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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。
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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

９月２１日（木） １０時～１２時

９月２１日（木） １０時～１２時

１０月１９日（木） １０時～１２時

１０月１９日（木） １０時～１２時

１１月１６日（木） １０時～１２時

１１月１６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）
済
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）
済
午後７時～9時

保険管理表の重要性
第2回

講師

2017年7月19日（水）
済
午後7時～9時

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

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

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

ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

遺言セミナー

＊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
10月3日（火）
午前10時～12時

2017年
10月10日（火）
午前10時～12時

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 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
10月17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 常務執行役員 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
10月24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

講師

第２回

定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

2017年
10月31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

重加算税の要件と解釈
１，事件の概要
平成２９年５月初旬、私どもの顧客でない会社から突然の訪問を受けた。社長と事務員が血相を変え
て飛び込んできた。今、税務署が来て、当社を調査している。当社顧問税理士は私に、税務署が突然
来るのは何か隠し事があって、税務署側で調べがついていてくるのだから、真相を話して、調査を早く
切り上げる準備が肝要ですと電話連絡してきた。その税理士は税務調査立ち会いはしないので、会社側
がご自身で臨んでくれと言う電話連絡。まるで当社を罪人扱いの横柄な態度に憤りを感じた。その電話
の会話の後、今度は突然会社に現れて、全く税務官庁の調査官に寄り添うようなどちらの見方だか分か
らぬ応対に腹を立てて、当事務所に頼ってこられた顧客である。
当該会社は建設業である。前の税理士はいまだ経験不足の人らしい。従業員は１人だけ。事件の発端
は当該会社が機械と運搬車両を４３０万で仕入れ先Ａ社に売却。その売却代金で２７０万のユンボ機械
購入。差額１６０万を会社は売り上げ計上。会社帳簿は『 現預金（借り方）／収益（貸し方）１６０万 』
の仕訳をした。
２７０万の機械購入は相殺されて金銭の授受は行われなかった。本来なら次の仕訳が行われるべきで
あった。『 ユンボ機械（借り方）／収益（貸し方）２７０万 』
上記仕訳が漏れてしまって税務署は、会社が２７０万の仕訳をしなかったので、隠蔽したと主張し、
過少申告加算税の１０％の加算税でなく、重加算税３５％を課すという主張をしてきて、前の税理士は
それで妥協しようと勧奨してきたので、納得がいかなく当事務所に来た次第である。

２，隠蔽・仮装の定義
事実の隠蔽又は仮装の典型は次の通り
事実の隠蔽→二重帳簿の作成、売り上げ除外、架空仕入れ、架空経費、棚卸資産の除外、雑収入の除外等
事実の仮装→取引上の架空名義の使用、虚偽答弁等
名古屋地裁判決定義「故意」
○名古屋地裁･昭和５５・１０・１３判決
国税通則法６８条は、不正手段による租税徴収権の侵害行為に対し、制裁を科することを定めた規定で
あり、同条に言う「事実をいんぺいする」とは、課税標準等又は税額の計算の基礎となる事実について、
これを故意に隠蔽しあるいは脱漏のことをいい、また「事実を仮装する」とは所得･財産あるいは取引上
の名義等に関し、あたかも、それが事実であるかのように装う等、故意に事実を歪曲することをいうと
解するのが相当である

-5-

最高裁の「隠蔽・仮装」の判断
○最高裁・平成６・１１・２２判決
納税者（個人）は単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識し
ながらこれを提出したというにとどまらず、確定申告の時点に於いて、白色申告のため当時帳簿の備え
付け等につきこれを義務づける税法上の規定がなく、真実の所得金額を隠蔽しようという確定的な意図
の下に、必要に応じ事務的にも隠蔽のための具体的工作を行うことも予定しつつ、会計帳簿類から明ら
かに算出し得る所得金額の大部分を脱漏し、所得金額をことさら過小に記載した内容虚偽の確定申告書
を提出したことが明らかであるから国税通則法68条1項にいう税額等の計算の基礎となるべき所得の
存在を一部隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告書を提出した場合に当たる。
以上の判決から「隠蔽･仮装」は（１）確定的な意図、（２）客観的な外的事情、が前提要件になる。
３，納税者側の主張
再び当事務所の建設業の話に戻ることにしますと、会社は１６０万の収益を決算書で計上してある。
さらに事実関係を調べてみると、４３０万円の売却の計算書もあった。その計算書を見れば２７０万円
の機械の売却と仕入れの相殺の事実も、文書に明確に記載されているので、もしかすると帳簿関係者が
その取引事実を検証せずに、１６０万円の銀行振り込み事実のみで処理してしまったのか、判決が言う、
「確定的な意図」と「故意」があったかとなると疑問が生じたので、当事務所で事件を引き継ぐことに
した。
税務官庁は代表取締役社長がその決算書に署名して押印しているのだから、隠蔽したことになると
いう主張である。
広島高裁平成２６年１月２９日判決では、代表権の無い常務取締役により行われた架空取引が納税者の
行為と同視しえるかどうか争われた裁判であった。その裁判で事業活動、経済活動は組織的活動として
行われ、その活動は複数の人間が有機的に関与してすることが多い。法人の権限ある役職に於いて行わ
れる行為は当該法人の代表者が行った行為と判断できるとして、重加算税が課された判決がある。
やはり今般の建設会社の件も代表者が署名したのだから重加算税と判断を最初当局がしたのだろう。
しかし、その仕訳処理に代表者は全く関わっておらず、１６０万円の一部収益計上があり、計算明細
請求書を検証すれば、即座に事実関係が明確に表見する。さらに重加算税の要件たる「確定的な意図」
も「故意」も明らかに推定できないし、他の帳簿内容も正確に記帳されていることを総合的に判断
すれば、過少申告案件で、重加算税案件であるとの処置は行政当局の偏りであるので無いのかと意見
陳述したのである。
結果、当方の意見が承認され無事税務調査が終了し、安堵したところである。
さらに法律家の大御所の金子宏教授は「隠蔽、仮装とはその語彙からして故意を含む観念である」
と述べていることから、納税者のその行為事態本当に故意があったか厳重な事実認定が要求される
事件であった。
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No ２ 遺産相続での名義変更の手続きが新しくなります
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

Ｑ１．相続による「名義変更手続」では、書類が大変と聞きました…。
Ａ１．相続があった場合には、不動産の名義変更や預貯金の解約などの遺産相続の諸手続をすることに
なります。
多くの書類を必要とするこれらの手続の中で一番大変なのは、亡くなった方の「戸籍謄本」を集め、そ
れを各手続において提示や提出をすることです。
死亡した旨を記載した「除籍謄本」だけではなく、相続人の特定のために、亡くなった方が「“生まれ
てから亡くなるまで”の一生分の戸籍謄本全て」が必要です。
「市役所に行けば簡単なのでは…」と思えるのですが、結婚や本籍地の変更、又は戸籍法の改正により
戸籍の書式が変更されたりすると、新たな戸籍が作成されます。この場合、新しい戸籍には、親族の死
亡や転籍などの情報が引き継がれないため、亡くなった方の一生分の戸籍謄本は、結構な数といくつも
の市町村にまたがることも珍しくはありません。
そして、この謄本一式を各一通揃えただけでは、銀行や証券会社ごとに１社ずつ提出し、返却を受け、
また次の銀行に出し、戻ってきて…となってしまうため、すべての手続を早く終わらせるために、費用
をかけてでも、現実には何セットも入手するということも多くあります。
Ｑ２．この「名義変更手続」に新しい制度ができたと聞きました。どのように変わったのでしょうか？
Ａ２．この問題を緩和し、相続人の負担を軽減するために、平成29年5月29日から、全国の法務局に
おいて「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度では、法務局に戸籍謄本一式を提出し、併せて「法定相続情報一覧図…親族の関係などを一覧
に表した図」を作成して提出すれば、登記官がその一覧図に「認証文」を印字し、登記官印を押印した
「写し」を無料で交付してくれます。その後の相続手続は、この「写し」を利用することで、戸籍謄本
一式を何度も出し直す必要がなくなります。
制度を利用する流れは下記の通りです。

ＳＴＥＰ１
相続人が法務局に対し、次の書類を添付して申出書を提出
①亡くなった方が「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全て」など
②上記①の記載に基づく「法定相続情報一覧図」
（ポイント）
※１ 申出をすることができるのは、亡くなった方の相続人（相続人の地位を相続により承継した者を
含む）です。
代理人となることができるのは次の場合です。
① 相続人が未成年者の法定代理人
② 民法上の親族
③弁護士・税理士・司法書士、行政書士などの資格者代理人
※２ 申出は郵送によることも可能です。
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《作成・提出する法定相続情報一覧図の例》

（法務省HPより抜粋）

ＳＴＥＰ２
法務局登記官が申出の内容を確認
「法定相続情報一覧図」を保管
認証文付きの「法定相続情報一覧図」の「写し」を交付し戸籍謄本一式の返却
（ポイント）
※１ 「写し」は偽造防止措置を施した専用紙で交付されます。
※２ 交付に当たり、手数料はかかりません。
※３ 一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行してもらえます。
※４ 法務局における法定相続情報一覧図の保管は期間が5年間と定められており、その期間であれば、
一覧図の写しの再交付が可能です。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図
の保管等申出をした申出人に限られます。他の相続人が再交付を希望する場合には、当初の申出
人からの委任が必要です。

ＳＴＥＰ３
各種手続において、戸籍謄本一式の代わりに、認証文付きの「法定相続情報一覧図」の「写し」の
使用が可能
（ポイント）
※１ この制度は、戸籍謄本一式に代替する「証明書類」の発行制度であり、これまで通り戸籍謄本
一式で相続手続を行うことも可能です。
※２ 遺産分割協議があった場合のその内容や相続の放棄については、記述されないので、遺産分割
協議書等は別途必要となります。
※３ 本制度は、亡くなった方が不動産をお持ちでなく、法務局での手続が不要の場合（遺産が銀行
預金のみの場合など）でも利用することが可能です。
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No ３

地域包括ケアシステム②
田島会計事務所 所長 田島 隆雄

本県では５年ごとに保健医療計画を策定し、６期計画を公表している。
この計画は平成２５年から平成２９年を目標年度とする計画である。
今回は本計画を考察し、栃木県の現況を在宅医療を中心にみることとする。

Ⅰ 栃木県の現況
全国的傾向に類似したものとなっているが次のような特徴を示している。
・後期高齢者人口（７５歳以上）は平成２４（２０１２）年は２２．６万人であったが、団塊の世代
が、７５歳に達する平成３７（２０２５）年には３２．２万人と大幅に増加すると予測されている。
１４２％の増
・死因の状況を見ると悪性新生物、次に心疾患、次に脳血管疾患であるが中でも増加傾向にあるのが
第４位の肺炎であり、肺炎による死亡者数の９０％近くが７５歳以上の方々で占めている。
・入院・外来ともに６５歳以上から増加傾向にある。
・在宅医療の実施状況は病院４１．６％ 一般診療所３２．９％ 歯科診療所３０．２％
薬局８．４％ となっている。
・在宅医療関係機関の中で全国平均を特に下回っている所が、在宅療養支援診療所、在宅療養支援
病院、在宅療養歯科診療所、訪問看護ステーション、訪問リハ実施施設となっている。
・在宅療養支援診療所は在宅での看取りが少ない状況である。
・薬局、歯科診療所は一般診療所との連携がほとんどで他の関係機関との連携が弱い状況である。

Ⅱ 在宅医療を進める課題になっているもの
・在宅療養を望んでいる栃木県民は約６０％を占めている。
・在宅医療は、慢性期及び回復期患者の受け皿機能となっており、自宅療養を希望する方が実現でき
ない理由として、急変時の対応に不安があることから緊急入院先の確保が必要となるため病院との
連携体制の構築が必要としている。
・在宅療養者のケア提供体制について、がん患者の緩和ケア、終末期ケア、脳卒中患者及び急性心筋
梗塞患者の在宅リハビリテーション、訪問看護、糖尿病又は急性合併症患者の訪問看護、認知症
患者のケア提供体制の構築が必要としている。
・患者、県民及び医療機関等関係機関に対し、在宅医療の仕組みや実施機関に関する情報提供、理解
促進のための普及啓発が必要だとしている。
・施策の展開方向については、退院後の在宅療養のためのアフターケア、急変時の入院病院の確保、
在宅療養を支える関係機関の連携が大切としている。
・在宅医療に必要な連携拠点として現在は広域健康福祉センターである在宅医療確保支援センターを
設置する６か所の保健所と宇都宮市に位置付けられているが、今後各市町の区域に位置づけされる
ことが望ましいとしている。
・今のところ２次健康医療圏は６か所の健康医療圏となっており、在宅医療圏は１０か所とし、細分
化された医療圏を形成している。
・疾病や障害を抱えながら自宅や住み慣れた地域で生活をする小児や若年層の在宅療養者が増加傾向
にある。
・在宅療養者のニーズに応じて、医療や介護を包括的に提供できるよう在宅医療や介護の担当者間で
連携し、今後の方針や病状に関する情報や計画を共有すること。

-9-

Ⅲ 課題解決策の一考察
１． 在宅療養患者を医療、介護両面から包括的にサポートするには、関係者の連携は当然ながら情報
や計画を共有するには情報ネットワークが必要となる。
この共有システムを統一的に確立し普及させる必要があり、これにはシステム予算も必要となり、
事業者の負担も大きなものになるであろう。
従って、在宅医療圏毎にバラバラなシステムでは負担がより大きくなってしまう。
場合によっては県、市町村の一部補助を検討してみてはどうであろうか。
県民市民の健康や生活を守る視点から同意が得られると思われる。
２． 現在の在宅療養者の人数を基に５疾病患者、認知症、その他の発病患者の予測を立て、在宅療養者
の将来予測人数を推測できないであろうか。
詳細は市町村のデータが参考となるであろう。
包括的にサポートする対象者がまずもって、把握することは非常に重要となる。
３． 次に医療介護を提供する事業者間の連携は大切であり、不可欠の問題でもある。
しかしながら個別の実状もあって一概には決定付けられない側面が存在する。
例えば、訪問看護ステーションの場合、小規模ステーションが多く２４時対応が困難なケースも
出てくる。多くのスタッフを備える基幹型の大型ステーションがない様に思える。
したがって、現状での対応可能な施設事業者数とスタッフ数を把握する必要がある。
４． 対象患者数と包括的提供事業者の推移予測によりミスマッチが無い体制を構築することが可能と
なると思われる。
５． 在宅医療の充実には、急変時の入院受入れと、退院後のアフターケアがとても大切であり、この
循環は繰り返し発生するであろう。従って、受入れ退院を担う医療機関のキャパシティを予測して
おくことが必要である。
不足する場合にはどのような対応を取るか事前に検討しておく必要がある。
６． 在宅医療連携拠点事業として県内６か所の広域健康福祉センターが在宅医療推進支援センターと
して機能するとの事である。今後は各市町の区域に位置付けることが望ましいとしている。
中学校区のエリアとする地域包括ケアであるため地域密着のエリア別に決め、細かく整備する
必要があろう。各市町村の地域コミュニティセンター（地域コミセン）が考えられる。
７． 在宅医療の支援医療機関として在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、そしてかかりつけ医が
重要な地位を占めるものと思われる。当保健医療計画にも示されているところである。

Ⅳ おわりに
栃木県においても現在先進事例の研究と普及に入った段階である。
今後包括エリア毎の具体的な実行段階では地域密着型の展開が必要となる。我国でも高齢化社会
の本 格的到来と人口減少社会を迎え幾多の障害要因が発生することであろう。
その時代は終わりかけて反省点が明確になってくるのかもしれない。
とにかく元気で自分らしく生き抜く知恵が必要なのかもしれない。
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No ４

改定後の新認定医療法人制度について
浅沼みらい税理士法人 川俣 喜弘

旧認定医療法人

(平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間)

認定制度の趣旨
医療法人の経営者の死亡により相続が発生することがあっても、相続税の支払いのための持分払戻
などにより医業継続が困難になるようなことはなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手と
して、住民に対し、医療を継続して安定的に提供していけるようにするため、医療法人による任意
の選択を前提としつつ、持分なし医療法人への移行について計画的な取組を行う医療法人を、国が
認定する仕組みを導入。
※制度期間：平成26年10月1日から平成29年9月30日までの3年間

計画認定を受けた医療法人への支援
・税制措置：持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合や、持分あり医療法人
の出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、贈与を
受けたものとして、他の出資者にみなし贈与税が課される場合、その法人が認定を
受けた医療法人であるときは、これらの相続税、贈与税の納税を猶予（最大3年間）
等される。
・融資制度：認定を受けた医療法人における出資者や相続人からの持分の払戻しに対する資金調達
として、経営安定化資金を融資する。（福祉医療機構）

認定手続きの流れ
（持分あり医療法人）
持分なし医療法人への
移行計画の認定を申請

※移行計画の主な内容
・移行に向けた検討体制
・移行に向けたスケジュール
・出資者の状況と放棄見込等

（厚生労働省）

認定

（持分なし医療法人）
※計画期間中（最大３年）は、
①出資者に係る相続税の納税猶予
②出資者間のみなし贈与税の納税猶予

※大臣認定基準
・社員総会で議決の上申請している
・移行計画の内容が適切である
・移行計画が３年以内である
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持分の放棄等＋定款変更
（解散時の残余財産の帰属
制限）により、移行完了

※移行の際の法人への贈与税は、
税務署の個別判断
※当該非課税基準
・理事６人、監事２人以上
・役員の親族要件１／３以下
・医療計画の記載
等

新認定医療法人

(平成29年10月～平成32年9月までの期間)

１．大綱の概要
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の
措置を講ずる。
➀認定を受けた医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより当該
医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をし
た場合には、当該医療法人が当該放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない。
②上記①の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を
経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、上記①の経済的利
益については、当該医療法人を個人とみなして、贈与税を課する。
③医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
④その他所要の措置を講ずる。

２．制度の内容
改正イメージ

認定機関は３年延長（平成29年10月～
平成32年9月予定）し、税制上の
特例措置も延長
◆移行計画期間中（最大3年）は、税制措置あり
・出資者の相続に係る相続税の猶予、免除
・出資者間のみなし贈与税の猶予・免除

（持分あり医療法人）
持分なし医療法人
への移行計画の
認定を申請

認

持分の放棄＋定款変更
(解散時の残余財産の帰
属制限)により移行完了

定

◆認定要件
・社員総会の議決があること
・移行計画が有効かつ適正であること
・移行計画期間が3年以内であること

限定医療法人については、移行の際の
法人への贈与税を課税しない
・現状、相続税法により相続税等が「不当に
減少」する場合、贈与税が課税される扱い。
・解釈通知（非課税基準）による税務署の
個別判断

認定要件（運営の適正性要件）を追加し、移行後
6年間、当該要件を維持していることを確認
【主な運営の適正性要件】
・法人関係者に利益供与しないこと
・役員報酬について不当に高額にならない
よう定めていること
・社会保険診療に係る収入が全体の80％
以上 等

【非課税基準の主な要件】
・理事6人、幹事2人以上
・役員の親族１／３以下
・医療機関名の医療計画への記載
・法人関係者に利益供与しないこと 等

今回の改正により、役員数、役員の親族要件、医療計画への記載等の要件を緩和
贈与税の非課税対象が大幅に拡大
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No ５

医師賠償責任保険のカバー領域
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史

日本医師会は、会員の先生方が安心して医療活動に専念できるように、A会員を対象とした医師賠償
責任保険制度を整えています。
つまり、日本医師会のA会員は自動的に医師賠償責任保険に加入していることになります。
損害賠償金の支払限度額は、1事故1億円、保険期間中3億円です。
ひとつの賠償事故（同一医療行為）につき1億円までの補償されていることから、医療事故への備えは
万全とお考えの先生も多いようです。
１億円

日医保険

１００万円

免責金額

ここで注意すべきは、免責金額（自己負担）が100万円
と規定されていることです。 先生方にとっては医療事
故などめったに起きないことだし、100万円ぐらいは自
分で負担しても良い、との理由で気にしないと言われる
ことがあります。

賠償事故が起きると、この制度の対象となる紛争の公正妥当な解決を図るために、賠償責任審査会
が中立の立場で医学的、法律学的見地から審査を行うことになります。
しかしながら免責金額が100万円、ということは、賠償金額が100万以下の医療事故については日本
医師会の賠償責任審査会にはかからない、ということになります。つまりは相談する窓口が無く、先
生ご自身が自己対応をする必要があるということになります。
わずらわしいので、少額な請求だからと数万円を支払う、という解決策もありますが、こちらに非が
ないのに賠償金を支払うということは問題です。やはり、その内容は賠償金や見舞金を支払う必要が
あるのかどうか、法的に判断する相談窓口を持っておくことがいざという時に重要です。
実は、この免責金額部分をカバーする補償制度が、都道府県医師会の保険制度として設けられてお
り、医療事故が起こった場合、日本医師会の保険の対象とならない紛争（100万円以内の免責部分を
含む）について相談が可能です。栃木県医師会のＡ会員の先生方は、皆さん加入されていますので、
安心です。その自己の賠償金額が100万円を超過する場合は、日本医師会での対応になります。
また、多くの先生方がご存じないのですが、都道府県医師会の医師賠償責任保険は、日医保険の免
責部分を補完するだけでなく、医療施設に起因する事故についての補償もカバーしています。
例えば、診療所内で医療機器や什器などに足をひっかけて、高齢な患者さんが転倒、大怪我をして
しまい賠償責任を問われた場合、医療行為ではないので先生の「医師賠償責任保険」ではカバーされ
ません。
ところが、この保険には「施設賠償責任保険」が付いていますので、医療施設自体が原因で起きた
事故もカバーしているのです。季節のよっては、雪や雨でクリニックの出入り口が滑りやすくなって
いることなどもあり得ると思います。
上記のような都道府県医師会の医師賠償責任保険と日医保険とを併用して活用されると、診療所の
経営を守ることにつながります。
医療事故や患者さんからの請求などは、法的見地に基づいた第三者機関を相談窓口にできる状況が
望ましく、いかなる事故であっても、日本医師会、都道府県医師会、保険会社の3者に連携して事故解
決に対応してくれる、「医師賠償責任保険」は先生方を守る非常に重要な保険です。
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（有）エファ

代表取締役 菊地 理恵

最近相談を受ける事柄に、職員同士や患者様、お客様とのやりとりの中での言葉遣いが
あまり良くない《言葉がきつい》ために、誤解を招いてしまっている…という内容が多く
なってきているようです。なかなか業務（仕事）をしている最中に、ちょっと気になる言
葉のやりとりがあった事に気付いたとしても、その場で注意やアドバイス…というのは患
者様の前では出来そうで出来ないのも十分理解できます。また最近では、丁寧に注意やア
ドバイスをしても、自分に自信があるのかヘソを曲げてしまい、その後の対応に響いてし
まう…なんていう例も少なくありません。本当に困ったものです。
今日は私の研修などでもよくお伝えしている項目ですが、ちょっとした言葉遣いを皆で
共有し、意識し合うことで、職場内や患者様とのやりとりを円滑に進めやすくなるビジネ
ストークを３つお伝えできればと思っております。

①なるべく全員でクッション言葉を多く使いこなそう！
クッション言葉とは、やわらげる言葉を指しております。ついつい『あれやって』『これ
やって』『これお願いします』『いつまでに持って来て下さい』と決して相手に対し“きつ
い”対応をしているつもりはなくても、相手から見るとはっきりストレートに言われた…と
いう感じが残ってしまうものなのだそうです。クッション言葉とは、現実に伝える言葉の前
にもう一つプラスの一言を付け加えるだけで、やわらかく聞こえる言葉なのだそうです。い
つも使い慣れている言葉だとは思いますが、代表的な言葉は５つあるようです。
ａ．恐れ入りますが…
ｂ．申し訳ございませんが…
ｃ．失礼ではございますが…
ｄ．お差し支えなければ…
ｅ．ご迷惑をお掛けしますが…

※是非意識してみてはいかがでしょうか

②命令形の言い方でなく、依頼形の言い方に少しずつ変えていこう！
言葉のやり取りの中で『こうして下さい』『ああして下さい』『お願いします』というの
はよく使われる言葉に間違いありません。ここでは、このような言葉を使ってはダメです…
というのではなく、少しだけ変化させていってはいかがでしょうか…というものなのです。
なぜなら、言葉的に『～して下さい』『～お願いします』という言葉は、聞き手側の立場に
なると、選択肢が一つしかないと受け止めてしまう傾向があるようです。（すべてではあり
ませんが…）つまり、いつもこのような言葉を使っていると、知らず知らずのうちに命令さ
れているように取られてしまう恐れもあります。
少しずつで良いですので、『～して下さいますか？』『～お願いできますか？』など、依
頼形の言葉を時々入れるだけで、圧迫感が軽減すると言われております。まず職場内の雰囲
気作りもかねて、スタッフ同士、意識し合ってみてはいかがでしょうか。
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③否定形の言葉はなるべく使わず、肯定形の言葉を多く使おう！
自分では否定しているつもりがなくても、否定形になってしまっている代表的な言葉が
『ａ．無理です』『ｂ．ダメです』『ｃ．できません』『ｄ．分かりません、知りません』
です。
なぜ否定と

ａ．無理です

取られてしまうのか

＝他の方法は考えません
ｂ．ダメです
ｃ．できません

＝やろうとする気もありません

ｄ．分かりません ＝調べようとしない
調べる気もありません
知りません

と、取られかねない
からなのです。

では肯定形の言い方に変えると…
ａ．無理です
⇒「○○の後ならやれそうです」
ｂ．ダメです

ｃ．できません

⇒「このような方法だったらできそうです」
「自信はありませんが、チャレンジしてみます」
（力を貸してください）
ｄ．分かりません ⇒「私では分かりかねますので
知りません
調べさせていただけますか？」

※もちろん否定しなくてはならない事は沢山あります。出来ない事、ダメな事…このよう
な時はきちんと否定して下さい。ここでお伝えしているのは、職員間のやり取りの中で
なるべく否定的な言葉が飛び交わないようにしていくことも、チームワーク向上の一歩
となる手法だということなのです。お互いがちょっとした気遣い言葉を発信し合うこと
で、雰囲気づくりを高めていくことが重要なのです。
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No ７ 医療者が知っておきたい裁判事例５０から
医師の転医義務②
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 医療RM事業部 上級コンサルタント 梶尾詩織
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

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ

胃がんで死亡した患者に対し、早期に内視鏡検査を実施できる医療機関に
転医させるべきだったと認められた事例
（名古屋地裁 平成19年7月4日）
造影検査の結果から胃潰瘍の可能性を指摘されていた患者（50代男性）が、後医において胃がんと診断され、
診断から約6か月後に死亡。A医院は、造影検査の画像読影後、速やかに内視鏡検査ができる医療機関に転医させ
るべきだったとして、約4,000万円の損害賠償が認められたもの。

【本事案の事実経過】
1月6日
1月15日

患者は胃の不快感を主訴として、A医院を受診。医師は、胃腸に潰瘍・炎症・悪性病変がある可能性を考え、上部消化管
造影検査および便潜血検査を実施し、タケプロン（胃腸薬）等を処方した。
造影検査結果からは胃潰瘍の瘢痕化の疑いがあるが、読影会の際に他の医師の意見を聞いてみると医師は患者に説明した。

2月13日

読影会での他の医師からの意見は「潰瘍の可能性大であるが、フォローアップが必要」というものだった、と患者に説明
し、前回と同じ薬を処方した。

3月14日

患者は「胃の調子はまずまずである」と述べ、その後5か月間で6回受診したが、その間カルテには胃部に関する記載はな
かった。

9月7日

じんま疹を主訴として受診したB医院において、上部内視鏡検査を実施。胃がんと診断された。

9月21日

患者はB医院の紹介を受けC病院にて、肉眼分類ボールマン3型の胃がんと診断された。

10月2日

C病院にて胃全摘術が試みられたが、がんは上腸間膜動脈、腹腔動脈、大動脈周囲のリンパ節にびまん性に進展し、腹腔
動脈周囲のリンパ節はがん湿潤のため腫瘍と一塊になっている様相であったため、化学療法を行うこととした。

翌年4月1日

患者が胃がんにより死亡。

【医師の過失に対する判断】
裁判所は、A医院での造影検査の画像所見から、がんの存在が強く疑われると認定した上で、以下の点を理由と
して、医師は造影画像の読影後に内視鏡検査等を実施できる医療機関を紹介して精密検査を受けるよう指導すべ
き義務があったとして、医師の過失を認めました。






「胃の不快感」・「空腹感とともに胃が重苦しく、痛くなる」等の胃がんの場合に起こりうる症状を患者が訴えていた。
検査当時の患者は50歳であり、一般的に胃がんの好発年齢と言われる年代であった。
胃がんの場合、治療開始期の病変が患者の予後に直結している。
造影検査には長所と短所があり、内視鏡検査によってその短所を補うことが可能である。
検査当時、内視鏡検査および生検は一般的に普及した検査方法であった。

【患者の死亡との因果関係】
下記の事情等から、医師が内視鏡検査等を実施できる医療機関を紹介し精密検査を受けるように指導していれば、
胃がんは発見され、切除術等の医療水準に見合う治療がなされることによって、患者の死亡時にはなお生存して
いた高度の蓋然性が認められるとして、医師の過失と患者の死亡との間に因果関係があると裁判所は判断しまし
た。







C病院にて開腹手術をした時点では、病期はⅣ期と認められる。
A医院での造影検査当時は、病期分類はⅡ期かⅢA期とみるのが相当である。
病期分類Ⅱ期の5年生存率は71.3％、ⅢA期の5年生存率は57.6％である。
文献によると、造影検査、内視鏡検査および生検によって、胃がんの病巣の90％以上は確実に捕捉される。
造影検査当時、胃角部を中心とする内視鏡検査と生検を実施すれば、がんを発見できた可能性は極めて高いと認められる。
造影検査時から開腹手術までは、がんに対して治療することなく8か月以上が経過しており、造影検査後の近い時期に治療
が開始されていれば、切除は可能であったと認めるのが相当である。
 Ⅱ期又はⅢA期のうちに切除術が実施されていれば、ある程度長期の延命につながる可能性も高かったと認められる。
【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。
税理士
〈医業経営コンサルタント〉

荻原 英美

代表社員税理士

浅沼 孝男

常務執行役員
〈医業経営コンサルタント〉
担当部長
〈医業経営コンサルタント〉

川俣 喜弘

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

荻原会計事務所

浅沼みらい税理士法人

宇都宮市滝谷町10-1 TEL028-634-6776

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

樋口 和良

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

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

守

聡

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

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

重加算税の要件と解釈

２

遺産相続での名義変更の手続きが新しくなります

３

地域包括ケアシステム②

４

改定後の新認定医療法人制度について

５

医師賠償責任保険のカバー領域

６

仕事を円滑に進めていくための
洗練された言葉遣いのポイント

７

医師の転医義務②

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）

９月２１日（木）

１０時～１２時

１０月１９日（木）

１０時～１２時

１１月１６日（木）

１０時～１２時

９月２１日（木）

１０時～１２時

１０月１９日（木）

１０時～１２時

１１月１６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

