第８５号 令和３年１１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

税務調査のとらえ方

税務・会計

税制改正と医療機関の税金

２

消費税について、インボイス制度の事前登録が始まりました

医業経営

病医院の運営・組織化政策

３

損益分岐点分析と経営改善

法律・行政

医療機関に関係する法律・制度

４

医療法人の業務範囲

保険・金融

医療関係者が知っておきたい保険の知識

５

保険金が受け取れなかった？

医業経営

クリニックの増収増益戦略

６

「コストの見直しを図る」

人事・接遇

人事・接遇マナー

７

クレーム増加の背景と対応法

医療安全

医療機関に関わるリスクマネジメント

８

コロナワクチン、拒否する理由とは？

◆ 『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

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 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

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

１１月１８日（木） １０時～１２時
日時

１２月１６日（木） １０時～１２時
１月２０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

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

ＴＥＬ ０２８－６00－1171（直通）
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ＦＡＸ 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

配偶者

目的

件数

死亡保障

1

5,100 万

1

１万 円 / 日

医療

保険金額

目的

件数

死亡保障

1

1,000 万

件数

保険金額

目的

死亡保障

死亡保障

目的

死亡保障

事業

件数

自動 車 1

目的

1

自動 車 3

賠償責任

相続

相続

相続

相続

自動 車 4

ゴルファー

年金

年金

年金

年金

火災（建物 ） 1

貯蓄

貯蓄

その他

その他

保険金合計

1

3 万円 / 日

1

300 万

貯蓄

1

100 万

その他
3

1,300 万

保険金合計

1

100 万

保険金合計

証券 No.

医療

契約者

被保険者

加入
年齢

目的

自動車
1

件数

建設工事

火災

利益

地震

デリバティブ

傷害

貨物
その他

地震（建物 ） 1

介護費用

賠償責任

その他

火災（家財 ） 1

積立保険

個人情報

その他

その他

信用保証

その他

地震（家財 ）

1

家財の地震保険が未加入です
単位：円

保障内容

受取人

件数

動産総合

単位：万円

契約日

目的

所得補償

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
保険会社

保険金合計

件数

傷害

自動 車 2

貯蓄

保

保険金額

がん

その他

命

件数

医療

貯蓄

生

目的

がん

その他

目的

保険金額

個人

医療

年金

契約

件数

ご家族 3

がん

相続

5,100 万

目的

ご家族 2

医療

がん

2

保険金額

医療

がん

保険金合計

損 害 保 険

ご家族 1

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

死亡保障

○○生命

××××××

H20/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期付終身

65 歳

5,000

1,000

死亡保障

○○生命

××××××

H22/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

定期

20 年

20 年

1,000

500

ー

貯蓄

○○生命

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○歳

○○ ○○

養老

20 年

20 年

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

55 歳 / 終身

300
ー
100
ー

その他

5 千 円 / 日 三大疾病
生存給付

払方

保険料

連絡先
年間

電話番号

月払

22,300

267,600 ×××-×××
×××-×××

月払

13,000

×××-×××
156,000 ×××-×××

月払

12,300

×××-×××
147,600 ×××-×××

月払

10,000

×××-×××
120,000 ×××-×××

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 ×××-×××

育英資金

×××-×××

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

合計

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/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

○○ ○○

○○○○○○

××××××

H18/○○/○○ ○○ ○○

○○○○○○

××××××

H25/○○/○○ ○○ ○○

契約者

被保険者

受取人

保険種類

保険期間

払込期間

補償額

無制 限

払方

月払

保険料

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

×××××××××××××

×××-×××

1,00 0

年払

20,000

20,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

5,00 0

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

一時払

5,00 0

一時払

18,000

18,000

×××××××××××××

×××-×××

終身

50 歳

0. 5

月払

7,000

84,000

×××××××××××××

×××-×××

1 年

１年

20

月払

4,000

48,000

×××××××××××××

×××-×××

1 年

１年
一時払

2,00 0

一時払

1 年

１年

1,00 0

1 年

１年

ゴルファー

3 年

○○ ○○

ゴルファー

3 年

○○ ○○

○○ ○○

医療

○○ ○○

○○ ○○

更新漏れのチェックができます

777,600

連絡先

保険料

補償内容

保険会社

契約日

64,800

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

重複加入が分かります

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
「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。
-2-

◆ 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

202１年９月２日（木）
午後7時～8時００分

所得税強化時代の資金繰り改善セミナー
第２回

実施済み
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）

中止

第３回

講師

有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

Ｗｅｂ会議
で開催
202１年１１月２５日（木）
午後7時～8時３０分

病医院のコスト管理
第４回

講師

税理士法人アミック＆パートナーズ 公認会計士 谷中田 和希

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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【病医院経営者とご家族の方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！

地区

回目

第１回

タイトル

日時

クリニック経営、事業承継準備にもプラスとなる人生全体の資金
効率改善とマネー戦略について

2021年
11月2日（火）
午前10時30分
～12時00分

講師

第２回

定員10名 参加費２0.０００円（全４講分）

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 小野 博史

2021年
11月9日（火）
午前10時30分
～12時00分

＜経営戦略＞
１.コロナ後の経営戦略
２.事業承継時の経営戦略

講師

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川俣 喜弘

宇都宮市
2021年
11月16日（火）
午前10時30分
～12時00分

＜労務・人事＞
第３回

１.コロナ禍での重要改正の
ポイント
２.事業承継時の労務戦略

講師

第４回

浅沼みらい税理士法人 常務執行役員 川村 浩

＜事業と財産の承継実務＞
１.失敗しない財産承継の税務
ポイント
２.個人経営・法人経営での事業
承継実務

講師

場所

2021年
11月30日（火）
午前10時30分
～12時00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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Ｗｅｂ会議
で開催

◆ ライフ・コンサルタント通信

No １ 院長の身近な税務
税務調査のとらえ方
税理士法人ＴＯＣ英和 代表社員税理士 荻原英美

1、はじめに
事業を営む者にとって、税務調査は避けられない課題であります。
私共の事務所においても、数えきれない税務調査を経験し、税務処分に対する抗弁と処分において、
顧客の関与先と多くの悲喜発展の歴史を繰り返してきました。
思い出深い事件は、ある医療法人の院長退任にあたり1億5千万の退職金を分掌変更退職金として支
払をした事件は一年猶予の税務署とのやりあいになり、夜もろくに眠れぬ事件が、無事当方の主張
が認められて解決した時の安ど感は忘れられない一件です。
ご承知の通り退職金での会社損金算入は法人税の大幅軽減と、個人所得税の圧倒的に有利な税負担
になります。退職金が否認されると役員賞与になり、法人税は損金算入が認められず、さらに個人
所得税は給与になり大幅な税負担の生じる事件でありました。
2、申告納税制度と税務調査
日本国の法人税、所得税は封建時代の賦課課税制度から国民が信ずるところにより、自らが記帳
し、帳簿保存し、証拠書類を提供する、開かれた申告納税制度という自由民主主義国家の象徴であ
る。1反当たりいくらのコメが取れるのだから、これだけの年貢米を納めよという、過酷な納税制
度から解放された、自らが所得金額と税額を決定し申告納税する近代国家であります。
税務調査は申告納税制度のもとで納税者が自主的に行う申告内容についての適正性の確認や租税法
上の取り扱いにかかる指導などを通じて、租税法に定める納税義務の適正な履行の確保を目的とし
て実施されるものです。昭和36年7月付け政府税制調査会「国税通則法の制定に関する答申」は
「税務調査員の質問調査権等の的確な行使は、すべての納税義務者をして租税法に定める納税義務
を確実に履行せしめることの担保となるものである。したがってそれは租税行政上の公平を確保す
る枢要の担い手となる」と述べている。
3、任意調査と強制調査
今年2021年5月に売り上げ25億ある会社の税務調査が2人の税務調査官により行われた。他の
税理士事務所より移ってきた顧客で、前回の調査で多額の棚卸在庫漏れが発見された経緯のある会
社である。当事務所に移ってから、納品書、仕切り書、仕入れ先の会社写真、購入担当者署名、請
求書の整備等々、パソコン管理を徹底させた。在庫は毎月数量、単価、金額の数字と経理部門の数
字を一致突合するように改革させた。調査官がそれらの3年間のデータをアウトプットするように
要求されたが、期末3か月だけにし、主要3品目に限って提供することで目的は達成できることを提
案し、無駄な時間と膨大な紙のアウトプットを防いだ。
今回の調査は国権に基づく強制調査でなく。納税者の承諾があって初めて調査。ができる任意調査
であったので、納税者の要求が通ったということです。任意調査についての国税通則法の見解は次
のとおりである。
任意調査とは、課税庁が納税者の協力を得ずして、強制的に行うことができない調査である。質
問検査権に基づいていて行われる。ここにいう「任意」とは「納税者の協力を前提にした」という
意味である。したがって納税者の反対を押し切ってまで強引に調査を行うことは許されていないが、
だからと言って、調査を拒否することが許容されているわけではない。例えば調査を拒否するもの
に対して罰則が設けられており、そのような意味では、任意調査といっても、間接的な強制力を
持っていると思われる。
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4、課税要件
税務調査が行われて、事実の認識に見解の相違があるとき、その事実が課税要件に該当しなければ修
正申告案件にはならない。税務調査の目的は、あるいは効果は、基本的には「納税義務の成立」または
「権利と義務の成立」にある。
課税要件は法律で定めることが必要である。法律で定めればよいだけでなく、明確に定めることも必要
であります。即ち「課税要件法定主義」と「課税要件明確主義」です。
それでも法律の規定は一般性・抽象性の決め方によらざるを得ないことがある。その時税法規定の文章
を「法解釈」することが必要になり、そして「裁判例」、「裁決例」となる。これらの例により一般性
を持つルールになり、いわゆる「規範」と呼ばれるものになる。こういう要件をみたす「事実」があっ
たかどうかを検討するのが、「事実認定」という「証拠」によって裏付けられて、課税要件を満たすこ
とになる。
先の分掌変更による退職金1億5千万の損金算入が認められた理由は『事実認定』の分野で、納税者側
の主張が認められた結果であった。
5、税務争訟の構造
税務署長は納税者の申告した所得金額や税額の計算が法律に照らして誤っていると認められる場合に
は、更正処分や加算税の賦課決定処分を行うことができる。また、納税者が税務申告をすべきにも関わ
らず、申告をしなかった時には、所得金額や税額を確定する決定処分をすることができる。
さらに、税務署長、国税局長、又は国税庁長官は各種課税上の申請や請求に対する承認や認定、拒否等
の処分を行っている。
このような国税に関する処分に納得できない納税者が不服申し立てする制度として「再調査の請求」と
「審査請求」との二つが認められている。これら不服申し立ての結果につき不服がある場合は「訴訟」
を提起することができる。
平成26年6月の税制改正により国税の不服申し立て手続きが改正され、従来の「異議申し立て」が
「再調査の請求」と改称された。その改正を機に再調査請求期間については、処分のあったことを知っ
た日の翌日から起算して3か月以内に伸長された。
上記再調査の請求決定を経た後の処分になお不服がある納税者は、次に国税不服審判庁に審査請求をす
ることができる。その場合の審査請求期間は再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して
1か月以内である。
平成26年6月の税制改正以前は、異議申し立て前置主義がとられて、原則として異議申し立てを経な
ければ、審査請求はできなかったが、当該改正後は、納税者の選択により、再調査請求を経ずして、直
接審判所長にたいして、審査請求しても良いことになった。この場合の審査請求期間は、処分があった
ことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。裁決に不服がさらにある時に初めて裁判所に対
し「訴訟手続」となる。
審判所の裁決事例を見ると、訴訟が主として高度な法律解釈や事実認定が争われるのに対して、審査
請求は極めて実務的、実践的な処理に関する事案が多い。
裁決において、審査請求人(納税者)の主張が認容され、原処分庁の主張が排斥されても、原処分庁は訴
訟を提起することはできない。審判所長の判断は、行政庁としての最終判断であるからである。裁決で
示された法律解釈や事実認定は行政庁(国税庁)の最終判断となり、わたくしたち実務家の指針となる。
また裁決書を読みほどくと、裁決書はあくまでも行政文書であるので、裁判上の判決文に比して、用語
や文章等が簡潔で平易である。その点では訴訟の判決内容を検討するときには、裁決書を参照すること
が有用であると考えます。
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No ２ 消費税について
インボイス制度の事前登録が始まりました
浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士

浅沼 孝男

1.今までとこれから
日本の消費税において、「インボイス制度」が導入されます。海外では既に多く採用されている制
度です日本では消費税の導入以降、「帳簿控除方式」でした。これは、商品やサービスを購入して代
金を支払った「買い手側」の消費税の申告において、代金を受領した「売り手側」が消費税の申告義
務のあるなしに関わらず、「帳簿にその支払い」を記載し、「所定の請求書や領収書」があれば、支
払った消費税の控除ができるという制度です。
つまり、「支払った消費税」は売り手側によって「納税される」という「紐づけ」は、制度上、厳密
にはありませんでした。

これが、「令和5年10月1日」より、商品やサービスを購入した「買い手側」は、税務署から付与
された「登録番号」などの「決められた事項」を記載した「適格請求書(インボイス)を受領」し、加え
て帳簿記載をしない限り、消費税は控除できなくなります。逆に言えば、商品やサービスの「売り手
側」は、「適格請求書を発行」しなければ、買い手側は消費税の控除できないこととなります。
このインボイス制度の開始にあたり、「適格請求書発行事業者の事前の登録制度」が、制度開始2
年前の「令和3年10月」よりスタートしました。
2.医療機関と消費税
消費税の申告義務の収入ラインは、2期前(2年前)の消費税の課税収入が1,000万円超の事業者です。
医療機関の場合には、社会保険医療など多くは非課税であり、課税となる収入は、インフルエンザ
予防接種や人間ドックなど健康診断・文書料・美容整形など個別に決められており、それらの収入の
2期前(2年前)が1,000万円超か否かで、当期(当年)の申告義務が判定されます
今後、インボイス制度の開始とともに、「会社や個人事業主」など「事業者」からの消費税の課税
収入がある場合については、対応の検討が必要です。
「1,000万円を超えている医療機関=消費税の課税事業者」は、消費税の申告義務がありますが、今
後は、「事業者」からの課税収入については、その事業者が「消費税の控除」をする場合には、自院
として「適格請求書発行事業者」の登録を税務署に行い、後述する決められた記載をした「適格請求
書」を発行し、登録番号などの表示を行う必要が出てきます。
登録を行わない場合には、支払いをする事業者は「消費税の控除ができない」こととなります。こ
れらの点の経営面・事務面からの考慮・検討が必要となります。
「1,000万円以下の医療機関=消費税の免税事業者」では、更に検討が必要です。現在は免税事業者
ですので、消費税の申告義務はありませんが、免税事業者は「インボイス」の発行はできないため、
「事業者」からの消費税の課税収入がある場合に、支払いをする事業者は消費税の控除ができません。
それらの事業者が控除できるようにするためには、インボイスの発行が必要ですが、その場合には、
自院が「消費税の課税事業者」になり、「消費税の申告納税を選択」する必要があります。
それぞれの医療機関で、課税収入の金額や内容、事業者の割合がどれくらいか、課税事業者となっ
た場合の納税コストはいくらかなども含め、経営面・事務面からの考慮・検討が必要です。
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3.適格請求書とは
次を記載した請求書・領収書などを言い、手書きでも可です。
(1)発行者の氏名又は名称、及び税務署へ申請し発行された登録番号
(2)取引年月日 (3)取引内容 (4)適用税率と税率ごとの税抜又は税込金額
(5)税率ごとの消費税額 (6)交付を受ける事業者の氏名又は名称
4.登録番号とその公表
登録番号の構成は、次のとおりです。
<法人>
「T」 ＋ 法人番号(数字13桁)
<個人事業者など>
「T」 ＋ 数字13桁
※マイナンバーは用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号
税務署の審査を経て登録となると、国税庁の「登録簿」に登録され、次の事項がホームページにて公
表されます。公表事項の閲覧を通して、請求書等の作成者が適格請求書発行事業者に該当するかの確認
ができるようにするためです。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)登録年月日
(3)登録取消年月日、登録失効年月日
(4)法人については、本店又は主たる事務所の所在地 など
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No ３ 病医院の経営管理
損益分岐点分析と経営改善
田島会計事務所 所長

田島 隆雄

今回は、損益分岐点分析を経営改善につなげる解説をします。
Ⅰ．経営の余力を測る経営安全率
損益分岐点医業収益高に対して実績の医業収益高がどれくらい余力があるかを示す指標として経営
安全率があります。

経営安全率（％）＝ １－ 損益分岐点医業収益高
医業収益高

×１００

これは、経営安全率が高いほど、医業収益高の達成度合いが高いことを示しています。
そこで、月額の医業収益高を算出します。
月額医業収益高 ＝ １月当り患者数×稼動日数×１人１日当り点数（平均診療単価）
医業収益高を拡大するポイントは来院患者数を増やすことになります。
Ⅱ．即座に経常利益の実態を把握する
当初の目標値 ・損益分岐点医業収益高 100,000千円
・限界利益率
70 ％
現在の実績の医業収益高が80,000千円と100,000千円の2つのケースを想定します。この場合に、
それぞれどれくらいの経常利益になっているかを測定します。但し固定費は所与のものとします。
実績医業収益高
ケース① 80,000千円の場合
(100,000千円－80,000千円)×70％＝14,000千円の赤字
ケース② 120,000千円の場合
(120,000千円－100,000千円)×70％＝14,000千円の黒字
Ⅲ．損益分岐点分析の活用
損益分岐点分析をとおして自院の損益目標や増患対策、損益改善の課題などを把握して、全てのス
タッフがそれを共有することが非常に大切となります。通常、損益分岐点分析は次のように行なわれ
活用の仕方を考えます。
① 過年度の損益状況を分析します。
② 次年度の損益分岐点医業収益高を把握します。
③ 次年度の目標利益と目標医業収益高を決定します。
④ 期中実績医業収益高により予測される期末の実現医業収益高を確認します。
⑤ 実績の評価と対応策により目標へ近付けます。
⑥ 利益計画、損益改善目標のスタッフとの共有と参加意識の高揚を図ります。
Ⅳ．おわりに
新型コロナの影響を受ける中で、患者数を増やすことは非常に難しいと思いますができることから
少しづつ改善し、よりよい医院創りを目指しましょう。明るい未来がきっと訪れるものと期待してい
ます。
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No 4

医療法人の業務範囲
浅沼みらい税理士法人 川俣喜弘

医療法人の業務は、Ⅰ．本来業務、 Ⅱ．附帯業務、 Ⅲ．収益業務、 Ⅳ．附随業務の4つに分かれ
ています。(Ⅲ．収益業務は社会医療法人のみの業務です。)
Ⅰ．本来業務 … 医療法人は病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護
医療院の開設を目的として設立される法人です。（医療法第39条）
Ⅱ．附帯業務 … 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務に
支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、医療法第42条各号に掲
げる業務の全部又は一部を行うことができます。

(医療法第42条)
第１号 医療関係者の養成又は再教育
第２号 医学又は歯学に関する研究所の設置
第３号 医療法第39条第１項に規定する診療所以外の診療所の開設
第４号 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職
員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施
設)
第５号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、
その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防
温泉利用施設)
第６号 保健衛生に関する業務
①薬局 ② 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、 柔道整復
師法に規定するもの。) ③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定
するもの。) ④介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。）
⑤介護職員養成研修事業（地方公共団体の指定を受けて実施するもの。）⑥難病患者等居
宅生活支援事業（地方公共団体の委託を受けて実施するもの。）⑦介護保険法に規定する
訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、 短期入所生活介護、短期入所療養介護、
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護など ⑧介護保険法
にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業
地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業など ⑨助産所（医療法第2条に規
定するもの。）⑩歯科技工所（歯科技工士法に規定するもの。）⑪福祉用具専門相談員指
定講習（介護保険法施行令に規定するもの。）⑫高齢者の居住の安定確保に関する法律第
5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置 (都道府県知事の登録を受けたもの) ⑬
労働者派遣法施行令第２条第１項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でない
と認められる業務から除外されている労働者派遣で一定のもの ⑭障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業として実施する
日中一時支援事業（地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。） ⑮障害者の雇
用の促進等に関する法律第34条に規定する障害者就業・生活支援センター ⑯健康保険法
に規定する訪問看護事業 ⑰認可外保育施設において、障害のある幼児児童生徒に対し、看
護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業 ⑱認可外保育施設であって、
地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件と
してその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの
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第７号
第８号

⑲医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者で
あって、当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院して
いる者、又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから訪
問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行うもの ⑳企業
主導型保育事業㉑産後ケア事業（市町村の委託を受けて実施するもの）㉒海外における医
療施設の運営に関する業務
社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施 (平
成10年2月9日厚生省告示第15号及び本通知の別添を参照)
有料老人ホームの設置（老人福祉法に規定するもの。）

Ⅲ．収益業務 … 社会医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の
業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該
社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に
充てることを目的として、 厚生労働大臣が定める業務（収益業務）を行うことがで
きます。
(収益業務の種類)
日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に定めるもののうち、次に掲げるもの。
①農業、林業 ②漁業 ③製造業 ④情報通信業 ⑤運輸業、郵便業 ⑥卸売業、小売業⑦不動産業、物品
賃貸業(建物売買業、土地売買業を除く。）⑧学術研究、専門・技術サービス業 ⑨宿泊業、飲食サービ
ス業 ⑩生活関連サービス業、娯楽業 ⑪教育、学習支援業 ⑫医療、福祉（病院、診療所、介護老人保
健施設、介護医療院に係るもの、医療法第42 条各号に掲げるものを除く。） ⑬複合サービス事業 ⑭
サービス業
(業務要件)
収益業務については、次に掲げる要件を満たすものに限られるものであり、その規模、内容等につ
いても、規則第30条の35の３の要件を満たすものであるほか、法の規定により設立された法人の行
う業務として社会的に許容される範囲内のものであることに十分留意する必要があります。
Ⅳ．附随業務…開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含
まれず、特段の定款変更等は要しません。(附随業務として行うことが可能）附随し
て行われる業務とは、次に掲げるものです。
① 病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象と
して行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医
療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
② 病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象として行われる業務であって、
当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。
③ ①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に委
託して 行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の前段
に該当するものであるときは、当該法人以外の者への委託は附随する業務とみなし、
①又は②の前段に 該当しないものであるときは、附随する業務に含まれないものと
して取り扱います。
参考：厚生労働省 https://mhlw.go.jp 「医療法人の業務範囲(平成31年３月29日現在)」
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No 5 保険金が受け取れなかった？
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

井上 直人

今回は実際にあった話を二つご紹介します。
３０年以上前の話ですが、ある銀行の窓口に４０歳ぐらいの男性が来店しました。その男性を仮にA
さんとしますと、Aさんは窓口で貸金庫を開けに来ました。当時その支店の貸金庫は、皆様のイメージ
とはたぶん違っていて、銀行の金庫から鍵のかかった頑丈なプラスチックケースを窓口で手続きをとっ
て出してもらうという仕組みでした。Aさんがそのケースを出してもらって窓口で開けたのですが、中
身をみて大きなため息をついていました。窓口の行員が気になって「どうされました？」を聞いたとこ
ろ、中から大量の株券、保険証券などが入っており、その所有者は４年前に亡くなった父親のものであ
るとのことでした。父親は開業医で亡くなったと相続手続きはすべて終了していたつもりだったのです
が、最近この貸金庫の鍵が見つかったので来店したとのこと。遺族は貸金庫のことも中に入っている証
券類の存在も全く知らなかったとのことで、これらをどうするか困ったとのことでした。その後どうさ
れたかはわかりません。保険金に関して申し上げれば、死亡保険金請求権の時効は３年。よく知ってい
る方であればこれを過ぎても保険金が受け取ることもできることがありますので手続きをして受け取り
ができたかもしれません。ですが、保険担当者から時効であるため保険金を支払わないといわれて泣き
寝入りし受け取れなかったかもしれません。せっかく家族のために加入し保険料を払ってきた保険なの
に。
次の話は約１０年前の話です。その方を仮にＢさんとします。Ｂさんは女性。当時６歳のお子様がい
らっしゃる主婦でした。あるときＢさんは幼稚園のほかのお母さまたちと世間話をしていた時に、ある
お母さんが二人目のお子さんを最近帝王切開で出産したとの話を聞きました。そのお母さんは、「帝王
切開は大変だったけど、加入していた保険から給付金が出て助かった」と話をしたのです。Ｂさんは、
自分が子供を産んだ時にも帝王切開だったことを思い出したのですが、そんな話は知らないし保険担当
者からも聞いてないと思ったのです。Ｂさんの担当者はご親戚の方で、当時お付き合いで加入してほし
いと頼まれ保険に加入しました。出産時にお祝いで病院にもきてくれましたが、帝王切開のことは知っ
ていたはずなのに何も言ってくれなかったと、少し不満に感じてしまいました。Ｂさんは早速担当者に
連絡し、知り合いから聞いた話をして、給付金の請求をしたいと申し出をしました。その後、担当者か
ら帰ってきた答えは、帝王切開で給付金が出ることを知らなかった、さらに今だと時効なので支払えな
い、とのこと。Bさんは担当者がご親戚であることから、強くいって親戚づきあいに影響が出るかもし
れないとのことで、しぶしぶ了承したとのことでした。
この２つのお話を読んでいかがでしょうか？せっかく加入した保険なのに受け取りができなければ全
く意味はないのではないでしょうか？確実に保険金（給付金）を受け取るためにこの話を参考にしてい
ただければ幸いです。
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No 6

「コストの見直しを図る」
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の影響がまだ続く中、各医療機関様は自院の経営成績の状況について大変気を使
われているのではないでしょうか。前回のタイトルでは大きく3つの観点からの見直しを提言しました
が、今回はコスト面での見直しを提言したいと思います。
医療機関におけるコストは、病院会計準則に従うと以下の6つに分類されます。
①材料費
②人件費
③委託費
④設備関係費
⑤研究研修費
⑥経費
今回は人件費を除いた場合に、主な項目である①材料費と③委託費の見直しに注視したいと思います。
①材料費
材料費の内訳は主に、医薬品費、診療材料費です。毎年薬価交渉等、卸会社様と交渉されていると思
いますが、卸会社の利益率は一桁、コロナの状況で今期は不明ですが、メーカーの利益率は二桁です。
これを見ると卸への交渉がかなり難易度の高いものだとわかります。それでは交渉の得手不得手は別に
してどう管理体制を見直せばよいのか。概ね以下のような原因が考えられます。
・1メーカー1卸ではなく、1メーカー複数卸の状況になっており、非効率となっている。
・卸業者がそもそも多く、集約化して交渉の余地を広げる。また、発注作業や納品作業で発生する手数
料を削減する。
・採用品目数が多いため、後発医薬品への切り替えが進められていない。また、新薬を積極的に採用す
る傾向にあり、コストが上がりやすい。
色々と記載しましたが、一言で表せば効率性と効果性を重視することです。材料費は医業費用に占め
る割合が病院もクリニックも一定程度発生します。また、医薬品や診療材料は医師にとっても重要な医
療行為になります。医療の質を下げることなく、院内の取り組みを工夫することで、自院にとっても、
取引先の企業にとっても、お互いにメリットになる管理体制の構築を図ることが望まれます。
②委託費
材料費の次に負担が大きいのは設備関係費か委託費だと思われますが、設備関係費は病院かクリニッ
クか、もしくは診療科によっても差が大きく出てしまうので、今回は一般論的に委託費に絞ってみよう
と思います。委託費も材料費同様に、単価と数量の組み合わせになります。数量自体は院内での運用方
法見直しにより、削減は図れますが、クリニック等ですとそもそもの母集団も少ないでしょうから、こ
の点での効果はあまり見込まれません。それでは単価の方はどうでしょうか。委託費の原価構成は主に、
利益、人件費、配送代、寝具等の場合にはそれ自体の原価とクリーニング代本体等の構成になると思い
ます。検査であれはその部分が検査自体の原価に代わります。
交渉によりこの単価を下げるにはどのような点に着目する必要があるでしょうか。一つは利益それ自
体ですね。ただし、利益は企業にとっても重要な構成要素であり、この点を交渉することはお互いの
Win-Winを否定することにもなりますし、長期的な観点で見ればお勧めはできません。自法人としての
努力で対応できる分野を模索する必要があります。
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先ほどの項目では以下のような事例が考えられます。
配送料・・・頻度を減少させる
人件費・・・内製化できないか
クリーニング代・・・クリーニング頻度の見直し
このような話をすることを、医療関係者として遠慮される方もいらっしゃいますが、こういった交渉
は医療機関としての営業の一種になります。もちろん当然のように上から減額交渉をすることは宜しく
ありませんが、お互いが損をせず、自助努力もした上での交渉は行うべきものだと思います。ここで交
渉の際の注意点を申し上げると、こちらが折れるだけの交渉で終了することは避けるべきものになりま
す。理由は相手に「粘れば大丈夫な人たちだ」と思われてしまうからです。交渉をする際には、こちら
の自助努力を小出しして、相手の譲歩を引き出すことが重要になります。
コロナ禍において、コスト意識を持つことは非常に重要なことです。普段は気にしていない項目でも、
これを機に少しずつでも見直しを図ることはいかがでしょうか。
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No 7

クレームの増加の背景と対応法
（有）エファ

代表取締役 菊地

理恵

（1）クレーム増加の背景として
時代と共に年々患者様からのクレーム（苦情）で悩まされている病医院様が増えてきているようです。
患者様からのクレームの数も年を追うごとに増えてきていると同時に、その内容も多岐に渡りエスカ
レートしてきているようです。
にも関わらず、クレーム（苦情）に対する体制がまだ不十分といったケースが非常に多く見られている
のが実情です。クレーム（苦情）対応に慣れていない点に目をつけ、これみよがしに無理難題を突きつ
けてくるケースもここにきて着実に増えてきています。

（2）クレーム（苦情）を受けてしまった時の対応の基本として職員の中で共有しておくべき
３つの原則
① 冷静かつ誠実に対応する（よく話を聴く）・・・メモをとることも重要
② 組織で連携しながら対応する（担当者任せにしてはいけません）
➂ クレーム（苦情）を共有する（部門内及び全体）・・・
内部ネットワークの活用、ラインワークス、サイボウズ、共有フォルダ等

最低限のことからではありますが、このような小さな事を全体で少しずつ取り組んでいくことが大き
なクレームへの発展を少なくしていくことになるのです。
また、多様化している患者様、ご家族様のタイプに合わせた対応もご紹介しておきましょう。
１．カミナリ型
とにかく大声を張り上げ捲し立てたり机・椅子
など物を叩いたりする。文字通り「カミナリ」
が落ちるような、直線的に恫喝し相手に威圧感
を与えるどちらかというと古いタイプの怒り方。

２．誘導・脅し型
決して怒鳴ったり、大声を張り上げたりするこ
とは無いタイプですが、やたらと「〇〇組に知
り合いがいる」とか「〇〇という大きな組織に
自分の為なら動いてくれる人がいる」といった
恐怖感を抱かせる、どちらかというと大口は叩
くけど案外小心者が使う手法。

感情の振幅が大きい上、ちょっとした言葉のやり取りを勝手に
思い込みで捉えてしまう傾向があり、対応には神経を使わなけ
ればならないタイプです。このようなタイプは、ゆっくり落ち
着ける休憩室もしくはスペースに誘導し、徹底して話を聞くこ
とが第一。決して相手の感情に巻き込まれ、冷静さを失っては
いけません。
このタイプは、恐怖感＝パニック状態に相手を落とし入れるこ
とで、ほころびを突いてくるといった悪質なタイプと言っても
言い過ぎではありません。すなわち、対処としては、相手のワ
ナにはまることなく、勇気のいることですが、決して焦らず慌
てず対応することです。また、録音も有効な手となりますが、
決して相手に悟られぬよう設置することが重要です。

３．長期ネチネチ型
ちょっとした言葉の揚げ足を取り、執拗に難
癖をつけ、長時間居座るタイプ。このタイプ
は気を付けなければなりません。時間を問わ
ず、突然来院し話し始めたり、電話などで
長々と話をし続け、「もうやめてくれ」とい
う心理に追い詰めていき、自分にとって有利
な回答を得ようとするタイプ。

４．いやがらせ型
早朝、昼時、夕方、もしくは一番忙しく来て
欲しくない時間帯を狙い来院されたり、大声
を出し、人目を引くような行動を取ることが
多い。また威圧感を与えるような容姿の男性
を４～５人連れて来たりと、自分達の要望が
通るまで、他の人が嫌がることをし続けよう
とするやっかいなタイプ。

患者様として来院してくるものの、なんだかんだとクレームを
つけることを繰り返す上に、結構常習者が多いと言われるタイ
プです。このようなタイプに対しては、なるべく時系列に記録
を取っておくことが重要です。いつ来たのか、どのくらいの時
間、どのような内容だったのかということを、こちら側はしっ
かりと把握し、逆に矛盾点を切り返していくことで、少しずつ
断念していく道へと向かわせます。

忙しい時間であろうと、お構いなしに担当者をつかまえては、
長時間居座るタイプであり、あえて患者様が多くいる場で大声
を出し苦情を言ったりする人も少なくありません。このような
タイプにはカミナリ型タイプの対処と同様、別室に誘導し、何
に対して不満があるのかを聞き出すことが重要です。出来れば
１人ではなく、必ず対応する側は２名程度で行うことが望まし
く、録音などもしておくことが大切です。
-15-

No 8 コロナワクチン、拒否する理由とは？
出典：東京都防災ホームページ、厚生労働省、他

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

コロナワクチンを拒否する背景は様々ありますが、理由の一部には正しい知識を伝えることで一転する
可能性があるものも含まれています。国を挙げて推進が行われているワクチン接種。ワクチン接種をた
めらう理由を理解し、適切な情報提供を行うことも重要です。

ワクチンの接種を受けない理由(n=86, 10%以上を抜粋)
60.5

将来に健康被害が出たり後遺症が残ったりしないか心配だから

52.3

接種直後に重い副反応や健康被害が生じないか心配だから

51.2

接種直後にどのような副反応が出るかわからず心配だから

出典：東京都防災ホームページ、厚生労働省、他

39.5

接種の効果に疑問があるから

16.3

アレルギーなど、体質的に受けられないから

12.8

注射の痛みがいやだから
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どうなれば、ワクチンを接種してもよいと思うか(n=86,10%以上を抜粋)
46.5

強い副反応や後遺症のリスクや発生確率が明らかになったら

45.3

副反応の種類や程度が明らかになったら

23.3

接種により感染リスクが下がることが明らかになったら
接種より感染した場合のリスクの方が高いことがわかったら

11.6

接種により感染者が減少することが明らかになったら
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【出典】東京iCDCリスコミチームによるワクチン接種に関する都民アンケート調査結果(2021年8月26日公表)
調査期間：2021年7月15日～7月19日,調査対象：東京都在住の15歳から64歳までの者1,000名,調査方法：インターネット調査

陽性感染者のワクチン接種状況
不明
10%
2回接種
3%

8/10～8/12の
新規陽性者数は10万人当たり、

1回接種
のみ
5%

未接種

未接種
82%

67.6人

1回接種のみ 22.7人

2回接種

4.0人

長期的な副反応が今後判明す
る可能性や、デメリット、接
種後も過信は禁物であること
も伝えた上で、患者さんが納
得してワクチンを接種できる
よう情報提供を行うことが重
要です。

【出典7】HER-SYSデータ集計,調査期間：①2021年8月10日～8月12日, 調査対象8/10-8/12の新規陽性感染者数 計57,293名
【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
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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

税務調査のとらえ方

２

消費税について、
インボイス制度の事前登録が始まりました

３

損益分岐点分析と経営改善

４

医療法人の業務範囲

５

保険金が受け取れなかった？

６

「コストの見直しを図る」

7

クレーム増加の背景と対応法

８

コロナワクチン、拒否する理由とは？

◆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

１１月１８日（木）

１０時～１２時

１２月１６日（木）

１０時～１２時

１月２０日（木）

１０時～１２時

１１月１８日（木）

１０時～１２時

１２月１６日（木）

１０時～１２時

１月２０日（木）

１０時～１２時
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代表社員 税理士 谷中田 悟
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ご要望事項等あれば、ご記入ください。
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