまうこともあり得ます。この場合、

この生命保険はどうなってしまうのでしょうか？

・ たとえば、契約者＝先生、被保険者＝先生、受取人＝配偶者、のような場合です。

Ａ１．答えは、『受取人変更をする』です。

・ 受取人に死亡事故が発生しても、生命保険自体には何も影響がありません。生命保険の保障の対象と

なっている方は被保険者ですし、支払っているのは契約者ですから、この保険は有効に継続しています。

・ この事例の場合は、受取人がいなくなってしまったわけですから、この保険の受取人をお子様等に変更

するだけです。この時点では、手数料も税金も発生しません。受取人の変更は、契約者が保険会社に所定

の書式で届け出れば簡単にできます。

もしも、現在の保険証券を確認してみて、「正しい契約形態なのか、よくわからない」という場合は、ご

遠慮なくお問い合わせください。

先生の状況を伺って、アドバイス差し上げます。



（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

職場の雰囲気・空気感とは不思議なもので、実際に働いている側よりもお客様として来院されてい

る患者様側の方がより敏感に受け止めると言われています。温かい雰囲気ととっていただくのか…冷

たい雰囲気ととられてしまうのか…この小さいようで大きな差は一体どこから生まれてくるのでしょ

うか。

その理由としては色々な要素が考えられますが、職場やチームのイメージを良い方向へと導いてい

けるかどうかは、リーダー・サブリーダーのマネジメントのやり方が大きく影響しているということ

は間違いありません。働くスタッフ一人ひとりがそれぞれ責任を持ち協力し合い、取り組み課題を成

し遂げていける…そんな職場を目指し、リーダー・サブリーダーは、スタッフの総力を結集できるよ

う働きかけていくことが必要なのでしょう。今回はそのいくつかのポイントをお伝えさせていただき

ます。

１．全員が納得・共有して取り組める方法をつくること

女性の多い職場である病医院にとって、まず重要なポイントになるのは、それぞれ働くスタッフ自

身が取り組むべき目標や目的を理解し、どのようにして行っていくのかを論理的に納得してから動い

ていただくことが前提となるのです。それぞれが少しでも快く納得して動いていただくために、リー

ダー・サブリーダーの方々が押さえておくべきステップは次のようになります。

①《取り組む目的を明確にしていく》

・今何故その仕事を行っていくのか…またどうしてそのような事に取り組むのか…という理由と

説明を簡略化せずきちんと伝え訴えていくことが賛同下さるスタッフの共感を得やすい最大の

近道と言われています。忙しいとは思いますが、この最初が肝心ですので、丁寧な説明が必要

となるでしょう。

②《到達イメージをしっかり伝える》

・それらの仕事を行うことで、どのような結果を導こうとしているか…ということを分かりやす

く伝えることも重要です。最終的にどうなっていくのかということが見えてくると人は参画し

やすくなるようです。

③《取り組む時の方法論を伝える》

・どのような流れや日程、工程で進めていくのかという方法論を提示していくことも必要です。

やり方や取り組み方が理解できると、実践的行動に移りやすいと言います。

２．役割分担をきちんとすることで、スタッフの参画意識は高まります

上に立つ立場のリーダーの方々は、職場で働く一人ひとりのスタッフがどのような仕事の役割をど

う達成していくか…という事を決め、その方々が十分に動ける状態をつくる必要があるでしょう。し

かし気を付けなければならないのは、それぞれの役割をきっちりとするのではなく、ある程度のゆと

り幅を想定することも必要です。あまりにも役割分担を厳格にしてしまうと、人に仕事がついてしま

う恐れが出てしまい、相互の助け合いが弱まってしまう場合が生じます。

またリーダーが不在の時などは、誰が代行し、判断は誰が行っていくかといったことがはっきりと

決められていないと、緊急事態が発生した時に混乱もしくはうやむやになってしまいます。

ただし、リーダーに判断の多くを依存してしまうと、知らず知らずのうちに大きなプレッシャーと

なり、潰れてしまう恐れもあります。内容によっては、マネジメントを細分化して、それぞれのス

タッフにリーダー的役割を振ることも効果的です。多くのスタッフが少しずつ何らかの役割を与えら

れることで、全員に光を当て出番を作ることも、実はチームとしての一体感が生まれる大きな原動力

へと繋がります。
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鎮痛剤との併用が禁忌とされるボスミンを投与して患者が死亡したが、医師に過失はないとされた事例

（大阪地裁 平成21年5月18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

添付文書上、併用禁忌とある薬剤を使用したことについて争われた事例

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

本事案は、慢性腎不全、狭心症、高脂血症、糖尿病等で入通院していた患者が、胸の痛みを訴えて受診した際に

起きたものです。

（「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】

20：20頃 午前中に外来診療を受けて帰宅後、胸の痛みに加えて気分が悪くなったので、再度受診。

20：30頃 アタラックスＰおよびアダラートの投与を受け、入院することとなる。

22：50頃 ニトロペンを投与されるが胸痛が持続。

翌日

0：35頃 セレネースとアキネトンを５㎎ずつ、筋肉注射。

3：05頃 ニトロペンを投与。心電図検査を試みたが、患者の体動が激しいため実施できず。

4：20頃 喘鳴があり、ＳｐＯ2が８２％のため、メプチンの吸入を開始。再度セレネースとアキネトンを５㎎ずつ筋肉注射。

4：30頃 メプチン吸入で喘鳴が軽減したが、意識状態が低下したためメプチン吸入を中止。

4：40頃 患者の容態が急変し、心停止。気管内挿管され、心マッサージ等の心肺蘇生術を実施。

4：55頃 ボスミン１アンプルを挿管チューブに注入。

6：20 ボスミン１アンプルを挿管チューブに注入。５分後にも１アンプルを注入。

7：02     患者が死亡。

【裁判所の判断】

 セレネースとアキネトンが投与された総量は、添付文書に記載された範囲内に留まっている。

 セレネースの添付文書には、1日2回使用する場合の時間的な間隔に関する記載はなく、約4時間後に使用したことが用法に

従わなかったということはできない。

 セレネースとアキネトンの添付文書には、副作用として呼吸困難に関する記載はない。

（１）セレネースとアキネトンの投与について

患者側は、セレネースとアキネトンの複合使用が患者の心停止につながったと主張しました。しかし、以下の理由

から裁判所はこれを認めず、セレネースとアキネトンの使用に医師の過失はなく、患者に呼吸困難の症状が現れた

ことが薬剤の投与によるものとも認められないとしました。

（２）ボスミンの投与について
ボスミンの添付文書では、「ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病薬、α遮断薬」を投与中の患者へのボスミン

投与は禁忌とされており、セレネースがこれに該当しました。

一方、心肺停止という緊急の場合には蘇生するために有益と考えられるできる限りの措置をすることが医師に求められている

とした上で、以下の理由から医師に過失は認められないと裁判所は判断しました。

 既に十数分間の心肺停止状態が続いており、不可逆的な脳障害が発生していてもやむを得ないという段階以降に投与されて

いる。

 そのまま心マッサージを続けても回復する見込みがない状況で、心停止の回復に強力な効果があるとされるボスミンを投与

している。

 そのまま何の薬剤も投与しなければ過失はなく、何とか救命することを考えて蘇生効果は強いが禁忌である薬剤を投与する

と過失があるというのは相当ではない。

また、過失の判断にあたり、下記の事情も考慮されています。

・ボスミン投与が禁忌であることを示すエビデンスはないという見解が、製薬会社から非公式に示されている。

・心肺停止状態におけるボスミンの使用については、より積極的にできるよう添付文書を改訂すべきという見解もある。

No ７ 医療者が知っておきたい裁判事例５０から

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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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

１１月１７日（木） 10時～12時 １１月１７日（木） 10時～12時

１２月２２日（木） 10時～12時 １２月２２日（木） 10時～12時

１月１９日（木） 10時～12時 １月１９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ＮOＦ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



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６５号 平成２８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：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 相続名義預金と前妻の子の遺留分

２ ご注意ください。マイナンバーの“最新実務”

３ 金融政策の再考③

４ 患者動向を把握していますか

５
生命保険は被保険者が亡くなったときのものですが

－契約者や受取人が亡くなった場合は？-

６ 人材の活用の仕方次第で現場力のイメージは一変する

７ 「医療者が知っておきたい裁判事例50」から
添付文書上、併用禁忌とある薬剤を使用したことについて争われた事例



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

１１月１７日（木） １０時～１２時

１２月２２日（木） １０時～１２時

1月１９日（木） １０時～１２時

１１月１７日（木） １０時～１２時

１２月２２日（木） １０時～１２時

1月１９日（木） １０時～１２時


