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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。

◆ 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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『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

１１月１６日（木） １０時～１２時

１１月１６日（木） １０時～１２時

１２月２１日（木） １０時～１２時

１２月２１日（木） １０時～１２時

１月１８日（木） １０時～１２時

１月１８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

ＴＥＬ

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

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）
済
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

相続税・贈与税の税務調査の心得

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）
済
午前10時～12時

2017年
10月10日（火）
済
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）
済
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）
済
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）
済
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

役員退職金の処理
１，役員退職給与の基本的考え方
役員退職金は、法人からの退職という事実によって支給され、法人の費用となる。基本的には退職の
事実は、役員の辞任や解任又は死亡等によって認識することになる。法人税法上は、退職給与の定義に
ついて記してない。所得税法上の退職所得の取り扱いを準用するものと考える。
所得税法30条によると｢退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質
を有する給与｣が退職給与となる。過去の判例によると認定基準は、①退職すなわち勤務関係の終了と
いう事実によって、初めて給付されること（退職基因要件）②従来の継続的な勤務に対する報酬ないし、
その間の労務の対価の一部の後払いの性質を有すること（労務対価要件）③一時金として支払えること
（一時金要件）が示されている。
一般的には、役員退職金には､在職中の職務執行の対価としての｢報酬の後払い部分｣と「在任期間中
の功労に対する恩賞部分」とが混在しており､平成18年度開始改正前は、便宜的に損金経理会計処理に
よって費用の区分をしていた。
しかしながら、会社法改正に伴う平成18年度改正後は、役員退職金についての経理要件は無くなり、
役員退職金に該当する限りは、法人税法22条3項による損金の額に算入されることとなり、販売管理費
として費用の額に算入されることとなる。ただし、法人税法34条第2項の規定により、不相当に高額な
部分は費用の額に算入されない。
２，役員退職給与の損金参入時期
平成18年度税制改正により、役員退職給与の損金経理要件が廃止されたことにより次のようになる。
① 原則
株主総会の決議等により役員退職給与の額が確定した日の属する事業年度に損金の額に算入される。
上記のように損金経理要件が要求されてないので、株主総会の決議等により、役員退職給与の額が確定
すれば、会計処理方法の如何を問わず、その確定した事業年度の損金の額に算入することができる。
ここで言う株主総会の決議等とは、株主総会の決議や社員総会の決議だけでなく株主総会の要請を受け
た取締役会の決議も含まれるのである。
②例外
役員退職給与の額を実際に支払った日の属する事業年度において、その支払った金額について費用の
会計処理をした場合にも損金として認められる。これは、例えば役員対処給与規定が存在する法人が、
株主総会前に取締役会等の決議に基づいて退職金を支払い、損金経理している場合も原則的な取り扱い
しか認めないと言うことでは、現実的で無いと言うことで認められる。
また株主総会の決議等により役員退職金の額が決定された場合、資金繰りの都合で支給時期が遅れる
ような場合でも、その支給時期が大幅に遅れ、その退職金の確定自体に疑義が生じる特別な状況を除い
て費用として認められる。なお、役員退職給与を分割支給する期間制限については、税法上明確な規定
は無いが、東京国税局調査審理課編著「法人税実例集」によると、目安として実務上3年程度という記
事がある。
３，役員の分掌変更等の退職給与の処理について
役員の退職給与は、本来役員の退職という事実について損金の額に算入されるのである。しかし退職
という事実が無くても退職給与と認められることがある。それは、分掌変更というその役職としての地
位又は内容が激減し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときには､これを退職給与と
して取り扱うことができる。
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実質的に退職したと同様の事情としての要件は、通達で次のように例示している。
①常勤役員が非常勤役員（常時勤務していないものであっても、代表権を有する者及び代表権は有しな
いが、実質的にその法人の経営上の主要な地位を占めていると認められ者を除く。）になったこと。
②取締役が監査役（監査役でありながら、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認めら
れる者及びその法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている
者を除く。）になったこと。
③分掌変更等の後におけるその役員（その分掌変更等の後に於いても、その法人の経営上主要な地位を
占めていると認められ者を除く。）の給与の激減（おおむね50％以上の減少）したこと。
(注)本文の｢退職給与として支給した給与｣には原則として､法人が未払金等に計上した場合の当該未払金
等の額は含まない。
我々の診療機関では、特にオーナー院長であるから、院長職を退いて報酬を減額しても､大きな権限
を保持していることは、難なく想像できる。さらに親族間で経営を支配している場合には、報酬の金額
と経営上の支配権力が比例するとは言えないことが多い。
この分掌変更による退職給与の支給は、引き続き在職する場合の一種の特例として、打ち切り支給を
認めてやっているという意味合いが含まれているので「実質的に退職」したと同様の事情にある時のみ
費用として損金算入を認める趣旨である。それだから通常の一般退職の場合には認められる未払金計上
処理が、分掌変更による退職の場合は許されない規定となっている。ただし「原則として」との文言が
あるのは、租税法律主義の観点から本法の法人税法に抵触しないようにするための付言と思うし①～③
があくまで例示規定であるからとの事情による。
４，役員退職金の適正額算出法
多くの会社では､過去の実績や類似会社のデータなどを参考にその会社独自の退職給与規定を設けて
いることが一般的であり、それに従って役員退職金を支給しているのが実情と思われる。一般的には、
功績倍率方式が採用されている。
功績倍率 ＝ 退職金の額 ／ 最終報酬月額 × 勤続年数
適正役員退職金額 ＝ 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
例えば､計算例を示してみます。
比準（比較）法人の退職した役員の勤続年数が25年、最終報酬月額70万、退職給与の額が3千万円と
した場合の功績倍率は次のとおり。
★ 3千万円/70万円×25年＝１．７（功績倍率）
そうすると自分の法人役員給与100万×勤続年数３５年×1.7倍＝5,950万円になる。一般的には、
この功績倍率方式が採用されている。
功績倍率方式において、最終月額を基礎に計算するのは、その額が当該退職役員の在任期間中におけ
る法人に対する功績の程度を最もよく反映しているといえることから、退職直前に大幅に引き上げられ
るなどの特段の事情がある場合を除き適正であることに加え、客観的に把握しやすいいことによるもの
と考える。
功績倍率の上限をいくらにするかにより、退職給与の支給金額に大きく変動するわけであるが､概ね
3倍程度であれば問題が無いと考えられる。
医療法人は、医療法54条で剰余金の配当が禁止されている。違反した場合は医療法人の理事、監事
又は清算人に対して20万以下の過料に処せられるが、そんなことより、不相当に高額な退職給与が支
給された場合には、税務当局に不相当と見なされた金額は退職給与で無く、賞与と認定され、思いもよ
らない多額の源泉所得税と法人税が課されるので、大いに注意しなければならない。
さらに退職給与を多額にもらいたいという気持ちから上記算式に「功労加算金」を加味して支給する
場合があるが、基本的には功労加算金は功績倍率の中に含まれているという裁判所判例もあるので熟慮
の上、処理してもらいたい。結局は、退職給与が業界の基準に照らして適正かどうかの判断による。
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No ２

相続税と遺言
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

相続税は、ある方が亡くなった時の「遺産」に係る税金です。
この場合の「遺産」とは、亡くなった方の所有する不動産・預貯金・有価証券・一定の生命保険金
などの財産から、債務・葬式費用を控除した「正味の遺産」を言います。この「正味の遺産」の金額
が次の算式にて計算される「基礎控除…非課税ライン」を超えた場合には、その超えた部分に対して
相続税が課税されます。
相続税の基礎控除 = 3,000万円＋600万円×相続人の数
(例) 相続人が妻と長男･次男
3,000万円＋600万円×3人 = 4,800万円
相続税は亡くなってから10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。 これは遺産分け
（遺産 分割）の有無にかかわらず…、つまり遺産分割が未了で相続人の名義になっていない・いる
にかかわらず…、とされています。
ここで、遺産分割がされていないと次のような特例が使えず「相続税が上がる」ので注意が必要です。
①配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産のうち、その法定相続分（相続人が配偶者と子である場合には1/2）まで
の金額（その金額が1億6,000万円以下のときは、その1億6,000万円までの金額）については、
相続税がかからない制度
②小規模宅地の特例
亡くなった方の自宅敷地などのうち、一定の面積については、通常の評価額の最高80%の控除を
行う制度
上記①②とも、10ヶ月の申告期限内に遺産分割ができなくても、所定の手続きを踏み一定期間内に
遺産分割されたときに限り、その後の適用が認められてはいます。しかし、少なくとも10ヶ月以内の
当初の申告では、遺産分割がされていないと特例を使えず、高い相続税を一度は納税せざるを得ない
こととなります。
上記に加えて遺産分割の手続きができていないと「困ること」が出てきます。それは、遺産分割の
手続きがない限り、預貯金の引き出しをはじめ、土地・建物の売却など「遺産」の換金・引き出し等
ができないことです。
したがって、10ヶ月以内の相続税の納税期限においては、部分的な遺産分割でも合意しない限り、
「遺産」から支払うことはできず、相続人が「自分固有の財産」から支払わざるを得ないこととなって
しまいます。
このように、相続税の金額や納税に大きくかかわるのが「遺産分割」です。
その方法には大きく分けて次の３種類があり、優先順位は「①→③」の順です。
①遺言
自分亡き後、どのようにして欲しいのか、個人の意志を文章にしたものです。代表的なものとして
公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が公証役場にて遺言者と証人２人の同席のもとに
作成する遺言です。作成、保管が厳格であるため、最も確実な遺言です。
②遺産分割協議
遺言がない場合に相続人が集まり、遺産を相続人間でどのように分割するかを協議することを言い
ます。この協議を文章でまとめたものを遺産分割協議書と言います。
この遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明が必要であり、「私は押さない」という方が
いると分割できないこととなります。
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③調停・裁判による分割
故人の財産をどのように分けるかの折り合いがつかないときの分割方法です（故人はこのような状況を
望んでいるはずがないのですが…）。
「遺言」は遺産分けでの「最優先の方法」であり、遺言があればこれに基づき預貯金や不動産の名義
変更を行うため、「全相続人の合意」は必要ありません（遺留分としての注意点はあります）。
したがって、将来の「遺産分け…遺産分割」を考える際、次のようなケースが「遺言」の検討が必要
と思われるケースです。
①遺産分割がもめそうである。
②事業関係の財産を確実に後継者へ渡したい。
③代襲相続人（子が先に亡くなり、孫が相続権を引き継いでいる）
や行方不明の相続人がいる。
④相続人以外の孫や兄弟に財産の一部をあげたい。
⑤ご自身の考えを明確にしておきたい。附言を書きたい。
<①遺産分割がもめそうである>
遺言がなくて、遺産分割協議になると、最終的には遺産の帰属を決定した遺産分割協議書」に全相続
人の「実印」「印鑑証明書」が必要です。相続人の１人でも印鑑を押さなければ、遺産分けできません。
<②事業関係の財産を確実に後継者へ渡したい>
事業で使っている不動産・事業への貸付金・法人への出資金等、事業の関連財産を不測の事態なく
「後継者」に渡したい場合に遺言はお薦めです。遺言がなく、遺産分割協議でもめた場合、担保不動産
の名義書換えなどが後継者にできず、事業経営や資金繰りに支障をきたす可能性があります。
<③代襲相続人（子が先に亡くなり、孫が相続権を引き継いでいる）や行方不明の相続人がいる>
例えば息子さんが若くして先に他界し、その奥さんが子（代襲相続人）を連れて実家に帰って、行き
来がなくなってしまった場合など。亡くなった方から見れば「孫」が相続権を引継ぎ、その孫の「実印・
印鑑証明」が必要となります(孫が未成年であれば親権者が法定代理人)。
<④相続人以外の孫や兄弟に財産の一部をあげたい>
相続人以外の人へ財産を相続させるには「遺言」は必須です。
<⑤ご自身の考えを明確にしておきたい。附言を書きたい>
「自宅は妻に」「事業関係は後継者に」「その理由は」など、ご自身の考えを何よりも明確に伝えられ
ます。附言とは遺言の最後に書く「手紙」のようなもので、主に「遺言での分け方の理由」や「自分の
家族への思い」などを書くものです。法律的な効力はありませんがその重さは「一字千金」と思います。
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No ３ 地域包括ケアシステム③ 上位の概念生活支援・福祉サービス
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

今回は,、生活支援･福祉サービスを中心に考察いたします。
Ⅰ．生活支援･福祉サービスの概要
生活支援については、医療、介護、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。中でも福祉サービスの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、店舗利用参加等が挙げられており、積極的な社会参画
を促している。
又、生活支援を支えるものに老人クラブ、自治会が描かれている。
Ⅱ．積極的な社会参画
（１）ボランティア参加
ボランティアとは、一般的に無料奉仕活動を意味している。団塊の世代が余暇を利用してボラン
ティア活動に集中することはあまり考えにくいところがある。自分の人生を楽しく送るため、社会
一般的には行楽、観光、趣味を生かすなど、個人行動が強くなると予想される。このように自分の
体を動かし、精神的安定を図り健康予防的メンテナンスを取るものと思われる。但し、ボランティ
ア参加について全く否定することも不可能であろう。肝心なのはボランティアの内容、進め方効果
といったものが参加する方々に感動を与えるものが重要といえる。
（２）生涯学習参加
生涯学習教育については、各市町村においてカリキュラムが組まれ、多彩な項目が用意されてい
る。例えばダンス、カラオケなどであり、講師陣も用意されている。参加状況は参加者が特定され
る傾向があり広く多くの方々の参加には至っていない。趣味も人により異なり、当然なのかもしれ
ない。
（３）自治会参加
行政的に各地域には自治会が形成されており、地域自治が営まれている。地域行事を中心として
展開され、多くは若者･青年が活躍されている。老人は地域運動会や料理教室のイベントなど限定
された行事に参加しうる状況でもある。
（４）店舗利用参加
市街地町内では、閉じられたお店が若者によってリニューアールされ、新しくオープンするお店
が時々見掛けられる。このような店舗を高齢者に利用してほしいという意味合いを持っている。
例えばお話をする場として、お茶飲み会として、あるいは食事の場として高齢者のコミュニケー
ション広場の機能を持たせることが考えられる。場所によっては、病院等がこの機能を果たすため
積極的に完備している所も存在する。自宅に閉じこもらず外部との接点をもって欲しいとの趣旨で
あろう。
Ⅲ．生活支援を支える老人クラブ、自治会等の役割
高齢者の生活を側面から支える組織として老人クラブ、自治会等が考えられている。これは近所
感が強く、知り尽くした間柄であるという長所を持っている。この点は比較的若い世代の方で適当
と考えられる。高齢者は自分の身を支えるのに精一杯だという現状もあるであろう。しかしながら、
高齢者の参加が前述のとおり低迷さも課題となっている。
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Ⅳ．検討課題
高齢者の健康状態を進行ステップで見ると、元気ないわゆる高齢者段階、次に要支援1･2の注意
すべき高齢者段階、介護医療に頼らざるを得ない高齢者と区分される。第１段階の高齢者 は前述の
積極的な社会参加を歓迎すべきであろう。問題は、クローズドな人生を好む方とオープンな人生を
好む方が存在することも事実である。一般的に男性はクローズ的ともいわれ、女性はオープン的と
言われている。
この段階では老人クラブ、自治会との交流参加もこれまた歓迎すべきであろう。ここで気になる
点は、ほとんどの住人が昔から変わっていない地域と、市街化が進み住人が新旧入り交じっている
地域の特性によっても変化せざるをえない事態があること。次に第２段階の要注意高齢者について
は、やや強制的な支援が望まれるため行政的な支援が必要となる。いわゆる高度化を防止する進行
抑制のための施策が重要となる。選択肢の多いプログラムを用意すべきものと思われる。第３段階
の高齢者については、日頃より医療、介護の支援が欠かせない状況であると考えられる。
以上のとおり、高齢者は１人１人価値観が異なるという現実、更には地域により特性が異なると
いう事実、この二つの前提条件は、地域包括ケアの執行上、とても大切な考慮すべき要点と考えら
れる。
Ⅴ．おわりに
これまで考察したとおり、地域包括ケアシステムを一言で言えば、ケアシステム理念は立派なの
で大切な展開方針といえる。但し、具体的に執行する現場においては相当な課題が山積している。
おしなべて日本全土を均一な品質のケアを達成することは困難を伴うと考えられる。地域によって
は、医療介護格差、生活支援格差、福祉サービス格差といった行政単位格差が発生するかも知れな
いと考察される。均一な品質を確保するためには、行政指導支援、医療介護事業提供者、国民のあ
り方など文字通り自助、共助、公助の３つの機能がより良く交り合って相互努力しない限り成功を
期待することは不可能と感じられる。但し、日本人は思いやりの心が宿るという事実を強く認識し
たい。
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No ４

保険医療機関への個別指導等の動き
浅沼みらい税理士法人 樋口 和良

保険医療機関における個別指導とは、ご承知の通り「診療から診療報酬請求の流れや施設基準の順守
状況をチェックするために行政が行う監査指導等で保険診療のルール違反を正す重要な仕組み。」を
言います。監査対象となった医療機関は、膨大な準備が求められる上、誤った報酬算定と判断されれば
多額の返還金が発生する恐れもあります。
【選定基準】
１．患者などから不適切な保険診療が疑われるような情報提供があり、個別指導が必要と認められた。
２．既に受けた個別指導の結果が「再指導」または「経過観察」で改善が認められない場合。
３．監査の結果、「戒告」「注意」を受けた。
４．集団的個別指導を受けた医療機関のうち、翌年度も高点数が持続した。
５．正当な理由なく集団的個別指導を拒否した。
その他チェック項目がありますが、主なものを挙げました。
【個別指導】
選定基準に該当した医療機関を対象とする行政指導です。地方厚生局（関東信越厚生局栃木事務所）
の指導医療官や事務官らとの個別面接方式で実施されます。指定された３０人分（新規個別指導の場合
は１０人分）の診療録やレセプトなどを詳細に対比しながら指導が行われます。
指導結果は「おおむね妥当」「経過観察」「再指導」「要監査」で評価されます。指摘内容があれば
改善報告書の提出が求められ、診療報酬の誤った算定があれば自主返還が求められます。
それでは、個別指導における医療担当者からの指摘事項の内容を挙げてみます。
＜ 診療に係る事項 ＞
１．診療録等
（１）診療録の取扱いが不適切な例が認められたので改めること。診療録は保険請求の根拠となる
ものであり、医師自らが診療の都度、遅滞なく必要事項の記載を十分にし、その他の記録と
区分して取り扱うこと。
①傷病名欄の記載について、傷病名、診療の開始年月日、転帰欄の記載がない例が認められた。
②記載内容が判読困難な診療録が認められた。第三者にも判読できるような丁寧な記録に努め
ること。
③診療録に医師の署名がない例が認められた。複数の保険医による診療が行われる場合は、
責任の所在を明確にするため、診療の都度、診療録の署名又は記名・押印等を行うこと。
④診療録と診療報酬明細書で診療日数が一致していない例が認められたが、診療報酬明細書
には診療を行った実日数を記載すること。
⑤診療録の欄外に鉛筆書きをしている例が認められた。必要があって診療録に記載する場合は、
たとえ欄外への記載であっても鉛筆ではなくペン等で記載しておくこと。
２. 基本診療料
（１）初診の算定要件を満たしていない例が認められたので改めること。
①慢性疾患で診療継続中の患者について、新たに発生した他の傷病で初診料を算定している。
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（２）初診又は再診料に附随する一連の行為の場合には、これらに要する費用は当該初診料又は
再診料に含まれ、別に再診料を算定することはできない。
①患者が診療の翌日に医師の指示に基づき来院し、処方せんの交付を受ける場合は、前日の
診療に附随する一連の行為であり、別途再診料は算定できない。
②外来管理加算等
患者からの聴取事項や診察所見の要点記載が乏しい例が認められた。
③地域包括診療加算
（ア）患者が受診している医療機関を全て把握しておらず、当該患者に処方されている医薬
品を全て管理し、診療録に記載していない。
（イ）当該患者の署名付きの同意書を作成していない。
３．在宅医療
（１）往診料について、遠方の家族から安否確認の求めがあり患家に赴いた場合に往診料を算定
している例が認められたが、当該求めは算定上の留意事項に定めた「患家の求め」に該当
しない。
診療を伴わない場合に算定することは不適切なので改めること。
（２）在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、不適切な例が認められ
たので改めること。
①施設入居者の患者について、施設職員からの連絡や薬局側の申出に基づき処方せんを交付
している例が認められた。貴院において薬剤も含めた総合的な医学管理を適切に行うこと。
②処方せんの交付にあたっては薬局の事情等に合わせることなく、医師の判断で薬剤処方を
行うこと。
③在宅療養計画及び説明要点等の診療録記載が乏しい例が認められた。
以上、数例を挙げさせてもらいましたが、実例はもっと多く挙がっています。地方厚生局からの
資料や医師会などの説明会での資料を確認してください。

-12-

No ５

ドクターのための生命保険活用術
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

◇◇ 時代は複数の保険会社を扱う保険代理店

多くの先生方が、生命保険に加入してはいる
が、どういう内容で、どこにいくら払っている
かなど、よくわからないとおっしゃいます。こ
れまで数多くの先生方に、『生命保険管理表』
の作成を手がけてきました。この管理表は、た
だ単に、全体をまとめた一覧表ではなく、実際
にいざとなったときにどの保険をどこへ請求す
ればよいかがわかる管理表でもあります。また
管理表によって、見えなかった過不足や、家族
の保障バランス、法人・個人のバランスなどが
適切かどうかも把握できると評判です。先ずは
ご相談下さい。

管理表作成後の『喜びの声』
■開業間もないのでクリニック全般の保険のことを誰に相談したらよいかよくわかりませ
んでした。これからはすべて相談させて下さい。（Ｏ内科クリニック院長・奥様）
■一度整理したいと思っていました。今回のサービスは大変助かりました。他の先生方も
喜んでいらっしゃるのでは。（Ｎクリニック奥様）
■保険管理表を作成してもらって、法人と個人のバランスの重要性がよくわかった。
院長仲間にも勧めておくよ。（Ｕクリニック院長）
■良いサービスを始めたね。（Ｔ耳鼻咽喉科院長）
■自分や家族の保障内容を客観的に解説してもらえた上で表にまとめてもらえるのは
とても良い。無料でやってもらうのは申し訳ないくらいだ。今後も何かと相談に乗っても
らいたい。（Ｓ医院院長）
■医師会で管理表を作って頂き、現在の過不足がよくわかりました。（Ｉ医院院長）
生の声です
■以前から生命保険を整理したいと思っていたが、誰にも相談できずにいた。
今回医師会の方で表にまとめて頂き、保障内容についてもわかりやすく解説してもらえ
たので大変助かった。（Ａクリニック院長）
■生命保険の管理には長年悩まされていたので、管理表を作ってくれるとの医師会から
の案内に思わず飛びつきました。おかげさまで問題解決ができ感謝しています。また家
族の不幸の際にも管理表のおかげであわてることも請求がもれることも無く、スムーズ
に対応することができました。（Ｓ医院奥様）
■医師会からいらした方なので安心。遠方なので県医師会とはあまり関わらなかっ
たけれど、これからもフォローお願いしますね。（Ｉクリニック院長・奥様）

添田 守

◇◇

「どこの保険会社でも同じじゃないの？」こういった声をよく耳にします。従来は、保険会社の営業が一社の商品を扱う“一社専属”とい
う考え方が一般的でした。ところが、保険の自由化とともに各社差別化された商品が発売されるようになり内容も各社特徴を持ち、同じ内
容でも保険料が大きく違ってくる時代となったのです 。そうなると一社専属では結果的に高いものに加入していたり、他社でより良い商
品があっても情報が入らないため、そのまま放置しておくと将来に亘り無視出来ないくらい大きな支払い金額の差となってきます。「そう
いっても何社も確認する時間なんかないよ！」これもおっしゃる通りです。その声に応えるように、ひとつの窓口で複数の保険会社を扱う
保険代理店が主流になりました。これも時代の流れですね。一社一社話を聞いても、メリット、デメリットも結局何がなんだかわからずと
いうのが現実です。それを解決したのが複数の保険を扱う代理店の存在です。保険代理店は代理店によっては20社以上の保険会社の中から、
お客さまの要望にあったものを、お客様と一緒に比較検討してくれます。特に忙しい先生方には、喜んでいただいているようです。最近で
はリスク分散の視点から保険会社を数社に分けたいというニーズも多く、従来一社でまとめていたものを複数の保険会社に分散して加入を
希望する先生方も多くいらっしゃいます。契約後のフォローもひとつの窓口ですので煩わしさもなく手間も省けて大変便利です。家電業界
の例のように、一社専属の時代から複数社を扱い、ワンストップですべて解決できる時代となりました。セカンドオピニオンとして一度、
相談されることをお奨め致します。

◇◇

リスク細分化がさらに進化

◇◇

従来は一種類しかなかったリスク細分型保険が、幅を広げこれまで適用とされなかった方々も加入しやすい内容となってきております。
タバコを吸わない方＆健康体の方、だけでなく最近ではタバコを吸っていても割引が適用される保険や非喫煙であるにも関わらずリスク細
分が適用にならなかった方用の保険も出てきています。また適用範囲も拡大し収入保障保険などの定期保険以外に、一生涯を保障する終身
保険へも広がってきました。数年前に加入したという方でも、割引の対象になる可能性もありますので現在の保険と比較してみてはいかが
でしょうか。年齢が上がっていても、割引適用範囲が広がったためにコスト削減に繋がっている事例もたくさんあります。最大で“25％～
30％”の割引が適用されます。

新設
標準体
月払保険料
61,900円

喫煙健康体
月払保険料
60,900円

最大約▲25％
非喫煙標準体
月払保険料
53,600円

非喫煙健康体
月払保険料
46,200円

『いざ』という時の請求漏
れを防ぐためにも、支払保
険料を含むご自身の保険内
容を確認することがいかに
重要かお分かりいただけた
かと思います。
多くの先生方は何種類も
の保険に加入されており、
一目で全ての保険内容を把
握することはとても困難で
す。そこで「保険管理表」
（加入保険一覧表）を作成
することをお勧めしていま
す。保険管理表を作成する
メリットは以下のとおりで
す。

・どのような保険加入状況
なのか全体 （法人・個
人・ご家族）が把握できま
す
・法人契約の経理処理のミ
スを防ぐことができます
・どこの保険会社に何を請
求すればよいかすぐ分かり
ます
・保障額、保障期間、毎月
（毎年）の保険料が明確に
なります
・保険の重複加入を防げま
す
・保険証券を紛失しても保
険金・給付金請求ができま
す
保険管理表を作成すること
は、いわば保険の生活習慣
病健診をするようなもので
す。要治療の部位（無駄や
目的や状況に合ってないも
の）も早期に発見できるか
もしれません
-13 -

＜例＞ A生命保険会社
年齢；40歳男性、期間；70歳満了、
保険種類；定期保険
保障額；保険金1億円
（2010年4月現在）

会員の皆様へ

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からのお知らせ

『保険管理表』作成サービスのご案内

ご自分の加入している保険の内容ご存知ですか？
多くの先生方は、何種類もの保険に加入されています。『いざ』というときに、「どの保険を、どのよ
うに請求すればよいか」わかりますか？？様々な特約・商品構成等を把握できていますか？？保険金は、
自ら請求しない限り支払われません！ご自身で把握できていなければ、せっかく長い間加入してきたの
に、請求しないままになるかもしれません。

そこで！『保険管理表』を作成してみませんか？
保険管理表を作成すれば・・・
●法人契約・個人契約・ご家族の保険まで、一目瞭然！
●どこの保険会社に請求すればよいか、一目瞭然！
一覧表作成は、無料です！！
●保障額、毎月の保険料が、一目瞭然！
●保険の重複加入も防げます！

加入漏れ保険
種類がわかります。

家財の地震保険が
未加入です。

被保険者別ﾄｰﾀﾙ保障額がわかります。

いざというとき、契約者
以外の方でもすぐに
連絡できます。

保険種類・有効期間・払込期間
がわかります。

入院保険がどの保険に付加されて
いるかがわかります。

更新漏れのチェック
ができます。

年間の総保険料がわかります。

いざというとき、契約者
以外の方でもすぐに
連絡できます。
重複加入が
わかります。

この機会に『保険管理表作成サービス』をご利用ください。
※管理表作成サービスについては個人情報保護の観点から細心の注意を払います。
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No ６ 接遇マナーの強化 ～提供サービスの４段階～
有限会社エファ

代表取締役

菊地

理恵

『提供サービス』には、下記のように４つの段階があると考えられています。
①業務的なサービス マニュアルに沿って、決められたルール通り、決められた提供をしてい
くこと。対価の対象となるもの。
②態度的なサービス 受付、案内、誘導といった当たり前の動作の中で、あるいは業務的な
サービスに付随して現れる接客態度・心配りなど。礼節や身だしなみ、喋り方などが該当する。
③精神的なサービス 奉仕の精神で、自己よりも顧客等他への貢献を重視して対応すること。
結果として顧客の信頼を勝ち得ていくことにつながる（相手の立場に立って物事を考えること
が出来る）。
④犠牲的なサービス 特定の商品を無料、もしくは極端に安くして提供するといった、提供者
側の犠牲の上に成り立つもの（人を育てる、導くことが出来ること）。
現代の競争社会にあって、他の医療機関に対して優位性を確保するには、まず、態度的サー
ビスの向上を目指すことによって、患者様一人ひとりの心の中に深く記憶に残るような感動体
験を創り出すことが重要となるのかもしれません。
『患者満足』を実現するという大切な目的のひとつに、決算書などには載りませんが信用、
信頼を獲得するという意味では、自組織の資産を増やすことにつながるのでしょう。
『患者満足』を推進することによって、一人ひとりの意識が育成され少しずつでも向上心が養
われていくのです。また地域社会の中で、クチコミによって病院（医院）のイメージが向上す
ることで、経営の安定成長に希望が持てるようになります。
そのためには、患者様が今何を期待し、何を求めているのかを十分把握する必要があります。
サービスのクオリティ（質）を高めること、患者様の満足を獲得するための基本ポイントには
次の５つがあるようです。
①共感性 患者様に示す、きめ細やかな心配りは十分ですか？
⇒対応面の見直し（挨拶、返事、うなずき）
②迅速性 素早くお役に立とうとする心構えはありますか？
⇒対応面の見直し（メリハリある動き）
③具象性 文書など目に見える形での具体的サービスはありますか？
⇒業務面の見直し、環境整備
④安心感 お客様に示す知識、丁寧さ、正確さはありますか？
⇒業務面、勉強会の見直し（言葉遣い、作法）
⑤信頼性 約束したことを確実に実行できますか？
⇒業務面、他部署との連携の見直し（時間厳守）
これら５つのポイントを基準として、現在十分にできている項目、少し弱いと感じている項
目などを部門ごとにひとつひとつ洗い出し、見直していくことが、少しでも患者様に満足して
いただける組織づくりの第一歩となるはずです。
ぜひ機会がございましたら、社内ミーティングなどの話題にしてみてはいかがでしょうか。
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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③
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社 医療RM事業部 梶尾 詩織

Ｃａｓｅ Ｓｔｕｄｙ
急性心筋梗塞を発症した患者の、専門医療機関への転送義務違反が認められなかった事例
（東京地裁 平成23年4月27日）
診療所を受診した患者（70代男性）が急性心筋梗塞を発症し、低酸素脳症による意識障害（遷延性植物状
態）の後遺障害が残存。医師に転送義務違反を認めるほどの転送遅れがあったということはできないと認められ、
患者側の請求が棄却されたもの。

【本事案の事実経過】
7月31日

2～3日前から発熱が続き、咽頭痛、全身倦怠感、
腹部膨満感、食欲不振などあるとして、患者がA
医院を受診。吸入置のほか、注射・投薬をし具合
が良くならない場合には、翌日も受診するように
指示。

15：36

B医院に向けて救急車で患者を搬送。

15：45

意識レベルが低下、心肺蘇生措置が施され
CCUがあり、かつB医院よりも近くにある
C大学病院に搬送先が変更。

15：48

C大学病院に到着、直ちに心臓マッサー
ジが再開される。脳低温治療法が開始され、
気道確保のための挿管が行われた。

16：05

心電図検査から心筋梗塞を疑われる所見を認め、
白血球数の検査と心筋トロポニンT検査を行うこ
ととした。

PCPS（経皮的心肺補助）を開始。16:10
にはIABP（大動脈内バルーンパンピング）
を挿入。

16：16

自己心拍が再開し、その後、カテコラミ
ン等が投与され、循環動態が安定した。

14：30

血液検査で白血球数は8800であることが判明し
た。

8月 3日

PCPSを抜去、7日 IABPを抜去。

14：45

心筋トロポニンT検査の結果が陽性であることが
判明。医師は、「血液検査で異常所見があり、心
筋梗塞の疑いもあり、入院が必要となるので救急
車を手配する」と家族に説明。その直後から患者
が不穏状態となり、呼吸促迫が増大したことから、
酸素吸入とクーリン グを開始し、ニトラダーム
テープを1枚貼付。

8月14日

人工呼吸からは離脱したが、意識レベルは
JCSⅢとなり、心筋梗塞による院外心肺
停止後の蘇生後脳症と診断された。

9月13日

腎不全に対するリハビリテーション等の目
的で転院、植物状態であり改善の見込み
はないと診断。

8月1日
14：15

14：25

処方薬を服用したが改善が見られないため、再受
診。「階段を昇るのが苦しい、腹部の重圧感があ
る」などの訴えや前日の症状等から、心筋梗塞、
急性腎不全等を疑い、心電図検査を行うこととし
た。

【患者の転送時期に対する判断】
裁判所は、下記の理由等から、医師に転送義務違反を認めるほどの転送措置の遅延があったということはでき
ないとして、医師の責任を否定しました。
 心電図検査の結果が得られただけの段階においては、急性心筋梗塞の可能性があることを念頭に置いて検査・治療を続け
る必要はあるものの、直ちに専門医療機関に転送すべき義務があったとは認められない。
・胸痛という典型的な急性心筋梗塞の臨床症状が認められず、また、急性心筋梗塞であれば心電図検査
結果でT波の増高および異常Q波が見られるところ、患者の心電図所見ではそのような波形は見られなかった。
・ST波の上昇は見られるものの、典型的な急性心筋梗塞の状態を示しているとはいえない状態で、熱感
や血圧の状況には急性心筋梗塞以外の疾患を疑わせるような所見も認められた。
 心筋トロポニンT検査を実施し、それが陽性と判明した8月1日14:45の時点で、患者をPCI(（経皮的冠動脈形成術）等の
専門的治療のできる医療機関に転送する義務が生じたというべきである。
 心筋トロポニンT検査の結果が陽性と判明した時点（14:45）から大学病院への到着まで、約1時間3分を要しているが、
「急性心筋梗塞発症から3～12時間以内の場合、搬送時間を考慮して90分以内かつ発症12時間以内にバルーン拡張可能
であれば、直ちにPCIが可能な施設に移送すべきである」と推奨するガイドラインもある。
 14:45以降、患者が不穏状態となり、その対処が必要となっていた。
【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

役員退職金の処理

２

相続税と遺言

３

地域包括ケアシステム③

４

保険医療機関への個別指導等の動き

５

ドクターのための生命保険活用術

６

接遇マナー強化の重要性 ～提供サービスの４段階～

７

医師の転医義務③

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）

１１月１６日（木）

１０時～１２時

１２月２１日（木）

１０時～１２時

１月１８日（木）

１０時～１２時

１１月１６日（木）

１０時～１２時

１２月２１日（木）

１０時～１２時

１月１８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

