
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ

第８３号 令和３年５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 争訟発展前夜の兆し事件(相続財産評価について）

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
所得税改正・・「住宅ローン控除」と「短期退職金規則」

医業経営 病医院の運営・組織化政策 ３ 自院の動態分析と課題究明

法律・行政 医療機関に関係する法律・制度 ４ ２０２１年度介護報酬改定の５つの柱

保険・金融 医療関係者が知っておきたい保険の知識 ５ ドクターのライフプランを考える

医業経営 クリニックの増収増益戦略 ６ 診療所の増患対策

人事・接遇 人事・接遇マナー ７ 人材育成と助成金活用

医療安全 医療機関に関わるリスクマネジメント ８ 災害に備えて、非常用通信手段を確保しましょう！



【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

５月２０日（木） １０時～１２時

６月１７日（木） １０時～１２時

７月１５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）

２０２１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。

是非奮ってご参加ください。

回目 タイトル 日時 場所

第１回

医療法人の出資に関する問題点
202１年6月1５日（火）

午後7時～8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

第２回

202１年7月（予定）

講師 ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

第３回

クレーム対応力強化研修

明日から役立つクレーム対応
202１年9月（予定）

講師 有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

第４回

202１年１０月（予定）

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５回

202１年１１月（予定）

講師 税理士法人ＴＯＣ英和 代表社員税理士 荻原 英美

第６回

202２年1月（予定）

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（参加費無料）

Ｗｅｂ会議で

開催予定

＜未定＞（決定次第ご案内します）

＜未定＞（決定次第ご案内します）

＜未定＞（決定次第ご案内します）

＜未定＞（決定次第ご案内します）



【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）
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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

2020年度下期は開催見送りとなりました。

2021年度は上期（6月～7月）、下期（10月～11月）に、

Ｗｅｂ会議にて開催予定です。

詳細が決定次第ご案内いたします。



私どもの顧客で、相続税の相続財産評価について土地の評価について争訟事件に発展しそうな案

件を東京のある税務署と論議論争しているところであります。調査開始昨年11月からすでに4か月

が経過している案件であります。2か所の土地で1か所は税務署評価主張の評価2千万の宅地を当方

では当該評価の約10％で評価、隣接する税務署主張評価4千万評価土地を約50％で評価している

案件の争いであります。

今回争点になっているのは財産評価通達の「時価」の扱いであります。相続税法第3章財産の評

価第21条では「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財

産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」と規定しております。財産評価は財産評価

基本通達により第1章総則評価の意義、時価の意義において「財産の価額は時価によるものとし、

時価とは・・・・それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場

合に通常成立すると認められる価額をいう」と規定している。

評価方式について通達11において「市街地形態を形成する地域にある宅地については原則として路

線（不特定多数の通行の用にともされている道路を言います）に面する標準的な画地を有する宅地

の価額(路線価)を基として評価する」としている。

今回争点の対象地は路線に面しており当該路線には路線価が付されていますが、本路線は建築基

準法上の「道路」でないことが確認されています。担当税務調査官は東京都建築指導事務所におい

て当人が電話確認して道路でないことも調べて認知している。当税理士事務所も同じように現地確

認し、道路でないと了解している。さらに当該市役所に臨検してもらい現状説明を求め以下のよう

な事情が判明している。

当該争点の本路線は東京都下水道局上流水再生センター建設の為工事車両通行のための「通路」

とするため、下水道用地とするため市役所が被相続人はじめとする地権者より買い上げて市役所の

所有としたもので、現在も同じ状態の通路として状態で道路として認知していない。被相続人をは

じめ、本路線に接する土地保有者は、本路線が将来的に市より道路認定されることを期待したとこ

ろで市に譲渡したところであるが相続開始時においても道路認定はされておらず、建築基準法上の

道路には該当していないため、住宅建築がままならない。

そのことは建築物を建設することにつき一般の建築と違って当該土地にメイン道路から自らの宅

地まで建築基準法の認可道路にするための費用負担をしなくてはならない。さらに戸建て、アパー

ト等建築には処々の制約事項が賦課される。

憲法第84条で「新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」と定めています。今回の税務署の主張には課税要件につき解釈の無理と拡大

があるように思われます。

「租税法の解釈については当該法令が用いる用語の意味、内容が明確かつ一義的に解釈できるか

をまず検討することが必要であること疑いがないと思いますが、それができない場合には、一方の

趣旨目的及び経緯、税負担の公平、相当性を総合勘案したうえで合理的に解釈すべきである」と名

古屋高裁判決要旨があります。

今回の争点時価とは普通の取引で不特定多数の人々の自由な価格という点に抵触すると思われ、

不特定多数の自由な通行道路でなく工事用の「通路」である点で、本来路線価は通路につくはずが

なく通達の誤謬であるかとも思われるし、通常の自由な開かれた相場での売買ができない土地であ

るので、通達が付した路線価は時価でなくなる。

No １ 院長の身近な経営・税務
―争訟発展前夜の兆し事件(相続財産評価について)―

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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税務調査において課税庁の判断に過誤が生じる7段階即ち

第一段階 法律解釈

第二段階 事実認定

第三段階 法適用

第四段階 信義則、裁量権の逸脱・濫用

第五段階 手続き違背

第六段階 錯誤

第七段階 理由付記

の税務官庁が過誤に陥る7段階を(弁護士 谷原誠著 税務調査整理表より)を整理することも必要と考

える。今後の推移を信念をもって行動してゆきたい。無事当方の主張が認められるよう努力する所存で

す。

平成24年9月12日国税庁長官から発意された調査通達(手続き通達)には調査の意義につき「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き処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為をいう」と言っている。この場

において、一連の行為をまず実行に移してもらうことを願うものであります。

3月15日で個人確定申告も毎日夜遅くまで社員の奮闘により無事終了し(法的にはコロナの影響で4月

15日まで延長になっている)ひと安堵する間もなく、今般50億、200か所の東京都心の有名被相続人

の大型の相続土地評価に全職員と取り組んでいる。日本橋銀座の土地が1坪5千万円以上の評価が付く

ものを見ると、日本経済が東京一極集中構造を目の当たりにすることに気が付く。災害が東京に起きた

時、日本経済どうなるのか危惧するところであります。日本の栃木県に居住している事に改めて見直す

ところです。
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1.住宅ローン控除の改正

<制度の概要>

消費税率10％が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に

居住をした場合の住宅ローン控除については、通常は10年間の控除期間が13年に延長されていました。

①10年目までの控除額(一般住宅)

年末ローン残高（最高4,000万円）×１％（最大40万円）

②11年目から13年目までの控除額(一般住宅)

次のいずれか低い金額

・年末ローン残高（最高4,000万円）×１％（最大40万円）

・税抜住宅購入価格（上限4,000万円）×2%÷3 (=消費税増税分2%を3等分)

<改正の概要>

○上記の13年延長の居住期限は、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住をした

場合に延長されました。

ただし、次の期間内での住宅の契約が要件となります。

・新築の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間

・分譲住宅の新築取得や既存住宅の取得等は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの 間

○住宅の床面積は50㎡以上が適用原則ですが、40㎡以上50㎡未満の住宅にも適用範囲が広がり

ました。規模の比較的小さな都市型のマンション購入等に対しても適用となります。ただし、

適用対象者の所得上限は1,000万円以下とされます(通常は3,000万円以下)。

なお、今後として、税制改正大綱の「基本的考え方」の中に次のような記述があります。

「～住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その
場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適用実態等からみて国民
の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。(中
略) 
住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定
するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。～」

住宅ローン控除は「利息補助」の意味合いがあり、昨今の低金利で、利息以上を税額控除することに

対して上記のような指摘があることから、今後の税制改正において、「住宅ローン年末残高×1%」と

「その年のローンの利息額」のどちらか低い金額を控除額とする、などの改正が予想されます。

2.短期退職金に対する課税強化

退職所得は、通常の給与所得に比べ、「退職所得控除・2分の1課税・分離課税」という3つの軽減が

あります。

（収入金額－退職所得控除額）×１/２＝退職所得の金額

→この金額を分離課税

(注) ただし、取締役・理事等の役員及び国家公務員などで勤続年数が5年以下である者が支払

を受ける退職金（特定役員退職手当等）については、2分の1課税の適用はない。

このような税制ゆえ、短期勤務が予定される場合に、月々の給与を下げて、代わりに退職金を高く支

払うケースが指摘されていることから、今回の税制改正にて、勤続年数が5年以下で支払いを受ける退

職金で、上記の「特定役員退職手当等」の対象でない場合であっても、収入金額から退職所得控除額を

控除した残額のうち300万円を超える部分については、令和4年分の所得税より、2分の1課税を行わな

いこととされました。

No ２ 令和３年度税制改正
所得税改正…「住宅ローン控除」と「短期退職金規制」

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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No ３ 病医院の経営管理

自院の動態分析と課題究明

田島会計事務所 所長 田島 隆雄

今回は経営管理の視点から自院の動態分析と課題究明について考察いたします。

Ⅰ動態分析の手法

病医院の経営状況、特に損益状態については長期間に亘り観察する必要がある。現在の制度会計で

は事業年度毎に区切り、当年度の業績を把握することにしている。

このため過去の状況はどうであったのかは判明しにくく当年度実績に集中することになる。

そこで、当事務所では決算説明に当たり過去の推移を振り返ってもらうため、必ず次の動態推移

データを10年間用意し検証してもらうことにしています。と同時に将来の予測を立ててもらうこと

にしている。

具体的な事例は次のとおりである。

Ａ事例解説

医業収入は順々に増加傾向で推移していることが解かる。

変動費は医業収入に比例し増加となり従って、限界利益も増加傾向となっている。

固定費は若干増加しているが経常利益は増加傾向となっている。

Ｂ事例解説

医業収入は順々に減少傾向となっている。

固定費はやや一定に推移している。

限界利益も医業収入の減少に伴って減少している。経常利益も減少しつつある。

Ａ・Ｂ事例を比較するとＡ事例の方が良好であることが判別できる。



-9-

上記事例解説

借入金残高が順々に増加している。

返済財源が順々に減少傾向となっている。

このケースの場合には返済財源が減少しているので、返済するための資金が不足しているので、十

分な返済が不可能となってしまい追加借入（個人も含む）が必要となる可能性がある。

又は返済期間を延ばすことになってしまう。

Ⅱ課題の究明

上記のＢ事例の場合には医業収入が減少していることが基本的課題である。

どうして減少してしまったのか原因分析が重要となる。

次に借入金と返済財源の関連では借入金残高の増加傾向にあること。

更に返済財源が少なくなっている事実が挙げられる。

Ⅲ課題解決の方法

まず、Ｂ事例の医業収入の減少傾向の要因は何かであるが患者数が減少した、又は診療単価が低く

なった等の要因が考えられる。

患者数の減少については投薬の関係で来院日数が減ってしまったことや検査項目の減少やインフル

治療の減少、充分な駐車スペースが狭い、告知不足としてＰＲ看板が少ない、遠くの患者さんが来

なくなった、患者トラブルが発生した、受付スタッフの対応、マナー不足、在宅診療の対応不足、

周辺住民の高齢化、人口構成の変化、診療時間の変更等いろいろな要因を分析し、解決の糸口を見

い出す必要があります。

次に借入金残高と返済財源の事例ではこのような事例は少ないと思われますが返済財源の低下傾向

は経常利益の減少が考えられます。

特に変動費の増加、検査費用の高止り、投薬のジェネリック使用の検討、医療消耗品の節約、固定

費については人件費の見直し等が考えられます。

Ⅳおわりに

自院の財務管理は自院の過去の業績を検討し、特徴的な傾向を把握して将来の動向を予測する必要

があります。

このように自院の動態分析が重要となります。

動態分析の結果を共有し、課題解決に向けて改善テーマを設定しましょう。
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No 4 2021年度介護報酬改定の5つの柱

浅沼みらい税理士法人 川俣喜弘

2021年度介護報酬改定は0.7%のプラスとなった。コロナ禍で、ケアを途絶えさせずに提供してい

る介護関係者の努力に報い、経営難となっている事業者への支援ということからも、当然の結果と考え

られる。なお、今次改定では５つの柱が示された。

① 感染症や災害への対応力強化

日ごろからの備えと業務継続に向けた取り組みの推進

② 地域包括ケアシステムの推進

⑴認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進

⑵看取りへの対応の充実

⑶医療と介護の連携の推進

⑷在宅サービスの機能と連携の強化

⑸介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化

⑹ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

⑺地域の特性に応じたサービスの確保

③自立支援・重度化防止の取り組みの推進

⑴リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組みの連携・強化

⑵介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みの推進

⑶寝たきり防止等、重度化防止の取り組みの推進

④介護人材の確保・介護現場の革新

⑴介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組みの推進

⑵テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進

⑶文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進

⑤制度の安定性・持続可能性の確保

⑴評価の適正化・重点化

⑵報酬体系の簡素化

⑥その他

介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化、高齢者虐待防止の推進、基準費用額（食費）

の見直し

①は、新型コロナと今まで手薄だった危機管理への対応。⑤は、効率化・適正化の従来路線である。

②～④については今次改定で、今後の基本的方向性がかなりはっきりと出た。介護保険のネックは、

ずばりマンパワーと保険料だ。介護就業者の確保と介護保険料が4月から1人6,000円を超えてくる。

そのためには、健康寿命の延伸でサービス需要を減らし、より少ない人手で回る医療福祉現場の実現に

なる。このため②では、訪問看護や小規模多機能型居宅介護、グループホームなどで認知症や看取りへ

の対応が推進されている。すでに特養などと同様に、居宅サービスでも要介護3以上の中重度者に重点

化する方向だ。

③では、利用者のADLや栄養、口腔状態、認知症等に関するデータを収集する「CHASE」に対し、

介護事業者が関連データを提出し、それに基づくPDCAサイクルを評価する仕組みが導入された。厚生

労働省ではこれを、通所・訪問リハビリの質の評価に関するデータを収集する「VISIT」と一体運用し、

「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence：LIFE）」とする

としている。

④では、施設で夜間の見守り機器を導入した場合に人員配置を緩和している。ICTやロボットを導

入して介護人材を補うという新しい方向性が出てきた。利用者等への説明・同意や諸記録の保存や交付

に電磁的な対応を認めるなど、介護現場の業務負担軽減の推進も図られている。

これまで、介護の質は人員配置が厚くなるほどよくなると考えられてきたが、少子化で、そんなことは

実現できない。そこで、LIFEというデータベースを整備し、現場ではICT、ロボット、AIなどを活用し、

「より少ない人材でもより良質なケアが提供できる体制を整備していこう」という方向性を打ち出した。

大転換といっていい。



No 5 「ドクターのライフプランを考える」

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 添田守
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■ ドクターのライフプラン

一般的にライフプランとは生活や子育て、老後などの計画のことをいいますが、今回はその目標

を、”老後も現役時代も資金破綻しない”こと、と定義し、ドクター独特のライフプランについて考え

てみます。

ドクターのライフステージの変化

厚生労働省の統計によると、医師資格を持つ方は327,210人（平成30年）。そのうち病院の開設

者・法人の代表者は5,183人、診療所の開設者・法人の代表者は71,709人で、医療機関を経営されて

いる方は76,892人となります。 つまり、医師資格を持っている方のうち約23.5%は「経営者」と

いうことになります。

一般の職業で、25%近くが経営者になるということは考えにくく、医師という職業がライフプラン

を考えるうえでも特殊なことがお分かりいただけると思います。しかし経営者となられたドクターも、

最初から経営者というわけではありません。ご自身の予想に反して勤務医から経営者に変わらざるを得

ない場合など、突然のステージの変化を受け入れている方も多いのが現状です。

一般的にライフプランから収支のシミュレーションを行う際には、その方の職業に応じて収入などを

予測します。ドクターの場合はどこでその状況が変化するかを予測するのはとても難しく、ほかの職業

の方々に比べると、収支などの計画を立てる際には「その計画がライフプランの変化に対応できるのか

どうか」という点が、とても重視されることになります。

たとえば、開業して多額の返済をされているドクターから「資金が足りない」という相談を受けるこ

とがあります。そのドクターの収支を確認させていただくと、勤務医時代に老後の貯蓄として加入した

生命保険が足かせになっている、などというケースがあります。

多額の借入の返済と老後に向けての保険料の負担のどちらを優先するか、という選択を迫られ、借入

の金利と生命保険の貯蓄性とを比較して、泣く泣く生命保険を解約される方もいらっしゃいます。

もちろん、生命保険の解約返戻金は借入を返済する原資にもなりますので、「勤務医時代の保険加入に

効果がなかった」、ということではありませんが、当初に想定していた結果とは大きく異なる結果に

なってしまいます。

では、どのように収支計画を考えていけばよいのでしょうか。ドクターの収支計画を立てる場合には、

一般の職種とは異なるドクター独自のポイントを視野に入れる必要があります。

■ ドクターならではの”必要な備え”とは

ドクターの場合、前述したとおり大きな収入の変化が起きることがあります。また一般に比べると、

お子さまが医師になりたいと医学部を目指す場合が多く、その場合は一般の学部よりどうしても多額の

教育費がかかることが多いです。

昨今では「子供が必ずしも医師にならなくてもよいかな」とおっしゃる方も増えましたが、お子さまが

自分から目指すことも多分にあり、備えは必要です。

私のお客様でも、娘さんが高校二年生の秋に突然「医学部を目指す」といって受験勉強を始めたり、大

学卒業直前の就職活動中に「やっぱり医学部に行きたい」と医学部予備校に通い始めたりといった方も

いらっしゃいました。

当然ですが、そのような場合は計画していた資金を超える大きな資金需要が発生しますので、十分な

資金準備が必要となります。

以上のように、どんなに計画を立てていても、外的、内的な様々な要因でドクターのライフプランニ

ングは大きく変化します。
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あまり考えたくないことではありますが、一家の経済的な柱であるドクターに長期療養が必要になっ

たり、不慮の事故や病気でお亡くなりになったり、ということがあればご家族のライフプランは大きく

変わることになります。

このような要因に備えるために多くのドクターが生命保険や損害保険に加入されていますが、ご家族

や仕事がどのような状況にあるのかによって、必要になる備えは当然異なります。

勤務医・開業医・医療法人経営者、どのステージにおいても必要な生活費などの資金はもちろん、置

かれている状況独特の必要資金（借入金返済、スタッフ退職金、診療所承継費用、相続税など）に対し

ての備えも考える必要があります。

いかがでしたでしょうか？

ドクターのライフプランニングを考える場合、構成要素が多岐にわたること、また一般の方に比べて

構成要素が不確定で予測が難しいこと、などが大きな特徴です。

ライフプランから考える収支計画や金融商品の選択は、ドクター独特の状況に応じた変化の予測も重要

ですが、さらに、その予測外の変化にも対応できる計画や選択が必要であるといえます。



税理士法人アミック＆パートナーズ 代表社員 谷中田 悟

No 6 「診療所の増患対策」
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診療所を開院後しばらく経過すると、来院患者がなかなか増えない・・ という状況が見受けられる

ことがあります。また新型コロナウイルスの影響によるニューノーマルな生活状態が診療所の経営にも

影響を与えています。時代の変革期には多くの人が先行きに漠然たる不安を抱きます。時代の変わり目

は戦略転換の時でもあります。ウィズコロナ・アフターコロナの時代に合った院長先生ご自身の将来の

生き方や、診療所の成功する道筋（経営戦略）を考え、勝ち残っていくことが重要であり、それは患者

さんや地域医療の為にもなることと思います。新型コロナウイルスは医療業界に限らずあらゆる業界に

大きな変化をもたらしていますが、変わらないサービスの提供もあります。誰でも、どの診療所でも出

来る変わらないサービスを見直し、アフターコロナ時代の診療所経営の参考にして頂ければと思います。

患者関係の改善

流行っている診療所では院長先生の愛想がいい、親切だ、優しいなどの評判が集患機能を果たしてい

ます。つまり患者さんとのコミュニケーション能力が高い先生の評判が良く、医療内容は二の次になっ

てしまう患者視点が現状のようです。

①患者はサービスを評価している。

医療は他のサービスと大きく異なり、患者さんは病を抱え、心身ともに不安と恐怖に怯えています。

肉体的にも精神的にも弱り果てています。その患者さんが期待しているサービスは、医療サービス（完

治や原因究明）、看護サービス（ケア）、患者サービスと言われています。

昨今のようにSNSなどで情報が行き渡り、多くの患者さんの教育レベルも向上している状況では、患

者さんのニーズも多様化し診療所の提供するサービスも厳しく評価されます。印象の悪い受付や応対に

対し二度と来院しなかったり、口コミで不満な点を攻撃されたりします。

一般企業においてはクレームとして現れますが、診療所の場合なかなか表に出ず、潜在的な不満となり

外来患者が減少することがあります。病気さえ治せばそれでよいとする姿勢を見直しましょう。

②患者満足度

患者満足度の向上を図るには何よりも患者さんとの信頼関係構築が欠かせません。医師やスタッフが

患者さんの想いを汲み取り、表情や言葉遣いなどの接遇を向上させることが重要です。さらに積極的な

病状の説明などインフォームドコンセントが大切になります。医師と患者さんが共同で治療に取り組ん

でいく関係を築きたいものです。つまりCS（顧客満足）を高めるサービスという観点から患者さんの

声を集め、組織的に点検・確認し経営に反映させましょう。

顧客満足度を高めるために定期的に患者アンケート等を実施し、患者さんの声を聴く方法も有効です。

待合室などに意見箱を置いて患者さんの意見を聞く方法もあります。

③患者が求める医師像

外来患者が多い診療所の共通点は、患者さんの話をよく聴いているという点です。院長の患者さんへ

の接し方、診療・治療方針の説明などコミュニケーションが非常に重要になってきます。いかにして患

者さんとの信頼関係を築くかを考えて頂きたいと思います。患者さんが求める医師像としては

1、患者の話を聴いてくれる

2、丁寧な診療

3,、説明が丁寧でわかりやすく

4、大きな病院等と連携

などが挙げられます。

また医療や薬品等最新の情報を学び知識を習得している医師は患者さんからの信頼を得ています。常

に学会や研修等に参加して学ぶ姿勢も大切です。
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また医療や薬品等最新の情報を学び知識を習得している医師は患者さんからの信頼を得ています。常

に学会や研修等に参加して学ぶ姿勢も大切です。

④患者の診療所に対する要望

患者さんの要望で常に多いものは待ち時間の短縮です。他に緊急時の対応や医師やスタッフの対応、

病気や健康に対する情報の提供、専門病院との連携などが多く挙がります。これらの要望を解決するこ

とが集患につながります。従って、予約制の導入等の待ち時間対策は早急に取り組む必要があります。

また医師やスタッフの接遇研修などは定期的に実施します。時が経つと忘れてしまうからです。

以上のように、医師と患者さんの信頼関係が構築されていれば、口コミなどで増患に結び付きます。

私が日常接してきて患者さんの多い医師は、やはり勉強熱心で医療に対する姿勢が真面目です。医師の

患者さんや医療と向き合う姿勢が職員にも好影響を与え診療所全体が良い方向に進んでいくと思います。

やがてこれらが社風になり中途入社の職員さんにも好影響をもたらします。院内の良い社風が好循環す

るようになるまで職員と一緒に努力する必要があります。それには、医療理念や診療理念の確立と共に、

職員とのコミュニケーションも非常に大切になってきます。新型コロナウイルスによる変革期には足元

を再度固め、初心に帰ってこれらのことを見直してみてはいかがでしょうか。



（有）エファ 社会保険労務士 佐藤 智子

【申請の流れ】

（１）「事業内職業能力開発計画」の策定・「職業能力開発推進者」の選任

（２）訓練実施計画の作成・提出

訓練開始日から起算して１か月前まで（必須）に「訓練実施計画届」と必要な書類を

都道府県労働局に提出

（３）訓練の実施

訓練計画に従い訓練を実施

（４）支給申請

訓練終了日の翌日から２カ月以内に支給申請書と必要書類を都道府県労働局に提出

（５）助成金の支給・不支給決定（審査には時間を要します）

【基本要件】

■訓練対象者が雇用保険の被保険者であること（有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者を除く）

■Ｏｆｆ－ＪＴにより実施される訓練であり、１コースの訓練時間が２０時間以上であること

■雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、

就業規則または事業内職業能力開発計画で定めていること

【支給額】

■賃金助成（１人１時間当たり） ３８０円（就業時間内に実施した場合）

■経費助成 ３０％ １人当たりの限度額７万円 ※20時間～100時間未満の場合

※労働生産性が向上し生産性要件を満たす場合は、助成率（30％→45％）・助成額

（380円→480円）が引き上げられます。

上記の他にも受給要件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

一般訓練コースの他に、若年人材（訓練開始日において雇用契約締結後5年を経過しておらず、かつ

35歳未満）対象の特定訓練コース、非正規職員（有期契約・短時間）の正職員転換や処遇改善を目的として

訓練を実施衣する場合の特別育成訓練コース等もあります。

新型コロナウイルスの影響により、ますます医療人材の確保が厳しくなる中で、快適な職場環境を形成

し職員の職場定着を図り、職員がその能力を十分に発揮し質の高い医療サービスを提供するためには適

切な労務管理と人材育成等による一人ひとりのキャリア形成をサポートするしくみが重要となります。

人材育成の取り組みは大きな費用負担となりますが、それを支援する助成金制度をご案内いたします。

ぜひご活用ください。

人材開発支援助成金［一般訓練コース］

職員のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得に関する人

材育成の基本的な方針などについて事業内職業能力開発計画を立て、計画に沿って職業訓練を実施する

場合に、訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成してくれる制度です。

No 7 人材育成と助成金活用

「人材開発支援助成金」
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大規模災害時には、通信サービスが途絶する事態が予想されます。今回は、災害時における非常用通信手段につ

いて取り上げます。皆さまの施設は準備出来ていますか？（一部抜粋・要約）

【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】(all accessed on 2021-03-08)

内閣府.“南海トラフ巨大地震の被害想定について （施設等の被害）【定量的な被害量】（令元年6月）.” http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisakuwg/pdf/1_sanko.pdf.

総務省.“災害医療・救護活動において確保されるべき 非常用通信手段に関するガイドライン.” https://www.soumu.go.jp/main_content/000427274.pdf. 

⚫ 固定電話：最大約 580 万回線が通話できなくなり、東海三県で約９割、近畿三府県で約９割

山陽三県で約３～６割、四国で約９割、 九州二県で約９割の通話支障が想定される (通信規

制による通話支障は考慮していない）

⚫ 携帯電話：基地局の非常用電源による電力供給が停止する１日後に、停波基地局率が最大と

なる。被災直後は輻輳により、大部分の通話が困難となる

⚫ インターネット：固定電話回線の被災や基地局の停波の影響により利用できないエリアが発

生する

南海トラフ巨大地震による通信インフラの被害想定

非常用通信手段の考え方

衛星通信網
衛星携帯電話、衛星データ通信

災害の被害を受けにくい

移動通信網
携帯電話、自営無線システム 等

災害時に途絶・輻輳のリスクがある

⚫ 衛星携帯電話：災害時の基本的な連絡方法は「音声通話(電話)」のため衛星携帯電話の確保が

推奨されている

⚫ 衛星データ通信：災害時における医療機関の役割によって、衛星データ通信の速度を検討する

複数の通信手段を用いることで、より確実に災害時の通信手段が確保されます

⚫ MCA無線

一つの制御局（中継局）が 30～40km程度の広いエリアをカバーする業務用無線システム

⚫ 市町村防災行政無線（移動系防災行政無線）

市町村が用いる専用の無線システム。都道府県や病院、学校、ライフライン等の生活関連機関と結ばれる

場合がある

⚫ 各種の無線ネットワークシステム

災害時に拠点間をむすぶ通信システムとして、様々な製品・サービスが提供されている

⚫ 災害時優先通信

災害の救援、復旧や公共の秩序維持のため、医療機関を含めた防災関係機関に対して電気通信事業者

が提供する「災害時優先通信」と呼ばれる仕組みが制度化されている

固定通信網
インターネット（光ファイバ等）

電話、FAX 等

No 8 災害に備えて

非常用通信手段を確保しましょう！

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

出典：内閣府 厚生労働省 総務省
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【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



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。
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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 井上 直人

宇都宮支店＜ＭＤＲＴ＞ 添田 守

宇都宮支店 浅野 友裕

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８３号 令和３年５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 争訟発展前夜の兆し事件(相続財産評価について)

２ 所得税改正・・「住宅ローン控除」と「短期退職金規則」

３ 自院の動態分析と課題究明

４ 2021年度介護報酬改定の5つの柱

５ ドクターのライフプランを考える

６ 「診療所の増患対策」

7 人材育成と助成金活用

８ 災害に備えて、非常用通信手段を確保しましょう！



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

５月２０日（木） １０時～１２時

６月１７日（木） １０時～１２時

７月１５日（木） １０時～１２時

５月２０日（木） １０時～１２時

６月１７日（木） １０時～１２時

７月１５日（木） １０時～１２時


