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医療法人

「地域医療連携推進法人」制度の創設
【概要】
医療機関相互間の機能分担と業務連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの
選択肢として、地域の複数の医療機関等が『
『地域医療連携推進法人』
地域医療連携推進法人』を創設することがで
きる改正医療法が平成27年９月(今後、他の内容も含め段階的に施行予定）に公布されました。
＜地域医療連携推進法人制度のイメージと効果＞

出典：厚生労働省『医療法人の事業展開等に関する検討会』

【メリット】
地域医療連携推進法人の設立により、統一的な連携推進方針の決定が行われ、地域の医療
資源の活用や経営効率の向上が期待出来ます。
・診療科（病床）再編（病床特例の適用）
・資金貸付（基金造成含む）
・医師の配置換え
・医薬品等の共同購入
等

【今後の課題】
医療資源が乏しい地方都市においては、地域の医療機関が協調して役割分担し集約化
や機能分化の実現を図ることが、各医療機関の存続にとって有効になると考えます。
今後、地域医療構想を達成するための地域医療改革は益々加速するものと想定され、
各医療機関は地域における適正な医療提供体制を構築することがその役割として求めら
れます。
自院が地域においてどのような役割を果たすのかをふまえ、地域医療連携推進法人へ
の参加も視野に中長期経営戦略を策定されては如何でしょうか。
＊会社紹介＊

税務・会計

税理士法人 ノチデ会計
代表税理士 後 出 博

敏

昭和51年創業。スタッフ(27名)の中に、税理士・医業経営コンサルタント・社会保険労務士・行政書士・Ｆ
Ｐ・事業再生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、「経営の
トータルアドバイザー」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いる。ま
た、（一人医師）医療法人化・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、「医業経営
塾」等の各種セミナー開催、病医院の診療圏調査・患者分布調査なども実施している。
平成25年１月に医業経営コンサルティング専門会社「㈱金沢医業経営研究所」を立ち上げ、グループとして税
務会計・経営改善の両面から医業経営を支援している。
URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

税務

出資額限度法人とは（１５）
持分の定めのある社団医療法人は出資額限度

２ 出資額限度法人の定義

Ｑ
出資額限度法人とは、出資持分の定めのある社団

法人に移行することができると聞きましたが、
出資額限度法人とはそもそもどのような制度で､

医療法人であって、その定款において、社員の退社

またどのように取り扱われるのでしょうか。

時における出資持分払戻請求権や解散時における財
余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ範囲について、

医療法人の非営利性・公益性から持分の定め

払込出資額を限度とすることを明らかにしているも

Ａ
のある社団医療法人は、個人に財産権を認めて

のをいいます。

おり、これをあるべき姿である持分の定めがな
く公共性の高い医療法人への移行を促進する方

３ 出資額限度法人の内容

策の一つとして検討されました。
（１）出資額
出資額限度法人については、平成16年６月16
金銭出資、現物出資のいずれであっても、社員
日の厚生労働省からの国税庁に対する「持分の
(出資者）が出資した時点の価額を基準とします。
定めのある医療法人が出資額限度法人に移行し
（２）法人財産のうち出資持分の返還請求権の及ぶ
た場合等の課税関係について」という照会文書
範囲
に対する回答、その後の平成16年８月13日の厚
脱退時および解散時における出資持分を有する者
生労働省医政局長の「いわゆる「出資額限度法
への返還額は、出資持分を有する者それぞれにつき、
人」について｣（平16・８・13医政発0813001）
その出資した額を超えるものではないこととします。
という通知によると次のようになっています。
出資持分のない医療法人への移行

出資持分の放棄
又は
払戻しが可能

１ 出資額限度法人明確化の趣旨
平成15年３月に「これからの医業経営の在り
方に関する検討会」の最終報告書がとりまとめ

体的方向が示され、将来の医療法人のあるべき
姿である持分がなく公益性の高い特定医療法人
または特別医療法人への円滑な移行を促進する
ための１つの方策として「出資額限度法人」の
検討の必要性が指摘されました。
これらの背景には①医療法人の出資持分に対

の参入議論の２つの問題がありました。

出資持分のない医療法人
との合併
出資持分を放棄しない
又は
払戻しさせない

現状維持

する相続税課税、②株式会社による医療経営へ

出資持分のある社団医療法人

られ、医療法人を中心とする医業経営改革の具

出資持分のある医療法人
（経過措置）
移行期間

払戻し額
＝出資額を限度

出資額限度法人
（経過措置）

＊会社紹介＊
昭和57年創業。相続税・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
策定指導、経営審査等各種届出（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
を中心に幅広い活動を行っている。

税務・会計

今村会計事務所
所長・税理士 今 村

URL http://imamura.ne.jp/

修

コンサルティング

優秀な人材を確保するためのポイント（４）
病医院において、医師や看護師などの有資格者の人材の確保が医
業経営上の大きな課題となっています。すぐに人材を募るには求人
広告や専門業者に出稿・依頼する方法がもっとも効果的で、採用希
望者の目に留まる機会が増えるため認知度を高くするメリットがあ
りますが、掲載される情報が限られるため、希望者とのミスマッチ
も懸念されます。せっかく新しい人材を採用しても、すぐに退職さ
れては苦労が報われない結果になってしまいます。
じっくりと掘り下げて病医院の事を知りたい、という意欲の高い
希望者に対しては、採用に関する情報を病医院のホームページにて
展開するのが効果的です。そこで病医院におけるホームページでの
採用情報を展開するにあたって、掲載しておくべき基本的なポイン
トを３回にわたってご紹介してきました。今回は最終回「向上心の
高い人物を獲得する」をご紹介します。

ポイント.４ （最終回）
向上心の高い人物を獲得する
中途採用・キャリア採用に関する病医院側の要望でよく見るのが「向上心の高い人」です。向上
心の高い人材にとって病医院を選ぶ際の重要な判断材料は、自分のキャリアをどのように育てるこ
とができるかという点です。教育制度や研究発表に対する取り組み、あるいは地域社会にどのよう
に関わっているかが分かる実績などもそれらの情報に該当します。
また、評価制度や査定に関する具体的なプロセスを可能な限り開示することで、公明・公正な評
価をする職場環境であることを訴求できます。人材育成・キャリア育成に関する病医院の考え方を
述べるとともに、あわせて入職後３～５年の職員がどのように成長できたかを紹介する、または転
職前と転職後のスキル・年収などを比較して掲載するなど具体的に職員の現在と過去を比較するこ
とで、応募者に自分の将来像を喚起させることができます。

⾃院のホームページが気になる⽅は、気軽にお問い合せ下さい︕
無料診断（レポート報告）致します。 （初回診断無料）
※診断するホームページは１サイトのみです。
※レポートの報告は１回⾏います。
※レポート作成に日数をいただく場合があります。

＊会社紹介＊

経営改善・
経営相談

株式会社ﾒﾃﾞｨｶ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
専務取締役 松 浦 実

平成19年６月、税理士法人 畠税理士事務所（現 畠＆スターシップ税理士法人）医業コンサルテ
ィング部を法人化。立地探しから行う開業支援・マーケティングコンサルティングや、医療法人・
社会福祉法人の設立支援、介護事業立ち上げ支援、病院・福祉施設の人事財務連動型コンサルティ
ングなど畠経営グループの組織力を活かしたコンサルティングを展開。
URL http://www.medicaconsulting.co.jp/

利

労務管理①

～ストレスチェック制度がスタート～
平成27
27年12
27 12月１
12 １日から「ストレスチェック制度」がスタートしました。
この制度は、同日から施行される改正労働安全衛生法に基づく制度です
が、いくつかの注意点があり、それを意識して準備を進めないと、思わぬと
ころで法令違反となる可能性があります。
今月から数回にわたり、このストレスチェック制度の注意点などを紹介し
ます。まずは、制度の基本を確認しておきましょう。

ストレスチェック制度の基本

＜ストレスチェック制度とは＞
ストレスチェック制度は、企業（事業者）が、従業員（労働者）に対して、定期的にストレ
スチェック（心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査）を行い、本人にその結
果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。
そして、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに
集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、スト
レス要因そのものも低減させようとするものです。
さらに、その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、
医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に
防止しようという取組みとなっています。
（労働安全衛生法に基づき、平成27
27年12
27 12月１
12 １日から施行）

＜ストレスチェックのポイント
＜ストレスチェックのポイント＞
のポイント＞
対象者は、常時使用する労働者
常時使用する労働者です。
常時使用する労働者
業種にかかわらず行う義務があります（当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、努力
業種にかかわらず
義務)。頻度は、１
１年以内ごとに１
年以内ごとに１回、行う必要があります。
方法は、調査票を配布し、対象の労働者に記入してもらうことが基本です（ＩＴシステムを
用いて行うことも可能)。
ストレスチェックを実施するのは
実施するのは、
実施するのは、医師等です。
医師等
※医師等…医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福
祉士をいいます。ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを実施した医師等から直接
直接
本人に通知し、
本人に通知し 、本人の同意がない限りは、
本人の同意がない限りは、 事業者に提供してはならないことになっていま
事業者に提供してはならない
す。

当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、ストレスチェックを行うことが努力義務とされます
が、そのような事業場で行う場合は、助成金を申請することができます。

＊会社紹介＊
当オフィスは35年の伝統と歴史、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て、
企業の健全な発展と明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。

労務管理
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

URL http://www.hatake.biz

畠

康 祐

労務管理②

『一億総活躍社会の実現に向けて』
一億総活躍社会の実現に向けて』

昨年、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の新たな目標である「一億総活躍社会の実現」
に向けた政府の緊急対策案が発表されています。対策は、①2020年頃までに国内総生産（ＧＤ
Ｐ）600兆円②出生率1.8％の実現③介護離職ゼロとなっており、アベノミクスの「新３本の矢｣
に沿って構成されています。
その実現に向けて出生率上昇のための出産・子育て支援、また介護離職対策では介護休業の
分割取得や介護休業給付の支給額を増やすことが予定されています。
そして、ＧＤＰ600兆円に向けた経済対策では、個人消費のテコ入れのため、最低賃金を
1,000円に引き上げるという目標が明記されました。これは、鶏が先か卵が先かといった話でな
いでしょうか。
ご存じの通り、ＧＤＰというのは、給与の原資となるものです。ＧＤＰが増えないと、給与
も増えません。だからこそ、これまでの20年間、日本のＧＤＰは、ほとんど変わらなかったた
めに給与も増えませんでした。私が、大学を卒業して生命保険会社に入社した当時（25年前）
の給与は、20万円位だったと思いますが、今の新入社員の給与もほとんど変わっていませんで
すしね。

今回の政策は給与を先に上げることでＧＤＰを増やそうというものです。多くの中小企業で
は、バブル後入社の若い社員の給与が、低く抑えられてきたために、50代以上の社員の給与と
の間に格差が生じています。若い世代の社員の給与を引き上げたいという相談も多くあり、と
てもよいことだと思いますが、急に若い社員の給与だけを引き上げるのは、制度上、無理があ
るので難しいところです。
先日、お客様のところで打ち合わせをしている際に、今年はいつも以上に会社の休日が多く
て…という話が出ました。ここ数年で、祝日の日数が増えましたよね。2015年度の事務所カレ
ンダーを作成していて、年間休日数が、125日にもなってびっくりしたことがあります。３日の
うち１日がお休みなんですよ。もうお分かりのように、休日数が増えるということは、それに
ともなって給与が減らないかぎり、実質的な賃金アップになっていることになります。最低賃
金は上がっていくのに、労働時間数が少なくなるということになると経営者は頭が痛いですね。

＊会社紹介＊
私共の事務所は、完全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。
使用者と労働者の関係が複雑化する中で、少しでも経営者のお役に立てるようあらゆる面での
サポートを心がけており、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。

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

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

正哲朗

保険・資産運用

「生命保険の唯一にして最大のメリットとは？」

バブル期に、現在と比較にならない程、預金金利が高かった時代を覚えている方も多いかと
思います。
生命保険も、養老保険に代表される貯蓄率の高い商品が、他の金融商品同様飛ぶように売れ
ました。今でも、お客様から、貯蓄率のよい保険を求められることが多いのは、やはりバブル
当時からの印象が残っているからだと思います。いつの間にか「保険＝貯蓄性商品」というイ
メージが根付いているのかもしれません。
ところが生命保険という金融商品の最大のメリットは、貯蓄性ではありません。他の金融商
品で対抗しようとしても、太刀打ちできない機能が生命保険にあります。生命保険にしか出来
ない唯一にして最大のメリットとは何でしょうか。他のどんな商品でも、これを上回るものは
ありません。
キーワードは、“時間”です。
たとえば老後の資金を積立てようと考えた場合、生命保険だけでなく、定期預金や外貨預
金、金の積立、タンス預金、株式や投資信託など、積立の方法は世の中探せば、さまざまあり
ます。これらの積立てに共通するものはと考えてみると、お金が殖えるには“時間が必要”だ
ということです。
積み立てた時間の経過とともに資産は増えていきます。
では生命保険はどうでしょう？
生命保険は、時間を超えます。将来必要な額を、加入した瞬間に作ることができます。預貯
金で積立した場合、毎月１万円として１年で12万円＋利息、10年で120万円＋利息。生命保険の
場合は、一か月分保険料を支払った直後からすぐに希望の額の現金を作ることができます。も
ちろん、生命保険ですので被保険者がお亡くなりになられた場合です。ところが貯蓄ですと１
年貯めても、死亡時は時間の経過とともに積立てた分だけです。
生命保険は、保険料を一か月分払ったその瞬間から、死亡時の必要資金が確保されます。こ
んな金融商品は世の中探しても生命保険以外にはありません。しかも現金で、保険会社によっ
ては数日で受け取ることができます。当たり前の話に思われるかもしれませんが、保険本来の
“保障の機能”は、お金を作るのに“時間の経過を必要としない”ところにあるのです。
さらに“誰に渡したいかという思い”を遺産分割対象外*の現金（保険金）として、確実に渡
すことができます。
*遺産分割（民法上の財産）の対象からは外れますが、契約形態により相続税・所得税などの
課税対象となります。
生命保険は貯蓄性で加入している、という理由で加入されている方も多くいらっしゃいま
す。もちろん間違いではありませんが、保険本来の機能に注目してみると、相続時の財産の分
割や納税資金などの対策として、とても有効です。
昨今の相続税改正を受け、改めて生命保険の機能に注目が集まってきています。今一度、こ
の生命保険にしかないメリットを考えてみてはいかがでしょうか。

＊会社紹介＊
平成12年5月設立、本支店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
連携し、医療機関経営という観点から、セミナー活動、情報提供、個別相談などを行っている。主
な業務は、生命保険・損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
画の企画立案に関する業務、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
材育成のための教育及び育成業務など。
URL http://www.rml.co.jp
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昭二

石川県医師会会員の皆様へ

遺産相続の困りごと個別相談
遺産相続の困りごと個別相談
■遺産相続の問題とは？
「うちは遺産相続の問題とは無縁のはず。」と考える方も多いでしょうが、家族や遺産があれば誰にでも起こり得る
家族や遺産があれば誰にでも起こり得る
問題です。
遺産相続を「遺産争族」とたとえることがあるように、いざ事が起こると、親族同士が争う根の深い問題となります。
遺産相続は基本的に故人の「遺言状」に基づいておこなわれます。
ただし、遺言状は法的な形式を満たす必要がありますので、少しでも不備があると争いの元となってしまいます。
■遺産分配は相続者同士で納得できることが重要
遺産分配は相続者同士で納得できることが重要
遺産の分配について話し合う遺産分割協議も、相続する親族の主張が行きちがうことが大半です。
基本的には法定相続どおりおこなうべきですが、親族と故人の関係性によっては相続額でもめることが少なくあり
ません。
特に生前の故人とあまり関わっていなかった親族が多くの遺産を相続すると、他の親族から不満が出てしまいま
す。
遺産相続の問題は、これまで円満だった家庭や親族の間でも起こる可能性を秘めています。
遺産額の大小にかかわらず起こる問題ですので、実際に遺産問題が生じる前に対策を考えておきましょう。
相続人が母、
相続人が母、兄、私の3人で亡くなった父が母に生命保険をかけ
私の 人で亡くなった父が母に生命保険をかけ
ていた場合
相続対策としても知られる生命保険については、誰が受取人なの
かが非常に重要です。受取人によっては相続財産とはならないた
め、家族間でもめないためにも知識を深めてください。
遺産分割したいが母が認知症の場合
高齢化が進んでいる日本では、今後ますます多くなると予想され
るケースです。認知症の人は判断能力を欠いているため、法律行
為の遺産分割を行うことができません。では、どのように解決す
ればよいのでしょうか？
相続人が遺産を独り占めしようとしている場合
長男だからという理由で独り占めしたり、一緒に住んで親の面倒
を見ていたから財産は全て自分のものと勘違いをしているケース
です。兄弟姉妹を巻き込んで関係性を悪化させる典型的なもので
す。
相続人の中に未成年者がいる場合
たとえ未成年であっても、法的には権利が保障されており遺産を
引き継げます。しかし、通常の遺産分割の方法では無効となる、
相続問題の中でも少し複雑なケースです。未成年であるがゆえ
の難しい理由とは？

被相続人に多くの負債（
被相続人に多くの負債（借金）
借金）があり、
があり、相続を放棄（
相続を放棄（辞退）
辞退）し
たい場合
相続における遺産とは、常に財産がプラスとは限りません。
例えば、被相続人に借金があった場合、その負債も承継対
象になります。一生かかっても返せない多くの負債がある
場合、どうすればよいのでしょうか？
父が急に亡くなって遺言が見当たらない場合
人は不慮の事故や病気などによって突然亡くなることがあ
ります。このようなケースの場合、残された相続人同士がお
互いの主張を始め、トラブルにまで発展する可能性があり
ます。
遺言書の内容が自分にとって、
遺言書の内容が自分にとって、明らかに不当な内容だった
場合
相続における被相続人の遺言内容は、強い効力を持って
います。その内容が遺族にとって明らかに不当なものだっ
た場合、泣き寝入りをしなければならないのでしょうか？そ
して、その遺言がもし偽造されたものだったら…。
遺産相続が土地（
遺産相続が土地（不動産）
不動産）しかない場合
遺産はなにも現金や預金だけではありません。土地や建
物、とくにマイホームといった不動産を持っているケースは
たくさんありますが、固定資産が含まれる場合の分割方法
は、とても複雑になっています。

FP資格を持つコンサルタントが親身にご相談に乗ります。初回相談無料、どうぞお気軽にお申し出ください。個人情
報に関する守秘義務を厳守いたします。

遺産相続の困りごと個別相談【
遺産相続の困りごと個別相談【申込書】
申込書】
クリニック・
病院名

ご連絡方法

お名前

ご連絡先

メールアドレス

（

ＴＥＬ

電話

ご本人様

お電話の場合の
ご連絡希望日時

月

・

・

配偶者様

日

＠

石川県医師会関連団体 有限会社アイエム （担当
申込先 FAX : ０７６-２３９
０７６ ２３９-３８２１
２３９ ３８２１

メール

山下、村井）

）

時頃

