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毎月の測定結果報告書を郵送いたします。

（要30年間保存）

① メーカーからＴＬＤバッジが毎月送付さ

れます。

② 所定の部位にバッジを装着して下さい。

（男性は胸部、女性は腹部に）

③ １か月後にバッジをメーカーに返送して

下さい。

※以降、毎月同様に着用・返送を繰り返

して下さい。

医協のスケールメリットを生かした特典をご利用いただくために
資料請求・デモ・見積り等の第一報は、石川県医師協同組合へ TEL：076-239-4144

石川県医師協同組合【購買部】
〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目48番地
TEL:076-239-4144・FAX:076-239-4145

病院・診療所でX線装置などを使用する場合には、
個人被ばく線量測定・X線室線量測定の２つが、法令により
義務付けられております。今一度、ご確認ください！！

放射線診療業務のためＸ線室などの管理区域に立ち

入る診療従事者の《安全・安心》を確認するために

も、《個人被ばく線量測定》は重要です。医療法施行

規則第30条18第2項他で義務付けられています。

（１）個人被ばく線量測定商品 ＴＬＤバッジ （２）Ｘ線室線量測定商品 ドーズコレクタ

ご存知ですか？Ｘ線室の漏洩検査は《医療法施行規

則第30条22項により半年に１度の測定が義務付けら

れています。

そこで、医師協では手軽で安価な《Ｘ線室線量測定

商品ドーズコレクタ》をお勧めしています。

裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、医

師協同組合までファックスをお願いします。

ステップ

1

ステップ

2

ステップ

3

① 裏面の申込書に必要事項をご記入下さい。

② Ｘ線室付近の平面図と一緒に医師協にＦＡ

Ｘして下さい。

（平面図は手書きのものでも差し支えありま

せん。）

ステップ

1

メーカーから「測定ポイントの提案および測定

器」の発送時期をお知らせします。

ステップ

2

① 測定パックが届きましたら、添付されてい

る資料に従い測定器を貼り付けて下さい。

② １か月間の貼り付け期間が終了しました

ら、測定器を返送して下さい。

ステップ

3

① 報告書を郵送いたします。

② 報告書は保健所等への提示書類としてその

ままご利用いただけます。（要５年間保存）

ステップ

4

組合員価格

１年間（１２回）１名につき、 13,200円（税込） １室 ６か所測定、 18,480円（税込）

２室１２か所測定、 31,900円（税込）

組合員価格

お申し込み、詳細につきましては、石川県医師協同組合までお問い合わせください。



令和３年度予算による「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」がスタートしました。一定の要件を満たす医療機関や薬局に対し、感染拡大防止対策等の費

用を補助するものです。

受入れ対応していない医療機関も申請可

この補助金は、新型コロナ患者等の受入れ対応を行っていない医療機関や薬局等も利用できま

す。対象となる医療機関と補助基準額（上限額）は、次のとおり。申請時に、申請書（電子媒体

申請用）に必要項目を入力すると、最も高い区分で申請することができます。

●都道府県指定の診療・検査医療機関 １００万円

●医療機関・薬局等

病院・有床診療所（医科・歯科） 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

「令和２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補助金」による

補助を受けた医療機関等は原則対象外。ただし、「令和２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補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定

を受けた医療機関については、同補助金の補助基準額（上限額）が本補助金の補助基準額（上限

額）より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができます。

【補助対象となる経費】 令和３年４月１日から９月３０日まで

にかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等の費用

院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療提供のための診療体制確保等に要す

る費用も対象となります（例：清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処

理、個人防護具の購入等）。なお、従前から勤務しているスタッフや通常の医療を提供するス

タッフの人件費は対象外です。

【申請書提出期限】 令和３年９月３０日

申請は各施設で１回のみです。ホームページ※から申請書様式がダウンロードできます。

※厚生労働省「『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

補助金」について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html

『MyKomon 医療機関版 NEWS LETTER 2021年7月号より抜粋』

税務・会計

木村経営グループ

代表 木 村 岳 二

＊会社紹介＊

昭和50年（1975年）木村光雄税理士事務所として創業。平成26年（2014年）、税理士法人木村経営ブ
レーンとして法人化。40年以上の歴史の中で、基本業務の月次会計監査・税務申告に加え、お客様の事業
環境変化に対応するため、業務の幅を拡げてきた。昭和57年（1982年）、株式会社木村経営ブレーンを

設立して以来、医業経営、相続資産対策に特化。平成４年（1992年）、株式会社木村事業承継ブレーンを
設立し、合併分割などの組織再編、M&Aまで行い、40名規模のグループに至る。（公社）日本医業経営コ
ンサルタント協会の認定登録医業経営コンサルタント７名在籍。URL http://www.kkb-jp.com/

税務

院内の感染防止対策を支援する補助金

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html


会計経理

「減価償却費」と「資金繰り」の関係について

会計経理

税理士法人 ノチデ会計

代表税理士 後 出 雅 敏

＊会社紹介＊

税理士法人・医業経営コンサルティング会社・社会保険労務士事務所など各分野のプロフェッショナルをもつ、

医業経営の総合支援グループ。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、病医院側の状況に応じ

てオーダーメイドで特に以下の業務を中心に支援を行う。

持分なし医療法人への移行支援、診療・介護報酬等相談、職員が満足する給与・人事評価制度等構築支援、病医

院建替え支援、医療法人及びMS法人設立・運営支援、新規開業及び承継開業支援、病床再編、後継者の意思決

定・養成支援、Ｍ＆Ａ支援 URL http://nochide_kaikei.tkcnf.com

損益計算書の「利益」と「現預金」の増減が一致しないため、損益計算書の見方がよく

分からないというご相談を受けます。その原因の一つに損益計算書上の「減価償却費」が

関係しています。

■減価償却とは？

設備や医療機器などの高額な資産を取得した場合、取得時に一括して費用とするので

はなく、一旦資産として計上し、その後使用する年数に応じて、費用計上していくこ

とをいいます。

※医療器械を1,000万円
で購入し5年間で償却
する場合

■償却する期間（耐用年数）は法令で定められていて、医療機器は種類によって４～10年間

とされています。

■減価償却と資金繰りの関係

毎期計上する減価償却費は取得時以外の期間は実際に現金支出がないので、損益計算書

で費用に計上されていても、その金額は実際に現預金として残っている状態となります。

（医業収入） 10,000

（医業費用）

診療材料費 2,000

給与 5,000

×××

減価償却費 200

××× 9,170

医業利益 830

（営業外収益） 110

（営業外費用） 50

経常利益 890

（臨時収入・損失） 0

税引前当期純利益 890

法人税 267

当期純利益 623

金額（万円）
■つまり、損益計算書の「当期純利益」と「減価償

却費」を足した金額が現預金の増加額と近い金額

になります。

■また、「一年間の借入金返済額」が「当期純利

益」＋「減価償却費」の範囲内であれば資金繰り

に余裕がある状態の「目安」となるので確認して

おきましょう。

「当期純利益」＋「減価償却費」

「一年間の借入金返済額」

※資金繰りに余裕あり



医業経営

株式会社 Ｓｅｅｄｓ

代表 笠 田 圭 介

＊会社紹介＊

医療経営士及び医業経営コンサルタントとしての知識を活かし、出資持分対策、人事制度構築、病床

再編、新規事業化、人材確保、経営戦略実行支援、病院建替え、後継者問題の解決など、経営改善の

実務に従事している。

また、都道府県医師会や医療関連団体等でのセミナー講師や雑誌寄稿、医療法人の役員などの公的業

務を担っている。

URL  https://seeds.town/

医業経営

医業の承継 ② （第三者への承継の場合）

医業承継でお悩みの先生向けに、承継の実務について記載しています。

今号は、親族内（お子さん等）に跡継ぎ候補がおらず、第三者等への承継により

事業を存続させたいとお考えの場合の事前準備についてです。

上図のうち「（これから開業をしたい）一個人」への承継が圧倒的に多いです

が、お相手をどう探すか、どのような条件とするか、事前準備、等のご相談やご質

問が、弊社へ大変多くお寄せ頂いています。

お譲りされる側として、経営や近隣の状況、職員やハード面、希望スケジュー

ル、その他条件、関係者様のご意向等を整理しておくことがスムーズなお話し合い

のために必要で、弊社へご相談頂いた場合はヒアリングさせて頂き、代理で整理さ

せて頂いています。

例えば、「経営状況＝決算書を見せる」ではなく、お引き受け側の立場で分かり

やすいよう個別の特徴や課題感等を整理したり、留保事案や機会となり得る変化等

も整理していきます。また、個人の生活イメージもお伝えできるようにします。

詳細は書ききれませんが、スムーズなお相手探しやお話し合いを進めて円滑な第

三者承継をご希望の場合は、ご相談頂ければ、個別のご事情にあった事前のご準備

についてお伝えさせて頂けるのではないかと思います。

次号では、第三者承継の実例をご紹介し、ポイント等を解説します。

また、親族内承継のご予定がある医療機関での事前準備のポイントや実例等につ

いても今後記載させて頂きます。

医業承継についてご関心のある院長先生や関係者様は、お気軽にご相談ください。

第三者承継

一個人

既存
医療機関

分院型

その他

その他



労務管理

社会保険労務士法人末正事務所

所長 特定社会保険労務士 末 正 哲 朗

労務管理①

『デジタル社会の生き方』

＊会社紹介＊

私共の事務所は、複雑化する労務の問題を経営者と一緒に解決していく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。

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

ぼく会社員の頃の勤務先の生命保険会社で同期だった友人と話す機会がありました。「最近は、保険の販売に対

するノルマがなくなったんだよ。大量に採用していた営業職員の新規採用の人数も制限してんだよ。会社は経営方

針を変えてきているんだけど“ＣＸ”って知ってるか？」

ぼくが勤めていた頃は、保険の販売と採用の２つのノルマが毎月あって、その２回のノルマ達成に本当にシンド

イ思いをしていたわけですが、そのノルマが本当になくなったというんです。そして、その後に経営戦略の中心に

据えたのが「ＣＸ（カスタマー・エクスピアリエンス）」という考え方だそうです。簡単に言うと、生命保険に加

入してもらうことを企業利益と考えず、顧客が、保険の加入を考えたときに自社を選んでもらえることこそを企業

利益とする考え方なのだそうです。保険の販売時や販売後のアフターサービスなどの過程を通じて企業価値の訴求

を重視するという意味で、このＣＸという概念が大企業を中心に広まっているそうです。ただ、この友人に「意味

分かってる？」って聞くと「何をしていいのかわからないよ。」と笑っていました。以前、日本製の携帯電話を、

ガラパゴス化しているという意味で「ガラケー」と言ったことがありました。一橋大学の神岡教授は、「顧客視点

に立って、本当に顧客にとって価値があることは何かを考えることがＣＸの基本となります。細分化されたサービ

スがあれば、その個々ではなく全体としてのサービスで評価することが重要です。」と保険業界に対して提言をし

ています。自社の商品、サービスがどういったものかを顧客に提示することが大切なのではなく、その商品、サー

ビスを利用することで顧客の生活がいかに豊かになるかを顧客自身に経験してもらうことのほうが大切だというこ

とのようです。また、神岡教授は航空会社を例にあげて顧客視点に立つことの実践について話しています。「ある

航空会社は定刻到着率の高さをアピールしています。しかし、顧客の立場では、定刻に着陸することに、あまり意

味はありません。むしろゲートに何時に着くのかが重要ですよね。着陸後の滑走路で機内に30分待たされることも

あるので、着陸した時刻ではなく飛行機から降りた時刻が大切なわけです。つまり、顧客が何を経験したかを見ず

に、我社はこれだけ上手くやりましただけでは、真の顧客視点に立ったことにはならないのです。」

デジタル改革関連法関係等６法案が２月９日閣議決定され、現在、令和３年９月１日施行に向けて国会で審議さ

れています。この法案の概要は、ＩＴ基本法を廃止して、デジタル社会形成の基本方針などを定めたデジタル社会

形成基本法を制定することで、デジタル庁を日本の官民のデジタル化を牽引する司令塔とすることになります。菅

首相は、「誰もがデジタル化の恩恵を最大限受けることができる、世界に遜色のないデジタル化を実現したい」と

衆院本会議で強調しました。課題は多いようですが、日本のデジタル化に多いに期待したいです。そしてデジタル

化が達成されると、これから社会の進むスピードがますます速くなっていきます。20世紀に比べると、21世紀は情

報量だけでも１万倍になっているそうです。18世紀に生きた一人の人間が、生涯を通じて得ていた情報量は、現代

人に換算すると、朝刊１週間分程度だそうです。

こんな話があります。「一頭のカバが川を渡っているときに自分の片方の目を川に落としました。カバは周囲を

必死になって探しました。カバの激しい動きが周囲の水を濁らせました。そのため目の行方はわからず、見つかり

ません。川岸にいる鳥や動物が、カバに向かって『少し休んだほうがいい』と助言しますがカバは言うことを聞き

ません。目を亡くしたくないカバは、休むことなく一心不乱に目を探し続け、ついに疲れ果ててその場に座り込ん

でしまいました。カバが動きまわるのをやめると、川は静寂をとり戻し、カバがかき回して濁らせていた水は泥が

沈み透き通って見えるようになったのです。こうしてカバは自分の目を見つけることができました。」（ 参照

「座右の寓話」著 戸田智弘）人は何も考えずにぼんやりしているときにこそ、ひらめきが降りてくるという話があ

るそうです。ひらめきという訪問者は、忙しい人を嫌い、ぼんやりしている人を好むそうです。人はずっと走り続

けることは良いことではなく、出来ることでもないので、しばらく走ったら休息をとり、自分の走りを見直すのが

賢明だそうです。



ラクシュミー
社会保険労務士事務所

代表・社会保険労務士 小矢田 由 希

労務管理
＊会社紹介＊

私共の事務所は、経営者の方のガイドとなれる社会保険労務士でありたいと思っております。周り

で起きていることを正確にお客様にお伝えし、ともに悩み、お客様が目指すビジョンの実現のため

に並走し、必要なサポートをさせていただいています。

URL  https://laxmi-sr.jp/

労務管理②

『最新版 看護師の賃金データ』



保険・資産運用

活用していますか？ 「経営セーフティ共済」

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 原 勝 志

保 険 ・
資産運用

＊会社紹介＊

平成12年５月設立、本支店23拠点。全国34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

◆経営セーフティ共済とは？

・加入できる方は。１年以上事業を行っている個人事業主の開業医、ＭＳ法人など。医療法

人は利用できません。

・掛金月額は、５千円～20万円の範囲内（５千円単位）で自由に選べます。掛金の金額変

更、払方の変更（年払←→月払）ができます。

・掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

・掛金は全額を、税法上必要経費（個人事業主）または損金（ＭＳ法人など）に参入できます。

・国が運営する中小機構の「中小企業倒産防止共済」の愛称です。

・取引先の倒産時に、もしものときの資金調達をサポートしてくれます。

・無担保・無保証人、積立額の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで貸付を受けられます。

・償還期間は貸付額に応じて設定されます。

・加入後40か月以上経過すれば、任意解約時に解約手当金が100％戻ります。

・解約時期は自由に選べます。加入後、40か月未満の場合は、解約手当金は100％戻りません。

・解約手当金は売上金扱いとなります。つまり、解約した年の所得となります。

・一部取り崩しはできません。解約のみ。

解
約
手
当
金

40か月以上経過で100％返還

掛金は必要経費または損金

【イメージ】

掛金月額は任意
５千円～20万円

MAX800万円に達すると据置

解約手当金は
設備投資に！
職員の退職金に！
資金繰りに！

積
立
金

◆ドクターにとってのメリットは？

◆解約手当金の扱いは？

年間の積立金が全額、その年度の経費（損金）となります。

解約による解約手当金は全額が売り上げとなりますので、その時点で課税されます。
結果、課税の繰り延べ効果を得られます。

今回は課税の繰り延べ対策として活用できる「経営セーフティ共済」について解説します。
開業医の方でこの制度を活用されている方をほとんどお見かけすることがありません。
８００万円までの上限がありますが、解約するまで課税の繰り延べや、課税の軽減効果を得る

ことができますので、一考に値すると思います。



医業ｺﾝｻﾙ

石川県医師協同組合

担当 山下・中村・伊登・村井

＊会社紹介＊

当組合は、平成４年４月に設立し、医療機器、医療用消耗品、書籍販売、医療廃棄物の業者紹介等、組合員

の先生方の医療活動にご利用をいただいております。令和２年12月１日より、旧「有限会社アイエム」の

保険業務を引継ぎ、「団体医師賠償責任保険」及び「所得補償保険」、その他損害保険、生命保険の代理店

として、医師会の会員並びにご家族、従業員の方々へ保険の販売も行うこととなりました。

リスクマネジメント

～今さら人には聞けない「医師賠償責任保険」（施設賠償編）～

万が一の医療事故に備える「石川県医師会団体医師賠償責任保険」ですが、当該保険には、医療行為以外の事故に

備える「医療施設特約条項」がセットされています。今回は、その中身について深掘りしていきます。

「石川県医師会団体賠償責任保険」は、上図の通り、「医療行為を伴うもの」と「医療行為を伴わないもの」に分

類されます。今回のテーマである「医療施設特約」も実際には、３つの補償が自動セットされており、以下のような

事故を補償します。

【重要ポイント①】 Ａ会員に自動付帯される「日医医賠責保険」は、医療行為のみ補償します。開業医の先生方で、

｢石川県医師会団体医賠責保険」に未加入の方は、自院に「医療施設特約」が付帯されているかご確認下さい。

【医師賠償責任保険の構成】

★「施設賠償」「昇降機賠償」について

施設の管理不備に伴う法律上の損害賠償責任が発生した場合に備えます。「施設賠償」という名称には、なって

おりますが、施設の管理不備だけではなく、医療行為以外の業務中の事故も含まれることがポイントとなります。

例）医療施設火災について、避難経路が明確ではなく、患者が逃げ遅れて亡くなってしまった。

例）階段の手すりが壊れて患者がケガをした。車イス用の昇降リフトに不具合が生じ、利用者が転倒してしまった。

例）看護師や職員が荷物を運んでおり、前から来た患者に気付かずぶつかってケガをさせてしまった。

★「生産物賠償」について

施設内で提供した飲食物等の提供に伴う法律上の賠償責任が発生した場合に備えます。

例）提供した食事により、Ｏ－１５７に感染し、亡くなってしまった。

例）提供した食事に、異物が混入しており、口内をケガしてしまった。

例）配膳ミスで、アレルギー体質の患者に、アレルギー物質入りの食事を提供してしまった。

【重要ポイント②】 「医療施設特約」は、医療施設側に法律上の賠償責任がある場合のみ対象となる為、患者自身の責

任による転倒などの事故については、補償の対象外となります。

実際に、医療施設内で起きた利用者の事故における責任の所在は、単純化できず、後の対応で揉める原因とも

なり得ます。そこで、トラブル防止策として、当組合の団体保険の「医療施設利用者の傷害見舞費用担保追加条

項」の出番となります。

～医療施設利用者の傷害見舞費用担保追加条項とは～ （詳細はパンフレットをご参照願います。）

医療施設内における利用者の急激かつ偶然な外来事故に対するお見舞金を出します。

法律上の賠償責任の有無を問わないことが最大のポイントです！！

利用者のケガに対する病医院側の誠意を見せられるため、「あそこは、何も補償

してくれなかった」といったようなＳＮＳ投稿などの二次風評被害の防止に繋が

ります！！

(加入者の声より）

・患者さんが院内でケガをされた時に、自院に責任がなくても、お見舞金が出せて良かった（金沢市 整形外科）

・今までこんな補償があることを知らなかったので、言いがかりに近い事故に備えて加入しました（小松市 内科)

利用者との無用なトラブルを避けるため、是非ともご検討下さい。詳細は、医師協同組合までお願いします。

実際には、医療行為以外
の事故も多そうだな～
















