第７９号 令和２年５月 発行
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ
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。

◆ ドクターのための

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。

『 承継相談窓口 』のご案内
◆ 『医業経営セミナー』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。

◆ ライフコンサルタント 通信
ジャンル

年 間 テーマ

Ｎｏ

医業経営

院長の身近な経営・税務

１

確定申告終了

税務・会計

税制改正と医療機関の税金

２

今年から「所得控除」の大きな改正があります

医業経営

病医院の運営・組織化政策

３

病医院の運営・組織化政策

法律・行政

医療機関に関係する法律・制度

４

医療法人の運営

保険・金融

医療関係者が知っておきたい保険の知識

５

思いがけない病気やケガの備えはできていますか？

医業経営

クリニックの増収増益戦略

６

第1回 経営理念を持とう

人事・接遇

人事・接遇マナー

７

あと一歩、質の高い患者対応を目指すために

医療安全

医療機関に関わるリスクマネジメント

８

「診療しないこと」が正当化される場合など
応招義務について整理されました

◆ 『保険管理表作成サービス』のご案内
◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

タイトル

ご存知ですか？ ご自分の生命保険

『よろず相談窓口』のご案内

◆ バックナンバーのご紹介

http://www.jp-tms.com/

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

◆ よろず相談窓口

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

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

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。

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

『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
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。

コンサルタントと相談会日時
コンサルタント

承継相談窓口

荻原会計事務所

浅沼みらい税理士法人
税理士法人 アミック＆パートナーズ
税理士 荻原英美
代表社員税理 浅沼孝男
代表社員 谷中田 悟

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

添田守

荻原会計事務所
住所：宇都宮市滝谷町10-1
TEL：028-634-6776

会場

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 小野博史

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 井上 直人
髙岸 伸二

浅沼みらい税理士法人
住所：足利市本城2-1901-8
TEL：0284-41-1365

税理士法人ｱﾐｯｸ＆ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
住所：宇都宮市西川田町928-1
TEL：028-908-4411

５月２１日（木） １０時～１２時
日時

６月１８日（木） １０時～１２時
７月１６日（木） １０時～１２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。

「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。

【お問合せ先】

承継相談窓口
〒320-8503

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８
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「保険管理表」作成サービスのご案内
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。
○○ ○○様の加入保険管理表

注：実 物は A３・A 4 版となります
生 命 保 険

ご主人

配偶者

目的

件数

死亡保障

1

5,100 万

1

１万 円 / 日

医療

保険金額

目的

件数

死亡保障

1

1,000 万

件数

保険金額

目的

死亡保障

死亡保障

目的

死亡保障

事業

件数

自動 車 1

目的

1

自動 車 3

賠償責任

相続

相続

相続

相続

自動 車 4

ゴルファー

年金

年金

年金

年金

火災（建物 ） 1

貯蓄

貯蓄

その他

その他

保険金合計

1

3 万円 / 日

1

300 万

貯蓄

1

100 万

その他
3

1,300 万

保険金合計

1

100 万

保険金合計

証券 No.

医療

契約者

被保険者

加入
年齢

目的

自動車
1

件数

建設工事

火災

利益

地震

デリバティブ

傷害

貨物
その他

地震（建物 ） 1

介護費用

賠償責任

その他

火災（家財 ） 1

積立保険

個人情報

その他

その他

信用保証

その他

地震（家財 ）

1

家財の地震保険が未加入です
単位：円

保障内容

受取人

件数

動産総合

単位：万円

契約日

目的

所得補償

被保険者別トータル保障額が分かります

加入漏れ保険種類が分かります
保険会社

保険金合計

件数

傷害

自動 車 2

貯蓄

保

保険金額

がん

その他

命

件数

医療

貯蓄

生

目的

がん

その他

目的

保険金額

個人

医療

年金

契約

件数

ご家族 3

がん

相続

5,100 万

目的

ご家族 2

医療

がん

2

保険金額

医療

がん

保険金合計

損 害 保 険

ご家族 1

保険種類

払込期間

保険期間

保険料

普通死亡

災 害 / 障害

入院

死亡保障

○○生命

××××××

H20/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期付終身

65 歳

5,000

1,000

死亡保障

○○生命

××××××

H22/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期

20 年

20 年

1,000

500

ー

貯蓄

○○生命

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

養老

20 年

20 年

200

ー

貯蓄

○○生命

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

学資

15 年

15 年

医療

○○生命

××××××

H21/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

医療

終身

60 歳

がん

○○生命

××××××

H21/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

がん

10 年

10 年

55 歳 / 終身

300
ー
100
ー

その他

5 千 円 / 日 三大疾病
生存給付

払方

保険料

連絡先
年間

電話番号

月払

22,300

267,600 ×××-×××
×××-×××

月払

13,000

×××-×××
156,000 ×××-×××

月払

12,300

×××-×××
147,600 ×××-×××

月払

10,000

×××-×××
120,000 ×××-×××

ー

ー

ー

5 千円 / 日

月払

3,500

×××-×××
42,000 ×××-×××

ー

3 万 円 / 日診断 300 万円 月払

3,700

×××-×××
44,400 ×××-×××

育英資金

×××-×××

険

×××-×××

保険種類・有効期間・払込期間が分かります
単位：万円
契約

損

害
保
険

合計

証券 No.

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

自動車

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

火災保険

20 年

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

地震保険

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

火災 ( 家財 )

○○○○○○

××××××

H23/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○○○○○

××××××

H18/○○/○○ ○○ ○○

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

契約者

被保険者

受取人

保険種類

保険期間

払込期間

補償額

無制 限

払方

月払

保険料

備 考

年間

9,200

電話番号

110,400

30 歳未満不担保・人身傷害

×××-×××

0

0

×××××××××××××

×××-×××

年払

20,000

20,000

×××××××××××××

×××-×××

1,00 0

年払

20,000

20,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

5,00 0

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

5,00 0

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

終身

50 歳

0. 5

月払

7,000

84,000

×××××××××××××

×××-×××

1 年

１年

20

月払

4,000

48,000

×××××××××××××

×××-×××

1 年

１年
一時払

2,00 0

一時払

1 年

１年

1,00 0

1 年

１年

ゴルファー

3 年

○○ ○○

ゴルファー

3 年

○○ ○○

○○ ○○

医療

○○ ○○

○○ ○○

更新漏れのチェックができます

777,600

連絡先

保険料

補償内容

保険会社

契約日

64,800

入院保険がどの保険に付加されているかが分かります
年間の総保険料が分かります
単位：円

重複加入が分かります

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：損害保険ジャパン
「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。
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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）

２０２０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」は新たに税理士 谷中田先生を講師にお迎えしての開催とな
っておりますので、是非ご参加ください。

【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
地区

回目

タイトル

新入社員・中途入社職員向け基礎マナー研修

日時

場所

2020年5月14日（木）
午前10時～午後4時

コンセーレ

新型コロナウイルスの
影響により中止します。

第１回

講師

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

2020年6月17日（水）
午後7時～8時30分

新しい遺言制度と上手な財産の譲り方
第2回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

2020年7月21日（火）
午後7時～8時30分

誰も教えてくれない経営改善のツボ

講師

ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

セクハラ・パワハラ基礎研修
第４回

2020年9月１0日（木）
午後2時～3時30分

～えっ！こんなことがセクハラに！！
えっ！こんなことでもパワハラに！！～

講師

2020年10月8日（木）
午後７時～８時30分

第５回

講師

税理士法人アミック＆パートナーズ

代表社員 谷中田 悟

2020年11月19日（木）
午後7時～8時30分

事業承継のキソの基礎
第６回

講師

2021年1月14日（木）
午後7時～8時30分

第７回

講師

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
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宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

ホテル東日本宇都宮

ホテル東日本宇都宮

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

医療者が知っておきたい裁判事例

ホテル東日本宇都宮

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

病医院の事業承継対策

宇都宮市駒生
1丁目1番6号
028-624-1417

宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

第３回

宇都宮市

＊以外 参加費無料）

ホテル東日本宇都宮
宇都宮市上大曽町
492番地1
028-643-5555

【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！
地区

回目

第１回

タイトル

宇都宮市

場所

2020年
5月28日（木）
午前10時30分
～12時30分

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 高岸 伸司

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」

講師

第３回

日時

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

講師

第２回

定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

2020年
6月4日（木）
午前10時30分
～12時30分

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

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

2020年
6月11日（木）
午前10時30分
～12時30分

宇都宮東武
ホテルグランデ
宇都宮市本町
５－１２
(028)
643-2118

講師

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
講師

第５回

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川村 浩

「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・・・

講師

2020年
6月25日（木）
午前10時30分
～12時30分

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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2020年
7月2日（木）
午前10時30分
～12時30分

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １ 院長の身近な運営・税務
荻原会計事務所

税理士 荻原 英美

確定申告終了
令和２年2月16日から始まった確定申告がこの３月16日終了した（今回の新型コロナウイルスの
影響で法律的には4月16日に延期になった）。一年で会計事務所にとっては世紀のイベントである。
特にお医者さんの確定申告の資料としての社会保険診療報酬及び国民健康保険診療報酬の支払調書が
毎年２月25日ごろになって郵送される。事務所にはその資料がお医者さんから届くのが２月末日に
なるので切羽詰まってきて大変である。今年は申告期限が延長になり精神的には楽になったが、苦労
を先延ばしするとストレスを日々永くかかえることになるので、期限通り数百件の申告を済ませた。
先生方の申告の特徴は、原稿料とか講演料という雑所得が多いことです。また産業医等他の医療機
関への臨時の勤務も多く、さらに公共機関への医療の応援での給与所得も加わって、給与所得になる
のか、雑所得になるのかの判断があります。給与所得にすると給与の特別控除額がありますが、雑所
得にするとその控除がないので、所得金額に影響します。またふるさと納税等寄付金の控除計算も、
所得控除の寄付金か、税額控除の寄付金かによって、税金に影響します。配当控除にしても、総合課
税にして、配当控除を受けるか、申告分離課税にして済ましてしまうか、あるいは申告不要制度を使
うかによって、税金の多寡に影響します。
医業所得消費税申告については、自由診療が基準期間年度１０００万を超えるお医者の先生につい
ては、8％と10％の税金計算に分けて計算するための資料つくりに結構な時間を割かれてしまいま
した。さらに事業で使用している車両を下取り譲渡した時も長期譲渡か、短期譲渡かによって、また
消費税アップしてから売却したのかと、消費税計算に苦労させられた確定申告でした。長期譲渡にす
ると50万の特別控除が使え、譲渡利益の半分だけの所得になるので購入した時期と販売した時期の
調査には慎重を期せざるを得ませんでした。それに加え不動産を所有して賃貸収入のある先生につい
て、その収入が消費税非課税の収入か、課税の収入かで消費税負担額が違ってくるので、その区分調
べもしなければなりませんでした。
住宅ローン借入金控除も、取得した時期によって、最大50万控除か40万控除かの判定も考慮する
必要があります。住宅資金贈与については消費税が令和元年10月改正になった平成３１年度4月よ
り令和２年３月31日まで最大3000万控除の最高額が受けられるので、相続対策としての助言も必
要でした。また自宅を取得するとその固定資産税は時価の60％～70％くらいで立派な相続対策にな
るので一考しても良いかと思います。
今年の特徴として自社株の贈与と現金贈与が、多かったです。特例事業承継制度納税猶予制度の新
しい税制ができておりますが、この制度の特徴は、単に相続贈与の時の相続、贈与税が免除になるの
でなく、課税が延期になるだけです。特に問題になるのが、後継ぎになる経営者が何代も続くのかと
いう疑問と、子孫に永年ストレスを残していく不安から、制度の本当の疑問点を考慮すると、相続財
産が多額にならないのであれば、その時の贈与で済ませてしまおうという人が出現してきたのではな
いのでしょうか。
開業医の収入、所得とも昨年度と変わりなく推移したクリニックが多いと思います。収入の安定し
ているお医者の先生の特徴は、アカウンタビリティ(説明能力)に長けているような気がします。そし
ていつも驚くのは夜遅くの時間にメールが届くと、稼ぐ先生は労働時間が長く、努力しているのだな
と感じ入ります。
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確定申告により、税金が国家債権として我々人民が納税義務を負い、イギリスマグナカルタから
始まった税金は戦費調達という使命から国家経済福祉を担う共同社会の費用負担としてすべての国
民の幸せと安心を担う正義のシンボルとなりました。
私たち会計事務所もこの確定申告事務無事完了のため、深夜まで毎夜仕事できたこと感謝申し上
げます。皆様の益々の仕事への精励にエールを送ります。
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No ２ 今年から「所得の控除」の大きな改正があります
浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士

浅沼 孝男

令和2年から、所得税の控除が大きく変わります。
この改正は平成30年度、今から2年前に決定されていましたが、適用は2年後の今年からとなって
いました。今回は再度の確認となる内容です。
「令和2年度 税制改正大綱」においても、「検討事項」の項目の中で、「給与所得控除などの
「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」のあり方を全体として見直すことを含め…」とあり、
この流れの一環です。
具体的な「変更点のポイント」は、次の2つです
①「給与所得控除」や「公的年金等控除」を引き下げる。ただし、その引き下げ分については、
「基礎控除」を引き上げる。したがって、給与・年金収入ではない個人事業者については、基礎
控除の引き上げ分のみを反映し減税となる場合が多くなる。
②ただし、高所得者については、「給与所得控除」や「公的年金等控除」の上限引き下げを行い、
また「基礎控除」は上記①とは逆に逓減又は廃止の対象とし、増税の方向となる。
１．給与所得控除の見直し
医療法人の理事や職員など「給与所得者」は、概算経費である「給与所得控除」について、年収
850万円までは一律10万円の控除引き下げが行われます。年収850万円超については控除の引き
下げ額を拡大します。また控除の上限額が、現行の220万円から195万円へと25万円の削減とな
ります。

２．基礎控除の見直し
「１」の反面、所得の多寡によらず一律の控除である「基礎控除」については、現行の38万円
に10万円の増額を行い、48万円に引き上げられます。
ただし、所得が2,400万円を超えた場合には逆に逓減していき、2,500万円を超えた場合には
ゼロとする「逓減・消滅型」の仕組みとなります。
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上記「１」及び「２」により、給与収入が850万円までは控除額はプラスマイナスで相殺されて
「増減税なし」となりますが、850万円を超えると給与所得控除の引下げ額の方が多く増税となり、
所得が上がるにつれて「基礎控除」の逓減・消滅が加わり、増税幅は拡大します。
３．公的年金等控除額の見直し
公的年金等控除は、「１」の給与所得控除と異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得が高い
方でも、年金のみで暮らす方と同じ控除が受けられるなどが指摘されてきました。
来年からは、控除額が一律10万円引き下げられます。
ただし、上記「2」のように基礎控除は10万円の引き上げとなりますので、原則的には増減額はゼ
ロです。しかし、年金収入が1,000万円を超える場合には、控除額の上限（195.5万円）が設け
られましたので、増税方向となります。 また、年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合に
は、上記の見直し額に加えて、それぞれ次の金額が控除の引き下げとなります。

これらを総合しますと、例えば給与所得者であれば、
①基本的に年収850万円までは、増減税ゼロ
②850万円を超えると、給与所得控除の引き下げの影響の方が大きく増税
③所得が2,400万円（給与収入だと2,595万円）を超えると、基礎控除の逓減・消滅の影響も加
わり更に増税と言えます。
また、給与収入が850万円を超える方で、下記のいずれかに該当する場合は、新たに
「所得金額調整控除」が創設されました。
〇本人が特別障害者に該当する場合
〇年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
〇特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
次の金額が給与所得の金額から控除されます。
（給与収入－850万円）×10％(15万円を限度)
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No ３ 病医院の経営管理
病医院の運営・組織化政策
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

今回は病医院の法人化政策について解説いたします。
Ⅰ病医院の運営
病医院の運営管理上のいくつかの検討課題について整理すると次のようである。
（１）継続組織体（ゴーイングコンサーン）の視点
組織体は経営上、継続事業を前提として成立されゴーイングコンサーンが求められる場合が一般的
ある。この点から個人病医院は院長先生の個人完結型の特徴があり事業継続化は他の医師に委任する
形態となり、組織性格は院長個人の個人人格が重んじられる。一方法人病医院の場合には法人組織と
して継続が比較的容易な形態となっている。従って、事業継続化は組織構成員の交替という組織人格
の継続により実施されることになる。他方で、患者の立場では個人病医院の場合には院長先生の医療
行為に感心が寄せられ、法人病医院の場合にはどちらかと言えば病医院全体組織としての医療行為に
感心があると思われる。
（２）医業経営上の視点
個人病医院のケースでは院長先生のライフスタイルに沿った医業経営スタイルが形成し易くなる。
創業期・成長期・発展期などの経営過程において住宅の取得・医院の建設・ご子息の教育・借入金の
返済など必要資金を充足しなければならず、病医院のライフステージに応じて経営スタイルも変化し
てゆく。医院後継者がいない場合はいずれ閉院とするかＭ＆Ａにより売却することになる。一方法人
病医院のケースでは法人組織のライフステージに沿った医業経営スタイルが形成される。病医院の運
営マネジメントは多岐に亘り、複雑化するケースが多く見受けられる。資金繰りは個人病医院に比べ
比較的容易となる場合が多い。法人理事長が退任する場合やその他の理事が退任する場合には理事
長・理事の交替となる。あるいはＭ＆Ａにより医療法人を売却する方法があるが理事長退職時には妥
当な退職金を支給することが可能である。尚、個人病医院の院長先生には退職金を支給することはで
きない。
（３）租税負担上の視点
まず、個人事業形態である個人病医院の場合には個人の事業所得の大きさにより所得税・住民税・
場合により消費税の負担がある。個人が死亡し医院を閉院する場合には医院に係る資産である現預
金・医療未収金・医院建物・医院敷地・医療機器・車輛等と負債である買掛金・未払金・借入金など
が控除され（債務控除）医院に関係ない個人資産が対象となり、総遺産が相続税の対象となります。
次に法人形態である病医院の理事長先生の場合には給与所得となり収入の大きさにより所得税と住民
税が課される。消費税については自由診療等の収入により医療法人が負担することになる。一方理事
長先生の死亡による相続税については基金拠出型医療法人の場合は理事長先生が拠出した基金金額に
返還されていない基金は金銭債権として相続財産の対象となる。医療法人に算出された法人所得は法
人税・住民税が課税される。
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Ⅱ病医院の法人化政策
ここで法人化とは一般的な基金拠出型医療法人を対象として記述いたします。ご案内のとおり、
従来の一人医師医療法人（持分あり）は今後設立ができなくなっています。代わりに基金拠出型
医療法人（持分なし）制度が誕生いたしました。この新制度と従来の一人医師医療法人との違い
は基金拠出型医療法人は拠出者が基金（金銭債権）を拠出することであり、一人医師医療法人は
出資金（持分）拠出することにあります。この基金と拠出金の区別は税務上の評価方法の取扱い
が異なってきます。まず、基金は金銭債権であり基金額は変動がなく当初の拠出基金金額のまま
で税務上評価します。それに対し出資金は医療法人設立に際して株主が拠出した出資金であり、
医療法人の経営状況により絶えず変動いたします。内部留保が多い医療法人は当初の出資金が何
倍にもなってしまう結果となります。いわば民間企業の株価に相当し歴史ある一人医師法人は相
当多額な出資金評価となってしまうケースが多く見受けられます。また、基金は医療法人の利益
剰余金も多く、基金を返還しても元通りの基金拠出状態以上であればいつでも返還可能であるた
め、基金金額の返還を受けた場合は拠出金額が無くなり名目上代替基金として積立存続いたしま
すのでこのような状態では基金拠出者は存在しなく医療法人が基金拠出者不在のまま1人歩きし
ている状況が形成されます。取扱いの区分を表示したものが次の図表となります。
１人医師医療法人（持分あり）

基金拠出型医療法人（持分なし）

負

負

債

基

金

1,000万円

利 益 剰 余 金

10,000万円

出

債
資

金

1,000万円

利益剰余金

10,000万円

株主資本

株主資本

上図において現在の財産評価は次のようになります。但し、資産の評価は時価にすることを前
提としています。
・一人医師医療法人の出資者の場合
出資者の出資金は1,000万円＋利益剰余金10,000万円を合算して11,000万円の持分評価と
なります。
・基金拠出型医療法人の基金の拠出者の場合
拠出者の基金（金銭債権）1,000万円となります。株価に反映されない。
このように相続対策としては基金拠出型医療法人の方が有利なものになっています。
Ⅲ基金拠出型医療法人を活用したいケース
（１）地域のために医業を継続したいと考えている、
後継者である医師のご子息がいる場合のケース
（２）ご子息の医師が数人おり、それぞれの専門科が異なるケース
（３）将来分院開設を予定しているケース
（４）院長の退任を考えている場合で、ご子息の医師に理事長に就任してほしいケース
（５）理事長は自分の世代で閉院したいと考えており、
第３者に医療法人を譲渡したいと思っているケース
（６）勤務医師に事業承継をしてもらいたいと考えているケース
Ⅳおわりに
今回は医業経営に関して個人組織と法人組織を比較検討しながら考察いたしました。どちらの
組織形態にしてもそれぞれ一長一短があり困難さを伴います。但し医業をゴーイングコンサーン
として考えた場合、ご子息の医師がいる場合には医療法人化をお勧めしたいと考えている次第で
す。反面医業を自分一代で終了せざるを得ない環境にある先生は個人組織形態の方が整理し易い
と考えられます。あくまでも個人的見解でありますが参考にご検討いただけたらと思います。
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No 4

医療法人の運営
浅沼みらい税理士法人 川俣 喜弘

[社員総会とは]
1. 社員総会の性質
社団である医療法人の最高意思決定機関は、社員総会です。
社員総会で決議した事項は、法令の範囲内である限り、理事長といえども従わなければなりま
せん。
2. 社員の特定
社員総会を開催するには、まず、社員を特定する必要があります。
社員は、設立総会において選任され、その後、社員の入社・退社・除名を経た結果が、その時
点での社員です。社員名簿には、社員の氏名、生年月日、性別、住所、職業、入社年月日、出資
持分の額及び割合が記載されています。
しかし、主務官庁からの社員名簿の確認を受けることがないことから、社員名簿を備えている
法人はまれですが、適切に備えることが義務付けられています。社員名簿が存在しない場合は、
設立総会の議事録及びその後の社員総会議事録などから、現在の社員を特定することになります。
社員総会議事録でありながら、社員でない理事が議事録署名人になっている議事録が見受けら
れますが、社員でない理事が議事録署名人になることは適切ではありません。
３．社員総会を開催すべき時期
定時社員総会は、モデル定款では、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催すること
が望ましいとされています。
理事長は、定時社員総会のほかに必要があると認めるとき、臨時社員総会の開催を招集するこ
とができます。
臨時社員総会を招集する場合には、招集の必要があると認める理由が求められ、その具体的内
容は、定款に記載する必要があります。
招集の必要があると認められる場合とは、例えば、次のような場合です。
① 定款の変更
② 基本財産の設定及び処分（担保提供を含みます）
③ 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
④ 収支予算及び決算の決定又は変更
⑤ 重要な資産の処分
⑥ 借入金額の最高限度の決定
⑦ 社員の入社及び除名
⑧ 本社団の解散
⑨ 他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
⑩ その他重要な事項
理事長は、総社員の5分の１以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の
招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければなりま
せん。
４．招集手続き
社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、社員総会の目的である事項、日時及び場所
を記載し、理事長がこれに記名した書面又は電子的方法で社員に通知しなければなりません。
５．社員総会の開催と議決
社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議することができません。
議長が社員であろうとも議決に加わることはできず、その他の出席社員の過半数で議決します。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところにより議決されます。
社員は、社員総会において各1個の議決権及び選挙権を有します。
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No 5 思いがけない病気やケガの備えはできていますか
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

井上 直人

今回は、病気やケガの対策の保険商品の一つで、新型コロナウィルス感染症関連で先生方にお
問合わせをいただいた所得補償保険の特徴につきまして解説をしたいと思います。
所得補償保険は、被保険者（保険の対象となる方）が保険期間中、日本国内・国外において病
気やケガにより就業不能となった場合、支払対象外期間（７日間）を超える就業不能期間1か月
につき、ご加入の月額保険金額を対象期間（１年または２年）を限度として支払われます。もし
仮に、先生ご自身が病気やケガで診療ができなくなってしまった場合の収入をカバーする保険で
す。
新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴い『自分自身が新型コロナウィルス感染症に罹患し、診
療ができなくなってしまったら』という不安を抱えた先生にお会いする機会がございました。ま
さに、ご自身が病気やケガで診療ができなくなってしまうケースの想定ですね。特にクリニック
経営をされる先生方は、このようなケースを一度は想定されたことがあるかと思われます。
直近での例をあげましたが、新型コロナウィルス感染症に限ったことではございません。病気
やケガということは、がんや脳卒中、骨折などで就業不能になられた場合も所得補償保険で補償
されます。入院中はもちろんのこと、医師の指示による自宅療養中も補償の対象です。（詳しく
はパンフレット等にてご確認ください）
保険料については、個人開業医または勤務医の先生が加入される場合の月々の保険料は介護医
療保険料控除の対象に、医療法人で加入される（保険料を負担される）場合には、損金処理でき
るのも特徴の一つです。（実際の税務処理については、税理士にご相談ください）
なお、栃木県医師会会員の皆さまは、会員福祉補償制度に団体所得補償保険があります。保険
契約者を一般社団法人栃木県医師会とする団体保険契約のため、加入人数によっては団体割引の
適用もされています。
皆さまの医業経営におけるリスク対策の一つとして、所得補償保険の特徴を解説させていただ
きました。所得補償保険は、日々の医業経営において、先生ご自身が病気やケガで診療すること
ができなくなってしまった際に、ご自身の収入のみならず、クリニックの運転資金、職員さんの
給与、借入金等の返済資金などの対策としてご加入が必要だと思います。

所得補償保険簡単チェック
□
□
□
□
□

加入されていますか？
配偶者の方も加入されていますか？
加入されている保険金額は、適正になっていますか？
法人でご契約の方は、経費算入できるようにしてありますか？
団体割引を活用してご加入されていますか？
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No 6 クリニックの増収増益戦略
税理士法人アミック＆パートナーズ 代表社員 谷中田 悟

第一回 経営理念を持とう
経営者に「経営理念の目的は」と尋ねると、まず「企業経営の方向性の明確化」次いで「社
員の行動規範」「企業文化・社風の良質化」という答えが返ってきます。このように多くの経
営者は『経営理念』の必要性を認識しています。院長先生も、開業前には理想とする診療所像
を思い描いています。しかし開業してみると、想いがスタッフに伝わらず、理想に近づけない
と悩んでいる院長先生が少なくありません。このような問題を解決するには院長先生の想いを
『経営理念』という形で表し、スタッフへの浸透を図ることが有効です。
そもそも経営理念には次のような役割があります。
①診療所の基本的な考え方を明確にする
②院長先生が想い描いた組織文化を形成する
③院内の雰囲気を良質化する
④院外に対して診療所のイメージを発信する
⑤スタッフの行動規範を定める
⑥スタッフの帰属意識を高める
ところが経営理念を明確にし、その実現に向けて行動している診療所が非常に少ないことに
驚かされます。一般企業では、『経営理念』をはじめ『社訓』や『経営計画』に基づく目標を
策定することは当然のことです。これらを全スタッフで共有し、理念実現や目標達成に向けた
進捗管理が定期的に行われています。例えば、ドライブをする場合、まずは目的地を決定し、
そこに至る道順を決めて進む筈です。『経営理念』は、いうなれば「目的地」なのです。目的
地が明確に定まっていれば、効率よく進むことが出来ます。しかし、目的地が曖昧なままでは、
どこに進めばよいのか分からず、いずれ道に迷うことになるでしょう。それほど『経営理念』
は診療所経営にとって大切なものです。
また、せっかく院長先生が経営理念を明確にしても、それがスタッフに浸透していないケー
スも見受けられます。院長先生の想いが込められた経営理念を全スタッフに浸透させることで、
皆のベクトルを合わせ目的地に向かって一丸となって進むことができます。そして想像以上の
力を発揮する強い組織になるのです。スタッフの管理・評価を業績だけで行うと、「儲かれば
よいのか」「何のために働いているのか？」「自院は何のために存在するのか？」などの疑問
を持つスタッフも在り、働くモチベーションを下げてしまうことにもなりかねません。地域で
の役割や存在意義が経営理念によって明確になっていれば、スタッフは日々の業務に誇りと希
望、目的意識を持って取り組むことができます。
多くの診療所では経営理念が明確化されていませんので、経営理念を掲げ、スタッフへの浸
透を図るだけでも、他の診療所に比べて大きなアドバンテージとなります。さらに定期的に朝
礼や終礼、ミーティングで全スタッフに経営理念の浸透を図り、理念に基づく経営計画を策定
し、その進捗管理と課題解決を繰り返すことで、院長先生が想い描く『理想』の診療所に近づ
いていきます。

-13-

Ⅰ経営理念をつくる上での考え方
院長先生のなかには、「経営理念の重要性を理解しているけれども具体的にどのように決め
ればよいのか分からない・・」という方もいると思います。まずは「どうして開業したのか」
という開業動機を思い出すとともに、「自分の強みはどんなところにあるのか」「誰のために
医療サービスを提供しているのか」「何をすれば地域の人々の役に立つのか」等を考えること
から始めましょう。それでも難しければ、例えば、初詣で神社やお寺に両手を合わせてお願い
するようなイメージから取り掛かってみては如何でしょうか。「将来、このような診療所にな
りますように・・」と。この「お願いごと」には、経営理念を考える上でのヒントとなる院長
先生の想いが必ず含まれている筈です。まとめると次のようになります。
①何故この職業を選んだのか
②何故開業したのか
③スタッフやその家族、患者さんへの想いは
④地域社会への想いは
⑤自分のやりたいこと、得意な分野は
Ⅱ経営理念を院内に浸透させるためには
多くの企業では経営理念の浸透の為に、様々な取り組みをしています。多くの企業経営者が
経営理念を社内に浸透させることの重要性を理解しているからです。これは診療所にとっても
例外ではありません。経営理念を明確化しても、浸透していなければただの「絵に描いた餅」
です。
経営者には、洞察力と決断力が求められます。さらに実行力も必要です。日々決断の連続で
す。経営理念の実現に向け的確な判断を行い、目指すべき道筋を示し、それに基づいて経営意
思決定をしていくことが院長先生に求められるリーダーシップです。そして、そこにはスタッ
フの協力が欠かせません。スタッフを巻きこみ、強い組織を作ることが不可欠なのです。経営
理念が浸透していれば、組織への帰属意識が高いスタッフが多くなり、全スタッフのベクトル
が同じ方向を向き、強い組織になっていきます。具体的な施策は次のようなものが挙げられま
す。
①朝礼・終礼・ミーティング等の活用
②業務マニュアルやクレドなどの作成
③経営理念の掲示
④各人の目標の設定
Ⅲ経営理念がもたらす効果
経営理念を明確化し、その実現に向けて行動する診療所では、将来の夢や目標が見えてきま
す。経営理念とその実現の積み重ねにより、未来像が少しずつ映し出されます。スタッフも同
様に仕事を通じて自己実現を図り、自己成長できます。経営者が変われば会社が変わると言わ
れますが、「院長先生が変われば診療所が変わる」「診療所が変わればスタッフが変わる」と
いうことです。過去と他人は変えられませんが、自分と未来は変えることが出来ます。
経営理念を作成し、全員で理解し、実行していくことが、理想の診療所を作る要点です。そ
のプロセスを着実に踏むことで、理念に共感できるスタッフだけが残る組織になります。
また採用時にも役立ちます。同じ価値観を持って働いてくれるスタッフを見極める材料になる
からです。自院に合ったスタッフの採用により定着率も向上します。
経営理念の浸透で、診療所の目指すべき方向が定まり、それに共感するスタッフと共に働く
ことで診療所の組織風土が良くなり、患者さんからの評判も上がります。このように『経営理
念』のもたらす効果は絶大なものです。是非とも『経営理念』を作成して診療所の待合室など
に掲示しましょう。
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No 7 あと一歩、質の高い患者対応を目指すために
有限会社エファ

代表取締役 菊地

理恵

最近、よく質問や、相談される項目の中で最も多いものはというと
①職員の言葉づかいがなっていないのですが、どうしたら良いのか？
②なかなか組織内での報連相が徹底出来ないのですが、どうしたら良いのか？
など、さまざまなケースがあると思いますが、このような事をよく聞かれるようになりました。
今回はこの2点に焦点をあて、あと一歩質の高い患者対応をめざしていただくための参考案を
お伝えできればと思います。

①

職員の言葉づかいがなっていない。どうしたら良いのか？
それなりに人生のキャリアを積んできている人に対し〝言葉づかいが良くない〟と言っても、いき
なり尊敬語や謙譲語を覚えさせるという事は非常に難しい事かもしれません。それがイヤで〝すぐ辞
める〟と言ってくる方も少なくありません。まず最初に徹底して身につけていただく様、促してもら
いたい事は｟丁寧語のマスター｠＋｟表現力｠です。
丁寧語は「です」「ます」を語尾につけるだけで伝わります。表現力とは〝態度で示す〟という事。
会話をする時や、呼ばれた時は相手の目を見る。話を聞く時はきちんとうなづきながら…など、この
２つを実践させていくことが肝心です。それが慣れてきたら、少しずつ、上の立場の人には尊敬語。
下の立場の人には謙譲語といった事を伝え、実践させていくと良いでしょう。

②

なかなか、組織内で報、連、相が徹底できない。どうしたら良いものか？

なかなか報連相が徹底出来ていないという組織様のスタッフの方々にヒアリングをすると、
スタッフさん達なりに報連相は〝行っているつもり〟（やっている）という回答が多くあり
ます。片や〝出来ていない〟片や〝出来ている〟（つもり）、ここに大きな溝があるような
・・・
のです。そもそも〝やっているつもり〟は、ほぼ〝やっていないのと同じ〟と言っても良い
のかもしれません。ですが、〝出来ていない〟と頭ごなしに伝えても、言われた方はとまど
うばかり…ですので、基本に立ち返り、今一度、報連相の重要性と意味をスタッフの方と共
有してみてはいかがでしょうか。

a

報告

〈報告をする時のポイント〉

b

連絡

相談

① 早め、早めに報告をすること
② 事実を中心とした結論をきちんと伝える
（必要なら資料をつける）
③ 自分の意見は最後に伝える
仕事を進めている上での変更点や、これからの予定、
行っていく上で気を付けるべき点などをきちんと伝え
る事が〝連絡〟の意味です。

はこまめにする事・・・

〈連絡をする時のポイント〉

c

小さな事でも結果や、取り組んでいる仕事の
進捗を伝える事が〝報告〟という事です。

は事実を述べる事・・・

① どんな小さな事であっても連絡をする（自己判断は✕）
② 居なかったからしなかった。ではなく、メールやFAX、
電話のフル活用をする（明日にすればいいは✕）
③ メモのクセづけは最大の武器
トラブルや問題にぶつかった時にするのが〝相談〟です。
新たなヒントをいただける最大のチャンスと思うこと。

はスピードが命・・・

〈相談をする時のポイント〉

① どんな小さなミスでも、トラブルでも隠さず相談すること
② なんでもかんでも〝聞けば良し〟はアウトです
③ 自分なりの対策案を用意することは重要です

以上、何かのお役に立てれば、幸いです。
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No 8

「診療しないこと」が正当化される場合など

応招義務について整理されました
出典：厚生労働省

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
昭和23年に制定された医師法の第19条第1項に応招義務が規定されて以来、どのような対応が応招義務違反に該当するか否か
について、厚生労働省は都度その解釈を示してきました。しかし、医師法制定時から医療提供体制が大きく変化していることに
加え、勤務医の過重労働が問題となる現代では、改めて応招義務について整理する必要性があるとして、同省から昨年12月25
日に「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」の通知が発出されました。いま一度、
十分に理解をしておきましょう。
医師(歯科医師)法第19条第1項【応招義務】：診療に従事する医師(歯科医師)は、診察治療の求が場合には、正当な事由がなけれ
ば、これを拒んではならない

基本的考え方１ 応招義務の法的性質


医師・歯科医師が国に対して負担する公法上の義務であり、患者に対する私法上の義務ではない



医師(歯科医師)法第19条第1項において、医師・歯科医師が個人として負担する義務として規定されている。勤務医として医療機関に
勤務する場合でも、応招義務を負うのは医師・歯科医師個人である



個人の応招義務とは別に、医療機関は、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由
なく診療を拒んではならない
勤務医が使用者から労使協定・労働契約の範囲を

基本的考え方2


！

労使協定・労働契約の範囲を超えた診療指示等

医師(歯科医師)法第19条第1項に規定する応招義務の問題ではなく、使用者と勤務
医の労働関係法令上の問題

基本的考え方3

✓
✓

診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方

超えた診療指示等を受けた場合に、結果として労
働基準法等の違反となることを理由に診療等の労
務提供を拒否したとしても、応招義務違反にはあ
たりません
医療機関や医師・歯科医師個人の対応として、診
療の求めを拒むことが正当化されるか否かは、左
記の要素が考慮される

緊急対応が必要な患者か否か(病状の深刻度)
診療時間・勤務時間内であるか、それとも診療時間・勤務時間外であるか
患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係

診療時間内・勤務時間内
 以下を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場
合にのみ、診療しないことが正当化される

(

(
病緊
状急
の対
深応
刻が
な必
救要
急な
患場
者合
等

 原則、患者の求めに応じて必要な医療を提供する必要
がある

診療時間外・勤務時間外
 応急的に必要な処置をとることが望ましいが、
原則、公法・私法上の責任に問われることはない※

■医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力
※必要な処置をとった場合においても、医療設備が不十分
■当該状況下での医療提供の可能性・設備状況
なことが想定されるため、求められる対応の程度は低い
■他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可
(例：心肺蘇生法等の応急処置の実施等)
能性)
※診療所等の医療機関へ直接患者が来院した場合、必要な
処置を行った上で、救急対応の可能な病院等の医療機関
に対応を依頼するのが望ましい

)

 緊急対応の必要がある場合に比べて、以下を総合的に
勘案し緩やかに解釈される
■医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力
■当該状況下での医療提供の可能性・設備状況
■他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替
可能性)
■患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係等

 即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化さ
れる
 時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の
対応をとることが望ましい

)

病
状緊
の急
安対
定応
しが
て不
い要
るな
患場
者合
等

このほかに、個別事例ごとの整理もされています（患者の迷惑行為、医療費不払い等）。
詳しくは厚生労働省の通知等でご確認ください。
【出典】厚生労働省.“応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について.”https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf.
厚生労働省.“医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応招義務の解釈に関する研究について.”https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000529089.pdf
(all accessed on 2020-03-10).

【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
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TEL：03-3349-3501

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
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。
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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。
医業経営コンサルタントとは･･････
（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。

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

宇都宮市滝谷町10-1
TEL028-634-6776

税理士<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

荻原 英美

代表社員税理士

浅沼 孝男

常務執行役員<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

川俣 喜弘

北関東支社長<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

山村 直紀

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

宇都宮市下戸祭1-5-10
TEL028-650-4700

税理士法人
アミック＆パートナーズ

代表社員税理士<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

谷中田 悟

宇都宮市西川田町928-1
TEL028-908-4411

RML株式会社

代表取締役<MDRT>

清水 英孝

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

首都圏第一本部長<MDRT>

小野 博史

宇都宮支店長<MDRT>

添田 守

宇都宮支店

浅野 友裕

宇都宮支店

井上 直人

宇都宮支店

髙岸 伸二

ＢＳＡ株式会社

代表取締役

中澤 宏紀

中央区銀座6-6-1（風月堂ﾋﾞﾙ5Ｆ）
ＴＥＬ090-3223-0870

株式会社ＭＭＳ

代表取締役<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

佐久間 賢一

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

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ
生命保険株式会社

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ<MDRT>

清水 隆志

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

スカイラボ株式会社

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

代表取締役

菊地 理恵

取締役 社会保険労務士

佐藤 智子

代表取締役<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ>

田村 康夫

浅沼みらい税理士法人

株式会社
リスクマネジメント・
ラボラトリー

有限会社エファ
有限会社
ﾃｨｰｴﾑｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

足利市本城2-1901-8
TEL0284-41-1365

宇都宮市馬場通り2-1-1（NMF宇都宮ﾋﾞﾙ9F）
TEL028-610-1085

宇都宮市滝谷町18-7
ＴＥＬ028-639-1020

宇都宮市仲町3-16-409
ＴＥＬ028-627-2336

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

１

第７８号 令和２年２月発行

アンケートご協力のお願い

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。

◆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。
（

）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

◆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＞
No

タイトル

１

確定申告終了

２

今年から「所得の控除」の大きな改正があります

３

病医院の運営・組織化政策

４

医療法人の運営

５

思いがけない病気やケガの備えはできていますか？

６

第一回 経営理念を持とう

7

あと一歩、質の高い患者対応を目指すために

８

応招義務について整理されました

◆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？

◆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。

２

「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。

貴医院名：

よろず相談窓口

ご担当者：

FAX ０２８－６２４－５９８８
（TEL 028-600-1171 直通）
担当：大島・半田

電話番号：

「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。
承継相談窓口
担当（大島・半田）

ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８
（ＴＥＬ 028-600-1171 直通）

【宇都宮市】
◆荻原会計事務所

５月２１日（木）

１０時～１２時

６月１８日（木）

１０時～１２時

７月１６日（木）

１０時～１２時

５月２１日（木）

１０時～１２時

６月１８日（木）

１０時～１２時

７月１６日（木）

１０時～１２時

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

◆税理士法人 アミック＆パートナーズ
代表社員 税理士 谷中田 悟
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

井上 直人

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

髙岸 伸二

【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

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

医療機関名：
氏名：

（役職

）

氏名：

（役職

） 参加予定人数

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

名

