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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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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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◆
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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

５月１７日（木） １０時～１２時

５月１７日（木） １０時～１２時

６月２１日（木） １０時～１２時

６月２１日（木） １０時～１２時

７月１９日（木） １０時～１２時

７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

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ
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◆ 「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」を開催いたしました。
※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

2018年5月18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

認定医療法人制度について
～医療機関の事業承継～

2018年6月14日（木）
午後7時～8時30分

第2回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

誰も教えてくれない経営改善のツボ

2018年7月20日（金）
午後7時～8時30分

宇都宮市

ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

クレーム対応強化研修

第４回

～クレームに屈してはいけません。
きちんとした対応と態度を身につけておこう～

講師

2017年9月20日（木）
午後2時～3時30分

2018年11月16日（金）
午後7時～8時30分

第５回

講師

2019年1月16日（水）
午後7時～8時30分

第６回

講師

ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社
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ホテル東日本宇都宮

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

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

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

経営者の取るべき６つの要件

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

第３回

講師

＊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

宇都宮市

第４回

第５回

2018年
6月12日（火）
午前10時30分
～12時30分

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
-4-

宇都宮
東武ホテル
グランデ
宇都宮市
本町
５－１２

2018年
6月19日（火）
午前10時30分
～12時30分

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 “上手な譲り方と引き継ぎ方”
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
「後継者に引き継ぐ財産」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！
講師

2018年
6月5日（火）
午前10時30分
～12時30分

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

2018年
5月29日（火）
午前10時30分
～12時30分

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人事制度（職員構成）について
②パート職員の管理は正職員と異なる
③職員台帳（一人別管理）の重要性
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

厳しい時代の病医院づくりとは・・
①医療法人成りのメリットと注意点
②新しい認定医療法人の有効活用
③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？

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）

2018年
6月26日（火）
午前10時30分
～12時30分

028-6270111

◆ 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

＜繁盛クリニック閉院＞

１、診療所閉院廃業
医薬分業で年間収益1億３千万医薬分業のクリニックが昨年１２月末で突然閉院した。昨年7月には
看板が古くなったということで新しくしたばっかりだったのに。
私共のクリニックでもベスト３の収益と純益の内科医の先生でした。今年の確定申告で営業廃業の
申告をし、関係機関へ医業廃業の手続きをした。跡継ぎの先生に急遽営業譲渡をした。営業権の譲渡
金額もすごい低廉で処分してしまった。信じられないくらいにあっという間の出来事で本人も、なん
でこんなに急いで辞めてしまったのかと言っていた。年齢６４歳、開業してから１３年である。
患者数は一日１００人超である。看護師４人、事務員２人の人員体制。往診と、産業医と特養にも
一所懸命で、一番好きだったのが患者と心が通うあう在宅であった。訪問看護ステーションも活用し
ていたが、先生本人が出向くこと多かった。そんなことで先生の評判が高まり、患者がひっきりなし
に診療所に通ってくることとなり、待ち時間１時間３０分は当たり前であった。それでもこの先生に
診てもらいたく、待ち時間の不平を言う患者は多数いたが、ひっきりなしに患者は、先生の丁寧な説
明と適切な処置に魅了され、御背や御背やの患者が毎日、体がもたないくらい押しよせた。自分の手
に余る患者は、責任をもって受け入れ病院に何件も当たり、身を挺して患者に接した。
一番困ったのが、看護師の扱いであった。毎日想像を絶する患者が押しかけ、看護師も疲労困憊。
資金繰りは心配ないが、先生と看護師の関係はあまりにも忙しすぎるのでコミュニケーションとるの
に難儀になってきた。ついに１３年間の燃え尽きる症候群の終焉の時が突然来たということだった。
ある診療科を標榜しているドクターも昨年１０月に６６歳で閉院した。こちらも医薬分業で毎年7千
万前後の純利益所得を上げている先生の営業廃業である。患者は一日３００人前後来る繁盛店である。
院長先生の体調がすぐれず、体力的に限界が生じてきたので、昨年当初より今年で営業辞めたいと漏
らしていたので、ほとんど看護職員・事務員の異動のない定着率抜群の診療所で看護師等に廃業しな
いでくれと言われ続けてきたが、十分な退職金を支給し円満に閉院した。

２、閉院の原因
両診療所に閉院する共通の根拠がある。（１）には、連日猛烈に働いたこと、（２）には跡継ぎが
いなかったこと、（３）には十分な貯えができたこと、と３つの理由が考えられる。その中でも特に
考えられるのが、後継ぎがいないことでなかろうか。
やめた本人たちはやめた原因をサラッと語ってくれるが、はたから見ると本音は、後継ぎが身内に
いれば、廃業しなったのでないのかと推察できる。跡継ぎがいれば何としてでもリレーのバトンを渡
そうとしたのではないのか。
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３、タスキつなぐリレー
毎年大学箱根駅伝が正月に行われるが、とにかく次のリレーランナーにタスキをつなぐため懸命の
力走となる。あれが一人で走っていて次にバトン渡す人がいなかったら、どこかで走るのをやめてし
まっているのではないか。
私共のあるクリニックのご子息が数年かけて、大学医学部に入学できたが、それもこの営々と築き
上げ受け継いできた診療所を継ぐのは私しかいないという思いと、親御さんの何としてでもこの診療
所を継いでもらいたいという意志の連携がこの子供を、途中で諦めることなく医学部に合格できたの
だろう。結局は人間という動物は、他の動物と違った偉大なことは、知性があるということだろう。
だから脈々と科学と文明の発展があった。産業革命で物質文明急速に発展し、現代ではAIが活躍する
時代になった。人間の継続した意志力の賜物と思われる。
いつもお医者の仕事はハードな仕事であると思う。自分の体がすぐれなくても朝、診療所を開けな
くてはならない。どんなに具合が悪くとも患者を思うと休んでいられない。代役のきかない一人舞台
であります。それは先生の器量で患者が増えたり減ったりするのがダイレクトな商売の筆頭とも考え
られる。所得税法では納税者の状況に合わせて、累進税率だったり、扶養控除，障害者控除、医療費
控除、老人控除等があったりして、宥恕されているのに、お医者の先生にはそんな甘えはない。病人
にとっては本当に頼りになる唯一の感謝できる存在であります。どうぞ良き跡継ぎを育てられんこと
を祈ります。
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No ２

扶養の「103万円の壁」が150万円まで本当に大丈夫？
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

「配偶者の控除の年収上限…いわゆる103万円の壁の引き上げ」は、一昨年の年末に発表された税制
改正項目です。
「パート主婦層の年収103万円の壁が150万円に引き上げ…」と、当時の新聞やニュースなどで大
きく報道されましたが、手放しに喜べる訳ではなく、いくつかの注意点があります。
この改正は、今年、平成30年分以降の所得税から適用になる関係上、いわゆる「扶養の範囲内」で
働いているパート職員さんを多く雇用している医療機関の方々を中心に、この点に関する問い合わせ
やご質問が、現在非常に多くなっていますので、今回は一年前に引き続き、もう一度この点を取り上
げてみたいと思います。
（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。）
１「改正点の概要」…夫からの配偶者控除と配偶者特別控除
まずは「配偶者控除」の話です。
夫の所得税の計算において、税金を安くする「配偶者控除…原則38万円」の適用は、妻の給与年収
が103万円以下（所得金額では38万円以下）であれば適用できます。
逆に、妻の給与年収が103万円を超えると適用ができません。これがいわゆる「103万円の壁」で
す。（昨年までは、夫の所得金額に制限はなかったのですが、今年からは、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）
適用不可となりました。）
次に「配偶者特別控除」の話です。
配偶者特別控除は、妻の給与年収が103万円（所得金額で38万円）を超えた場合に、配偶者控除
の金額が「38万円からゼロへ」一気に減額されると、夫の税額が急増してしまうので、妻の給与年収
が103万円を超えても、控除額を少しずつ減らしていこう、という趣旨で設けられた制度です。
したがって、103万円を超えても201万円以下であれば、控除金額は徐々に逓減してはいきますが、
控除を受けることができます。
この場合に、夫の所得金額が900万円以下であり、かつ、妻の給与年収が150万円以下であれば、
控除額満額の38万円の範囲となります。
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。
この点は減税であり、従来に比べると、夫の手取りが増えることになります。
（また配偶者控除と同じように、今年からは、配偶者特別控除においても、夫の所得金額に応じて控
除額を減額することとなりました。）
ここでの注意点は、上記に記した
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…
というのは、「配偶者控除」の適用ではなく、「配偶者特別控除」の適用として、同金額の38万円の
控除があるという点です。この点について、特に次の２にご注意ください。
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２ 注意点1・・・家族手当（配偶者手当）の支給要件をチェック！
夫が支給を受ける給与に「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、非常に注意が必要です。
この「控除対象配偶者」とは、給与年収が103万円以下（所得金額では38万円以下）の配偶者の
ことで、つまり「配偶者控除の適用対象者」のことを言うからです。
逆に言えば、１で記した「配偶者特別控除」の対象者は、例え夫側からの控除額が38万円と配偶者
控除と同金額であっても、含まれません。
統計によると、配偶者手当の支給については、その要件を「控除対象配偶者＝配偶者の収入制限を
103万円」としている事業所が、現状では割合的に一番多いとされています。
夫がそのような事業所で働いている場合、妻の給与年収が103万円から150万円になっても、夫の
税金計算上38万円の控除の適用を受け続けることができ、手取りが変わらないかと思いきや、配偶者
手当が削られてしまうことにより、夫の給与が減ってしまうことになります。夫が個人の自営業で
あったり、家族手当がない給与体系であれば無関係ですが、この点は、夫の給与支給額に直結する話
となり、非常に要注意です。
３ 注意点2・・・社会保険への加入の有無は?
「103万円の壁」に加えて、「130万円の壁」という言葉もあります。
130万円というのは、一般的に言われている配偶者の方が社会保険に加入しなければならない年収
の基準です。
妻の年収が130万円未満であれば、夫の被扶養者となり、妻は社会保険料を負担する必要はありま
せん。
原則的に、130万円以上になると、妻自身の勤務する会社の社会保険に加入する必要があり、妻の
手取りが減ることとなります（130万円ではなく、106万円にハードルが変わる場合もあります）。
４ 注意点3・・・妻自身の所得に対する税金はどうなる？
今回の改正において、「税金がかかる・かからない」を考える際に、ご注意いただきたいのは、
（夫の税金を安くするための）「夫の所得からの控除」の話と、「妻自身の所得に対する所得税」の
話は「全く別」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、妻の給与年収が103万円を超えると、妻自
身に基礎控除以外の所得控除がなければ、原則的には「妻への所得税は課税となる」ということです。
妻自身へ課税されない上限である「103万円」も、同時に引き上げられた訳ではありません。
上記をまとめると、次のようになります。
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＜103万円の壁→150万円? のまとめ＞

①夫の配偶者特別控除
②夫の家族手当（配偶者手当）

（夫の所得によっては）38万円の満額控除ラインが150万円まで
引き上げとなる →夫の税金の減税
支給基準によっては削減される可能性→夫の給与減?

③妻の社会保険料

給与年収によっては負担が発生する可能性
→妻の手取減?

④妻の給与所得

所得税が発生する可能性

したがって、「103万円で就業調整をしていたパートさんについて、150万円まで働くことができ
る…」という単純なものではなく、夫の給与における手当や妻自身の社会保険など、総合的に判断し
ていく必要があります。
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No ３ 日本の経済財政の現状①
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

先頃、平成２９年版経済財政白書が内閣府から公表された。
このデータを基に主要な現状を分析したい。
Ⅰ企業収益の動向調査
近年の企業収益の特徴として、大中堅企業を中心に金利の低下による支払利息の減少や海外からの
受取配当金の増加により経常利益が営業利益を上回って増加しており、通常の利益構造に変化が見ら
れる。
投資面を見ると２０１０年以降新製品開発、ＩＣＴ投資、Ｍ＆Ａの増加が見られ、特に国内企業に
よる海外企業の買収が全体の６０％を占めている。
有効求人倍率は１．４８倍と人手不足の傾向が続いている。
名目賃金は０．４％の伸びを示しているが、物価上昇率を加味した実質賃金は低い状況となっている。
一人当たりの労働時間は長期的に減少している。
また、労働分配率は４～５年間低下傾向にある。
Ⅱ消費動向調査
消費者物価上昇率（生鮮食品を除く）は２０１６年前年比マイナスとなり、２０１７年はわずかな
プラスとなった。
個人消費については非耐久財（食品・エネルギー等）はやや微増となっているが、衣料品・自動
車・家電製品等はそれほど変化がない。
コンビニエンスストア、インターネットショッピングは増加傾向にあり、反面百貨店売上は減少傾
向が続いている。
家計の平均消費性向は年齢を問わず低下傾向にある。
中でも２９齢以下の若年層は雇用所得に不安を持ち購買意欲の低下が見られる。
特に４０歳～５０歳は社会保険料の負担の増加が可処分所得を低下させ、消費性向を引下げている。
老後に備える節約意識が男女共高まっている状況である。
Ⅲ財政金融政策調査
日銀は２０１６年１月マイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入決定した。
その結果、銀行貸出し金利低下を招いている。
企業の現預金保有比率が増加している。
国地方の基礎的財政収支は依然として改善されず、２０２０年目標を改訂し５年先延ばしを決定し、
プライマリーバランスは均衡を図れず、国債償還のための赤字国債発行に至っている。
対ＧＤＰに対する債務残高を２０１６年に国際的に見ると、日本が最も高く、２２２．２％となって
いる。次に英国・米国・フランス・ドイツの順となっており、ドイツでは７６．６％である。
Ⅳ働き方改革調査
我国の労働生産性は低下傾向にあり、アメリカの６０％程度、欧州主要国の８０％程度になってい
る。労働供給が需要に追いついておらず、人手不足の状況が続く。
正社員と非正社員の差を見ると所定内給与額ベースで１．５倍、年収ベースで１．８倍となっており、
非正社員は年々増加傾向にある。
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Ⅴ技術革新への対応調査
先進国の生産性上昇率を見ると、過去２０年間各国で上昇率が低下している。
２０１１～２０１５年の間に１％の上昇率があるのは、日本・フランス・ドイツ・スウェーデンと
なっている。設立後２年以内の企業と１０年以上経過した企業の雇用者数の規模比較を見ると、ア
メリカ・カナダ・ベルギー等は平均で７倍程度、日本は１．５～２．０倍程度と低く、１８カ国中
最下位となっている。
高生産性企業（上位５％企業）と低生産性企業（下位５％企業）の比較を見ると、高生産性企業
は２０００年から１５年程度伸び悩み、低生産性企業は低下傾向にある。
中小企業は低生産性企業の中で製造業を含め最も低い。
クラウド利用率を見ると２００９年以降大企業が約７０％、中小企業が約５０％と共に高まってい
る。
ＩＣＴ（情報通信技術）の導入は大企業に比べ中小企業が非常に少なく、２０１５年 大企業 １
人当り５０～６０万円、中小企業 １人当り５万円程度であり、１４年間程変化が見られていない。
Ⅵ長期経済統計調査（主なもの）

項

統 計
2000年 億円

目

5,286,212

国内総生産（ＧＤＰ）

4,166千円

１人当りＧＤＰ
家計貯蓄率
現金給与総額伸び率
企 業 経
（前年比）

常

利

益

売上高経常利益率
総人口
労働人口比率
完全失業率
貿易収支
円・ドル相場
国内銀行貸出金利
一般政府財政バランス
（対ＧＤＰ比）
国債発行額
上記の内赤字国債
国債残高

年 度
2015年 億円

調査結果

5,317,681 １９９７年がピーク。その後、低下傾向となる。
２０１５年実質１.２％対前年比
4,191千円
１５年間程あまり変化なし。

6.8％

0.3％

0.9％

0.0％ １９７６年まで２ケタ伸び率。
ここ１５年間マイナスか０.数パーセント。
7.5％
前年比プラス・マイナスの繰り返し。

33.7％
3.0％
12,693万人

１９９５年まで２ケタ。その後減少し続ける。

5.4％ 歴史的に２～３％の推移
２０１４～２０１６年５％台を保っている。
12,711万人
今の所、あまり変動がない。

62.4％

59.6％

4.7％

3.4％

126,983億円

－8,862億円

107.79円

121.09円

2.11％

1.11％

－6.8％

－3.3％

330,040兆円

349,183兆円

218,659兆円

284,393兆円 プライマリーアンバランスを補うため、
赤字国債発行が続けられている。
兆円
年々増加傾向となっている。
8,054,182

兆円
3,675,547
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減少傾向に入っている。
減少しつつある。
序々に悪化傾向となっている。
円安の傾向になっている。
マイナス金利政策もあり利率低下が進んでいる。
財政のアンバランスが続いている。
赤字発行分を除く発行が国債償還分である。

No ４ 認定医療法人
浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

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、相続税の支払いや持分払戻など
により医業継続が困難になるようなことがなく、当該医療法人が引き続き地域医療の担い手として、
地域の方々へ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に、持分なし医療法人への移
行を国が認定する仕組みです。

「持分あり医療法人を経営される理事長の皆様、
こんなお悩みありませんか？」

<事例１>
医療法人を設立した際に、出資した理事長が高齢化し、長男が院長として診療所を切り盛りしてい
ます。出資は理事長が殆ど行っているため相続が発生した場合、相続税を納めて事業を継続してい
けるか心配です。
<事例２>
当初は診療所だけでしたが、医療法人を設立して今は病院を運営するまでになりました。法人の貸
借対照表を見ると、純資産が大きくなっており、相続が発生した場合事業を継続できるかどうか不
安です。

＊「持分あり医療法人」とは、出資金が相続財産になる法人です。
例えば、出資金1,000万円が相続財産評価で3億円になっている場合があります。

＊ 「持分なし医療法人」への移行を検討してみませんか？
今なら、3年間限定（平成29年10月1日から平成32年9月30日まで）の認定制度を活用すること
が出来ます。
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[相続税計算の具体例]
相続人が、出資持分3億円（出資額：1,000万円、利益剰余金：2億9,000万円）、
現預金1億円、不動産1億円、有価証券1億円、合計6億円を相続した場合
（法定相続人は1人とする）

[相続税計算]
課税遺産：6億円－(3,000万円＋600万円×1人)＝5億6,400万円
税額：5億6,400万円×50%－4,200万円＝２億4,000万円
相続税を納める為には、不動産を売却しないと納税できません。

[持分なしへ移行後の相続税]
課税遺産：3億円－(3,000万円＋600万円×1人)＝2億6,400万円
税額：2億6,400万円×45%－2,700万円＝9,180万円
不動産は持ち続け、有価証券を含め1億円以上残ります。
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No ５ 余命半年と宣告されたとき
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史

上記のような宣告を受けた時に受け取れる生命保険の特約があるのはご存知でしょうか？一度
は聞いたことがあるという先生方も多いと思いますが、いわゆる「リビングニーズ特約」といわ
れるものです。
この特約は多くの保険会社の生命保険に特約として付帯されており、「余命半年」と宣告され
た場合、加入中の生命保険の保険金の一部または全部を前倒しで受け取れるというものです。金
額については、各社まちまちですが、概ね保険金額以内最高3000万円という保険会社が多いよ
うです。（中には、保険金額の1/2までというところもあるようです）
この特約は、保険料は無料であり、受取の可否も選択できることから、付帯するデメリットは
なく、特に説明もなく加入時に付帯されていることも多いです。
また、個人で受け取る際は、医療保険の入院給付金と同じ扱いとなり全額非課税となることも
魅力的であり、必ず付帯しておいたほうがよい特約であると思います。まれに、担当者が付帯し
忘れていたとか、かなり以前に加入した生命保険ですとまだこの特約がなかったなどの場合があ
るので、一度確認されてもいいかもしれません。
とはいっても、やはり注意すべき点はいくつかあります。
リビングニーズ特約を使って、受け取る給付金は非課税であることは前述しましたが、仮に受
け取った資金が使いきれず一部が残ってしまった場合は、これがそっくり相続財産になってしま
うという点です。
例えば、法定相続人が3人の方で、保険金額3000万円の生命保険にご加入されていた方が、
全額リビングニーズ特約で受取り、そのうち1500万円を残して亡くなった場合、その1500万
円がそっくり相続財産になってしまい、課税されるケースも出てきます。ところが、リビング
ニーズ特約で1500万円を受け取り、残りの1500万円を死亡保険金として受け取った場合は、
生命保険の非課税枠が利用できるため、死亡保険金で受け取った1500万円は非課税となるわけ
です。
次にリビングニーズ特約の受取人についてです。一般的には被保険者が受取人となっているこ
とが多いのですが、法人契約の場合は受取人が契約者である法人になるものが多いようです。し
たがいまして、この場合法人で受け取った金額は、雑収入となり利益計上されますので課税対象
となってしまう恐れがありますので、注意が必要です。
また、この特約は保険の満期日より1年以内の時は請求ができなくなりますので、知っておく
といいかもしれません。
以上のように、生命保険について加入の時はもちろんですが、受け取りの時も確認・検討をさ
れたほうが良いのではないでしょうか。また、同じような保障内容であっても会社によって取り
扱いが変わってくる場合がありますので、一度ご確認をされてもいいかもしれません。
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No ６ 人材育成と助成金活用『人材開発支援助成金』
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、人材が確保できない、職員が定着しない、職員間のコミュニケーションがとれ
ないといった、職業能力以外の問題を多く耳に致します。教育の機会を設けて計画的かつ体系的な人材育成を行
うことは、優秀な人材の確保・定着、生産性の向上、スキルアップに効果的であるとともに、職場の活性化にも
つながると考えられます。

人材育成の目的
人材育成は業務に必要な知識や技能の習得と考えがちですが、職員の定着、職場の活性化ということで以下
のような目的も考えられます。
①職場風土や秩序の維持 ②職員との信頼関係の維持 ③職員のキャリアアップの後押し
④職場内のコミュニケーション、チームワークの維持 ⑤職務に必要な能力や技能の習得
以上のような目的をもって職員教育を実施することは、職員のキャリアアップを図るだけでなく、職場環境
の充実や仕事をする上でのモチベーション向上につながります。

しかし、人材育成のための研修等にかかる費用は大きな負担になります。次の助成金を活用して人材の育成
に取り組まれてはいかがでしょうか。

『人材開発支援助成金』一般訓練コース
正規雇用の雇用保険被保険者に対して、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に、20
時間以上のOFF-JTによる訓練を実施した場合に活用できます。
<訓練計画提出までに行うこと>
・職業能力開発推進者の選任
・事業内職業能力開発計画の策定
【手続きの流れ】
①訓練計画を作成して都道府県労働局に提出します。（訓練開始日から起算して1ヵ月前までに）
②訓練計画に基づき職業訓練を実施します。
③訓練終了後、都道府県労働局に支給申請書を提出します。（訓練終了日の翌日から2ヵ月以内）
【助成額・助成率】
①賃金助成
1人1時間あたり380円 但し所定労働時間外・休日（振替休日除く）に実施した訓練は助成対象外
②経費助成
受講料等の30％ 但し1人1年度７万円が上限（20時間以上100時間未満の訓練の場合）

※上記は中小企業事業主が対象になります。
中小企業事業主：資本金を持たない個人、医療法人等は常時雇用する労働者数100人以下
上記の他にも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。
【特別育成訓練コース】はパートタイマーや有期契約等の正規雇用労働者以外の職員の訓練に対する助成金に
なります。こちらは中小企業事業主以外も活用できます。
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医療リスクマネジメントシリーズ

第1回

No ７ 薬剤の疑義照会に関連した事例
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

日本医療機能評価機構より公表された「医療事故情報収集等事業 第50回報告書」分析のテーマより「薬剤の疑義照
会に関連した事例」についてご紹介します。（一部抜粋・要約）

医療事故情報収集等事業 第50回 報告書
報告期間
2017年4月～6月

分析テーマ

医療事故情報収集・分析・提供事業
報告義務対象医療機関

✓

276

報告件数

施設

890
件

薬剤の疑義照会に関連した事例
 胸腔ドレーンバッグの管理に関連した事例
 検査台からの転落に関連した事例

薬剤の疑義照会に関連した事例
報告件数

57件

2014年1月～2017年6月

 疑義照会を行うべきところ行わなかった事例：50件
＜処方箋の種類＞院内処方：32件、院外処方：17件、不明：1件
 疑義照会を行ったが、何らかの要因で処方・指示が修正されなかった事例：7件
＜処方箋の種類＞院内処方： 6件、院外処方： 1件
疑義照会を行なったが、その後処方・指示が修正されなかった事例

事
例
の
内
容

背
景

・

要
因

改
善
策
ポ
イ
ン
ト
【出典】

⚫ 電子カルテシステム更新時に、内服処方オーダ方法を1日量処方から1回量処方へ変更を行った
⚫ 院外処方オーダ時に セルセプトカプセル250mg1回2CP、1日2回（1日4CP）と入力すべきとこ
ろ、 1回4CP、1日2回（1日8CP）と入力した
⚫ 薬歴管理を行っていた保険薬局から処方医師へ投与量の確認があり、正しい投与量へ変更され調剤
が行われたが、電子カルテの処方オーダ歴は変更されなかった
⚫ 患者が休日に緊急入院した際に、院外処方オーダを参考に処方オーダを行ったため、間違った投与
量（1回4CP、1日2回）を患者が内服した
⚫ 電子カルテシステム更新時に説明会を複数回開催していたが、内服処方オーダ方法の変更に関する
重要性を説明する時間は短く、周知が不十分であった可能性がある
⚫ 電子カルテ更新後、院外処方箋は、「1回1錠（1日3錠）」のように、1回量と1日量が明記されて
いる
⚫ 保険薬局からの疑義照会は、外来で処方した医師が直接対応している。疑義照会の内容を医師がカ
ルテに記載することになっているが、行われないこともある
⚫ 県下の病院で1回量処方オーダを行っている病院が少なく、医師にとっては入力間違いしやすい状況
にあった
 注意喚起の資料を作成し、1回量処方へ変更となった旨の周知を行うとともに、医師・看護師・薬剤
師に対して周知の徹底を図った
 処方オーダ入力後のオーダ確認画面において、最大投与量を超える旨の赤いアラートをRP※番号の
横に表示し、用量を変更しない限りオーダが確定ができないようにした ※recipe（処方箋）

➢ 疑義照会によって処方が修正された後、電子カルテの処方オーダ歴に反映されていないと、
次の処方で再び誤った処方がされてしまうため、処方オーダの修正は重要である
日本医療機能評価機構. “医療事故情報収集等事業第50回報告書.” http://www.med-safe.jp/pdf/report_50.pdf, （accessed:2018-4-3).

【お問い合わせ先】 SOMPOリスケアマネジメント（株） 医療・介護コンサルティング部
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TEL：03-3349-3501

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〉
北関東支社長
〈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

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

添田

宇都宮支店
宇都宮支店

浅野 友裕
井上 直人

ＢＳＡ 株式会社

代表取締役

中澤 宏紀

中央区銀座6-6-1（風月堂ﾋﾞﾙ5F）
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

荻原会計事務所

浅沼みらい税理士法人

株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

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

宇都宮市滝谷町10-1 TEL028-634-6776

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

山村 直紀

守

聡

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

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

１

第７１号 平成３０年５月発行

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

繁盛クリニック閉院

２

扶養の「103万円の壁」が150万円まで本当に大丈夫？

３

日本の経済財政の現状①

４

認定医療法人

５

余命半年と宣告されたとき

６

人材育成と助成金活用『人材開発支援助成金』

７

薬剤の疑義照会に関連した事例

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）

５月１７日（木）

１０時～１２時

６月２１日（木）

１０時～１２時

７月１９日（木）

１０時～１２時

５月１７日（木）

１０時～１２時

６月２１日（木）

１０時～１２時

７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

