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◆ ドクターのための

病医院の承継・財産承継で、お悩みが
ありましたらお気軽にご利用ください。

『 承継相談窓口 』のご案内
◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内
◆ 『医業経営セミナー』のご案内

ご存知ですか？ ご自分の生命保険

今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
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医師の転医義務①

◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ
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タイトル

『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。

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

『次の世代への・・・
病医院の承継・財産承継 』相談窓口のご案内
～専門家による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中で「病医院を子に引き継がせるつもりだが、是非相談に乗ってほしい」
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。実際にご相談の中で上位に占める内容です。
そこで、経験豊富な当グループメンバーの専門家からアドバイスを受けていただく「承継相談窓口」を
毎月１回開催することにいたしました。

・「タイミングは・・・」「医療法人の引継ぎとは具体的には・・・」
・「病医院関係以外の財産をどう引き継がせるのか？」「遺言を作った方がよいとは聞くが・・・」
・「財産は亡くなって相続で渡した方がよいのか？」「生前贈与がよいのか？」
「子や孫への生前贈与の賢い方法は？」
・「妻も含めた二次相続の中で、道筋を考えたい」
など、日頃の疑問を解決して下さい。
栃木県医師会医業経営ライフコンサルタントが、上記のような「病医院の承継・財産の承継」に関する
無料の個別相談をお受けいたしております。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
コンサルタント

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。

荻原会計事務所 税理士
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

承継相談窓口
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１８日（木） １０時～１２時

５月１８日（木） １０時～１２時

６月１５日（木） １０時～１２時

６月１５日（木） １０時～１２時

７月２０日（木） １０時～１２時

７月２０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。

「承継相談窓口申込書」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】

承継相談窓口
〒320-8503

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通）
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ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８

◆ 「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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◆ 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、お役に立つテーマ満載でお届けする「医業経営勉強会」、
医業経営を基礎から学ぶ「医業経営塾」を開催いたします。
※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
ご参加ください。

【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

新入社員・中途入社職員向け基礎マナー研修

日時

場所

2017年5月19日（金）
午前10時～午後４時

コンセーレ

第１回

講師

宇都宮市駒生
1丁目1番6号
028-624-1417

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

2017年6月21日（水）
午後７時～9時

保険管理表の重要性
第2回

講師

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

2017年7月19日（水）
午後7時～9時

遺言セミナー
第３回

講師
宇都宮市

第４回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

ＫＹＴ（危険予知トレーニング）
手法を用いた先を読む力・考えて動く力
気付く力の向上
講師

2017年9月20日（水）
午後7時～9時

2017年11月22日（水）
午後7時～9時

第５回

講師

2018年1月25日（木）
午後7時～9時

第６回

講師

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社
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宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555
ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

ホテル東日本宇都宮

ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

医療者が知っておきたい裁判事例

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

成長の原理と付加価値の配分経営

＊以外 参加費無料）

ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

【経営パートナーのための医業経営塾】

～ 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

2017年
5月30日（火）
午前10時～12時

2017年
6月6日（火）
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

「働き方改革による「多様化」への対応
～人事制度は「トータル」で、職員管理は「個別管理」で～
①育児・介護休業法の改正ポイント
②有期労働契約の無期転換のクリニックへの影響は？
③パートタイマーにまつわる諸問題
等

2017年
6月13日（火）
午前10時～12時

第４回

講師

第５回

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

クレームに対する経営側としての対応は？！
～ クレーム、苦情を握りつぶさない職員を育てるために～
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
～苦情を宝として成長・成果に繋げている組織との違い～
④患者様だけでなく、職員も実はクレーマーとなりうるのです

講師

028-6270111
2017年
6月20日（火）
午前10時～12時

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

事業と財産の世代交代のコツ “上手な譲り方と渡し方”
①「生前に贈与した方が良い財産」と「亡くなった時に引き継ぐ財産」
の判断基準は？
②悩みのご相談のトップ項目
「後継者に引き継ぐ」と「後継者以外に残す財産」の判断基準は？
③節税のしかたで、こんなに税金が違う！

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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宇都宮
東武ホテル
グランデ
宇都宮市
本町
５－１２

宇都宮市
講師

場所

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

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10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？

講師

第３回

日時

やさしいマネー講座 ～所得税・住民税の節約術～
①所得税・住民税の節税術
②老後資金の効率的な積立方法
③保険の正しいやめ方・選び方 等々

講師

第２回

定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

2017年
6月27日（火）
午前10時～12時

◆ 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
荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

確定申告を終えて
毎年２月１６日から３月１５日までの確定申告、長い１ヶ月が終わった。いつも早く終わればいいと。
先生方の社保、国保の最終的に点数が決まって、診療所にお知らせが届くのが２月２０日前後。一斉に
医者の決算申告が始まる。生命保険控除証明書、地震保険の証明書、公的年金の証明書、健康保険の年間
保険支払い証明書、医師会等より給与の支払い証明書、原稿料の報酬支払い証明書、宇都宮市等からの報
酬支払い証明書等が順調に揃わない。申告書ができあがって所内の検閲で間違いの検証。やっとできたか
と思ったら、メール等で後からこんな支払い調書がありましたと追加資料が届き、やり直し。さらに今年
からマイナンバーを申告書に記載しなければならなくなり、取得するのに一苦労。中には、非協力的で
マイナンバーを知らせてもらうのに、当事務所の取り扱い要項を提出を求められたり､他の会計事務所では
要求してこないとか、どういった法律なのか再度説明を要求されたりと、国としての広報も行き届いて
いるはずなのに、無知を装おって提供を拒む客がほんのわずかであるが散見された。
意外と感じたのが通知カードの他に、個人カードを所持している人も多かった。カードが見つからない
人には住民票をとってもらうと個人番号が記してあるので、それで対処した。
医者の世界は水商売だと言って、天気に左右される商売でもあったが、当事務所では先生方の収益は
順調に推移した模様である。最近の傾向として、個人で営業する先生方は年々少なくなっており、相続、
Ｍ＆Ａ対策等で医療法人での事業運営が多くなってきている。国際的に法人税率を下げる傾向にあること
から、個人より法人の方が税金面でも有利であり、さらに最近設立法人は持ち分無し法人なので、傾向的
には医療法人が多くなっている。また本年平成２９年度より、株式の評価で利益の出ている事業所では
１：３：１の株式評価が１：１：１に改正され、有利に株式移転ができるようになり、相続･贈与対策への
可能性が高まった。
今回の確定申告にあたり、お復習いのつもりで、また開業間もない診療所の為に気づいた点を書き記し
てみます。

Ｑ１：社会保検診料報酬は、本人負担分はその場で現金でもらい、保険請求部分は２ヶ月後入金されます。
いつ収入に計上すれば良いのでしょうか？また自由診療の収入はどうなりますか。

Ａ１：原則診療行為を行った時点で本人負担分も保険請求分も収益計上します。計上時期が異なることは
ありません。
本来、役務提供業務は役務提供完了時点で収益を計上するのが原則ですが、診療行為は患者側
から一方的に治療を中止したり転院することが可能であるため、日々の診療行為が行われた時点で
役務提供は完了と考えられその時点で収益計上とします。ただし、事務手続きの軽減から病医院
の窓口で受領する保険診療の一部負担金や自由診療を除き、社会保検診料報酬支払基金や国民健康
保険団体連合会への保険請求額を該当月にまとめて保険料収入金額として計上することは税務上
も認められています。
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Ｑ２：当院では社会保険診療報酬の一部負担金を職員から徴収していません。
税務上どのように処理したら良いのでしょうか？

Ａ２：職員の社会保険診療報酬の一部負担金は徴収するのが原則ですが実務上は未収分を福利厚生費と
して処理します。（顧客の場合には交際接待費）
健康保険法第６３条３項の規定により健康保険法に基づく療養の給付を受けるものが療養の
一部負担金を窓口で免除受けることは考えていません。一方、職員の一部負担金を免除した場合
の税務上の取り扱いは、職員に平等に一部負担金を免除されているような場合には、一部負担金を
収入に計上し、同額を福利厚生費として処理することも認められているのが現状です。

Ｑ３：社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会からレセプトの返戻や査定により診療報酬
の減額を受けました。どのように取り扱ったら良いのでしょうか？

Ａ３：返戻は原則いったん売上を取り消します。査定についても売上を取り消します。
返戻の会計処理はレセプトが返戻されたときに、医業未収金として医業収益に計上した医業収益
をいったん取り消し、再請求時に医業未収金として再度医業収益に計上する方法と、レセプト返戻
時およびレセプト再提出時には何ら会計処理行わない方法が考えられます。正確には返戻の内容に
よりいずれかの方法を選択すべきでしょうが、重要性に乏しい場合にはいずれの方法も認められる
と思います。査定に関しては保険診療と認められないと言うことなので、医業収益をいったん取り
消すことになります。医療機関が査定内容を検討し再審査を請求するときには、その時点で医業
収益として再度計上することになります。

Ｑ４：この度診療所の開業に際して市の医師会に入会金２５０万円と会費５０万円を支払いました。
入会金は医師会を脱退しても返還されません。医師会への入会金、会費は必要経費になりますか？

Ａ４：医師会の入会金は繰延資産として５年間で均等償却し、会費はその年の必要経費になります。
入会金２５０万につき所得税法５０条により事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として、政令で定めるところにより計算した金額
とします。通常会費は支出した年度の必要経費に算入でき、医師会会費５０万もこの会費に該当
します。
そのほか親族の専従者給与については、所得税法上特別に認められている給与なので、慎重に
専従期間、仕事の内容、支払金額など十分に注意が必要です。税務調査では必ず調査される項目で
あること忘れないようにしたいものです。
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No ２

妻の扶養年収
「１０３万円の壁の引き上げ」の注意点
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

今年度の税制改正での最大の論点は、「配偶者控除の年収上限…いわゆる103万円の壁」の改正で
した。平成30年分以降の所得税よりの改正となります。
「パート主婦層の年収103万円の壁が150万円に引き上げ…」と大きく報道されましたが、一律に
「朗報」となる訳ではありません。
今回は、次の「3つの視点」にてこの改正の内容を解説していきます。
(なお、説明上の例示・仮定として、控除を受ける本人側を「夫」、配偶者側を「妻」とする例文を
原則使用しています。)
視点1 夫の所得控除の改正…「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
<改正後の配偶者控除>
控除額

控除を受ける本人（夫側）の
所得金額（給与年収）

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円（1,120万円）以下

38万円

48万円

900万円を超え950万円（1,170万円）以下

26万円

32万円

950万円を超え1,000万円（1,220万円）以下

13万円

16万円

「配偶者控除」の適用は、今までは夫側に所得制限がなく、妻の所得金額が38万円以下(給与年収で
は103万円以下)であれば、控除を受けることができました。
しかし改正後は、夫の所得金額に応じて控除額を減額することとなり、所得金額が1,000万円を超え
ると(給与年収で1,220万円を超えると)適用を受けることができません。
したがって、「配偶者控除」自体は「増税」です。
<改正後の配偶者当特別控除>
所得金額が
900万円以下の

配偶者の所得金額
（給与年収・・・・万円未満の概算）
38万円を超え85万円以下
（103万円を超え150万円以下）

控除本人（夫側）

所得金額が
900万円超
950万円以下の
控除本人（夫側）

所得金額が
950万円超
1,000万円以下の
控除本人（夫側）

控除額

控除額

控除額

38万円

26万円

13万円

36万円

24万円

12万円

85万円を超え90万円以下
（150万円を超え155万円以下）

～
120万円を超え123万円以下
（約197万円を超え約201万円以下）

以下、配偶者の所得金額に応じて逓減

3万円
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2万円

1万円

配偶者特別控除については、上記の表の控除額38万円のところを見ると、夫の所得金額が900万円以下
であり、かつ、妻の給与年収ベースで150万円までが範囲となっています。
夫の所得金額が900万円以下であれば、妻が「年収150万円」まで働いても、配偶者控除と同じ38万円
満額の控除を受けられる、ということで、この点が「パート主婦層の年収103万円の壁が150万円に引き
上げ…」と大きく報道された点です。
これに合わせて、これまでは妻の所得金額が「76万円未満(給与年収では141万円未満)」でなければ
適用が受けられなかったところが、「123万円以下(給与年収では約201万円以下)」まで拡充しています。
この点は減税と言えます。
また、配偶者控除と同じように、配偶者特別控除においても夫の所得金額が900万円以下・950万円
以下・1,000万円以下の3段階で控除額が変わっていきます。
視点2 妻自身の所得に対する「税金」は…

視点1を考える際に、ご注意いただきたいのは、「夫の所得からの控除」の話と、「妻自身の所得に対す
る税金」の話は「全く別物」ということです。
夫の所得からの38万円控除の範囲は拡大されますが、妻の年収が103万円を超えると原則的には「妻は
納税になる」ということです。
実は、妻の給与年収103万円というのは、夫の配偶者控除38万円の適用を受けられる上限の金額である
のと同時に、妻自身に税金がかからない数字なのです。
妻の給与収入が年間150万円の場合で、生命保険料控除などの所得控除がないと仮定すると、妻の所得は
「150万円－65万円（給与所得控除）－38万円（基礎控除）＝47万円」
となり、約24,000円の納税となります。言い換えれば、妻自身へ課税されない上限である「103万円」
も、同時に引き上がった訳ではない、ということです。

視点3 配偶者手当の支給要件における妻の所得上限は…

夫が支給を受ける給与のうちに「家族手当(配偶者手当)」があり、その支給要件が「控除対象配偶者」と
なっている場合には、かなり注意を要します。
「控除対象配偶者」とは、所得金額が38万円以下(給与年収では103万円以下)の配偶者のことで、つま
り配偶者控除の適用対象者のことを言います。
人事院が発表している「民間給与の実態（平成28年職種別民間給与実態調査の結果）」において「家族
手当の支給状況及び配偶者の収入による制限の状況」という統計があり、
これによると、家族手当制度がある事業所の割合は76.8%で、そのうち87%の事業所が「配偶者に対す
る家族手当」を支給しています。
そして、配偶者の家族手当に関しては、支給している事業所のうち85.4%が「配偶者の収入による制
限」を設けており、その制限については、65.9%の事業所が「103万円」を用いています。(130万円が
29.5%)
つまり、配偶者や子供を対象とした「家族手当」は、全事業所の4分の3以上で制度化されていて、その
9割近くが配偶者を対象としており、その支給については配偶者の収入制限を「103万円」としている事
業所が、現状では割合的に多いということです。
この点は、夫の給与支給額に直結する話ともなり、非常に要注意です。
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上記の「3つの視点」をまとめると、妻の給与収入が103万円から150万円になっても、視点1 のとお
り夫の所得からは、配偶者特別控除38万円が控除されます。（所得金額が900万円以下(給与年収1,120
万円以下)の場合）この点は「減税」です。
しかし、視点2 にて、妻に独自の控除がなければ「妻の所得自体には税金がかかる」という点には注意
です。
さらに、視点3 にて、夫の「家族手当」の支給対象からはずれてしまう可能性がある点には、非常に注
意を要する必要があります。
改正後においては、一律に、「103万円で就業調整をしていたパート主婦について、150万円まで働く
ことができる…」というものではなく、それぞれ個別にプラス要因・マイナス要因があるということに注
意を要します。
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No ３

地域包括ケアシステム①
地域包括ケアの概要・課題
田島会計事務所 所長 田島 隆雄

Ⅰ.厚労省の地域包括ケアの概要
厚生労働省は、２０２５年にいわゆる団塊の世代が７５歳以上となる後期高齢者の増加傾向を見込み、
地域包括ケアシステムの確立を目指している。
その背景には、世界でも類を見ない高齢化のスピードが早く後期高齢者が激増し加齢に伴い医療・介護
ニーズが急上昇し、医療・介護従事者は自宅で終末期を過ごすことを望んでいる等が挙げられる。
高齢者が住み慣れた場所で主体的に生活していける地域づくりを目指し、自助・共助・公助の努力精神の
もとで運用したいとしている。
（１）地域包括ケアのシンボルマークの趣旨
（イ）ベースの概念
本人・家族の選択と心構え
高齢者のこれからのあり方について本人と家族がどのような選択をするのかということで多くの
選択肢が用意されることを想定している。
（ロ）中間の概念
すまいとすまい方
すまいには、自宅・ケア付き高齢者住宅・介護施設など多くの居住施設が準備されることを想定し
ている。ここで重要な事は、住み慣れた場所で、自分なりの暮らし方を目標としていることであろう。
（ハ）上位の概念
生活支援・福祉サービス
生活支援については医療、介護、看護、リハビリなどの医療・介護のあり方や福祉サービスに
ついては、保健・予防のあり方などが提供されることになる。
（２）２０２５年の地域包括ケアシステムの姿図
地域包括ケアシステムは人口１万人程度の中学校区を単位として想定されているため、中心に自宅・
ケア付き高齢者住宅が位置づけられ、周りに医療としては在宅医療と訪問看護、介護としてはグループ
ホーム、小規模多機能デイサービス、２４時間対応の定期巡回、随時対応サービスが用意されている。
地域包括支援センター、ケアマネジャーは相談業務やサービスのコーディネートを実施することと
されている。また生活支援を支えるのは老人クラブ、自治会などが描かれている。
このように住まいを中心として支援事業者が外付けのイメージ図を展開している。
Ⅱ.各県・各地域で異なる地域包括ケアの展開手法
現在、大都市圏を中心とするもの、地域拠点において中心的役割を果たそうとするもの。
厚労省の柏モデルその他の諸区域において試験的に展開しようとする所が見受けられる。厚労省は具体的
展開手法は地方に委ねるとするスタンスを取っている。
高齢者人口の推移を見てもすでに減少傾向にある地方や、首都圏などの高齢者増加傾向にある区域や
医療提供体制が不足気味な所など千差万別の状況である。
今後各自治体にとってもその地域の特性を生かし展開することが最大のポイントとなるであろう。

Ⅲ.団塊の世代の一般的傾向
筆者である私も団塊世代の人間である。世間より、よくこの世代の人間は気難しく理屈ぽいと言われる
ことがある。高度成長期を生きた世代である。価値観も多様だと想像できるところである。合う度に延命
措置について話し合う場面がある。
たまたま厚生労働省、２０１３年「人生の最終段階における医療に関する意識調査」を目にした。内容
は多くの方が中心静脈栄養、経鼻栄養、胃ろう、人工呼吸器の使用、心肺蘇生処置を望んでいないことが
報告されていた。自分らしく生きる価値観が強いと感じられた。
介護の現場でもこの世代の利用者の対応には気を使うことになるであろうか、心配である。
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Ⅳ.検討しておくべき課題とは
（１） 国民、地域住民のニーズとして団塊の世代はどのような意識を持っているだろうか。
（２） 予防的視点としてボランティア参加、生涯学習参加、自治会参加、店舗利用参加などが
挙げられるが現実的にどの程度の参加意識をもっているだろうか。
（３） 高齢者単独世帯が増加傾向にある中、家族が本人に近寄り寄り添い支援できるであろうか。
（４） 要支援・要介護を支える自治体予算の枠内で支えきれるだろうか。
（５） 医療・介護支援を実施する施設・人的マンパワーにより提供体制が充分であろうか。
（６） 医療・介護提供を実施しにくい群部、山村地域に活らす地域住民へのケア体制をどのように
すべきか。
（７） 県内各エリア毎に異なる地域実情に応じてそれぞれどのようなケアシステムの構築が望ましい
のか。
（８） 高齢者のケアシステムの情報をどのような共有情報として構築するか。
（９） 高齢者の医療・介護の利用傾向データをどの積み上げ予測可能とするか。
（１０）予測される需要別データに対して現在不足すると思われる施設・マンパワーをどのような
計画で充足可能となるキャパシティを整備してゆくか。
（１１）そのキャパシティの整備方法として、行政指導の方法を採用するか、自然発生的に整備される
のを待っているか、又はその中間的方法によるかどうか。
（１２）地域包括ケアを担う方々のネットワークをどのように構築してゆくか。
（１３）地域包括ケアシステムの推進役は地方自治体が位置付けられているがスムーズな展開を図る
にはどのような方法が考えられるか。
（１４）自宅で介護等を支える家族の貢献度の強弱について労働生産年齢人口の減少に伴い、困難な
状況が予想されるが、そのサポート体制をどのような英知で構築してゆく可能性は何か。
（１５）高齢者のボランティア体制にも肉体的・精神的限界が到来するがその代替的機能をどのように
醸成してゆくか。
Ⅴ.おわりに
２０２５年までに残り８年となった。需要者となる高齢者、医療・介護を提供する各事業者、家族の
あり方、国・自治体の福祉予算、地域住民を含めた地方の活力の維持など関係する検討課題が多い。
しかしながらいつの時代も同様な場面が出現してくる。
全国民が避けて通れない共通の課題である。
世界的にも日本はモデルとなり注目が寄せられるであろう。
国民の英知を結集してより良きモデルを形成してゆく必要があるであろう。
厚労省試案が実のある形あるものに発展するためには、各々の認識、意識、自覚が何より求められよう。
次回からは栃木県の地域医療構想を参考としながら、更に深く研究していく。
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No ４

地域医療連携推進法人
㈱AGメディカルマネジメント 川俣 喜弘

地域医療連携推進法人制度が、4月2日よりスタートしました。原則として地域医療構想区域である二次
医療圏を範囲として、地域で医療機関を開設する複数の医療法人その他の非営利法人や介護事業その他地
域包括の推進に資する事業を行う非営利法人が参加し、都道府県知事が認定する仕組みの非営利ホール
ディングスカンパニー型法人制度です。
メリットとしては病床再編が実施できることで、地域医療連携推進法人区域内で急性期から回復期へ機
能転換を図り過剰病床の適正化が行えること、医師や看護師の共同研修や統一したキャリアパスの構築が
可能なこと、患者情報の一元化により退院支援の円滑化、救急患者のスムーズな受け入れが可能になるこ
とが挙げられています。

地域医療連携推進法人制度の活用による医療機関等の連携を検討している事例
大規模病院間の連携
検討区域：岡山県岡山市
参加法人：岡山大学病院（850床）、岡山市民病院（400床）、岡山医療センター（609床）、
岡山労災病院（358床）、岡山日赤病院（500床）、岡山済生会病院（553床）
・医療教育や臨床研究、情報連携等の分野から連携を開始。
・将来的には大規模かつ質の高い医療・研究・教育事業体の構築を目指す。
・岡山市を医療産業が集積する医療産業都市にすることを目標とする。
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中規模病院間の連携
検討区域：岡山県真庭市
参加法人：金田病院（172床）、落合病院（173床）
・従来、2病院間で診療科目の分担、医療機器の融通、患者の相互紹介等を実現。
・今後、訪問看護事業所等の一体化、医師・看護師等の相互交流等を進め、継続的な医療提供を目指す。
統合再編成を目指した病院間の連携
検討区域：兵庫県姫路市
参加法人：県立姫路循環器病センター（350床）、製鉄記念広畑病院（392床）
・新病院開設までの間、姫路循環器病センターと広畑病院の両病院相互間の機能の分担及び業務の連携
を推進することにより、統合再編を円滑に行い、中播磨・西播磨圏域において質の高い効率的な医療提
供体制を確保する。
地方独法病院を中心に民間の病院や介護施設を含めた連携
検討区域：山形県酒田市
参加法人：日本海総合病院（646床）、本間病院（52床）、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
訪問看護ステーション 等
・医薬品の共同購入、高額医療機器の共同利用、患者の紹介・逆紹介等から連携を開始。
・急性期医療から在宅介護までの供給バランスを最適化することによって、地域完結型の医療・介護提供体制の
構築を目指す。
治療分野の異なるがん治療を主とする病院間の連携
検討区域：鹿児島県鹿児島市
参加法人：相良病院（81床）、新村病院（40床）
・既に業務提携を結び、高額医療機器の共同利用や薬剤の共同購入等の取組を開始。今後、患者の相互
紹介等を通じて両病院の専門性を高める。
・地域医療連携推進法人により本部機能の統一を行い、ブランド力の向上による両病院の経営力強化を図る。
地域の多数の診療所の連携
検討区域：鹿児島県大島郡瀬戸内町・字検村
参加法人：瀬戸内町へき地診療所、いづはら医院 等
・夜間診療体制の整備や総合医研修制度の確立、遠隔診療の実施、近隣離島への医師派遣や医療従事者
の相互交流等を段階的に進める。
・最終的に、地域の全医療機関が参加し、地域完結型の医療提供体制を整えることを目指す。
社会医療法人と大学の連携
検討区域：北海道札幌市
参加法人：社会医療法人カレスサッポロ（時計台記念病院（250床）、北光記念病院（145床）等）、
北海道医療大学
・慢性期医療を担う北海道医療大学の地域包括ケアセンターと急性期医療を担うカレスサッポロが連携し、相互
の不足している機能を補完することを検討。
・大学の研修の受入先としてカレスサッポロが保有する施設の有効活用の検討。
大学付属病院と地域医療機関の連携
検討区域：愛知県名古屋市、刈谷市、岡崎市、豊明市 等
参加法人：藤田保健衛生大学、県内14法人
・地域包括ケアモデルの展開
・医療及び介護従事者向け勉強会や研修業務の連携
・医薬品及び診療材料等の共同購入
・医療事故調査等に関する業務の連携
・医療機器の共同購買・病院給食、介護
・福祉給食サービスの共同化
・電子カルテ等、システムの共同利用
・医療・介護スタッフの派遣に関する連携
・職員等の相互派遣 等
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No ５

不平等を平等に変える生命保険
～代償交付金で円満分割～
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 添田 守

相続財産を分割する方法のひとつで、土地・建物など現物
試算を特定の相続人（図①：長男）へ渡す代わりに、他の相
続人（図①：長女）に現金（代償交付金）を渡して解決を図
る「代償分割」という方法があります。そのためには「現
金」を用意する必要がありますが、多くの場合、代償交付金
を渡すほどの「現金」は持ち合わせていません。
また代償交付金は被相続人（図①：父）名義の現金ではな
く、現物資産を相続する特定の相続人（長男）名義の現金か
ら支払うものでなければなりません。そこで時間を掛けずに、
“長男名義の現金”を用意する方法があります。
それが“生命保険”です。
因みに生命保険の特長は

図①

父

長男

長女

土地・建物
自社株など現物

現金
（代償交付金）

◆相続がいつであろうと、決まった金額が確実に現金化
できる。
◆当初設定した金額が、時期や景気などで変動することが
ない。
◆受取人を指定して直接渡すことができる。
◆保険金は受取人の固有の財産（長男名義）となる。
◆払われる保険金は、遺産分割の対象から除かれる。
◆一般的に払い込む額は保険金を超えないので現金で貯め
るより合理的。
◆保険金には税金が掛からない非課税の枠がある。

図②
「代償交付金となる生命保険の
契約形態」
契約者

父

被保険者

父

死亡時
受取人

長男

＊生命保険の対象となる人

になります。これらの特長は、生命保険に加入した瞬間から
効力を発揮します。

図②のように父が被保険者を自分自身として加入した保険は、
相続開始時には受取人である「長男名義の現金＊」に変わり
ます。その中から他の相続人（長女）に、代償交付金として
現金を渡します。生命保険という「現金」を活用した代償分
割は、土地・建物など現物の分割では分けにくい場合でも、
平等になるように調整できるメリットがあります。
＊長男名義の現金ですが、非課税枠を超えた部分はみなし相続財産
として相続税の対象。
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有限会社エファ 社会保険労務士 佐藤 智子

医療機関が抱える問題として、有資格者の確保や職員がなかなか定着しない、労務管理の難しさ等が
言われております。職員がその能力を十分に発揮し、質の高い医療サービスを提供するためには適切な
労務管理と人材育成、教育訓練等による一人ひとりのキャリアアップをサポートするしくみが必要とな
りますが、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
の活用をご案内いたします。
人材開発支援助成金（旧 キャリア形成促進助成金）一般訓練コース
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
めの職業訓練を段階的・体系的な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）訓練実施計画の作成・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
【基本要件】
◆中小企業（企業全体で常時雇用する職員数が１００人以下）であること
◆訓練対象者が雇用保険の被保険者であること（有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者を除く）
◆Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であり、１コースの訓練時間が２０時間以上であること
【支給額】
◆賃金助成（１人１時間当たり）
◆経費助成

３０％

３８０円

１人当たりの限度額７万円

※20時間～100時間未満の場合

※東日本大震災復興対策としての特例措置（災害救助法が適用された市町村
◆賃金助成（１人１時間当たり）
◆経費助成

大企業も対象）

８００（大企業４００）円

１/２（大企業１/３）１人当たりの限度額は上記と同じ

◆定期的なキャリアコンサルティングを実施することを就業規則か事業内職業能力開発計画に規定していること
※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、助成率が３０％→４５％に引き上げられます
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。
※労働生産性が向上している場合は、助成率・助成額が引き上げられます。
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
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 医療RM事業部 梶原 詩織

医師の転医義務①
今回からはシリーズで、医師の転医義務違反が争われたケースをご紹介します。
Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ
クモ膜下出血が疑われる症状の患者をＣＴ撮影せずに帰宅させ、医師に問診義務違反と転医義務違反
があるとされた事例
（大阪地裁 平成15年10月29日）
患者（50代男性）が嘔吐と激しい頭痛を訴えて受診したが、医師はＣＴ撮影せずに帰宅させ、数日後に意識を
消失して死亡。クモ膜下出血の発症を見過ごしたとして医師に過失が認められ、約7,000万円の損害賠償が命じ
られました。

【本事案の事実経過】
 患者は、嘔吐と激しい頭痛のためすぐにＭＲＩ撮影ができるという理由で、診療所（ＣＴの機器はなかった）を受診。その
際、2日前にアルコールを多飲し、前日には過度な運動をし、その後に激しい頭痛を発症するとともに頻回に嘔吐したと説
明。
 患者の嘔吐が治まっており、血圧や脈拍も正常で、独歩が可能であることなどから、医師はクモ膜下出血の臨床所見はなく、
脳血管が一時的に拡張して起こった頭痛の可能性が高いと考えた。
 ＣＴ撮影するまでもなくクモ膜下出血は否定されると判断し、ＣＴ撮影可能な病院への転医は検討しなかった。
 しかし、患者の強い要望でＭＲＩを実施、ＭＲＩ画像上、異常所見は認められずクモ膜下出血を認めなかった。医師は患者
に「頭痛はストレスによるものである」と告げ、鎮痛剤を処方して帰宅させた。
 患者は頭痛が続いたため会社を休んでいたが、診察の4日後に出勤。帰宅後に意識を消失。病院に搬送され、ＣＴ撮影の結
果、クモ膜下出血と診断された。しかし脳圧が高いため手術はできず、約2週間後に死亡。

【クモ膜下出血を見過ごした過失】
裁判所は、診療の時点で患者がクモ膜下出血を発症していたと認定した上で、
問診義務違反と転医義務違反があるとして医師の過失を認めました。
（１）問診義務違反について
医師は不十分な問診の結果、患者の症状をアルコール多飲や過度の運動に由来する脳血管の一時的拡張によるものと考え、突発
性で持続性の頭痛や嘔吐を発症していたことを見過ごしており、問診義務違反があると判断しました。主な理由は以下です。
 クモ膜下出血の診断にあたっては、突発性で持続性の頭痛、嘔吐の有無が極めて重要な臨床所見であり、その有無を的確に判
断することが重要である。
 クモ膜下出血の発症の仕方には様々なものがあり、また、患者が自己の症状を的確に表現できない可能性があることにも留意
する必要がある。
 患者がクモ膜下出血を疑うべき症状を訴えている場合には、頭痛の発症形式・程度・持続時間・嘔吐や嘔気の有無や持続時間
等について、詳細な問診を行い、クモ膜下出血による頭痛に特徴的な事情の存否を聴取するべきである。
 医師の診療録には、痛みの種類に関する記載はなく、その他の事情からしても十分な問診をしたとはいえない。
（２）転医義務違反について
問診義務違反の結果、患者の臨床症状に対する判断を誤り、ＣＴ撮影することもなくクモ膜下出血ではないと判断し、ＣＴ撮影
が可能な病院へ転医させなかったため、医師には転医義務違反があると判断しました。主な理由は以下です。
 クモ膜下出血を疑うべき臨床所見が認められた場合には、確定診断のためにＣＴ撮影が必須とされているから、ＣＴ所見によ
りクモ膜下出血が否定されない限りは、クモ膜下出血ではないとの判断をするべきではない。
 クモ膜下出血による生命身体に対する危険性を考慮すると、クモ膜下出血の疑いが払拭されない限り、医師はＣＴ撮影を行っ
て出血の有無を確認すべきであり、自らＣＴ撮影ができない場合には、ＣＴ撮影が可能な医療機関に直ちに転医させるべきで
ある。
 医師の診療録には「クモ膜下出血（－）」との記載があり、また、搬送先の病院への診療情報提供書には、「当院初診時には
少なくともＳＡ（クモ膜下出血）を確定する所見は皆無」と記載されている。
【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

（「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/）

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 （舛屋第一ﾋﾞﾙ4F）
TEL028-627-3667

ＲＭＬ 株式会社

代表取締役〈ＭＤＲＴ〉

清水 英孝

品川区東品川2-2-20（天王洲郵船ﾋﾞﾙ14F）
TEL03-5782-8521

株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

添田

ＢＳＡ 株式会社

代表取締役

中澤 宏紀

中央区銀座7-13-6（ｻｶﾞﾐﾋﾞﾙ2F）
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

横浜市港北区新横浜3-8-11（ KDX新横浜381ﾋﾞﾙ3F）
TEL045-478-3566

医療事業部常務取締役
〈医業経営コンサルタント〉

川俣 喜弘

株式会社 ｴｲｼﾞｰ･
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

医療事業部取締役担当部長
〈医業経営コンサルタント〉

守

宇都宮市馬場通り2-1-1（NOF宇都宮ﾋﾞﾙ9F）
TEL028-610-1085

足利市本城2-1901-10 TEL0284-41-1365

樋口 和良

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険
株式会社

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

ｽｶｲﾗﾎﾞ株式会社

代表取締役

安川

横浜市緑区台村町326-1（ﾒﾙｸﾏｰﾙ敬愛1F）
TEL045-482-5358

代表取締役

菊地 理恵

取締役
社会保険労務士

佐藤 智子

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

田村 康夫

有限会社 ｴﾌｧ
有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

聡

宇都宮市滝谷町18-7 TEL028-639-1020

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336

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
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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～確定申告を終えて～

２

妻の扶養年収「103万円の壁の引き上げ」の注意点

３

地域包括ケアの概要・課題

４

地域医療連携推進法人

５

不平等を平等に変える生命保険 ～代償交付金で円満分割～

６

人材育成と助成金活用 「人材開発支援助成金」

７

医師の転医義務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：

「承継相談窓口（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。
承継相談窓口
担当（大島・半田）

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

５月１８日（木）

１０時～１２時

６月１５日（木）

１０時～１２時

７月２０日（木）

１０時～１２時

５月１８日（木）

１０時～１２時

６月１５日（木）

１０時～１２時

７月２０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

