
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第７４号 平成３１年２月 発行

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

◆ 『保険管理表作成サービス』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 農業と医業

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２
税制改正

教育資金の贈与・住宅ローン控除・ふるさと納税

医業経営 日本の経済シリーズ ３ 中小企業の育成と産業国家の確立④

法律・行政 認定医療法人制度 ４ 医療機器等の取得について

保険・金融 生命保険と税金 ５ 安心老後のためにお金にも働いてもらう ｐａｒｔ２

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 医療現場で成果に繋がった取り組み事例

医療安全 医療安全とヒューマンエラー ７
災害に備えましょう！
消防用設備や備蓄の医薬品等を点検していますか？



【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

２月１４日（木） １０時～１２時 ２月１４日（木） １０時～１２時

３月２０日（水） １０時～１２時 ３月２０日（水） １０時～１２時

４月１８日（木） １０時～１２時 ４月１８日（木） １０時～１２時



「保険管理表」作成サービスのご案内

「保険管理表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

単位︓万円 単位︓円

単位︓万円 単位︓円

○○ ○○様の加⼊保険管理表 注︓実 物は A３・A4 版となります

無制 限

　2,00 0

　1,00 0

　1,00 0

　5,00 0

　5,00 0

     0. 5

     2 0

連絡先

年間保険料

保険料

  払方補償額払込期間保険期間保険種類
受取人被保険者契約者契約日保険会社 証券 No.

電話番号
備　考

補償内容契約

損 

害 

保 

険

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H23/○○/○○

H25/○○/○○

H18/○○/○○

H25/○○/○○

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

○○○○○○

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○ 　

　　

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

　自動車

  火災保険

  地震保険

  火災 ( 家財 )

ゴルファー

ゴルファー

    医療

1 年

年02

1 年

1 年

3 年

3 年

終身

1 年

 １年

一時払

 １年

 １年

一時払

一時払

 50 歳

 １年

  月払

一時払

  年払

  年払

一時払

一時払

  月払

  月払

  9,200

       0

20,000

20,000

18,000

18,000

  7,000

  4,000

110,400

         0

  20,000

  20,000

  18,000

  18,000

  84,000

  48,000

30 歳未満不担保・人身傷害

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

 ⼊院 その他

死亡保障

死亡保障

 貯蓄

 貯蓄

 医療

 がん

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

H20/○○/○○

H22/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H21/○○/○○

H21/○○/○○

○○⽣命

○○⽣命

○○⽣命

○○⽣命

○○⽣命

○○⽣命

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

定期付終⾝

  定期

  養⽼

  学資

  医療

  がん

55 歳 / 終⾝

  20 年

  20 年

  15 年

   終⾝

  10 年

      65 歳

   20 年

   20 年

   15 年

   60 歳

   10 年

  5,000

  1,000

     300

ー

     100

ー

  1,000

     500

     200

ー

ー

ー

5 千 円 / ⽇

      ー

      ー

         ー

5 千 円 / ⽇

3 万 円 / ⽇

 三⼤疾病

 ⽣存給付

 育英資⾦

診断 300 万円

⽉払

⽉払

⽉払

⽉払

⽉払

⽉払

合計

 22,300

 13,000

 12,300

 10,000

   3,500

   3,700

64,800

 267,600

 156,000

 147,600

 120,000

   42,000

   44,400

777,600

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

契約⽇ 契約者 被保険者 加⼊
年齢 電話番号

連絡先
受取⼈保険会社 証券 No.契約 ⽬的

払込期間保険期間保険種類 災害 / 障害普通死亡 年間保険料  払⽅

保障内容 保険料

⽣ 

命 

保 

険

   ⾃動⾞ 1

   ⾃動⾞ 2

   ⾃動⾞ 3

   ⾃動⾞ 4

⽕災（建物 ）

地震（建物 ）

⽕災（家財 ）

地震（家財 ）

       傷害

       医療

   賠償責任

 ゴルファー

   所得補償

   介護費⽤

   積⽴保険

     その他

  ⾃動⾞

    ⽕災

    地震

    傷害

動産総合

賠償責任

個⼈情報

信⽤保証

    建設⼯事

       利益

デリバティブ

       貨物

     その他

     その他

     その他

     その他

1

1

1

1

1

1

損 害 保 険

個⼈ 事業
⽬的 件数 ⽬的 件数 ⽬的 件数 ⽬的 件数

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年⾦

      貯蓄

   その他

保険⾦合計

1

1

1

1

1 1

5,100 万

2 5,100 万

１万 円 / ⽇

3 万円 / ⽇

1,000 万

3 1,300 万

  300 万   100 万

1   100 万

⽣ 命 保 険

配偶者ご主⼈ ご家族 3ご家族 2ご家族 1
⽬的 件数 保険⾦額 ⽬的 件数 保険⾦額 ⽬的 件数 保険⾦額 ⽬的 件数 保険⾦額 ⽬的 件数 保険⾦額

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年⾦

      貯蓄

   その他

保険⾦合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年⾦

      貯蓄

   その他

保険⾦合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年⾦

      貯蓄

   その他

保険⾦合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年⾦

      貯蓄

   その他

保険⾦合計

加⼊漏れ保険種類が分かります 被保険者別トータル保障額が分かります 家財の地震保険が未加⼊です

年間の総保険料が分かります

重複加⼊が分かります更新漏れのチェックができます

保険種類・有効期間・払込期間が分かります ⼊院保険がどの保険に付加されているかが分かります

いざというとき、契約者以外の⽅でもすぐに連絡できます

☆ 事業契約・個人契約・ご家族の保険まで、保障額や毎月の保険料が、一目瞭然

☆ 特約・商品構成も把握でき、保険の重複加入が防げる

☆ どこの保険会社に請求すればよいかが明確になり、請求漏れを防げる

☆ 「もしも」のとき、家族が確認して請求しやすくなる

☆ 団体割引の適用ができているか確認できる

『団体割引』の活用とは？

栃木県医師会員の皆様は、加入している保険会社での団体割引が活用できます。

団体割引の適用を受けましょう！

【対象となる保険会社】

生命保険：日本生命・第一生命・住友生命・朝日生命・明治安田生命・三井生命・

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命・アフラック

損害保険：損保ジャパン日本興亜

何種類もの生命保険・損害保険や共済に加入されている先生方が多いと言われています。

これらの内容を一元管理することで、請求漏れを防いだり、重複加入をチェックすることが

可能となります。
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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」を開催し、好評のうちに終了いたしました。

２０１９年度も引き続き「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、次回のニュースで掲載いたします。

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リスク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

済

済



【経営パートナーのための医業経営塾】 〜 院⻑先⽣に、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・住⺠税の節約術〜
①所得税・住⺠税の節税術
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
〜苦情を宝として成⻑・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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日本農業の農産物自給力の減少、農業人口減少、農業年齢の高齢化、TPPの準備等の将来への農

業政策の不安から、農水省は、小規模個人農業から、集落営農、農事組合法人、そして株式会社への

近代経営促進へのかじ取りを急ぎ始めた。

当事務所は今いろいろな団体からのオファーにより、農業法人（農地適格所有法人）の設立事務が

増加している。このことと医業の現場の共通点と相違点を考えてみれば参考になることがあるのでは

ないのか考えてみた。

１．牛の農作業現場

私どもでの法人化のお手伝いする仕事の種類は様々です。畜産、水稲、野菜、飼料米、麦、穀物等

である。一時期、肉の値段が上がって畜産農家が好景気の時があった。その時、母牛から子供を産ま

せ、１０ヶ月間育てて子牛を売る繁殖牛を扱う事業者と、仔牛を購入して２年間育てて肥育する事業

者の法人化が忙しかった。今ではこの肥育の事業者は子牛を８０万円から１００万円で仕入れてきて

肥育して１0０万円から１５０万円くらいで２年たって売るのだが、その間の、肥料、餌代、薬品代、

電気代，人工手間代等を計算すると,ほとんど儲けなしで非常に苦しい経営を強いられている。

ちょっと多いところの肥育農家は３００頭の牛を管理するので３６５日休みなしで、さらに夜、牛

が病気で死んでしまうと１３０万円の収入が水の泡である。人間界では通夜、葬式に香典を払って義

務を果たせるが、そうはいかないのです。損害賠償請求するにも、自分自身のことなので請求先もな

い。燃料・重油代等は円の外貨高低に直接影響を受け安定的経営が保証されない。

母牛は仔牛が売りに出されると昼夜問わず約３週間悲しさのあまり泣きつづけることもある。人間

以上の感情があるのかもしれない。人間と違い理性で分かるものでないのだろう。また病気になると、

医学ほど治療が進んでないことと、牛はここが痛いと口が聞けないこともあり、難渋するのが辛いこ

とである。

肥育して売却するときに、A1～A5までの等級があり、A5が一番高い値が付く。サシと言って赤

身の肉に白い筋がバランスよく美しく入るのが、美味しくて味の良い特級の肉なのです。特級の肉に

は、飼料、食事、肥料、牛舎、音楽、監視その他の条件、環境が考えられるが、一番基礎的な要素は

遺伝である。良い肉が取れるには、その牛の父親、母親の資質が影響するが、母親の父（祖父、おじ

いちゃん）の血統が、一代飛ばして孫の牛に出て、良いサシの入った肉が取れ高額の売値になります

と、飼育している事業者が言っていたことも、なるほどと言って納得してしまった。

１０頭いる牛のうち大まかに、良い肉が取れるのは、７頭から８頭は血統の良い牛ですと言われ、

血筋は争えないとも言っていた。私どものお医者の家系でも鎌倉時代から代々続いているお医者がい

ますが、やっぱりそうなのだ。

税務的には医業５０００万円未満の収益に税法特例がありますが、牛の世界にも肉免特例があり売

却価額和牛１頭当たり１００万円円未満の市場での売り出しは利益があっても非課税処置がある。

しかし、１００万円未満での販売ではほとんど利益が出ず赤字だし、それでは経営はやっていけな

いので、この特例を使う業者は仔牛を産ませて売却する繁殖牛以外皆無に等しい。

さらに、日本農業の現状は世界 大の食糧輸入国で、農業経営従事者の減少、そして農業経営者の

なり手がいなく､日本農業の崩壊間近で､いろいろの手当が施され始めたのである。

No １ 農業と医業

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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２．スプレー菊農業現場

スプレー菊を栽培販売している農家の会計を請け負うことになった。５００坪くらいあるプレハブ

ハウスが６棟ある。１棟４千万～５千万円かかる。さらに採取した菊を１０本一束にする連続した工

程を持つ長さ２０メートルの機械が１千万円する。５００坪の土地の土の部分はパイプが施設され､

そのパイプを通して､地面に水と､菊のための栄養素が送り込まれ、さらに天井には湿度調整の霧噴射

装置が設置され､温度管理のための天井自動開閉装置があり、菊に病気が起きないように消毒装置が

機械的に作動する殺菌装置もある。

このような建物と機械群で３億５千万円位の投資金額が必要になるから､お医者の先生が土地を購

入して､診療所兼自宅を建てるのと同じくらいの資金を要する。

借り入れについてはお医者さんに有利な借り入れ制度があるように、農地適格所有法人で、認定農

業者になると低金利あるいは利子補給又は無利子の期間のあるL資金が使える場合がある。

３．トマト水耕栽培現場

トマト農家に行っても上記記事と同じように、大きな２町歩くらいあるようなハウスにおいて水耕

栽培が行われている。５メートルくらいの高さのトマトの茎が延々と、隙間なく続くハウス内は迷路

のような広さである。温度、湿度、栄養、殺菌作用は他の農耕栽培と同じように自動で行われ,コン

ピュータで管理されている。一番怖いのは天候、人間の菌、薬害等による病気である。病気にかかる

と伝染するため、ハウス１棟がやられて収穫にならないことがある。

そうなると、売り上げにならないので、たちまち資金繰りに影響してしまう。また形の悪いトマト

は市場に出せない。道の駅等に安い金額で出荷するのだが、それでも売り物にならないトマトは消却

するしかない。人間の不出来はいろいろの救済施設やら、政府の厚い保護があるが、食べ物の不出来

は救いようがない。同じ生き物で、人間の命を育む役割を担う食料品だが、農業の現実は厳しい。

お医者さんは人間の命を預かる高貴な職業である。農業のいろいろな命とは、格段に厳しい神経質

な仕事にとりくんでおられるわけで、患者にとってかけがえのない有難い存在であります。

農業と医業を比較すること自体が破天荒なことと思っています。しかし農業経営の顧客を少々扱う

ようになってから、農業もご苦労なビジネスだなと思い筆をとってみました。どうかご容赦下さい。
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昨年末に、平成31年度税制改正大綱が発表されました。その中で、「教育資金等の贈与特例

の見直し」と「住宅ローン控除の拡充」「ふるさと納税の見直し」について、取り上げたいと思

います。

１．教育資金(1,500万円)や結婚・子育て資金 (1,000万円) 贈与特例の見直し

今年3月で特例期限を迎えるため、その延長が注目されていました。両制度とも「2年間の延

長」とはなりますが、贈与を受けた者の所得金額について1,000万円を適用上限とすることとさ

れました。

また、教育資金贈与については、次のような見直しが図られますので、ご注意ください。

＜ 現行制度の概要 ＞

①親や祖父母が、子や孫（30歳未満）の教育資金のために、所定の方法で贈与をした場合には、

子や孫1人につき1,500万円まで（学校等以外への費用は500万円を限度）については、贈与

税を課さない。

②贈与をした親や祖父母が死亡した場合に、その口座内に残額があっても、相続税の課税対象と

はならない。

③子や孫が30歳になった時に、教育資金に充当せずに残額がある時は、子や孫に贈与があった

ものとみなして、贈与税を課税する。

＜ 改正の概要 ＞

①贈与を受けた者の前年の所得金額が1,000万円を超える場合には、適用不可とする。

②贈与をした親や祖父母が死亡した場合に、贈与口座内に残額があった場合、3年以内に贈与さ

れた一定の部分は相続税の課税対象とする。

ただし、贈与を受けた者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などは除く。

③贈与を受けた者の年齢が23歳以上の場合は、学校等や教育訓練給付金の対象の費用に限定し、

塾や、スポーツ・文化芸術を始めとする習い事などで所定の費用は適用不可とする。

④教育資金管理契約の終了年齢について、30歳に達した場合でも、学校等へ在学中などであれ

ば終了せず、 高40歳まで引き上げる。

※①②の改正は、2019年4月1日以後に行う贈与、及び同日以後に贈与者が死亡した場合の相

続について原則として適用する。③④の改正は、2019年7月1日以後に支払われる教育資金、

又は30歳に達する場合に適用する。

No ２ 税制改正

教育資金の贈与・住宅ローン控除・ふるさと納税

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．住宅ローン控除の拡充

今年10月からの消費税10%への引き上げに伴い、今回の税制改正で特に力点が置かれた

ポイントは、「消費税率引き上げ前の“駆け込み需要”と引き上げ後の“反動減”での景気

の波の平準化」でした。

このため、住宅に係る需要変動の平準化への施策として、住宅ローン控除の適用期間が3年

延長となり、「13年間」とされます。

＜ 改正の概要 ＞

消費税率10％が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31

日までの間に居住をした場合の住宅ローン控除について、10年間の控除期間を13年に延長

する。

①10年目までの控除額は現行と同様

〇一般住宅…年末ローン残高（ 高4,000万円）×１％（ 大40万円）

〇長期優良住宅…年末ローン残高（ 高5,000万円×１％（ 大50万円）

②11年目から13年目までの控除額

〇一般住宅…次のいずれか低い金額

・年末ローン残高（ 高4,000万円）×１％（ 大40万円）

・住宅購入価格（税抜）×2%÷3(=つまり消費税増税分2%を3等分)

〇長期優良住宅…次のいずれか低い金額

・年末ローン残高（ 高5,000万円）×１％（ 大50万円）

・住宅購入価格（税抜）×2%÷3(=つまり消費税増税分2%を3等分)

※住宅購入価格からは、補助金を受けた場合及び親や祖父母から住宅取得資金の非課税贈

与の適用を受けた場合でも、その補助金や贈与額を控除しない。

なお、現行制度と同様に所得税額から控除しきれない額は、控除限度額の範囲内で個人

住民税から控除される。

3.ふるさと納税の見直し

都道府県・市区町村の寄附金税額控除（ふるさと納税）について、次の見直しを行うこと

となりました。

＜ 改正の概要 ＞

①総務大臣が、寄付金の募集を適正に実施する都道府県等であり、返礼品が地場産品で、

かつ返礼割合が3割以下の要件など、定める基準に適合した都道府県等を対象として指定。

この指定は申出により行い、基準に適合しなくなった場合には、指定を取り消すことがで

きる。

②指定をした場合又は指定を取り消した場合には直ちにその旨を告示。

※上記は2019年6月1日以後に支出された寄付金について適用する。

(注:現在は大綱の段階であり、今後変更の可能性はありますので、ご留意ください。)
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No ３ 中小企業の育成と産業国家の確立④

⽥島会計事務所 所⻑ ⽥島 隆雄

国内企業の現状と企業国家の形成について考察いたします。

Ⅰ 資本金規模別企業数の現状

国内企業のうち資本金規模５億円未満が８６．１％であり、５億円以上の企業数は１３．９％と

なっている。５億円以上は会社法では大会社に分類され、５億円未満は中小企業である３億円まで

の企業と３億円を超える中堅企業により構成されている。

常時従業員数は２９９人以下が７２．９％を占め、圧倒的にいわゆる中小企業に占める割合が大

きくなっている。（平成２８年 企業活動基本調査報告書）

Ⅱ 企業規模別の法人所得総合平均実効税負担率

企業規模別の総合平均実効税負担率は次の算式により算定している。

法人所得総合平均実効税負担額

法人所得総合平均実効税負担率 ＝ 企業利益相当額

上記の法人所得とは、法人税・法人住民税および法人事業税を含むものである。

企業規模別の法人所得総合平均実効税負担率のグラフ

２０１３年の法定正味税率（税法上定められた税法税率）は３８．０１％の時期である

企業規模別にみて総合平均実効税負担率の著しく低い階層は２０１２年度では①連結法人が８．

３６％ ②資本金１００億円超も２２．００％である。２０１３年度では①連結法人が１０．９

４％ ②資本金１００億円超も２０．２８％となっており、巨大企業の総合平均実効税負担率が全

ての規模の階層よりも著しく低く、特に資本金１０００万円以下の小規模企業の２０１２年度の総

合平均実効税負担率が３０．１５％、２０１３年度の２５．６０％をはるかに下回っていることが

わかる。

（企業規模別実効税負担の格差状況の検証２０１６年３月１日発行 商学論纂 富岡 幸雄 著）

資本金階級
1000
万円以
下

5000
万円以
下

1億円
以下

5億円
以下

10億
円以下

100億
円以下

100億
円超

連結
法人

合計
（平均）

外国税
額を含
む負担
率

2012年 30.15 34.44 36.04 38.03 34.96 30.27 22.00 8.36 24.74

2013年 25.60 30.60 29.90 35.75 32.86 29.93 20.28 10.94 22.72
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Ⅲ 大企業の国家帰属からの離脱現象

上記Ⅱの著書により更に進めることとする。

(1)東日本大震災は大企業の海外逃避行動を加速化

３．１１の東日本大震災と原発事故で多くの日本企業の発想が激変し、日本の大企業のトップ

は戦略的な国際化を目指し始めている。国内に偏っていた収益構造を改め、事業を海外で多様化

すべきかどうか、その戦略が問われる局面であるとの共通認識が経営者の間で広がりつつある。

このような企業や工場の海外移転の加速は国内の雇用の喪失や税収源など地域経済と国民経済

に深刻な打撃となり、国の政策に大きな課題を提供している。

(2) 国境を越えた経済のもとにおける国家帰属を離脱した大企業の企業経営と税務戦略

企業の経営行動は国家の利益や規制にとらわれない国境を越えた経済、さらには国家帰属を離

脱した経営を指向する傾向にある。特に国際課税においてはタックス・ヘイブンの濫用による租

税回避行為はもとよりトランスファー・プライシングの濫用による租税回避行為、さらに国際２

重課税排除の措置としての外国税額控除制度の拡大的適用など、我が国における国際関係税制が

制度的に不備であることを奇貨として巧妙な手段による租税回避が横行している。

巨大企業の法人税ゼロのメカニズムは企業の経営行動による租税の国外逃避にほかならない。

このことはやがて国家の財政に重大な危機をもたらすものと懸念されるばかりでなく「国家概

念」の変容「国家のありよう」の変質を迫られるとともに「企業のあり方」に関しても新しい問

題を提起するものと考える。

(3) どこの国にも税金を納めない国際的租税回避が横行

国際的な資本移動の自由化を背景に経済活動のグローバル化が著しく発展する中で各国の税制

や租税条約の差異を巧みに利用してどこの国にも税金を納めない、あるいは軽減するという国際

的租税回避が問題となっている。多国籍企業はグループとして「グローバル実効税率を極小化」

するため巧みなグループ・タックス・スキームを展開している。

このような税収減少傾向は所得課税、特に法人税の空洞化を促しており、国の税源を喪失させ

財政悪化の元凶となっている。

Ⅳ 企業（産業）国家の形成について

上記により国内企業のうち大多数企業は中小企業及び中堅企業であり、大企業や巨大企業は１

０％強の実態である。従業員の雇用割合も圧倒的に中小企業等が占めている実情である。次に、

法人企業の資本金規模別による法人所得総合平均実効税負担率を見ると、資本金５億円以下の企

業が法人税や地方税を含めた税法上の法定税率とほぼ同率の納税率となっており、資本金規模が

大きくなるにつれて大企業、特に巨大企業は納税負担率が著しく低くなっている。これはグロー

バル企業として各国の税制を巧みに利用し、納税の極小化を図っている。更にこれらの巨大企業

は内部留保金を限りなく巨額に備え、労働分配に関しては消極的であり、実質賃金は上昇してい

ない現状である。ここで考察したい点は、大企業の国家帰属からの離脱現象を踏えこれから先の

国民経済と国家財政をどのように考えれば良いものであろうかという点である。
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筆者は結論から申し上げれば、国家形成のためには今後国内の中小企業ないし中堅企業が中心と

なり、企業・産業を基盤として形成する必要があると考えています。

そのためには、これらの基盤企業・産業を育成する諸々の施策を展開すべきだと考えている。

例えば税制のあり方・金融のあり方・国民経済のあり方・雇用のあり方・企業・産業の支援策に

対する国民の理解や認識・文化のあり方などを転換すべきものと思われる。

大企業等巨大企業は今後もさらにグローバル展開を加速するでしょう。このことは世界各国の

経済発展に寄与し、雇用を生み出し各国の発展に貢献するでしょう。しかし、日本国内に本店を

設置しながら日本国の財政基盤となる法人税の納税負担額が限りなく減少する傾向に至る現実は

どうであろうか。

今から数十年前の我が国では法人税の歳入が４０兆円弱であったと記憶している。現在はこの

時の約半分の２０兆円弱となってしまっている。また、その当時の国家予算が１００兆円前後と

も記憶しており、予算規模は変わらないのである。今回久しぶりに国家形成はどうであったら良

いだろうという事に思いをめぐらし、考察いたしました。読者の皆さんはどのように思います

か・・・。
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No 4 医療機器等の取得について

浅沼みらい税理⼠法⼈北関東⽀社⻑ ⼭村直紀

１．購入か？リースか？

医療機器や電子カルテ、コンピュータなど(以下、医療機器等)を新たに導入したい、古くなった

ので入れ替えたい、またリース契約が終了するといったことが日々の病医院経営で起こってくると

思います。

購入したほうがよいか？リースしたほうがよいか？こんなことをお悩みになった先生方も多いの

ではないでしょうか。

そんなお悩みの解決のために一つの参考にしていただきたく、今回は購入とリースについてそれ

ぞれの特徴や資金的な面、結局どちらがいいか、を考えてみたいと思います。

２．購入とリースの違いと特徴

どちらも診療のために医療機器等を使用するために手に入れることは同じように見えますが、購

入は自分のものになる、リースは借りることになるので所有権はリース会社にあるという違いがあ

ります。

また、以下のような特徴があります。

( 購入の場合 )

・会計上、減価償却費という経費になる。

・償却資産税の対象となる(一部例外があります)。

・所有権があるため、備えの保険に加入する必要がある。

・購入の際、資金が必要になる。

(資金がない場合、借入やローン等で資金を確保する必要がある。)

・借入やローンでの取得は、金利・割賦手数料がかかる。

( リースの場合 )

・会計上、リース資産として計上し耐用年数で均等に経費とする方法と月々の支払いを経費とする

方法を選択する。(いずれにしても月々の経費としては一定額です。)

・購入時に資金を必要としない。支払額が毎月一定。

・金利変動のリスクがない。

・償却資産税、保険手続きなど、所有に伴う事務負担がない。

・中途解約の際、違約金が生じる場合がある。

・リース期間中は中途解約できない場合がある。リース期間の途中で 新機器への入れ替え等はで

きない。

・リース金利は高めに設定されていることが多い。

・リース満了時は終了(返却)・再リース(継続)・買取(購入)という選択ができます。
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３．取得の際の支出について

医療機器等を取得する際に考えられる支払いについてですが、購入の場合、資金の状況により

銀行等で資金を借り入れて支払う方法も考えられますので、支出については次のようなパターン

が想定されます。

① 一括支払いによる購入…その医療機器等を購入できるだけの資金が必要になります。資金

繰りとのバランスを考えて検討することになります。

② 金融機関等より借入をして購入…医療機器等の取得後にその借入金の返済をしていくこと

となります。返済計画を検討することになります。

③ リースによる定額払…月々一定の支払額になります。

４．購入とリース、どちらがいいの？

医療機器等を購入するかリースするかについては、資金の状況やその医療機器等の使用期間に

よって検討をすることがよいかと思います。

以下、検討の際に参考にしていただいたらと思うポイントをご紹介します。

・購入の場合は償却資産税や保険などの費用がかかってくるのでそのこともご留意ください。

リースの場合、このような費用は所有権がリース会社にあるので月々のリース料に上乗せさ

れてきます。

・潤沢な資金がある、設備投資のための別途積立をしているなど購入資金が確保できていると

きは一括購入を検討してもよいかもしれません。

・支払が分割になるのでしたら、 終支払金額を比較するのがよいかと思います。その結果、

銀行等で借入して購入するか、リースをするかを検討します。

・長い期間使う予定の医療機器等であれば購入がよいと思います。

・使用期間が短い、または短い期間で入替が起こりそうな医療機器等であればリースがよいか

と思います。

・リース契約は途中で解約できないため、仮にリース期間が終了しないうちに使用不能になっ

てしまってもリース料は支払わなければなりません。

・複数の医療機器等をリースする場合は、まとめてリースを組むのではなく別々のリース契約

としたほうがよいと思います。

・リース契約が終了するものがあった場合、終了・再リース・買取の選択肢があります。経済

的なメリットや今後の使用に耐えられるか等を検討して決定します。

上記が正解といったことはございませんが、これから医療機器等導入をご検討の際には、この

ようなこともご参考の上、設備投資計画を立案されてみてはいかがでしょうか？



No 5 安心老後のためにお金にも働いてもらう

ｐａｒｔ２

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー ⼩野博史
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お金に働いてもらう際、どのくらい増えてくれるかという「収益性」を考えるのと同時に、

「安全性」も考えるのは資産運用で成功するための重要な要素です。

今回は比較的安全性の高いとされる「債券」への投資を考えてみたいと思います。

＜債券への投資＞

「債券への投資」・・・ お金を貸して、金利をもらう

「債券」とは、国や企業などが資金調達をする際に発行する有価証券です。

企業などは調達できた資金を積極的に事業に回すことにより会社の成長を図ろうとします。

この資金調達をする団体のことは「発行体」と呼ばれ、発行体によって債券の名称も変わって

きます。

・ 「国 債」・・・国が発行する債券

・ 「地方債」・・・都道府県、市町村などが発行する債券

・ 「社 債」・・・企業が発行する債券

債券の発行の際、だれもタダではお金を貸してくれないので、債券は一定の金利を付けて発行

されます。

投資家の立場から見ると債券に投資をする（＝債券を購入する）ということは、その債券の発

行体にお金を貸してあげるのと同じ意味を持ちます。

お金を貸してあげて一定期間が経過した後（5年間や10年間）、全額が返金され、貸してあげ

ている期間中は金利を受け取ることができます。

例） 5年満期、金利1%の債券に100万円投資をする投資家から見た収支

（単位： 円）

トータル収支： プラス 50,000円（税金は考慮せず）

支出 収入

当初 1,000,000 0

1年後 0 10,000（金利）

2年後 0 10,000（金利）

3年後 0 10,000（金利）

4年後 0 10,000（金利）

5年後 0 1,010,000（金利＋償還金）

合計 1,000,000 1,050,000
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■「金利」と「信用力」を比較する

債券に投資をするポイントは「金利」と「発行体の信用力」です。 金利が高く、財務状況が

安定していて 後しっかりとお金を返してくれる発行体の債券に投資をするのが理想的なので

すが、

一般的には信用力の高い発行体の債券は金利が低く、逆に信用力の低い発行体の債券は金利が

高く設定されています。

また、近頃、投資信託でよく組み込まれている「ハイ・イールド債券」と呼ばれる債券があり

ます。

・「ハイ」： 高い

・「イールド」： 利回り

という意味があり、高い利回りを享受できるため人気はありますが、一方で投資するには適さ

ないほど信用力が低い「投資不適格債」が組み込まれている点が要注意です。

■「株式」と「債券」の比較

ひとことで言うと「株式」はハイリスクハイリターン、「債券」はローリスクローリターンの

投資です。

例えば、日本の自動車メーカーＡ社の株式と社債に投資をする場合を考えてみます。

前提条件

Ａ社の株式と債券に100万円ずつ投資

債券は5年満期、金利は年1%とする

株式の価格はＡ社の利益に正比例するものとする

［ケース1］ 5年後にＡ社の利益が倍増していた場合

株式： 100万円 ⇒ 200万円

債券： 100万円 ⇒ 105万円（100万円 ＋ 利息1万円 × 5年分）

［ケース2］ 5年後にＡ社の利益が半減していた場合

株式： 100万円 ⇒ 50万円

債券： 100万円 ⇒ 105万円

［ケース3］ Ａ社が破綻してしまった場合

株式： 100万円 ⇒ 0万円

債券： 100万円 ⇒ 0万円

まず も避けるべきは［ケース3］ですが、事前に投資する企業が破綻するかどうかは分かり

にくいものなので、前回お伝えしたようにあらかじめ分散投資をしておくことで対処します。

（今回は便宜上、Ａ社への単独投資としていますが、実際の投資にあたっては分散投資をおすす

めいたします。）
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「債券」への投資はＡ社が債務不履行という、借りたお金が返せない極限まで経営状況が悪化

しない限りは利益の多寡に関わらず金利、償還額は一定です。

業績が悪かった［ケース2］でも、業績が良かった［ケース1］でも、債券への投資家の利益

額は同じです。

一方、「株式」への投資はＡ社の業績に連動していますので、200万円～50万円と幅が広く

なっています。

「株式」と「債券」の両方の良いところを活かすための方法

「105万円ならまずまずだけど、できるなら200万円になってくれたら嬉しいな。

でも50万円になってしまう可能性はできるだけ減らしたい・・・」

このような考え方はかなり欲張ったものではありますが、運用成果をこの考え方に近づけるた

めのテクニックとして「リバランス」という方法があります。

運用を開始したときから時間が経過するにつれ、だんだんと資産配分のバランスが崩れてきて

しまいます。

これを元通りに調整してあげることをリバランスと言います。

次回はこの「リバランス」の考え方と方法についてお伝えしたいと思います。

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。



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

なかなか良い人材が入ってこない……入ってもすぐ辞めてしまう……患者様においても、自己中

心タイプの方々が多くなり、以前に比べ年々、細かなクレームが増えてきている……といった声

が多くなってきている中、独自の取り組みで中断患者様の再来率アップや、患者満足の向上に繋

げていっている病医院様の取り組み事例をいくつかご紹介させていただきます。

組織全体の取り組みで成果に繋げていった事例

①《院内新聞の工夫でリピーターの増加に繋がった》

● 〝患者様とのかかわりをもっと身近に〟 をテーマに院内新聞を発行し始めて

約13年が経過しているクリニック様があります。

発行頻度は２ヵ月に１回（年６回）院長先生のご挨拶やその季節にまつわる

予防ネタ、スタッフの方々が持ち回りで担当するコーナーや、評判が良いの

はクリニック周辺のお店などから許可をいただいた店舗紹介など、多岐に渡

って情報を発信しているようです。

新人スタッフの紹介や院内の取り組みなど発信していくうちに、患者様は

もちろん、近隣店舗の方々との会話も自然に増えてきているそうです。回数

を重ねるうちに、情報提供してくださる方々も増え、読んで下さっている人

達がいるという意識がスタッフの原動力となってきているとの事です。

また、小さなクレームの減少が見られるようになってきたそうです。

②《広報委員会を設置。更なる情報発信の工夫で新規患者を毎月増加させている》

● デジタル化が進む中、広報委員を任命しHPの改善やスタッフブログの強化、

また、フェイスブックなどの展開を進め、フォロワー数を増やすと同時に、増

やすための工夫も常に進化させてきている。その他の各委員会の取り組み事項

を定期的にアップ。

また、院内イベントや院内研修風景、社員旅行等の情報発信をし、クリニック

の取り組みや考え方などを多くの方々へ知ってもらうといった活動をしている

ようです。

実施し始めて約３年経過したそうですが、HPなどの情報を見て新規に来院

して下さる患者様が月12～15名程いるそうです。

情報発信の大切さを改めて知らされました。

No 6 医療現場で成果に繋がった取り組み事例
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➂《地域密着。〝健康セミナー実施〟で新規患者様を増やす》

● 年４回、３ヵ月に１回の割合で地域のコミュニティーセンターや、公民館を

利用してプチセミナーを開催。時間的には土曜日の昼間、１時間半～２時間程

度。 初の20～30分はご自宅でも手軽に出来る健康体操の指導とか、楽しん

でいただける余興などを行い、セミナー自体は病気等に関するごくごく基本的

なものだそうです。

参加者の皆様になるべく体験していただけるような参加型研修を心がけてお

り、次の回も快く参加してもらえるように工夫するのが毎回の課題とおっしゃ

っていました。

集客するためには、来院される患者様にチラシを配り、地道に継続したそう

です。取り組み始めて約８年、現在セミナーには毎回50～60名ほどの方々が

参加して下さるようになっているそうです。

人の輪が広がると同時に、新規患者様の増加にも繋がってきているとの事で

す。



地震・台風等が多い日本ですが、特に今年は多くの災害に見舞われました。9月18日に東京都監査委

員が公表した「平成30年定例監査報告書」では、消防設備や災害時用保管物品の管理状況を調べたと

ころ、災害拠点病院に指定されている病院に管理・点検の不備(期限切れ等)が見つかったことが報告さ

れています。災害時は医療機関も被災者側ではありますが、災害拠点病院はもちろんのこと一般病院・

医院でも、できる限りの業務を行うことが求められますので、すぐに点検・改善することをお勧めしま

す。 (表は出典元の数値等を引用し、当社で作成したもの）

A病院（基幹災害拠点病院）

設備名 件数 点検結果 指摘年度※1

ハロゲン化物消火設備

(ダンパー※2)
1 作動せず H25

排煙設備(排煙口)

4 開口せず H19等

1 開口困難 H22

１ 完全開口せず H29

1 手動開放装置不良 H25

防火設備(ダンパー)

10 作動せず H22等

2 全閉せず H22

1 ダクト本体腐食 H29

B病院（地域災害拠点病院）

設備名 件数 点検結果 指摘年度
※1

スプリンクラー
設備

1 呼水槽ボールタップ機能不良 H29

泡消火設備 1 泡消火薬剤の劣化 H27

非常放送設備 1 スピーカー不鳴動 H28

ガス漏れ
火災警報設備

1 受信機の表示不良 H28

1 有効期限切れ H28

排煙設備

3
排煙口手動装置(手引きワイヤー)

手引きのきつい場所あり
H28

2 排煙口自動開閉装置不良 H28

1 給気ダンパー不良 H29

防火防炎設備 16
防火戸・防火シャッター・

防火ダンパー不良
H27等

誘導灯及び
誘導標識

63 誘導灯不具合
(バッテリー不良を含む)

H27等

6 非常時切替不良 H25等

消火器具 1
10年経過による耐圧試験の必要

もしくは本体交換
H29

※1 指摘年度は、消防用設備点検時に不備

が指摘された年度

※2 ダクトに取り付けられる空調装置。通

常時は開放しているが、熱を感知すると閉塞

し煙や炎の拡大を防ぐことができる

◆消防用設備の改善措置がされていない事例

医療リスクマネジメントシリーズ 第４回

No 7 災害に備えましょう！

消防用設備や備蓄の医薬品等を点検していますか？

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 医療介護コンサルティング部梶尾詩織
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有効期限が過ぎ、新規補充を行っていない
医薬品等の例

区分 品名 数量 有効期限

地
域
災
害
拠
点
病
院

C
病
院

医薬品

ブスコパン注
(鎮痙剤注射液)

5箱 H30.2

KN補液3B(輸液) 2本 H27.11

診療材料

メス
12
本

H29.3

扁平鈎(手術器具) 6組 H29.3

など 計35品目

期限内の医薬品等と混在している有効期限を過ぎている
医薬品等の例

区分 品名 数量 有効期限

地
域
災
害
拠
点
病
院

C
病
院

医薬品

ソフラチュール(抗生物質貼付剤) 5箱 H29.11

生理食塩水 50本 H28.12

スワブスティックヘキシジン
(創傷用殺菌消毒剤)

120包 H28.9

診療
材料

血液型判定用抗血清 4本 H26.3

など 計22品目

地
域
災
害
拠
点
病
院

D
病
院

診療
材料

経口エアウェイ(気道確保用の器具) 4本 H29.8

中心静脈穿刺セット 10個 H29.12

縫合針 30袋 H29.11

など 計13品目

地
域
災
害
拠
点
病
院

E
病
院

医薬品

静注用ホスミシンS
(抗生物質注射薬)

5箱 H29.9

バラマイシン軟膏(抗生物質製剤) 1本 H29.8

など 計10品目

◆備蓄品の管理が適切でなかった事例

災害時に誤って使用することのないように備

蓄品も定期的に点検を実施し、次回点検日ま

での期限切れがないか確認しましょう！

【出典】東京都監査委員.“平成30年定例監査報告書.”東京都監査事務局,2018-9-19,

http://www.kansa.metro.tokyo.jp/kansaiin/teireikansa/30/index.html,(accessed on 2018-10-26).

【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】



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 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 高水準の情報・知識を

提供して、 善の助言をする。

４．職業的、技術的能力を 大限に発揮し、 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７４号 平成３１年２月発行

「保険管理表作成サービス」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 農業と医業

２
税制改正
教育資金の贈与・住宅ローン控除・ふるさと納税

３ 中小企業の育成と産業国家の確立④

４ 医療機器等の取得について

５ 安心老後のためにお金にも働いてもらう ｐａｒｔ２

６ 医療現場で成果に繋がった取り組み事例

7
災害に備えましょう！

消防用設備や備蓄の医薬品等を点検していますか？



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

２月１４日（木） １０時～１２時

３月２０日（水） １０時～１２時

４月１８日（木） １０時～１２時

２月１４日（木） １０時～１２時

３月２０日（水） １０時～１２時

４月１８日（木） １０時～１２時


