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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ＮＥＷＳ
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

今年度も医業経営に役立つ情報を提供してまいります。

◆ 『医業経営セミナー』のご案内
◆ ライフコンサルタント 通信
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◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内
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ご存知ですか？ ご自分の生命保険

『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

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

会場

日時

浅沼みらい税理士法人
住所：足利市本城2-1901-8
TEL：0284-41-1365

２月１５日（木） １０時～１２時

２月１５日（木） １０時～１２時

３月１５日（木） １０時～１２時

３月１５日（木） １０時～１２時

４月１９日（木） １０時～１２時

４月１９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

◆ 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」を開催いたしました。
２０１８年度も「医業経営勉強会」「医業経営塾」を開催いたします。
詳細につきましては、次回のニュースに掲載いたします。

【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
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）
済
午後7時～9時

第５回

講師

2018年1月25日（木）
済
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

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １

病医院の身近な税務
荻原会計事務所

税理士

荻原 英美

「相続税」税務調査と配偶者控除と重加算税
過日、相続税の税務調査があり、その事件を受任しました。しかし調査の結果、課税漏れが発見
されました。
通常の課税漏れによる修正申告は、課税漏れ税額に罰金刑として10％の追徴税額が課されます。
例えば、500万円の課税漏れ税額に対して10％の50万円が加算され、550万円の税金を払うこと
になります。しかし、その課税漏れが、隠蔽又は仮装に基づくものであれば10％に変えて35％の
加算税率になり、500万×35％＝175万円の罰金刑になり、都合675万円を払うことになります。
さらにその延滞税額に対して14.6％の延滞金がかかり､750万円以上の税金を払う羽目になります。
結果､約50％増の税金になってしまいます。
～今回の事件の概要～
＜１＞ 夫（A）が亡くなり、妻（B）、子（C）1人が相続人
＜２＞ 夫の父親（D）が平成26年3月に亡くなり、夫が同年9月に亡くなる
＜３＞ 夫の父親（D)より平成26年1月に、子（C）に大学入学金と学費を夫（A）がもらい、
妻（B）の預金に1,000万円入金
＜４＞ 夫（A）が法人以外で個人で稼いだ（確定申告済み）お金を二人の生活費資金として、
夫（A）の預金口座から、妻（B）の預金口座に毎月定額口座振替し、残額1,000万円
＜５＞ 夫（A）がガンで治療費としてもらった生命保険金1,000万円を今後の生活費として、
妻（B）の預金口座に移動
以上、都合3,000万円が相続税申告漏れになってしまった事件である。
争点は、税務署の言い分は、妻が相続税申告にあたりこれらの相続財産を隠蔽・仮装して申告を
しなかったので、重加算税を課すると主張したことである。
重加算税になりますと、一番重大なのは妻の配偶者控除1億6千万円までか、相続財産の1/2まで
の非課税枠が使用できなくなり、さらに35％の罰金加算税が課かってしまうことである。税額にす
ると750万円になる。税務署の見解とすれば重加算税にしたいという意図は明白であり、その処置
もやむを得ない形態であった。
国税庁長官が国税局にあてた平成12年7月3日付けの「相続税及び贈与税の重加算税の取り扱い
について（事務運営指針）」に重加算税の賦課について文書がある。
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通則法第68条第1項又は第2項に規定する「納税者がその国税の課税標準等又は税額計算の基礎
となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、例えば次に掲げるような事実「以
下不正事実」という）がある場合をいう。
１．相続関係
（１）相続人（受遺者を含む。）又は相続人から遺産（債務及び葬式費用を含む。）の調査、申
告等を任された者（以下「相続人等」という。）が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書
その他の財産に関す書類（以下「帳簿書類」という。）について改ざん、偽造、変造、虚偽の表
示、破棄又は隠匿していること。
（２）相続人等が、相続財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実を捏造して課税財産の価
額を圧縮していること。
（３）相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽
造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
（４）相続人等がみずから虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わ
せていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在をしりなが
らそれを申告してないことが合理的に推認し得ること。
（５）相続人等が、その取得した相続財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空
名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務が作られたこと等を認
識し、その状態を利用して、これらを課税財産として申告していないこと又は債務として申告し
ていること。

と事務運営指針で取り扱いが説明されている。そこでこの文面から解釈すると
＜３＞の祖父（D）からの教育資金は、妻（B）が受けとったが、妻は教育に使うつもりでそのまま
自分口座の預金に入れておいたが、この資金は子供の教育費にあてるつもりでいて、かつ教育資金の
贈与は非課税であり隠匿する意思はなかった。
＜４＞の生活費資金については、妻は夫婦の生活費の資金であり、相続財産とはつゆ知らず申告すべ
き財産としての考えを失念していた。
＜5＞の生命保険金についても夫の病院治療費等に要する費用として、相続財産になるとは思ってな
く、申告することについて思いも及ばなかった。
と以上のような答弁を税務署にした。
ここで問題になるのが、隠蔽と仮装の解釈になる。最近の裁判例等による解釈は、「事実を隠蔽す
るとは課税標準等の計算の基礎となる事実を秘匿しあるいは故意に脱漏することをいい、売り上げ除
外、証拠書類の廃棄や秘匿、取引事実や課税財産の隠匿などがこれに該当する。事実を仮装するとは
特定の所得や財産あるいは取引上の名義などについてあたかもそれが事実であるかのように装うなど、
事実を歪曲することをいい、架空仕入れや架空経費の計上、架空契約書の作成などがこれにあた
る。」とある。
以上の意見を当方から主張し、特に「故意性」はなかったことに重点を置いて説明した。結果、重
加算税は免れ、配偶者1億6千万円まで非課税財産であったので、納税額0円で何とか完了した。
くれぐれも課税漏れが申告後発見された場合は、配偶者控除が適用されない危険性あることに注意
されたい。以上老婆心にてこの記事を書きました。
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No ２ 平成30年度 税制改正大綱のポイント(高所得者増税)
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

与党は昨年末に「平成30年度 税制改正大綱」を決定いたしました。
今回の改正では、 ①平成25年から続く「高所得者に対する増税」を更に強化する方向 及び
②人材投資などに積極的な法人等への「法人税減税」等を進める方向 の大きく2つの方向が鮮明
になっており、これはここ数年の税制改正での基本的なベクトルでもあります。
今回は、①「高所得者に対する増税」について詳しく見ていきます。
１.改正のポイント
①給与所得控除の引き下げ
給与所得者の概算経費である「給与所得控除」について、年収850万円までは一律10万円を減額
する。年収850万円超の高所得者については、引き下げ額を拡大し、控除上限額を現行の220万円
から195万円に25万円引き下げる。
項目

現 行

改正の内容

給与所得控除額の引き下げ

給与収入

給与所得控除額

給与収入

給与所得控除額

162.5万円以下

65万円

162.5万円以下

55万円

162.5万円超
180万円以下

給与収入×40％

162.5万円超
180万円以下

給与収入×40％
-10万円

180万円超
360万円以下

給与収入×30％
+18万円

180万円超
360万円以下

給与収入×30％
+8万円

360万円超
660万円以下

給与収入×20％
+54万円

360万円超
660万円以下

給与収入×20％
+44万円

660万円超
1,000万円以下

給与収入×10％
+120万円

660万円超
850万円以下

給与収入×10％
+110万円

1,000万円超

220万円（上限）

850万円超

195万円（上限）

②基礎控除の引き上げと逓減・消失型の導入
上記①の反面、所得税での一律の控除である「基礎控除」について、「現行38万円」に対して10
万円の増額を行い「48万円」とする。
ただし、所得が2,400万円を超える高所得者については「逓減・消失型」を導入する。具体的には、
所得が2,400万円を超え2,450万円以下の場合には「32万円」に減額し、2,450万円を超え2,500
万円以下の場合には「16万円」、2,500万円を超える場合には「ゼロ」とする。
上記①、②より、給与年収が850万円までの控除額は、「プラスマイナスで相殺」されて「増減税
なし」となるが、850万円を超えると増税となり、所得が上がるにつれ増税幅は拡大していく。
逆に個人事業者については、原則として基礎控除のみの影響のため、所得が2,400万円までは減税、
2,400万円を超えると増税となる。
また、年金受給者の「公的年金等控除」についても給与所得者と同様に一定金額までは増減税なし
で、所得の高い層には控除額を更に縮減し増税となる改正も織り込まれる。
※上記の改正は平成32年分以後の所得税・平成33年度分以後の個人住民税について適用。
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２.改正の背景とその影響
我が国では、給与収入に対しての「概算経費控除」は、収入に応じて40%から10%が控除され、
最低保障額が65万円・上限が220万円となっていますが、以前から主要国の中では高い水準である
という指摘がありました。
また、今回の税制改正大綱前文の「基本的な考え方」に、次のような記述があります。
(一部抜粋)

「経済社会の著しい構造変化の中で、働き方が様々な面で多様化している。
～フリーランスとして業務単位で仕事を請け負う～在宅で仕事を請け負う～多様な働き方が
増えつつある。～他方、わが国の個人所得課税は、こうした多様な働き方の拡大を想定して
いるとは言い難い。
様々な収入の中でも、給与収入と公的年金等収入のみに給与所得控除や公的年金等控除とい
った所得計算上の控除が認められ、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる
しくみとなっている。
～特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも
適用される基礎控除に、負担調整の比重を移していくことが必要である。」
これらの指摘や考え方を受け、「給与や公的年金に対する概算控除」を10万円減額する一方で
誰もが受けられる「基礎控除」を10万円増額することとなりました。
「基本的な考え方」としては、給与所得者と年金受給者という概算控除がある方は、「増減税
ゼロ」で、個人事業者の事業所得の方は「基礎控除の増額のみを反映し減税」となります。
ただし、高所得者に対しては、この「基本的な考え方」に「１.改正のポイント」に記載した
「増税要素」が加わります。
これらを総合すると給与所得者であれば、①基本的に年収850万円までは増減税ゼロ ②850
万円を超えると給与所得控除の上限の引き下げの影響で増税 ③所得が2,400万円(給与年収だと
2,595万円)を超えると、基礎控除の逓減・消失の影響も加わり更に増税と言えます。
「高所得者」に対しては、平成25年から下記のように鮮明な増税方向です。
(例)給与年収2,700万円の給与所得者の控除比較
年分

①給与所得控除

②基礎控除額

③合計額(①＋②)

増税額の概算
(H24年との比較)

平成24年

305万円

38万円

343万円

―

平成25年

245万円

38万円

283万円

＋30万円

平成28年

230万円

38万円

268万円

＋37.5万円

平成29年

220万円

38万円

258万円

＋42.5万円

平成32年

195万円

195万円

＋74万円

0

〇上記の他、平成27年分からは所得が4,000万円を超えた部分の「所得税率＋住民税率」が
「50%→55%」へ引き上げられ、増税幅は上記より更に拡大している。
〇平成27年分からは、相続税の基礎控除が「5,000万円＋1,000万円×相続人数」から4割
削減され「3,000万円＋600万円×相続人数」となり、大きく増税となった。
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No ３ 地域包括ケアシステム④ 総括
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

今回は総括的に検討いたします。

Ⅰ

平成２９年版 高齢社会白書（内閣府）

高齢社会白書より以下の点が記述されている。
（ １ ）６５齢以上の高齢化率は、平成２８年１０月１日現在で２７．３％であり、今後も高まる
傾向にあること。
（ ２ ）６５齢以上の高齢者世帯を見ると、全世帯数の４７．１％を占めており、中でも夫婦のみ
世帯が２６．３％、単独世帯が３１．５％であり、合わせて５７．８％となっており、今
後も増加傾向にあること。
（ ３ ）子供との同居率が減少し、３９％となっている。
（ ４ ）高齢者の経済的暮らし向きは総じて心配なしが６４．６％、８０齢以上は７１．５％を占
めており、経済的状況は安心といった傾向を示している。高齢者のいわゆるお金持ち現象
となっている。
（ ５ ）介護状況を見ると、６５～７４齢では要介護割合が３．０％、７５齢以上になると要介護
状態が２３．５％となっている。
（ ６ ）６０齢以上の介護を受けたい場所については、男性では自宅が４２．２％、女性では自宅
が３０．２％となっている。
（ ７ ）最期を迎えたい場所については、自宅が５４．６％となっている。
（ ８ ）自分のことについて、延命治療を行なわず、自然にまかせてほしい人の割合が９１．１％
を示している。
（ ９ ）介護予防の推進については、市区町村の取組みとして、Ｈ２７年開始された「介護予防・
日常生活支援総合事業」が掲げられている。
（10）在宅医療・介護の連携推進事業については、市区町村が主体となり、郡市医師会等と連携
し、平成３０年４月より全ての市区町村で実施されることになっている。
（11）企業退職高齢者等が地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボラン
ティア活動により、一定の収入を得ながらとしている。
（12）高齢者等の所有する戸建て住宅等を広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを
円滑化する制度を提言している。

Ⅱ

地域包括ケアを支える多くの関係者等

地域包括ケアを支える関係団体等は、行政面では運用指針、理念を構築する国、厚生労働省、都道
府県、市区町村があり、現場実際面を担う機関として医療機関、介護事業者、地域包括支援センター、
ケアマネジャー、地域自治会、ボランティア団体等いろいろな方々が存在している。
また、中心となるのが本人家族であり、住居施設といったハード面が存在する。更にライフステー
ジを見ると、健康維持、介護予防、要介護状態、医療措置、見取りなどのターニングポイントをそれ
ぞれ経ることになる。
更に対象となる本人についても、これまで生きてきた環境や経済的側面、家族構成などなどがあり、
１０人１０色の状況である。
従って本人の希望意向を充分に考え、支える体制を確立すべきであろう。
このように地域包括ケアは課題も多く大変な地域社会の問題となるであろう。
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Ⅲ

地域包括ケアを運用する地域マネジメント機能

この地域包括ケアシステムが有効にかつ適切に運用されるために、地域の包括的マネジメント機
能が重要になってくる。
地域の高齢者、要支援該当者、要介護該当者などの日常生活について医療介護の連携体制を構築
し、このシステムが適切に活用されるようにしなければならない。この機能を担うのが市区町村の
役割として確立しなければならない。
その他、生活環境の整備など関係する多くの業務が関わっている。
地域格差が発生しないよう全市区町村内での情報交換も必要となると思われる。

Ⅳ

社会的弱者への対応

一般に社会的弱者に立場を置く、独居老人、高齢者夫婦、低所得者、過疎地高齢者、障害者など
の方々に対し、すべからず支援が届くように配慮する必要がある。
介護難民が生じないよう細心の政策が重要になってくる。

Ⅴ

おわりに

これまで４回にわたり、検討してまいりました。
この現象は、世界でも類を見ないものであり、日本にとっても初めての社会的経験であると思わ
れる。自分本位の傾向が強くなる中、公助・共助の精神が必要と思われる。
日本では高齢者が住みやすい素晴らしい社会であると国際的に認知されたいと考えたい。人の心
の問題は他人から左右することは不可能であるが、機能的役割支援は十分可能であると考えられる。
従って、それぞれの立場の方々にとって、役割を十分に認識し、任務を全うするよう心掛けたいと
思っている。
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No ４ 平成２８年診療報酬の統計が発表されました
浅沼みらい税理士法人 樋口 和良

厚生労働省から平成２８年の社会医療診療行為別統計の結果が発表されました。平成２８年は診療
報酬の改定がありました。医科入院外の１件当たり点数は前年比０．８％増の１３１９．８点、調剤
薬局の１件当たり点数は前年比３．０％減の１０８６．９点、後発医薬品の使用状況（薬剤種類数に
占める割合）は総数で前年比５．９ポイントの増の６０．４％となっています。
この統計は、医療の給付の受給者の診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容、調剤の使用状
況を明らかにするため、毎年実施しています。統計の結果は、診療報酬改定に向けた議論などの資料
になっています。
【医科入院外】
医科の入院外をみると、１件当たり点数は１３１９．８点で前年に比べ１０．２点、０．８％増加
しました。１件当たりの日数は、１．５６日で前年に比べ０．０２日減少しています。１日当たり点
数は８４４．６点で１７．２点、２．１％増加しました。１日当たり点数を診療行為別にみると、
「検査」１５３．０点（１８．１％）が最も高く、次いで「投薬」１４１．７点（１６．８％）
「初・再診料」１３０．２点（１５．４％）と続いています。
調査対象は、各都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部、国保連合会で２８年６月審査分（５月
診療分）として決定されたレセプトから行っています。

表１ 診療行為別にみた１件当たり点数・１日当たり点数・１件当たり日数（入院外）
１件当たり点数

１日当たり点数

診療行為

Ｈ２８年

Ｈ２７年

対前年
増減点

対前年
増減率

Ｈ２８年

Ｈ２７年

対前年
増減点

対前年
増減率

総数

1319.8

1309.6

10.2

0.8

844.6

827.4

17.2

2.1

初・再診

203.5

207.0

▲3.5

▲1.7

130.2

130.8

▲0.6

▲0.4

医学管理等

115.9

115.3

0.7

0.6

74.2

72.8

1.4

1.9

検査

239.1

234.2

4.9

2.1

153.0

148.0

5.1

3.4

画像診断

101.2

98.8

2.4

2.4

64.7

62.4

2.3

3.7

投薬

221.5

226.9

▲5.5

▲2.4

141.7

143.4

▲1.7

▲1.2

注射

119.9

111.2

8.7

7.8

76.7

70.3

6.5

9.2

処置

129.9

131.2

▲1.2

▲1.0

83.2

82.9

0.3

03.

その他

188.8

185.0

3.8

2.0

120.9

116.5

4.1

3.5

１件当日数

1.56日

1.58日

▲0.02
日

注）総数には「入院料等（短期滞在手術料等基本料１）」を含む（厚生労働省資料より）
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【一般医療と後期高齢者医療】
０歳から７４歳の「一般医療」と７５歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の「後期医療」
についてみてみます。
医科入院外における１件当たり点数は、一般医療１１９６．０点、後期医療１６６９．４点と
なっています。１件当たり日数は、一般医療１．４７日、後期医療１．８２日となっています。
１日当たり点数は、一般医療８１３．１点、後期医療９１６．５点で、後期医療の方が高くな
っています。１日当たり点数の診療行為別の割合構成をみると、後期医療は一般医療と比べて、
「在宅医療」の割合が高く、「初・再診料」割合が低い傾向にあります。

表２ 一般・後期医療別の診療行為別点数（入院外）
１件当たり点数
診療行為
総数

一般医療

１日当たり点数

後期医療

一般医療

後期医療

１１９６．０

１６６９．４

８１３．１

９１６．５

初・再診

２１０．３

１８４．３

１４２．９

１０１．２

医学管理等

１０５．６

１４５．１

７１．８

７９．７

５６．６

１７６．６

３８．５

９７．０

２２６．２

２７５．８

１５３．８

１５１．４

９３．４

１２３．０

６３．５

６７．５

投薬

１９６．８

２９１．２

１３３．８

１５９．８

注射

１０８．０

１５３．７

７３．４

８４．４

処置

１０２．７

２０６．８

６９．８

１１３．６

９６．４

１１２．９

６５．６

６１．８

１．４７日

１．８２日

在宅医療
検査
画像診断

その他
１件当日数

【院外処方率】
医科の入院外における院外処方率は、総数で７３．９％となっています。前年よりも
１．２ポイント上昇しています。過去４年間の推移をみますとＨ２４年６５．８％、
Ｈ２５年７０．２％、Ｈ２６年７１．８％、Ｈ２７年７２．７％と医薬分業が着実に
進んでいるのが分ります。
病院と診療所別にみてみますと、病院７７．５％、診療所７２．８％で各々１．２
ポイント上昇しています。
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No ５ 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」part１
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史

お金を銀行に預けておけば自然と増えていくという時代は過去のこと、この低金利の時代、より豊か
で安心できる老後を迎えるためには「お金にも働いてもらう」という意識での金融商品選択が必要かも
しれません。今回は「安心老後のためにお金にも働いてもらう」と題して、資産運用についてお届けし
ます。

■ 資産を増やすためには
かつてない低金利である現状にも関わらず、日本の家計金融資産の大半は銀行の中に置かれています。
残念ながら今の銀行預金の金利では、10年経っても20年経っても資産が大きく増えることはありませ
ん。銀行にお金を「寝かせる」と言いますが、実に的確な表現であると思います。お金は自分から働い
てくれることはなく、所有者である先生方が指示を出さないかぎり働いてくれません。

■「お金に働いてもらう」とは
「お金に働いてもらう」といってもお金自身が労働を行なって対価を生み出すわけではありません。
「お金に働いてもらう」とは、「新しいお金を生み出す何かに形を変える」ということです。例えば、
アメリカの企業の株式に投資をするとします。私たちが眠る頃、アメリカは朝を迎え1日の活動がスタ
ートします。この企業の社員は膨大なデータを分析し、様々なアイディアを交え、タフな交渉を繰り返
しながら、企業の利益を拡大するために必死に働いています。株式への投資とはこの企業の成長を、自
分の資産の成長に変える行為であるということです。これまではずっと、銀行の中で寝ていたお金が、
優秀な社員の集合体に変わり、私たちが寝ている間にも、その価値を高めるために働いてくれるよう
になりました。このようにお金を働かせることは重要です。しかし、お金自身は働き方を知りません。
私たちがやるべきことはお金の働かせる方法を学び、選び、実践することです。

■ 株式投資の意義と魅力
お金に働いてもらう方法はさまざまですが、最も有効な方法の1つに「株式投資」があります。株式
の取引というとギャンブルのようなイメージがあり、抵抗がある方もおられるかも知れません。ただ、
過去の株式市場の歴史を振り返ると多くのケースでそれなりのリターンが出ています。株式へ投資をす
るということは、その投資先の企業の所有者のひとりになる、ということです。一般的には企業の業績
が良くなる（あるいは良くなりそうである）と株価が上がり、逆に業績が悪くなる（あるいは悪くなり
そうである）と株価が下がります。投資する企業や、買付のタイミングは人によってまちまちですが、
売却する際に購入時よりも高ければ投資は成功したといえると思います。ではどのような企業の株を、
どのようなタイミングで買うべきなのでしょうか？

■良い企業の株を安く買いたいが・・・
理想の答えを言うのであれば
１．今後大きく成長する企業の株を
２．安い時に購入する
が正解です。両方揃うのが最も理想ですが、1あるいは2のみでも上手くいくでしょう。株式取引を積
極的に行なっている方は、良い企業の情報を集めて投資タイミングを計っているようです。
ですが、普段仕事にお忙しい先生方は、情報収集に多くの時間を割くことはできず、また株式の売買
タイミングの判断も難しいものです。「株は売買を繰り返して利益を取らなければならない」という
認識をお持ちの方もいらっしゃいます。上手な売買を繰り返して利益を上げようとする場合には、
常に情報を張り巡らせていなければなりません。ましてや老後資産を株式投資で形成しようとする
場合には、長い期間それらを継続しなければならず、とても大変な作業となってしまいます。
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■ 老後に向けた株式投資は国際分散投資、長期保有が基本
では老後に向けた株式投資をする場合、どのようにしたら良いのでしょうか？この場合は「バイ＆ホ
ールド戦略」がおすすめです。バイ＆ホールド戦略とはバイ＝購入、ホールド＝保有し続ける、つまり
株式を購入して、ずっと保有し続けるという戦略です。
株式の「売買の繰り返し」による投資方法に比べて、「保有しているだけ」であれば手間がかからず
長期に渡って継続が可能です。ただ、やみくもに「バイ&ホールド」すればよいわけはなく、この方法
で、失敗する可能性を下げるポイントがあります。それは購入する株式を日本のみではなく、アメリカ、
ヨーロッパ、その他の新興国も含めた出来る限り幅広い国の企業の株式にすることです。

■「バイ＆ホールド戦略」長期でみると人口増加、世界の経済成長が株価を支える

全世界GDP推移
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0

図1
IMFWorldEconomicOutlookDatabese（http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28）より筆者が面グラフを作成

上記のグラフは1980年より2020年まで、IMFが推計している全世界のGDP（国内総生産）の合計
値の推移です。GDPは、新しく生産された商品やサービスの付加価値の総計を表します。新しい商品や
サービスを提供するのは他でもなく各国の企業であり、株価は各企業が提供した商品・サービスから生
まれてくる利益に対する投資家からの評価となります。「売買による株式取引」をするのであればこの
拡大するGDPの内訳を分析し、どの地域・企業が今後伸びるのかを予測する必要があります。
しかし、お伝えしたとおり「売買による株式取引」は分析に対する労力が多大であり、失敗したとき
のリスクが大きいため、老後資金のための運用としてはあまり現実的ではありません。そこで「バイ＆
ホールド戦略」により、この世界の経済成長を自身の資産に反映させることができます。そのためには
投資対象を絞らずにできるだけ幅広い地域・企業に投資をする「国際分散投資」をするのが良いでしょう。
いってしまえば世界経済を丸ごと購入するというやり方です。
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■「国際分散投資」より多くの企業に投資をする
株式への投資は、より多くの企業に分散投資をすると運用成績が安定します。例えば、自動車メーカ
ーの株式へ投資するとします。
１．.国内自動車メーカーA社のみの株を買う
２．国内自動車メーカーA～E社の株を買う
３．.国内A～E社＋アメリカV～Z社＋ヨーロッパO～S社の株を買う
上記3つの方法を比較した場合、1に比べて2あるいは3の方が失敗する可能性を減らす（成功する可
能性を増やす）ことができます。「どこの国のどのメーカーの自動車が売れるかは分からないが、世界
中で自動車販売が増加しそうな場合、様々な自動車メーカーの株を購入しておけばトータルでプラスに
なるだろう。」という戦略です。ここで問題になるのは投資する費用です。日本企業1社の株式を購入
する場合、株価によりますが、１社あたり数万円から100万円ほどの費用が必要です。仮に1社あたり
30万円で購入できるとすると、日本の同一業種の5社に分散する場合で150万円、アメリカやヨーロッ
パに同額の資金を分散するとしたら自動車メーカーへの投資だけで450万円が必要です。自動車のみな
らず、様々な分野、例えば20業種に分散投資しようとすれば9,000万円の費用がかります。個別に企
業の株式を購入していては、いくら資金があっても十分とはいえません。

■「分散投資」を実現するためには投資信託の活用を
そこで個人投資家が利用すべき金融商品としては「投資信託」があげられます。投資信託とは少額か
ら分散投資ができるように生まれた金融商品です。それぞれが投資するお金が少額であったとしても、
多くの人から資金が集まれば数百億円以上の規模となり、様々な資産に分散投資が可能となります。
投資信託はより細かく分散投資がされているものだと、1つの投資信託で1,000社以上の株式に分散
されています。投資信託の多くは1万円から投資ができますので、1万円で世界中の企業に幅広く分散
投資ができるということになります。

■ 世界中の企業の所有者になるために

2016年GDP内訳

29252 ,
39% 41230 ,
55%
6%
先進国（日本除く）
日本
新興国
図2
IMFWorldEconomicOutlookDatabese（http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28）より

上記は、先程の「世界各国のGDP推移」のうち、2016年における世界各国のGDPの内訳を円グラフ
で表示したものです。もし現時点で100万円を世界経済の規模に基づいた割合で世界中の株式に投資を
するのであれば、上記のグラフから少し数字を丸めて
●日本株式ファンド5万円 ●先進国株式ファンド55万円 ●新興国株式ファンド40万円
という配分で、それぞれの投資信託を購入すれば、各国の経済規模に基づいた割合で、世界中の企業の
所有者となることができます。銀行に預けていて何も生み出さなかった資金が、投資信託を購入するこ
とで、そのまま世界各国の企業の株式へと変わり、自分の老後生活を助けてくれるようになると考えれ
ば、期待も膨らみ、運用による値下がりリスクとも上手に付き合っていけるようになると思います。
この機会に資産運用について考えてみてはいかがでしょうか。
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No ６ クレーム（苦情）対応で大切な事
有限会社エファ

代表取締役

菊地

理恵

●クレーム（苦情）対応は第一次（初期）対応が決め手となるのです！
クレーム（苦情）を訴えてくる患者様のほとんどが苛立ちや怒りが高まった状態でわたしたちに
対し“納得の出来ない事を発信してくる”というものなのです。
その納得のいかなかった事柄の怒りに対し“油を注いでしまうか”“鎮めていくか”は、最初に
対応される“人物”で大半が決まってしまうものなのだそうです。
誰だって苦情対応などはしたくないもの……ましてや自分に非が無い事でくどくど言われるなんて、
もっての他……なんていう気持ちが少しでも残っていると“嫌だな”という誠意のない態度となっ
て現れてしまい、“早く終わらせたい”といったような逃げ腰の対応でもしようものなら、患者様
の怒りはどんどん増してくるもの……。
実は患者様の大多数の本心は…… 何よりもまず ①聞(聴)いてもらいたい。②迷惑をかけた事への
謝罪を言ってもらいたいといった期待があるのです。

例

『ご迷惑をおかけして申し訳ございません。何かご納得いた
だけないような事をしてしまったでしょうか……』といった
最初の一言で患者様の気持ちを少なからず和らげることが出
来るのです。

“待ち時間が長かった”“スタッフの対応が悪く、不愉快な思いをさせられた”という場合など
でも、患者様自身が何らかの被害を被ったという“思い”があるのです。その患者様の“思い”に
対して必要な事は ①聞(聴)こうとする姿勢と ②迷惑をかけてしまった事に対しての謝罪をきちんと
伝え、見せていくことが大切だということを忘れてはいけないのかもしれません。
第一次（初期）対応が良くなかったばかりに、クレーム（苦情）がどんどんエスカレートしてい
くといった事例は少なくありません。近年は特に権利意識の強い患者様や、ストレス発散のために
クレームを訴えてくる人も多く、そのような方々の多くは“自分に対しては、丁寧な対応をしてく
れるのはあたりまえ” と思っていると捉えて間違いないかもしれません。
“めんどくさいなー”“嫌だなー”と思うあまり、最初にするべき対応を誤ってしまうと、後々、
大きなツケがまわってくることにもなりかねません。
是非、今年一年、いやな思いをしないようにするためにも、スタッフの皆様と意識を共有し、理解
しあっていただき、対応強化につなげていただければ幸いです。
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No ７ 医療者が知っておきたい裁判事例５０から
医療技術職が関わった事例
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
採血時の神経損傷によって患者に後遺障害が発生し、臨床検査技師の手技上の過失が認められた事例
（仙台高裁 平成18年5月31日）
職場の健康診断で臨床検査技師が採血を実施したところ、患者の前腕内側皮神経と正中神経を損傷し、RSD
（反射性交感神経性ジストロフィー）またはカウザルギーを発症して後遺障害（第7級の3）を負い、約3,500
万円の損害賠償が認められたもの。
本事案は採血を実施した臨床検査技師の過失によって神経損傷が発生したと認定され、患者が発症したRSDまた
はカウザルギーとの因果関係が認められたものです。
採血は患者とのトラブルが多い医療行為の一つであり、臨床検査技師が責任追及されることもあります。

【本事案の事実経過】
H6年7月18日 採血を実施。15度程度で右肘正中皮静脈に沿う方向に刺入。6mL採血する予定だったが、患者が痛みを訴えて
中止したため、採血量は約3mLだった。
H6年7月26日～H7年1月21日 A医院で、右尺骨神経損傷と診断され、通院治療。
H7年1月13日～H9年10月 B病院を受診。通院中にRSDが診断に加えられ、整形外科と神経内科への通院を継続。
H9年8月 C病院を受診して、D病院を紹介された。D病院でRSDとの診断を受けた。
H9年8月～H16年12月 D病院での治療を継続したが、社会生活を円満に送れるようになるには至らず。なお、H9年10月～
H10年1月には、C病院に入院。

【臨床検査技師の採血が原因となって、神経損傷が起きたかどうか】
下記の事情から、採血の際に注射針を静脈から逸脱させたことが神経損傷の原因になったと裁判所は判断し、臨床検査技
師の過失を認めました。
 患者が痛みを訴えたため、技師は必要量の半分しか採血できていなかったにもかかわらず採血を中止した。この事実は、
採血の目的からすると、極めて異常な事態が生じたと考えることができる。
 病院側は、患者が採血時に感じた痛みは、電撃痛ではなく「駆血帯の縛りすぎによる痛み」であると主張している。しかし、
そのような一過性の事情の存在だけで、その改善や再度の採血の働きかけをせずに採血を中止し、同僚と相談したりす
ることがなかったというのは不可解である。
 採血の翌日、病院は患者の様子を確認するために、わざわざ患者の勤務先に電話している。「駆血帯の縛りすぎ」が採血
の中止理由ならば、電話する必要はなかったはずである。
 その場にいた患者の同僚が、「痛い、やめてほしい」という声を聞いている。
 採血と神経損傷が確認された時期が時間的に近接しており、その間に正中神経を損傷する原因となるような別の事象が
ない。正中神経の位置からすれば、切創や骨折等の強度の障害を伴わずに同神経が損傷されることは考えにくい。

【採血による神経損傷が原因となって、RSDまたはカウザルギーが発症したかどうか】
採血以後における患者の症状（下記）は、カウザルギーの症状に関する医学的知見に合致するとして、患者は採血直後から
RSDまたはカウザルギーを発症していたと裁判所は認めました。
 痛み・しびれが「損傷された神経が支配する四肢の領域」である採血部位から、右上肢の肘、前腕、手首、手指に及んでお
り、その痛み・しびれが持続していた。
 右腕が風や日差しに当たったりするだけで痛みを感じた。
 肘が熱く感じられた為肘を冷やしており、水泳教室の際に手を水に入れても水温が冷たくて痛いと感じることがなかった。
 右上肢が腫れていた。
 痛みのため、右上肢を保護する姿勢を続けていた。
そして、その他の事情等も合わせて検討した結果、採血による神経損傷が原因となってRSDまたはカウザルギーを発症したと
認定されました。
【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/）

◆ 「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

「相続税」税務調査と配偶者控除と重加算税

２

平成30年度 税制改正大綱のポイント（高所得者増税）

３

地域包括ケアシステム 総括

４

平成28年診療報酬の統計が発表されました

５

安心老後のためにお金にも働いてもらう part1

６

クレーム（苦情）対応で大切な事

７

医療技術職が関わった事例

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）

２月１５日（木）

１０時～１２時

３月１５日（木）

１０時～１２時

４月１９日（木）

１０時～１２時

２月１５日（木）

１０時～１２時

３月１５日（木）

１０時～１２時

４月１９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

