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■シンボルマークの意味 「すべての地域住民が安

○は、地域社会を表現しており、両手で包みこむように

また、大切な人の命を支える医療機関のために、私た
通してトータル的にサポートする姿でもあります。

青は、青い地球や生きる上で必要な水の色。緑は、安
こう！という思いを込めています。
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営改善・保険・資産運用の無料個別相談サービス～

ヘルス不全の予防と対策について

安心できる医療サービスを受けられるように」と願いを込めて製作しました。

に抱きしめ、地球に住む全ての人が安心して医療を受けられる体制を表しています。

たち“アイエム・コンサルティングチーム”のメンバーが、良質な情報提供やサービスを

安心で良質なサービスを表現。黄は、未来の医療のさらなる発展を願い、貢献してい
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医療法人社団わか医療法人社団わか

―貴院の特徴を教えて下さい ―

理事長 若狭 豊 先生わかさ内科クリニック 外観

貴院の特徴を教えて下さい。

当院は、平成１０年１０月に私が開業をしました。
循環器中心の内科無床診療所として、医師１名・

看護師３名・事務員２名の体制で日々診療にあたっ
ています。
当院の立地と周辺環境についてですが、当院が存

する金沢駅西地区は官公庁・企業・店舗・住宅等が
多くある地域のため、電車・バス等の様々なインフ多く 域 、電車 等 様 イ
ラが整っており、高齢な方でも比較的行動がしやす
いエリアです。そのため生活圏としても成り立って
おり、従来からある住宅に加えて石川県庁等がある
鞍月付近や、新興住宅等が多く建ち始めている畝田
・無量寺エリア付近などを中心に、若い方からご高
齢な方まで様々な年齢層の方がお住まいの地域です。
そういった環境のため、現役でお仕事をされてい

る成人の方のみならず おじいちゃん・おばあちゃる成人の方のみならず、おじいちゃん おばあちゃ
んからお孫さんまで家族全員が当院に来院してくだ
さるご家庭も多くあり、様々なご相談を頂きます。
新興住宅が多くあることやインフラ環境が一定程

度整備されていることから、小児の患者さんも多く
来院されるため、各種ワクチンの接種や乳幼児健診
等にも対応しています。あわせて、待合室について
はスタッフ等とも相談して、小児の患者さんでも楽
しんで待ってもらえるように 色合いや備品等にはしんで待ってもらえるように、色合いや備品等には
気を配るようにしています。また、外部活動として、
近隣の保育園や小学校の園医・校医等を担当させて
頂いたり、金沢市教育委員会に心臓検診委員会委員
としてご協力をし、小児の検診に携わらせて頂いて
います。
また、スポーツに多くの関わりを持たせて頂いて

いることも当院の特色の１つです。私は財団法人日
本体育協会認定 ポ ツドクタ として登録をさせ本体育協会認定スポーツドクターとして登録をさせ
て頂いており、スポーツ選手の団体に随行したり、
メディカルチェックを行う等の活動をしています。
石川県体育協会のスポーツ医科学委員会に属して

いたこともあり、金沢市総合体育館で毎月１回、ア
スリートの体力運動負荷試験の立会いに対応してい
ます。また、スポーツ選手が健診を受けに当院へ来
院して下さることも多く、スポーツ分野には多く関
わらせて頂いています。スポーツは、幅広い世代の
方が楽しむことができ、かつ健康面にも良い影響を
与えるものであり、医療との関係性は深いため、今
後も関わっていきたいと考えています。
また、治験に積極的に協力をさせて頂いているこ
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かさ内科クリ クかさ内科クリニック

【医療法人社団わかさ内科クリニック 沿革】

平成10年10月 わかさ内科クリニック 開業

平成14年 6月 医療法人社団わかさ内科クリニック 移行

【法人概況】【法人概況】

所 在 地：石川県金沢市西念3丁目16番25号

診療科目：内科、小児科、循環器内科、胃腸科

病 床 数：無床

とも特色の１つです。
当院が早くから導入している動脈硬化測定装置を

用いて、多くの患者さんに対し測定・治療計画策定
及び薬剤治療等を行い、また患者さん同意のもとで
データを活用させて頂き、様々な治験に協力させて
頂いています。
様々な検査・治療等のデータは、迅速かつ分かり

やすく患者さんにお伝えし、最新の治療方法等を提やすく患者さ にお伝 、最新 治療方法等を提
供していく必要があると感じていたため、開業当初
より、出来る限り検査結果を院内で患者さんに直接
当日にご説明したり、治験等にもご協力できるよう
必要機器等を順次整えてきました。血液検査につい
ては、採血結果が院内で患者さんへ当日にご説明が
できるようにしたり、動脈硬化測定装置についても
金沢市内でいち早く導入し、ＰＷＶ（脈波伝播速
度）を用いて動脈硬化測定を行ってきました 動脈度）を用いて動脈硬化測定を行ってきました。動脈
硬化測定については、別の動脈硬化測定装置を最近
導入したことにより、ＣＡＶＩ（心臓足首血管指数
Ｃａｒｄｉｏ Ａｎｋｌｅ Ｖａｓｃｕｌａｒ Ｉ
ｎｄｅｘ）を用いて、より正確な検査情報を得るこ
とができるようになり、治療へと繋げています。こ
の機器からは、結果が図やグラフを用いて患者さん
説明用に出力され、現状の数値と本来あるべき数値
のギャップ等を測定当日に分かりやすく見て頂くこのギャップ等を測定当日に分かりやすく見て頂くこ
とができます。治療への意識づけが促され、患者さ
んご自身が積極的に関心を持って治療に加わって下
さるため、大きな効果にも繋がっています。
その他には、Ｘ線撮影装置や超音波診断装置、エ

ルゴメーター（運動負荷心電図）、ホルター（２４
時間心電図）等を有しています。
その他には、訪問診療や産業医については従来か

ら対応させて頂 ており また平成 年からは石ら対応させて頂いており、また平成１６年からは石
川県警察協力医として検死のご依頼を受け対応をし
ています。



―患者満足度向上のためにどのようなことを実

践していますか？―

前述のような当院の取り組みの中で、治験への参
加・協力は、結果として来院頂く患者さんの病気予加 協力は、結果として来院頂く患者さんの病気予
防・健康維持・治療等の面から大変良い効果がある
と考えます。当院は、ＥＷＴＯＰＩＡ７５（高ＬＤ
Ｌコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者
に対するエゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効
果に関する無作為比較試験）や、日本臨床内科医会

会・インフルエンザ研究斑としてインフルエンザ研究
究・調査及び治療薬開発・評価等（インフルエンザ共
同研究ＦＬＵ・ＳＴＵＤＹ‘１２－１３／ＪＰＡ）同研究ＦＬＵ・ＳＴＵＤＹ １２ １３／ＪＰＡ）
への参加など、様々な試験・治験に関わらせて頂い
ています。世界規模や全国規模など様々な規模・内
容のものに参加をしていますが、ご協力頂く患者さ
んには、ご自身の様々な数字がどのように活かされ、
ご自身の治療等にどのように影響するか等の趣旨や
内容等をご説明することで、関心をもって頂くこと
ができ、ご協力を頂けています。

方でデ タを提供頂くことから それによ て一方でデータを提供頂くことから、それによって
得た情報を最終的には当該患者さんに対する治療と
いう形で、よりスピーディにかつ正確にフィードバ

バックすることが大変重要であり、様々な試験等に参
加する目的でもあります。
検査結果等の臨床指標が記載された資料の内容は、

我々医療職にとっては標準的でも、患者さんご自身
にとっては、関心を持たねばならない反面理解する

容易 な 専 的な 師やのが容易ではない専門的なものであるため、医師や
看護師等の指示に委ねる形になってしまっています。
一方で、前述のような様々なご説明を加えながら、

より迅速に結果を出力しかつ患者さんが読み取りや
すい資料を使ってフィードバックをすることで、関
心を持って頂くことができ、結果的に治療成果・治
療満足にも繋がっていると考えています。

―スタッフ教育面で特に重視していることを教

えて下さい。―

当院には、様々な機器・システムがあることや、
最近では医事システムが電子化されたこと等から、
これらの機器を一定程度使うことができる必要があ
ります 将来的には電子カルテ化なども控えることります。将来的には電子カルテ化なども控えること
などから、コンピュータ等の電子機器の取り扱い知
識習得の必要性を感じ、今後の課題とも言えます。
院内のスタッフ間の雰囲気についてですが、当院

のスタッフは長く勤めて頂ける方が多く、また年齢
層もバランスが良く、仲よくやってくれているので
はないかと感じています。看護師・事務員共に２名
以上ずつ勤務しており、どちらかがやむを得ず退職
を余儀なくされても 残る１名が次に入職してくれを余儀なくされても、残る１名が次に入職してくれ
る方の教育係を自然に務めてくれる雰囲気がありま
す。そのため、日頃の医院の雰囲気作りにも貢献し
てくれ、年末や年始などに都度行っている食事会や
各スタッフの誕生会などの際も和気あいあいと行っ
てくれています。

【編集後記】

様々な大規模治験・試験に参加されることにより、日常診療

で患者さんへフィードバックしておられるため、患者さんもご

ではないかと感じます。

（聞き手：アイエム医業経営コンサルティングチーム 税理士法

来院される患者さんを良い雰囲気でお迎えできるよ
う、雰囲気作り等には今後も気を配っていきたいと
考えています。

―貴法人の目指す今後の方向性を教えて下さい。―

現在も取り組んでいる治験への参加・協力に対し
ては今後も参加・協力していきたいと考えています。
最新の診断・治療方法等を積極的に取り寄せたり、

患者さんに対し迅速にかつ分かりやすくご説明をし
治療に取り入れていくことを実践していきます。
あわせて、こういった研究等で得られた結果を積

極的に広げていきながら、新しい検査法等を見出し
ていく活動なども将来的にできればと考えています。
一方で、当然ながら当院で全てのことを対応でき

るわけではないため、やりたいこと・担うべき役割・
できないこと等を見極めることが大変重要と考えて
います。できないことについては、連携先である石
川県立中央病院、金沢社会保険病院や近隣の民間病
院及び専門の診療所などへ紹介をさせて頂くことは、院及 専門 診療所 紹介 頂く 、
今後も積極的に推進していきます。
また、前述のとおり電子カルテの導入については

当院の近い将来の課題です。医療業界で様々なＩＴ
システムが構築され普及してきているため、当院で
も出来る限り早期により良いものを導入して様々な
機器等とも連動させながら、より効率的かつ効果的
に運用していく必要があります。地域の連携先や治
験元等ともデータ等で共有しながら より適切に予験元等ともデ タ等で共有しながら、より適切に予
防・治療等に繋げることができればと考えています。
地域にお住いの、特に高齢な方や独居で在宅にい

らっしゃる方に対する医療や介護サービス等の提供
量は、まだまだ不足していると感じ、それは全国・
県内全域・市内の共通課題です。昨春の診療報酬改
定において機能強化型在宅療養支援診療所が区分新
設されたり、地域医療計画において在宅が５疾病５
事業と同程度として扱い計画をされるなど 医療制事業と同程度として扱い計画をされるなど、医療制
度上も推進する流れがあります。様々な形態の介護
系施設が多く整備されている中で、適切なところと
積極的に連携を行い、当院で提供させて頂ける医療
とも良い形で融
合したり、当院
も積極的に訪問
診療など在宅分
野 は今後も注野へは今後も注
力していきます。
当院の特色を

活かしながら、
やること・やら
ないこと・担う
べき役割等を整
理し自院のポジ
ショニングを明
確にして、今後
も日々の診療に
あたっていきた
いと思います。

療の中での様々な臨床データをより効果的な形

ご自身の治療や数値に対しより関心を持てるの

人ノチデ会計/㈱金沢医業経営研究所 笠田圭介）



医療法人

相続税改正による医

【概要】
平成25年度税制改正のうち相続税に関して、

50%から55%へ引き上げ」の2点が改正（平成27
それに伴い医療法人の事業承継及び相続税に

人経営における喫緊の最重要課題の１つです。

≪基礎控除4割縮小≫≪基礎控除4割縮小≫
★相続人が多いほど影響大

現行

相続人２名 7,000万円

　〃　　３名 8,000万円

　〃　　４名 9,000万円

≪最高税率が50%から55%へ引き上げ≫

課税財産 税率 控除額

1,000万円以下 10% -

1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円

3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円

現行

【医療法人への影響】

5,000万円超１億円以下 30% 700万円

1億円超3億円以下 40% 1,700万円

3億円超 50% 4,700万円

平成19年3月31日以前に設立された医療法人
す。設立当初に出資者から出された出資金（出
黒字運営により、その価値が膨らむ仕組みとな
大きな金額ではなかった出資金が、現時点で時
10～20倍程度が多い）になっている医療法人が
その、膨大な価値になっている出資金は、出

個人の財産として、膨大な価値のままで相続人
上記の税制改正に伴い、当該相続財産を受け

くなる可能性が極めて高くなります。

【対応策】
平成19年3月31日以前に設立された医療法人

が起こる前に、①出資金の現在評価及び相続税
判断される場合は、然るべき対応策をとる必要

当事務所では、医療法人の出資金評価及びそ
おります。「自法人の現状把握だけでもしてお
ので、お気軽に何なりとご相談下さい。

税務・会計

税理士法人ノチデ会計

代表税理士 後 出 博 敏

株式会社金沢医業経営研究所

代表取締役 後 出 博 敏

＊会社紹介＊

昭和51年創業。スタッフ(28名
行政書士・ＦＰ・事業再生士な

「経営のトータルアドバイザー

いる。また、（一人医師）医療

業経営塾」等の各種セミナー開

る医療法人への影響

、主に「基礎控除4割縮小」、「最高税率が
7年1月1日以後の相続から適用）となります。
に大きな影響を及ぼす可能性が高く、医療法
。

改正後 課税遺産額増加

4,200万円 2,800万円

4,800万円 3,200万円

5,400万円 3,600万円

課税財産 税率 控除額

1,000万円以下 10% -

1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円

3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円

改正後

5,000万円超１億円以下 30% 700万円

1億円超2億円以下 40% 1,700万円

2億円超3億円以下 45% 2,700万円

3億円超6億円以下 50% 4,200万円

6億円超 55% 7,200万円

人を「持分の定めのある医療法人」といいま
出資者の大半は理事長）は、その後の毎年の
なっています。その結果、出資当初はさほど
時価評価をしてみると、膨大な価値（当初の
が大半です。
出資者に万が一のことがあった場合に出資者
人に相続されます。
け取る側の相続税負担は、これまで以上に重

人は、出資者（主に理事長）に万が一のこと
税負担の試算を行い、②相続税負担が重いと
要があります。

その後の対策ご支援に力を入れさせて頂いて
おきたい」等、どのようなことでも結構です

名)の中に、税理士・医業経営コンサルタント・中小企業診断士・社会保険労務士・

などを有する総合事務所。顧問先の多数を占める医業分野には特に力を注いでおり、

ー」として税務会計のみならず医業経営に関する情報提供・改善提案などを行って

療法人化・特定医療法人及び基金拠出型医療法人等への持分なし医療法人化、「医

開催、病医院の診療圏調査・患者分布調査なども実施している。

URL  http://nochide_kaikei.tkcnf.com



病院・診療所の相続・

Ｑ
平成２５年４月から導入された「教育資金の

一括贈与の非課税措置」は、どのような税制改
正なのですか。

Ａ
１．背景

Ａ
現行制度では、扶養義務者間（親子間等）で

必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税
である。しかし、教育については将来にわたり
多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニー
ズも高い。

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移
転を促進することにより、子どもの教育資金の
早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資
するとともに、教育費の確保に苦心する子育て
世代を支援し、経済活性化に寄与することを期
待するものである。

２ 制度の概要２．制度の概要

・祖父母（贈与者）は、子・孫（受贈者）名義の
金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。
この資金について、子・孫ごとに1,500万円(※)
までを非課税とする。
※学校等以外の者に支払われるものについては

500万円を限度とする500万円を限度とする。
・教育資金の使途は、金融機関が領収書をチェッ
クし、書類を保管。

・孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
・平成25年４月１日から平成27年12月31日までの
３年間の措置。

教育資金

入 学
資金等

一括贈与等

孫祖父母
等

教育資金として支出し
(→利用者は、学校の

入教育資金
口座の
開設等

教育資金
の支払

入
資金

教育
の支

税務・会計

今村会計事務所

所長・税理士 今 村 修

＊会社紹介＊

昭和57年創業。相続税・事

策定指導、経営審査等各種届

を中心に幅広い活動を行って

・贈与の税務対策（５）
税務

３．教育資金とは

（１）学校等に対して直接支払われる次のような金銭
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費

又は入学（園）試験の検定料など
②学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等
における教育に伴 て必要な費用などにおける教育に伴って必要な費用など

<「学校等」とは>
・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、

大学（院）、専修学校、各種学校
・外国の教育施設
〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づ

けられている学校 日本人学校 私立在外教育施けられている学校、日本人学校、私立在外教育施
設

〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール
（国際的な認証機関に認証されたもの）、外国人
学校（文部科学大臣が高校相当をして指定したも
の）外国大学の日本校、国際連合大学

・認定こども園又は保育所 など

（２）学校等以外に対して直接支払われる次のような
金銭で社会通念上相当と認められるもの

<イ 役務提供又は指導を行う者（学習塾や水泳教
室など）に直接支払われるもの>

③教育（学習塾、そろばんなど）に関する役務の
提供の対価や施設の使用料など

④スポーツ（水泳 野球など）又は文化芸術に関④スポ ツ（水泳、野球など）又は文化芸術に関
する活動（ピアノ、絵画など）その他教養の向
上のための活動に係る指導へ対価など

⑤③以外の役務提供又は④の指導で使用する物品
の購入に要する金銭

<ロ イ以外（物品の販売店など）に支払われるもの>
⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要
と認めたものと認めたもの

したことを金融機関が領収書などで確認
領収書などを金融機関に提出する必要)

学

入学資金等

教育資金
の支払

30歳に
達するまで

使い残しがあれば
贈与税を課税

学
金等

育資金
支払

事業承継対策、医療・社会福祉法人の会計指導・税務指導、経営計画の

届出（行政書士業務）を主な業務内容とし、特に相続税・事業承継対策

ている。

URL  http://imamura.ne.jp/



経営改善・経営相談

「患者期待度アンケー

1.はじめに
クリニックの増患対策の１つによく挙げら

患者情報を収集することで、患者ニーズを
を通して増患に繋げていきます。｢患者期待
することと、その満足度を正確に知ることが

2.従来の｢患者アンケート｣との違い・注意点
過去に｢患者アンケート｣を行った医療機関

アンケートの目的は「患者さまの声」を集
取りっぱなしになったことはございませんか

「患者期待度アンケート」は、「クリニ
度）」が一致しているのか、期待度とのギ
分かります。
そのためには院長先生とスタッフ全員で取
にも表れ、患者さまに対する接遇にも繋が

改善は満足度が低い順からではなく、期
こと）、満足度との間にギャップが大きい事

この時、アンケートにある自由記入欄も
項目もたくさんありますので、必ず新しい
に取り組みを掲示し 患者さまにも公開しに取り組みを掲示し、患者さまにも公開し
じです。この時に出来ないことは出来ない
れやすくなります。

また、アンケートの集計はコンサルタン
上がり、より正確さが増します。

3.おわりに
「患者期待度アンケート」を実施すると

と気にされる方もいらっしゃいます。しか
かれた方が良いのです。自院を良くするチ
声をたくさん聴き、改善することで必ず増患

以前に比べて患者さまの質の変化も起き
合わせた環境作りも必要です。ぜひ一度
しょう。

株式会社ﾒﾃﾞｨｶ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

代表取締役 松 浦 実 利

経営改善・
経営相談

＊会社紹介＊

平成19年６月、税理士法人

ティング部を法人化。

立地探しから行う開業支援や

営グループの組織力を活かし

ート」からの増患対策

られるのが「アンケート」です。
正確に知ることができ、適切な対応・対策

待度アンケート｣は、患者さまが自院に期待
ができる有効なツールです。

点
関様も多いと思います。
めるものですが、これまでにアンケートを
か？

ニックの現状」と「患者さまの要望（期待
ャップがないのかなど「患者さまの声」が

取り組みましょう。その結果が院内の雰囲気
り、院内の好感度、口コミにも繋がります。

待度が高く（＝患者さまが一番望んでいる
事項から取り組みます。

重要です。コストがあまりかからない改善
取り組みを実行して下さい。そして、院内
ます スーパー等で見かけるご意見箱と同ます。ス パ 等で見かけるご意見箱と同
と、理由も明記して掲示すると同意が得ら

ト等の第三者に依頼することで、回収率も

、悪いことばかり書かれるのではないか、
かし、考え方を変えれば、悪いことばかり書

ャンスと考えれば、この機会に患者さまの
患に繋がります。

ています。その時代、時々の患者ニーズに
「患者期待度アンケート」を実施してみま

人 畠税理士事務所（現 畠＆スターシップ税理士法人）医業コンサル

や、法人設立支援、病医院のための友好的M＆A、ISO審査など、畠経

したコンサルティングを展開。

URL  http://www.medicaconsulting.co.jp/



改正労働契約
「有期労働契約の新

労働契約法の一部を改正する法律が平成24年8月

働契約について、次の３つのルールが新たに設け

約への転換におけるクーリング」を解説します。

◆◆ ３ 「雇止め法理」の法定化 ◆◆

「同 使用者と 間 有期労働契約が反復「同一の使用者との間で、有期労働契約が反復

える労働者が、無期労働契約の締結の申込みをし

とみなされる」というルールについては、前回解

労働契約と有期労働契約の間に、空白期間（同一

以上あるときは、その空白期間より前の有期労働

ています。これをクーリングといいます。クーリ

後の契約期間から、通算契約期間のカウントが再

【クーリング】
① 空白期間の前の契約期間が１年以上の場合
例）１年の有期労働契約の更新を繰り返す場合

通算されない

１年 １年 １年 １年

←

更
新

←

締
結

←

更
新

空白 空白

通算されない

６か月以上 ６か月未満

契約期間を通

② 空白期間の前の契約期間が１年未満の場
例）４か月の有期労働契約の更新を繰り返す

通算されない
契約期間を通

４か月４か月 ４か月 ４か月 更新が繰

←

更
新

←

締
結

←

更
新

空白

厚生労働省令で
定める期間以上

☆詳細は、厚生労働省のホームページからもご

しかし、要件が色々とある規定です。（特に

は複雑です。）是非、専門家である社会保険労

条件の禁止について解説します。

労務管理

＊会社紹介＊

当オフィスは30年の伝統と

て、企業の健全な発展と明る

畠総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ
社会保険労務士法人ﾂｲﾝｽﾞ
野々市事務所代表社員
特定社会保険労務士 畠 康 祐

約法の解説③
新たな３つのルール！」

労務管理①

月10日に公布されました。この改正では、有期労

けられましたが、今回は、そのうち「無期労働契

復更新され 契約期間を通算 た期間が 年を超復更新され、契約期間を通算した期間が５年を超

したときは、使用者はその申込みを承諾したもの

解説しました。このルールを適用する際に、有期

一の使用者との契約がない期間）が、原則６か月

働契約は、５年のカウントに含めないこととされ

ングされた場合、その要件に該当した空白期間

再度スタートします。

合
合

１年 １年 無期契約

申
込
み

１年 １年

←

更
新

←

更
新

←

更
新

←

転
換

満

通算して５年超

場合
す場合

通算して５年超

繰り返されたと仮定 ４か月 無期契約

申
込
み

４か月

←

更
新

←

更
新

←

転
換

ご覧になれます。

に、②の「厚生労働省令で定める期間」の求め方

労務士にお尋ねください。次回は、不合理な労働

歴史、信用を誇り、法令に基づいた人事労務管理のエキスパートとし

るい職場作りに努め、クライアントの皆様と共存共栄を図っていきます。

URL  http://www.hatake.biz



労務管理②

『出生数は過去最小で、死亡数は戦後

先月６月５日に、厚生労働省から平成24年人口動

出生数は103万7101人（対前年比1万3705人減少）

3188人増加）で戦後最大を記録するなど昨年に引き

万9153人減（同1万6893人減少）という大幅な減少

昭和46年～49年の第２次ベビーブームでは、１年

以降は減少を続け、今ではピーク時の半数といった

ちなみに、第１子出生時の母の平均年齢は上昇し

となり、晩産化が進んでいます。

合計特殊出生率は1 41で 前年より0 02上昇 平合計特殊出生率は1.41で、前年より0.02上昇、平

それは、30歳～34歳の女性の出生率上昇が影響し

向などから合計特殊出生率は上昇したものの、出生

現在、次世代育成支援については現行制度の改善

26年４月１日より産前産後休業中の社会保険料の免

現在は、産後休業後の育児休業期間について保険

らに拡大されるわけです。

休業がらみの社会保険料の手続きにおいて、意外

続きです。

休業終了後に受け取る給与（報酬の額）が休業前休業終了後に受け取る給与（報酬 額）が休業前

変動が必要となる随時改定の要件に該当しなくても

ことができます。

つまり、固定的賃金の変更がなくても、標準報酬

下げることができます。復帰のタイミングにより賃

合であっても保険料の改定を行うことができるとい

他にも３歳未満の子を養育する期間の年金額計算

この制度は３歳未満の子どもを養育期間中の各月

場合に、将来の年金額が不利にならないように従前

しかも、支払う厚生年金保険料については低い方

います。

休業明けの女性社員の給与はしっかり見てあげる

また、社会保険に加入していない国民年金の第１

係る国民年金保険料の免除措置も検討されているそ

労務管理

末正社会保険労務士事務所

所長 特定社会保険労務士 末正 哲朗

＊会社紹介＊

私共の事務所は、完全経

使用者と労働者の関係が複

サポートを心がけており、

戦後最大になっています』

動態統計月報年計の概況が発表されました。

で過去最小となり、死亡数は125万6254人（同

き続き出生数と死亡数の差である自然増減数は21

少になっています。

年間に200万人を超える出生数でしたが、昭和50年

た状態です。

しており、平成24年は30.3歳（平成23年は30.1歳)

平成8年以来 1 4の水準を回復しました平成8年以来、1.4の水準を回復しました。

したわけですが、女性人口（15～49歳）の減少傾

生数は減少してしまったようです。

善について検討がなされていますが、まずは平成

免除が始まります。

険料免除が行われていますが、それが産前休業か

外に忘れやすいのが休業終了後の保険料の改定手

前の額と比べて変動している場合、大幅な賃金の前 額と比 て変動している場合、大幅な賃金

も、申し出により標準報酬月額相当額を改定する

酬月額で１等級以上の差があれば、保険料を引き

賃金計算期間の出勤日数が少なくなったなどの場

いうことです。

算の特例というのがあります。

月の標準報酬月額が、養育開始月の前月を下回る

前の標準報酬月額で計算するものです。

方の標準報酬月額で計算してくれることになって

る必要がありそうですね。

１号被保険者に対する産前６週間、産後８週間に

そうです。

経営者側の社会保険労務士という考え方に立っています。

複雑化する中で、少しでも経営者のお役に立てるようあらゆる面での

よりよい職場環境作りのお手伝いをさせていただいております。

URL  http://www.office-suemasa.com



●こんな悩みはありませんか？
「保険の見直しをしようと思い、コンサルタントや保険ショップに相

保険・資産運用
ドクターのライ
～必要保障額を

保険 見直 う 思 、 サ や保険 ッ 相
談に行ったのですが、アドバイスする人によって考え方が違うので
どうすればいいか迷ってしまいます。」

最近、このような相談が増えています。ショッピングセンターや
ロードサイドなどに複数の保険を比較できる保険ショップがあり、
インターネットでの情報や保険の見直しに関する書籍・雑誌も書
店に溢れています。

そういう時代背景もあってか、保険の選び方やご自分の加入し
ている保険が適性なのかは相変わらずわからないという声が多いている保険が適性なのかは相変わらずわからないという声が多い
ようです。

しかし、それぞれのアドバイスはある意味正しいといえます。保
障を重視するのか、保険料を重視するのかどこに重点を置くかに
よって保険のアドバイスは違ってくるからです。
しかし、万が一のとき「残されたご家族にとって、どのぐらいのお金
がいつまであればいいのか」という点が大切です。

これを必要保障額といいますが、この金額さえ押さえておけば、
保険選びに失敗するリスクを大きく減らすことができます保険選びに失敗するリスクを大きく減らすことができます。

事業ローン（住宅ローン）

必要保障額
教育費

生活費

貯蓄

家族構成や、貯
蓄額、持ち家か
賃貸など、人に
よって違います。

①

②

③

図１

●必要保障額を算出しよう
では、必要保障額の算出とは？残された家族に必要となるお金

予備費

結婚援助費

葬儀費

家族の収入

死亡退職金

貯蓄

遺族年金

残された家族に
必要となるお金

残された家族に
入ってくるお金・貯蓄－ ＝ 必要保障額

④
⑤
⑥

では、必要保障額の算出とは？残された家族に必要となるお金
から、残された家族に入ってくるお金・貯蓄を差引けばよいという
ことです。

図１をご覧ください。必要項目に分けて必要保障額を考えてい
きます。 特に重要な項目は①事業ローン（住宅ローン）②教育
費③生活費です。

7 000万円（返済期間15年）事業ローン（住宅ローン）

教育費

生活費

①

②

③

7,000万円（返済期間15年）

2,000万円×２人＝4,000万円

月々50万円×1２ヶ月×29年＝１億7,40

予備費

結婚援助費

葬儀費

本人 ：41歳
配偶者 ：41歳
第１子 ：5歳
第２子 ：2歳

④

⑤

⑥

1,000万円

200万円×2人＝400万円

200万円

株式会社ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

金沢支店長 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年5月設立、本支店

連携し、医療機関経営とい

な業務は、生命保険・損害

画の企画立案に関する業務

材育成のための教育及び育

生活費は残された家族が安心して暮らし、それぞれが抱く
将来の夢をかなえることができるように 現実的な生活保障資

イフステージ①
額を算出しよう～

将来の夢をかなえることができるように、現実的な生活保障資
金を確保する必要があります。

また、「子どもを後継者に」「同じ医業の道を歩んでほしい」そ
のような願いを持つ医師は少なくありません。とはいえ、医業を
志すための教育費は大変高額になります。お子様の将来の可
能性を狭めないために、教育費もしかり備えておくことが重要で
す。

また、事業ローン（住宅ローン）は、クリニックの開業資金や医
療機器の導入 設備投資やスタッフの雇用など 借入金を活用

●必要保障額は年々減少
では項目ごとの費用はいつまで必要なのでしょうか。
例えば「生活費は退職するまで」、「教育費は子どもが医科大

学を卒業するまで とい たように項目によ て異な てきます

療機器の導入、設備投資やスタッフの雇用など、借入金を活用
しているケースがほとんどです。

万一の時には、ご家族や医療法人は突然これらの借入金の
返済を迫られることになりかねませんので注意が必要です。

学を卒業するまで」といったように項目によって異なってきます。
これを必要期間といい、目的別にいつまで必要なのかを考え
ていきます。

次に図２をご覧ください。奥様と子どもが２人いるＡ先生を例
に必要保障額を算出してみました。もちろん家族構成や貯蓄
額、持ち家か賃貸かなど人によって必要保障額は異なってき
ます。

ここで注意が必要なのは、事業ローン・住宅ローンです。
図２の①をご覧ください。現在の借入額は7,000万円あり、15

年にわたって借入金を返済していくことになっていますので、
ローン残高は毎年少しずつ減っていきます。15年間にわたり
7,000万円の保障額は必要ありません。

黄色の三角形をご覧いただければわかるように、事業ローン
以外でも、②教育費、③生活費などは、それぞれ四角形の保
障ではなく、「右肩下がり三角形」の形をした保障でよいわけで
す。これがＡ先生に適した必要保障額となります。当然、「三角す。 適 保障額 す。当 、 角
形」になった部分の保障額をカットできればその分の保険料も
下げることができます。

このように必要保障額は簡単に算出することができます。保
険の見直しは結婚やお子様の誕生、自宅購入のタイミングに
合わせて考えていただきたいと思います。

図２
必要保障額は年々減少す

0万円

る「右肩下がり」の三角形
が理想的です

63歳 66歳 69歳 80歳
63歳 66歳 69歳 80歳
27歳 30歳 33歳
24歳 27歳 30歳第２子医科卒業 第１子結婚 第２子結婚

店17拠点。全国2３都道府県（北陸3県含む）の医師会・医師協同組合と

いう観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。主

害保険の募集に関する業務、ファイナンシャルプランニング業務、資産計

務、経営に関する講習会の開催に関する業務、企業の販売活動に関する人

育成業務など。 URL  http://www.rml.co.jp



人財

メンタルヘルス不全の

 厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持推進の

3 月策定）を定め、労働安全衛生法第 69 条を根拠

います。 
労働者の心の健康を脅かす要因と疾病の因果関

の職業性ストレスモデルがあります。 
 
【職業性ストレスモデル】 米国国立職業

 
                 個人要因

                 ↓ 

仕事のストレス要因     

               ↑   

           仕事外の要因  緩
 
ストレス反応の程度は、仕事外の要因、個人要

らストレス反応に至る過程には、様々な要因が影

緩衝要因とは上司や同僚 家族や友人からの社緩衝要因とは上司や同僚、家族や友人からの社

良好なコミュニケーションや安心して仕事ができ

ことができ、個人のモチベーションや組織のパフ

 
◆安心して医療行為ができる院内環境整備づく

医療機関であればこそ本来の目的である予防へ

防対策と 仕事を通 管理監督予防対策として、日々の仕事を通じて管理監督

ことも効果的です。 
職員の様子に気を配り相手を否定したり批判し

コミュニケーションが醸成され信頼関係が築いて

の安全にも繋がります。 
 
◆院内研修会の実施のご提案！ 

職員のメンタスヘルスに対する意識向上を図

 
〈研修内容一例〉  「メンタルヘル

「積極的傾聴訓

「管理職のため「管理職のため

「自らのストレ

 
◆弊社では、メンタルヘルス不全の予防対策へ

ぜひお気軽にお問合せください。 

株式会社ﾒﾃﾞｨｶ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 坂 上 牧 子

人財育成

＊自己紹介＊

地元新聞社グループ会社にて

等を経て、専門学校では秘書

今までの経験や産業カウンセ

点で医療機関をはじめとした

の予防と対策について

のための指針」（メンタルヘルス指針 平成 18 年

拠として、職場のメンタルヘルス対策を推進して

係について、米国国立職業安全研究所（NIOSH）

業安全研究所（NIOSH） 

因 

 ストレス反応    疾病 

↑ 

緩衝要因 

因、緩衝要因によって修飾され、ストレス要因か

影響を与え緩衝する作用があります。 
社会的支援（ソーシャルサポート）です 職場での社会的支援（ソ シャルサポ ト）です。職場での

きる環境を整えることでストレス要因を軽減する

ォーマンス力の向上も期待できます。 

りを！ 
への取組みが必要です。 
督者が職員 気持ち 配慮 共感的態度 『聴く』督者が職員の気持ちに配慮し共感的態度で『聴く』

たりせず共感的積極的に「聴く」ことで、円滑な

いきます。医療従事者の心の安全は医療サービス

るために、導入研修を実施してみませんか。 

ルス基礎知識」 
練」 
のラインケア教育」のラインケア教育」

スへの気づきと対処」 

への取り組みを支援いたします。 

て学会・全国大会等の運営やVIP接遇に携わり、その後市内ホテル勤務

書検定・サービス接遇検定対策講座、就職指導などを担当。

セラー・キャリアコンサルタント等の資格を活かし、女性ならではの視

たさまざまな組織と人材の成長をサポート支援しています。

URL  http://www.medicaconsulting.co.jp/



「個別相
下記をご記入の上、ＦＡ

有限会社アイエム
よろず相談窓口 （担当：山下よろず相談窓口 （担当：山下

ＦＡＸ：０７６ – ２３９ – ３８

月 日 〔1部〕

ご希望日
８月 １日（木）

９月 ５日（木）

１０月 ３日（木）

※ ご希望の枠に○印をご記入ください ご希望が※ ご希望の枠に○印をご記入ください。ご希望が

※ ご相談されたい内容について概要をご記入くだ

※ ご相談を希望されるコンサルタントがございまし

医療機関名医療機関名

ご 氏 名

ご 氏 名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

談会」申込書

ＡＸにてお申込みください。

下・村井）下 村井）

８２１

１３時３０分～１５時 〔2部〕 １５時～１６時３０分

が重複した場合は日時の調整をさせていただきますが重複した場合は日時の調整をさせていただきます。

ださい。（必須）

したらご記入ください。（任意）

（役職： ）

（役職： ）

参加予定人数

（ 名）



石川県医

経 営 ・ 税 務 ・
お悩みの先生方

赤字ではないのに、どうしてお金の

ドクターのための

赤字 はな 、どうし お金

医療法人化のメリットが本当に活か

投資信託や年金！銀行・証券・保

労使間トラブルについてどこに相談労使間トラブルについてどこに相談

顧問税理士に聞きにくいことがある

第三者の専門家に確認したいが、

・・・等々 日頃の

診療所・病院を経営されていく上で、経営・税務
あるんだけど・・・」と思われている先生、配偶者の

㈲アイエムでは経営豊富なコンサルティングメ

・・・等々、日頃の

㈲ 経営 富
アドバイスを受けていただくべく、「 個別相談会

どうぞお気軽にご利用いただき、この機会にス

※ご相談いただきました内容等につきまし

相談会場
場所：石川県医師会・日赤共同ビル２階
住所：金沢市鞍月東２丁目４８番地 ＴＥ住所：金沢市鞍月東２丁目４８番地 ＴＥ

相 談 料 無 料

相 談 日

時間帯は、[１部][２部]の
いずれかからお選びください。

[１

８月 １日（木）

※毎月原則 第１木曜日に※毎月原則、第１木曜日に

コンサルタント

税務･会計
後出 博敏 （
今村 修 （
松浦 実利 （

人事･労務
畠 健祐、畠 康祐 （
末正 哲朗 （

保険･資産運用 原 勝志 （

裏面「個別相談会申込書」に必要事項をご記
※予約制となりますので、相談日10日前まで

石川県医師会関連団体

保険 勝

医師会会員の皆様へ

労 務 ・ 保 険 ・ 資 産 運 用 に
方へのサービスを始めました ! !

のことで悩まされるの？と 悩ま れ

かせているの？

保険会社から勧められるままでいいの？

談すればいいのかわからない？談すればいいのかわからない？

るのだが、どうすればよいの？

適当な人が見当たらない

の多くの疑問・悩みにお答え致します

務・保険等に関して「本音で聞いてみたいことが
の方も多いのではないでしょうか。

メンバ－の専門家に「 セカンドオピニオン 」として

の多くの疑問・悩みにお答え致します。

門家
（無料） 」を毎月１回、開催いたします。

スッキリ解決してください。

しては、守秘義務を厳守いたします。

階 石川県医師協同組合・㈲アイエム 会議室
ＥＬ：０７６－２３９－３８２０ＥＬ：０７６ ２３９ ３８２０

１部] 13時30分～15時 [２部] 15時～16時30分

９月 ５日（木） １０月 ３日（木）

に定例開催（但し ５月のみ第３木曜日に開催）に定例開催（但し、５月のみ第３木曜日に開催）

（税理士法人ノチデ会計）
（今村会計事務所）
（㈱メディカ･コンサルティング）

（社会保険労務士法人ツインズ）
（末正社会保険労務士事務所）

㈱リスクマネジメント・ラボラトリー）

記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。
でにお願いいたします。

体・有限会社アイエム

㈱


