
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第７６号 令和元年８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 医療機関と消費税軽減税率

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２ 理事・監事に対する税法上の給与のルール

医業経営 病医院の経営管理 ３
病医院の経営管理

病医院のキャッシュフローのライフステージ別の経営視点

法律・行政 医業経営に関連する制度 ４ 介護医療院とは②

保険・金融 医療従事者が知っておきたい保険の知識 ５ 加入中の生命保険・損害保険の内容把握

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ クレーム（苦情）は基本を忘れてしまった時に起こります

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ７ 繰り返される医療事故とは？



【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１９日（木） １０時～１２時 ９月１９日（木） １０時～１２時

１０月１７日（木） １０時～１２時 １０月１７日（木） １０時～１２時

１１月２１日（木） １０時～１２時 １１月２１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（火）

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（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 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！

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

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
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済

済

済

済



令和元年１０月１日より、８％と１０％の複数消費税率になります。医療機関は非課税ですから、

当医院は関係ないと思っている医療機関が多いと思われますが、関係大ありなのです。

消費税は平成元年３％の税率で導入されました。その後平成９年４月から５％のなり、さらには

平成２６年４月からは８％に増税されて今日に至っています。

消費税引き上げについては民主党野田政権の時に、民主党・自民党・公明党の三党間での合意の

もとに取り決めされたものです。「社会保障と税の一体改革」に関する合意として「三党確認書」

が作成され、平成２６年４月から８％、平成２７年１０月から10％になることが決められていた

のです。安倍政権は三党合意に基づき平成２６年４月より８％に引き上げたものの、その後景気状

況が思わしくないという理由で平成２７年１０月からの１０％への引き上げを延期してしまった。

そして、今回の2019年10月からの１０％に増税の運びとなった。リーマンショック並みの景気後

退がなければ、さらなる延期はないと明言していることから、再度の延期は世間と世界の信用を失

うことになり、無いことでしょう。そこでおさらいのつもりで今回の消費税軽減税率を含めた医療

機関への影響を考えてみることにします。

● 複雑極まりない軽減税率

2019年10月1日（令和元年）から実施される予定の消費税は食品表示法に規定する飲食料品

と週２回以上発行される宅配新聞は８％の軽減税率。それ以外は標準税率１０％の複数税率である。

（１）飲食料品とは

軽減税率の対象となる飲食料品は次の①～③に掲げるもので人の飲用又は食用にともされるも

のをいう。

①農産物（米穀・野菜・果実など）、畜産物（食肉・牛乳・食用鳥卵など）、水産物（魚類

・海藻類・貝類・など）

②めん類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造加工された食品

③商品衛生法に規定する添加物

なお、医薬品、医薬部外品、再生医療品等製品並びに酒税法に規定する酒類は軽減税率適用あ

りません。

（２）適用税率の判定時期

良く巷で聞く話がある。コンビニでは食料品、日常生活に便利な品物の販売をしている。お昼

の弁当を購入した。その際にお店で食べますか、それともお持ち帰りですかと店員等に聞かれ

たとする。会社で飲食するのでお持ち帰りですと答える。消費税は軽減税率の８％である。

ところが、会社に帰っていると時間がないことに気が付き、お店のイートインコーナーで食事

したら、コンビニ店員は１０％と言って、不足分を徴収するのかという問題が起きる。

答えは８％でよいのである。理由は軽減税率が適用される取引か否かの判定は飲食料品の「販

売」をした時点で判断すればよいのである。

No １ 医療機関と消費税軽減税率

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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（3）ものの形状による違い

牛肉や豚肉、魚などの売買は軽減税率の対象になりますが、生きている牛や豚、魚の売買も軽

減税率が適用されるのかというと、生きている家畜は売買の時点で食用にともされるものでは

ないので食品に該当せず、軽減税率は適用されない。枝肉にして売買するときは食品に該当す

るので軽減税率８％である。

魚については、活け造り料理の顧客への提供は軽減税率適用、ただし観賞用の魚（熱帯魚等）

の売買は標準税率１０％となる。

水道水、ミネラルウォーター、氷の販売はどうなるのか。

水道水は飲用だけでなく、風呂や洗濯といった生活用水として利用されることから標準税率適

用になります。ミネラルウォーターは人の飲用にともされるので食品に該当し軽減税率になる。

かき氷などの飲食用として利用される氷は軽減税率ですが、ドライアイスや保冷用の氷は標準

税率になる。

（4）社員食堂、学校給食、有料老人ホーム、病院食

レストラン等での飲食は外食になり標準税率が適用されますが、社員食堂における食事の提供

も外食に該当し、標準税率になる。

義務教育である小学校や中学校の施設において児童や生徒に提供する食事は軽減税率が適用さ

れます。社員食堂の食事と違って、小中学校の給食は児童や生徒が料理を選定することができ

ません。なんでも残さずに食べなければ子供の健康・成長に影響します。学校教育法に規定す

る幼稚園、特別支援学校、高等学校の夜間学校給食等も軽減税率が使えます。

有料老人ホームにおける飲食料品の提供はケータリングの例外として軽減税率が適用できます。

ただし、飲食料品の対価（税抜き）一食当たり６４０円以下で且つ一日の累計額１，９２０円

までの飲食に限ります。

健康保険法等の対象となる病院食の提供は非課税であり、消費税は課税されません。ただし患

者の自己都合による特別メニューの食事は消費税課税対象になります。

（５）売上税額の簡便計算

病院、薬局、院内売店、食堂等で販売する基準期間における課税売上高が５０００万円以下の

施設では売上高を税率の異なるごとに区分することにつき、困難な事情がある事業者について

①仕入割合、②１０営業日割合、③５０％の割合の、いずれかの簡便計算が認められている。

（6）インボイス制度と医療機関

2019年10月1日より「区分記載請求書等保存方式」が実施されます。複数税率時代になると

税率ごとの金額がわからないと消費税計算ができません。そこで軽減税率対象品目の販売を行

った場合には、請求書（領収書）等に軽減税率対象品目の売買である旨を記載するとともに、

取引金額は税率区分ごとの合計請求（領収）金額を記載することが義務付けられました。

即ち、８％軽減税率品目と10％標準税率品目区分と、その当該額ごとの税率及び取引金額を

合計表示することになりました。病院等の売店で飲食料品とそれ以外販売しているときはレジ

スター等の改修が必要になります。
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また購入した側は、軽減、標準税率の区分の記載に基づく取引明細がないと、仕入れ税額控除

ができなくなり、余計な消費税を払うことになってしまいます。そのことは院外薬局での売買

でも同じ事象が起きます。顧客が不便を感じることになり、そのような売店では購入しなくな

る可能性が出てきて、ゆくゆくは顧客が離れ、営業困難になることになることでしょう。

2023年10月1日からは日本型インボイス制度「適格請求書等保存方式」が導入される予定で

す。そうなると「適格請求書発行事業者登録制度」が創設され、その発行業者が交付する「適

格請求書」の保存が消費税の仕入れ税額控除要件となり、税務署に申請して「適格請求書発行

事業者」とならなければ、顧客が離れていくことになります。

基準年度課税売上が１０００万円未満の免税事業者も、課税事業者の申請を税務署に提出して、

登録番号をもらい、適格登録事業者にならないと、営業継続はかなわないことになるかもしれ

ません。

免税業者は消費税を払わないで、先々廃業を覚悟しながら商売するのか、消費税払ってでも、

奮起して商売を続けるかの選択をしなければなりません。



医療法人の従業員に対する給与・賞与を支払った場合には、「損金（経費）」となるのが原則で

すが、役員である「理事」「監事」に支給される「給与や賞与」については、税法上一定のルール

が設けられています。

もし、このルールに沿っていない支払いの場合には、その一部が税法上、損金算入できない（経

費にならない）ことになりかねません。

今回はこのルールについて、基本的な内容を取り上げたいと思います。

1．役員給与の基本

理事・監事の給与は、定款に定めがないときには、社員総会(又は評議員会)の決議によって定め

ます。この場合に、社員総会(又は評議員会)で理事・監事の給与総額をそれぞれ定め、個々の給与

額についてはその総額の範囲内で、理事については理事会の決議にて、監事については監事の協議

によって決めることも可能です

医療法人の理事・監事に対して支給する給与が損金算入されるためには、次のいずれかに該当す

る必要があります。

〇定期同額給与

〇事前確定届出給与

詳しく見ていきましょう。

2．定期同額給与

支給が1ヶ月以下の期間での定期で、同額の給与であること。

No ２ 理事・監事に対する税法上の給与のルール

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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50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

定期同額給与のイメージ

定期同額給与の変更には一定の制約があり、認められている条件は以下の通りです。

イ）通常改定・・・事業年度開始日から3ケ月までの一定の改定

（定時社員総会などでの変更）

ロ）臨時改定・・・職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更等やむを得ない事情

（常勤役員が非常勤になったなど）

ハ）業績悪化改定・・・法人の経営状況が“著しく”悪化したことによる改定



【Q＆A】

理事が病気のため2ヶ月間の入院が必要となりました。当初予定の職務の執行ができない状態と

なったため、理事会で決議の上、給与の減額を決議しました。その後、職務執行が可能となったた

め、理事会にて決議の上、入院前と同額を支給することにしました。

この場合は、定期同額給与に該当しますか。

役員が病気で入院したことにより当初の職務の執行が一部できなくなった場合に、役員給与の額

を減額することは、臨時改定事由による改定と認められます。また、職務の執行が可能となった場

合に、入院前の給与と同額を支給することも臨時改定事由による改定と認められますので、いずれ

も定期同額給与に該当します。

3.事前確定届出給与

「役員賞与」については、「定期同額」には該当しないため原則として損金にはなりませんが、

「事前確定届出給与」として、支給金額と支給時期を“あらかじめ”定め、届出期限内に所定の届

け出を税務署にした場合には、損金となります。
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50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事前確定届出給与のイメージ

5050

定期同額給与

事前確定届出給与

この場合において、「定期同額給与」を支給していない役員に対して医療法人が支給する給与、

例えば監事に対して年1回支払う給与などは、届け出の必要はありません。

＜参考 特殊関係使用人への給与の注意点＞

冒頭に“医療法人の従業員に対する給与・賞与を支払った場合には、「損金（経費）」となるの

が原則です”と記述しましたが、例外があります。

役員の子どもや親・兄弟姉妹などの親族等一定の従業員については「特殊関係使用人」に該当し、

他の従業員との職務内容・勤務形態などと比較して、給与賞与や退職金のうち「不相当に高額」の

部分は、損金とはなりません。
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No ３ 病医院の経営管理

病医院のキャッシュフローのライフステージ別の経営視点

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

病医院のライフステージは売上高の伸び率により想定しているため、院歴の年数で決定付けられ

るものではない。今回はライフステージ別の資金調達モデルを検討いたします。

創業期 成長期 安定期 低迷期

Ⅰ 創業期の資金調達モデル

創業期の段階では、経営成績が一気に伸びることはまれであり、当初の元入資本金では資金の不

足が発生するため金融機関の融資を受けることとなる。医療機器等は長期に亘り使用するため、長

期資金により充当することになる。

従ってこの時期の資金調達モデルの営業活動キャッシュフローは、長期借入金を返済するための

資金余剰となると思われる。

投資活動キャッシュフローは必要設備資金の購入となり、財務活動キャッシュフローは長期借入

金の資金調達やリース取引が実施される。この創業期には病医院のキャッシュ（資金）はあまり増

加することは考えにくい。

この時期は病医院の治療技術や経営ノウハウを構築する時でもあり、重要な期間となる。

この創業期は通常3年から5年程度を要すると思われる。

Ⅱ 成長期の資金調達モデル

この成長期は売上も拡大し続け、スタッフも増加し、成長に必要な設備固定資産が拡充され、資

金量も増加するため、キャッシュフローも変容し続ける期間である。また、病医院利益や減価償却

費が大きく伸びる時期でもある。この基本的自己金融の増加が一層成長のチャンスともなり、院長

等経営者の積極性が見て取れる時期でもある。

病医院成長に伴って、売上債権や仕入債務も増加し、たな卸資産等の在庫品も増え、固定費も高

い水準となる。

また、法人税や消費税の納税額も多くなる時期で、営業活動のキャッシュフローも増加の一途を

辿ることが予想される。

投資活動キャッシュフローは設備投資を含む固定資産等の増加があり、財務活動キャッシュフロー

では短期借入金としての運転資金の需要やファイナンスリース取引の発生並びに長期借入金の資金

調達が発生しうる。成長発展の途上になる期間は資金調達や経営面のあらゆるマネジメントが必要

になってくる。この時期は外部金融にも依存するところに特徴がある。
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Ⅲ 安定期の資金調達モデル

この時期が一番の危険ゾーンでもある。マーケットが変化し欲求について行けない場合には、

一気に脱落してしまうことが考えられる。

更にこの時期に入った病医院は、経営改革意欲を失っている可能性が高いと想定されるし、

経営者の高齢化が左右しているとも考えられる。病医院の経営者は創業期を経て成長期に登り

つめ、安定期を迎える。

この時期こそ経営者は拡大再生産を図り、右上がりの成長を果たすべきで成長期を延長する

ことが可能である。

更にこのステージに突入すると金融機関からの借入金も完済している病医院も多くなっており、

一応安心感を得るものと思われる。

安定期の資金調達モデルの営業・投資・財務活動のキャッシュフローは、そこそこ安定して

いるものと考えられる。

この時期には新しい経営者の登場が必要な時期と思われ、経営環境が厳しさを増す中では特

に注意すべきステージでもある。

Ⅳ 低迷期の資金調達モデル

低迷期には、売上高が対前年に比べ減少傾向で連続して進む状況となる。この状況に至ると

中々改善することが困難なことになる。

弊害としては当期利益の縮小化が進み、金融機関からの借入金がある場合には返済財源が不

足し、支払不能に至る場合もありうる。

この段階では病医院のM&Aも成立しがたい状態となってしまう。

Ⅴ 成長期には積極的な医療機器への投資、スタッフへの人的投資を

前述のとおり成長期はあらゆる機能面で拡大、成長する時期でもある。

従って、最新設備への投資や人材育成、スタッフの増員等に力を入れ、病医院の患者受入体制

を強化し万全なものとすべきである。

この機会を喪失しないよう心掛けておきたい、大事なステージである。

Ⅵ 安定期には事業承継や後継者育成を図る必要がある。

安定期には前段階の成長期に戻す努力が必要となる。

そこでこのステージでは経営者、院長、理事長などのトップ人事を考察し、実行すべきステー

ジと考えられる。安定期を経過した場合には低迷期へ突入してしまうからである。どのような

企業、組織でもこのようなライフスタイルを辿ることは明白であり、自院のライフスタイルは

現在どのステージに立っているかを考え、事前に適切な対応を取るべきか検討し成長を継続す

ることが肝要となる。

人間の生命ステージと病医院のライフステージには、共通する類似点が多いと思われる。
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No 4 介護医療院とは ②

浅沼みらい税理士法人 川俣 喜弘

介護医療院の基準（人員基準）

指定基準 報酬上の基準 類型（Ｉ） 類型(II) 類型（Ｉ） 類型（II） 　指定基準 報酬上の基準

医師 ４８：１
(病院で3以上)

－ ４８：１
(施設で３以上)

１００：１
(施設で１以上)

－ － １００：１
(施設で１以上)

－

薬剤師 １５０：１ － １５０：１ ３００：１ － － ３００：１ －

看護職員 ６：１
６：１

うち看隻師
2割以上

６：１ ６：１
６：１

うち看護師
2割以上

６：１

介護職員 ６：１ 5:1～4:1 ５：１ ６：１ 5:1～4:1 6:1～4:1

支援相談員
100:1

　(1名以上)
－

リハビリ専
門職

PT/OT:
適当数

－ － －
PT/OT/ST：

１００：１
－

栄養士
定員100以上
　で1以上

－ － －
定員100以上

で1以上
－

介護支援専
門員

100:1
(1名以上)

－ － －
１００：１

（１名以上）
－

放射線技師 適当数 － － －

他の従業者 適当数 － － － 適当数 －

医師:宿直 － 医師:宿直 － － － － －

介護老人保健施設

医師の宿直

適当数

適当数

PT/OT/ST：適当数

定員100以上で１以上

１００：１ （１名以上）

人
員
基
準

【従来型･強化型】
　看護一介護3:1
【介護療養型】

看護6:1、
　介護6:1～4:1

３：１
（看護2/7）

介護療養病床(病院)
【療養機能強化型】 指定基準

介護医療院

報酬上の基準

介護医療院における医師の宿直

介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、以下のいずれ

かの場合であって、介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合には、宿直を

要しないこととした。

ａ. Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合

ｂ. 医療機関併設型介護医療院であり同一敷地内又は隣接する敷地にある病院又は診療所との連

携が確保されており、当該介護医療院の入所者の病状が急変した場合に当該病院又は診療所

の医師が速やかに診察を行う体制が確保されている場合

ｃ. 介護医療院の入所者の病状が急変した場合においても当該介護医療院の医師が速やかに診察

を行う体制が確保されているものとして都道府県知事に認められている場合（医療法施行規

則第9条の15の２に定める場合と同様）
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療養施設について

ａ. 療養室に洗面所を設置した場合に必要となる床面積及び収納設備の設置に要する床面積は、

基準面積に含めて差し支えないものであること。

b. 療養室の床面積は、内法による測定で入所者１人当たり8平方メートル以上とすること。

C .多床室の場合にあっては、家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分

することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること。カーテ

ンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはいえな

い。また、家具、パーティション等については、入所者の安全が確保されている場合には、

必ずしも固定されているものに限らない。

d. 療養室のナース・コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場

合には、入所者の動向や意向を検知できる機器を設置することで代用することとして差し支

えない。

介護医療院 ②施設・設備基準

介護療養病床（病院）

【療養機能強化型】
介護医療院 介護老人保健施設

指定基準 指定基準 指定基準

診察室 各科専門の診察室 医師が診察を行うのに適切なもの 医師が診察を行うのに適切なもの

病室・

療養室

定員４名以下、

床面積６.４㎡/人以上

定員４名以下、床面積８.0㎡/人以上

※転換の場合、大規模改修まで

6.4㎡/人以上で可

定員４名以下、床面積８.0㎡/人以上

※転換の場合、大規模改修まで

６.４㎡/人以上で可

機能訓

練室
４０㎡以上 ４０㎡以上

入所定員１人あたり１㎡以上

※転換の場合、大規模改修まで緩和

談話室 談話を楽しめる広さ 談話を楽しめる広さ 談話を楽しめる広さ

食堂 入院患者１人あたり１㎡以上 入所定員１人あたり１㎡以上 入所定員１人あたり２㎡以上

浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適した

もの

身体の不自由な者が入浴するのに適した

もの

身体の不自由な者が入浴するのに適した

もの
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

ﾙｰﾑ
十分な広さ 十分な広さ

その他

医療設備

処置室、臨床検査施設、エックス線装

置、調剤所

処置室、臨床検査施設、エックス線装

置、調剤所
(薬剤師が調剤を行う場合：調剤所）

他設備
給食施設、その他都道府県の条例で定め

る施設

洗面所、便所、ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ、調理室、

洗濯室又は洗濯場、汚物処理室

洗面所、便所、ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ、調理室、

洗濯室又は洗濯場、汚物処理室

医療の

構造設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気

又はガスに関する構造設備、放射線に関

する構造設備

診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気

又はガスに関する構造設備、放射線に関

する構造設備

廊下
廊下幅： 1.8ｍ、中廊下は2.7ｍ

※経過措置廊下幅： 1.2ｍ,中廊下1.6ｍ

廊下幅： 1.8ｍ、中廊下の場合は2.7ｍ

※転換の場合廊下幅：1.2ｍ,中廊下1.6ｍ

廊下幅： 1.8ｍ、中廊下の場合は2.7ｍ

※転換の場合廊下幅：1.2ｍ,中廊下1.6ｍ

耐火構造

（３階以上に病室がある場合）

建築基準法に基づく主要構造部：

耐火建築物

原則、耐火建築物（２階建て又は平屋建

てのうち特別な場合は準耐火建築物)

※転換の場合、特例あり

原則、耐火建築物（２階建て又は平屋建

てのうち特別な場合は準耐火建築物)

※転換の場合、特例あり

施

設

設

備

構

造

設

備



No 5 加入中の生命保険・損害保険の内容把握

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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個人保険から病医院の保険まで多くの種類の保険に加入されている先生方が多いと思われます。

現在加入中の生命保険・損害保険の内容について把握されてますでしょうか？

加入時にはしっかり内容を確認されご加入をいただいていると思いますが、一般的には、日

常において保険を使用することが中々ないため、年月が経つにつれ把握していた内容も薄れて

いく方も多いようです。そこで起こりうる問題点を考えてみたいと思います。

近年、日本各地で自然災害が頻発しています。予想を超える豪雨、土砂災害、地震や大雪等

により被害も大きく、原状回復にも時間を要しています。このような災害にあわれた際、加入

している保険を使用し原状回復を図るのが多いかと思われます。他県の集中豪雨時には、「水

災の補償がついていなかった」「建物の補償には加入していたが、設備什器の補償には加入し

ていなかった」などの案件が多々あり保険支払いの対象にならないケースもあったようです。

なぜ、このようなことが起きたのでしょうか？その理由としては「勧められるがまま加入し

た」、「過去に水害がない地域だから水災の対策はいらないので付加しなかった」、「加入時・

更新時に保険料を抑えるため補償を外した」など様々あります。もし、付加されていない補償

があった場合、災害にあわれた際に自己負担を強いられることになってしまいます。不測の事

態のための保険ですので、ご自身が希望されている補償がカバーされていないことがないよう

に加入中の保険内容を再度確認いただくことも必要ではないでしょうか？

一方、生命保険はどうでしょうか？

先生方は、勤務医時代や開業された時、または医療法人化時と、様々なタイミングで生命保険

にご加入をいただいたと思いますし、それぞれの生命保険も、万が一時の死亡保障、入院など

の生存保障、退職金準備など目的をもってご加入いただいたと思います。生命保険は長期間に

わたる契約が多いですから、20年、30年、そのまた先と継続いただくわけですが、その間に、

ライフプランや環境の変化が起こることもございます。また、住所が変更になることや、受取

人が変更になること、支払方法が変更になることもございます。先生方の環境等に変化がなく

とも去年のように保険会社の訂料（保険料の改定）が起こることもございます。このような際

には、良い機会と思いご加入中の保険につきまして内容の把握、再確認をしていただく必要も

ございます。

特に、医療法人におかれましては、税制の変更により新たに生命保険に加入される際、加入

される生命保険によって損金と資産の割合が変わってきます。それを把握し、いつでも確認し

やすいように一覧表にまとめておき管理をすることによって、いざという時に役に立ちます。

個人での保険加入だけではなく、病医院での保険加入も必要な先生方におかれましては、ど

うしても加入する保険の数が多くなりがちですので、保険管理を簡素化する上でも管理表の作

成をお勧めさせていただきたいと思います。
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最近の患者様（お客様）の苦情にはこんな事が多く含まれるようになってきているよう

です。

①看護師さんと事務の方のおしゃべりが多い（診察中にもかかわらず、後ろで聞こえるよ

うに話をしている）。

②言葉づかいがキツイ。

③よく分からない点など聞き返すとイライラするのか物音を立てる。

④終了時間近くに行くと、おもむろにイヤな顔をされる。

⑤表情がキツイ（無表情で恐い）などなど…

確かにストレス社会の今、働いていらっしゃるスタッフの方々も、急に忙しくなったり

人手が不足していたりと……いろいろ抱えているものが、さぞ多い事とは思いますが、患

者様（お客様）の不安要因のきっかけを作ってしまっているようです。

今回はそのような方々に、どう対処していったら良いのか…をステップごとに考えてい

きたいと思います。

原因は数多く考えられるでしょう。

①プライベートでのイライラ（トラブル）

②仕事等に対するストレス（人間関係・休日等）

③休憩時間の過ごし方

④賃金に対する不満

⑤あまりにもわがままな患者様に対する対応に悩んでいる

挙げ出したらきりはありませんが、話し合っていくといくつかのポイントに

絞られる傾向があるようです。

原因が見えてくれば対処の道は少しずつではありますが、開かれてくるでし

ょう。

定期的に15分～30分程度で良いので、スタッフミーティングを行うことは

有効です。慣例にとらわれず、患者様目線での行動やルールを見直していく意

義を定着させていくことが、更なるステップを築くことになります。

何が原因となってしまっているのか…どのような流れでそうなってしまっ

ているのか、現状を把握することが重要です。その上で必要なのは実際の患

者様(お客様)の意見などをしっかり吸い上げていくことも必要です。

実際に行動を改められるかどうかは最後は本人の自覚にかかっていると

いってもおかしくありません。本人がいくら“私は、僕は悪くない“と思っ

たとしても職場にふさわしくない思考や、言動や行動であれば、そのことに

ついてしっかりと理解させ、納得するまで話し合いをし、自身の責任で改め

る努力をさせなければなりません。

ステップ１ 問題に目を向けることが重要

ステップ2

ステップ3

ステップ4

原因を見極める

納得し、自身で行動に移れるよう委ねる

私たちの都合にあわせるのではなく、患者様（お客様）の

都合も考えた対応を心掛ける

No 6 クレーム（苦情）は

基本を忘れてしまった時に起こります
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日本医療機能評価機構では、医療事故情報等収集事業において再発・類似の報告が多い事例を公表

しています。再発・類似の事例が多いものについては、いま一度対応方法を見直すとともに、注意喚

起を促すことが重要です。

1 PTPシートの誤飲

2 画像診断報告書の確認不足

3 小児の輸液の血管外漏出

4 抜歯部位の取り違え

5 皮下用ポート及びカテーテルの断裂

6
体位変換時の気管・
気管切開チューブの偶発的な抜去

7
アレルギーの既往がわかっている
薬剤の投与

8 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

9 手術部位の左右の取り違え

10
MRI検査室への磁性体
(金属製品など)の持ち込み

11 処方入力の際の単位間違い

12 小児への薬剤10倍量間違い

13 注射器に準備された薬剤の取り違え

14 持参薬の不十分な確認

15 口頭指示による薬剤量間違い

16 病理診断報告書の確認忘れ

17 薬剤の取り違え

18
電気メスペンシルの誤った
取り扱いによる熱傷

19
ガベキサートメシル酸塩使用時の
血管外漏出

20 誤った患者への輸血

【出典】日本医療機能評価機構医療事故情報収集等事業.“医療安全情報の再発・類似事例の報告件数.”http://www.med-
safe.jp/pdf/med-safe-reportcount.pdf(accessed on 2019-6-7).

(件)

【お問い合わせ先】 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 TEL：03-3349-3501

医療事故情報収集事業において報告された再発・類似事例 TOP20*

＊2009年から2017年にかけて報告された再発・類似事例

0 20 40 60

No 7 繰り返される医療事故とは？

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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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。
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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７６号 令和元年８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 医療機関と消費税軽減税率

２ 理事・監事に対する税法上の給与のルール

３
病医院の経営管理
病医院のキャッシュフローのライフステージ別の経営視点

４ 介護医療院とは ②

５ 加入中の生命保険・損害保険の内容把握

６ クレーム（苦情）は基本を忘れてしまった時に起こります

7 繰り返される医療事故とは？



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１９日（木） １０時～１２時

１０月１７日（木） １０時～１２時

１１月２１日（木） １０時～１２時

９月１９日（木） １０時～１２時

１０月１７日（木） １０時～１２時

１１月２１日（木） １０時～１２時


