
1 

 

年税第42号 地Ⅰ第176号 

                                      平成29年10月2日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

                公益社団法人日本医師会     

常任理事 今村 定臣 

 

厚生労働省による医療法人制度改革に関する委託セミナーの開催について 

（平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充を中心に解説） 

 

 今般、厚生労働省医政局医療経営支援課より、改正医療法、特に認定医療法人制度（（持分あり

医療法人から持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人に対する相続税・贈与税

の納税猶予等の特例措置））について周知するため、掲題委託セミナーを、別添のとおり10月12日

より全国27都市で開催する旨連絡がありました。 

 なお、認定医療法人制度につきましては、平成28年12月28日付都道府県医師会長宛通知文「平

成29年度税制改正について」（日医発第1052号）におきまして、本会の要望が実現し、医療法改正

を前提として、3年延長（平成29年10月1日～）するとともに、認定医療法人について移行の際の贈

与税を課税しない等の拡充措置が講じられる旨をご案内しております。また、改正後の認定医療法

人制度の詳細に関する厚生労働省通知を近日中にご案内する予定です。 

つきましては、貴会会員に対して、ご周知賜りますようお願い申し上げます。 

 

（別添文書） 

○医療法人制度改革に関するセミナーの開催について 

○平成29年度厚生労働省委託事業 医療法人制度改革に関するセミナー 
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平成２９年９月 ２６日

公益社団法人

　

日本医師会

　

御中

厚生労働省

　

医政局

　

医療経営支援課

医療法人制度改革に関するセミナーの開催について

　

厚生労働行政の推進につきましては、 平素よりご理解とご協力を賜り、 厚く御礼申し

上げます。

　

さて、 平成 ２９年４月より、 改正医療法の一部 （外部監査の義務付け） が施行されて

おり、 さらに、 第１９３回通常国会で成立した改正医療法において、 持分なし医療法人

への移行に係る税制上の特例措置について平成２９年１０月から制度が延長・拡充され

るところであります。 そのため改正医療法、 特に持分なし医療法人への移行計画の認定

制度について周知し、 移行を促進したく委託セミナーを実施することといたしま した。

　

つきましては、 できるだけ多くの方に本セミナーへ参加をしていただくため貴会から

会員に対し周知のご協力をいただきたく、 何卒お願い申し上げます。

　

なお、 本セミナーの詳細につきましては、 受託業者にて特設サイ トを開設しておりま

す の で、 ご利 用 下 さ い。 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．・ｒｙｏｈｏｊｉｎ－ｓｅｍｌｎａｒ．ｊｐ／）

　

また、 別途受託業者 （税理士法人名南経営） より、 本セミナーのパンフレットを送付

させていただきますので、 事務所等に設置していただければ幸甚です。

＜担当＞

厚生労働省

　

医政局

　

医療経営支援課

　

医療法人係
武藤、 深津 （内線２６７２、２６７１）
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医療法人制度改革に
関するセミナー

平成29年度 厚生労働省委託事業

入社以来20年に亘り、医療機関・介護
事業所を専門として担当し、税財務分野
の相談業務だけでなく、収益改善・業務
改善・新事業展開・事業承継などのコン
サルティングを行っている。
これまで、関わった案件数は、300施設を
超え、最近では中小病院向けの事業承継
対策・出資金対策を中心に活動している。

医療法人の事業承継相談に長年関わっ
ており、医療法人制度に精通している。
特定医療法人化や旧認定医療法人制
度を活用した持分なし医療法人への移
行など、個別ニーズに合わせた承継対策
の立案・実行支援を多数実施している。

医療機関や介護施設の会計顧問を長
年担当しており、コンサルティング業務だ
けでなく税務会計業務にも精通してい
る。特に医療法人制度については、設立
手続・定款変更・出資金対策等を近年は
主要な業務として行っており、持分なし医
療法人への移行も支援実績がある。

持分なし医療法人移行を含む事業承継
対策やＭ＆Ａコンサルティングを中心に
活動している。また、事業承継や医療法
人制度をテーマとした刊行誌の執筆や
税理士・金融機関向けのセミナーを多数
実施している。

医療機関・介護施設の税務会計に特化
してコンサルティングを提供している。業
界歴は約30年であり、昨今は医療業界
の事業承継コンサルティング、Ｍ＆Ａ仲
介、経営支援、新規開業支援などにも注
力している。

・新しい認定医療法人制度を利用した
　持分なし医療法人への非課税移行
・ガバナンスの強化及び地域医療連携推進法人について

セミナー内容

講　  師 下記実務専門家のいずれかが担当します。

セミナー時間 各回 2時間

参 加 費 無料

対 象 者 医療法人関係者、行政機関、各種団体、企業、専門家
（1法人あたり3名まで）

医療法人制度については、地域医療連携推進法人制度の創設や
医療法人経営の透明性の確保等のための
外部監査の義務付け等の新制度がスタートしておりますが、
平成29年の改正医療法においては、持分なし医療法人への移行に係る税制上の
特例措置（認定医療法人制度）が延長・拡充されることになっています。
円滑な相続・事業承継を成功させるにあたり当制度の活用は非常に重要となります。
本セミナーでは、厚生労働省が作成した資料に基づき、
医療法人制度に精通した実務専門家が認定医療法人制度を中心に
医療法人制度改革について詳しく解説します。

厚生労働省委託事業 受託運営会社 　税理士法人 名南経営

日程、開催地、
定員については
裏面をご覧ください

▲ 札幌

▲ 那覇

▲ 仙台

▲ 福島

▲ 高松

▲ 松山

▲ 岡山

▲ 広島

▲ 下関

▲ 津

▲ 京都

▲ 大阪

▲ 神戸

▲ 高崎

▲ 東京

▲ 横浜

▲ 新潟

▲ 富山

▲ 金沢

▲ 長野

▲ 岐阜

▲ 静岡

▲ 浜松

▲ 名古屋

▲ 博多

▲ 熊本

▲ 鹿児島

地、
ては
ださい

全国27都市で
開催！

参加無料

税理士法人 名南経営
内藤 啓志

認定登録医業経営コンサルタント
税理士法人 名南経営
久保 光司

認定登録医業経営コンサルタント
税理士法人 名南経営
冨本 健嗣

認定登録医業経営コンサルタント
税理士法人 名南経営
中村 慎吾

認定登録医業経営コンサルタント
税理士法人 名南経営
柴田 浩志

認定登録医業経営コンサルタント



》申込方法 ・参加ご希望の場合は、参加申込書に必要事項をご記入いただき、開催日３営業日前（土日祝日除く）までに申し込み先にＦＡＸでお申し込みください。
 ・各医療法人からの参加人数は、3名までとさせていただきます。（税理士、公認会計士、コンサルタント会社等とご一緒にご参加いただくことも可能ですが、これらの方 も々含めて、１法人

あたり３名までとさせていただきます。）
》留意事項 ・参加申込は先着順とさせていただきます。
 ・申込締切前であっても、参加申込数が定員に達した場合、お断りすることがございますのでご了承ください。その場合、すみやかにご連絡させていただきます。
 ・お申し込みに関するお問い合わせについては、税理士法人 名南経営（TEL 052-589-2301）までお願いいたします。
 ・受講票等は発行されません。説明会当日は、必ず参加申込書をご持参いただくようお願いします。

北海道
札　幌 札幌市中央区北３条西３丁目１-６ 札幌小暮ビル

仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス　

福島市三河南町1番20号

高崎市白銀町9番地白銀ビル2階

千代田区内幸町一丁目１番７号NBF日比谷ビルアネックス２階

千代田区内幸町一丁目１番７号NBF日比谷ビルアネックス２階

横浜市神奈川区金港３-１ コンカード横浜

新潟市中央区東大通1-1-1 第5マルカビル　

富山市奥田新町8-1

金沢市上堤町1-33 アパ金沢ビル9階

長野市中御所岡田178-2

岐阜市長良福光2695-2

静岡市葵区御幸町11-8 レイアップ御幸町ビル５・６・７

浜松市中区板屋町１１１-２浜松アクトタワー25Ｆ

名古屋市中村区名駅一丁目1番1号

名古屋市中村区名駅一丁目1番1号

11月  2 日（木）

11月  8 日（水）

11月 27 日（月）

10月 30 日（月）

10月 19 日（木）

11月  9 日（木）

10月 26 日（木）

11月  1 日（水）

11月  8 日（水）

10月 20 日（金）

10月 27 日（金）

10月 12 日（木）

10月 19 日（木）

11月  8 日（水）

10月 16 日（月）

11月  1 日（水）

15:00～17:00

15:00～17:00

14:30～16:30

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

14:30～16:30

14:30～16:30

15:00～17:00

15:00～17:00

14:30～16:30

14:30～16:30

15:30～17:30

15:00～17:00

15:00～17:00

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］100名

［定員］100名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］100名

［定員］50名

［定員］100名

［定員］100名

宮　城
仙　台

福　島
福　島

群　馬
高　崎

東　京
東　京

東　京
東　京

神奈川
横　浜

新　潟
新　潟

富　山
富　山

石　川
金　沢

長　野
長　野

岐　阜
岐　阜

静　岡
静　岡

静　岡
浜　松

愛　知
名古屋

愛　知
名古屋

セミナー開催会場

三　重
　津

三重県教育文化会館 第4会議室

TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター ２B

（株）名南経営コンサルティング大阪支店 研修室

（株）名南経営コンサルティング大阪支店 研修室

TKP神戸三宮カンファレンスセンター ５C

岡山コンベンションセンター 405会議室

TKPガーデンシティ広島駅前大橋 ６B

海峡メッセ下関 801会議室

レグザムホール 第1・2会議室　

ひめぎんホール 第8会議室

（株）名南経営コンサルティング福岡支店 研修室

（株）名南経営コンサルティング福岡支店 研修室

TKP熊本カンファレンスセンター あさがお

TKPガーデンシティ鹿児島中央 屋久島

TKPネストホテル那覇センター ベガ

津市桜橋2-142

京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町247

大阪市北区中之島二丁目２番２号 大阪中之島ビル８階

大阪市北区中之島二丁目２番２号 大阪中之島ビル８階

神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館 5階

岡山県岡山市北区駅元町14番1号

広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング6階

下関市豊前田町3丁目3番1号

高松市玉藻町9-10

松山市道後町２丁目５-１

福岡市博多区博多駅南一丁目２番２号 博多１０９１ビル３階

福岡市博多区博多駅南一丁目２番２号 博多１０９１ビル３階

熊本市中央区花畑町4-7 朝日新聞第一生命ビル 9階

鹿児島市中央町26-1 南国アネックス

那覇市西1-6-1

10月 19 日（木）

11月  7 日（火）

11月 13 日（月）

11月 24 日（金）

10月 25 日（水）

10月 18 日（水）

11月 15 日（水）

11月  1 日（水）

10月 24 日（火）

11月 15 日（水）

10月 26 日（木）

11月 22 日（水）

10月 18 日（水）

11月  6 日（月）

11月 24 日（金）

［定員］40名

［定員］50名

［定員］100名

［定員］100名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

［定員］50名

京　都
京　都

大　阪
大　阪

大　阪
大　阪

兵　庫
神　戸

岡　山
岡　山

広　島
広　島

山　口
下　関

香　川
高　松

愛　媛
松　山

福　岡
博　多

福　岡
博　多

熊　本
熊　本

鹿児島
鹿児島

沖　縄
那　覇

052-589-2326参加申込書 太枠内に必要事項をご記入の上、
右記FAX番号までお送りください。

開催都市名

氏　名 フリガナ 医療法人名または所属団体 電話番号 FAX番号

月　　　日 備　考

FAX

TKP札幌カンファレンスセンター ７E

TKP仙台カンファレンスセンター ４A

コラッセふくしま 中会議室401

高崎白銀ビル 第一会議室

（株）名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム

（株）名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム

ＴＫＰガーデンシティ横浜 カンファレンスルーム４・５

新潟駅前カルチャーセンター 802号室

ボルファートとやま 4階　瑪瑙の間

TKP金沢カンファレンスセンター ９A

長野バスターミナル会館 芙蓉、寿

長良川国際会議場 国際会議室

レイアップ御幸町ビル 5階5－C

TKP浜松アクトタワーカンファレンスセンター カンファレンスルームA

JPタワー名古屋34階 研修室

JPタワー名古屋34階 研修室

14:30～16:30

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

14:30～16:30

15:00～17:00

19:00～21:00

14:30～16:30

14:30～16:30

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

13:30～15:30

お問い合わせ

〒450-6333 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号JPタワー名古屋３３階

税理士法人 名南経営
http://www.meinan-tax.or.jp/ 052-589-2326FAX

052-589-2301TEL
当セミナー特設サイト
http://www.iryohojin-seminar.jp/


