
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第７７号 令和元年１１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 収支会計と利益会計（商業帳簿の真実と架空）

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２ 住宅取得資金の「贈与税」の非課税制度

医業経営 病医院の経営管理 ３
病医院の経営管理

個人病院・診療所事業者の事業承継（個人版事業承継税制）について

法律・行政 医業経営に関連する制度 ４ 集団的個別指導・個別指導

保険・金融 医療従事者が知っておきたい保険の知識 ５ 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」ｐａｒｔ3

人事・接遇 人事・接遇マナー ６ 効果的なクレーム対応の流れ（手順）

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ７ 防災情報の発令方法について



【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２１日（木） １０時～１２時 １１月２１日（木） １０時～１２時

１２月１９日（木） １０時～１２時 １２月１９日（木） １０時～１２時

１月１６日（木） １０時～１２時 １月１６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・

SOMPOひまわり生命・アフラック生命

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７時～８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

院長・社長は会計数値をこのように考えよ
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）

済

済

済

済

台風の影響により

中止となりました。



【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

真岡市

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

9月26日（木）

午前10時30分

～12時30分

スパリゾート

リブマックス

真岡市長田

１－２４－３

(0285)

85-5526

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 浅野 友裕

第２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

10月3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３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

10月10日（火）

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

10月17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？

「実例と納得を得られやすい事前対応｝

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

10月31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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１．一航海収支会計

何ゆえに商業帳簿が必要になったのか。

中世イタリア商人は，東方より種々雑多な品物を仕入れ、ヨーロッパに運ぶ商売を営んでいた。

このような品物を運ぶ東方貿易は、陸路、海路を通して行われたが、海や川には多くの海賊が出没し

危険な商売でもありましたし、船は沈没してしまうリスクもありました。

船乗りたちは「危険を冒さないものは、大きな儲けを手にすることができない」と危険を避けるの

でなく挑戦することが勇気として讃えられた。そして一航海の度に収支分配する収支会計であった。

そんな時、船が沈んだという知らせが入る。貸主から金を借りて危険を冒しての商売は、事態は一

転借りた金は返せない。「約束通り１ポンドの肉を切り取っても良い」という判決が下される。借金

した男は死を覚悟する。貸主は「さあ、心臓に近い肉をいただこう」と手にした剣に力をこめる。こ

こで裁判官「肉は切り取っても良い。しかし契約に書かれておらぬゆえ、一滴の血も流してはなら

ぬ」拍手喝さいの名場面「ヴェニスの商人」の一節である(余談・・・・)。

２．イタリア商人と簿記

商業が盛んになるにつれてバンコ（銀行）の役割と影響が強くなる。イタリア商人にとってバンコ

の存在により、商売が拡大し、複雑になるにつれ、商業帳簿をつける必要と、ルールに従った「簿

記」が必要欠かせないものとなる。

商売を始めるにあたり、「自己資金」を用意します。足りない資金はバンコより「借入」をします。

自分で出資した自己資金は「資本」と言い、他人から借りた資金を「負債」と言います。この二つの

資金を調達することにより、その資金を使用して、香辛料や、船を購入しますのが「資産」と言われ

るものです。資産の運用がうまくいくと当初の調達した資金より財産が増え利益剰余金となります。

船舶を国の所有として民間に貸し付けるヴェネツィアは適切な使用料計算のための、正しい帳簿付け

が要求され、さらにヴェネツィア商人も調達と運用を明らかにするべく記録としての帳簿が発達した。

さらにフィレンツエの有力主力銀行は支配人に経営を任せる支店管理経営で多大な利益を上げるの

です。俗にいうホールディングカンパニー（持ち株会社）の元祖です。支配人は経営の自由が認めら

れる反面、その事業活動の詳細にわたる記録と報告を課せられます。それは商業帳簿を通して行われ

ました。

中世フィレンツエでは商業は単発的から継続的に行われるコンパーニャ（コンは、一緒に。パンは

パンを食べる人。即ち一緒にパンを食べる仲間という意味）が発達してきました。

仲間と一緒に共同事業をやるということは、簿記のルールに従って自らが記録を残し後日の裏切り、

仲間割れ、儲けの分配トラブルに備える準備にもなったのです。

ヴェネチア商人やフィレンチェ商人が用いていた簿記の技術をまとめて整理して、ルカ・パチョーリ

がスンマという２７ページの著書を発行して、イタリアから各国へ広がっていった。ヨーロッパ各地

でスンマを教科書にした簿記教室が数多く開催され、帳簿の記載の仕方が普及し、商業発展にも寄与

した。

No １ 収支会計と利益会計（商業帳簿の真実と架空）

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．P/LとB/S

毎日帳簿をつけ決算日に棚卸を行うことでフローの損益計算書（原因）とストックのバランス

シート貸借対照表（結果）の仕組みの原型がイタリア時代に完成した。この仕組みをわれわれの体

にたとえると、毎日生きるために私たちは、野菜、肉、魚、豆腐、牛乳等の食物を体に採取します。

いってみればこれがフローの損益計算書（Ｐ/Ｌ）です。その結果太りすぎ,やせすぎ、高血圧、糖尿

病等の不健康体か、それ以外健全かの体なります。言い換えるとこれが貸借対照表(B/S)です。

帳簿が完全についていると事業が良好に遂行するかというとその保証はありません。簿記は記録

の正確性を保障しますが、経営の適正性や経営者の詳細まで保証するものではありません。知識と

経験を積んだ統括者がいてこそ組織の健全性ガバナンスが保たれるのです。

４．イギリス産業革命

時代を産業革命前のイギリスに話を変えます。当時、イギリスは木材不足から燃料に、石炭を使

用するようになります。イギリス各地で炭鉱が発見され炭鉱夫たちが炭鉱に深く潜って石炭を掘る

のですが、彼らを悩ましたのが、とめどなく湧き出る地下水でした。これを汲み出さないと仕事に

なりません。色々試みたがうまくいきませんでした。そこで、技術者たちは機械を使って汲み出す

方法を考え、排水用ポンプとして蒸気機関を開発した。水を熱して蒸発させれば体積が膨張し、冷

やせば縮小する原理を利用して大幅に排水が楽になり石炭採掘作業は飛躍的に向上した。人間は自

分の力や、動物に頼らず、機械という動力を手に入れ、イギリス産業革命の始まりとなりました。

５．蒸気機関車と鉄道会社

蒸気機関のエンジンを線路に乗せて走らせれば蒸気機関車となるとの発想で１８３０年９月１５

日にリバプール・マンチェスター鉄道の蒸気機関車の記念日としたジョージ・スチーブンソンです。

鉄道が世の中を変える画期的な発明であることに間違いはないのですが、鉄道事業開業までには

膨大な金額の投資が必要です。土地の買収交渉、トンネル、陸橋、何両もの蒸気機関車、レール、

枕木、駅舎、各種の設備、鉄道会社はこうした固定資産をすべて揃えないと開業できない。さらに

巨額の調達資金が必要になる。投下資本が多ければ多いほど当初利益が出ないので投資家に配当が

できない。それでは投資家が資金提供してくれない。

鉄道会社は固定資産の金額が多額になる上に長期的に事業経営することを強要される。鉄道会社

は公益性の高いことから政府の意向が強く出る事業。運賃の決定についても然り。

技術的に蒸気機関車が完成されたとしても調達・運用面で支える組織がなければ世に成立しなかっ

たであろう。イギリスで設立された鉄道会社は十分にその役割を果たした。

その調達・運用方法やノウハウはこれ以降「財務会計」の歴史に大きな影響を与えた。

遠隔地に駅や列車の運行ダイヤを管理するノウハウは「管理会計」に受け継がれていった。

鉄道会社こそが近代会計のルーツと言える。

６．減価償却と利益会計

多大な固定資産投資を要請される鉄道事業は、また多大な資金調達が必要になる。かつ、投資し

た事業が赤字になったら投資家に投資に報いる利益の分配が不可能となり、投資してくれる投資家

がいなくなり、鉄道事業は成り立たない。毎年着実に儲けを出し、株主に喜んで出資してもらうた

めの方法が考えだされました。船乗り時代の一回の航行でその儲けを投資家にその時の儲けを分配

する一航海一損益の収支会計から、継続長期経営の「切り札」を考案したのです。それが「減価償

却」という手法です。減価償却の手法は会計の歴史にとって画期的な歴史的発案となった。

当初の固定資産支出を家計簿的に一回で経費処理してしまうと投資した当初は間違いなく赤字にな

り、投資がない時は黒字になります。これではいつ株主になったかで不公平が生じます。
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これではとっても具合が悪い。利益を平準化し、継続して安定的に配当する方法はないのかと、

鉄道会社の経営者が考えたのが、支出ベースでなく数期に分けて費用を計上する「減価償却」の方

法でした。即ち収支会計から、長期的に費用を平準化する「利益会計」へと軸足を変えたのです。

会計上の儲けは「収入―支出＝収支」から「収益―費用＝利益」と変化し、会計の重大なターニン

グポイントとなったのです。

減価償却ができるなら将来の支出を前倒しして数期費用に配分することもできると、貸倒引当金、

修繕引当金、退職引当金、賞与引当金等の考えが出てきた。さらに収益では長期工事を竣工完成し

た時に時に収益に挙げるのでなく、工事進行基準、部分完成基準、割賦販売基準等の前出しでの収

益も認める手法も考案されるようになる。これは現金収支主義会計から発生主義会計への変化であ

る。別な見方をすれば利益調整が可能な会計となったということであり、本当の利益は何なのか、

架空利益が含まれている可能性が出てきた。このことは「粉飾利益」が可能となったということで

ある。「現金」という収支会計の真実が、発生主義会計により「黒字倒産」というこれまででは考

えられない現象が起こるようになった。さらに、今日ではイファーズ国際会計基準では包括利益と

いう時価主義による会計で、真実、虚実が入り混じった実態把握が困難な時代になった。

真実か架空かますます複雑になる会計制度。我々は稲盛和夫氏（京セラ会長）が言うように、経

営者は会計を知らなければ、一流の経営者になれないという言葉に真摯に考えるときかと思うこの

頃です。



この時期、住宅取得資金の贈与についてのご質問を受けることが多くなります。

消費税改正に伴い、税率10%契約で非課税限度額の拡大もある「住宅取得資金の贈与税の非課税制

度」について取り上げます。

制度の概要

令和３年１２月３１日までの間に、父母や祖父母など(直系尊属)から、自宅を新築や取得又は特

定の増改築等(以下、「新築等」)に充てるための金銭の贈与を受けた場合、次の非課税限度額まで

の金額について贈与税が非課税になる制度です。

非課税限度額

住宅の種類と契約締結日に応じた金額となります。消費税が１０%である住宅については、非課

税限度額が大幅に増額されています。

① 下記②以外の場合

➁ 住宅への消費税率が１０％である場合

※省エネ等住宅とは・・・

省エネ等基準に適合するなどの住宅用家屋であることにつき、住宅性能証明書などにて証明

された住宅

No ２ 住宅取得資金の「贈与税」の非課税制度

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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契約締結日 省エネ等住宅※ 左記以外

平成31年4月1日～令和2年3月31日 ３，０００万円 ２，５００万円

令和2年4月1日～令和3年3月31日 １，５００万円 １，０００万円

令和3年4月1日～令和3年12月31日 １，２００万円 ７００万円

契約締結日 省エネ等住宅※ 左記以外

平成28年1月1日～令和2年3月31日 １，２００万円 ７００万円

令和2年4月1日～令和3年3月31日 １，０００万円 ５００万円

令和3年4月1日～令和3年12月31日 ８００万円 ３００万円



非課税特例の主な要件など

⚫ 父母や祖父母など(直系尊属)から住宅資金の贈与を受けたこと

⚫ 贈与を受けた年の１月１日において、20歳以上であること

⚫ 住宅用家屋の登記簿上の床面積（マンションなどの区分所有建物の場合は、その専有部分の床

面積）が５０㎡以上２４０㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の２分の１以上が贈与を受けた方

の居住の用に供されるものであること。中古住宅の場合には、耐火建築物で築25年以内、それ

以外で築20年以内であることなどの一定の要件に該当すること

⚫ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

⚫ 贈与を受けた年の翌年３月１５日までに、住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等

をすること

⚫ 贈与を受けた年の翌年３月１５日までにその家屋に居住すること、又は同日後、遅滞なくその

家屋に居住することが確実であると見込まれること（贈与を受けた年の翌年１２月３１日まで

にその家屋に居住しないときは、非課税制度の適用は受けることはできません。この場合には、

贈与税の修正申告が必要となります）

⚫ 贈与を受けた方の配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から住宅用家屋を取得したもの

ではないこと、又は、これらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものでは

ないこと

⚫ 贈与税の申告期限内に贈与税の申告書及び添付書類を提出していること

所得制限にご注意を

上記の要件にある通り、贈与を受けた年分の合計所得金額が２，０００万円を超えると、適用を

受けることができません。

一方、同じ住宅関連でも、住宅ローンを利用して自宅の新築などをした場合の「住宅ローン減税」

は、その控除期間の間で、合計所得金額が３，０００万円以下であれば適用が受けられ、３，００

０万円を超えると適用が受けられないということになります。

それぞれ制度により所得制限が異なりますので、注意が必要です。

住宅ローン減税との関係での留意点

住宅取得資金の贈与税の非課税制度は、住宅ローン減税制度との併用が可能です。

ただし、住宅ローン減税を併用する場合は、「住宅の取得価額」から「贈与された住宅取得資金」

を差し引く調整計算の必要がありますので、注意が必要です。
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No ３ 病医院の経営管理
個人病院・診療所事業者の事業承継（個人版事業承継税制）について

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制の概要について解説します。

Ⅰ. 制度の概要

青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が平成３１年

１月１日から令和１０年１２月３１日までの贈与又は相続等により特定事業用資産を取得した場合

は、

①その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもとその特定事業用資産に係る贈与税・相続

税の全額の納税が猶予され

②後継者の死亡等・一定の事由により納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される。

上記の事業者の後継者とは平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までに「個人事業承継

計画」を都道府県知事に提出し確認を受けた者をいう。つまり５年間のうちに承継計画を知事

に提出し、確認を受けなければならない。

Ⅱ. 特定事業用資産とは

特定事業用資産とは先代事業者（贈与者・被相続人）の事業の用に供されていた次の資産で贈与

又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたも

の。

① 宅地等（４００㎡まで）

② 建物（床面積８００㎡まで）

③ ②以外の減価償却資産で次のもの

・固定資産税の課税対象とされているもの（診療機器・器具備品など）

・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの（車両運搬具）

・その他一定のもの

上記の対象資産から除かれるものとしては、不動産貸付用の宅地・建物・棚卸資産・事業用の現預

金・診療未収金・自宅の宅地・自宅の建物・個人所有の現預金・有価証券・金品など。

（注）特例規定

贈与者又は被相続人（先代事業者）と生計を一にする配偶者その他の親族等の事業の用に供され

ていた資産で被相続人の相続開始の日の翌日から１年以内に贈与又は相続等により取得するものも

対象となる。
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Ⅲ. 提出期間と適用の有無との関係

（１）２０１９年１月１日から２０２４年３月３１日までに「個人事業承継計画」を都道府県知

事に提出しないで２０２４年３月３１日までに先代事業者が死亡した場合には死亡後一

定の手続きをすることによって個人版事業承継税制の適用を受けることができる。

（２）２０２４年３月３１日までに「個人事業承継計画」を提出しないで２０２４年４月１日以

後に先代事業者が死亡した場合には個人版事業承継税制の適用を受けることができない。

（３）２０２４年３月３１日までに「個人事業承継計画」を提出しなかった場合の２０２４年４

月１日以後の特定事業用資産の贈与については適用のための要件を全て満たしていても

個人版事業承継税制の適用を受けることができない。

（４）２０２４年３月３１日までに「個人事業承継計画」を提出した場合には個人版事業承継税

制の適用の権利を手に入れたことになるが２０２８年１２月３１日までに特定事業用資

産を後継者に贈与しなければ個人版事業承継税制の適用権利を喪失することになる。尚、

２０２４年４月１日から２０２８年１２月３１日までの間に先代事業者が後継者に特定

事業用資産を贈与する前に死亡しても個人版事業承継税制による相続税の納税猶予の適

用を受けることができる。

（５）２０２４年３月３１日までに「個人事業承継計画」を提出し、２０２８年１２月３１日ま

でに特定事業用資産の贈与を受けて個人版事業承継税制の適用を受けるとします。贈与し

た先代事業者が死亡した場合には贈与時点の特定事業用資産の評価額を相続財産とみなし

て相続税が課税され、切替確認が認められるとその特定事業用資産に対応する相続税額の

全額が猶予される。これは先代事業者の死亡時期が２０年先であろうと３０年先であろう

と変わりはない。

Ⅳ. その他の留意点

（１）贈与の場合の認定申請時には個人事業承継者(後継者)は「その事業に３年以上従事」して

いなければならないが申請（計画提出時）時点ではそのような制限がない。

（２）贈与者又は被相続人は「６５万円青色申告特別控除の適用」を受けてその事業について

「その贈与の日の属する日」「その前年」「その前々年」の確定申告書を提出していた

だくことが必要である。

（３）先代従業者と生計を一にする親族が保有する特定事業用資産とは例えば、先代事業者が配

偶者の所有する土地の上に診療所を立てて事業を行っている場合の土地、先代事業者が

配偶者の所有する診療所の下の土地を所有する場合のその診療所等を指します。

Ⅴ. 事業継続が困難な場合の取扱い

事業継続が困難な一定の事由とは次の場合をいう

（１）直前３年間の内２年以上その事業に係る事業所得の金額がゼロ未満である場合。

（２）直前３年間の内２年以上その事業に係る総収入金額が前年を下回る場合。

（３）後継者が心身の故障等によりその事業に従事できなくなった場合。

（４）民事再生計画の許可決定があった場合。

上記の場合、減免制度は次のようになります。

①「評価額または売却価格」を基に「贈与（相続）税額等」を再計算

②その税額が当初の納税猶予税額を下回る場合にはその差額が免除される

③再計算した税額は納付しなければならない
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Ⅵ. おわりに

紙面の都合上次回は個人事業用資産の贈与税の納税猶予・免除と個人事業用資産の相続税の納

税猶予・免除について具体的に解説します。尚、この税制は医療法人については適用がありませ

ん。医療法人については実質的な事業承継を持分に制限を加える各種の方法やＭ＆Ａの方法・持

分全てを放棄する方法などが用意されています。
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No 4 集団的個別指導・個別指導

浅沼みらい税理士法人 山村直紀

１．.集団的個別指導とは

集団的個別指導とは、保険医療機関の機能、診療科等を基準とする累計区分に応じて、診療(調

剤)報酬明細書(レセプト)の1件当たりの平均点数が高い保険医療機関等を一定の場所に集めて講

義形式等で行う指導です。

２．指導対象となる保険医療機関等とは

レセプト1件当たりの平均点数が都道府県の平均点数の一定割合(医科病院：1.1倍、医科診療

所・歯科病院及び歯科診療所、薬局：1.2倍)を超えるもの、かつ前年度及び前々年度に集団的個

別指導又は個別指導を受けた保険医療機関等を除き、類型区分ごとの保険医療機関等の総数の上

位より概ね8%の範囲のものとされています。

つまり、2年間集団的個別指導・個別指導を受けていない医療機関のなかで、保険点数が診療科毎

でおおむね上位8%に入る医療機関が指導対象となります。

3．令和元年度 栃木県内の保険医療機関等の診療科別平均点数

１． 病院

●一般病院 … 51,953点

●精神病院 … 36,988点

●臨床研修指定病院・大学附属病院・特定機能病院 … 66,060点

２． 診療所

●内科(人工透析以外(その他)) … 1,177点

●内科(人口透析医が(在宅) … 1,451点

●内科(人口透析有) … 7,028点

●精神･神経科 … 1,277点

●小児科 … 869点

●外科 … 1,353点

●整形外科 … 1,258点

●皮膚科 … 737点

●泌尿器科 … 1,036点

●産婦人科 … 969点

●眼科 … 974点

●耳鼻咽喉科 … 695点

３． 歯科 … 1,106点

４． 薬局 … 1,055点

平均点は院内処方と院外処方の平均点数を調整したもので、院外処方の薬剤料も含めて算出さ

れています。したがって院内処方の薬剤料相当分を差し引いたものが院外処方の医療機関の平均

点となるようです。

4．個別指導とは

診療報酬請求等に関する情報提供があった場合、個別指導を実施したが改善が見られない場合、

集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療

機関等に該当する場合等に、保険医療機関等を一定の場所に集める等して個別面談方式により行

う指導です。
(参考：厚生労働所HP、関東信越厚生局HP、東京保険医協会HP)



No 5 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」part3

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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前回までに株式、債券それぞれに投資をするメリット・デメリットをお伝えしてきましたが、

それぞれの良いところを取り入れながら運用できる良い方法はないものでしょうか？

今回は両方のメリットを上手に活かすための手法について考えてみます。

株式・債券の良いところを組み合わせるために

■ 株式、債券への投資の比較

株式への投資は、各企業の成長が株価に反映されるため大きなリターンを望める一方、大きな

値下がりが発生する可能性があります。

債券への投資は、投資先の企業が潰れさえしなければ株の様に大きく資産を減らすことはあり

ませんが、あらかじめ金利が決まっているため投資先の企業が大きく成長したとしても、投資家

は金利以上のリターンを得ることができません。

■ 分散投資＋リバランス

両方の資産と上手に付き合うためにはリバランスを活用します。

リバランスとは？

「当初決定した運用バランスにて運用をスタートさせた後、資産の値上がりや値下がりによって

崩れてしまったバランスを元に戻すこと」

株価や為替は常に変動しており、日々刻々と上がり下がりを繰り返しています。 リバランス

はこの価格変動と上手く付き合うための有効な手段です。

投資対象 メリット デメリット

株式 長期的に見てリターンが高い 価格変動が大きい

債券 発行体が潰れなければ
投資元本が守られる

大きなリターンを期待しにくい



A. 株価が倍になり、その後株価が半値になったケース
（便宜上、債券価格は変わらないものとします）

A-1. リバランスなし

A-2. リバランスあり
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B. 株価が半値になった後、株価が倍になったケース

B-1. リバランスなし

B-2. リバランスあり
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A、Bいずれのケースでもリバランスを行わなかった場合、この期間の収益はプラスマイナス

0となり利益も損失もありませんでした。

一方、リバランスを行ったケースを見てみます。

Aにおいては値上がりした時点で、株を一部売却し債券にすることにより、当初の50:50の比率

になるようにリバランスを行いました。その後、株価が下落しましたが一部を債券に避難させて

いたので、リバランスしなかったときよりも、結果として資産を増やすことができました。

BにおいてはAと反対に先に株の値下がりが来ましたが、その時点で債券を売却し、株式の購

入にあてるリバランスを行っています。その後株価が回復すると、リバランスをしなかったケー

スよりも大きな利益を得ることができました。

値上がりした資産を売却、もしくは値下がりした資産を購入するという行動（リバランス）が

資産を増やすことにつながりました。

■リバランスの方法とその比較

リバランスは自分自身で行なう手動のものもあれば、運用会社等に任せてしまう自動のものな

ど、いくつかの方法があります。ここではそれぞれの方法を比較してみます。

1. 自身で定期的に売買をする

先程説明した内容をそのまま自分自身で行なう方法です。

自分の希望通りのタイミング、配分内容でリバランスができるので最もリバランスの効果が

高くなることが期待できます。

一方、保有している資産のうち、それぞれの資産ごとにどれだけ上がっているか、または

どれだけ下がっているかを確認し、自身で売買金額を計算しなければならないので、多くの

手間がかかります。

こまめに手間をかけてでも運用パフォーマンスを向上させたい上級者向けの方法と言えます。

2. あらかじめバランス型ファンド、ラップ型商品で運用をする

手間をかけるのが難しい、もしくは面倒という場合はバランス型ファンドや、ラップ型商

品に投資をする方法があります。

リバランスを自動的かつ定期的に行うので自分で運用状況を確認する必要がなく、ほとんど

手間がかかりません。ただしリバランスのタイミングや頻度を自分で選べない上に、運用コ

ストは他の方法に比べて少し高くなる傾向にあります。

お忙しい方や、運用の初級者に向いている方法と言えます。
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3. 下がった資産に追加投資だけ行なう

こちらの方法は1.2とは少し異なりますが、運用資産全体を上手にコントロールする方法の1

つです。

○○ショックと言われるような状況や、軍事紛争が起こった時のように大きく株価が下落する

局面でのみ運用資金を追加して下落している資産を追加購入するやり方です。

値下がりしている資産に投資を行なうため大変勇気のいるやり方ですが（リーマンショック時の

ように資産が半値になってしまっているようなときにも追加投資をします）、長い歴史の中で見

れば5年か10年経った後、あの時追加投資をしておいて良かったと思えるケースがほとんどで、

トータルの運用パフォーマンスの向上に貢献することが多いです。

つまり相場が下落したタイミングで運用資産を売却したくなるのではなく、逆にいつ追加投資

をしたら良いかという考えを持つことができれば、長期の運用においてはとても有効です。

もしも相場が下落した際に追加投資をする資金の余裕がなかった場合には、1の方法のように

自身の運用資産の中で値上がりしている（または値下がりの少ない）資産を売却し、値下がりの

大きい資産に移しかえると良いでしょう。

※今回の内容はリバランスによるメリットを説明したものですが、リバランスを行なうと必ず

運用パフォーマンスが向上するというものではありません。 リバランスの頻度、タイミング、

金額などにより逆に運用パフォーマンスが低下するケースもあります。

今回はリバランスの重要性をお伝えしてきましたが、前提として自分の運用目的やリスク許容

度に合わせた運用バランスをあらかじめ決めておくことが実は最も重要です。

運用を始めてみたいけれどもどういったバランスでやれば良いか分からない、あるいは既に運

用をしているがこのままで良いか迷っているという方、ご自身の運用目的や既にお持ちの運用商

品などをもとに、どのようなバランスで運用していくのが望ましいかなど、ご相談に応じており

ますので、一度お問い合わせください。



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

そもそもクレーム（苦情）とは、権利を主張する、又は納得のいかないことを追求すると

いった意味があり、苦情となって表に現われてくるまでには、小さな小さな納得のいかな

かった事の積み重なった要因が、ある時ちょっとしたきっかけで爆発し現われてくる現象

とも言えるのです。

つまり、苦情を少なくするということは、患者様の納得のいかないことを少しでも少なく

し続ける努力をすれば良いということになるのですが、それがなかなか一筋縄ではいかな

いのが現実といったところでしょうか。厄介なのは、最初に申し上げたように、小さな小

さな現象に目を当てて対処していかない限り、一向に改善されていかないということなの

です。

・相手の話を親身になって、うなずき共感しながら、時にはメモをとりながら・・・

小さな言い分を聞き逃さないようにすることが重要です。

時に患者様の言っていることに誤解があったとしても、話をしている最中に途中で話をさ

えぎってはいけません。最後まできちんと聞きます。

・事実に基づく説明や話しあいを行い、双方での誤解や思い込みを訂正しながらクレー

ム対応の終着点を見つけ出し、納得してもらうよう話を導き出す。

・電話でも対応でも表情や声のトーンを下げずに誠意をもった姿勢でのぞむことが重要です。

・一つ一つ患者様が言った内容を丁寧に確認し、何が原因となったのかを分析する。

② しっかりと用件を聴く（共感する姿勢が大切）

では、どんな対応が効果的といわれているか

① 第一印象を悪くさせてはいけません

③ 事実を確認する

④ 分析した内容を相手に確認し、話しあいながら対応策を提示する

⑤ 感謝の気持ちをきちんと伝える

・話しあいをしてよかったと思ってもらえるよう患者様に対し、感謝の気持ちを伝える

と同時にいつでも気になるようなことがありましたら、またお話しくださるようにとの

言葉も付け加えると良いでしょう。

No 6 効果的なクレーム対応の流れ（手順）
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平成30年7月豪雨の教訓を踏まえ、3月末に「避難勧告等に関するガイドライン」が改訂されまし

た。それに伴い、避難情報等の発令方法が変更され、警戒レベルを数字で表記することで、避難のタ

イミングが分かりやすくなりました。従業員や患者を守るためにも、各医療機関の立地や来院する患

者構成を考慮した上で、避難を開始する時期や判断基準が適切か、いま一度ご確認ください。

【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

警戒レベル※1 を用いた避難情報が発令されます

警戒レベル 発
令 住民が取るべき行動 避難情報等

警戒レベル5

市

町

村

既に災害が発生している状況
命を守るための最善の行動をとる

災害発生情報※2

警戒レベル4 速やかに避難先へ避難する
公的な避難場所までの移動が危険と思われる
場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより
安全な場所に避難する

避難勧告
避難指示(緊急)※3

警戒レベル3 避難に時間を要す人(高齢者、障害者、乳幼
児等)とその支援者は避難する
その他は避難の準備をし、自発的に避難する

避難準備・
高齢者等避難開始

警戒レベル2 気

象

庁

避難に備え、ハザードマップ等により自らの
避難行動を確認する

洪水注意報
大雨注意報等

警戒レベル1 災害への心構えを高める 早期注意情報

全員避難

※1 各種の情報は、警戒レベル1～5の順番で発表されるとは限らない。状況が急変することもある ※2 災害が実際に発生

していることを把握した場合に、可能な範囲で発令 ※3 地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令

注1 市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出された

としても発令されないことがある。出典１) 内閣府(防災担当).“避難勧告等に関するガイドライン①(避難行動・情報伝達編)(平

成31年3月).”http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinan_guideline_01.pdf

高齢者等は

避難

＜避難勧告に対するガイドライン①(避難行動・情報伝達編)出典1)＞

医療施設や社会福祉施設等の施設管理者等の避難行

動の原則

気象庁から警戒レベル2の情報が発表された場合など、
リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、
早めの対策を講じる必要がある

No 7 防災情報の発令方法について
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栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を

提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

相談につきましては無料で行っております。

よろず相談窓口

医業経営ライフ・コンサルタント事務局

電話 ０２８－６００－１１７１

＜税務・会計業務＞

医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策

などを始めとして、医業経営をサポートいたします。

＜職員研修業務＞

接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な

職員指導で接遇向上をサポートいたします。

＜医療法人申請業務＞

医療法人の設立は一般法人と異なり専門性が求められています。平成１９年４月には医療

法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分

野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。

＜リスクコンサルタント業務＞

生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で

きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に

活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、

実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。

＜病院機能評価取得支援業務＞

平成１９年10月現在、全国２３９９病院が認定されています。特に難しい基準が求められ

ているのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの

検証結果に対して認定がなされます。

病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ

ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

◆ 『よろず相談窓口』のご案内

医業経営ライフ・コンサルタントグループ
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＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞

医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら

ない限り、生きたシステムとして定着しません。

また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中

で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

＜Ｐマーク取得支援業務＞

個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。

医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに

情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制

の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。

＜開業支援業務＞

開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化

している公認会計士・税理士が支援いたします。

栃木県医師会・認定『医業経営ライフコンサルタントグループ』

の活動理念

１．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。

２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。

３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を

提供して、最善の助言をする。

４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。

５．法令・業法の規定をすべて厳守する。
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栃木県医師会・認定医業経営ライフ・コンサルタントグループ

このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。

私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、

従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。

（社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実現

を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。

医業経営コンサルタントとは･･････

ＭＤＲＴとは･･････

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

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

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

険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。

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

浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士 浅沼孝男

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

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

関根公認会計士事務所 公認会計士 関根則次 宇都宮市塙田4-1-20 （舛屋第一ﾋﾞﾙ4F）
TEL028-650-4700

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７７号 令和元年１１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 収支会計と利益会計（商業帳簿の真実と架空）

２ 住宅取得資金の「贈与税」の非課税制度

３
病医院の経営管理
個人病院・診療所事業者の事業承継（個人版事業承継税制）について

４ 集団的個別指導・個別指導

５ 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」ｐａｒｔ3

６ 効果的なクレーム対応の流れ（手順）

7 防災情報の発令方法について



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２１日（木） １０時～１２時

１２月１９日（木） １０時～１２時

１月１６日（木） １０時～１２時

１１月２１日（木） １０時～１２時

１２月１９日（木） １０時～１２時

１月１６日（木） １０時～１２時


