第７８号 令和２年２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

病院・診療所の身近な税務

１

税務調査と質問検査権と事実認定

税務・会計

税制改正と医療機関の税金

２

令和２年度税制改正大綱での「認定医療法人制度」の延長

医業経営

病医院の経営管理

３

法律・行政

医業経営に関連する制度

４

保険・金融

医療従事者が知っておきたい保険の知識

５

人事・接遇

人事・接遇マナー

６

情報を生かした丁寧な対応を目指す

医療安全

医療機関に関わるリスクマネジメント

７

補助犬が来院したら？

◆ 『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

病医院の経営管理
個人病医院の事業承継・贈与税の納税猶予・免除について

医療広告ガイドライン（禁止される広告）について
相続が発生しました
法律改正で預金がすぐ引き出せるようになったと聞いたのですが・・

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

２月２０日（木） １０時～１２時
日時

３月１９日（木） １０時～１２時
４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：損保ジャパン日本興亜
「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）

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。

【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

＊以外 参加費無料）

日時

場所

201９年5月1４日（火）
済
午前10時～午後4時

コンセーレ

第１回

講師

第2回

第３回

宇都宮市

第４回

第５回

第６回

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

２お
０か
～税務署はここを調べる～
201９年6月1３日（木）
済
知っておきたい生前の税務調査と亡くなった
２げ
午後7時～8時30分
後の税務調査
０さ
年ま
講師
浅沼みらい税理士法人
度 で代表社員税理士 浅沼 孝男
の盛
201９年7月１７日（水）
勉況
済
誰も教えてくれない経営改善のツボ
午後7時～8時30分
強の
会う
講師
ＲＭＬ株式会社 の
代表取締役
ち 清水 英孝
詳に
クレーム対応強化研修 細 終
201９年9月１８日（水）
済
～クレームに屈してはいけません。きちんとした対
午後2時～3時30分
は
了
応と態度を身につけておこう～
次し
号ま
講師
有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵
でし
ごた
201９年１０月２９日（火）
台風の影響により
職員向けマネーセミナー 案 。
午後７時～８時30分
中止となりました。
内
致
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
し
ま
201９年11月２1日（木）
す
院長・社長は会計数値をこのように考えよ
済
午後7時～8時30分
。
講師

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

20２０年1月1５日（水）
済
午後7時～8時30分

医療者が知っておきたい裁判事例
第７回

講師

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
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宇都宮市駒生
1丁目1番6号
028-624-1417

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

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

コンセーレ
宇都宮市駒生
1丁目1番6号
028-624-1417

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

【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

第３回
真岡市

第４回

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
9月26日（木）
済
午前10時30分
～12時30分

2019年
10月3日（木）
済
午前10時30分
～12時30分

2019年
10月10日（火）
済
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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スパリゾート
リブマックス
真岡市長田
１－２４－３
(0285)
85-5526

2019年
10月17日（木）
済
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

場所

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

次お
回か
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～
のげ
①苦情となる原因を知っておこう
経さ
②クレームの質が変化してきている・・気づいていますか？
営ま
③苦情が多く出てしまう組織
塾で
～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
は盛
宇況
の
講師
有限会社エファ都
代表取締役
菊地 理恵
宮う
厳しい時代の病医院づくりとは・・
市ち
①医業経営における「重要なポイントと注意点」
でに
②やさしい「決算書と資金繰り」の見方
開終
③医療法人の「メリットと有効な活用方法」
催了
予し
講師
浅沼みらい税理士法人
定 ま常務執行役員 川俣 喜弘
でし
「働き方改革による「多様化」への対応
すた
～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

講師

第５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）

2019年
10月31日（木）
済
午前10時30分
～12時30分

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １ 税務調査と質問検査権と事実認定
荻原会計事務所

税理士 荻原 英美

１．税務調査の意義
過日、日本に本店のある部品製造会社（自動改札機部品、医療用部品、航空機社内部品等製造）が
フィリピンに子会社を持っているので、国際移転価格税制の税務調査に立ち会った。
そこで問題になったのが、経営技術料（ロイヤリティ）の計上についての税務処理についてである。
ここで改めて税務調査の要件について考えてみたい
日本国憲法30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定し、「あら
たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とす
る。」と規定し、租税法律主義を定めている。
納税義務を確定する方式として、一般的に、申告納税方式がとられている。
そこで税務署は、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等が正しいかどうか確認する手続きと
して税務調査が必要となる。その結果税額を増加させる更正を増額更正、税額を減少させる更正を減
額更正、納税義務者が申告をしてない場合は、税務署長は、税務調査により課税標準等又は税額等を
決定することができる。
税務調査手続きの実施にあたって事務運営方針指針において、調査とは、国税に関する法律の規定
に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他、国税に関する法律に基
づく処分を行う目的で、当該職員が行う一連の行為（証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈
適用など）をいうことに留意する」とされ、ここに事実認定が大事な要件の一つとされている。
２．質問検査権
上記一連の行為、事実認定するために、税務職員は納税者並びに当該関係者に質問し、物件を検査
する質問検査権が国税通則法で認められている。質問検査権は（1）質問、（2）物件検査、（3）
物件の提示、（4）物件の提出、の権限を有する。
質問検査権は任意の行政調査権限を認められるものであって、強制調査を認めるものではありませ
ん。強制調査というのは納税者の意志に反して事業所等に立ち入り、物件を検査する調査ですが、国
税局査察部が犯則調査を行う際に認められているもので令状が必要になります。
任意調査と言っても、質問検査の相手方は質問に答え、検査を受忍する義務があります。次の場合に
は1年以下の懲役又は50万以下の罰金の刑罰が科されます。
①質問に対して答弁せず、もしくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁
止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、もしくは忌避した者
②物件の提示又は提出の要求に対し，正当の理由がなくこれに応じず。又は偽りの記録をした帳簿書
類その他の物件を提示し、もしくは提出した者
したがって、任意調査と言っても刑罰を背景にした間接的な強制力があると言うことになります。
ただし軽微な不答弁等で刑罰に処せられることは無いし、その処罰には慎重な姿勢と客観的で合理的
な理由が必要となる。
いやしくも質問検査権の行使が、営業活動を停滞させ、得意先や銀行等の信用を失墜せしめ、その他
私生活の平穏を著しく害するような態様においてなされたとすれば、それは任意調査の限界を超える
ものであり、国家賠償請求訴訟を提起することになりかねない。また税務調査官は当然のことながら、
知りえた事実において守秘義務が課されている。
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３．事実認定と法規範
今回の税務調査において特に注意して対処したのは、税務署が更正を行う場合に、法規範、事実、
規範への事実のあてはめに、厳正に間違いの手続きに従って行われるように準備した。まずは今回
の経営技術料未収金の計上が法律に適合するかということです。
法人税法第22条第2項には「内国法人の各事業年度の益金の額に算入すべき金額は別段の定めの
あるものを除き、資産の販売，有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の
譲受又はその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」同法第4項
において「前項に規定する当該事業年度の収益の額は公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ
て計算されるものとする」とある。
まず①この経営技術料は明確な対価性の根拠があるのか、②この技術料の計算根拠は妥当性があ
るのか、③この計算技術料は当期に債権確定したもので間違いないのか、④この技術料は相手側の
会社が認識しているのか、⑤そもそも技術ノウハウ料として相手会社に指導に行ったのか、⑥契約
書等あるのか、等々事実としての真偽について、会計帳簿はもちろん、交友履歴、議事録、担当者、
ノウハウ価値、製品の価値、交通費等の事実認定検証を行った。
その結果、経営技術料とは何の価値もないことが判明し、法人税法22条にいう益金に該当しない
ということで、益金計上は見送られた。
質問検査権には，英語による外国契約文書、現地法人の貸借対照表、損益計算書、配当計算書等
の提供と現地法人の社長への質問、インターネットでの資料調査が行われた。
移転価格税制は国際課税の問題として、これからさらに複雑難解になる案件との思いを強くした。
なお、後日の争いに備えるために、税務署側が質問応答記録書を作成し、後日処分取り消し訴訟に
おいて提出された場合、有力な証拠になりますので、税務署側から署名を求められた時には慎重に
対処する必要があります。質疑応答記録書に署名した後からは訂正は不可能だからです。
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No ２ 令和２年度税制改正大綱での
「認定医療法人制度」の延長
浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士

浅沼 孝男

昨年末に「令和2年度税制改正大綱」が発表となりました。
その中で、注目されていた「認定医療法人制度・・・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶
予 制度」が3年間の延長となりました。

現行

改正の内容

〇認定医療法人制度とは…
「良質な医療を提供する体制の確立を図るた
平成29年10月より令和2年9月までの間に、 めの医療法等の一部を改正をする法律」の改正
「持分のない医療法人」への移行計画につい を前提として、適用期限を3年延長する。
て厚生労働大臣より認定を受けた医療法人(認
定医療法人)が、その移行計画に沿って移行期
限までに、「持ち分のない医療法人」へ移行
した場合には、その医療法人が持分放棄によ
り受けた経済的利益について、贈与税を課さ
ない。
(・・・その後は、財産権である「出資」を放
棄したため、出資に対する相続税課税がなく
なることとなる)
〇移行期間中の相続については…
認定医療法人が、「持ち分のない医療法
人」への移行期間中に、その出資者に相続が
起こった場合には、出資持分に対しての相続
税を一定の手続きで猶予し、放棄とともに相
続税は免除される。
〇認定の取り消しがあった場合には…
この適用を受けた認定医療法人について、
「持分のない医療法人」への移行日以後6年
間に認定要件に該当しないこととなった場合
には、医療法人を個人とみなして、贈与税が
課税される。

平成19年4月からの医療法の改正により、医療法人は「出資持ち分なし」の設立しかできなく
なりました。この場合は、「出資持ち分」いう「財産権」の概念がないため、いくら法人に蓄積
した剰余金があろうと、相続税の課税対象とはなりません。
これに対して、それ以前に設立した医療法人では、解散等の場合には「出資持ち分」が財産の
払い戻しを受けられる「権利=財産権」のため、「出資者」に相続があった際には、相続税の課
税対象となります。
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では、「持ち分なしの医療法人」への移行はできるかと言えば、定款の変更等で「可能」です。
しかし、税法的には、「財産権」を放棄してしまい、「医療法人」に対して財産を「贈与した」
ことになり、「医療法人に贈与税がかかる」ことになってしまいます。
そこで、医業継続に係る「出資持ち分なし」の医療法人への移行の支援の観点から、平成29年
10月から３年間、移行に伴う相続税・贈与税の猶予・免除の措置を緩和した「認定医療法人制
度」が導入されました。
今年の9月にその期限を迎えるため、3年間の延長となるものです。
現在の認定の要件としては、次のような内容です。
①「持ち分なし」への移行計画を社員総会において決議
②移行計画が有効かつ適正(持分放棄の確実性や移行への取組みの実効性)
③移行計画期間が3年以内
④「運営に関する要件」が満たされること
(例)
〇法人関係者に対して特別の利益を与えないこと
〇役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めて
いること
〇遊休財産額は、事業にかかる費用の額を超えないこと
〇社会保険診療等に係る収入金額が、全収入金額の80%を超えること 等
(今後、法案化から施行の過程や政省令・通達の発表、又は具体的な認定要件の取り扱いの変更
の有無等の可能性もありますので、ご留意ください。)
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No ３ 病医院の経営管理
個人病医院の事業承継・贈与税の納税猶予・免除について
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

今回は病医院建物･医療機器･建物敷地等の個人事業用資産の贈与税の納税猶予について解説します。
Ⅰ 制度の概要

個人事業承継計画の確認を受けた後継者が、先代事業者から特定事業用資産のすべての贈与を受け、
都道府県事の認定を受ける手続きにより、その資産に係る贈与税の納税が全額猶予される。
（１）個人事業承継計画
個人事業承継計画を記載した確認申請書を県知事に提出し、確認書の交付を受ける必要がありま
す。この期限は2024年3月31日までとなっています。
（２）特定事業用資産
特定事業用資産の全てを贈与を受ける必要があり、贈与を受けた後でなければ、県知事の認定を
受けることができません。そのため申請は、贈与を受けた年の翌年1月15日までに行う必要があ
ります。
尚、認定の有効期限は認定を受けた日の翌日から2年を経過する日となります。
（３）後継者の開業届と青色申告承認申請
特定事業用資産の全ての贈与を受けて事業を承継した後継者は、事業開始の日（贈与の日）から
１か月以内に開業届を税務署に提出し、2か月以内に青色申告の承認申請書を提出します。
（４）後継者の贈与税の申告と担保提供
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、県知事から交付を受けた認定書を添付して税務署に贈与
税の全額の納税猶予を受けるための贈与税申告書を提出し、所定の担保を提供する必要がありま
す。
（５）贈与者の死亡の場合
贈与者が死亡した場合には、特例受贈事業用資産は相続により取得したものとみなして、贈与時
の価格を他の相続財産と合算して相続税の計算をします。その際には県知事の切替え確認を受け
ることより、贈与税の課税価格に対応する相続税額について相続税の納税猶予を受けることがで
きます。
Ⅱ 先代事業者･後継者の要件
（1）先代事業者（贈与者）の要件
次の全てを満たす必要があります
① その贈与の時において事業廃止届を提出し、または贈与税の申告期限までに事業廃止届出書を
提出する見込みがあること。
②その事業について「その贈与の日の属する年」「その前年」「その前々年」の確定申告書を
65万円青色申告特別控除の適用を受けて提出していること。
（2）贈与者が先代事業者以外の場合の要件
次の全てを満たす必要があります。
① 先代事業者の贈与または相続開始の直前において「先代事業者と生計を一にする親族」である
こと。
②先代事業者の個人版事業承継税制の適用に係る贈与又は相続後に特例事業用資産の贈与をして
いること。
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（3）後継者（特例事業受贈者）の要件
①その贈与の日において20歳以上であること。
②中小企業経営承継円滑化法の中小企業者であって、円滑化法認定を受けていること。
③贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、その特定事業用資産に係る事業に従事していた
こと。
④贈与の時から贈与税の申告期限まで引き続きその特定事業用資産の全てを有し、かつ自
己の事業の用に供していること。
⑤贈与税の申告期限までに、その特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出し、
青色申告の承認を受けていること。
⑥贈与の時において、その特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業、資産運用型事
業及び性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
⑦個人事業承継計画の確認を受けていること。
Ⅲ 贈与税の納税猶予の継続要件
贈与税の納税猶予適用開始後も引き続き特例受贈事業用資産を保有し、3年毎に継続届出書
に一定の書類を添付して税務署に提出することにより納税猶予が継続される。なお継続届け出
書の提出がない場合には猶予贈与税の全額と利子税の納付が必要となります。
Ⅳ 贈与税の全額、一部と利子税の納付が必要となる場合
（1）贈与税の全額と利子税の納付が必要となる場合
次の事由が生じた場合
①事業を廃止した場合。
②資産管理事業または性風俗関連特殊事業に該当した場合。
③特例受贈事業用資産に係る事業について、その年のその事業に係る事業所得の総収入金
額がゼロとなった場合。
④青色申告の承認が取り消された場合。
（2）贈与税の一部と利子税の納付が必要となる場合
特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合、納税が猶予されている贈与税の
うちその事業用に、供されなくなった部分に対応する贈与税と利子税を合わせて納付しなけ
ればならない。
Ⅴ 贈与税の猶予税額の免除

次の事由により「免除届出書」「免除申請書」の提出があった場合には、贈与税の全部また
は一部について、そ の納付が免除される。
（1）贈与者である先代事業者が死亡した場合
（2）特例事業受贈者が死亡した場合。
（3）特定申告期限の翌日から5年を経過する日後に、特例受贈事業用資産の全てについて、免
除対象贈与を行った場合。
（4）事業を継続することができなくなったことについてやむを得ない事由がある場合。
（5）破産手続き開始の決定などがあった場合。
（6）事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、特例受贈事業用資産の全ての譲
渡･事業の廃止をしたとき。
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No 4

医療広告ガイドライン（禁止される広告）について
浅沼みらい税理士法人 北関東支社長 山村 直紀

平成30年6月1日に改正医療法等が施行されました。
その中に医療に関する広告規制の見直しが含まれています。
これは、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサイ
トに対する法的規制が必要である旨の建議がなされたことを踏まえウェブサイトの規制対象と
なったという経緯によります。

今回は禁止される広告の内容と広告可能事項の限定解除について概要をお話します。
１．禁止される広告の基本的な考え方
内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切
な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられて
います。同様の観点から、比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する内容の広告、患者等の主
観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告、治療等の内容・効果につい
て、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告も禁止されています。
２．禁止される広告について (具体例)

（1）広告が可能とされていない事項の広告
・専門外来（保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば可能。）
・死亡率、術後生存率等医療の提供の結果
・未承認医薬品（海外の医薬品やいわゆる健康食品等）による治療の内容
（2）内容が虚偽にわたる広告（虚偽広告）
・絶対安全な手術です！
・どんなに難しい症例でも必ず成功します
・厚生労働省の認可した○○専門医(専門医は厚生労働省が認可した資格ではない)
・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
・「一日で全ての治療が終了します」（治療後の定期的な処置等が必要な場合）
・「○％の満足度」（根拠・調査方法の提示がないもの）
・「当院は、○○研究所を併設しています」（研究の実態がないもの）
（3）他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告（比較優良広告）
・肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です
・当院は県内一の医師数を誇ります
・本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております
・「著名人も○○医師を推薦しています」「著名人も当院で治療を受けております」
（4）誇大な広告（誇大広告）
・知事の許可を取得した病院です（「許可」を強調表示する事例）
・医師数○名（○年○月現在）
・（美容外科の自由診療の際の費用として）顔面の○○術１カ所○○円
・「○○学会認定医」「○○協会認定施設」（活動実態のない団体による認定）
・「○○センター」（医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称）
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・手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの
・比較的安全な手術です
・伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
・「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」
・「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
・「○○手術は効果が高く、おすすめです。」「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いの
で、新たに開発された○○手術をおすすめします」
（5）患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談。
（6）治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
・術前又は術後（手術以外の処置等を含む。）の写真等のみを示し、説明が不十分なもの
（7）公序良俗に反する内容の広告
（8）その他(品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内
容の広告)
・今なら○円でキャンペーン実施中！、ただいまキャンペーンを実施中」
・「期間限定で○○療法を 50％オフで提供しています」「○○治療し放題プラン」
・「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
・「医薬品「○○錠」を処方できます」「当院ではジェネリックを採用しております」
・AGA 治療薬を取り扱っております。
広告可能事項の限定解除の要件等
患者が自ら求めて入手する情報については、 適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え
方から、以下の①～④の要件をいずれも満たした場合(ただし、③及び④については自由診療について
情報を提供する場合に限る)、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブ
サイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することそ
の他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
(参考：厚生労働省 医療広告ガイドライン)
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No 5

相続が発生しました

法律改正で預金がすぐ引き出せるようになったと聞いたのですが・・
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

浅野 友裕

約４０年ぶりという民法の改正が行われ、２０１９年から２０２０年にかけて、随時施行され
ていきます。
新聞などでは、今年施行の債権法の部分が取り上げられ報道されているのを目にされたことも
あるのではないでしょうか？
今回の民法改正で相続法部分は既に昨年から施行されており、その一つが「相続預金の仮払
い」です。
それまでは、相続が発生すると、各金融機関はその事実を知り次第被相続人名義の預金をいわ
ゆる凍結し、遺産分割が終了するまでは預金の引き出しができない状態でした。
銀行等の金融機関は、除籍・戸籍謄本などの提出を求め、相続人を確定したうえで、さらに遺
言・遺産分割協議書などの確認をしたうえで、当該相続人に預金を払い出ししてきました。この
ため、相続が発生してから預金を受け取るまでは相当な期間がかかったようです
これが今回の改正である条件のもと、先に預金を払い戻しが可能となり、「相続人にとっては
よかった」と思っている方も多いのではないでしょうか？
その条件は、改正後の民法に下記の通り記されております。
（抜粋）
第９０９条の２
「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の３分の１に第９０
０条及び第９０１条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額（標準的な当面の
必要性経費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省
令で定める額を限度とする。）については、単独でその権利を行使することができる。（以下省
略）」
簡単にいうと、（銀行の預金額）×1/3×法定相続分が払い戻しできるということです。
例えば、A銀行に６００万円の被相続人の預金があり、相続人が妻１人子１人の法定相続人計２
名の場合、６００万円×1/3×1/2=１００万円が払い戻せるということです。
相続が発生した時に以前よりは、便利な法改正になったようです。
では、実務上はどうでしょうか？
各金融機関は、上記の条件を確認するために、除籍・戸籍謄本などにより、まず相続人を確定し
なければなりません。（意外とこれが厄介な場合があります。）また預貯金債権額を確定しなけ
ればならないことから、複数の金融機関に預貯金があった場合、この額を確認しなければならず、
すぐに預金の払い戻しができるかと言えば、実際には相当の期間を要することになるかもしれま
せん。
また、定期預金などは、預金契約として期限まで払い戻しに応じることを、拒否することも、
契約上は可能であることも注意する必要があるかもしれません。
相続が発生すると、葬儀代の支払いの他、場合によってはリースの残債など債務の一括支払い
など、現金が必要になるケースが多々出てきますので、少しでも早く・多くの現金を準備する必
要があります。
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その対策ができるのが、生命保険です。
ご存知の先生方も多いと思いますが、改めてご説明させていただきます。
生命保険受取の手続きとしては、各保険会社によって多少の違いがありますが、概ね下記のと
おりです。
指定された受取人が、当該保険証券に被相続人の死亡診断書・除籍謄本を添付し、所定の書類
に記入の上、提出すれば保険金が受け取れます。（金額によっては、受取人の印鑑証明などが必
要になる場合もあります。）
その特徴は下記のとおりです。
受取人単独での手続きが可能です。（他の相続人の同意などは必要ありません。）
生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の権利であり、他の相続財産とは切り離
して受け取れるので、遺産分割の対象外です。
受取までは約１週間程度です。保険会社によっては、その一部を即日受け取ることも可能な場合
もあります。
以上のようなメリットが生命保険にはあり、民法が改正されたとはいえ、まだまだ生命保険が
相続発生の時に強い味方であることは変わりありません。現在ご加入中の保険を確認したいとき
は、ご連絡ください。
いかがでしょうか？いざというときにご家族に無用な心配・手間をかけさせないために・・
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No 6 情報を生かした丁寧な対応を目指す
有限会社エファ

代表取締役 菊地

理恵

１．≪やさしさと配慮が求められる接遇≫
病医院の窓口には、いろいろな方が訪れてきます。なかには、体の不自由な方・高齢の方
など、より多くの心づかいが必要と思われる人たちがいます。そのような方たちに対する接遇
には特にやさしさと配慮が求められるといえるでしょう。
①（からだのご不自由な方への接遇）
からだが不自由であることを特別視してはいけません。接する態度（気持）としては、一
般の患者様と同じです。ただ、より必要とされる心づかいというのは、来院して、用件を
済ませるまでの過程において、支障なく進むようにするということです。歩行の不自由な
方には椅子の用意、目の不自由な方には適切な誘導、耳の不自由な人には手話通訳や筆談
の用意など、その患者様の個別事情に合わせたキメの細かい対応が望まれています。
②（高齢の方への接遇）
高齢の方に対しては、これまで社会を支えてきた先人として、尊敬の念を払いながら、足
腰が弱ってきたり耳が遠くなったりしてくることで、高齢の方自身がもどかしさを抱いて
イライラしてしまうという気持ちを察してあげられる心やさしい対応が求められているの
です。
例えば、①受付カウンターに呼ぶというだけでなく、状況を見ながら患者さんの方へ近づ
いてゆく。②歩く速度を確かめながらゆっくりと誘導する。③説明する時はゆっくりと確
認しながら話をしてゆく。など・・・
２．≪親しまれる電話応対≫
電話は相手の顔や姿が見えません。それだけに電話を受けた相手は、受話器から聞こえてく
る声だけで、かけた方の人柄やその職場を評価することになります。電話では、より一層対面
対応とは違った心づかいが必要になります。
①見えなくても礼儀正しく
電話では、相手が見えないという気持ちから、つい油断しがちになりますが、電話の音声
には、その人の態度や感情が表れ、その場の状況やその場の雰囲気までが伝わるものです。
相手は目の前にはいませんが、音声を通して自分が相手に丸見えであるということを忘れ
てはいけません。心の中で“おじぎ”をするくらいの気持ちが大切です。
②ことばは、はっきりと明瞭に
専門用語は避け、平易な分かりやすいことばを使いましょう。また、分かりにくい発音や
間違いやすい発音は避け、声の大きさも、やや低めの音が聞きやすいと言われております。
ささやくような声や、むやみに大声を出したりしないよう気を付けましょう。
③自然で温かみのある対応を
ことばの丁寧さだけでなく、相手から親しまれるような人間としての温かさが込められた、
心の通った応対を常に心がけることが大切です。
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No 7

補助犬が来院したら？
出典：日本盲導犬協会、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

身体障害者補助犬法では人が立ち入ることのできる場所で補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を受
け入れるよう義務づけており、医療機関も例外ではありません。しかし、医療機関では補助犬の受入
れを拒否する事例が、問題になることもしばしばです。受入れ体制を整えるために、ルールの整備や
スタッフの教育等について改めてみてみましょう。
身体障害者補助犬
盲導犬

目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートする。
障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりする。ハーネス(胴輪)をつけている。

介助犬

手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートする。物を拾って渡したり、指示した
ものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行う。“介助犬”の表示をつけている。

聴導犬

音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせる。玄関のチャイム音・
FAX着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教える。“聴導犬”の表示をつけている。

「犬だから」という理由で受入れを拒否してはいけません！
□ 原則は、一般患者と同様に対応することを前提とする
□ 受け入れられない区域を設ける場合には、ユーザーが納得できる理由であるか
□ 補助犬が部屋に入れない場合、どこで待機したら良いか
□ 補助犬の排泄場所をどこにするか(天候不良時も想定して)
□ 補助犬を預かる場合の預かり場所について
□ 補助犬を預かる場合の、病院の体制(預かる際の担当者等)について
□ 補助犬を預かっている間に起こったトラブル等への対処法について
□ 犬嫌いやアレルギーを持つ他の来院者と距離をあける工夫ができるか
□ 別の場所で待機する場合の呼び出しの工夫は必要か(特に聴覚障害者に対して)

⚫

スタッフへ教育を行う
□ 補助犬に関する基礎知識(種類や表示、役割、安全性)や接し方を習得してもらう
⚫ 排泄場所への誘導
●手洗い・消毒
⚫ 病院スタッフ全員が同じ対応をとることに困難さがあれば担当者や担当チームを明確にする
⚫ 医療スタッフに限らず、案内係、夜間警備員、清掃担当者等にも同じように研修する

⚫

ユーザー・他患に情報提供する
□ 補助犬のステッカーやポスターを掲示するなど、病院の方針を表明する
□ 補助犬に関する情報提供を行い理解を促す
※補助犬を同伴した方が来院した場合には声をかけたりせず見守る等も含む
□ 犬アレルギーがある方、補助犬に関して問題があった場合等の対応窓口を提示する

Q：本当に補助犬なのか疑問がある…
補助犬には犬種、認定番号、認定年月日等を記載した表示を、ユーザー本人には認定証(使用者証)等の携帯が
義務付けられているので、これらの表示等なしに施設の利用を主張しても、事業者側に受入れの義務はあり
ません。補助犬かどうかの確認が必要な場合、事業者はユーザーに認定証の提示を求めることができるので、
補助犬を受け入れる際に「認定証を確認させていただけますか？」と声をかけることは、ユーザーに対して
失礼にはあたりません。
【参考】

厚生労働省.“[医療機関向け]ほじょ犬もっと知ってBOOK”（https://www.mhlw.go.jp/content/000489424.pdf）
厚生労働省.“身体障害者補助犬ユーザーの受け入れを円滑にするために～医療機関に考慮していただきたいこと～”
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000177003.pdf ）
(all accessed on 2019-12-23).
【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

宇都宮市塙田4-1-20（舛屋第一ﾋﾞﾙ4F)
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

税務調査と質問検査権と事実認定

２

令和2年度税制改正大綱での「認定医療法人制度」の延長

３

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で

４

取り上げてほしいテーマはございますか？
５

病医院の経営管理
個人病医院の事業承継・贈与税の納税猶予・免除について

医療広告ガイドライン（禁止される広告）について
相続が発生しました
法律改正で預金がすぐ引き出せるようになったと聞いたのですが・・

６

情報を生かした丁寧な対応を目指す

7

補助犬が来院したら？

◆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

２月２０日（木）

１０時～１２時

３月１９日（木）

１０時～１２時

４月１６日（木）

１０時～１２時

２月２０日（木）

１０時～１２時

３月１９日（木）

１０時～１２時

４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

