
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第７５号 令和元年５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 確定申告と医療機関の経営申告数値

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２
民法（相続法）改正
“配偶者の居住権保護”や“息子の妻の貢献の考慮”など

医業経営 病医院の経営管理 ３ 病医院の経営管理 キャッシュフローと内部留保①

法律・行政 医業経営に関連する制度 ４ 介護医療院とは

保険・金融 医療従事者が知っておきたい保険の知識 ５ 生命保険受取人は誰？

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 part ２

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ７ 医療・福祉業界はストレスチェックの実施率が低い!?



【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

５月１６日（木） １０時～１２時 ５月１６日（木） １０時～１２時

６月２０日（水） １０時～１２時 ６月２０日（水） １０時～１２時

７月１８日（木） １０時～１２時 ７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・大樹生命・

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）

２０１９年度の医業経営セミナーは、引き続き、みなさまの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」を開催いたします。

特に今年度の「医業経営勉強会」は新たなタイトルを追加して７回の開催となっております

ので、是非ご参加ください。

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
201９年5月1４日（火）

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

～税務署はここを調べる～

知っておきたい生前の税務調査と亡くなった
後の税務調査

201９年6月1３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
201９年7月１７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 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～

201９年9月１８日（水）

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

職員向けマネーセミナー
201９年１０月２９日（水）

午後2時～3時30分

コンセーレ

宇都宮市駒生

1丁目1番6号

028-624-1417講師 株式会社ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 内田 隆

第６回

すぐわかるＢＳ・ＰＬのポイント
201９年11月２1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７回

医療者が知っておきたい裁判事例
20２０年1月1５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）

ＮＥＷ！



【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

栃木市

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

2019年

5月30日（木）

午前10時30分

～12時30分

ホテルサンルート
栃木

栃木市万町

１６－１

(0282)

24-5858

講師 株式会社ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 宇都宮支店 井上 直人

第２回

厳しい時代の病医院づくりとは・・

①医業経営における「重要なポイントと注意点」

②やさしい「決算書と資金繰り」の見方

③医療法人の「メリットと有効な活用方法」

2019年

6月6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

クレームに対する経営側の対応は？

～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

2019年

6月11日（火）

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４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

2019年

6月20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５回

「やさしい税金講座

～税務調査と事業財産の上手な譲り方～

①医療機関の税務調査とは？

②預金や不動産

･･･「生前に子どもへ贈与？亡くなったときに引き継ぐ？」

③後継者及び後継者以外へ財産を譲るときの節税方法とは・・・

2019年

6月27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

-4-



平成年最後の確定申告がこの３月１５日でやっと終了しました。毎年のことながら当事務所職員

とともに夜遅くまでの日々が１か月間続きます。小生の場合、土曜日曜もない週があります。その間

相続の仕事、巡回監査の仕事、経営改善の仕事等が重なり合い、超繁忙 です。

今回も個人の医療機関の確定申告をしました。改めて各診療所の収益等の数値を検証してみたいと

思います。

本来なら、内科、整形外科、皮膚科等の診療科別の数値を表示したかったのですが、紙面の関係上

「診療所平均」の数値表示としました。全診療科平均の「院内」、「院外」別の全国「黒字」診療所

平均を表示しました。さらに「栃木県」との比較数値も表示しました。

おしなべて全国平均値より栃木県の数値のほうが良いようです。

No １ 確定申告と医療機関の経営申告数値

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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全診療科基本分析表（ＴＫＣ医業経営指標 平成３０年版） 単位千円及び％

「院内」全国・栃木県黒字医療機関 「院外」全国・栃木県黒字医療機関

１医療機関当たり院内
平均額「全国」

１医療機関当たり院内
平均額「栃木県」

１医療機関当たり院外平
均額「全国」

１医療機関当たり院外平
均額「栃木県」

医業収益 95385千円 100％ 101,906千円 100％ 87882千円 100％ 98975千円 100％

材料・委託費変動費
33943 33.3 36245 35.5 12051 13.7 14548 14.6

粗利,限界利益 61442 64.4 65651 64.4 75830 86.2 84426 85.3

給与費 21797 22.8 21271 20.8 23382 26.6 24168 24.4

設備費-減価償却費
7490 7.8 7859 7.7 10455 11.8 11534 11.6

経費 8732 2.2 10005 9.8 9480 10.7 10734 10.8

医業利益 23192 24.3 26432 38.2 32329 36.7 37855 38.2

院内平均額「全国」 院内平均額「栃木県」 院外平均額「全国」 院外平均額「栃木県」

流動資産 49330千円 51.8％ 55434千円 47.3％ 48605千円 50.5％ 52382千円 46.4％

（現金,預金） 33238 34.9 39288 33.5 35237 36.6 38593 34.2

固定資産 45900 48.1 61539 52.6 47547 49.4 60441 53.5

総資産 95230 100 116973 100 96153 100 112823 100

流動負債 9574 10 8467 7.2 5742 5.9 6123 5.4

固定負債 16635 17.4 17338 14.8 30430 31.6 47015 41.6
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「院内」全国・栃木県黒字医療機関 「院外」全国・栃木県黒字医療機関

院内平均額「全国」 院内平均額「栃木県」 院外平均額「全国」 院外平均額「栃木県」

総資本医業利益率 24.3 22.5 33.6 33.5

材料比率 33.3 33.7 10.5 12

一人当たり医業収益(月） 1132 0 1304 0 1009 0 1103 0

一人当たり人件費(月） 366 0 281 0 277 0 276 0

労働分配率 36.7 33.4 31.8 29.3

一人当り有形固定資産 6089 0 7707 0 6017 0 7707 0

流動比率 515.2 654.6 846.4 855.4

固定長期適合比率 53.5 56.7 52.5 56.6

自己資本比率 72.4 77.9 62.3 52.9

経常収支比率 136.2 139.8 162.6 159.6

損益分岐点収益高(月） 4924 0 5082 0 4203 0 4599 0

対前年医業収益比率％ 98.9 99.3 103.5 102.4

《 総評，講釈 》

（1） 院内・院外診療所の医業収益は平均年間9千万円前後であった。従業員は7人前後。

1人当たり収益は院内・院外とも月110万円前後。

ということは院外で経営してもそんなに収益は落ちず、効率が良いという結果。

（２） 俗にいう売上総利益(粗利）、会計的発想の限界利益は院内と院外では圧倒的に院

外が良い。院内は年間6440万円に対して、院外は8440万円で約年間で院外のほう

が2千万多い。結局,薬の販売利益があるはずの院内はメリットがないということか。

ただし患者にとっては院内のほうが喜ばれるということかもしれない。

（３） 人件費の給与を見てみると、薬剤師がいる院内の給与より、院外の給与のほうの年

間支払額が２４０万円多い。専従者給与は両社とも５００万円くらいで遜色がない。

院外のほうが給与支払いに関し、メリハリのついた成果主義的な給与体系で賞与の額

に反映される傾向がある。退職金の支払いも院内のほうが多いということは、院内は

旧来的制度的に古典的な経営が行われているのかもしれない。

（4） 設備・減価償却額を見てみると、院内が７４０万の償却に対して、院外は１１５０

万円と圧倒的に院外のほうが多い。院内の診療所は設備投資に対して、消極的である

数字であります。設備は相対的に古い傾向にある。

（５） 医業利益は院内の年間２３００万の利益に対して、院外の３７８０万円と圧倒的に

利益が良い。なんといっても粗利の限界利益が良いのが最大の理由である。経営的に

は院外で経営するほうが、処方箋のミスやら、薬剤師の人事管理やら、精神的ストレ

スからの解放やらで、院内に勝るようである。



（６） 総資産は院内９５２３万円に対して、院外は１億１千２００万円と院外のほ

うが資金がかかっているのは、最近開業するお医者さんが、建物、構築物、設

備に最新のものを備えるからでありましょう。また最新の医療器具がＡＩを含

め高額なものが増えてきた結果と思われます。現金預金は両社とも潤沢な方と

思います。経常収支比率も十分で、資金に困る診療所はそうはないようです。

（７） 銀行が、投資家が一番気になる総資本利益率は、院内が２４．３％。院外が

３３．５％と好成績です。この総資本利益率は、例えば、投資家が１億円株式

等に投資すれば年間で２4００万から３3００万円儲かる率を示しています。

今、私共の確定申告で、株式の譲渡所得計算を多数申告しましたが、１０人

の投資家が株式で設けた人は、大げさに言うと、１人くらいしかいません。医

業はまともにやっていれば、健全な投資のトップ企業になります。

（８） 対医業収益に対する人件費率は院内で２３．６％、院外で２５％になってい

ますが、この数字に騙されてはいけません。ここには個人事業であります数字

で、ドクター等の給与が反映されてないので低い数字になっています。法人化

すると院長先生等役員報酬が加算されるので、人件費率は６０％近くになるこ

とを申し添えておきます。

（９） 私共の個人医業の院長は、対医業収益に対する利益率は３０％が目安とお話

ししています。お医者に限らず、収益の３０％残す個人事業主は、トップクラ

スの経営者と言えます。ただ個人に比べ、法人組織のほうが節税効果は明らか

に有利なので、個人から医療法人にして、持ち分なし法人を組織することをお

勧めします。相続対策にも有利に進めることができます。

（10） 損益分岐点売上、すなわち損益トントンになる売り上げは、院内が４９００

万円、院外が５０００万円とほとんど差がなかった。これは相対的に医療機関

は、院内、院外とも均等に医療機関としてかかる費用は一緒ということか。

（11） 最後に、全国の数値と比べて、栃木県は開業しやすい、数値の良い結果が出

る地域であることでありました。

-7-



今年から、民法の改正が順次施行されていきます。

社会構造の変化や高齢化の進展、家族構成の変化等々を鑑みての大きな改正となっています。

今回は相続法関係について、特に税法の改正が伴うものや身近な内容を取り上げていきます。

※以後、説明の都合上、自宅を所有する配偶者を被相続人ないし夫とし、他方の配偶者を妻と

称します。

１．配偶者の居住権を保護するための制度の創設

夫が死亡した場合、残された妻がそれまで同居してきた自宅に引き続き住むことを希望する場

合の配偶者の居住権（妻に自宅の使用を認める権利）を保護するため、その態様を短期と長期に

分けて新しい制度が創られます。

❶妻の短期居住権

妻が被相続人（夫）の建物に相続時において無償で居住している場合に、遺産分割が終了する

までの間若しくは相続開始の日から6カ月までのいずれか遅い日まで、妻に対し自宅を無償で使

用する権利が付与されることとなりました。

❷妻の長期居住権

上記❶で遺産分割が整うまでの短期居住権を妻に付与しました。次に遺産分割後を鑑みた時に、

例えば、妻と子どもとの折り合いが悪い場合に、妻が居住権を確保し続けるためには、不動産と

しての「建物」を妻が相続せざるを得ません。

しかしその結果、妻の法定相続分（2分の1）のうち、不動産の割合が大きくなってしまい、生

活費としての預金をあまり相続できない不都合がありました。

そこで、次のような民法の改正と税法での評価の新設がなされます。

①妻が、夫の相続開始の時に居住していた建物を、遺産分割終了後にもその使

用を認める「配偶者居住権」を新設し、遺産分割協議にて妻がその権利を取得できるようにする。

②妻が「配偶者居住権」を取得した場合には、その「権利の価値」を相続したものとする。

なお、「権利の価値」は、税法上は建物の評価額から残存耐用年数や存続年数に応じた一定の

金額を控除した金額により評価されるものとなります。

この制度により、妻が自宅に住み続ける権利を確保しながらも、預金を多く相続できる制度が

整ったと言えます。妻が、「自宅の所有権」までを相続しなくても、「住むことの権利＝居住権

の確保」が可能となるためです。この権利は「登記」されます。

２．遺言制度の見直し

<現行制度の概要>

「自筆証書遺言（自分で書く遺言）」に関して、遺言の内容全文・日付・氏名を必ず「自署」し

なければなりません。パソコンでの財産目録の作成、通帳のコピーの添付などの併用は認められ

ていませんでした。思い立った時に書ける手軽さがある一方、厳格な運用が課されており、「全

部の手書きは負担が重い」など、運用の緩和が求められていました。

＜改正の概要＞

自筆証書に、パソコン等で作成した目録の添付をしたり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事

項証明書などを目録として添付することができるようになりました。なお、この場合においてそ

の財産目録には、遺言者が目録の各ページに自署押印する必要があります。

また、法務局において、自筆証書遺言の保管制度も創設され、公的機関での保管ができるように

なります。

No ２ 民法（相続法）改正

“配偶者の居住権保護”や “息子の妻の貢献の考慮”など

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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３．相続人以外の人（例えば子の妻）の貢献を考慮する制度の創設

亡くなった方の事業への無償の貢献や療養看護に尽くした時に、それが特別の「寄与」と

認められるときは、「寄与分」として、遺産相続時にその寄与分相当を“先に”取得し、残

りを遺産分割対象とすることが認められています。亡くなった方の財産の維持や増加に特別

に貢献のあった人への配慮です。

＜現行制度の概要＞

寄与分は相続人のみに認められることから、例えば、相続人の配偶者（例として長男の

妻）が、長男の父の介護に相当の尽力をしたとしても、遺産分割において相続人でない「長

男の妻」が寄与分を主張したり、あるいは何らかの財産を請求することはできません。相続

人である夫が、自分の補助者の行為として主張した場合に認められるケースがある程度です。

＜改正の概要＞

相続人以外の親族（例えば長男の妻）が、特別な寄与と認められる被相続人の療養看護等

を無償で行った場合には、一定の要件のもと、相続人に対し、その特別な寄与に応じた額の

金銭の支払いを請求することができるようになります。

４．遺産分割前の預貯金の引き出し要件の緩和

相続が起きた場合、被相続人に扶養されていた方が当面の生活費の必要があっても、遺産

分割前の預貯金の払い出しは、相続人単独ではできないこととされていますが、遺産分割に

おける公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう２つの制度の創設・緩和が設

けられます。

①相続人は、遺産に属する預貯金のうち、次の一定額については、家庭裁判所の判断を経な

くても、金融機関での支払いが受けられるようになります。

預貯金×１／３×法定相続分（ただし、同一金融機関の場合は限度あり）

②預貯金に限り、仮払いの必要性があると認められるときは、他の相続人の利益を害さない

限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件が緩和されます。
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〇原則的な施行期日 2019年7月1日

〇自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日

〇配偶者居住権の新設 2020年4月1日

〇法務局における遺言書の保管 2020年7月10日

施行期日
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No ３ 病医院の経営管理

キャッシュフローと内部留保①

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は病医院のキャッシュフローと内部留保について解説します

Ⅰキャッシュフローと当期の利益は一致しない

キャッシュフローとは当院の資金の流れを測定したものです。又、当期の利益とは当期の損

益計算の結果生じた利益として測定されたものを表現しています。

このキャッシュフローと当期利益の金額とは同一金額でなく一致しません。

この要因は当期の損益取引やその他の取引が全て現金取引にて行われるわけでなく、信用取

引とも言うべき掛取引にて行なわれるものを含んでいるからです。

そこで、当院では利益が出ているのに何故現金が残っていないのかという疑問が生じます。

この原因は上記の理由に由来しています。

Ⅱキャッシュフローとはどのようなことを現わしているのか

キャッシュフロー表で取扱う資金（お金）は流動性があるお金で、現金・普通預金・当座預

金などが代表例となります。一定期間固定してしまう定期預金・定期積立金などは資金から除

外されています。

従ってこの資金は通常、運転資金と呼ばれています。

次にキャッシュフロー計算書の簡単な読み方を見ることにします。

単位：千円

１ 税引前当期純利益 ２０，０００

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

営
業
活
動
に
よ
る

減価償却費 ７，０００

売上債権の増減額 △ ３，０００

たな卸資産の増減額 △ １，０００

仕入債務の増減額 ２，０００

法人税等の支払額 △ ６，０００

営業活動によるキャッシュフロー １９，０００

２
有価証券の増減額 ０

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

投
資
活
動
に
よ
る

固定資産の増減額 △ ５，０００

貸付金の増減額 △ １，０００

投資活動によるキャッシュフロー △ ６，０００

３ 短期借入金の増減額 ０

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

財
務
活
動
に
よ
る

長期借入金の増減額 ５，０００

リース債務等の増減額 １，０００

資本金等の増減額 ０

財務活動によるキャッシュフロー ６，０００

現金及び現金同等物の増減額 １９，０００

〃 〃 の期首残高 ５，０００

キャッシュフロー計算書
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〃 〃 の期末残高 ２４，０００

貸借対照表上の現金及び預金 (1) ３０，０００

資金に該当しない資金 (2) ６，０００

現金及び現金同等物 （(1)-(2)） (3) ２４，０００

上記のキャッシュフロー計算書では、税引前当期純利益が２０００万円となっている。
期末の資金は期首の資金５００万円と当期の資金増加額１９０００万円を加えて、２４００
０万円となっている。この医院では医業未収金が期末時点では前期末時点と比べ３０００千
円増加しているため、医業業績が良好な状況が伺える。また、たな卸資産も前期末に比べ１
０００千円増加している。一方、仕入債務は前期末に比べ２０００千円増加している。

営業キャッシュフローは１９０００千円の増加となり、この資金が投資や財務活動に活用
することが可能である。投資活動を見ると、医療機械等に５０００千円、貸付金に１０００
千円充当している。通算６０００千円投資している。財務活動を見ると、医療機械等の投資
資金は長期借入金５０００千円により実施され、自己資金は流用されていない。その他、リ
ース取引として、新たに１０００千円を取り組んでいる。

尚、この医院には資金から除外される定期預金等６０００千円を保有している。

Ⅲ 内部留保とは何かということ
病医院の内部留保とは出資者持分を算定する際に対象とするもので、資本金と利益剰余金

によって構成される。

資本金 ３０，０００，０００円
利益剰余金

期首繰越利益剰余金残高 ６０，０００，０００円
当期利益剰余金発生高　　　※ １４，０００，０００円
期末繰越利益剰余金残高 ７４，０００，０００円

出  資  者  持  分  合  計 １０４，０００，０００円

※　税引前当期純利益 － 法人税等支払額 ＝ 当期利益剰余金
　　　  20,000,000 円　  －    6,000,000 円   ＝   14,000,000 円

上記のように内部留保とは当期利益剰余金発生高と前期の利益剰余金残高を加算したも
のである。つまり、毎期々の利益剰余金を累計されて測定されるため、医院業績が向上し
ている医療機関ではこの内部留保できる利益剰余金が増加し続けることになる。

Ⅳ 総括
キャッシュフローの重要なポイントは利益を出せる医院であることにより、その資金を

医療機械等に投資が可能となること、更には医院のライフステージによるが、銀行借入金
の返済が可能となり、健全な医療機関を形成することができる。また、院長先生の子息に
対する教育費の支払に際しては、院長所得の増加により、充当することができる。

また、内部留保の増大は利益の累積により実現できるものである。このことは結果的に
は自院の預貯金有高を増加させ、健全な財務体質を創ることが可能である。

但し、１つ注意してほしい点は経過措置型医療法人（一人医師医療法人）は院長先生が
出資持分を大部分所有しているため、内部留保を増大させると将来相続財産となり、相続
税の重負担となる可能性が高いという点である。
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No 4 介護医療院とは

浅沼みらい税理士法人 川俣 喜弘

２０１８年４月に制度がスタートした介護医療院。実は、多くの医療・介護関係者がその実像

をはっきりとは捉えられていないのではないだろうか。それゆえ、介護療養型医療施設や、２５

対１療養病棟入院基本料を持つ病院経営者は「様子見」をしているのかもしれない。そこで本稿

では、主に制度的な側面から、介護医療院とはいったい何なのか、何を目的としているのかにつ

いて、紐解いていきたい。

医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設

介護医療院は、介護保険法に定められた介護保険施設である。その定義は、介護保険法第８条

第２９項で、

――介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、

施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓

練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

――とされる。

また基本方針として以下の３点である。

▽介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療な

らびに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

▽介護医療院は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療

院サービスの提供に努めなければならない。

▽介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営

を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。

参考に、介護老人福祉施設、介護老人保健施設の定義を示した。老人福祉施設は、日常生活上

の世話、つまり介護が中心で、医療というワードは出てこない。また、老人保健施設は、対象が

「主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにする

ための支援が必要である者」であって、提供するサービスも看護や機能訓練などが示されている。

これらに比べると介護医療院は、療養上の管理が真っ先に挙げられ、「機能訓練その他必要な医

療」を提供する施設という位置づけになっている。

つまり、「長期にわたり療養が必要な者」に対して介護だけでなく医療も提供する施設である

と言うことができよう。さらに、介護療養型医療施設より生活が重視されているとも言える。厚

生労働省は端的に、「医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設」と位置づけている。

介護医療院を開設できるのは、介護保険法で、▽地方公共団体、▽医療法人、▽社会福祉法人、

▽その他厚生労働大臣が定める者――の４つとされる。
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【参考】

介護老人福祉施設の定義

老人福祉法第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が３０人以上であるものに

限る)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づ

いて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養

上の世話を行うことを目的とする施設

介護老人保健施設の定義

要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むこと

ができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定

めるものに限る。以下「要介護者」)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的

とする施設として、第９４条第１項の都道府県知事の許可を受けたもの

療養1・2

(20対1）

経過措置

(25対1）
Ⅰ型 Ⅱ型

病院・診療所の病床のう

ち、長期療養を必要とす

る要介護者に対し、医学

的管理の下における介

護、必要な医療等を提供

するもの

要介護者にﾘﾊﾋﾞﾘ

等を提供し、在

宅復帰を目指す

施設

要介護者のため

の生活施設

約15.1

万床

約6.6

万床
約5.5万床 ー ー

約36.8万床

(うち介護療養型:

約0.9万床）

約56.7万床

医療法（病院・診療所）

介護保険法

(介護療養型医療施設）

医師 48対1（3名以上）

48対1 100対1
100対1

（1名以上）

健康管理及び療養

上の指導のための

必要な数

6.4㎡ 8.0㎡
10.65㎡

（原則個室）

平成35年度末 ー ー

施

設

基

準
介護

職員
　  (予定)

6対1～4対1

療養機能強化型は5対1～4対1
5対1～4対1

看護

職員
                      　  (予定)      2対1

6対1 6対1 6対1
3対1

（うち看護職員を

2/7程度を標準）

3対1

面積

設置期限

48対1（3名以上）

            4対1                 (3対1)

(35年度末まで、6対1で可）

6.4㎡ 8.0㎡以上

ー （平成30年4月施行）

概要

病床数

設置根拠

療養病床等の概要

〇療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもの。

〇医療保険の『医療療養病床(医療保険財源)』と、介護保険の『介護療養病床(介護保険財源)』がある。

〇要介護高齢者の長期療養・生活施設である新たな介護保険施設「介護医療院」を創設。(平成30年4月施行)

介護老人

保健施設

特別養護老人

ホーム

医療法

（病院・診療所）

介護保険法

（介護医療院）

            4対1

(35年度末まで、6対1で可）

介護保険法（介

護老人保健施設）

老人福祉法

（老人福祉施設）

介護療養病床

介護医療院医療療養病床

病院・診療所の病床のうち、

主として長期療養を必要とす

る患者を入院させるもの

※療養1･2は医療区分2･3の患者が

それぞれ8割･5割以上

医療法（医療提供施設）

要介護者の

長期療養・生活施設

6対1～4対1

(3名以上。宿直を行う医師

を置かない場合は1名以上)



No 5 生命保険受取人は誰？

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 浅野 友裕
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現在加入中の生命保険、受取人がどなたになっているか、把握されておりますでしょうか？

保険料・保険金額などが状況の変化により見直しをすることもあると思いますが、受取人につい

ても同じようにこうした変化により見直しをされたほうが良い場合があります。

受取人をだれにするのかを決めるにあたり、下記事項を参考にしていただければと思います。

〇受取人が配偶者の場合
一般的にご結婚されている場合は、配偶者を受取人していることが多いと思います。通常は問題にな

ることはないと思いますが、下記の点にご注意ください。

保険金受取により配偶者の方の資産を増やしてしまうため、2次相続の発生時の相続税をを考えた場合、

一部をお子様など他の親族の方を受取人にしておいたほうが良い場合があります。

また、仮に配偶者の方が、ご不幸にも先立たれてしまった場合、変更せずにそのままにしておくと、

万が一の時には、配偶者の法定相続人が受け取ることになります。その際は、保険会社は法定相続人の

確認をしなければならないので、手続き的には多少面倒になります。

〇受取人がお子様の場合
お子様が複数いらっしゃる場合、例えばお二人の場合に、1件の契約をそれぞれ５０％として指定され

ていることがあります。この場合、保険会社によっては、万が一の請求の際、代表者をどちらか1名指定

して、全額その代表者が受け取る手続きとなります。（保険会社によっては別々に振込する手続きがで

きる会社もあります）この場合も、それぞれの方の署名など多少手続きが面倒になりますし、受け取っ

た後にもう一人の受取人に相当分を渡さなくてはならないという面倒さも出てきます。

〇受取人が法定相続人となっている場合
特に個人を指定していないため、前述と同じように、法定相続人の確認など手続きが面倒になります。

保険加入時にとりあえずということで、法定相続人とすることもありますので、その場合はなるべく早

い段階で受取人を指定されることをお勧めします。

〇受取人がご両親の場合
ご結婚されていない場合、ご両親を受取人にするケースも多いと思います。保険加入後、ご結婚され

たときに、受取人を配偶者に変更したと思っているのに失念することも多々あるようです。その場合、

受取人が亡くなりその後ご契約者がお亡くなりになった場合、当初してしておいたご両親の法定相続人

が受取人になりますので、配偶者は受け取れないという事態が発生しますので注意が必要です。

〇受取人がご兄弟・お孫さん・その他親族の場合
理由があって法定相続人以外の親族を指定している場合があると思います。加入時に説明を受けてい

ると思いますが、相続税支払いの対象者の場合、相続税の支払いが2割加算になりますので、ご注意くだ

さい。

〇受取人が第三者の場合
最近では保険会社が第三者受け取り保険契約の引き受けをほぼしていないため、まれなケースだとは

思いますが、トラブルが発生することも多く、できれば変更することをお勧めします。

ただやむを得ない理由によりそのままにする場合は十分ご注意ください。

〇受取人が被保険者本人の場合
亡くなった方が受取人になるという本来はありえないような指定ですが、古い契約だとごくまれにあ

るようです。最近では見かけることはほとんどありません。ただこのケースがあった場合は、民法上の

受取人固有の財産とはならず、他の相続財産と同じように扱われます。従いまして、遺産分割協議での

対象財産になりますので、注意が必要です。これも速やかに変更手続きをお勧めします。

受取人の変更は、保険会社に申し出をすればいつでもできます。受取人を指定するということ

は、ご契約者の思いを伝えることでもあります。一度ご確認されて必要をお感じになりましたら、

変更手続きをされることをお勧めします。



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

前回は組織全体の取り組みで成果をあげていった実例をいくつかご紹介いたしました

が、今回は従業員一人ひとりの対応強化をはかることでより成果に結びつけていった実

例をお伝えさせていただきます。

No 6 医療現場で成果に繋がった取り組み事例 part ２
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スタッフ対応強化により成果をあげていった実例

①《こんな時どうする？勉強会が安心感をもたらせる》

医療業界にはヒアリハット又は、アクシデント・インシデントといった出来事

をきちんと文書、文面に残すという習慣が定着しつつありますが、何年か経過し

てくるといつの間にか〝書くことで消化してしまう〟といった現象や、そもそも

〝書くことすらやめてしまう〟状態になっているといった現状も少なくないと言

われています。

そんな中、ヒアリハットまでいかなくても日々の業務を行っている中で、患者

様や業者様のお声、また、同僚同士で「これって少し変だよね」と素朴な疑問を

定期的な勉強会の題材として持ちあい、〝こんな時、皆だったらどうする？〟と

検討しあう会を設けているそうです。それぞれのキャリアの方々の意見を交換し

あうことで、互いに次なる対応の仕方を共有したり、やり方そのものを改善、見

直しをしていくことが出来るようになってきたとのことです。

スタッフそれぞれが共有して話し合い、対策の仕方や取り組み方を身につけて

いくことで、少しずつ自信につながり、患者様に対する対応も良い意味で変化が

現れてきたようです。

〝安心感・信頼感を与える〟と一言で言いますが、こちら側が不安な気持ちで接

していると、伝わるものも伝わりません。大きな一歩より、小さな積み重ねが満

足の差となっているようです。

②《徹底した患者様目線での電話対応が心をつかむ》

見えない相手に対する対応（電話応対）に徹底して取り組んでいる組織もありまし

た。接客に対しては意識しつつも、いざ電話となると、声のトーンや大きさを控えめに

してしまいがちになってしまう傾向が多いと言われています。そこで〝相手が見えない

からこそ、いかに相手をイメージして不快な思いをさせないで済むか〟をテーマに定期

的に勉強会を開いて、実践的なロープレを行い、自身の対応の仕方や声が、相手様にど

のように映っているかを意識する訓練を実施しているとのことです。

実践していくうちに、電話のみならず、患者様に対する接客応対においても少しず

つではありますが、相手の立場に立った表現や気遣いの言葉が自然とできるようになっ

てきているという報告をいただきました。

思いやりのある少しの気遣いが、互いの笑顔を引き出すカギとなり、患者様方から

発信されるイライラ感やクレームが減少してきているとおっしゃっておりました。



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 主任コンサルタント 関悠希
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No 7 医療・福祉業界は

ストレスチェックの実施率が低い！？

精神障害での労災請求数のトップを毎年、医療・福祉業界が独占しているにも関わらず、2017年に初

めて公表されたストレスチェックの実施状況では、医療・福祉業界は他の業種に比べて実施率が低かっ

たことをご存じでしょうか。医療現場はシフト勤務や感情労働など過酷な勤務状況にあり、職員全員の

心身の健康を保つには大変な苦労があるかもしれませんが、患者安全につながる重要な要素ですので、

早い段階からの対応が望まれます。(下記のグラフ・表は出典元のデータをもとに、当社で作成したもの)

平成29年調査から見る精神障害に関する医療・福祉業界の現状

3

13

11

11

31

21

29

49

16

51

63

74

111

114

161

232

308

313

050100150200250300

教育、学習支援業

金融業、保険業

宿泊業、飲食サービス業

情報通信業

建設業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

製造業

医療、福祉

自殺(未遂を含む)の件数 その他の件数

精神障害に関する労災の請求件数
※平成29年度「過労死等の労災補償状況」より件数上位を抜粋

84.4

89.5

49

89.4

78.4

82.9

79.4

84.1

76.6

0 50 100

精神障害に関する労災請求数が毎年多い医療・福祉業界

※1 順位は、精神障害の請求件数が多い業種を並べた際の順位 ※2 〈〉内は自殺(未遂を含む)の件数で、内数

ストレスチェックと同時にハラスメント対策や労務管理等も行い、
新たに仕事で精神障害を発症する職員が出ないようにしましょう

【出典】・厚生労働省.“ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します.”https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html.

・厚生労働省.“平成29年度「過労死等の労災補償状況」を公表します.”https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html.

“平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表.”https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html.

“平成27年度「過労死等の労災補償状況」を公表.”https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128216.html.

“平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表.”https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html.

“平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表.”https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.html, (all accessed 2019-01-18).

【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

こ
の
中
で
ワ
ー
ス
ト
２
！

ストレスチェック制度の実施状況
※労働安全衛生調査(実態調査)平成29年 特別集計より抜粋

医療・福祉

医療業 社会保険・社会福祉・介護事業

請求件数 順位※1 請求件数 順位

平成29年度 139〈7〉※2

2位

174〈9〉

1位

平成28年度 134〈11〉 167〈5〉

平成27年度 96 157

平成26年度 95 140

平成25年度 96 119



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

- 17-



＜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。

-18



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（天王洲ｵｰｼｬﾝｽｸｴｱ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７５号 令和元年５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 確定申告と医療機関の経営申告数値

２
民法（相続法）改正
“配偶者の居住権保護”や“息子の妻の貢献の考慮”など

３ 病医院の経営管理 キャッシュフローと内部留保①

４ 介護医療院とは

５ 生命保険受取人は誰？

６ 医療現場で成果に繋がった取り組み事例 part２

7 医療・福祉業界はストレスチェックの実施率が低い？



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

５月１６日（木） １０時～１２時

６月２０日（水） １０時～１２時

７月１８日（木） １０時～１２時

５月１６日（木） １０時～１２時

６月２０日（水） １０時～１２時

７月１８日（木） １０時～１２時


