
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第８１号 令和２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 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 固定資産税がゼロ又は1/2の軽減特例の新設

医業経営 病医院の運営・組織化政策 ３ 病医院の事業承継政策

法律・行政 医療機関に関係する法律・制度 ４
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」と
「医療機関・薬局等における感染症拡大防止等支援事業」

保険・金融 医療関係者が知っておきたい保険の知識 ５ 福利厚生プラン（ハーフタックスプラン）

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 電話対応で心がけておくべき事

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ８ 医療機関のＷｉ-Ｆｉセキュリティを見直しましょう



【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

代表社員税理士 浅沼孝男

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

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

税理士法人ＴＯＣ英和

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

１１月１９日（木） １０時～１２時

１２月１７日（木） １０時～１２時

１月２１日（木） １０時～１２時



「保険管理表」作成サービスのご案内

「保険管理表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

単位：万円 単位：円

単位：万円 単位：円

○○　○○様の加入保険管理表 注：実 物は A３・A4 版となります

無制 限

　2,00 0

　1,00 0

　1,00 0

　5,00 0

　5,00 0

     0. 5

     2 0

連絡先

年間保険料

保険料

  払方補償額払込期間保険期間保険種類
受取人被保険者契約者契約日保険会社 証券 No.

電話番号
備　考

補償内容契約

損　

害　

保　

険

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H23/○○/○○

H25/○○/○○

H18/○○/○○

H25/○○/○○

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

○○○○○○

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○　

○○○○○○ 　

　　

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

　自動車

  火災保険

  地震保険

  火災 ( 家財 )

ゴルファー

ゴルファー

    医療

1 年

年02

1 年

1 年

3 年

3 年

終身

1 年

 １年

一時払

 １年

 １年

一時払

一時払

 50 歳

 １年

  月払

一時払

  年払

  年払

一時払

一時払

  月払

  月払

  9,200

       0

20,000

20,000

18,000

18,000

  7,000

  4,000

110,400

         0

  20,000

  20,000

  18,000

  18,000

  84,000

  48,000

30 歳未満不担保・人身傷害

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××××××××××××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

　入院 その他

死亡保障

死亡保障

　貯蓄

　貯蓄

　医療

　がん

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

××××××

H20/○○/○○

H22/○○/○○

H25/○○/○○

H25/○○/○○

H21/○○/○○

H21/○○/○○

○○生命

○○生命

○○生命

○○生命

○○生命

○○生命

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

○○歳

定期付終身

　 定期

　 養老

　 学資

　 医療

　 がん

55 歳 / 終身

　 20 年

　 20 年

　 15 年

　  終身

　 10 年

      65 歳

　  20 年

　  20 年

　  15 年

　  60 歳

　  10 年

  5,000

  1,000

     300

ー

     100

ー

  1,000

     500

     200

ー

ー

ー

5 千円 / 日

     　ー

     　ー

         ー

5 千円 / 日

3 万円 / 日

 三大疾病

 生存給付

 育英資金

診断 300 万円

月払

月払

月払

月払

月払

月払

合計

 22,300

 13,000

 12,300

 10,000

   3,500

   3,700

64,800

 267,600

 156,000

 147,600

 120,000

   42,000

   44,400

777,600

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

×××-×××

契約日 契約者 被保険者
加入

年齢 電話番号

連絡先
受取人保険会社 証券 No.

契約
目的

払込期間保険期間保険種類 災害 / 障害普通死亡 年間保険料  払方

保障内容 保険料

生　

命　

保　

険

   自動車 1

   自動車 2

   自動車 3

   自動車 4

火災（建物 ）

地震（建物 ）

火災（家財 ）

地震（家財 ）

       傷害

       医療

   賠償責任

 ゴルファー

   所得補償

   介護費用

   積立保険

     その他

  自動車

    火災

    地震

    傷害

動産総合

賠償責任

個人情報

信用保証

    建設工事

       利益

デリバティブ

       貨物

     その他

     その他

     その他

     その他

1

1

1

1

1

1

損　害　保　険

個人 事業

目的 件数 目的 件数 目的 件数 目的 件数

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年金

      貯蓄

   その他

保険金合計

1

1

1

1

1 1

5,100 万

2 5,100 万

１万 円 / 日

3 万円 / 日

1,000 万

3 1,300 万

  300 万   100 万

1   100 万

生　命　保　険

配偶者ご主人 ご家族 3ご家族 2ご家族 1

目的 件数 保険金額 目的 件数 保険金額 目的 件数 保険金額 目的 件数 保険金額 目的 件数 保険金額

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年金

      貯蓄

   その他

保険金合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年金

      貯蓄

   その他

保険金合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年金

      貯蓄

   その他

保険金合計

  死亡保障

      医療

      がん

      相続

      年金

      貯蓄

   その他

保険金合計

加入漏れ保険種類が分かります 被保険者別トータル保障額が分かります 家財の地震保険が未加入です

年間の総保険料が分かります

重複加入が分かります更新漏れのチェックができます

保険種類・有効期間・払込期間が分かります 入院保険がどの保険に付加されているかが分かります

いざというとき、契約者以外の方でもすぐに連絡できます

☆ 事業契約・個人契約・ご家族の保険まで、保障額や毎月の保険料が、一目瞭然

☆ 特約・商品構成も把握でき、保険の重複加入が防げる

☆ どこの保険会社に請求すればよいかが明確になり、請求漏れを防げる

☆ 「もしも」のとき、家族が確認して請求しやすくなる

☆ 団体割引の適用ができているか確認できる

『団体割引』の活用とは？

栃木県医師会員の皆様は、加入している保険会社での団体割引が活用できます。

団体割引の適用を受けましょう！

【対象となる保険会社】

生命保険：日本生命・第一生命・住友生命・朝日生命・明治安田生命・大樹生命・

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

新型コロナ禍対応策と資金効率改善セミナー

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。

8/28（金）にWeb会議で

開催となりました。

新型コロナウイルスの

影響により中止しました。

Ｗｅｂ会議にて実施

（具体的な日程は別途ご案内）

Ｗｅｂ会議にて実施

（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）

回目 タイトル 日時 場所

第１回

過去の経営塾における相談事例の研究

コロナ後の世の中はどう変わるのか？

①コロナ後に予測されることとは？

②今後の金融機関の動向を踏まえて

2020年

10月15日（木）

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 髙岸 伸二

第２回

コロナ禍と“その後”を踏まえた労務対応
①労働３帳簿（労働者名簿・賃金台帳・タイムカード）が非常に重要
②休業手当の考え方について
③コロナ禍の一方で進む重要改正事項とは

2020年

10月20日（火）

講
師

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川村 浩

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

10月22日（木）

講
師

有限会社エファ 代表取締役 菊池 理恵

第４回

コロナ禍における経営課題と“その後”の経営戦略

①新型コロナウイルスが与えた経営環境への影響
②オンライン診療の実施事例
③医療機関への公的な融資と補助金・給付金の内容
④新型コロナウイルス後の生き残り戦略
⑤危機に対応するための資金繰りと決算書の見方

2020年

10月27日（火）

講
師

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

第５回

「コロナ禍における税制緩和と資金対応」と「事業・財産の上
手な譲り方」

①「PART1」新型コロナウイルス対応の臨時特例税制
(申告の延長や免除・猶予など)及び金融支援や給付金
②「PART2」「事業・財産を譲る際の知っておきたい
ポイント」と「子へ財産を譲るときの節税方法とは」

2020年

10月29日（木）

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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今回は開催見送り

となりました。



１、分掌変更役員退職における退職の意義

理事長（代表取締役）が理事（取締役）になったり常勤理事（常勤取締役）から監事（監査役）に

なったりすることを分掌変更と言い、そのとき分掌変更による従前の勤務についてその対価として退

職金が一時金として支払われる。さらに平取締役になっても給与を減額して法人から給与の支給を受

け続けることを、分掌変更に伴う退職給与と言い、税務官庁とその法的解釈と現実の認識について争

いが絶えない。今回この問題を検証することにしたい。今後の医療法人についても多く発生する問題

ですし、当事務所でも税務調査があった事件でもあります。

役員の分掌変更により退職金を支給した場合、それが一定の事実に該当し、かつ支給した退職金が

適正額である場合には法人税法上退職金として損金に費用として算入できる。そうでない場合は所得

税法上の圧倒的に有利な源泉所得税の勤続年数に応じた退職特別控除と２分１課税は受けられず、臨

時的な給与と判断され、通常は賞与とみなされ高額な税負担となる。

役員退職金は原則として、役員の退職という具体的な事実に基づいて支給される給与を言い、実質的

に退職という事実のないものは、退職給与とみなされない。そこに分掌変更による退職は退職しても

給与をもらい続けるという、従業員だったらありえない、うまい話の税法的な危うさがある。

一般的に法人税基本通達9-2-32の規定により分掌変更退職金が支払われる。

No １ 院長の身近な経営・税務
―役員（理事）の分掌変更に伴う退職給与の分割支給の可否② ―

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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(役員の分掌変更の場合の退職給与)

9-2-32法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した

給与についてはその支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その

分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあ

ると認められることによるものである場合には、それを退職給与として取り扱うことができる。

（1）常勤役員が非常勤役員（常勤勤務してないものであっても代表権を有する者及び代表権は有し

ないが実質的にその法人の経営上の主要な地位を占めていると認められるものを除く）になったこと。

（2）取締役が監査役（監査役でありながら実施的にその法人の経営上の主要な地位を占めていると

認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号（（使用人兼務役員とされない役員））

に掲げる要件の全てを満たしているものを除く）になったこと

（3）分掌変更の後におけるその役員（その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位

を占めていると認められるものを除く。）の給与の激減（おおむね50％以上の減少）したこと。

（注）本文の「退職給与として支給した給与」には原則として、法人が未払金等に計上した場合の当

該未払金等の額は含まれない。

役員に対する給与が税法上退職給与となるかならないかは、税法の課税関係に重大に影響する。法

人税法上「退職給与」については条文上明確な定義はない。

そこで所得税法上では「退職所得は、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこ

れらの性質を有する給与にかかる所得を言う」（所法30①）と規定されており退職所得の範囲が明

記されている。即ち退職しなかったら支払われなかったもので、退職したことにより一時的に支払わ

れた給与ということの認識である。
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退職しても相談役として、退任前と同じように、理事長の執務室において毎日執務したり、退任

後においても理事会に参加して発言したり、はたまた相談役として署名押印したり従来と変わらな

い状況であれば退職と認められず、退職金は否認され、損金とされない。

退職として認められる事例では,役職の異動や昇給、給与査定などの人事上の決定、取引先の選定、

新規規約等の決定等に関与しておらず、経営に関する重要事項の意思決定に参画する機会も与えて

おられない等であれば退職給与として十分に説得力を持つことになろう。

法人税法上の役員は理事、監事と言った法律上の役員に限らず「みなし役員」も含まれる。そのた

め理事や監事を退任しても、引き続き医療法人の経営に従事しているとして、みなし役員に認定さ

れた場合は、法人税法上の「退職」として認められないことになるので注意が必要である。

２、役員退職金の分割支給可否について

次に役員退職金の損金参入時期について考察してみよう。

ある法人が会社の事情により創業者退職金を当該退職した年度に理事会の取り決めによりとりあ

えず支給し、次事業年度で残金を支払ったのだが、税務処分庁はこれを認めないとした事件であり、

最終的に納税者の意見が取り入れられて全額損金になった事例である。

法人税基本通達9-2-28（役員に対する退職金の損金算入の時期）

退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に

確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年

度においてその支払った額につき損金経理した場合には、これを認める。

退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は社員総会の決議等によりその額が具体的

に確定し日の属する事業年度であり、これは法人税法22条の規定により当決議を受けて債務が確定

するからである。

東京地裁平成27年判決で最終的に納税者の意見を取り入れ上段税務処分庁の意見を取り入れず納

税者勝訴とした理由として次のように判示している

事業年度の途中において、役員が病気や死亡等により退職したため、理事会等で内定した退職給与

の額を実際に支給するものの、当該退職給与にかかる社員総会等の決議が、翌事業年度に実施され

るという場合において、原則的な取り扱いにより支給時の損金算入を認めないとすることは、役員

の退職給与の支給実態からみて相当でなく、また社員総会の決議により退職給与の額を定めた場合

においても、役員であるという理由で、短期的な資金繰りがつくまでは実際の支払いをしないとい

うことも、企業実態として十分にあり得ることであり、このような場合においても原則的な取り扱

いにより支給時の損金算入を認めないとするのは、企業実情に反することから、法人が、役員に対

する退職給与の額につき、これを実際に支払った日の属する事業年度で損金算入こととした場合は

税務上もこれを認めることとしたものである

ただ無条件で分割支給を認めることになれば、法人の利益操作に使用される恐れもある。分割支

給した場合に損金算入できる支給期間については明確な基準はない。

東京地裁27年判決では「法人は、本件退職慰労金を一括で支払う余裕がなく、経常収支が赤字とな

らない範囲内で支給するという目的から、本件退職金を3年以内に分割支給したものであり、法人の

損益計算書及び貸借対照表に照らしても、3年以内に分割支給することとしたことは不合理であると

いうことはできない。また法人が分割支給する事業年度における所得金額を低く抑えるために、本

件退職慰労金を分割支給したというような事情をうかがわせる事実証拠もない」と判示している。
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ここでは法人の財政状態、経営成績から分割支給することが所得操作や所得抑制の手段となって

ないことも検討されて、利益操作の弊害にも言及している。

結論的に退職給与の分割支給になる理由として、先の法人税基本通達9－2－32の最後の文言に退

職給与の未払い計上は原則として認めないという規定があることも影響していると思われる。(以前

の改正前通達は認めていた)

前回と今回とで役員退職金について2回にわたり、争い、疑義のある所について考察してみましたが、

医療法人の理事長の高齢化につき今後参考になれば幸いです。



新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上の収入の減少がある場合には、来年度分(令和

3年度分)の固定資産税について、「ゼロ」又は「1/2」に軽減する特例が新設されました。

収入減少の判定期間は、下記の通り今年の2月～10月ですので、ご留意ください。

１．要件と対象資産

(1)要件

新型コロナウイルスの影響により、「前年比30%以上の収入減少」が要件です。

具体的には、令和2年2月～10月までの任意の連続する3ケ月間(例えば、2月～4月や7月～9月

など)の収入の合計が、前年の同じ3ケ月と比べ、 30%以上の減少をしている場合です。

軽減額は、収入の減少率に応じて、次のとおりです。

(注1)新型コロナウイルスとその蔓延のための措置により、収入が減少した場合の適用

なので、その理由でない事業規模の縮小などでの減少は対象とはならない。

(注2)開業間もない場合で、前年同期比との比較ができない場合には、対象とはならない。

(注3)前年同期比との比較が前提なので、事業内容の大幅な変更があった場合に、昨年度

との比較ができない時には、対象とはならない。

(2)対象資産

事業用建物及び医療用設備・事務機器など償却資産に対する固定資産税及び都市計画税

※土地は適用外

※個人の自宅などは事業用ではないため適用外

※リースで借りている医療用設備や事務機器等については、その所有権を持っていない

(固定資産 税を支払っていない)場合が多いが、その場合には対象外

したがって、次の2点が重要となります。

① 今年2月～10月の収入について、連続する3ケ月分を合計して前期との比較する

② 新型コロナウイルスの影響で、上記①が30%以上の減少率となった場合には、軽減対象となる

資産を確認し、その固定資産税の金額及び軽減額を把握し、手続きを行う

No ２ 固定資産税がゼロ又は１／２の軽減特例の新設

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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前年同期比の減少率 軽減率

▲50％以上の減少率 全額免除

▲30％以上▲50％未満の減少率 １／２免除



2.軽減のための手続き

(1)認定支援機関(会計事務所に確認ください)の「確認書」を受領する。

・・・新型コロナウイルスの影響による収入減少、3ケ月の収入減少の金額など、所定事項の

確認を依頼し、「確認書」を受領

(2)令和3年1月中に、上記の確認書及び所定の申告書を各市町村に提出・申告する。

(注1) 複数の市町村に建物又は償却資産がある場合には、それぞれの市町村に申告

(注2)建物については、対象資産のリストを提出。医療用設備・事務機器などの償却資産につい

ては、毎年の「償却資産申告書」を提出して申告

(注3) 軽減対象となる資産は、令和3年1月1日(賦課期日といい、固定資産税の課税資産の基準

日)所有の資産と合致している必要があるため、令和2年中に取得予定の資産を全て取得し

てから、認定支援機関の確認を受ける必要

3.令和2年度分の固定資産税について

今年度、令和2年度分の固定資産税については、上記の軽減の対象とはなりません。

ただし、新型コロナウイルスの影響により、今年の2月以降で、収入が前年同月比で20%以上の

減少の月があれば、利息相当である延滞金や担保提供なしに、「納税の猶予」が受けられる特例が

あります。
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No ３ 病医院の経営管理

病医院の事業承継政策

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

前号までに、病医院の法人化政策・分院化政策・事業承継と納税猶予等について検討いたしました。

今回はやや重複しますが、事業承継政策を多角的観点から考察いたします。

Ⅰ.経営の承継、財産の承継

事業承継には、経営の承継と財産の承継に分類されます。

（１）経営の承継

病医院の経営の承継については、次のようなことが考えられます。

①医師資格の承継

医師資格は、一身上に専属に与えられているため 当然に承継することができません。

②経営ノウハウの承継

これまでに蓄積された病医院経営についての経営ノウハウは承継することが可能となりま

す。むしろ、積極的に活用すべきと思われます。

③従事スタッフの承継

看護師、レントゲン技師、事務職スタッフなどの従事スタッフは、基本的に引き続き活躍

していただくことができますが、経営を承継する医師の関係性もありますので、スタッフ

本人の意思確認が必要となります。

④患者の承継

今迄の患者カルテは、個人情報となりますので、取扱いに慎重さが求められるため事前に

承継医師を従事させる等の配慮が大切となります。

⑤地域社会公共的役割

地域住民の健康増進や福祉の向上のためにも、医療機関は欠かすことができません。この

ことから、病医院は経営の継続性を保持することが、地域社会から強く欲望されていると

思われます。

（２）財残の承継

財産の承継は、病医院建物・敷地・医療機器・車輛・備品などが対象となります。

医療法人の場合には、医療法人の出資持分を相続することにより、医療法人全体の財産を承

継することができます。この場合、出資持分とは時価で評価され、持分の定めがある医療法

人となります。

個人医院の場合には、医師が所有していた医療財産の全てが対象となり、相続手続を経て、

財産を承継することになります。廃業届け、新規開業届けなどの諸手続が必要となります。

Ⅱ.事業承継前後の病医院の運営

病医院の運営の仕方は理事長・院長先生が意図して決定される場合が多くあります。

組織の運営上重要なものは、次のように考えられる。

（１）組織の効率化を図る

医療機関の経営資源である、人・物・金・情報を効率的に配布し、バランスのとれた効率的

活用を計る必要があります。このためには

・経営資源の効率的配分には、人財面では、医師の人数、看護師の人数、事務職員の人数、そ

の他スタッフの人数等に過半足がないか。又、物的設備には、待合室の広さや医療機器の種

類、車輛の台数などが充分かどうか。更には、病医院の建面の広さ、駐車場のスペースなど

は満足できるだろうか。金、資金面では、過半足のない資金が流出入しているかどうか。

情報については、院内の情報がよどみなく伝達される状況となっているか、等々について

総合的に分析し検討する必要がある。
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（２）組織として算出利益を実現する

病医院が地域医療ニーズに継続して対応するには、組織として院内利益を確保しなければ

ならない。この継続した利益をもって組織を維持することが可能となり、医療従事者への

厚生も実現できる。更には、医療機器の近代化への備えも可能となり経営資源への投資が

促進され、適正医療の拡大再生産を達成できる。

（３）看護業務の効率化の事例

事例として、イ.看護記録に要する時間削除、ロ.役割委譲や協動業務の実践、ハ.看護業務の

一元管理、ニ.AI、ICTを活用した多職種連携、ホ.業務の音声入力による記録的時間の削除、

ヘ.労働生産性の向上、などがある。

Ⅲ.持分の定めのない医療法人の事業承継

持分の定めのない医療法人（例えば、基金拠出型医療法人や持分を放棄した医療法人など）

の事業承継の場合は、現在あまり実例がないと考えられるが、出資持分としての時価がない

ため承継時に相続評価がなく、相続の問題は生じない。

但し、医療法人の承継には、医療法人の経営に参画するための経営権を取得する必要がある

ため、理事長就任や理事に就任することが必要となります。

Ⅳ.おわりに

医療機関は、地域医療を継続して見守ることがとても大事だと思われます。

地域医療の供提体制を断層なく実現するため、事業承継は重要であると考えています。

この事業承継は、親族間の承継が最も期待されています。

ケースによっては、第3者の承継（M＆A）が実施されています。

事業承継は、前もって事前検討しておくと良いでしょう。
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No 4 「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」と

「医療機関・薬局等における感染症拡大防止等支援事業」

浅沼みらい税理士法人 山村 直紀

１ 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

医療機関に勤務する医療従事者や職員が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて

ウイルスに立ち向かい、心身に大きな負担がかかるなか、強い使命感をもって業務に従事している

ことに対し、慰労金を給付することとなっています。

【 給付対象期間と対象者 】

令和2年(2020年) 2月11日 ～ 令和2年(2020年) 6月30日の間で、病院・診療所・訪問看護ス

テーション・助産所に10日以上勤務し、患者と接する業務に従事した医療従事者や職員となります。

※医療従事者や職員には医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の

従事者も含みます。

【 給付額 】

①新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、栃木県から役割を設定された医療機関等

に勤務し患者と接する医療従事者や職員

(a)実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合 → 1人20万円

(b)上記以外 → 1人10万円

② ①以外で、病院・診療所・訪問看護ステーション・助産所に勤務し患者と接する医療従事者や

職員 → 1人 5万円

【 申請方法 】

原則は医療機関でとりまとめて、次のいずれかの方法によって栃木県国民健康保険団体連合会宛

で提出します。

・国保連合会の「オンライン請求システム」による申請

・国保連合会の「ＷＥＢ申請受付システム」による申請

・ＣＤ-Ｒ等 または 紙面による申請 (郵送)

※やむを得ない事情がある場合、個人での申請も可能です。

※詳しい申請方法については栃木県ホームページをご確認ください。

(http://www.pref.tochighi.lg.jp/e02/iryojuujusyairoukin.html)

【 申請期間 】

令和2年(2020年)8月15日 から 令和2年(2020年) 12月31日 まで

※郵送の場合は令和2年(2020年) 12月25日(必着) まで

２ 医療機関･薬局等における感染症拡大防止等支援事業

院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対

して感染拡大防止等の支援を行います。それらに係る費用の実費が支給されます。

【 対象 】

・医療機関(保険医療機関)・薬局(保険薬局)・訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)・助産所
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【 対象期間 】

・令和2年(2020年)4月1日 から 令和3年(2021年)3月31日 までに講じた感染拡大防止対策等

【 対象事業(対象となる費用) 】

・新型コロナ感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保に要する費用(従前から勤務してい

る者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

【 支給額 】

・病院 ： 2,000千円＋(50千円×病床数)

・有床診療所(医科・歯科) ： 2,000千円

・無床診療所(医科・歯科)           ： 1,000千円

・薬局・訪問看護ステーション・助産所 ： 700千円

【 申請方法 】

申請は各医療機関等から1回のみとなっています。ご注意ください。

※栃木県はなるべく令和2年(2020年)12月末までに概算交付申請することをお薦めしています。

①概算額による申請

・国保連合会の「オンライン請求システム」による申請

・国保連合会の「ＷＥＢ申請受付システム」による申請

・ＣＤ-Ｒ等 または 紙による申請 (郵送)

※栃木県は概算額による申請をお薦めしています。

②精算額による申請

・紙による申請 (郵送)

…精算額による申請の場合、交付申請書に支出の内容がわかる書類(領収書など)を添付します。

※詳しい申請方法については栃木県ホームページをご確認ください。

(http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kannsennkakudaitoubousi.html)

【 申請期限 】

最終受付締め切りは令和3年(2021年)2月末まで。

※この事業について、栃木県のホームページ内にＱ＆Ａがありますので、そちらをご参考にして

ください。

(栃木県医療機関・薬局等感染拡大防止等支援事業(医療分)に関するＱ＆Ａ

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/documents/qa.pdf) 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/documents/qa.pdf


No 5 福利厚生プラン（ハーフタックスプラン）

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 浅野 友裕
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昨年の生命保険に関わる税制の変更により、表題の福利厚生プラン、いわゆるハーフタックスプ

ランの取扱い・提案が増えているようです。すでに、この制度を導入されているクリニック・病院

もあるでしょうし、またこの1年で提案を受けているケースもあるのかもしれません。

このプランは、名前の通り、条件が整えば保険料の半分を損金算入できるというメリットがござ

いますが、その分注意も必要になります。

今回は、この制度の概要及び注意点を下記に書かせていただきます。

このプランは、下記のような契約形態・条件で加入いただきます。

保険種類 養老保険

契約形態 契約者 法人 被保険者 従業員（および役員）

死亡保険金受取人 被保険者の遺族 満期保険金受取人 法人

条件 原則従業員全員の普遍的加入（役員の同時加入は認められます）

普遍的加入とは、一部の人に偏った加入は認められないということです。

例えば、課長職以上のみあるいは男性のみといった加入は認められません。

加入にあたり、下記のような条件は一般的に認められるとされています。

〇入社後1年以上の従業員

〇パートアルバイトを除く従業員（正社員）

〇職位・勤続年数などにより金額を分ける。

（例えば、入社5年まで200万円、5年以上300万円。

一般職100万円、主任以上200万円などです。）

いずれにしても、合理的な基準を設けることが必要になります。

ただし、次のような場合は、認められないこともありますので、注意が必要です。

〇基準を設けた結果、対象者がわずかな人数になってしまう。

〇従業員と役員の金額設定に大きな乖離がある。

〇従業員の設定金額が規模などからみて、過大である。

これらにおいて、下記のような否認例があります。

これまでの否認例

〇死亡保険金 役員1億円 従業員 500万円（過大格差）

〇死亡保険金 従業員一律3000万円（規模からみて過大、従業員12名のクリニック）

〇対象を係長以上（普遍的加入ではない）

〇対象従業員が2名

〇制度導入後数年経過税務踏査時に従業員100人のうち30名の加入になっていた

このプランは、福利厚生として以前から広く利用されいるもので、一般的な制度ではありますが、

上記のような注意も必要なことから、導入される際は、保険担当者・顧問税理士などとよく相談の

上実施されてください。場合によっては、所轄税務署に確認することも必要かと思います。

この制度のさらにお知りになりたい、導入を検討したい等ございましたらお気軽にご連絡くださ

い。



税理士法人アミック＆パートナーズ 代表社員 谷中田 悟

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私達の社会を大きく変えようとしています。「ニュー

ノーマル（新しい生活様式）」は暮らしの中に少しずつ浸透し始めており、学校の授業はWEBで、

仕事にもテレワークが浸透、商談や会議もオンラインで行われるようになりました。

「顔をつきあわせなければならない用件は何か」が問われるようになっています。医療も例外で

はありません。オンライン診療が初診から認められるようになり、長期処方が取り入れられつつあ

ります。不要不急の受診が控えられ、外来患者は減少傾向にあります。

コロナ禍では、診療所という「ハード」を地域社会のインフラと捉え、地域全体に視野を広げて

医療・介護・福祉との連携を推進し、地域の「ライフ産業」としての役割を担う必要性を感じます。

どうぞ医療機関においても「働き方改革」を推進し、地域の医療従事者が疲弊してしまうことの無

いよう、まずは自院の機能から再確認して頂ければと思います。これからは一層に「本当の患者の

ニーズ」と「働きやすい環境整備」が求められる時代になってくるものと考えます。

（１）生活産業としての役割

① 予防医療等の検討

年々増加する医療費。診療報酬や介護報酬のマイナス改定が現実味を帯び、診療収入の増加

を図ることは非常に厳しい状況です。このような環境下では、「公にできなくて民にできるこ

と」を考えた生き残り戦略が有効となります。「治す」だけでなく「予防する」を地域の住民

に与え、住民の「生活」や「人生」へのアピールをしましょう。健康教室などにより医療知識

の向上を図るような講座を開設し、住民の健康への意識啓発活動を通じ、早期受診を促してみ

てはいかがでしょうか。健康診断等により病の早期発見につながり、ひいては真の医療費抑制

効果に結び付くものとなります。

② 在宅医療の提供体制の確立

患者は、意識や行動の変化により「３密」の場所を避けるようになりました。診療所の待合

室も例外なく「３密」に含まれ、患者の「できるだけ外来に行きたくない」というニーズに沿

う対応が求められています。その一端として、電話等再診での薬の処方を希望する患者が増え

ています。果たしてこれが一過性のものとなるかどうか、コロナ終息となった場合にも完全に

は元に戻らない覚悟で対策を考える必要があります。患者が外出を控えるのであれば、こちら

から患者宅に出向いて診療等を行うシステムを構築すればよいことです。在宅医療に取り組ん

でいない診療所では、コロナ禍をまさにその検討の機会と捉えてみましょう。

③ 生活習慣病の単価アップ

外来患者が少ないからこそ出来るサービスを見直しましょう。例えば生活習慣病の患者に、

看護師や栄養士が生活習慣改善を指導し、診療単価を高める方法があります。

管理栄養士から直接栄養指導を受ける効果により、患者の病状安定にもつながるものと思いま

す。また予約制なども、外来患者が少ない時期なればこそ、トラブルの少ない導入が可能です。

診療満足度の向上も図れるものとなるでしょう。

④ 受診価値の提供

受診の価値を高める工夫をしてみてはいかがでしょうか。受診価値とは、ここで受診しない

と得られない医療の提供です。診察・診断・説明と、患者の同意。正確な検査と現状把握、治

療効果の確認や生活指導などが挙げられます。予後の説明も丁寧に実施し、患者の悩みや相談

にも耳を傾け、時にはスタッフの力も借りて診療所全体で一丸となって取り組みましょう。患

者が積極的に治療方針に参加し、納得して受ける医療が理想かと考えます。

No 6 クリニックの増収増益戦略
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（２）コロナ禍における診療所の働き方改革

① 労務管理の点検

コロナ禍であっても、年次有給休暇の取得義務化や同一労働同一賃金など、働き方改革推進の

動きが止まることはありません。例えば「シフトが回らない」という局所的な視点で年次有給

休暇の取得抑制をした場合、職員の満足度は下がり、他の働きやすい職場を求めて離職する恐

れがあります。患者満足度を高め、診療所を増収体質にするには、よい人財の定着が必要不可

欠です。その為には働き方改革に向き合い、他の診療所よりも先に「働きやすい環境づくり」

を行わなければなりません。特に2021年4月からは中小企業にも同一労働同一賃金が適用さ

れ、正社員とパートとの不合理な待遇差が認められなくなります。「パートだから」あるいは

「正社員だから」といった理由は、今後通用しないものとなります。パートを多く抱える診療所

は、まだ時間があるとは考えず、今すぐに対策を始める必要があります。どれだけニューノー

マルが浸透しても、診療所増収増益の鍵は人に尽きます。優秀な職員が定着し続けるために、

何をしていけばよいか。まずは労務管理の再点検から始めることが、最短最善の策であると思

います。



有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

※今年に入り、患者様から来院される前に電話での問い合わせや、質問などが例年よりも多くなって

きている。とよく聞くようになりました。

今回は、職場で電話対応されているスタッフの方々に向け、誤解されないためにも

“電話対応で心がけておいて損はしない心得”の基本をお伝えしたいと思います。

初めて人に会った時、服装や態度でその人の印象が決まります。電話においても相手（患者様）

との話し方、会話の内容、言葉づかいなどでその人のイメージ、印象ができあがります。

また、初めての相手（患者様）と話すことも多く、電話の対応・態度で私たちの性格まで、判断され

てしまうという事が少なくありません。

電話での態度は思っている以上に相手に伝わるものなのです。

いつも誠実・丁寧に接しようとする気持ちを大切にして、心のこもった良い対応を心がけていくこと

が大切です。

１．電話対応の心構え

① 見えていなくても 表情・姿勢 が重要です

(１) いつも笑顔を忘れない → （第一声が重要です）

・明るい声で、さわやかな印象を与える

(２) 姿勢は正しく→（下を向いたままの会話は✕）

(３) お礼やお詫びの際は本当に頭を下げると気持ちが伝わりやすくなります

② 話し方、言葉づかいに気をつけよう

(１) 笑顔を忘れず、明るい声で話す

(２) 専門用語はできるだけ避ける

(３) 固有名詞（人名など）、数字などは特に注意して〝ゆっくり〟〝はっきり〟話す

・患者様のみならず職場の中でも復唱のクセづけは重要です

２．基本マナーを心得ておくポイント

No 7 電話対応で心がけておくべき事
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３．（１）つなぐ相手が電話中の場合の対応法

・「申し訳ございません。○○は、ただ今他の電話に出ております。終わり次第こちらから

お電話をさせて頂いてもよろしいでしょうか」

・「はい、かしこまりました。私△△と申します。念のため、お電話番号を教えていただけ

ないでしょうか」

相手の意向の確認

電話を依頼された時



-18-

・「○○○－○○○○でございますね。○○から折り返しお電話させて頂きます。失礼いた

します」

・「恐れ入ります。しばらくお待ちくださいませ」

（注）メモで指名者に知らせる

・「申し訳ございません。もうしばらくかかりそうですので、終わり次第こちらからお電話

させていただいいてもよろしいでしょうか」

・「申し訳ございません。もうしばらくかかりそうです。私△△と申しますが、もしお差し

支えございませんでしたら、ご用件をお伺いいたしましょうか」

（注）臨機応変にフォローする

（２）かかってきた相手が異動・退職している場合の対応法

・「申し訳ございません。○○は、他の部署へ異動となりました。こちらにおりました時は、

大変お世話になりました。後任は△△でございますので、○○と同様よろしくお願いし

ます」

・「申し訳ございません。○○は退職いたしました。在職中は大変お世話になりました。後

任は△△でございますので、○○と同様よろしくお願いします」

４．苦情電話を受けてしまった時の対応法

苦情となってしまう要因は、患者様の期待と提供したサービスとのギャップにより生じるものが

多いと言われています。その場で収めようとせず、患者様の申し出をよく伺い、患者様の気持ちを

できるだけ和らげるよう努めましょう。

（１）基本スタンス

・発言内容・心の底にある気持ちを、表面的な言葉に惑わされず正確に把握しましょう。

・肯定的な表現は避ける → ×「その通りです」 （情報収集がカギとなります）

×「私もそう思います」

→ 簡単に〝出来る〟〝出来ない〟と言う事はタブー

・その一言がかえって苦情を増幅する結果になる

・よく聞いて内容の把握に努めることがまず第一

事情を確認して再度連絡する、重要情報として病医院内に展開するなど

「待つ」と言われた時

長く待たせる時

異動している時

退職している時

患者・ご家族様の話をよく聞く

安易に回答・約束をしない

無理に収めようとしない

貴重な意見としての今後の対応を患者・ご家族様に具体的にハッキリ伝える
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（２）対応時の留意点

・どちらに責任があるか分からない場合でも、「ご迷惑をおかけしました」と患者様の気持ちを

受け止める

・自分では対応が困難な電話は、早めに交替してもらう→（伝える時はなるべく正確かつ具体

的に）

・ただ黙って聞くだけでなく、反応を示し、質問し、曖昧なことは確かめ、こちらが聞きたいこ

とを引き出す

・できるだけ詳しく記録をとる

（言い方、トーン、言葉づかいなどは、できるだけリアルに）



5月に総務省の「Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き」が改定されました。最近では診療業務用だけでな

く、来訪者や患者向けにWi-Fiサービスを提供している施設も増えているため、セキュリティ対策は必須です。

（医療リスクマネジメントシリーズ 第3回）

【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

3

医療機関のWi-Fiセキュリティ対策

⚫ 来訪者向け Wi-Fi と業務用無線 LAN は分離する

物理的に異なるネットワークを構築（物理分離）するか、VLAN技術等を用いて論理的に別のネットワーク

を構築（論理分離）する

⚫ 機器管理用パスワードは推測されにくいものを設定する

単語等により容易に推測できず、アルファベット・数字・記号等の種別を組み合わせた、できるだけ長い文

字列を設定する

⚫ 無線 LAN の暗号化パスワードを掲示等する場合は解読リスクを認識する

⚫ 混雑を避けるために周波数やチャネルをよく検討する（業務用 Wi-Fi や患者持込の回線との干渉リスク）

Wi-Fiでは、主に2.4GHz帯と5GHz帯の２種類の周波数帯を利用できる。2.4GHz帯は、家電製品や産業機

械をはじめ様々な通信機器でも利用されている混雑しやすい周波数帯のため、比較的混雑しておら

ず、.4GHz帯よりも広い帯域が利用可能な5GHz帯も提供する

⚫ 意図したエリア内に限ってサービスが提供されるように、電波の出力等について 適切に調整する

（電波漏れ等のリスク）

※「Malicious Software」（悪意のあるソフトウェア）を略したもので、さまざまな脆弱性や情

報を利用して攻撃をするソフトウェア（コード）の総称です。コンピュータウイルスと同じ意味

で使われますが、厳密にはさらに広義な用語として使われています。

⚫ 攻撃を受けたサーバ等の遮断や他の医療機関等への影響の波及防止のための外部ネットワークの一時切断

⚫ 他の機器への感染拡大の防止や情報漏えいの抑止のための当該感染機器の隔離

⚫ 他の機器への波及の調査等被害の確認のための業務システムの停止

⚫ マルウェア※等に感染した場合、バックアップからの重要なファイルの復元（重要なファイルは数世代

バックアップを取得することが望ましい）

医療情報システムがコンピューターウイルス等に感染した場合の対応

！事前に準備しておいた方がよいこと

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

第5版（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000016

6275.html

システム構築の多くはシステムベンダが行うかもしれませんが、システムの管理・運用するのは

医療機関側の責任です。セキュリティ対策を理解、徹底し大切な情報を守りましょう

【出典】,(accessed on 2020-09-08).

総務省.“Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き（令和2年5月版）.”https://www.soumu.go.jp/main_content/000690267.pdf,

厚生労働省.“総務省「無線LAN のセキュリティに関するガイドライン」における医療機関で重要となる対策のポイント.”

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000637312.pdf,

厚生労働省.“医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版（平成29年5月）.” https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166275.html,

関係先への連絡

手段や紙での運

用等、代替手段

の用意

サイバー攻撃を

想定した、

BCP（事業継

続計画）の作成

No 8 医療機関のＷｉＦｉセキュリティを見直しましょう

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９月現在、全国２１４２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70カ国と地域から約72,000人（2020年3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８１号 令和２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 院長の身近な経営・税務

２ 固定資産税がゼロ又は1/2の軽減特例の新設

３ 病医院の事業承継政策

４
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」と

「医療機関・薬局等における感染症拡大防止等支援事業」

５ 福利厚生プラン（ハーフタックスプラン）

６ クリニックの増収増益戦略

7 電話対応で心がけておくべき事

８ 医療機関のＷｉ-Ｆｉセキュリティを見直しましょう



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

１１月１９日（木） １０時～１２時

１２月１７日（木） １０時～１２時

１月２１日（木） １０時～１２時

１１月１９日（木） １０時～１２時

１２月１７日（木） １０時～１２時

１月２１日（木） １０時～１２時


