
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第８０号 令和２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 院長の身近な経営・税務 １ 院長の身近な経営・税務

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２ 新型コロナウイルスの影響での税務申告や納税の期限延長

医業経営 病医院の運営・組織化政策 ３ 病医院の運営・分院化政策

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 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」Ｐａｒｔ４

医業経営 クリニックの増収増益戦略 ６ クリニックの増収増益戦略

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ 情報を活かした対応向上～クレームを活かすためのポイント～

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ８ 患者がかかりつけ医に求めるもの



【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
税理士法人TOC英和

代表社員税理士 荻原英美

浅沼みらい税理士法人

代表社員税理 浅沼孝男

税理士法人 アミック＆パートナーズ

代表社員 谷中田 悟

承継相談窓口
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 添田守 ㈱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

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

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

日時

９月１７日（木） １０時～１２時

１０月１５日（木） １０時～１２時

１１月１９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：損害保険ジャパン

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）

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。

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
2020年5月14日（木）

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

新しい遺言制度と上手な財産の譲り方

新型コロナウイルスに関する”緊急対応”制度

2020年6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 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
2020年7月21日（火）

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

セクハラ・パワハラ基礎研修

～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！！～

2020年9月１0日（木）

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

病医院の事業承継対策
2020年10月8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 税理士法人アミック＆パートナーズ 代表社員 谷中田 悟

第６回

事業承継のキソの基礎
2020年11月19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 税理士法人TOC英和 代表社員税理士 荻原 英美

第７回

医療者が知っておきたい裁判事例
2021年1月14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 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）

新型コロナウイルスの

影響により中止しました。

Web会議での開催と

なりました。

8月に延期となりました。

（具体的な日程は別途ご案内）



【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

宇都宮市

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

2020年

5月28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 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

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」

2020年

6月4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

2020年

6月11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

2020年

6月25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・・・

2020年

7月2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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日程・テーマを変更し、

Web会議での開催

となりました。



今回から医療法人が役員等に対して退職金を支払う際に注意しなければならない事項につき考察し

てみます。数年前ある医療法人に分掌変更退職金の支払いを億単位で支給しました。この扱いについ

て、税務当局と1年以上にわたりお互いの論点相違につき折衝が行われました。そんな事象を踏まえ、

最近も紛争の多い退職給与支払につき再考し、議題に上げさせてもらいました。

＜1＞、法人税法の役員と医療法人の役員

なぜ役員退職金が問題になるかということを考えてみよう。法人と役員との関係は委任契約である。

職員と法人との関係は雇用契約です。どう違うかというと役員の立場にいる人は、自分の都合で何で

も自由自在に決定行動できるが、職員はあてがいぶちで、経営者の意志一つで処々の決定がなされる。

そこで役員については自分に都合の良い決定につき、税法上に課税公平の原則から規律規定法文が施

されている。

法人税法の役員は、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、および清算人並びに経営に

従事しているものをいうと定義されている。医療法人の役員は、理事と監事が該当します。この医療

法人の理事と監事は法人税法上の役員と同じとされるので、不相当に高額な役員給与や役員退職金の

金額は法人の各事業年度の所得の金額計算上損金不算入とされる。

＜２＞、法人税法上の役員退職金の取り扱い

法人税法施行令第70条(過大な役員給与の額)第2項に次のように規定されています。

「内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した役員退職給与の額が、当該役員

のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人の同種の事業を営む法人でそ

の事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給状況等に照らし、その退職した役員に対す

る退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は損金に

算入しない」と規定している。

即ち過大な役員退職基準判定は

1、その役員のその内国法人の業務に従事した期間

2、その退職の事情

3、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与

の支給状況

4、その他

に照らして相当と認められる金額を超える場合の、その超える金額を不相当とみなして損金不算入と

している。医療法人の役員は法人税法上の役員の考えが適用されるので上記の規定が同じく適用され

る。

さらに気をつけねばならないのが、医療法人として不相当に高額な退職給与と判定された場合、医

療法上の「剰余金配当金禁止」規則違反となるので注意しなければならない。

No １ 院長の身近な経営・税務
―医療法人が役員退職給与の支給時と、法人成りした時の注意点―その①

税理士法人TOC英和 代表社員税理士 荻原 英美

◆ ライフ・コンサルタント通信
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＜3＞、個人事業時代の使用人未払退職金、法人成りに引継ぎ継続できるか

個人診療所が法人成りして医療法人になった時、個人時代の時から勤務していた従業員が退職し

た場合は、本来なら法人成りした時に個人の所得計算において、退職給与として必要経費に計算す

ることが原則である。法人になってからのその従業員の退職は法人勤務の計算で法人所得計算をす

べきである。そうすると個人は個人の勤続期間、法人は法人の勤続年数計算となり、使用人の退職

特別控除額に不利になり不都合計算を強いられる場合が出現する。同じ職員が同じ勤務先で、同じ

環境で勤務しているのに、個人が法人成りしたために税金計算が不公平になることがある。

法人になった事情により、その時個人事業時代には退職給与規定が整備されていなかったり、勤続

年数により退職給与の金額が正確に計算できなかったり等の理由により、法人成りに際して、個人

事業時代に退職給与を計上できない場合があります。

そこで、法人税の計算において、「個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業時代から

引き続き在職する使用人により退職給与を支給した場合において、その退職が設立後相当期間経過

後に行われたものであるときは、その支給した退職給与の額を損金の額に算入する(法基通9-2-

39)。」という取り扱いが示されています。この場合の「設立後相当期間経過後」の相当期間は、課

税上弊害のない限り、個人の減額更正期間可能な5年程度と考えられている。なお法人成りした時、

法人の就業規則に退職計算を引き継ぐ文章を記しておくことも意志を確実にするため必要になるだ

ろう。

上記通達は個人事業時代に青色専従者としての妻や家族労働者の親族には適用されないことに注

意してください。

＜4＞、不相当に高額な退職給与

法人税法では法人の役員の役員退職金が不相当に高額かどうかの判定に上記＜２＞に4つを上げて

いた。

1、その法人の業務に従事した期間 2、その退職の事情 3、同種の事業を営む法人で

事業規模の類似するものの支給状況 4、その他

に照らして高額か否かを判定するのだが、3の同種の事業は日本産業分類の大分類、中分類、小分類

に分けながら判定する。日本産業分類大分類において「医療、福祉」があり、中分類において「医

療業」があり、小分類において「病院、一般診療所、歯科診療所」がある。

事業規模の類似するものとあるが比較するのは、「申告所得額、総資産額、医業収益、純資産額、

出資金額」等があり比較するのはなかなか難しい。支給状況については

1、功績倍率法

2、平均功績倍率法

3、最高功績倍率法

が考えられる。最もポピュラーな功績倍率法は次の計算式で計算される

退職時の適正な役員報酬額×勤続年数×功績倍率＝適正な役員退職給与

この「功績倍率」は退職給与がその役員報酬最終月額に勤続年数を乗じた金額の何倍にあたるか

というその倍率を言います。

この功績倍率法は国税庁が同族会社の過大役員退職給与の税務調査をする際に昭和57年に考案さ

れたものと言われております。功績倍率3倍までなら税務調査において過大役員退職給与にならない

といわれていますが、法的根拠はありません。

役員退職金を多額にもらいたいと言うことで、最終月額を急に、業績に見合わず上げた場合は適

正給与という文言に抵触するので、適正額でないと判断され、過大役員退職金として適正額を超え

る額は損金不算入となり費用とならない。さらに高額な部分は退職給与とならず多額な源泉所得税

が発生する可能性がある。

平均功績倍率法は他の医療法人で事業規模や、退職した役員の地位等が類似する法人を選定し、

その功績倍率を平均して、役員退職給与の金額を計算するものです。

最高功績倍率法は、功績倍率法の難点解消のために採用されることがあります。
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＜5＞、功労加算金の考え方

一般的なパンフレットあるいは簡単な説明文書に役員退職金の計算式に功労加算金につき次のよ

うに記されているものを見受ける

役員退職金の額＝退職時の役員報酬月額×勤続年数×功績倍率×功労加算金

例えば当社創業者院長は創業者としてのご苦労や借入金の連帯保証人をするなど医療法人の経営

には多大な貢献をしたので、功労加算金として30％割り増ししたいという議論である。しかしこの

功労加算金については裁判判例では否定的な解釈がされている。

まず最終役員報酬月額は退職役員の功績につきその報酬額に最も適合した額が表現されたものであ

るし、当該役員在職期間中における役員の最高額を示すものである。（札幌高裁、東京高裁、名古

屋高裁当の判断）。役員退職金額の適正額は、当該退職役員又は当該法人の存する個別事情には

種々のものがあり、また考慮すべきものも多々あるところであるが、同業種、類似規模、支給状況

に照らし格別著しい事情が発見できた時以外考慮する必要にはないという解釈である。ただ功労加

算金を支給しても、支給した役員退職給与総額が従事した期間、退職時の事情、同業種、類似規模、

支給状況に照らして適正合理的と考えられれば、功労加算金が支給されていても、問題になること

は無いと考えられる。

以上のことを考えると役員退職金を支給するときは、最終役員月額報酬額と功績倍率と勤続年数

をしっかり考慮すれば、不相当高額な金額として判定されることは無いということである。



新型コロナウイルスの影響により、各種税金の「税務申告」や「納税」が期限までに困難な場合

には、その申告や納税の期限の延長が、手続き等において柔軟に認められています。

1.法人税や消費税の申告・納税期限の延長
(1)内容

法人税・消費税の申告・納税期限は、原則として決算日後2ヶ月以内ですが、新型コロナウイル

スの影響を受けて、決算作業が間に合わず、期限までの申告・納税が困難な場合に、その事由が止

んだ日から2ヶ月以内まで、申告と納税を同時延長できます。手続きとしては、申告書に記入する

所定の簡易な方法によることもできます。

注意点としては、金融機関などに対して、毎期終了後に決算書・申告書の提出している場合には、

延長について、事前に話をしておくことは必要と思います。また、その他必要な行政手続きに関し

ての個別確認は必要です。

(2)中間申告について

決算日後、半期(6か月後)を迎えた場合に、その日から2ヶ月以内に前期の税額の1/2を申告・納

税する「中間申告」についても、同様に、新型コロナウイルスの影響で期限までの申告・納税が困

難な場合には、延長ができます。

その場合に、その状態が確定申告まで続いてしまう場合には、申告・納税は不要となり、それを基

に確定申告をすることとなります。

2.納税期限のみの延長(納税猶予)
申告書の提出は行うが、「納税期限」のみを延ばすこともできます。原則1年間となります。

これについて、「新型コロナウイルスに関する”特例納税猶予”」が新設されました。「通常の

納税猶予」に比べて、条件が緩和されています。

〇新型コロナウイルスによる”特例納税猶予”

(1)要件

①事業収入が前年同月比で「概ね20%以上」の減少

令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業収入が前年

同月比で概ね20%以上の減少。

②一時に納付が困難であること

猶予される金額 = 「税金の額」－「納付可能額」

納付可能額がゼロであれば、税金の全額が猶予の対象。

※納付可能額 = 現金と預金の合計額 － 当面の支出見込み額

※当面の支出見込み額とは、「6ヶ月間の運転資金と臨時支出」

No ２ 新型コロナウイルスの影響での税務申告や

納税の期間延長

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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(2)内容

①対象は、令和2年2月からの1年間の納期限が到来する税金。既に期限が過ぎている未納税金

も含む。

②期限は1年間の納税猶予。担保は不要で、延滞税もかからない。

③納期限(令和2年6月30日までが遅い場合は同日)までに申請が必要。

④申請には次の書類などが必要。

・所定の申請書

・本年と昨年の収支状況が記載された書類(試算表・元帳・収入のわかる帳簿など)

・手元資金の有り高がわかる現金出納帳や預金通帳など

〇通常の納税猶予

「新型コロナウイルスに関する特例納税猶予」は、事業収入が概ね20%以上の減少が要件です。

したがって、「20%以上の減少でない場合」には、「通常の納税猶予」を受けることとなります。

特例納税猶予に比べて、1ヶ月間の運転資金を考慮する点や、延滞税は「軽減」となる点、資力に

応じて分割の納付となる点などに違いはあります。

3.固定資産税など地方税の納税猶予
上記2の「納税猶予」については、固定資産税などの地方税に関しても、「新型コロナウイル

スに関する”特例納税猶予”」が新設されるなど、おおむね同様の取り扱いとなっています。

また、上記1の「申告・納税期限の延長」は、法人税と同期限の申告となる法人県民税・市民税に

ついても、同様の取り扱いでの延長ができます。

4.相続税や所得税について
相続税については、本来は、相続開始から10ケ月以内が申告・納税期限ですが、新型コロナウ

イルスの影響により、相続人が期限までに申告・納税できないやむを得ない理由がある時は、上記

1同様の延長が認められます。

また、所得税については、令和元年分の確定申告が通常の「令和2年3月16日」の期限から、一度

「4月16日」に延長されましたが、その後現在は、新型コロナウイルスの影響により、申告が困難

な場合には、その申告期限にこだわらず、申告書を作成することが可能となった時点で申告すれば

よい、とされています。

(令和2年7月3日現在)
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No ３ 病医院の経営管理

病医院の運営・分院化政策

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は病医院の分院化政策について解説いたします。

Ⅰ 病医院の分院開設

医療法人である病医院は、定款を変更することにより、分院開設の認可申請書を提出

することが、可能となっています。

この分院開設は本院が手狭となったこと、分院を運営管理できる医師を育成できたこ

と、そしてその医師が、実行可能性を備え持っていることやその地域の医療ニーズが

高まっていることなどの理由により、分院開設を決定することが多い。

Ⅱ 分院開設の主要な手続

手続き先 主な提出資料

1 当該県知事 ① 医療法人定款変更認可申請書
② 分院管理者として医師が当医療法人へ役員就任する必要

があり、医療法人役員変更届
③ 病院又は診療所の開設許可事項の変更届
④ 難病医療機関指定申請書

2 保健所長 ① 病院又は診療所の開設許可申請書
② 病院又は診療所の開設許可指令書
③ 病院又は診療所の開設届

3 地域厚生局 ① 保険医療機関指定申請書
② 予約に基づく診察の実施報告書
③ 基本診療料の施設基準等に係る届出書

（オンライン診療料）

4 地域労働局 ① 労災保険指定医療機関指定申請書

5 地域市役所 ② 生活保護医療機関指定申請書

Ⅲ 分院の財務管理と本院への統合

経営管理上、分院の業績は例えば、1つの部門として独立業績を把握する必要がある。

診療報酬、薬剤費、医師報酬、スタッフ人件費、その他の固定費を計算し、分院独自

の業績数値を財務管理します。税務上は本院と分院を統合し医療法人として税務申告

が必要となります。尚、本院からのスタッフ応援として出向させることも可能となり、

人材交流や情報交換等に活かすことも良いでしょう。
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Ⅳ 分院活用が可能なケース

本院と分院を併設するケースでは、本院には父親である院長先生が勤務し分院には、

子息である子供の医師が従事するケースや、兄弟を本院と分院に区別するケース、主

人医師を本院へ配偶者妻医師を分院へとするケースなどが考えられます。医療機関の

実状に応じて分院すると良いでしょう。

Ⅴ おわりに

今回は医療法人のマーケティングの視点から考察しました。

医療のネットワーク志向かもしれませんが、人材育成の面、医師の独立性の確保の面、

親子医師の協調性、兄弟医師の共存性の面など、優れた効果を発揮できる制度とも

言えます。一度検討してみてはいかがでしょうか。益々のご発展をお祈り申し上げま

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

[理事会とは]

１．理事会の性質

社団である医療法人も、財団である医療法人も、原則として、3人以上の理事を置かなければなり

ません。

理事定数の５分の１を超える者が欠けたときは、１か月以内に補充しなければなりません。

理事は、法人の常務を処理する業務執行者であり、株式会社の取締役と同様の機関です。

２．理事の特定

理事会を開催するには、まず、理事を特定する必要があります。

理事は別段の定めがないときは、理事の過半数により医療法人の業務を決することになります。

社団医療法人の場合、理事は社員総会において選任するとされています。

理事長は理事のうち、医療法人を代表し、その業務を総理する者で、原則として医師又は歯科医

師であることが必要です。理事長は理事の互選によって選出するとされています。

監事は、医療法人の業務・財産状況の監査等を行います。社団医療法人の場合、監事は社員総会

において選任するとされています。

役員名簿には、次のような事項を記載します。①役職名、②氏名、③生年月日（年齢）、④性別、

⑤住所、⑥職業、⑦就任年月日、任期

理事長は登記されているので、登記簿謄本を確認すれば特定できます。その他の理事は登記され

ませんので、登記簿謄本からは全ての理事の特定はできません。これは、理事長のみが医療法人を

代表するからであり、代表権を有しない理事は登記をする必要がないためです。

３．理事会決議

理事会は、平成28年9月医療法改正により、医療法人の必須機関とされています。

理事長は必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができます。理事会の招集は、

期日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければなりま

せん。

理事会の議長は、理事長とします。

社団である医療法人の場合、定款で次のような事項が理事会議決事項とされていることが一般的で

す。

①業務執行の決定、②理事の職務の執行の監督、③理事長の選出及び解職、

④重要な資産の処分及び譲受けの決定、⑤多額の借財の決定、⑥重要な役割を担う職員の選任及び

解任の決定、⑦従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定

４．理事会の開催と決議

理事の定数は、定款に定められています。理事会の決議割合は、理事数の過半数が出席し、その

過半数の同意で決します。

監事の理事会出席は、定款に特段の記載がある場合を除き、強制されるものではありませんが、

主務官庁に提出する監査報告書の記載例には、理事会その他重要な会議の出席が、監査方法の1つと

して例示されています。

５．記録の作成

理事会が終了した場合は、その内容の議事録を作成しなければなりません。

議事録に記載すべき事項は、次の通りです。

①開催年月日及び開催時刻、②開催場所、③定款及び出席者氏名、④議案、

⑤議案に関する発言内容、⑥議案に関する表決内容、⑦議事著名人の著名、著名年月日
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前回までに債券や株式の仕組みやリバランスという資産運用方法などについてお伝えしてきま

した。仕組みがわかって実際に資産運用を始めてみようとすると、つぎに「どのくらいの金額を

運用すべきか？」という悩みが生まれてきます。

あまりたくさんの金額を使うのも怖いし、かといって金額が少なすぎると効果が少ないような気

もするし、と多くの方が迷われる部分です。

今回は「最適な運用金額」について考えてみます。

運用に使う資金はどのくらい？

■大きなリターンを獲得するためには

資産運用によって大きな成果をあげるためには

1. できるだけ大きな資金を

2. できるだけ長い時間

運用にあてる必要があります。

ただしお金や時間は有限であり、やみくもに投資をしてしまうと失敗してしまうケースも多い

ようです。

■まずは運用にあてるべきではない資産を除く

資産運用にあてる金額を考える際には、最初に

・生活費の1年分

・5年以内に使う予定のある資金

といった直近で用途の決まっている資金を手持ちの資産から分けて、普通預金や定期預金と

いった安全性や流動性の高い資産にしておきます。

資産運用において最も避けるべき事態は「株価や為替が下落している時に、運用資産を解約しな

ければならない状態」です。

前者の「株価や為替が下落している時」というのは自身の努力ではどうすることもできません

が、後者の「運用資産を解約しなければならない状態」というのは、運用を始める前の資金の選

別によってある程度コントロールすることが可能です。

例えば「リーマンショック」のような相場の下落時に「お子様の学費」が必要になった、とい

うケースを想定してみます。「リーマンショック」のような経済危機がいつ起こるのかは専門家

でも予測が難しいものですが、「お子様の学費」が必要な時期は数年以上前から分かっています。

もし、学費が必要な時期の数年前から徐々に運用資産を解約し、定期預金のような元本保証のあ

る金融商品に移しておけば、「株価や為替が下落している時に、運用資産を解約しなければなら

ない状態」を防ぐことができます。

もちろん、解約した後に保有していた金融商品の価格が上昇し、遺失利益が発生する、という状

況も考えられますが、資金が必ず必要だと分かっている場合には安全サイドで考えておく方が無

難です。

このほかにも体調を崩したり、大規模な自然災害に罹災したりと急に大きな資金が必要になる

ことも考えられます。 多くの方々は万が一の事態に備えて生命保険や損害保険に加入していま

すが、それでも手元の資金を使わなければならない場合は十分考えられますので、最低でも1年

分の生活費は現預金で確保しておく必要がありそうです。

このように運用に向けてはいけない資産を選別した後、いよいよ運用に向ける資産額を検討して

いきます。
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■目標金額から逆算する

例えば20年後に1億円貯めることを目標とする。など、まずは目標から逆算する方法を考えて

みます。

一般的な運用利回りの目安は下表のように言われています

利回り

0％ 1％ 3％ 5％

目安 投資元本 安定運用 バランス運用 積極運用

内容 債権中心 株・債権を組合せ 株式中心

期間と利回りから運用結果を計算すると、

20年間毎月積立で運用した場合

利回り

金額 0％ 1％ 3％ 5％

3万円 720 796 982 1,222

5万円 1,200 1,328 1,638 2,037

10万円 2,400 2,656 3,276 4,074

20万円 4,800 5,313 6,553 8,149

30万円 7,200 7,969 9,829 12,223

利回り

金額 0％ 1％ 3％ 5％

300万円 300 366 541 795

500万円 500 610 903 1,326

1000万円 1,000 1,220 1,806 2,653

2000万円 2,000 2,440 3,612 5,306

3000万円 3,000 3,660 5,418 7,959

一時金を20年間運用した場合

となります。
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もし、20年後に1億円を貯めることを目標とする場合、以下のような投資が考えられます。

投資金額 運用スタイル 目標利回り 目標金額

一時金 2,000万円 バランス運用 3％ 3,612万円

積立 毎月20万円 積極運用 5％ 8,149万円

合計 6,800万円 1億1,761万円

一時金で2,000万円をバランス運用し、毎月20万円ずつ積極運用で積立投資を行うと、仮に

想定どおりの利回りで運用できると、20年後の運用結果はおよそ1億1,761万円となり、解約し

て資金化すると税金を払った後でも1億0,753万円が手元に残ります。

（※現行の税制にならい、利益額の20.315%が税金として引かれるとして計算）

運用期間と目標が決まれば投資すべき額も定まってくることがわかります。

50歳代60歳代の方々からは20年も運用期間を取れない、と言われることがありますが、平均余

命の長期化した現在、70歳以降に使う資金、80歳以降に使う資金などを考えて、長期運用を行

うことはとても重要です。

■リスク許容度から考える

運用にあてた資金がどの程度までの下落であれば我慢できるか、といった観点から運用資産額

を決める方法です。

大まかにいえば前項であげた期待利回りの10倍程の率が年間の最大下落値であると想定してみる

と良いでしょう。

運用スタイル 目標利回り 想定年間最大下落率

安定運用 1％ 10％

バランス運用 3％ 30％

積極運用 5％ 50％

前項の2,000万円をバランス運用するとした場合、長期的に見れば年平均3%前後のリターン

が期待できますが、単年で見ると30%（600万円）も下落する可能性がある、と想定すること

ができます。 実際にリーマンショックが起こったときにはこのくらいの下落が発生しました。

この損失金額を見たときに「こんなに損が出たら耐えられないな」と思われる方は、リターンを

あきらめてリスクを抑えた運用を選択されるのが賢明でしょう。

次項も含め、今回あげた3つの方法の中でこのリスク許容度を考え、自身が耐えられそうにない

リスクは取らないことが最も重要であると思います。
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■税制優遇枠の中で検討する

資産運用における税制優遇の制度として代表的なものは以下のようなものがあります。

制度名 金額 税制優遇

NISA口座 年間120万円
運用益が非課税

ジュニアNISA口座 年間80万円

個人型確定拠出年金
第1号被保険者 毎月6.8万円

運用益が非課税
掛金合計所得控除

第2号被保険者 毎月2.3万円

※個人型確定拠出年金はそれぞれの状況により掛金が異なる場合がございます。

たとえば

世帯主：個人開業医

配偶者：青色専従者

お子様：未成年2人

といったご家庭の場合、税制優遇枠全額を積立に回すとすると以下のような金額で税制優遇枠を

使いながら運用することができます。

世帯主
NISA口座 10万円/月

個人型確定拠出年金（第1号被保険者） 6.8万円/月

配偶者
NISA口座 10万円/月

個人型確定拠出年金（第1号被保険者） 6.8万円/月

お子様 ジュニアNISA口座 6.6万円/月

お子様 ジュニアNISA口座 6.6万円/月

合計 46.8万円/月

金額に上限があるものの、新しく資産運用を始める方にとっては思ったよりも大きな金額の税

制優遇枠が用意されています。

まずは運用の第一歩を、とお考えの方は税制優遇枠の範囲内で運用をスタートするのも一つの方

法です。

過度に大きな資産を運用にあててしまうのは考えものですが、将来の不安が増している昨今の

状況を考えれば、余裕のあるうちにリスクを取りながらリターンを目指していくことも考える必

要があります。

この機会にご自身の資金計画や目標を整理し税制優遇枠なども考慮し、手元に残す資金、運用に

回す資金、といった区分けを考えてみてはいかがでしょうか。
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クリニックの増収増益戦略

昨今の新型コロナウィルスの影響により、診療所経営においても患者の減少など影響は計り

知れないものがあります。そもそも社会の健康維持のためには、必要な人に必要な医療を届け

ることが重要です。コロナ禍で受診を抑制される方が増え、必要な人に必要な医療が届いてい

ないのではという心配や、定期的に受診することにより病気が早期発見・早期治療され、患者

さんが重症化せず社会復帰できるという機会の喪失につながるのではという危惧など、医療が

社会貢献を果たしてきた今までのシステムの中でも、この度のコロナ禍では診療所の機能が十

分に果たされなくなるのでないかと感じてしまいます。また、患者さんの減少により、診療所

の経営が厳しくなり、診療所の廃業を考えたり、開業しようと思っていた先生が開業時期を延

期するなど、医療提供体制にも影響が出ています。医療は大切な社会のインフラですので、今

までの体制を維持することが必要です。今回は、このようなコロナ禍における診療所の対策も

含めて、増収対策や患者さんの立場に立った診療所経営について考えてみたいと思います。

（1）コロナ禍における診療所の対応

①オンライン診療への取り組み

政府の積極的広告などにより、多くの患者さんに認知され始めています。長所・短所をよ

く検討し、活用できる可能性があれば電話やオンラインによる診療にも取り組んで頂きた

いと思います。コロナ禍では患者さんが政府の要請に配慮したり、感染の不安を感じたり

して診療所へ行きたくないと考えます。しかしそのまま、先生に診察して頂かなくても病

状に影響が無いなどと誤解してしまうと、患者離れに繋がってしまいます。そこでオンラ

イン診療を活用し、随時診療、相談を行える体制を整えることは永続的な経営の為に有効

となります。

②メディアの活用

昨今のスマホの普及を考慮し、インスタグラム・フェイスブック・ユーチューブなどを活

用し、健康情報など世の中の役に立つものを先生自身の立場から患者さん向けに情報発信

して頂きたいと思います。それにより先生に馴染みやすさを感じ、より身近な主治医とし

て認識されるのではないでしょうか。先生からの純粋な想いの発言を期待したいと思いま

す。他にもこの機会に、オンライン利用による信頼関係構築を図ることも検討に値すると

思います。ラインの利用者は７～８,０００万人ともいわれています。ラインの公式アカウ

ントを活用したチャット形式による患者さんとの対話も可能です。これを有効活用しまし

ょう。

③感染拡大防止等

自院の新型コロナウィルス感染拡大防止対策方針を決定し、職員に周知徹底を図り万全な

態勢を築きましょう。感染拡大防止のために、待合室に混雑を生じさせないよう予約診療

の導入拡大や整理券の配布、また職員や患者さんの動線を確保したレイアウト変更等、診

療所の環境整備を行う必要があります。更に現金自動精算機やキャッシュレス決済の導入

も有効です。尚これらは、要件をクリアすれば補助金・助成金の対象になるものもあります。

No 6 クリニックの増収増益戦略

-17-



（2）患者さんの不満

患者さんは医師や、医療機関に何を望んでいるのか。そこを正確に把握しておく必要があり

ます。ある調査によると、医療機関に対して不満の多い内容は次のようなものです。

①待ち時間が長い

②診療費が高い

③医師の説明が不十分

④受付や診療室での雑談が多い

また医療機関を変える理由として多くあげられるのは次のようなものです。

①医療の技術レベルが低いと感じる

②医師の説明が不十分

③医師の態度や言葉遣いが高圧的

④医師とのコミュニケーションがとれない

このように医師の診療姿勢に対するものが多いようです。患者さんの医師を見る目が、かつ

てない程厳しくなってきている昨今、患者さんはすべてを医師に任せるのではなく、一緒に

なって治療に参画していく「パートナー」的な関係を望んでいます。医師の意見や考えを一方

的に聴くのではなく、自分の考えも十分に聴いてもらいながら良く話し合い、共同作業で治療

を進めていくことを望んでいます。患者さんは自分の病気のことを医師に伝えたい願望を満た

すため話を聴いてくれる医師に好印象を持ちますので、患者さんの話に耳を傾ける姿勢が大切

です。

最近は、インターネットの普及により患者さんも病気についての詳しい情報を入手できるよ

うになりました。患者さんへの対応の際、下記の点を意識することにより、より良いコミュニ

ケーションが図れるものと思います。

①医師のわかりやすい説明（治療法について可能な選択肢を示し、メリット、デメリット

をわかりやすく説明）

②検査結果は必ず見せて説明（検査データや画像などを活用して説明）

③温かい励ましの言葉の活用（「早くよくなりましょうね」「一緒に病気を克服しましょ

う」など）

選ばれ、信頼される医師は、説明上手で患者さんと上手にコミュニケーションが取れていま

す。多様な選択肢の中から先生の得意な方法をみつけて、患者さんとコミュニケーションを

図っていくことが重要です。
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今年に始まったコロナの影響に伴い、４月中旬以降よりクレーム、苦情が急激に増えてきている

状況が窺えるようになってきました。

（イライラやストレス、我慢をする）といった内向きな動向が１つの原因とも言われております。

大変な時期にと思いますが、もし、病医院内で患者様からのクレーム、苦情などが出た場合のク

レーム、苦情の整理の仕方、部署ごとに情報を共有していく上での進め方などをお伝えして参り

ます。

その１ クレーム対応の整理整頓
苦情（クレーム）は、その都度内容を記録・整理していくことによって生きた

情報となり、あとで活用していくことができます。

そのときはうまく対応た出来なかったとしても長いスパンで捉えていくと、時

として意外な共通点や問題点が見つかったりすることもあります。たとえ小さ

なクレームとはいえ、数多く体験知識を集めていくことで立派なデータとなる

のです。

私たちが最初に取り組まなければならないことは、職場単位でクレーム情報を

整理してみることです。またそういう意識を全員が共有することによって、ス

タッフ一人一人の顧客対応能力強化にもつながるはずです。

その２ ミーティングの進め方
まずある一定の期間を決め、クレーム等の情報収集を行った上で、各職場単位

でそれについて話し合うミーティングの機会を作ることが必要です。

ミーティングの進め方は次のとおりです。

《手順》

その時々、どのように対応したのか

どのように納得、理解をしていただいたのか

そもそもクレームの原因はどこにあったのか

主としてどのような内容のクレームが多いのか①

②

③

④
などを、いくつかの点から考

察することが、最も大切なこ

となのです

※ 集まった苦情（クレーム）情報は、その組織にとってイヤなものでもありますが、一方では宝の

情報とも言えるのです。いろいろな角度から検討し合い、改善・対応法の共有化を図ることが重要と

なります。〝さわらぬ神に･･･〟とあるように、積極的なクレーム対応を避けていたのでは一向にク

レームは減りません。人と人とが接する現場の中では、患者様などから不満や苦情が出てくるのはあ

る意味やむを得ないことでしょう。しかし、患者様にとっても私達にとってもより心地よい職場を

作っていく努力は出来るはずです。クレーム対応とは地味な活動ではありますが、スタッフ全員で立

ち向かわなければならない大切な使命の一つなのです。

以上

No 7 情報を活かした対応向上

～クレームを活かすためのポイント～

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵
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昨年11月に内閣府から「医療のかかり方・女性の健康に関する世論調査」が公表されました。調査によると、 患者

は医師のコミュニケーション能力を重要視しているとのことです。安全な医療を提供するためには専門的知識・技術

とともに、コミュニケーション能力も必要とされ、それらが適切に行われないと、クレームや医療事故を引き起こす

要因ともなります。今回は患者さんがどのような気持ちで受診しているのか、みてみましょう。

【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

【出典】内閣府.“医療のかかり方・女性の健康に関する世論調査.”2019-11-22,https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-iryo/index.html,

(accessed on 2020-6-1).

かかりつけ医を選ぶ際に重視していること
※複数回答。かかりつけ医がいない場合は、かかりつけ医を見つける場合の

ことを考えて回答したもの。グラフは出典のデータをもとに当社で作成

2.8

3.4

17.3

25.2

29

40.9

47.2

54

60.3

0 20 40 60 80

その他

地域の活動へ参加するなど住民と交流している医師

休日・夜間でも相談に応じてくれる医師

日常生活の健康も管理してくれる医師

普段悩まされることが多い病気(持病など)の…

近隣の医師

話を十分に聞いてくれる医師

かかりつけ医が治療できない病気が見つかった場合、…

病状、治療内容など、分かりやすく説明をしてくれる医師

(n=2,803人、単位：%)

かかりつけ医が治療できない病気が見つかった場合、

専門の医療機関などを紹介してくれる医師

普段悩まされることが多い病気（持病など）の

治療に取り組んできた医師

主治医以外の医師が病状を説明するに当たり、どのようなことに配慮してほしいか
※複数回答。グラフは出典のデータをもとに当社で作成

1.6

6.7

24.9

25

43.3

53.1

57.6

59.7

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

主治医の説明内容と重複しないようにすること

文書を用いて説明すること

医師以外の医療スタッフ(看護師など)を同席させること

きめ細やかなコミュニケーションを心がけること

説明内容を主治医に報告すること

主治医以外の医師が説明することについて…

診療方針が主治医と異ならないようにすること

(n=2,803人、単位：%)

主治医以外の医師が説明することについて

あらかじめ了承を得ること

病状について、主治医以外の医師が説明することに賛成か
※グラフは出典のデータをもとに当社で作成。

合計が100とならないが、原文まま

(n=2,803人、単位：%)

病状説明を主治医以外が

行う場合は、

認識のズレ(対医療者・患

者)がないように丁寧な関

わりを心がけましょう

No 8 患者がかかりつけ医に求めるもの－

－主治医以外の医師からの説明に感じること
出典：内閣府

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＞

令和２年７月現在、全国２１５５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。

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

税理士法人TOC英和 代表社員税理士<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

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

株式会社
リスクマネジメント・
ラボラトリー

首都圏第一本部長<MDRT> 小野 博史

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

有限会社エファ
代表取締役 菊地 理恵

宇都宮市滝谷町18-7
ＴＥＬ028-639-1020

取締役 社会保険労務士 佐藤 智子

有限会社
ﾃｨｰｴﾑｴｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

代表取締役<医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ> 田村 康夫
宇都宮市仲町3-16-409
ＴＥＬ028-627-2336



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８０号 令和２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 院長の身近な経営・税務

２ 新型コロナウイルスの影響での税務申告や納税の期限延長

３ 病医院の運営・分院化政策

４ 医療法人の運営

５ 「安心老後のためにお金にも働いてもらう」Ｐａｒｔ4

６ クリニックの増収増益戦略

7 情報を活かした対応向上

８ 患者がかかりつけ医に求めるもの



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】

◆税理士法人TOC英和

代表社員税理士 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

９月１７日（木） １０時～１２時

１０月１５日（木） １０時～１２時

１１月１９日（木） １０時～１２時

９月１７日（木） １０時～１２時

１０月１５日（木） １０時～１２時

１１月１９日（木） １０時～１２時


