第８４号 令和３年８月 発行
栃木県医師会・認定
医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ
このニュースは、栃木県医師会会員の皆様の福利厚生を目的として発行しています。

◆ ドクターのための

病医院の承継・財産承継で、お悩みがありましたら
お気軽にご利用ください。

『 承継相談窓口 』のご案内
◆ 『医業経営セミナー』のご案内

今年度も医業経営に役立つ情報を提供してまいります。

◆ ライフコンサルタント 通信
ジャンル

年 間 テーマ

Ｎｏ

医業経営

院長の身近な経営・税務

１

一口相続・知って得する豆知識

税務・会計

税制改正と医療機関の税金

２

相続した土地の制度の一部見直し

医業経営

病医院の運営・組織化政策

３

病医院の損益分岐点分析

法律・行政

医療機関に関係する法律・制度

４

令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・
医療提供体制確保支援金（厚生労働省）

保険・金融

医療関係者が知っておきたい保険の知識

５

加入中の「節税保険」、将来的にどうしたらいいのか？

医業経営

クリニックの増収増益戦略

６

「コロナ禍での変化を見直しの機会に」

人事・接遇

人事・接遇マナー

７

このような時だからこそ、基本に立ち返る接遇の必要性

医療安全

医療機関に関わるリスクマネジメント

８

酸化マグネシウム製剤の副作用にご注意ください！

◆ 『保険管理表作成サービス』のご案内
◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

タイトル

ご存知ですか？ ご自分の生命保険

『よろず相談窓口』のご案内

◆ バックナンバーのご紹介

http://www.jp-tms.com/

本ニュースのバックナンバー（創刊号～前号まで）は、『栃木県医師会・認定医業経営コンサルタント』のホームページで
常時公開しております。会員の皆様のお役に立つように厳選した、その時々の旬な情報が満載です。ぜひご活用ください。

医業経営に関することなら何でもOKの「よろず

◆ よろず相談窓口

相談窓口」。ご好評につき、引き続き開設中です。
経営全般、財務、税務、人事、生命保険、損害

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

ントが親身になって、あらゆるご相談をお受けい
たします。左記までお気軽にお電話ください。

栃木県医師会・認定 医業経営
ライフ・コンサルタントグループ

『次の世代への・・・
病医院の承継・財産承継 』相談窓口のご案内
～専門家による無料個別相談サービス～
拝啓 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、病医院を経営されていく中で「病医院を子に引き継がせるつもりだが、是非相談に乗ってほしい」
と思われている先生、配偶者も多いのではないでしょうか。実際にご相談の中で上位に占める内容です。
そこで、経験豊富な当グループメンバーの専門家からアドバイスを受けていただく「承継相談窓口」を
毎月１回開催することにいたしました。

・「タイミングは・・・」「医療法人の引継ぎとは具体的には・・・」
・「病医院関係以外の財産をどう引き継がせるのか？」「遺言を作った方がよいとは聞くが・・・」
・「財産は亡くなって相続で渡した方がよいのか？」「生前贈与がよいのか？」
「子や孫への生前贈与の賢い方法は？」
・「妻も含めた二次相続の中で、道筋を考えたい」
など、日頃の疑問を解決して下さい。
栃木県医師会医業経営ライフコンサルタントが、上記のような「病医院の承継・財産の承継」に関する
無料の個別相談をお受けいたしております。先生方の顧問税理士には聞きにくいことや第三者の専門家に
確認したいことなどをお持ちよりの上、お気軽にご利用ください。
敬具
ご相談いただきました内容等につきましては守秘義務を厳守致します。
また全員、医師会認定医業経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰですのでご安心ください。

コンサルタントと相談会日時
コンサルタント

承継相談窓口

税理士法人ＴＯＣ英和
浅沼みらい税理士法人
税理士法人 アミック＆パートナーズ
代表社員税理士 荻原英美
代表社員税理士 浅沼孝男
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

添田守

小野博史

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

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ＴＯＣ英和
住所：宇都宮市滝谷町10-1
TEL：028-634-6776

会場

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

井上 直人
髙岸 伸二

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

９月１６日（木） １０時～１２時
日時

１０月２１日（木） １０時～１２時
１１月１８日（木） １０時～１２時

※予約制となりますので、開催日１０日前までにお申込下さい。

「承継相談窓口申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み
お願いします。お申し込み多数の場合には先着順とさせていただき、事務局より確定結果
（日時・会場の詳細と当日ご持参いただきたい資料等）をご連絡させていただきます。

【お問合せ先】

承継相談窓口
〒320-0811

ＴＥＬ

担当：大島・半田

栃木県宇都宮市大通り4-1-20 けやき通り7階

０２８－６00－1171（直通） ＦＡＸ
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０２８－６２７－２３７２

「保険管理表」作成サービスのご案内
何種類もの生命保険・損害保険や共済に加入されている先生方が多いと言われています。
これらの内容を一元管理することで、請求漏れを防いだり、重複加入をチェックすることが
可能となります。
○○ ○○様の加⼊保険管理表

注︓実 物は A３・A 4 版となります
⽣ 命 保 険

ご主⼈
⽬的

件数

死亡保障

1
1

医療

配偶者
保険⾦額

⽬的

件数

5,100 万

死亡保障

1

１万 円 / ⽇

医療

損 害 保 険

ご家族 1
保険⾦額

⽬的

件数

ご家族 2

保険⾦額

⽬的

保険⾦額

⽬的

件数

個⼈

保険⾦額

⽬的

事業

件数

⽬的

死亡保障

死亡保障

⾃動 ⾞ 1

医療

医療

医療

⾃動 ⾞ 2

医療

がん

がん

がん

⾃動 ⾞ 3

賠償責任

⾃動 ⾞ 4

ゴルファー

死亡保障

1,000 万

件数

ご家族 3

件数

⽬的

⽬的

利益

⽕災

1

件数

建設⼯事

⾃動⾞

傷害

1

件数

デリバティブ

地震

がん

がん

相続

相続

相続

相続

相続

年⾦

年⾦

年⾦

年⾦

年⾦

⽕災（建物 ） 1

所得補償

動産総合

その他

貯蓄

貯蓄

その他

その他

保険⾦合計

2

5,100 万

保険⾦合計

1

3 万円 / ⽇

1

300 万

貯蓄

1

3

1,300 万

保険⾦合計

1

100 万

貯蓄

貯蓄

地震（建物 ） 1

介護費⽤

賠償責任

その他

その他

⽕災（家財 ） 1

積⽴保険

個⼈情報

その他

保険⾦合計

保険⾦合計

その他

信⽤保証

その他

⽣
命
保

⽬的

保険会社

証券 No.

地震（家財 ）

家財の地震保険が未加⼊です

被保険者別トータル保障額が分かります

加⼊漏れ保険種類が分かります
契約

単位︓万円

契約⽇

契約者

貨物

その他

100 万

その他

傷害

1

被保険者

加⼊
年齢

単位︓円
保障内容

受取⼈

保険種類

払込期間

保険期間

保険料

普通死亡

災 害 / 障害

⼊院

22,300

267,600 ×××-×××
×××-×××

13,000

×××-×××
156,000 ×××-×××

⽉払

12,300

×××-×××
147,600 ×××-×××

⽉払

10,000

×××-×××
120,000 ×××-×××

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期付終⾝

65 歳

5,000

1,000

H22/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期

20 年

20 年

1,000

500

ー

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

養⽼

20 年

20 年

300

200

ー

貯蓄

○○⽣命

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

学資

15 年

15 年

医療

○○⽣命

××××××

H21/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

医療

終⾝

60 歳

がん

○○⽣命

××××××

H21/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

がん

10 年

10 年

育英資⾦

ー

ー

ー

5 千円 / ⽇

⽉払

3,500

×××-×××
42,000 ×××-×××

ー

3 万 円 / ⽇診断 300 万円 ⽉払

3,700

×××-×××
44,400 ×××-×××
×××-×××

険

×××-×××

保険種類・有効期間・払込期間が分かります
単位︓万円
契約

損
害
保
険

電話番号

⽉払

H20/○○/○○ ○○ ○○

××××××

○○⽣命

ー

連絡先
年間

⽉払

××××××

○○⽣命

貯蓄

100

保険料

⽣存給付

○○⽣命

死亡保障

ー

払⽅

5 千 円 / ⽇ 三⼤疾病

死亡保障

55 歳 / 終⾝

その他

契約日

契約者

被保険者

64,800

777,600

証券 No.

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

自動車

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

火災保険

20 年

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

地震保険

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

火災 ( 家財 )

○○○○○○

××××××

H23/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

ゴルファー

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

ゴルファー

○○○○○○

××××××

H18/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

医療

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

保険種類

保険期間

連絡先

保険料

補償内容

保険会社

更新漏れのチェックができます

受取人

合計

⼊院保険がどの保険に付加されているかが分かります
年間の総保険料が分かります
単位︓円
払込期間
１年

1 年

補償額

無制 限

払方

備 考

年間

9,200

電話番号

110,400

30 歳未満不担保・人身傷害

×××-×××

0

0

×××××××××××××

×××-×××

年払

20,000

20,000

×××××××××××××

×××-×××

年払

20,000

20,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

月払

7,000

84,000

×××××××××××××

×××-×××

月払

4,000

48,000

×××××××××××××

×××-×××

月払

一時払

2,00 0

一時払

1 年

１年

1,00 0

1 年

１年

1,00 0

3 年

一時払

5,00 0

3 年

一時払

5,00 0

終身

50 歳

0. 5

1 年

１年

2 0

重複加⼊が分かります

保険料

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
「保険管理表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。
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◆ 医業経営セミナー の ご案内
【お問合先】医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局
ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１（直通）

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。

【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）
回目

タイトル

日時

場所

202１年6月1５日（火）
午後7時～8時30分

医療法人の出資に関する問題点

実施済み

第１回

講師

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

＜未定＞（決定次第ご案内します）

202１年９月（予定）

第２回

講師

ＲＭＬ株式会社 代表取締役 清水 英孝

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年下期（予定）

第３回

講師

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

＜未定＞（決定次第ご案内します）

Ｗｅｂ会議で
開催予定
202１年下期（予定）

第４回

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

202１年下期（予定）

＜未定＞（決定次第ご案内します）
第５回

講師

税理士法人ＴＯＣ英和

代表社員税理士 荻原 英美

＜未定＞（決定次第ご案内します）

202２年1月（予定）

第６回

講師

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社
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【経営パートナーのための医業経営塾】

〜 院⻑先⽣に、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

第１回

タイトル

やさしいマネー講座 〜所得税・住⺠税の節約術〜
①所得税・住⺠税の節税術
②⽼後資⾦の効率的な積⽴⽅法
③保険の正しいやめ⽅・選び⽅ 等

講師

第２回

第３回

場所

2020年
5⽉28⽇（⽊）
午前10時30分
〜12時30分

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

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」

講師

宇都宮市

⽇時

2020年
6⽉4⽇（⽊）
午前10時30分
〜12時30分

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

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〜
2020年
①苦情となる原因を知っておこう
6⽉11⽇（⽊）
202１年度上期は開催見送りとなりました。
午前10時30分
②クレームの質が変化してきている・・気づいていますか︖
下期（10月～11月）にＷｅｂ会議にて開催予定です。
〜12時30分
③苦情が多く出てしまう組織
詳細が決定次第ご案内いたします。
〜苦情を宝として成⻑・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

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

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
講師

第５回

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川村 浩

「やさしい税⾦講座
〜税務調査と事業財産の上⼿な譲り⽅〜
①医療機関の税務調査とは︖
「実例と納得を得られやすい事前対応｝
②預⾦や不動産
･･･「⽣前に⼦どもへ贈与︖亡くなったときに引き継ぐ︖」
③後継者及び後継者以外へ財産を譲るときの節税⽅法とは・・・

講師

2020年
6⽉25⽇（⽊）
午前10時30分
〜12時30分

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男
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2020年
7⽉2⽇（⽊）
午前10時30分
〜12時30分

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １ 院長の身近な税務
一口相続・知って得する豆知識
税理士法人ＴＯＣ英和

代表社員税理士 荻原英美

最近事務所での相続案件が急速に増加してきた。毎年20件前後申告してきたが本年令和3年は
30件に及ぶ。相続は突然やってくるものと、事前に準備して於ける案件もある。
年を重ねてきて、我が家の相続に無関心でいられない年齢。少々の簡単な知識はあった方が良い。
以前より見出し的に、こんなことがあったなと、思い出せる項目があれば便利と思っていたので、
マトメのつもりで書いてみた。ワンポイント豆知識と思って使ってもらえれば幸いです。

1、法定相続分
被相続人（亡くなった人）から財産をもらう配偶者はいつでも相続人(被相続人から財産をもらう
人)で、配偶者と子供が相続人の場合、通常夫が亡くなると、妻が相続財産の1/2、子供が1/2の半
分ずつであり、子供が2人の時は子供はそれぞれ1/2を2人で割ると1/4ずつになる。
子供がいなくて両親がいる場合、夫への貢献度の高い妻は2/3、両親が1/3になる。子供、両親
いなくて兄弟姉妹がいるときは、さらに妻の取り分が多くなり妻が3/4、兄弟姉妹は1/4である。
上記は法で定まった取分で、相続人全員の合意があれば、法定相続分による必要もないし、遺言が
あっても相続人全員合意があれば、遺言通りにやる必要もない。

2、遺言を書く時の注意、遺留分
遺言書がない場合相続人全員の同意がないと遺産分割はできません。遺言書があれば遺言書の通
りに分ければいい話です。ただし、遺言書があっても、自由に遺産が分けられるということではな
い。遺留分という制度があるからです。遺留分とは、残された家族が最低限の生活を保障する制度
です。遺留分は法定相続分の1/2です。相続人が配偶者と子供であれば配偶者の遺留分は、相続分
1/2の半分1/4が遺留分です。これを冒して遺言を残すと遺留分侵害額請求権と言って、財産全然
もらえない相続人が私にも財産下さいと権利主張できます。ただし兄弟姉妹には遺留分はありませ
ん。妻と夫の2人だけの子供そして両親のいない家族は、遺言で妻に全財産上げると遺言書いてお
かないと、普段付き合いのない兄弟姉妹に財産が行くことになるので要注意です。

3、相続税基礎控除
遺産総額1億円、相続人配偶者と子供2人の相続税は全体で315万円(法定相続分で計算)
2億円の時は全体で1350万円。意外と安いと思いませんか。遺産総額の10％もいかない。相続
税は相続財産全額にかかるわけでありません。次の算式計算の基礎控除額を超えた人にだけかかり
ます。
基礎控除額＝3000万円＋600万円×相続人数
先の配偶者と子供2人だと、3000万＋600万×相続人3人＝4800万以下であれば相続税はかか
りません。相続税を払う人は相続のあった人100人に8人だけというデータです。
遺産総額から基礎控除額を引いた金額に相続税がかかるのです。
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4、認知症と寄与分と相続対策
認知症を発症したら相続対策はできなくなります。即ち意思能力のない人として扱われるので、意思
能力のないところで行われた遺言、生前贈与等は無効となります。
そしてさらに、認知症の父母を娘の私が介護したので、私が遺産を多くもらう権利がありますと主張し
ても、その寄与分は実務上あまり認められてない。というのも子として親を面倒見るのは当然のことと
みなされ、意外と寄与分の評価は低い。
そのためには親が認知症になる前に、遺言書を書いてもらうか、その労力に報いる生前贈与をしても
らう方法です。
また死んだら、私を介護等の世話をしたら、この財産を上げますという、死因贈与契約をしておくこ
とで叶う。これは贈与税の対象でなく相続税の対象になります。
他にシンプルな方法として、介護してくれてる娘に生命保険金契約に、介護等してくれた娘を保険金受
取人として指定しておくことです。生命保険は受取人固有の財産であり、遺産分割協議書の対象や、遺
留分の算定に含まれないものです。

５、生前贈与と特別受益
母親が亡くなり、この時点で母親の財産は8000万ありました。残された長女と次女の2人の相続人
が相続財産の分割について話し合った。そこで母親遺産が2人なので4000万ずつよねと長女が言った。
妹の次女がそれでは不公平ねと言った。だって長女の姉は生前に自宅の新居建築で2000万母親から贈
与を受けているので、相続時点で遺産総額は1億円で5000万ずつになり、姉はすでに2000万贈与さ
れているので、今回は3000万の相続、私妹は5000万の分割になるのが公平と主張しました。次女の
妹の主張が当然に正しいのです。
これを特別受益の持ち戻しと言います。
親が食費や学費や医療費等を負担するのは当たり前なので、そのような普段の生活費等は、カウント
しないが、生活に必要な額を超える多額な援助は特別受益に計算される。
但し2019年7月1日より婚姻20年以上の夫婦間での自宅居住権利を生前贈与(2000万の生前贈与特別
控除ができる制度)した時は特別受益の持ちもどし計算はしなくてよいことになりました。特別受益はな
いということです。

6、妻の安心、配偶者居住権
2020年4月より配偶者居住権と言って、残された妻が安心して同じ家に住むことができる制度が創
設された。亡くなった父の自宅を、住む権利(居住権)とそれ以外の権利(所有権)に分離し、住む権利は
配偶者に相続させ、それ以外の所有権は配偶者以外の相続人に相続させる制度です。
夫が亡くなり、5000万の預金と5000万の自宅の総額1億円が相続財産として残りました。相続人
は妻と仲の悪いドラ息子。妻はこれからも夫と過ごした自宅に住みたいので妻に相続させてほしいとド
ラ息子に話す。息子はそれでは法定相続分1/2の預金5000万は私がもらうといわれると、妻は今後生
活する資金がまったくなくなる。
そこで新しい民法で住む権利の配偶者居住権2500万とそれ以外の権利（所有権）2500万に分け(当
該金額評価は法律で決まっている)住む権利は妻に相続させ、それ以外の権利はドラ息子に相続させ、預
金はそれぞれ2500万ずつに相続させる制度ができた。
その後母が死んだときには、配偶者居住権は消滅しドラ息子に、無条件で無償で相続になる。
第三者に対抗するためには、配偶者居住権を登記しておかなければならない。またドラ息子は母親に
家賃は請求できない。
配偶者短期居住権は相続が発生してから6か月か、遺産分割協議が整うまでのどちらか遅い時期まで、
今の住まいに住むことできます。分割協議が整えば死ぬまでいられます。
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7、債務超過の相続と相続放棄
亡くなった方が残した遺産にはプラスの遺産もあれば、マイナス遺産の方が多い債務超過の相続もあ
ります。相続人は相続するかどうかを選択する権利を持っています。相続したくないのなら相続放棄の
手続きを家庭裁判所にすれば、負の遺産を一切相続しなくて済みます。相続放棄すると負の遺産を放棄
するだけでなく、プラス財産も放棄しなければなりません。
相続放棄は相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続することが必要です。3か月過
ぎると、自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。
もし子供全員が相続財産を放棄した場合には、亡くなった方の両親が相続人になります。両親がさら
に負の遺産を相続しなければ、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が相続放棄すれば相続人がいな
くなり、最終的に債権者が貸し倒れ損失を被ることになります。
相続が発生して、少しでも自分のために遺産を使ってしまった場合にはその相続人は相続放棄はでき
ません

8、凍結銀行口座からお金を引き出す
相続が発生すると、その日相続人の預金口座は凍結されます。預金の払い戻しを受けるためには、相
続人全員の同意と印鑑が必要でした。当面の生活費や、葬儀費用を工面することができませんでした。
2019年7月より法律が改正になり一定の金額の払い戻しが可能となりました。一定の金額とは各銀
行の相続開始時の預金額の1/3とその相続人の法定相続分まで150万を限度として払い戻しができます。
相続人が2人の時は、預金600万の時は、600万×1/3×1/2=100万円払い戻すことができます。
各銀行150万が限度なので、遺産分割が難航した時などは生活資金等の有効な手段になります。

9、遺言書
一般的に遺言には2種類あります。遺言の内容を自分が自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で、
公証人が遺言する本人の意向を確認して作成する公正証書遺言の2つです。
自筆証書遺言は相続発生後家庭裁判所に遺言書を持ち込み、他の相続人立ち合いのもと開封する手続き
が必要です。この手続きを検認と言います。この検認お手続きをしないと後日いろいろのトラブルとな
ります。検認を受けたことを証明する検認済証明書を、家計裁判所からもらってください。他の相続人
から検認前に開封してしまったら、遺言書の変造等のそしりを招くことにもなり、遺言書の有効性が疑
われます。
自筆証書遺言は、2019年1月より、これまで遺言書の最初から最後まで自筆することが条件でした
が、財産目録部分についてはパソコンを使って作成しても良いことになりました。預金通帳や登記簿謄
本のコピーを財産目録として使用することも可能となりました。ただし財産目録どこどこのページ財産
は誰それに与えるという本文部分はこれまで通り自筆手書きが要求されます。そして自分で作成した自
筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度も2020年7月より可能となりました。
安全を期すのであれば、財産の大きさによって手続き費用が掛かるのですが従来の公正証書遺言が安
心です。
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No ２ 相続した土地の制度の一部見直し
～相続土地を国が引き取る制度などの制定～
浅沼みらい税理⼠法⼈

代表社員税理⼠

浅沼 孝男

令和3年4月28日に「民法等の改正法」と「相続土地の国庫帰属法(略称)」という法律が公布されまし
た。(実際の施行は2～5年後までの日)
両方の法律とも、「所有者不明土地」への対処としての法律なのですが、その中には、「相続した土地
を国に帰属させるための制度の創設」や「長期間経過の遺産分割への対処」など、新しい制度の創設や改
正があります。
まず今回の法律の背景ですが、日本では現在約22%の土地が、「所有者が不明の土地…登記簿を見て
も所有者が直ちにわからない土地や所有者がわかっても住所の記載が古く連絡がつかない土地」です。
所有者がわからない、又は連絡がつかないと、公共事業や民間取引に多くの影響があり、問題を抱えるこ
ととなり、かつ高齢化社会の進展等により、今後更に増加する恐れが指摘されていました。
今回はこの「所有者不明土地」の防止や対処の法律の制定や改正なのですが、実際はこれに限らず制度
を利用したり、遺産分けに影響が出たりが考えられます。内容としては主に次の3点となります。

1. 相続した土地を国に手放せる制度(相続土地の国庫帰属法)の創設
利用ニーズの低い土地を望まず相続した場合に、その負担感から管理がされない、又は手放したいと考
える人が増えていることを鑑みて、相続で取得した土地を国に帰属させることができる次のような制度が
創設されます。
① 相続等で取得した土地について、国庫に帰属させたい旨を申請する。
(共有者がいれば、全員にて)
② 法務局が要件を審査する。
主な要件としては、「通常の管理処分に当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しない
こと」。これには、例えば、建物や一定の工作物等のある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、
崖がある土地、権利関係に争いのある土地、担保等が設定されている土地、通路など他人に
よって使用される土地などが挙げられ、これらは対象外となる。
③ 審査手数料の他、標準的な土地管理費相当の10年分の負担金の徴収がある。

２. 土地利用の円滑化への民法等の改正
(1)相続制度の見直し…長期間経過後の遺産分割について
遺産分割がなされないままの状態を防ぎ、未分割の解消を目的として、相続開始より10年を経過した
時は、個別案件ごとに異なる具体的な相続分による分割の利益を消滅させて、画一的な法定相続分(妻
が2分の1、残りを子が等分でなど)にて、遺産分割を行ってしまう仕組みが創設されます。
(2)新たな管理制度の創設
①個々の所有者不明土地・建物ごとの管理の効率化・合理化のために、裁判所が管理命令を発し、
管理人を選任し、売却も可能とされます。
②管理せず放置している土地・建物について、他人の権利侵害の恐れがある場合に、管理人の選
任ができることとされます。
(3)不明共有者に対しての対処
共有者が他の共有者の所在を知ることができないなどの場合には、裁判所は、不明共有者以外の残り
の共有者の同意で、共有物の変更・管理ができる制度を創設されます。
また、裁判所のもと、不明共有者の持分相当の金銭供託により、その不明共有者の持分を取得して、
共有関係の解消ができる制度も創設されます。
-8-

３. 不動産登記の義務化
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記の義務が生じ、正
当の理由がない場合には、過料の罰則があります。
また、所有者が住所を変更した場合には、住所等の変更の日から2年以内に住所の変更登記も義務化
され、これも、正当の理由がない場合には、過料の罰則があります。
相続に関するご相談の中にも、「遠方に相続した土地があるが売却や管理が難しく、次の世代も考え
ると、何とか国や自治体に引き取ってもらえないだろうか」「遺産分割が長期に及んでいて、ここ4～5
年は全く話もしていない」などの話は珍しくはありません。
これらの改正の具体的な施行期日は今後発表されますが、原則的に2年以内とされていて、相続登記
の義務化は3年以内、住所変更義務化は5年以内とされています。
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No ３ 病医院の経営管理
病医院の損益分岐点分析
⽥島会計事務所 所⻑

⽥島 隆雄

今回は、病医院の損益分岐点分析を解説します。

Ⅰ 損益分岐点分析の概要
経営において欠かせない「どれくらいの医業収益があれば赤字にならないのか」 という視点は新型
コロナウイルス感染症の影響で、医業収益が大きく減少したり感染防止対策のための費用が追加され
たりしたような場合に特に重要です。
この損益分岐点医業収益高をしっかり把握・分析することは効果的な戦略を立案に役立ちます。

Ⅱ 損益構造を把握
自院の損益構造は図表１のようになります。
図表１．基本的な損益構造

解説
Ａ点は損益分岐点を表します。損益分岐点は限界利益＝固定費の状態で収支トントンとなります。
この時の医業収益高が損益分岐点医業収益高Ｂ点となります。
Ｂ点は医業収益高＝総費用(変動費＋固定費)の状態で損益はゼロとなります。
損益分岐点医業収益高(年)
損益分岐点医業収益高の求める計算式は次のとおりです。
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Ⅲ 必要医業収益高の算定
今年度の限界利益率(70％)をもとに次年度目標利益を設定
60,000千円(固定費)+30,000千円(目標利益)
例えば次年度目標利益を30,000千円とすると必要医業収益高は次のようになります。

Ⅳ

目標利益に近付く方法

（1）変動費を低減する
医薬品等のムダ、ロス、期限切れなどをなくし医業収益高に占める変動費の割合を低減させ変動
費比率を下げることで、医業収益高は下図のＡ点からＢ点に移動し目標利益に近付けることがで
きます。

（2）固定費を削減する
固定費を低減させることで損益分岐点 医業収益高が
右図のＡ点からＢ点へ移動し目標利益に近付けるこ
とができます。
広告宣伝費、水道光熱費等削減が可能なものを
しっかり管理し、極力ムダをなくしましょう。
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No 4

令和３年度新型コロナウィルス
感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援金（厚生労働省）
浅沼みらい税理⼠法⼈ 川俣喜弘

新型コロナウィルス感染症が拡大する中で、緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診
療・検査医療機関（仮称）の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提
供体制の確保を図るため、診療・検査医療機関（仮称）をはじめとする対象医療機関等の感染拡大防止
に要する費用を補助しています。
＊本補助金は、原則として、「令和2年度新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保
支援補助金」による補助を受けた医療機関等は対象外となります。
[補助の対象となる医療機関等]
①令和２年度第二次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」
（国保連合会へ請求）の補助金を受けた医療機関も補助の対象となります。
②「令和２年度新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
（厚生労働省へ請求）による補助を受けていない医療機関
[補助基準額]
①診療・検査医療機関（仮称）
100万円
②病院・有床診療所
25万円＋（5万円×許可病床数）
無床診療所（医科・歯科）
25万円
薬局・訪問看護事業者、助産所
20万円
[対象経費]
補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる新型コロナウィルス
感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です。（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。）
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、材料費、水道光熱費、
燃料費、修繕費、医薬材料費）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、委託費、使用料及び賃借
料、備品購入費
＊本補助金は令和3年度の補助金であり、令和2年度の経費は対象になりません。

申請書の提出
（1）提出期限

令和3年9月30日（当日消印有効）

（2）提出方法

以下へ郵送してください。
住所：〒119-0397 銀座郵便局留
宛先：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保
支援補助金担当 宛

（3）提出書類 [申請する経費の支出が全て終わっている場合]
①交付申請書(第5号様式)
下記の厚生労働省ホームページから
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
ダウンロードしてください。
④ (「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)
「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明
する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
⑤申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
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[申請する経費の支出が全て終わっていない場合]
①交付申請書(第3号様式)
②申請書の別紙
下記の厚生労働省ホームページから
③厚生労働省への請求書
ダウンロードしてください。
④ (「診療・検査医療機関(仮称)」の場合のみ)
「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県から指定を受けたことを証明する書類
(都道府県の指定通知書等の写し)
※事後に事業実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいて
ください。
※ 提出書類① ～ ③は以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして記
載してください。
URL : https://www.mhlw.go.ip/stf/newpage 17941. html
※ 提出書類④は、都道府県から指定通知書や指定証明書などの交付を受けてください。
本補助金の申請日時点で指定通知書等に記載された指定期限が切れている場合( * )は、申請日時点
で診療・検査医療機関(仮称)の指定期限内である指定通知書等を入手した上で申請するようお願い
します。*例えば、指定期限が令和3年3月31日までとされている場合等。
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No 5 加入中の「節税保険」
将来的にどうしたらいいのか？
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

ＩＦＡ 髙岸 伸二

今まで安易に売られてきた「節税保険」についてのメンテナンスについてアドバイスさせて頂きます。
ご存じの通り、節税保険、節税ならず。実は、納税の先延ばしでした。
「今期の利益はいくらですか？」
「2000万円だよ」
「じゃあ1000万円、保険で行きましょうか、税金に持っていかれても無駄でしょう」
これで保険が決まっていたのです。こんな売り方で、経営者に勘違いをさせていました。
【節税保険のポイントは2つ】
①生み出される利益と現金をどうコントロールするのか
②解約後なくなる保障をどうするのか
節税保険では含み益と言って、保険料を損金算入し現金と利益をプールしてきました。使う用途があ
るときに、これを解約して現金と利益を生み出します。
これを、使い道が明確でない中やっていた法人が多くあります。保険は続けるか解約かしかないと思っ
ているようです。
そこで、今あるもの（既契約の節税保険）から埋蔵金を掘り起こし、もう一度お金を経営に再投入す
る方法をいくつか提案します。
【節税保険からお金や利益を取り出す方法】
①解約
②部分解約
③契約者貸付
④保険料払込猶予
節税保険を①解約すると、単年度に高額な利益（雑収入）が生まれます。コロナ禍で大赤字の場合に
はそれも活用できますが、普通は高額な課税を避けるために、計画的に現金と利益を取り出すことが望
まれます。
そこで②部分解約です。一度に解約しないで、何年間かかけて計画的に部分解約し、利益（雑収入）
を得て、部分解約した後（減額した後）の保険料を損金算入します。戻ってきた一部解約金（現金）で
保険料を支払います。保険料は下がるので、経費節減も同時にできます。
計画的な部分解約で、毎年現金と利益を生み出す。コロナ禍において、取り出した現金は次の収益を生
み出す資金にもなるでしょう。
③契約者貸付は、普段は金利がかかりますが、コロナ禍においては無利子のところもあります。保険
会社から借りるので雑収入になりません。現金だけ必要な場合は契約者貸付、現金付き利益が欲しい場
合は解約をお勧めします。
④保険料払込猶予もあります。コロナ禍に対する救済処置として、見舞金を出した保険会社もありま
した。
こういった措置を取っている保険会社の情報も提供してもらいましょう。
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経営においては、現金も利益も大切です。それをうまくコントロールし、メンテナンスします。解約、
部分解約、契約者貸付、期間短縮、変換など、それぞれの手法を行うと、どんなタイプのお金が手元に
届くのか、保険料という支出を抑えることができるのか。
経営環境の変化にともない保険のメンテナンスの選択肢を提示できるアドバイザーの必要性も重視さ
れるべきでしょう。
【節税保険解約後の保障】
節税保険とは、解約前提の保険です。
例えば、契約10年目に解約すると保険料支払い総額の９０％が貯まっている。この解約返戻金が最
大になる時期を過ぎて、11年目だと返戻金が下がります。そして、いずれ解約返戻金はゼロになりま
す。
このように解約前提の保険は、解約すると当然保障がなくなります。
法人と経営者は一心同体です。経営者が倒れたとなると、そのとたんに収益も落ちるし、事業は傾き
ます。経営者に万が一の場合、銀行の借入金の返済や、職員の給料支払いや経費などの運転資金、取引
先への支払いなど、しっかりとした事業保障が必要になってきます。
遺族への保障である（死亡）退職金支払い財源も必要です。
経営者が働けなくなるリスクにも配慮しましょう。
がんもあります。早期発見で治療し、再び事業に戻ってくることが、経営者の使命です。
法人の経費でがん保険を掛ける方法もあります。
病気ではなくても、コロナのような事態で、営業停止といったことも考えられます。収益減の準備も
考慮に入れる時代です。
保険料が安い掛捨て型の定期保険（10年定期保険）など、保障もあり経費を抑えられるものを検討
するのもいいでしょう。今は低金利なので、掛捨て保険が史上最高に安い時代です。
その他にも付加価値のある、経営者の就業不能のリスクに備える保険、特に３大疾病（がん・急性心
筋梗塞・脳卒中）になったとき病気に打ち勝って現場復帰ができるしっかりとした保障のある保険がい
いでしょう。
既に入ってしまった節税保険をどうしたものかと考えあぐねている経営者は多いかと思いますが、何
もしないで放っておくことはお金を失うこと、つまり損になります。
プロだからこそできる保険のメンテナンスを、この機会にうけてみることをお勧めします。
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No 6

「コロナ禍での変化を見直しの機会に」
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による医療や介護事業への影響をいち早く捉え、自医院の運営見直しの好機とし
て取り組んでみてはいかがでしょうか。目先の経営面への影響もありますが、10年20年先まで見据え
て、この地域社会にはどの様な医療やサービスが必要なのか検討してみることが重要です。
医療や介護業界における2025年問題は目前に迫っています。既に国の政策も人口減少や高齢化比率
が高まる2040年を見据えた政策に移りつつあります。このような状況下では医療機関や介護事業者も
長期的な視点で、事業継続のために取り組むべき課題を明確にし、実践していく必要があるのではない
でしょうか。
国立社会保障人口問題研究所の推計では、2045年における65歳以上人口の割合は大半の都道府県
で35％を超えます。しかし、2045年の65歳以上人口の数自体は2015年と比較して減少する県もあ
ります。（栃木県はやや増加）大幅に増えるのは首都圏など大都市圏のみです。従って多くの県では患
者や介護サービスの利用者数減少が想定されます。既に東北地方の一部では、高齢人口の減少が始まっ
ています。

緊急事態宣言による患者の減少
新型コロナウイルス感染症の流行は、こうした医療・介護ニーズの変化を前倒しで顕在化しました。
第１回目の緊急事態宣言が発令された昨春は、多くの医療機関で大幅な収入減となりました。昨年12
月の時点でも依然として前年を下回る傾向がみられました。介護事業者も同様の傾向です。従って昨年
１年間の収入が前年を下回った医療機関や介護事業者はかなりの割合を占めていました。
現在では受診抑制や介護サービスの利用控えは収まりつつあります。ワクチン接種が始まり以前と同
様な状態に戻る可能性はありますが、戻らないだろうと予測する人もいます。医療機関の『機能を見直
さなければ』という危機感も、昨今の患者さんの増加により、多くは薄れつつあります。しかし長期的
な視点で捉えると、人口減少や高齢化、国の施策（自己負担の増加等）などによる、医療や介護ニーズ
の減少は避けられません。人口減少時に対応した取り組みが早急に必要ではないでしょうか。

地域密着の重要性
人口減少・高齢化の進展は地域により異なります。しかし我が国の人口減少傾向には歯止めがかから
ず、いずれはどの地域でも人口減少・高齢化問題が発生します。厚生労働省の『保健医療2035』によ
れば
①均質のサービスを全国に行き渡らせる時代から、各地域・現場主導でサービスの質向上と効率化を
目指す時代への転換
②住民の行動様式や住居・コミュニティーの状況を考慮してサービスの在り方を決める
という方向性が示されています。
このように医療機関や介護事業者にとっては、地域にどれだけ密着したサービスを提供できるかが重
要になると考えられます。
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医療機関の対応
2045年問題を念頭においた今後の医療や介護ニーズの変化は、次のようなものが考えられます。
①新型コロナウイルス禍での患者・介護サービス利用者の減少
②診療報酬・介護報酬の抑制
③人口減少・高齢化の進行
④年金減少による生活費等の減少
⑤高齢者の価値観の変化
⑥医療や介護の予防事業の拡大
このような変化に対応するため、地域における自医院の役割を見直し、将来を見据えた計画策定が早
急に求められています。高齢者をはじめ多くの人の価値観が物から精神的な豊かさに変化しつつありま
す。患者さんの心に寄り添い生きがいを追求し地域のコミュニティーとしての役割を担おうではありま
せんか。その為には次のような方策もあります。
①病棟構成の変更・機能分化
②外来診療体制の見直し
③保険外サービスの拡充
④職員の地域に貢献する意識の確立（健康教室など）
⑤介護施設などとの関わり方の見直し
⑥小・中学校との連携
⑦スポーツクラブ等との連携
以上のような施策を検討し、地域社会と積極的に関わり「日本一健康な街づくり」に貢献できる医療
機関を目指してみてはいかがでしょうか。誰もが健康で長生きを願い、家族に迷惑をかけることの無い
人生の終末期を望んでいます。医療機関には、ぜひその一役を担っていただきたいと思います。
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No 7 このような時だからこそ、
基本に立ち返る接遇の必要性
（有）エファ

代表取締役

菊地

理恵

日本中がストレスを抱える最近、ちょっとした事でクレームを言われたり、患者様から当たられてし
まうといった状況が増えてきている傾向にあるようです。対応は以前と変わらず行っていたとしても、
受け止める相手の意識に変化が生じてきているのかもしれません。このような時期だからこそ、もう一
度接遇の基本に立ち返り、現場でイヤな思いをなさらぬよう振り返ってみてはいかがでしょうか。

１．《患者様から安心してもらえる配慮が出来る接遇》
病医院の受付には、さまざまな方が訪れてきます。① 身体の不自由な方、② 高齢の方
など、より多くの心遣いが必要と思われる人々がいます。そのような方々に対する接遇は特に優しさや
安心していただける配慮が今まで以上に必要といえるかもしれません。
①（身体のご不自由な方々への接遇）
身体がご不自由な方々に接する態度（気持ち）としては、一般の患者様と同じです。
ただ、より必要とされる心遣いというのは、来院してから用件を済ませるまでの過程において支障なく
進むようにするということです。歩行の不自由な方には椅子の用意、目の不自由な方にはより細かな説
明と適切な誘導、耳の不自由な方には筆談の用意など、その患者様の個別事情に合わせたキメの細かい
目配り･気配り･心配りの対応が望まれています。
②（高齢の方への接遇）
高齢の方に対しては、足腰が弱ってきたり、耳が遠くなってきたりと、こちら側の思うような動きや
反応が得られない事もあります。忙しい中での対応だとは十分理解できます。患者様のペースに合わせ、
本人、又は付き添いの方にも分かるような説明と誘導が求められます。

２．《信頼していただけるような電話対応》
電話は相手の顔や姿が見えません。それだけに電話を受けた相手は受話器から聞こえてくる声だけで
相手の人柄やその職場を評価することになります。電話では、より一層相手に対する心遣いが必要にな
ります。

①〈見えない相手でも礼儀正しく〉
電話では、相手が見えないという気持ちからつい油断しがちになりますが、電話の音声にはその人の
態度や、感情、表情が表れ、その場の状況やその場の雰囲気までが伝わってしまうものなのです。相手
は目の前にはいませんが、音声を通して自分が相手から丸見えであるということを忘れてはいけません。
心の中で、いや実際に〝お辞儀〟をするぐらいの気持ちが大切なのです。
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②〈言葉ははっきりと明瞭に！〉
なるべく専門用語は避け、平易な分かりやすい言葉を選びましょう。又、分かりにくい発音や間違い
やすい発音は避け、声の大きさも相手に聞こえるように、今はマスクをしたままの対応ですのでカツゼ
ツの良い聞きとりやすい口調を心がけていくことが必要です。
➂〈温かみのある対応を〉
言葉の丁寧さだけでなく、相手から親しまれるような対応をしていく上で、語尾は柔らかく、決して
強い口調にならぬよう常に心がけていくことが大切です。
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No 8 酸化マグネシウム製剤の副作用にご注意ください！
出典：医薬品医療機器総合機構PMDA

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

酸化マグネシウム製剤は緩下剤や制酸作用の目的で広く使用されている薬剤ですが、長期服用等によ
り高マグネシウム血症を発症し、死亡などの重篤な転帰をたどる症例が報告されています。今回は事
例とともに、処方時に患者へ副作用の指導をする際の留意事項をみていきましょう。

高マグネシウム血症の事例
事例①

 酸化マグネシウム製剤を定期内服していた80代女性の患者
 内服の使用理由は不明
 意識消失のため救急搬送、ショック状態のため挿管管理・輸液負荷・カテコラミン
開始。採血により、血清Mg値10.7ｍｇ/ｄLと判明
 ICU入室後、血液透析となる

事例②







便秘症のため酸化マグネシウム製剤を内服していた70歳代男性
既往は慢性うっ血性心不全、長期持続性心房細動、慢性腎不全
呼吸困難・悪心があり救急外来を受診、慢性うっ血性心不全増悪のため入院
入院後も悪心・食欲不振が継続
来院18日目、悪心・食欲不振鑑別のため採血を実施し、血清Mgが高値のため、酸
化マグネシウム製剤の内服を中止
 来院20日目、悪心・食欲不振が改善
 来院43日目、血清Mgは正常値となる
＜臨床検査値＞

来院3日目

来院18日目

来院43日目

-

4.2

2.0

Mg(mg/dL)

高マグネシウム血症の症状
初期症状： 悪心・嘔吐、血圧低下、徐脈、皮膚潮紅、筋力低下、倦怠感、傾眠 等
！血清Mg濃度が高値となると
深部腱反射の消失、呼吸抑制、低血圧、意識障害、房室ブロック、伝導障害等の不整脈、心停止

発症しやすい患者

 酸化マグネシウム製剤を長期間服用中
 腎障害がある ■ 高齢者 ■ 便秘症

発症・重篤化防止、早期発見のために
 上記の高マグネシウム血症が発症しやすい患者には、定期的に血清マグネシウム値を測定するなど
特に注意します
 漫然とした処方を避け、必要最小限にとどめます
便秘症の患者は、腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても、重篤な転帰をたどる例
が報告がされています
 患者に高マグネシウム血症の症状があらわれた場合には服用を中止し、直ちに医療機関を受診する
ように指導します
【出典】(all accessed on 2020-09-24)
医薬品医療機器総合機構PMDA,“酸化マグネシウム製剤 適正使用に関するお願い -高マグネシウム血症-.” https://www.pmda.go.jp/files/000235889.pdf
医薬品医療機器総合機構PMDA,“医薬品・医療機器等安全情報 No.328.”https://www.pmda.go.jp/files/000208517.pdf.
医薬品医療機器総合機構PMDA,“酸化マグネシウム錠500ｍｇ「ヨシダ」.” https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2344009F4069_1_04
【お問い合わせ先】

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

医療・介護コンサルティング部
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TEL：03-3349-3501

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

◆ 『よろず相談窓口』のご案内
栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を
提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
相談につきましては無料で行っております。

よろず相談窓口
医業経営ライフ・コンサルタント事務局
電話 ０２８－６００－１１７１
＜税務・会計業務＞
医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策
などを始めとして、医業経営をサポートいたします。

＜職員研修業務＞
接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な
職員指導で接遇向上をサポートいたします。

＜医療法人申請業務＞
医療法人の設立は一般法人と異なり専門性が求められています。平成１９年４月には医療
法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分
野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。

＜リスクコンサルタント業務＞
生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で
きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に
活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、
実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。

＜病院機能評価取得支援業務＞
令和３年６月現在、全国２０８１病院が認定されています。特に難しい基準が求められて
いるのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの検
証結果に対して認定がなされます。
病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ
ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。
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＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞
医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら
ない限り、生きたシステムとして定着しません。
また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中
で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

＜Ｐマーク取得支援業務＞
個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。
医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに
情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制
の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。

＜開業支援業務＞
開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化
している公認会計士・税理士が支援いたします。

栃木県医師会・認定『医業経営ライフコンサルタントグループ』
の活動理念
１．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。
２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。
３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を
提供して、最善の助言をする。
４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。
５．法令・業法の規定をすべて厳守する。
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栃木県医師会・認定医業経営ライフ・コンサルタントグループ
このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。
私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、
従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。
医業経営コンサルタントとは･･････
（社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実現
を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。

ＭＤＲＴとは･･････
Million Dollar Round Table (MDRT) は世界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。
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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
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アンケートご協力のお願い

医業経営ライフコンサルタントグループの活動（医業経営セミナー・ニュース等）の中に、
皆様からの貴重なご意見・ご要望をできる限り反映させていきたいと考えております。
今後取組んで欲しいものなどございましたら、お気軽にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。

◆コンサルタントＮＥＷＳについての
ご意見をお聞かせください。
（

）役にたつ

（

）目を通すが役にはたたない

（

）読んでいない

（

）その他

◆本号の中で、特に興味をもってお読みいただいた記事は
どれですか？○表示をお願いします。＜複数回答可＞
No

タイトル

１

一口相続・知って得する豆知識

２

相続した土地の制度の一部見直し

３

病医院の損益分岐点分析

４

令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・
医療提供体制確保支援金（厚生労働省）

５

加入中の「節税保険」、将来的にどうしたらいいのか？

６

「コロナ禍での変化を見直しの機会に」

7

このような時だからこそ、基本に立ち返る接遇の必要性

８

酸化マグネシウム製剤の副作用にご注意ください！

◆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？

◆医業経営セミナーに対してのご意見、または、ご要望等がございましたら、ご記入をお願いします。

※アンケートのご記入ありがとうございました。ご記入いただきました内容は、上記サービスのご提供、および今後の
当グループ活動の参考とさせていただくことを目的としたものであり、それ以外の用途では使用いたしません。

２

「保険管理表作成サービス」を申込みます。
ＦＡＸ または お電話 にて お申込みください。

貴医院名：

よろず相談窓口

ご担当者：

FAX ０２８－６２７－２３７２
（TEL 028-600-1171 直通）
担当：大島・半田

電話番号：

「承継相談窓口（無料相談会）」
申込書
ご希望のコンサルタントの相談日時に○印をご記入いただき
ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。
承継相談窓口
担当（大島・半田）

ＦＡＸ ０２８－６２７－２３７２
（ＴＥＬ 028-600-1171 直通）

【宇都宮市】
◆税理士法人ＴＯＣ英和
代表社員 税理士
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

９月１６日（木）

１０時～１２時

１０月２１日（木）

１０時～１２時

１１月１８日（木）

１０時～１２時

９月１６日（木）

１０時～１２時

１０月２１日（木）

１０時～１２時

１１月１８日（木）

１０時～１２時

荻原英美

添田

守

◆税理士法人 アミック＆パートナーズ
代表社員 税理士 谷中田 悟
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

井上 直人

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

髙岸 伸二

【足利市】
◆浅沼みらい税理士法人
代表社員税理士 浅沼孝男
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

小野博史

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

医療機関名：
氏名：

（役職

）

氏名：

（役職

）

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

参加予定人数

名

