
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第８２号 令和３年２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 リース取引のメリット・デメリット

税務・会計 税制改正と医療機関の税金 ２
令和３年度税制改正

・・・父母・祖父母からの非課税贈与の見直し延長

医業経営 病医院の運営・組織化政策 ３ 病医院の組織マネジメント政策

法律・行政 医療機関に関係する法律・制度 ４ 健康保険証の資格確認がオンラインで可能に

保険・金融 医療関係者が知っておきたい保険の知識 ５ 満期（解約）返戻金と一時所得課税

医業経営 クリニックの増収増益戦略 ６ 「損益分岐点から考える経営改善のポイント」

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ カスタマーハラスメント

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ８ ヘパリン製剤の処方・指示に注意しましょう



【お問合せ先】 承継相談窓口 担当：大島・半田
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 けやき通り7階

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ ０２８－６２７－２３７２

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
２月１８日（木） １０時～１２時

３月１８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。

11/25（水）にWeb会議で

開催となりました。

新型コロナウイルスの

影響により延期となりました。

Web会議での開催と

なりました。



【経営パートナーのための医業経営塾】 ～ 院長先生に、診療に専念していただくために ～

「今のままで本当に大丈夫？」 「誰に相談すればいいかわからない」 「今さら聞けない･･･」

医業経営に焦点を当てた、具体的でわかり易いセミナーです！ 定員8名 参加費２0.０００円（全５講分）

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、ファイナンスリースとオペレーティングリース

国際会計基準に合わせるためリース取引の会計が新しい基準で実施されるようになりました。

病医院で固定資産等の高額な資産購入について、買取にするか、リース取引にするか迷うことがあ

ります。すでにご存じのことと思いますが、改めて考えてみたいと思います。

リースとカタカナで記すと難しそうに考えられますが。単純に考えれば賃借することです。

その賃借が少々長期にわたる機械器具、器具備品について活用されることが一般です。

さらにリースには、ファイナンスリースとオペレーティングリースがあります。簡単に言うとファ

イナンスのほうは財務融資を受けてファイナンスしてということで借入購入と同じことになります。

オペレーティングの方は使用するだけで本屋でＤＶＤを借りることと同じことです。融資はありま

せん。

会計的にはファイナンスリースは 「固定資産/未払い債務」の仕訳で期中は減価償却を通して費

用化します。オペレーティングリースは「賃借料/現預金」と即費用化するのが一般的にはなります。

わが国ではほとんどが企業設備を調達するにあたってファイナンスリースで、金融機関から融資

を受ける代わりに、リース会社からその企業が必要とする設備の貸し付けを受ける方式です。即ち

銀行との融資を減らして、融資枠の残を大きく残しておき、「金融」でなく「物融」にする方式が

とられるのが現状です。リース会社は設備の貸付業を営むと同時に金融機関の性格をももっている

ことになります。

2、リース料金の仕組み

従ってリース料をリース会社が設定する場合には次のような要素によって計算金額が決まります。

（１）+（2）+（3）+（4）＝リース料

（1）リース物件価額から見込み残存価額を控除した額

（2）金利、固定資産税等、保険料

（3）リース会社の事務手数料

（4）リース会社の販売利益

そのためリース物件価額よりリース料総額は多くなります。

リース契約期間は、普通対象資産の耐用年数あるいはリース会社の資金回転期間とのバランスで

決められているのが一般的である。ファイナンスリースの場合にはリース期間中は途中解約できな

いことになっている。物件の修繕、保守、維持管理はユーザーが負担することになっているのが通

常で、オペレーティングリースとの違いでもある。

ファイナンスリースのメリットとデメリットを記してみる。

３、リースのメリット

（１）初期投資資金が必要としないため、現金の高額の出費が防げる

（２）毎月の月額リース料と使用管理が必要なだけで所有に伴う経費手間が不要

（３）金融機関借入枠が温存できる

（４）不要となった設備リースはリース会社が廃棄のため、次の更新容易

（５）リース料定額の為、予算管理が簡単

No １ 院長の身近な経営・税務
―リース取引のメリット・デメリット―

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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４、リースのデメリット

（１）中途解約が原則できず、弾力的運用に欠ける

（２）借入による購入より割高になり、さらにリース期間短いため資金繰が制限される

（３）原則は貸借対照表に資産計上するので、総資産が大きくなった表示になり指標に影響

（４）所有権移転外リースの為売却による投資資金回収できない

時代テンポの速い現代においては、リース契約が有効のように思われる。上記メリット、デメリット

を考慮しながら経営に役立てもらうこと期待申し上げます。
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令和3年度の税制改正大綱にて、父母・祖父母から子・孫などへの住宅や教育などのための非課

税贈与について、次の見直しをしながらの延長となります。

１．住宅取得資金の贈与
(1)非課税枠の据え置き

令和3年4月1日から12月31日までの間に住宅の新築等の契約締結をした場合における非課税枠

は、当初は現在より縮小予定であったが、令和3年3月31日までの非課税枠に据え置く。

No ２ 令和３年度税制改正
父母・祖父母からの非課税贈与の見直し延長

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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省エネ等住宅 縮小予定額 改正（現行同額）

消費税率10%が適用される住宅用家屋 1,200万円 1,500万円

上記以外の住宅用家屋 800万円 1,000万円

一般住宅 縮小予定額 改正（現行同額）

消費税率10%が適用される住宅用家屋 700万円 1,000万円

上記以外の住宅用家屋 300万円 500万円

(2)床面積の範囲拡大

住宅の床面積は「50㎡以上240㎡以下」が適用原則であるが、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適

用範囲を広げる。ただし、その場合の適用対象者の所得上限を1,000万円以下とする。(通常は

2,000万円以下)

(注）上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について

適用する。

2.教育資金の贈与

<現行では>
（１）制度の概要

令和3年3月31日までにおいて、父母・祖父母が、30歳未満の子や孫の教育資金のために、所定

の方法で贈与をした場合には、子や孫(前年所得金額が1,000万円以下の者)1人につき1,500万円

までは、贈与税を課さないものとする。

（２）教育資金に残額がある場合

子や孫が30歳になった時に、教育資金に充当せずに残額がある時は、子や孫に贈与があったもの

とみなして、贈与税を課税する。

（３）贈与者が亡くなった場合

贈与をした父母や祖父母が死亡した場合に、教育資金に使っていない残額がある時は、その死亡

前3年以内にこの特例を受けている場合のみ、その死亡日における所定の残額を相続税の課税対象

とする。

ただし、贈与を受けた者が、23歳未満である場合や学校等に在学している場合などは適用しない。



<改正点>

次の見直しをした上で、適用期限を2年延長する。

（１）贈与した父母や祖父母が死亡した場合には、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず(現行

は3年以内)、所定の残額を相続税の課税対象とする。

（23歳未満である場合などの適用除外は同じ）

（２）上記により、贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫など)に相続税が課される場合には、相続

税の2割加算の対象とする。

（注）上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与について適用する。

３．結婚・子育て資金の贈与
<現行では>

令和3年3月31日までにおいて、父母や祖父母が、20歳以上50歳未満の子や孫の結婚・子育て資

金のために、所定の方法で贈与をした場合には、子や孫(前年所得金額が1,000万円以下の者)1人に

つき1,000万円までは、贈与税を課さないものとする。

<改正点>

次の見直しをした上で、適用期限を2年延長する。

（１）贈与した父母や祖父母が死亡した場合に、結婚・子育て資金に使っていない残額がある時は、

所定の残額について相続税の課税対象とされるが、贈与者の子以外の直系卑属(孫・ひ孫な

ど)に相続税が課される場合には、相続税の2割加算の対象とする。

（注）上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与について適用する。

（２）贈与を受ける者の年齢要件の下限を18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。

（注）上記の改正は、令和4年4月1日以後の贈与について適用する。

教育資金及び結婚・子育て資金の非課税贈与は、世代間での早期の資金移転を促し、教育・結婚・

子育てという若年現役世代への支援を目的に制度化され、令和3年3月31日に適用期限を迎える予定

でしたが、節税利用に対する対象範囲・課税範囲の制限強化の上で、2年延長となりました。

具体的には次の2点です。

１．教育資金の贈与において、贈与した預金が残っている間に相続があった場合には、現行では贈

与から3年以内でなければ相続税の課税対象とはなりませんが、一部を除き「死亡時の残額」

が相続税の対象となります。

２．相続税の計算上、祖父母から孫が遺言で遺産を相続した際などには、「世代飛越し」になるの

で、相続税を「2割加算」して課税されますが、教育資金や結婚・子育ての贈与特例での残額

に課税されたときには、現行では2割加算がされていません。この点について、今後は2割加

算の対象とされます。

※令和3年度税制改正大綱からの内容であり、今後の法案化から政省令、通達等での変更の可能性も

あります。
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No ３ 病医院の経営管理

病医院の組織マネジメント政策

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は病医院の全体組織としての運用と患者の対応としての接遇についてマネジメントの視点から考

察いたします。

Ⅰ 理事長院長先生の診療理念の浸透・経営理念

病医院の開設開業に当たり先生方は将来にわたりどのような病医院を創るのか、地域社会との関わり

方と医療の姿や、目指すべき診療理念を確立したと思います。このような強い思いを達成するためには

スタッフの理解が必要であり組織も同様となります。

これまで、クリニック開業に当たり先生方に診療理念を確立することをお願いしてまいりました。出

来上がった理念を受付フロアーと院長室・スタッフ休憩室へ額に納め掲示していただきました。

この診療理念は病医院業務の中心となり理解浸透することにより院長・スタッフの皆様に組織機能の

発揮を通して、患者の満足を得られるものとなります。会議ミーティングの機会に是非再度確認してい

ただくことをお勧めしたいと思います。

Ⅱ 組織としての全体機能の適切な運用

病医院の組織は、受付け、診療、治療、検査、処置、入院、会計、投薬など多岐に亘っています。ま

た組織に従事される方々も多くは専門家により構成されます。一般的にこれらの組織機能は専門分化さ

れ細分化される傾向となります。したがって縦割り組織となり、縦割り機能となり、横断化が困難とな

るのが通例と言われています。

そこで、全体組織機能を有効に運用させるためには独立単独機能がマーケットインの考え方が大切と

なってきます。

つまり他部署への行程移動はお客様の移動連携であり次工程はお客様との考え方となります。このよう

に単独組織機能を全うした上で、全体組織機能として有機的に連携を図り組織効率を高めることが大切

と思われます。

Ⅲ 患者に断層が生じないよう対応しましょう。

診療理念の達成は最終的に患者への接遇の仕方と考えられます。患者の院内での動き方、動線の中で

マーケットインの考えのもと各組織間に断層が生じた場合、患者は一時置き去りになる可能性がありま

す。このような事態を無くするには組織間の有機的連携を強めることが大切になると考えられます。

患者の満足を得て信頼があってこそ病医院は発展すると考えられます。

Ⅳ 組織マネジメントの必要性

一般的にマネジメントとは管理を意味し堅い概念があります。

このマネジメントサイクルはP（Plan）、D（Do）、S（Study）、A（Act）を指しますが、セルフ

コントロールが不充分な場合に発生します。自主管理に（セルフコントロール）が万全でない場合に是

正し修正するためのものです。更に自主管理は独立組織に換言することができ組織のコントロールの問

題となります。

このことから専門分化された組織間では、特に全体組織の調和、有機的機能性を図ることが必要とな

るため、マネジメント方針や政策が要求されます。
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Ⅴ おわりに

病医院の経営組織としての経営管理についてマネジメントやコントロールについて考察してみました。

特に医療機関は、組織が細分化され専門領域も国家資格者も多くそれぞれ独立した専門分野を担当し

ております。このことから多くの課題を抱えていると思われます。

全体組織として有機的調和が図られ、患者に対しては満足と信頼が得られ益々発展することをご祈念申

し上げます。
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No 4 健康保険証の資格確認がオンラインで可能に

浅沼みらい税理士法人 山村直紀

１ オンライン資格確認とは

オンライン資格確認では、

・「マイナンバーカードのICチップ」 または

・「健康保険証の記号番号等」

によりオンラインで資格情報の確認ができます。

２ オンライン資格確認のメリット

・資格過誤によるレセプト返戻の作業削減

…患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口

業務が削減されます。

・保険証の入力の手間削減

…マイナンバーカードから最新の保険資格を自動的に医療機関システムで取り込むことができます。

・来院・来局前に事前確認できる一括照会

…事前に予約されている患者等の保険資格が有効か、保険情報が変わっていないかを把握することが

できます。

・限度額適用認定証等の連携

…加入者(患者)から保険者への申請がなくても、限度額情報を取得でき、加入者(患者)は限度額以上

の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。

・薬剤情報・特定健診等情報の閲覧

…患者の薬剤情報・特定健診等情報を閲覧することができます。

・災害時における薬剤情報・特定健診等情報の閲覧

…災害時、特別措置としてマイナンバーカードによる本人確認ができなくても、薬剤情報の閲覧がで

きます。

３ オンライン資格確認の利用に向けた準備について

令和3年３月までに顔認証付きカードリーダーの申込を行った医療機関・薬局に限定して、構築に要

した費用について一定の補助を受けることができます。

詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html



No 5 満期（解約）返戻金と一時所得課税

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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生命保険の機能には、保障の他に商品によっては資産形成にも活用できる貯蓄性があることはご

存知だと思います。

一時払いの年金商品・終身保険など活用されている先生も少なからずいらっしゃるのではないで

しょうか？

さて、この年金商品が満期を迎え返戻金を、あるいは一時払終身保険の解約返戻金が増えている

ので解約をしてそれぞれ一括で受け取った場合、その運用益は税務上一時所得となり、他の所得と

合算して申告しなければなりません。（運用商品、運用期間によっては、銀行預金などと同じよう

に、所得税等を源泉控除して支払うケースもあります。また、受取方法が年金形式の場合には雑所

得となります）従いまして、ケースによっては、運用益がそっくり手元に残るわけではないという

ことになります。せっかく増やした資産が多少なりとも目減りしてしまうわけです。

では、一時所得はどのように計算されるのでしょうか？

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

申告時には、さらに上記金額を１/２にして他の所得と合算します。

保険などの場合は、（満期（解約）時受取額―預入額）―50万円）×１/２

ということになります。

また、1年間に複数の満期などがあったり、他の一時所得に該当する所得があった場合はすべて

合算の上50万円を控除し、１/２にして申告することになります。仮に、保険以外に一時所得に該

当するものがなかった場合、受け取った金額のうち運用益が50万円を超えると超えた分が課税され

てしまうことになるわけです。

では、できるだけ受け取った金額を手取りで残すにはどうすればよいのでしょうか？

まずは、預入時に満期時期を見据え、時期を分散することです。1年間で受け取る増加分が50万円

いかであれば、課税されることはなく、また多少超えても課税されるのはわずかになります。

また、すでに預入してあるものに対して、満期のない一時払終身保険などの解約は満期があるもの

とは別の年に解約する、翌年以降に満期が来るものは一部満期より前の年に減額するなどの方法が

あります。

さらに、一時所得内の総益通算がありますので、ほかに解約返戻金がわずかにある、いわゆる掛け

捨て保険を解約していれば、その保険料を控除できますので、忘れずに確認しておくことも重要で

す。（ただし、解約返戻金が０である保険は対象になりませんので、ご注意ください。）

いずれにしても、総合的に検討して対応することが大切ですので、もしご不明な点等ございまし

たら、ご相談いただけたらと思います。

最後に余談ですが、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所

得のみの場合については、一時所得は上記計算後の金額が20万円以下であれば申告は不要になって

いることを付け加えておきます。



税理士法人アミック＆パートナーズ 代表社員 谷中田 悟

１．損益分岐点売上高とは

損益分岐点とは、収入と費用が同額になる時の売上高のことです。すなわち利益がゼロになる時

の売上高です。損益分岐点よりも売上高が多ければ利益が出ますし、反対に売上高が少なければ損

失になってしまいます。

損益分岐点は損益計算書の費用を変動費と固定費に分類することによって、簡単に計算するこ

とができます。費用を分類してみると次のように分類されます。

変動費（薬品仕入高、診療材料仕入高、検査委託費等で、診療収入の増減に伴って変動する

費用をいいます。）

固定費（人件費、販売管理費等、売上の増減にかかわりなく発生する費用のことをいいま

す。）

２．損益計算書の費用を分類して変動損益計算書を作成

損益分岐点を計算するには、通常の損益計算書を下記のような変動損益計算書に変更する必要が

あります。1例として、内科系無床診療所(医薬分業)の損益計算書を変動損益計算書に置き換えて

みます。

＜Aクリニック 例＞

変動損益計

損益計算書 算書

No 6 「損益分岐点から考える経営改善のポイント」
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金額（千円） 金額（千円） 構成比

診療収入 100,000 診療収入 100,000 100.0 延患者数 ２０，０００人

薬品仕入 7,500 変動費 8,000 8.0 実患者数 １３，０００人

委託費 500 限界利益 92,000 92.0 回転数 1.53回

経費 82,000 固定費 82,000 82.0

経常利益 10,000 経常利益 10,000 10.0

診療収入から変動費を控除した利益を「限界利益」といいます。「限界利益」から固定費を控除

して経常利益が求められます。損益分岐点売上高とは、利益がゼロとなる売上高のことですから、

「固定費 82,000千円」を限界利益率 92％で除して求められます。

Aクリニックの損益分岐点売上高 82,000千円÷0.92=89,130千円

またAクリニックの１回あたりの診療単価＝100,000千円÷20,000人

１件あたりの診療単価＝100,000千円÷13,000人

従ってAクリニックの１回当たりの診療単価は5,000円、レセプト単価が7,692円になります。

これらを他の医院と比較することによって、自医院の診療単価、レセプト単価が、高いのか低いの

か参考になるかと思います。
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３．損益分岐点の有効活用

Ⅰ経営計画書の立て方は？

診療所の適正な運営には適正な利益が必要です。ではいくらの診療収入が必要なのでしょうか？

次の算式で計算することができます。これを細分化することによって次期以降の経営計画書を作成

することができます。

目標診療収入高＝（固定費＋目標利益額）÷限界利益率

目標診療収入高が計算できたら、＜Aクリニック 例＞のデータを参考に分析してみます。

①月別目標診療収入は前年度実績診療収入の季節指数を参考に月別目標診療収入を策定してみます。

②次に現状の患者数から１件あたりや１回あたりの単価を求めます。１件あたりや１回あたりの単

価アップが難しければ患者数を増やす戦略を考えます。

③月別目標診療収入を現状の患者数で割れば、目標患者単価や１回あたりの単価が計算できます。

この場合には１人あたりの患者の単価の増額を目標にします。

Ⅱ目標収益高を達成するためには患者数を何人増やせばいいの？

④上記②、③のように、患者単価や１回あたりの診療単価を利用して目標収入高から、延患者数や

実患者を計算することができます。これを月別に計算すれば毎月の目標患者数や毎日の目標患者

数を求めることができるわけです。

⑤また、実患者数の増加や１回あたりの単価アップが難しい場合は、回転数の増加を図る努力も必

要になります。当月の診療収入目標高を１件あたりの単価で割れば目標件数、目標診療収入高を

１回あたりの単価で割れば目標延患者数が求められます。さらに目標延患者数を件数で割れば、

目標回転数を求めることができます。

Ⅲスタッフの増員は？

⑥１日あたりの患者数を参考にさらに細分化します。つまり、１日の患者数を１日の診療時間で割

れば、１時間あたりの患者数が求められます。

⑦１時間あたりの患者数が多くなれば、現状のスタッフ数で患者さんは満足しているでしょうか。

スタッフを１名増員すると固定費（人件費）が増加します。目標利益を達成するには、増加固

定費分の限界利益の増加が必要になります。

Ⅳその他の改善のポイントは？

診療収入以外にも損益分岐点を理解することによって、様々な改善点の検討ができます。例えば

限界利益率を、同種同規模の同業者の数値と比較することによって、自医院の医療原価等が妥当な

額なのか判断できます。高額であるならば仕入れの見直しや在庫管理の徹底などが考えられます。

また、固定費が多い場合には、無駄な経費が無いか、職員の人件費は妥当なのか、職員の配置は適

正か等を検討します。自医院の経営計画等を立てる際は、損益分岐点などの経営指標を有効に活用

することによって、院長先生や、スタッフの意識改革に役立ち、クリニックの経営効率化を図り、

しいては地域医療に対してさらなる貢献ができるものと思っています。漠然と診療するのでなく、

医院が一丸となって共通の目標を持つことによって、スタッフとのコミュニケーションも図りやす

くなるのではないかと思います。



カスタマーハラスメントとは・・・

事業者や従業員に対して行われる客（患者）という立場を利用した

悪質なクレームや迷惑行為の事

近年、カスタマーハラスメントが急激に増加してきており、病医院側の対応も困ることが多く

なってきているようです。その背景にはさまざまなストレスや不安・・・

先が今ひとつ見えにくい状況が続いているということもあるのかもしれません。

厄介なのは、そのはけ口となってしまうと、直接的にはスタッフなどに対し暴言を吐いたり、長時

間による居座り、他の患者様が居るにも拘わらず大声で騒ぎだす方。

中には暴力をふるってくる方なども増えてきているようです。このような事が従業員のストレスと

なり、離職される方々も少なくないと言われております。

又、間接的となると、SNSツールやインターネット等への書き込みが非常に増え、一方的にイ

メージを傷つけられてしまうことも少なくないようです。

今回はそんなカスタマーハラスメントの事例をいくつかご紹介すると同時に組織としての対策ポイ

ントなどをお伝え出来ればと思います。

・スタッフに対して暴力をふるう

（手首、肩などつかむ）

・バカ、ブス、ババア、クライなどの暴言

・フロアなどで、大声で怒鳴りながら

苦情を言う

・小さな事でも院長、理事長を呼べと怒鳴る

・今すぐ来いと自宅に呼び出す

・不合理な特別待遇を要求する

・こいつを辞めさせろと要求してくる

・ネット、SNSで拡散させると脅す

① カスタマーハラスメントを許さない事を

明確にする（掲示）

② 対応マニュアルを作っておく

（全スタッフに教育、浸透させる）

➂ 正当なクレームとハラスメントを区別

出来る仕組みを作ると同時に共有する

④ ハラスメントがあった時の対応体制を

分かりやすく決めておく

⑤ クレームやカスタマーハラスメントを

社内で共有するルールを徹底させる

カスタマーハラスメントの事例 組織側が対策として取り組むべき事

No 7 カスタマーハラスメント

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵
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昨年9月に日本医療機能評価機構より、医療事故情報収集等事業の報告書が公表されました。今回は、同報告書に

おける分析テーマ「ヘパリン製剤の投与量を誤った事例」から、処方・指示を誤った事例についてご紹介します。
（一部抜粋・要約）

3

【出典】日本医療機能評価機構.“医療事故情報収集等事業 第62回報告書.http://www.med-safe.jp/pdf/report_62.pdf,(accessed on 2020-12-3).

【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

投与方法 薬剤名（事例に記載されていた薬

剤名を屋号を除いて掲載）

予定した投与量 誤って処方・
指示した投与量

患者への影響

持続静注 ヘパリンNa注5千単位/5mL 100単位/kg/日 100単位/kg/h ・APTT>300秒・鼻出血

ヘパリンNa注 600単位/h 6,000単位/h 記載なし

点滴内混注 ヘパリンNa注5千単位/5mL 5,000単位 25,000単位

ヘパリン 1,500単位 15,000単位 記載なし

皮下注射 ヘパリンCa皮下注2万単位
/0.8mL

1回5,000単位
1日2回

1回20,000単位
1日2回

・APTT157.6秒 ・皮下注
射部位の皮下出血

ヘパリンカルシウム 皮下注
5千単位/0.2mLシリンジ

1回5,000単位
1日2回

1回10,000単位
1日2回

APTT過延長

⚫ 処方時の確認：処方医は、製剤の規格を確認してオーダする

⚫ 調剤時の確認： 調剤および最終鑑査を行う薬剤師は、投与量を確認する

⚫ 教育：通常と異なる投与方法や量の場合、異なることを言葉で相手に伝えて確認するように、口頭での指示出し・指示受
け時の注意事項について教育する

⚫ システム：ヘパリン製剤のオーダを、カルテ上のセット展開で用量を間違えることなく入力できるように設定を変更。旧
販売名で検索した場合、同一成分の全ての規格が選択肢として表示されるように薬剤マスタを見直す

⚫ 採用薬剤：ヘパリンカルシウムの2万単位の製剤は、使用頻度が少ないことから採用の見直しを検討する

事例をPick Up

※経皮的冠動脈インターベンション

• PCI※を実施し帰室後、主治医は口頭で看護師に「メイン点滴内にヘパリンを混注」と指示を出した

• オーダ画面では「ヘパリンNa静注用1mL/h 5V」と持続注入の指示があり、担当看護師は主治医に口頭で「ヘパリン

25,000単位を残っている点滴に入れてよいか」と確認し了承を得たため、メイン点滴内に混注した

• 穿刺部位に出血みとめず、20時30分に圧迫完全解除

• 2時50分、患者より左上肢の疼痛の訴えがあり、左前腕のPCI穿刺部位に腫脹、皮下出血を発見し医師へ報告、ヘパリ

ンが混注されたメイン点滴を変更した

• その後、メイン点滴に混注するヘパリンは5,000単位の予定であったことが分かり、過剰投与が判明となる

事例の詳細

背景要因
• オーダー画面の指示は「ヘパリンNa静注用1ｍL/5V」であるが、口頭指示では「メイン点滴にヘパリンを混注」で

あり、オーダー入力時、ヘパリンの数量と投与方法（点滴内への混注ではなく、シリンジポンプによる単独の持続注

入）が誤っていた

• 主治医は他院から赴任したばかりで当院の電子カルテのオーダに不慣れであった

• 担当看護師は、通常行っているシリンジポンプによる持続注入（1mL/h程度）とは異なる投与方法と量であると認識

し、「ヘパリン25,000単位を残っている点滴に入れてよいか」と医師に口頭で確認したが、通常の5倍量で危機感が

あると伝えられなかった

ヘパリン製剤は、用途により投与方法や投与量が異なります。また、含有量が単位で表示され、1バイアルあたり

の含有量が異なる複数の規格がある薬剤です。処方や指示を出す際は単位が間違っていないか、調製時は指示と内

容が一致しているのか、十分に確認することが重要です。

全事例の医療機関から報告された主な改善策

No 8 ヘパリン製剤の処方・指示に注意しましょう

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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（医療リスクマネジメントシリーズ 第４回）

出典：日本医療機能評価機構



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１２月現在、全国２１２３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

- 17-



＜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。

-18-



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
宇都宮市大通り 4-1-20 けやき通りビル7階 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８２号 令和３年２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 ０２８－６２７－２３７２

（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 リース取引のメリット・デメリット

２
令和３年度税制改正

・・・父母・祖父母からの非課税贈与の見直し延長

３ 病医院の組織マネジメント政策

４ 健康保険証の資格確認がオンラインで可能に

５ 満期（解約）返戻金と一時所得課税

６ 「損益分岐点から考える経営改善のポイント」

7 カスタマーハラスメント

８ ヘパリン製剤の処方・指示に注意しましょう



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 ０２８－６２７－２３７２

（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

２月１８日（木） １０時～１２時

３月１８日（木） １０時～１２時

２月１８日（木） １０時～１２時

３月１８日（木） １０時～１２時


