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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 税務調査手続き対応

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２ 消費税率10%への引上げ前の「特例」とは…

医業経営 日本の経済シリーズ ３ 日本の中小企業の現状③

法律・行政 認定医療法人制度 ４ 関係事業者との取引報告制度

保険・金融 生命保険と税金 ５ 生命保険における「実質返戻率」って何？

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 人材（組織）強化のポイント

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３回

食物アレルギーが影響する薬剤の投与に関連した事例



【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

１１月１５日（木） １０時～１２時 １１月１５日（木） １０時～１２時

１２月２０日（木） １０時～１２時 １２月２０日（木） １０時～１２時

１月１７日（木） １０時～１２時 １月１７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

事業承継のキソの基礎
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

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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済

済

済

済

済



１．国税通則法の改正

今回５年前に改正された国税通則法は、税務調査においてわれわれ国民に、大きな希望と国民主権

が表現された改正となり、従来の税務実務を大きく変える契機となりました。現在これが習慣として、

我々税務行政に実施される時世になってきた次第です。

今までこれら規定の多くは課税庁の内部の運営方針として運用されていましたが、今般法律になっ

たことにより、国民、納税者の納得できないあいまい部分を、確実な規定として恣意性のない公平な

税務行政が可能となったことです。

その典型例が、課税庁に明確な説明責任が要求されることになったことです。税務調査の実務は、

課税庁の都合で実施されたことが多々あったと思うのですが、これからの税務の運用は、公平にそし

て課税庁と対等に向き合えることになったといえるでしょう。

税金は、かつては戦費調達のために制度として国民の義務として創設された経緯がある。それはひ

いては経済にも波及する重大な歴史も含んでいる。

税務問題は、国民の代表者で構成する国会で成立した法律に根拠がなければならない（租税法律主

義）。それにより国家の恣意的な課税から国民が庇護される。

本来戦費調達の租税は、戦争に行く兵隊皆々様の応援歌でありました。税金はとられるものでなく、

我が国を守ってくれる大切な浄財なのです。

税務行政は公平に行われることを本旨とします。脱税、租税回避はあってはならないのであります。

そのためには税務調査の実効ある実施が望まれます。しかしそこに課税庁の都合の良いやり方で、調

査範囲、課税標準、納税額の確定等は厳粛に行われてこそ国民は納得することと思います。税務行政

はより多くの税収を上げることでなく、いかに納税意欲を高めるかにかかっています。

２．任意税務調査

税務調査と言われると、ほとんどの人が嬉しいという人はいないと思います。真面目にしっかり

やっているつもりでも、完全と言えないこともあり、何かミスがなければいいがと考えるのではない

のか。

まして税務職員が来て思いもよらないことを質問されたり、引き出しを見させていただきたいとか、

金庫を開けてくださいとか、現在の現金在り高はいくらですか、金種別に書き出してくださいとか、

出面帖を拝見したいとか、その他証拠書類を見せてくれと言われるたびにストレスがたまる。

本来任意調査なのだから、納税者の許可がなければ、もしくは意に添わなければ資料等の開示は理

由があれば拒否できるし、税務官庁の言いなりになる必要はない。しかし善良なる国民は、歴史的に

封建社会の士農工商の歴史を経験しており、官公庁の権力を持った存在に圧倒される人のほうが多い

のではないのか。

No １ 税務調査手続き対応

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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これらは国民の納得をベースにした租税法律主義の精神を忘却した租税法が求めている理想とは相

いれないものである。納税者の協力がないと満足な税務調査が行われないことが予想されるので、形

は任意でも、事実上強制に近いこともまかり通るのも事実である。その典型が、反面調査と称して、

納税者の言質行為を確証するため、納税者の取引先に、税務官庁の都合で勝手に事実関係を調べに行

くことである。後日取引相手先から、クレームが来て事業者の商取引に重大な損害を与えることがあ

る。

こんな不満がある中、平成２２年税制大綱で税務調査における納税者の権利を明記する「納税者権

利憲章」の制定に言及した。翌平成２３年税制改正において納税者権利憲章を策定し、税務調査手続

き明確化、更正の請求期間の延長、処分の理由付記の実施等の処置を講じることとした。

３．事前通知制度の法定化

調査を開始する日時、調査を行う場所、調査対象となる税目・機関・調査の対象となる帳簿書類そ

の他の物件等が事前に納税者に対して通知される制度が法定化されました。事前通知により、調査を

受ける側でも準備が明確になり、よりスムーズな調査協力ができることになった。同時に事前通知さ

れない項目についての調査は原則的に不可能となった。これまでも実務上の運用として行われていま

したが法定手続きとなったので、除外要件を満たさない限り、必ず実施されることになりました。

４．更正請求期間の延長

納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間が１年から５年に延長されま

した。同時に課税官庁による増額更正の期間も３年から５年に延長されました。

またこれまで当初の申告時に選択した場合にのみ認められ、当初申告時に選択しなかったものは認

められない「当初申告要件」の処置の一部について当初申告要件が撤廃され、更正の請求により、求

められる事項の範囲が拡大されました。

これまでは更正の請求期間が１年と短いため期間を過ぎてから過大申告過大納税に気づいたときは、

「嘆願書」という法的効力が何もない書面を税務署に提出し、減額更正することをお願いする制度で

した。税務署はお願いを審査する義務も、さらに減額更正する義務もないことから、救済されない納

税者が多数いた。今回更正の請求期間延長で以上のような救われない納税者が一気に恩恵を受けるよ

うになった。

５．処分理由の拡大

これまで青色申告者に対する「特典」としてあった「処分理由の付記」が白色申告者にも拡大され

た。その反面青色申告者と白色申告者の一部に課されていた記帳義務がすべての白色申告者にも義務

化拡大された。これにより白色申告者は処分に対して、異議申し立てや審査請求するかどうかを、処

分理由を判断材料にすることができるようになりました。そして税務署は白色申告者に対する公正・

決定には理由を明示しなければならない負担が生じた。処分がこれまでより慎重にしなければならな

くなった。

今夏の国税通則法改正は納税者にとって恩恵ある改正となりました。
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～建物の請負工事契約などにはご留意ください～

Ｑ１．消費税率8%から10%への引上げは延期となっていますが、実際に引上げになるのはいつ

からでしょうか？

Ａ１．当初は、平成29年4月から10%に上がる予定でしたが、2年半延期されて、平成31年

10月から現行の「8%」から「10%」への消費税率の引上げとなります。ただし、今回の

引上げからは「軽減税率」が導入され、飲食料品などは8%のままとなります。

Ｑ２．平成31年10月から引上げということは、9月までに商品を販売したり、購入したものに

ついては、8%の消費税ということですね？

Ａ２．その通りです。

ここで、消費税率が適用される「販売時点」「購入時点」とは、「引渡し時」をいいま

す。注文時や契約日、代金の受領日(支払い時)などではないことにご留意ください。

ただし、これには一定の特例があります。税率改定時の「消費税の経過措置」と言われる特

例で、過去の引上げ時でも同様の特例がありました。

これは、「平成31年10月以降の引渡しでも、ある一定の条件を満たしていれば、引上げ

前の消費税率8%を適用する」という措置です。

この経過措置の中で代表的なものが、建物などの「請負工事の経過措置」です。

請負金額が大きくなればなるだけ、8%と10%の消費税率の差が総支払額に大きく影響

を及ぼしますので、注意を要します。

Ｑ３．「請負工事の経過措置」とはどういうものなのでしょうか？

Ａ３．診療所や住宅などの建物の請負工事について、どの時点の消費税率を適用するかという

と、原則は「引渡し時」です。契約日や代金の支払い日ではありません。

したがって、平成31年10月以降に診療所や住宅などの建物の引渡しを受けた場合、消費

税率は10%ということになります。

ただし、平成31年3月までに「契約を締結」すれば、たとえ引渡しが平成31年10月以

降になっても、消費税率は8%というのが、この「経過措置」の内容です(顧客に対して請

求書などに記載をして通知することとされています)。

逆に言えば、平成31年4月以降の契約であっても、引渡しが平成31年9月までに完了し

ていれば、もちろん消費税率は8%です。

Ｑ４．この経過措置にあたり、何か気をつけるべき点はありますか？

Ａ４．以下の点に注意が必要です。

①工事期間の延長

「経過措置を受けなくても、引渡しが平成31年9月までに完了していれば、消費税率は

8%」ですが、平成31年9月ギリギリの工期の場合、様々な事情で引渡しが10月以降に伸

びてしまって、8%分の消費税で済むと思っていた工事が、結果として10%分の消費税と

いうこともあるかも知れません。できれば、工期に余裕を持たせましょう。

No ２ 消費税率10%への引上げ前の「特例」とは…

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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②契約金（手付金）も最終的な「引渡し時ベース」で判断

経過措置の適用を過ぎた平成31年4月以降に契約した場合、「消費税率が10%に上がる前

にできるだけ工事代金を支払ってしまおう!!」と考えて、契約金や中間金を多額に支払ったと

しても、その契約金や中間金を支払った時の消費税率は関係ありません。

あくまでも「引渡し時」の消費税率が適用されます。

結果として、その工事の引渡しが、平成31年9月までに完了すれば「消費税率8%」、平成

31年10月以降になった場合には「消費税率10%」ということです（契約金や中間金は工事

の請負金額の一部です）。

③平成31年4月以降の工事の請負金額の増額

平成31年3月までに契約を締結した工事については、経過措置の適用により、消費税率が

8%となりますが、その後、平成31年4月以降に請負金額を増額した場合、当初契約の請負

金額を超える部分の金額については、10%の消費税率となります。

④建売住宅やマンションの購入

今までお話してきた「請負工事の経過措置」は、あくまで「建物の請負工事」であり、

「建物の譲渡（売買）」の話ではありません。ですから、例えば、「建売住宅を購入」する

場合には、「請負工事の経過措置」は適用できません。

ただし、この経過措置には、「建物の譲渡契約で、その建物の内装若しくは外装又は設備

の設置や構造について、注文に応じての工事ができる契約を含む」とされています。

したがって、建売住宅であっても、注文により、内外装等の模様替え等をした上で購入す

る契約を締結した場合には、その住宅が新築であれば、経過措置の適用を受けることができ

ます。

また、マンションの場合でも同様で、壁の色やドアの形状等について特別の注文を付すこ

とができるものについては、経過措置の適用を受けることができます。
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平成31年4月1日 平成31年10月1日

消費税率 8% 10%

引渡し

請負契約

引渡し

引渡し

引渡し

経過措置

（8%）

（8%）

（10%）

（8%）

引渡しが９月まで＝ 8％

引渡しが10月まで＝ 10％

引渡しが10月以降であるが、

3月中に請負契約を締結

＝ 8％

請負契約

請負契約

請負契約
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No ３ 日本の中小企業の現状③

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は日本経済の課題について考察します。

Ⅰ 日本の国力の推移について

国内総生産（ＧＤＰ）は年々低下傾向にあり、実質成長率は１％を割っている状況であり、ほと

んど成長率は停滞しており、毎年現状維持のままとなっている。従って国民１人当りのＧＤＰもあ

まり変化していない。

貿易収支も改善されず、むしろ悪化傾向が続いている。

租税収入については特に法人税の税収が過去最高を記録した３６兆時代と比べ、現在は約半分の

1７～１８兆円に止まっている。

日本の場合、世界でも類を見ない一気の成長を辿ってきた経緯があり、総人口についても同様で

ある。人口の減少は経済力を弱め、国力を低下させてしまう要因となっている。

Ⅱ 労働者の厚生傾向について

昭和５０年位までは高度経済成長期もあって労働者の給与については毎年２ケタの伸び率を示し

ていたがここにきて毎年０％程度となっており、生活に豊かさが感じ取れない。

また、家計貯蓄は減少傾向になってきている。高齢者などは預金を引きだし、生活に充当してい

ると思われる。労働人口も減少しており、人手不足の状況が続いている。反面、高齢者人口は今後

増加の一途を辿ることになる。

Ⅲ 国民の生活について

労働者については実質可処分所得の水準が生活に影響してくる。高齢者については年金水準が特

に影響することになる。子供については特に教育が大きな問題となる。

労働者の就業形態は、日本の場合正規社員と非正規社員の割合が昨今逆転し、非正規社員の割合

が高い比率を占める時代に突入した。先に述べたとおり家計貯蓄率は減少し、実質可処分所得は減

少傾向にあり、高齢者の年金も上がらずの状況を見ると決して国民生活は豊かになったとは言いが

たい現状である。

Ⅳ 財政の均衡について

上記Ⅰの国力の低下もあり、政府の政策も経済成長を実現するためいろいろな景気刺激策を打っ

てきているが、期待どおりの成果が上がらない。従って政府財政バランスを図れず、赤字国債の発

行により国債残高が大きく伸長している。本年度も１００兆円を超える国家予算が策定された。

Ⅴ 今後の経済活性化のシナリオについて

租税収入の減少を止め、安定化を図るために平成３１年１０月より消費税が現状の８％から

１０％へ引き上げることが１０月１５日に発表された。２％の引き上げにより、私の試算では４兆

４０００億円の収入増加が実現できることになる。
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また、労働者人口の減少により、国内総生産（ＧＤＰ）の減少が考えられることから第４次産

業革命により、１人当り労働生産性の向上を図ることとしている。ＩＴ・人工知能・ロボットを

活用することを期待している。これにより労働の効率性、省力化を実現するものである。

例えば買物の現金決済からカード決済としてレジの効率性を高める方策が一例である。キャッ

シュレス時代の到来です。今後高齢者等の社会保障費は必然的に多額な国家予算が必要となる。

Ⅵ おわりに

日本の国力や経済力そして人口動態、国民生活、勤労所得等について上述のとおり傾向を見て

きました。

かつての高度経済成長期は再度出現する状況ではないと感じています。人口の減少とは真に恐

しいものであると認識しています。

無理矢理、諸々のギャップを埋めようしても障害が発生し、スムーズに行きません。

今後は全体均衡の基で安心な社会を形成してゆくことが大切であると思われます。世界の先進

諸国においても日本と同様な悩みをかかえていると思われます。但し、日本の場合には世界に類

を見ないスピード成長と衰退が特徴と言えるでしょう。それゆえ将来は増々安心な社会の実現を

強く念願しています。
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No 4 関係事業者との取引報告制度

浅沼みらい税理士法人北関東支社長 山村直紀

平成２９年4月2日以降に開始する会計年度から関係事業者との取引報告制度が開始しました。

医療法人は毎会計年度終了後３カ月以内に決算届を都道府県に提出する事が義務付けられています

が、この決算届に関係事業者との取引の状況に関する報告書を添付することとなりました。

この関係事業者との取引報告制度とは、医療法人と関係事業者との関係の透明化・適正化が重要

で あるという観点から毎年度都道府県知事に報告するという趣旨です。

関係事業者との取引の状況に関する報告書について

・関係事業者とは

関係事業者とは、その医療法人と一定金額以上の各種取引を行う者のことで、対象となる

のは以下のような個人・法人です。

１．医療法人の役員またはその近親者(配偶者又は二親等内の親族)

２．医療法人の役員またはその近親者が代表者である法人

３．医療法人の役員またはその近親者が議決権の過半数を占めている法人

４．他の法人の役員が医療法人の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人

５．３の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く)の議決権の過半数を占めている場合にお

ける他の法人

・医療法人と行う取引とは

上記関係事業者に該当する個人・法人と行う取引のうち、以下のような一定の取引です。

１．事業収益又は事業費用の額が1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度におけ

る事業収益の総額又は事業費用の総額の10％以上を占める取引

２．事業外収益または事業外費用の額が1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度

における事業外収益又は事業外費用の総額の10％以上を占める取引

３．特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引

４．資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1％以上を

占め、かつ1千万円を超える残高になる取引

５．資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、

かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1％以上を占める取引

なお、上記要件に該当がない場合においても、この関係事業者との取引の状況に関する報告書は

決算届に添付することとなっております。

これから決算届を提出する医療法人、これから決算を迎える医療法人の皆様はご留意いただけれ

ばと思います。



No 5 生命保険における「実質返戻率」って何？

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 浅野友裕

-12-

生命保険の加入を検討する際に、担当者から「実質返戻率」という言葉を聞いたことがありま

せんか。貯蓄性がある商品で、保険料払込時に「全額損金」あるいは「1/2損金」などで経理処

理ができる保険の提案の際に出てくる言葉です。

これは、加入した保険を途中解約した場合、それまでの払込保険料総額に税効果を考慮して実

質保険料負担額というものを算出し、これに対して解約返戻金の率を計算するものです。全額損

金などの保険の場合、保険料を経費（損金）で支払うことより法人税などが軽減されるので、そ

の分を保険料から差し引き、払込年数をかけて実質負担額として、解約返戻金をこの実質負担額

で割り、算出される率をいいます。といいましても、わかりにくいと思いますので、仮に下記の

ような保険に加入した場合で説明いたします。

年払保険料100万円、10年後払込総額1,000万円、10年後 解約返戻金850万円

経理処理としては、全額損金扱い 法人税等実効税率30％（医療法人の場合はこれより低くな

りますが、わかりやすいように30％としました）

以上を例として計算してみます。

①10年後の単純返戻率

解約返戻金850万円÷払込総額1,000万円＝85％

②この時の実質返戻率

年払い100万円の保険料に対し、税軽減額は100万円×(実効税率)30％＝30万円

これによる保険料の実質負担額は、保険料100万円―税軽減額30万円＝70万円

10年間の合計実質負担額 70万円×10年＝700万円

解約返戻金850万円÷実質負担額合計700万円＝121.4％（実質返戻率）

いかがでしょうか？これだけを見ると高い運用益になるような感じを受けませんか？

この「実質返戻率」だけしか見なかったら、払った金額の約1.2倍になって戻ってくると勘違

いしてしまいます。また、この実質返戻率のみを強調する保険営業職員もいます。

上記の例などは、間違ったことを言っているわけではありませんが、下記のような注意が必要

です。

①この実質返戻率の考え方は、保険料を支払うときには税金を考慮した「税引き後」で表して

いるのに、解約時における税金は考慮されていない「税引き前」の解約返戻金という異なった条

件で率が計算されているという点です。従いまして、通常時に解約をするとその年に解約返戻金

が全額利益になり、結局は課税されてしまうので解約返戻金が全額手元に残るわけではないとい

うことです。これはどういうことかといいますと、解約時の対策を先に考えておかないと、単な

る利益の繰り延べになってしまうということになります。ただし、将来万が一赤字になった時、

あるいは役員退職金支払い時にこの解約返戻金を充てることができれば、単なる利益の繰り延べ

にならずに大きな効果を得ることができます。
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② 実効税率で使われる数値は、申告所得800万円超の法人であるということです。経営され

ている法人も生き物です。長い間には、800万円を下回る利益の時もあるかもしれません。さ

らに、将来的な法人税率に関しては、国際競争力を考えると引き下げになっていくことも十分考

えられます。こういった点を鑑みますと、実質返戻率も、机上の数値になりかねないのです。

以上のことは、実質返戻率について注意をしていただきたいのであって、保険の損金性にメ

リットがないと言っているわけではありません。先生方の退職金をご準備される場合は、税引き

後で積み立てをするものに比べ、税引き前で積み立てられる保険商品の利用は税効果のメリット

を享受できる分有用であるといえます。

昨今、告知でご加入いただける、全額損金あるいは1/2損金の保険商品を各社その返戻率を

競って発売してきています。新聞などでもとりあげられており、その実質返戻率の高さで加入申

し込みが増えているようです。しかし、過度に実質返戻率の高さを強調し、商品ありきでの加入

は十分ご注意されたほうがいいかもしれません。あくまでも、将来（保険解約時等）を見据えて

の準備・保険選択をされたほうが良いのではないでしょうか？



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

No 6 人材（組織）強化のポイント
～効果につながる研修導入のポイント～
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最近、よくこのような相談を病医院の院長先生方や、事務長様から多く受けるようになって

きたように思われます。

①技術、知識的な教育は医師会様や看護協会、その他師業の方々の所属する諸団体で行わ

れている研修会や勉強会などで習得することが出来るのですが、②働く上での心構えや、

モチベーションの保ち方・仕事を通してどのようなキャリアステップを図っていきたいのか

……という点など今ひとつ、つかみとれないうえ、“責任ある仕事はなるべくしたくない

い”“リーダーなどは荷が重すぎる”という方が多くなりつつあり、『どう働いているス

タッフの方々に対し、啓発をしていったらいいのか悩んでいます』という声をよく聞くよう

になりました。

今回は上記②にある内容に対し、少しでも効果につながる研修導入のポイントをお伝えいた

します。

１ 外部で行われている研修と、病医院内で行う内部研修をうまく組み合わせると効果的

外部研修に出しているだけでは人は育っていきません

外部研修へ参加させる動機をお聞きすると a これは良いものだと思うものは参加しても

らっている、 b 希望があればほぼ許可をしている、 c 医療機関向けというもので、対象者が

いれば参加させる、などが大多数を占めているようです。しかしながら、研修は“行かせれば

それで人が育つ”というほど甘いものではないということはお分かりいただいているはずだと

思います。そうは言えども、多くの病医院内で研修などを実施することは到底時間的にも、人

員的にも難しい面があることも事実でしょう。ですからどうしても外部での研修参加の依存度

が高くなってしまうのも仕方ありません。又、どうしても１人、２人といった少人数での参加

しか出来ないため、個々のスキル習得にしかならず組織内への共有が乏しくなる傾向がありま

す。

このような状況に陥らないために外部研修と、内部研修のバランスをうまくとっていかなく

てはなりません。“人材強化のポイントは組織内にある”と言っても過言ではありません。

計画をしていく際には、外部で受けた研修などをいかに組織内研修に結びつけていくかとい

う点を見直してみてはいかがでしょうか。

２ 中途採用者の研修は自信を持たせてあげることが重要です

病医院の採用のほとんどが、中途採用である傾向が増えてきているのは事実でしょう。

新卒者は育てるまでに時間がかかると同時に、人手不足の昨今、職員である先輩方も教える

時間が無かったり、今の新人に教えるのが難しいといった理由が多くなってきているのも要因

の１つとなっているのです。

中途採用のメリットとしては“即戦力化”。前職である程度経験を積んできているので教育

にそれほど時間をかけなくても済む、といったところですが、こちらも離職率は低くありませ

ん。せっかく即戦力として入職されたスタッフに少しでも多く残っていただくためにも中途採

用研修は必要なのかもしれません。研修をする上で必要なのは、その病医院の特色や持ち味を

いかに分かりやすく伝えるかが重要なカギとなるでしょう。その理由としては、組織としての

取り組みや事情、何故このようなことを行うのかといった事をきちんと知っていただくことで

前職での思いを振り切り、新しい職場に慣れてもらうことにもつながるのです。

“何故やるのか、どうしてやるのか”それに伴いどのようなルール（仕組み）になっている

かをしっかりと伝えてあげることで不安な気持ちを少しでも取ってあげることがポイントとも

されております。



医療リスクマネジメントシリーズ 第３回

No 7 食物アレルギーが影響する薬剤の投与に関連した事例

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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医療事故情報収集等事業第51回報告書分析テーマより今回は「食物アレルギーが影響する薬剤の

投与に関連した事例」についてご紹介します。医療用医薬品は、有効成分だけでなく、添加物やカプ

セルの原料など様々な成分を含有しています。それらの中には、食物由来の成分が含まれていること

があり、食物アレルギーのある患者へ投与すると、アナフィラキシー症状を起こす可能性があります。

（一部抜粋・要約）

薬剤に含まれている
食物由来の成分

販売名 主な薬効

「禁忌」に記載

牛乳 タンナルビン 整腸剤または止しゃ剤

ラックビーR散 整腸剤

ガゼイン
※牛乳に含まれる蛋白

質の一つ

●エンシュア・リキッド 経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用液

アミノレバンEN配合散 肝不全用経口栄養剤

卵白 ムコゾーム点眼液0.5％ 消炎酵素点眼剤

リフラップ軟膏5％ 皮膚潰瘍治療剤

卵 サイビスクディスポ関節注2mL ヒアルロン酸ナトリウム架
橋体製剤

ゼラチン エスクレ坐薬「150」/
「500」

催眠鎮静剤

食物アレルギーのある患者に投与する際に注意が必要な薬剤の一部

報告件数

報告件数3件

2012年1月～2017年９月
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⚫ 患者は気管挿管され、鎮静中であった。経腸栄養剤（エンシュア）を投与したところ、開

始15分ほどでSpO2が63％、血圧50mmHg台に低下した

⚫ ジャクソンリースで換気し、胃内容物を吸引、昇圧剤を投与して、速やかに血圧上昇、

SpO2は回復した

⚫ 母親に問診を行ったところ、牛乳アレルギーがあることがわかった

⚫ エンシュアにはガゼイン蛋白が多く含まれることから、牛乳アレルギーによる、アナフィ

ラキシーショックが疑われた

⚫ 電子カルテには前回入院時に記載した、卵アレルギー・牛乳アレルギーの登録があった

◆患者基本情報のアレルギーに登録すると、電子カルテに表示され一目でアレルギーがわか

るようになっている

◆医師と看護師は、エンシュアの中にガゼイン蛋白が含まれていることを知らなかった

◆患者基本情報にアレルギーは入力されているものの、処方箋には反映されないため薬剤部

では確認できない

◆患者基本情報に薬剤アレルギーを入力すると、薬剤マスタと連動して、アレルギーのある

薬剤がオーダされた際に警告が出て入力できないシステムになっている。しかし一部の薬

剤であり、エンシュアは登録されていなかった

◆食事に関する食物アレルギーは、患者よりアレルギー情報を入手した場合は栄養課に連絡

を行い、全例において給食オーダに入力するシステムになっているが、エンシュアは薬剤

となっているために、このシステムではチェックできなかった

➢ 患者情報と薬剤マスタに全ての薬剤を登録するのは現時点では困難のため、食物アレル

ギーに対する職員の認識を高める（緊急情報として職員全員にメールを発信して周知し

た）

➢ 患者基本情報と給食システムにおいては、食物アレルギーが入力されると自動的に栄養課

に伝わるシステムに改修した

事例の詳細

薬剤に含まれている成分を全て把握することは難しく、薬剤の食物に由来する成分の

データベース化と、処方時にシステムでチェックできる仕組みが望ましいです

事
例
の
内
容

背
景
要
因

改
善
策

【エンシュア・リキッド投与による食物アレルギーが出現した事例】

【出典】 日本医療機能評価機構. “医療事故情報収集等事業第51回報告書.” http://www.med-safe.jp/pdf/report_51.pdf

（accessed:2018-9-19).

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

＜社名変更のお知らせ＞2018年10月1日付で、当社は社名を 「ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社」に変更いたしました。

住所、電話番号、メールアドレス等に変更はありません。引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

【旧社名：SOMPOリスケアマネジメント株式会社】

http://www.med-safe.jp/pdf/report_51.pdf


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）
TEL028-650-4700

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（ ﾒｯﾄﾗｲﾌﾋﾞﾙ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７３号 平成３０年１１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 税務調査手続き対応

２ 消費税率10％への引上げ前の「特例」とは…

３ 日本の中小企業の現状③

４ 関係事業者との取引報告制度

５ 生命保険における「実質返戻率」って何？

６ 人材（組織）強化のポイント

7
医療リスクマネジメントシリーズ 第3回

食物アレルギーが影響する薬剤の投与に関連した事例



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

１１月１５日（木） １０時～１２時

１２月２０日（木） １０時～１２時

１月１７日（木） １０時～１２時

１１月１５日（木） １０時～１２時

１２月２０日（木） １０時～１２時

１月１７日（木） １０時～１２時


