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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

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

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

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。

http://www.jp-tms.com/

◆ よろず相談窓口

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

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。

◆ 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

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

◆ バックナンバーのご紹介

◆ ドクターのための

『 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

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。

ご存知ですか？ ご自分の生命保険

ジ ャ ン ル 年 間 テーマ Ｎｏ タ イ ト ル

医業経営 病院・診療所の身近な税務 １ 使途秘匿金、使途不明金と商品券

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２ 新しい認定医療法人制度について

医業経営 日本の経済シリーズ ３ 日本の経済財政の現状②

法律・行政 認定医療法人制度 - ※今月号はＮｏ２（税務・会計）と併せて掲載

保険・金融 生命保険と税金 ４ 「就業不能保険」－もしも働けなくなったら

人事・接遇 人事・接遇マナー ５ 組織内スタッフへの対処法

医療安全 医療安全とヒューマンエラー ６
医療リスクマネジメントシリーズ 第２回

診察台からの転落に関連した事例



【お問合せ先】 承継相談窓口 担当：大島・半田
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８

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

「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。

コンサルタントと相談会日時

※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。

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。

『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
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コンサルタント

承継相談窓口

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

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

会場

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

日時

９月２０日（木） １０時～１２時 ９月２０日（木） １０時～１２時

１０月１８日（木） １０時～１２時 １０月１８日（木） １０時～１２時

１１月１５日（木） １０時～１２時 １１月１５日（木） １０時～１２時



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・・・

★ 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。

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。

◆ 「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？

★ 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。
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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。

地区 回目 タイトル 日時 場所

宇都宮市

第１回

新入社員・中途入社職員向け基礎マナー研修
2018年5月18日（金）

午前10時～午後4時
コンセーレ

宇都宮市駒生

1丁目1番6号

028-624-1417講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

第2回

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
ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町

492番地1

028-643-5555講師 浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

第３回

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

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町

492番地1

028-643-5555講師
ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

第４回

クレーム対応強化研修

～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～

2018年9月20日（木）

午後2時～3時30分

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町

492番地1

028-643-5555講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

第５回

経営者の取るべき６つの要件
2018年11月16日（金）

午後7時～8時30分
ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町

492番地1

028-643-5555講師 荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

第６回

医療者が知っておきたい裁判事例
2019年1月16日（水）

午後7時～8時30分

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町

492番地1

028-643-5555講師 ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社
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【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 ＊以外 参加費無料）

済

済

済



【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！ 定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

地区 回目 タイトル 日時 場所

大田原市

第１回

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

2018年

9月27日（木）

午前10時30分

～12時30分

トコトコ大田原

大田原市

中央

１－３－１５

(0287)

47-7003

講師 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

第２回

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？

2018年

10月4日（木）

午前10時30分

～12時30分

講師 浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

第３回

「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

2018年

10月11日（木）

午前10時30分

～12時30分

講師 浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川村 浩

第４回

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

2018年

10月18日（木）

午前10時30分

～12時30分

講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

第５回

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！

2018年

10月25日（木）

午前10時30分

～12時30分

講師 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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＜使途秘匿金、使途不明金と商品券＞

Ⅰ 商品券贈答

ある税務申告会社の税務調査があり上記題名の商品券の扱いについて、５か月間の税務当局と、私

共の税務論議になり、やっと解決しました。

税務調査官が税務調査に来社した。前回より約５年ぶりの調査である。前回の調査では消費税の扱

いにつき見解の相違があったが、何の事なきもなく終了した。

今回の税務調査は「商品券」の扱いにつき大きな意見の違いが生じ、調査期間が無為に長期にわ

たった。論点は相手に盆暮れに、関係ある部署、関りある人に商品券を贈ったことから始まる。

相手先は、公共団体の長だったり、工事注文会社の責任者であったり、又はその会社の部課長、担

当者に、工事がスムーズにいくようにと、商品券を渡したり、デパートより送ったりしたものである。

当初、税務署は感覚的には、これらは「使途秘匿金」にあたるのではと問いかけてきたのです。使

途秘匿金になるか、使途不明金になるかでは税務上大きな税額の差になる。

もし使途秘匿金１０００と判定されると、税額は実効税率３０％とすると法人税３００に、さらに

使途秘匿金上乗せ課税４０％の４００が加算され、さらに仮装、隠蔽と認定されると３５％の罰金刑

２４５が追加になる。１０００の使途秘匿金の追加税額は計９４５になり、漏らした１０００にほぼ

匹敵する税額になってしまう。

一方、使途不明金と判断されると交際接待費損金不算入の３００の税金と過少申告加算金１０％の

１００とで４００の税金で済む。

Ⅱ 使途不明金と使途秘匿金

「使途不明金」とは、交際費、機密費、接待費等の名目で、領収書等によって支出額や、支払先は

わかっているものの、その目的が明らかでない支出を言います。その支出が本当に会社の事業運営に

必要な支出なのか、支出の目的、効用、用途について確認が取れない支出です。使途不明金は、支出

の目的はわからないものの、支出した事実や金額はわかるため、交際費等の科目で処理されるのが一

般的です。税法上は損金不算入とされます。

「使途秘匿金」は法人が支出した金銭等のうち、相当の理由がなく、相手の氏名等、使いみちなど

が帳簿に記載していないものをいいます。これは支出に関する内容のすべてを他人に分からないよう

に隠している支出です。法人税法第６２条第２項には相手方の氏名等記載してなくても次の場合は認

められる。

１． 相手方の氏名等を帳簿に記載してないことに「相当の理由」があるもの

２． 資産の譲受その他の「取引の対価の支払いとして支出されるもの（当該取引の対価として

相当であるものと認められるものに限る。）であることが明らかなもの」

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

◆ ライフ・コンサルタント通信
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どのようなものが「相当の理由」なのかは法令上明らかでないが、一般的には交際費として社外

に支出されていることが明らかであり、申告法人の事業内容、支出の金額、接待の時期、方法等、接

待の態様、認容される他の交際費の金額、過年度の事績、同事業目的の法人と比較等からして、当法

人の事業の遂行上客観的に必要な接待と認められる以上はその費用は交際費として認容されるべきで

あり、接待の相手方を開示しないからと言って、決定的に交際費として否認されるものでないと東京

地裁昭和５１年判決で述べている。

Ⅲ 税務調査官との問答

以上のことから、今回の税務署担当官とのやり取りを記載してみますと

１．税務署は、領収書がないから交際費として認定することは難しく、使途秘匿金になる可能性が

あると主張するが、商品券を渡して、領収書をもらう習慣は、日本の商取引上、ビジネス的に

不可能だし,そのような慣行はない。本来商品券の価値は、世話になった人に、お礼として渡す

ものであり、儀礼的に領収書を下さいという使い方はしない。

２．今回領収書がない他の申告会社に署側は課税したのでその会社と均衡がとれないと主張。その

ような理由で課税するのは、殺人を犯した人は、その動機を配慮せず、すべて死刑に処すると

いう論理になり、権威主義的である。

３．私共が権威主義というなら、送った相手に確かに受け取ったか、その受領したことを確認しに

訪問する可能性もあるという。そうされたら当社の取引先との関係が悪くなり、現在の良好な

関係が損なわれ、今後の当社業績に影響する。今まで好業績で多額な税金を納付してきたが、

その保証は今後期待できなくなる。国税通則法に基づく質問検査権に限界もあるはずであり、

税法判例はそこまで要求してない。

４．前回の税務調査では、上記のような要求されてないのに、今回強く要求さるのは、行政手続法

上、行政指導違反にならないのか、フェアープレイ精神に反するのでないのか。等々７か条の

建議書を提出。それと粘り強い折衝のもと、税務署側は最後には税法の条文に従った妥当な判

断のもとに無事、使途秘匿金、並びに使途不明金にならず円満に収まった。

その最大の要因は、商品券の他は帳簿が、正規の簿記の原則、青色申告制度等に則り、正確、誠実

に、詳細に記してあり、他の非違事項もなかったことによる。代表者の性格も、税務行政に理解を示

す一般常識的な人柄であり、経理担当者もきちんと取引を嘘偽りなく記帳する担当者であり、そのよ

うな会社状況も多分に影響して、無事税務調査を終了することができた。税務調査が大局的、総合的

に判断された一例でありました。
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1.医療法人の出資持分とは…

「出資持分」とは、医療法人の財産に対して「出資の割合」に応じて財産の分配を受けられる権利

(財産権)をいいます。

この出資持分について、第5次医療法改正にて大きな変更がなされ、平成19年3月までは「持分あ

り医療法人」の設立ができましたが、それ以降は「持分なし医療法人」の設立のみとなりました。

「持分あり医療法人」では、「持分」に財産性があるため、出資者に相続が起こった場合には、そ

の時点での医療法人の出資評価を行い、相続税の課税対象となります。

つまり「持分あり医療法人」は「相続税のかかる医療法人」です。

これに対して「持分なし医療法人」では、「解散時には国や地方公共団体に財産が帰属…」という

定款になっており、「出資者に財産が払い戻される」という財産権が存在しないため、いくら法人に

蓄積した財産があろうと相続税の課税対象とはならず、「相続税のかからない医療法人」です。

それでは、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行できるかですが、定款を変更等

すれば可能です。

しかし、税法的には、「財産である持分」を放棄してしまい、医療法人に対して、その財産を「あ

げてしまった」ということになり、医療法人に「贈与税が課税」されることとなります。

この贈与税を「かからなくする」税法の規定もあるのですが、特定医療法人に準ずる要件(理事6

人・監事2人以上で親族は3分の1以下で構成 等々)など、非常に高いハードルとなっています。

2.「新しい認定医療法人制度」とは…

「認定医療法人」とは、「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」へ移行する「移行計画」に

ついて、厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です。平成26年10月よりスタートはしたのですが、

持分なしへ移行した際の上述した「医療法人への贈与税問題」があり、認定・移行はなかなか進まな

かったのが現状でした。そこで、平成29年10月からの3年間について、医療法人への贈与税が「か

からなくするハードル」を低くすることとなりました。

これが「新しい認定医療法人制度」であり、認定要件は次の4要件です。

1.「持分なし」への移行計画を社員総会において決議

2.移行計画が有効かつ適正(持分放棄の確実性や移行への取組みの実行性)

3.移行計画期間が3年以内

4.「運営に関する要件」が満たされること(今回からの新しい要件)

No ２ 新しい認定医療法人制度について

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
常務執行役員 川俣喜弘
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上記の4要件を具備して、

①認定制度の期間である平成32年9月末までに移行計画の認定を受ける

②計画認定より3年以内に持分なし医療法人へ移行する

③移行後6年間は、所定の事項を記載した報告書を提出し、運営要件の報告等を行う

ことがポイントとなります。

この際に最も注目を要する点が、認定要件のうちの「運営に関する要件」であり、具体的には次の

8項目で構成されています。
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<運営に関する要件>

1. 法人関係者(社員・理事・監事等及び一定の親族など)に対して特別の利益を与
えないこと

2. 役員(理事・監事)に対する報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や従業員の給与、
当該医療法人の経理等の事情を考慮して、不当に高額にならないような支給基準
を定めていること (役員については、勤務形態に応じたものであること)

3. 株式会社や特定の個人等に対し、特別の利益を与えないこと

4. 遊休財産額は、事業にかかる費用の額を超えないこと

5. 法令に違反する事実、帳簿書類に取引の隠ぺい又は仮装をして記載等をした事実、
その他公益に反する事実がないこと

6. 社会保険診療等(介護保険法の保険給付、助産、予防接種の一定の収入等を含む)
に係る収入金額が、全収入金額の80%を超えること

7. 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算され
ること

8. 医業収入が医業費用の150%以内であること



このうち、例えば「1.法人関係者に対して特別の利益を与えないこと」については、具体的には次

のような内容が掲げられています。

上記のうち、「1.医療法人の所有する財産を居住、担保その他私事に利用させること」とは、例え

ば「法人所有の車」については、次のような具体的な例が示されています。

(例) 理事長が法人の施設間を移動する際に、法人所有の自動車を利用。理事長は私事には自

己所有車を利用しており、法人所有の自動車は私事には利用していない。特別の利益供与

に当たるか。

↓

〇その利用が法人の業務として合理的であり，私事に利用しないのであれば、特別の利益供

与に当たらない。

〇審査や移行後の報告において、車の利用状況について説明を求める場合があるが、利用日、

利用時間、行先、目的及び移動距離などを記録した運行記録を作成するなど、法人の業務と

して利用したことを明確にし、速やかに回答できるよう準備しておくことが望ましい。
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<法人関係者に対しての特別の利益供与>

1. 医療法人の所有する財産を居住、担保その他私事に利用させること。

2. 医療法人の余裕金を法人関係者の行う事業に運用していること。

3. 他の従業員に比し有利な条件で、金銭の貸付けをすること。

4. 医療法人の所有する財産を無償又は著しく低い価額の対価で譲渡すること。

5. 法人関係者から金銭その他の財産を過大な利息又は賃借料で借り受けること。

6. 法人関係者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの
者から当該医療法人の事業目的の用に供するとは認められない財産を取得するこ
と。

7. 医療法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は他の
従業員に比し過大な給与等を支払うこと。

8. 法人関係者の債務への保証、弁済、免除又は引受け(当該医療法人の設立のた
めの財産の提供に伴う債務の引受けを除く)をすること。

9. 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、法人関係者
が行う物品の販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸等の事業に係る契約の相手
方となること。

10. 事業の遂行により供与する利益を主として、又は不公平な方法で与えること。



「法人所有の車」の他には、「各種会員権の利用」「社宅の貸与」などの例も挙がっています。

また、「9.契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、法人関係者が行う物品

の販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸等の事業に係る契約の相手方となること」では、法人関係

者や法人関係者の関与する法人との取引については、契約の相手方として選定した合理的な理由の説

明を要し、審査上、同業他社からの見積もりなどの説明資料を求めることがある、とされています。

次に例えば、「運営に関する要件」の「2」を取り上げますと、

「2.役員(理事・監事)に対する報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や従業員の給与、当該医療法人

の経理等の事情を考慮して、不当に高額にならないような支給基準を定めていること (役員について

は、勤務形態に応じたものであること)」

とあります。

「理事等の役員報酬」が「不当に高額にならないような支給基準」については、具体的には次のよ

うな例示がされています。

〇報酬額の参考の例として次が掲げられている。

① 医療経済実態調査(医療機関等調査)での職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等

② 特定医療法人の役員の報酬額(具体的には、1人につき年間3,600万円以内)

③ 人事院調査「民間企業における役員報酬(給与)調査」

〇ただし、医療法人の経理状況等を考慮して判断するが、収益額に比例して無制限に役員報

酬を認めるものではない。

〇役員としての一般的な業務に加え、更に報酬を与えることが妥当である勤務の状態であれ

ば、一般的な役員報酬への加算もあり得る。(例えば、医師である理事が日常の通常業務に

加え、更に夜間当直や休日当直などを恒常的に行っている場合 など)

持分なし医療法人へ移行した場合、医療法人に贈与税を「かからなくするハードル」は、以前に比

べて低くはなり、「理事6人・監事2人以上で親族は3分の1以下で構成」などの要件はなくなりまし

た。

しかし、新しく加わった「運営に関する要件」を中心に具体的な要件が様々示されており、認定医

療法人の検討にあたっては、これらをひとつひとつ確認をしていく必要があります。
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No ３ 日本の中小企業の現状②

田島会計事務所 所長 田島 隆雄
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２０１７年版中小企業白書が中小企業庁から発表された。

このデータを基に主要な現状を分析したい。

Ⅰ 中小企業の動向調査

２０１６年実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率四半期別速報３・４期は１％を割っている状態で減少

傾向が続く、倒産件数は２０１６年度小規模企業７３８６件、中規模企業１０５３件、大企業７件と

なり、依然として小規模企業の倒産が多い状況となる。

大企業の経常利益は１０兆円、中小企業は５．３兆円となる。

規模別企業数は２０１４年は小規模企業４１万社減の３２５万社、中規模企業２万社増の５６万社、

２００９年から２０１４年までに３９万社減少している。

２００９年から２０１２年までに開業３６万社廃業６２万社合わせて２６万社企業数が減少してい

る。ＯＥＣＤの２０１５年労働生産性を見ると加盟３５ヵ国の２２位、労働生産性の上昇率は２８位

の０．４％となっている。

中小企業の新規求人数は２００９年以降特に２９人以下の事業所の求人数が大幅に増加している。

給与額については中小企業が２０年間２７．５～２９．８万円、大企業が３３．８～３８．４万円で

あり、賃金格差は依然として解消されていない。

Ⅱ 中小企業のライフサイクル調査

開廃業率の国際比較では１５年ほどの間日本の開業率は５％程度、欧州諸国では１２～１４％位で

あり、非常に低い水準となっている。

起業する企業形態を見ると、全体で個人事業７６．４％、株式会社１８.２％となっている。

起業準備者が起業できない理由を見ると資金調達ができない、次に事業に必要な専門知識、ノウハ

ウ等の不足が挙げられている。

Ⅲ 事業承継の調査

事業の承継には経営（人）、資産、知的資産の３つの引継がある。

知的資産については経営理念、ノウハウ、顧客情報、特許等が存在する。

承継には親族内とそれ以外の承継に大別される。

経営者の交代は年間おおよそ３．５万件があり、社外交代が５０％超あり、親族内よりも多くなっ

ている。

後継者の選定状況を見ると中規模法人の後継者決定状況は４０％、小規模法人では４８％個人事業

者では４８％が決定済である。

後継者を誰にするかでは圧倒的に子供が多い。

個人保証については経営者保証が高く、９８％を占めている。

経営者に求められる資質、能力については専門知識、経営を担う覚悟、人間性となっている。経営

者の保有する株式の構成比は６６．２％、２代目３代目以降順次低減している。つまり、株式の分散

化が進行している。

事業の譲渡、売却、統合（Ｍ＆Ａ）の場合、譲渡先への希望として、従業員の雇用が６１．７％を

占めている。



Ⅳ 第４次産業革命への調査

ＩｏＴ、ビックデータ、ＡＩ（人工知能）、ロボット等（新技術）の革新があらゆる活動情報が

データ化され、ネットワークで連携できる。

この結果、大量生産・画一的サービスから個々のニーズに合わせた製品サービスのカスタマイズ

化が進んでゆき新たな付加価値の源泉はデータとなる。

ＡＩやロボットの活用により新たな価値がある業務が新たに生まれる可能性があり、予見が難し

い急激な産業構造の変化が起きる可能性もあり中小企業にとってもグローバルに成長するチャンス

になり得る。

新技術の活用については課題として技術ノウハウを持った人材の不足、自社の事業へのイメージ

がわかない、新技術について理解していない、必要なコスト負担が大きいを挙げている。

新技術活用の効果については業務の効率化し、コスト低減、売上増加、利益増加、人的ミスの削

減となっている。

Ⅴ 人材不足の調査

中小企業の人材不足は中核人材が４８．２％、労働人材が５２．６％と不足状況が続いている。

人材を必要とする事業は仕事量の増加２２．１％、従業者の高齢化２０．６％で慢性的人材不足

となっている。

人材不足の職場への影響については時間外労働の増加、能力開発育成時間の減少、メンタルヘル

スが悪化するとなっている。

平成１６年度正規従業員は１０７８万人、非正規従業員は１３６７万人となり、逆転現象が発生

している。

Ⅵ おわりに

平成３０年４月１日、中小企業の特例事業承継税制が施行された。中小企業のオーナー等の株主

持分（自社株）を後継者へ移転し事業の継続と雇用の確保、経済の成長を願って作られた税制であ

る。

創業者の自社株持分は生前贈与、相続を通じて納税を猶予するもので年間私見としては相続税

（贈与税含む）が約５０００億円歳入減となる見通しである。但し、平成３１年１０月には消費税

２％引上げがあり、４兆４０００億円ほどの増税となる見通しである。

今のところ医療法人の事業承継税制については使い勝手がいまいち不便であり、仲々助言がしに

くい状況である。

営利個人事業者、個人医療事業者については将来事業承継税制が確立されるだろうと考えている。

平成３０年度税制改正大綱（与党税制調査会）には第３検討事項５に個人事業者の事業承継に係

る税制上の措置について６には医療に係る消費税のあり方について総合的に検討すると明記されて

いる。
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No 4 「就業不能保険」―もしも働けなくなったら

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 井上直人
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「もしも病気やケガでしばらく働くことができなくなってしまったらどうしよう・・・？」

先生方も、ご自分のお知り合いが病気やケガをされたときに、ふとこのような思いを抱いたこ

とはございませんか。最近は生命保険会社各社が病気やケガで働けない時の対策の保険を販売し

ており、ＣＭや雑誌等で病気やケガで働けない状態（就業不能）の話題が多く取り上げられるよ

うになりました。今回はこの就業不能状態のリスク対策の一つの「就業不能保険」について解説

をさせていただきます。

「就業不能保険」とは長期間に及んで病気やけがで働けなくなった状態に陥った際に、「働け

ない間の収入減少」などのリスクに備える保険です。所定の就業不能状態に該当した場合には毎

月一定の給付金を受け取ることができますので、長期的な就業不能時の生活費や病医院の経営、

または治療費の対策に向いている保険です。所定の就業不能状態の中には各保険会社の基準とは

別に、「国民年金法の障害１級または２級に認定された場合」などの公的制度に連動した基準を

設ける生命保険会社もあります。一概に就業不能状態といっても各社それぞれ基準が異なります

ので、この点は確認が必要です。

また、多くの先生方にご加入いただいております、同じ病気やケガで働けない際に給付される

「所得補償保険」と比べると免責期間（給付開始までの日数）や保険期間は、長い傾向にありま

す。免責7日間が多い「所得補償保険」に対し、「就業不能保険」は30日、60日、180日など

です。保険期間は60歳、65歳、中には80歳までの保険会社もあります。「所得補償保険」よ

り保険会社から給付金を受け取り始めるまでには日数がかかる（免責期間が長い）が受け取り始

めると長く受け取れる（保険期間が長い）保険です。こういった特徴からもやはり長期的な就業

不能状態に備えた保険であることがご理解いただけると思います。

冒頭にもございますが、「もしも病気やケガでしばらく働くことができなくなってしまったら

どうしよう・・・？」この不安に対しての対策の一つが「所得補償保険」であり今回の「就業不

能保険」です。もしも病気やケガで働けない状態になった際に、一括で受け取るのではなく毎月

受け取れることによって、固定費や借入金の返済などの計画も立てやすくなるのではないでしょ

うか？もちろん毎月受け取れるのですから収入が減少した際の生活費等に充てていただくことも

可能です。

何かあった時のリスク対策の一つが保険ですが、先生方の事業計画やライフプランがあってこ

その保険ですので、より素晴らしい計画を描いていただければと思います。そのプランに対して

保険や投資信託などの金融商品をご加入いただき、どの商品がどこまで、いつまでカバーできて

いるのか？などを一覧にして確かめていただくとよろしいかもしれません。



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

No ５ 組織内スタッフへの対処法
～最近こんなスタッフが増えてきてしまっているようです～
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時代と共に患者様の要望も非常に自己中心的な内容が増えてきていると言われているようです

が、それと同じように働いているスタッフの方々にもこんな変化が見られる人が増えてきている

といった相談が最近多くなってきております。

いくつかの例をフィードバックさせていただきたいと思い、今回はそれらの事柄をお伝えいた

します。

質を落とさずに少しでも効率や効果を上げられるよう改善しようとすると、必ず反対する人。
又は“無理です”と考える前にキッパリと断ってくるのがこの人の特徴といえます。
このようなタイプの人の多くは、今までのやり方に満足しており、新しい事を取り入れること
で自身がまた１から覚えなくてはならないということに対し異常なほど反応するタイプです。

①《業務の改善や、仕事の流れを変えることを極端に嫌うタイプ》

時間はかかりますが、このようなスタッフに対しては“何故やるのか”“どうして改善

しなくてはならないのか”ということを具体的な例なども交え、納得していただくまで話

し合う必要があります。又、結果的には自分達にとっても作業での効率を計れるというこ

とをきちんと伝えていくことが重要なポイントとなるようです。

こんな人への対処法は……

前職での経験や自分の考え方に他の人より自信過剰な傾向が見られ、自分の考え方や、やり方、
進め方などをゴリ押しするといった所が随所に現われてきます。
よく出てくる言葉として“私はこうあるべきだと思います”“どう考えてもこれはおかしいの
ではないか”など先輩、上司にかかわらず、ストレートに物を言ってしまう傾向が見られます。

②《自信家タイプ ～こうあるべきだと思います～ とあるべき論を連発する人》

このような方々が最近少しずつ増えてきているという声をよく聞きます。このような

方々に対しての最も重要な対処法としては“即座に注意を促す”ということです。考えや、

発言そのものは決して間違っているものではありません。しかしながら、その物の言い方

や提案の仕方そのものが、相手に対し不快な思いをさせてしまうという事をきちんと伝え、

正しい組織の一員としてのコミュニケーションの取り方を学んでいただく必要があるで

しょう。

こんな人への対処法は……

聞いた話を大きくして撒き散らすタイプです。このタイプの特徴は、自分が聞いた話が職場の
中で広まっていったり、周りの人がそれを話題にしたりしている姿を見たり、感じたりするこ
とで満足に浸る傾向が強いと言われているそうです。少し厄介なタイプです。

➂《何でも言いふらすのがクセになっているスピーカータイプ》

このタイプの場合も即座の対処がポイントとなります。朝礼や申し送り時などに“こん

な話が出ているようですが、事実とは違います”キッパリと皆の前で伝えることが大切で

す。又聞いた話を安易に人に伝える危険性を同時に伝えることも忘れないで下さい。

クセですので何度でもやります。負けずにそのような対処を継続していくことで、少し

ずつ沈静化していくものだそうです。

こんな人への対処法は……



医療リスクマネジメントシリーズ 第２回

No 6 診察台からの転落に関連した事例

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
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＜背景・要因＞

◆血管内治療が終了し、病棟からの迎えを待っ

ている時間であった

◆看護師は医師が2名そばにいるので、離れて

も大丈夫だと思った

◆患者は治療中も体動があったため、不意に動

く危険性を予測し、危険回避の対策をとって

おくべきであった

◆看護師・医師間の連携がとれていなかった

＜事例の内容＞

⚫ アンギオ、血管内治療中、患者が嘔吐した為胃

管を挿入。患者は左上下肢の動きがあり、抑制

帯を使用していた

⚫ 止血終了時に多量の排便があり、オムツ交換時

に抑制帯を外した

⚫ 止血が終了し、看護師は医師2人が患者のそば

にいたため、記録をしようと患者のそばを離れ

た

⚫ 1人の医師は挿入した胃管の位置を確認するた

め、聴診器を取ろうと患者のそばを離れた時に、

突然患者に起き上がろうとする動作があり、も

う一人の医師が抑えようとしたが、抱えきれず

患者は検査台から転落した

⚫ ＣＴ検査を実施したが、脳内出血はなかった

＜背景・要因＞

◆ 透視台に移乗した際、すぐに胸腔ドレーン

を挿入する予定であり、挿入側である右側

の柵は外していた

◆ 看護師Bはそばを離れる際、患者を見ないで

位置を移動した

◆ 患者の入院時の意識レベルが200であり、

透視室でも患者の動きはなく、医療者全員

が患者が動くとは思わなかった

◆ 患者の安全確保のためのマジックベルト固

定帯など使用していなかった

◆ 病棟での胸腔ドレーンを挿入後、患者が起

き上がろうとした情報が、透視室で処置に

ついた看護師に伝達されていなかった

＜事例の内容＞

⚫ 患者は意識レベル200、酸素15Ｌにて

SpO297%、胸部X-Pの結果、右気胸が判明した

⚫ 病棟で胸腔ドレーンを挿入したが、肺虚脱の改善

なく、透視下で再挿入するため、透視室に移動。

透視台へ移乗した際、患者の動きはなく、意識レ

ベル200であった

⚫ 医師は患者の右側で器材を準備、看護師Aは頭部

側で器材を準備、看護師Bは医師の左側に立ち患

者を見ていたが、看護師Cが交代に来たため、看

護師Bは患者のそばを離れた

⚫ その時、患者が動き、高さ約75cmの透視台から

転落、患者は頭部と身体の左側を打撲し、胸腔ド

レーンが抜けた

⚫ 翌日のCTで外傷性くも膜下出血、軽度の脳挫傷

の所見をみとめた

誰も患者を見ていなかった事例

患者のそばにいたが支えきれなかった事例

報告件数：９件

報告期間：2012年1月～2017年6月

医療事故情報収集等事業第50回報告書の個別のテーマより、「検査台からの転落に関連した事例」
についてご紹介します。（一部抜粋・要約）



医療者の確認

➢ 意識障害のある患者は不意に動く危険があることを予測して、観察やケアを実施する
➢ 透視台は狭く患者が動くと転落する可能性があることを考えて行動する

検査室内の医療者の体制

➢ 重篤な患者のそばを離れない（複数報告あり）
➢ 透視台から離れず患者の身体に触れておき、患者が動いたときにすぐに対応できる体制を整える

医療者間の連携

➢ 患者から目を離さず、離れるときはお互いに声を掛け合い、コミュニケーションをとる(複数報
告あり）

➢ 医療者間で情報共有を行う（複数報告あり）
➢ 医療者間で役割の調整を行い、患者観察の役割交代の時は交代者がそばに来てから患者から離れ

る
➢ 安静を保てない患者や意識障害のある患者などの移動の際は、必要なスタッフが集まる前に患者

のそばを離れない

検査台

➢ 処置の直前まで柵は設置しておき、柵を外すときは患者の動きを必ず観察する
➢ 全患者に固定のためのバンドと検査中に足を動かして下方に移動しにくくするための膝枕を使用

する
➢ 透視室で内視鏡検査を行う場合は、体幹安全帯やアクリル側板を使用して転落防止に努める
➢ 病棟からの迎えやストレッチャー移動までに時間がある時は、患者に説明し抑制帯を使用する

【出典】 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:2017-11-24).

事例が発生した医療機関の主な改善策 ※上記事例以外も含む

【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 TEL：03-3349-3501
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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。

◆ 『よろず相談窓口』のご案内

医業経営ライフ・コンサルタントグループ
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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。

（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。

医業経営コンサルタントとは･･････

ＭＤＲＴとは･･････

Million Dollar Round Table (MDRT) は世界86の国と地域から約39,000人（2008年6月現在）の会員を有する、卓越した生命保

険と金融サービスの専門家による組織です。世界中の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで構成され、そのメンバーは卓越し

た商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと地域社会のリーダーとして、生命保

険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。

荻原会計事務所 税理士
〈医業経営コンサルタント〉 荻原英美 宇都宮市滝谷町10-1 TEL028-634-6776

浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士 浅沼孝男

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

田島会計事務所
税理士
〈医業経営コンサルタント〉 田島隆雄 鹿沼市上野町297-1 TEL0289-63-5858

関根公認会計士事務所 公認会計士 関根則次 宇都宮市塙田4-1-20 （舛屋第一ﾋﾞﾙ4F）
TEL028-627-3667

ＲＭＬ株式会社 代表取締役〈ＭＤＲＴ〉 清水英孝

小野博史

中央区銀座6-6-1（風月堂ﾋﾞﾙ5F）
TEL090-3223-0870

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

添田 守宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

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

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

中澤宏紀

株式会社 MMS 佐久間賢一代表取締役

〈医業経営コンサルタント〉
横浜市港北区新横浜3-8-11（KDX新横浜381ﾋﾞﾙ3F）
TEL045-478-3566

川俣喜弘
常務執行役員

〈医業経営コンサルタント〉

山村直紀

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険
株式会社

清水隆志ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ
〈MDRT〉

横浜市神奈川区金港町1-7（横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ15F）
TEL045-285-0515

有限会社ｴﾌｧ 宇都宮市滝谷町18-7   TEL028-639-1020

菊地理恵代表取締役

有限会社ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336田村康夫代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

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

株式会社ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

佐藤智子
取締役
社会保険労務士

代表取締役 安川 聡 横浜市緑区台村町326-1（ﾒﾙｸﾏｰﾙ敬愛1F）
TEL045-482-5358ｽｶｲﾗﾎﾞ株式会社

代表取締役ＢＳＡ株式会社

北関東支社長

〈医業経営コンサルタント〉

浅野友裕

井上直人

宇都宮支店

宇都宮支店



貴医院名：

ご担当者：

電話番号：

◆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。

◆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＞

（ ）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

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。

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で

取り上げてほしいテーマはございますか？

※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。

第７２号 平成３０年８月発行

「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。

よろず相談窓口

FAX ０２８－６２４－５９８８

（TEL 028-600-1171 直通）

担当：大島・半田

◆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。

アンケートご協力のお願い１

２

No タ イ ト ル

１ 使途秘匿金、使途不明金と商品券

２ 新しい認定医療法人制度について

３ 日本の経済財政の現状②

４ 「就業不能保険」ーもしも働けなくなったら

５ 組織内スタッフへの対処法

６ 診察台からの転落に関連した事例

ー



医療機関名：

氏名： （役職 ）

氏名： （役職 ） 参加予定人数 名

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

「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。

ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８

（ＴＥＬ 028-600-1171 直通）

承継相談窓口
担当（大島・半田）

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

【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

９月２０日（木） １０時～１２時

１０月１８日（木） １０時～１２時

１１月１５日（木） １０時～１２時

９月２０日（木） １０時～１２時

１０月１８日（木） １０時～１２時

１１月１５日（木） １０時～１２時


