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第 35 回支部総会・記念講演

複雑な手続きの理解が深まった
姫路・西播支部は 9 月 19 日（土）、姫路市内で、第 35 回総会と記念講演を行った。総会では、
支部幹事として新たに、橋本福治先生（はしもと歯科医院・姫路市）が選ばれた。記念講演では
「医院の閉院・継承・相続の手続き～新型コロナ関連各種制度の説明も」をテーマに、税理士の
田中雄司氏が講演し、11 人が参加。医院の閉院や継承にあたっての、税務をはじめとした各種手
続きや、新型コロナ関連の助成金などについて理解を深めた。（２面に 2020 年度活動方針、３面
に小松先生の感想文、４面に役員一覧を掲載）
田中氏は、医院承継・閉院の税務上の留意
点として、多岐に渡る税務の仕組みや手続き
について述べるとともに、節税対策や遡及手
続きについてなど、実践的なポイントも報告し
た。
継承の方法として、売買・賃貸・贈与等があ
るとし、それぞれに対応する税制度と留意点を
報告。例えば、贈与税については、年間の贈
与が 5,000 万円になると、それ以下の贈与額と
比べてかなり割高となるので注意が必要とした。
また、節税対策も紹介され、相続税では、相
続する構成人の数が少なくなると税率が低くな
るため、養子を増やすことで相続人を増やすと
いう方法があるということや、生命保険に加入
することで、現金の課税分を減らし、非課税額
を増やすことの出来ると述べた。また、退職金
は給与に比べてかなり税率が低いため、全体
の支給額のうち、出来るだけ退職金の割合を

分かりやすく実践的な講演をする田中氏

多くする方が節税になるとした。
田中氏は、行政による新型コロナウイルス関連
の制度についても、その対象や中身ついて、
一つひとつ詳しく説明。「新型コロナウイルス感
染症対応従事者慰労金」については、すでに
次ページへつづく
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退職した方も対象となり、支給分は非課税であ
ることや、オンライン申請の方法についても説
明した。
「感染拡大防止等支援事業補助金」につい
ては、「概算で申請し補助金を支給するが、後
日実施内容を報告し、差額が精算される。例
えば、50 万円のつもりで申請し、実際には 60
万円かかったとしても 50 万円しか支給されな
いので注意が必要」とした。
田中氏の、具体的かつ実践的な講演に参
加者は聞き入り、質問も活発に出された。

質疑も活発に交わされた

2020 年度支部活動方針（2020 年 6 月～2021 年５月）
2020 年度にあたり、引き続き会員のニーズに応じた研究会活動など支部の活性化をは
かるとともに、「医療改悪」を許さない活動を重点にしつつ、以下の活動をすすめる。

１、第 35 回支部総会を開催する。
２、他科を知る会、医院経営研究会など、研究会を開催する。
３、審査・指導問題や医院経営など会員のニーズに応じた会員懇談会等を開催する。
４、新規開業未入会員への働きかけをすすめる。また、新規開業医懇談会を開催し、支
部活動への若手会員の参加を広げる。
５、職員接遇講座や医療安全管理研修会などスタッフ向けの研修会を引き続き開催する。
６、バスツアーなど文化企画の取り組みをすすめる。
７、自治体キャラバンなど、西播社保協の医療・福祉改善活動や要請行動、講演会活動
などに協力する。
８、夢前町などの産廃処分場問題について地元開業医らの取り組みに協力する。
９、姫路障害者連絡協議会の障害者の権利を守る運動に協力する。
10、子どもの医療費無料制度を所得制限なしでの実施など、社会保障の拡充を求めて、
自治体へ働きかける改善運動をすすめる。
11、幹事会運営を充実させ、若手幹事の登用をはかる。
12、支部ニュースの定期発行に努める。
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総会記念講演感想文

相続の対策は税理士に相談を
さて、先生方、皆様、終活とまでは申しま

重要ポイントとしては、贈与税は税負担が

せんが、医院の閉院・継承・相続を考えられ

大きい。また退職金所得や保険医年金の受け

た事はございませんか。やがてはやってくる、

取り方、医療法人、相続税対策の解説等々ご

いつかは直面する問題です。姫路・西播支部

ざいましたが、一度では理解し難い内容でし

の第 35 回総会記念講演としまして、田中雄

た。

司税理士事務所田中雄司先生にご講演頂き
ました。

もう一つの演題、新型コロナウイルス関連
の主な補助金等についての各項目について

はじめに正木支部長より医療また社会保

ご説明頂きました。当協会の HP に申請手続

障において私たちをめぐる情勢、そして本日

きについての研修動画もございます。ご利用

のテーマに則して先生ご自身の思い寄せる

頂きまして期日までに申請されますように

ところを述べられご挨拶とし記念講演へと

との解説でした。

移りました。

最後に質疑応答が数名ございました。その

事業継承の背景に起こりうること、継承

質問の一つに、ネットなどで相談できる税理

(相続)と廃業(閉院)の違いや個人開業医と

士を探す際の選ぶ注意点などの質問がござ

医療法人との比較や注意点など改めて知り

いました。それに対しては、まず出資、金銭

ました。そしてスタッフの雇用ということも

を求めてくるようなケースは注意を払わな

忘れてはならない大切な事です。どのタイミ

いといけない、とご指摘頂きました。

ングで相続するのがいいのかなど、開業・廃

以上をもちまして終了となり、正木支部長

業の税務上の手続、また贈与に対する課税の

より本日の講師、田中雄司先生に謝辞を述べ

一覧では、贈与額が多額であるならばあるほ

られ、医院の閉院・継承・相続の手続き等に

ど、びっくりするような課税対象額でした。

つきましては、当協会の顧問税理士にお声か

相続時清算課税では、どう対処すれば損失に

けを頂きますように、と結ばれました。

ならないかは税理士の先生に相談するべき

（姫路市・小松歯科クリニック

小松盛樹）

だと思いました。

支部ニュースへぜひご投稿ください
日常診療のことや、医科・歯科連携などテーマは自由です。
ぜひご投稿ください。よろしくお願いします。
お問い合わせは Tel:078-393-1840
投稿は Fax:078-393-1820 または E-mail:yamakawa-t@doc-net.or.jp 担当：山川まで
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2020 年度支部役員（敬称略・地区、五十音順）
＜支 部 長＞
＜副支部長＞
＜幹 事＞

＜顧

問＞

正木
高森
石橋
綱島
古谷
宇野
河原

茂博（神崎郡）
信岳（揖保郡） 清水
悦次（姫路市） 小松
武彦（姫路市） 西川
素敏（姫路市） 松浦
千里（たつの市） 京
幸義（相生市）

兵庫県保険医協会
＜評 議 員＞

＜予備評議員＞
＜歯科評議員＞

綱島
宇野
広田
古谷
上田
津田

［協会役員体制］
＜理 事＞
石橋
正木
清水

武彦
千里
勝之
素敏
久志
賢治

映二（たつの市）
白岩 一心（赤穂郡・歯科）
盛樹（姫路市・歯科） 津田 賢治（姫路市・歯科）
義規（姫路市）
橋本 福治（姫路市・歯科・新）
伸郎（姫路市）
桃井 健仁（姫路市）
寿学（相生市） 宮本美智子（佐用郡）

役員体制（敬称略・地区、五十音順）

（姫路市）
（たつの市）
（宍粟市）
（姫路市）
（揖保郡）
（姫路市）

松浦 伸郎
京
寿学
宮本美智子
桃井 健仁

（姫路市）
（相生市）
（佐用郡）
（姫路市）

橋本

福治

（姫路市）

悦次（姫路市）
茂博（神崎郡）

小松
高森

盛樹（姫路市・歯科）
信岳（揖保郡）

映二（たつの市）

白岩

一心（赤穂郡・歯科）

