・林 充之 （税理士法人 YMG 林会計 代表社員 税理士）
ＹＭＧ林会計グループ代表税理士。林充之税理士事務所所長。ＹＭＧ医業経営研究会代表。税務
はもちろんのこと経営から相続・事業承継まで幅広い相談を数多く手がけており、講演実績も豊富
でわかりやすい語り口が好評。著書に「ときめき会社法」（八千代出版・共著）、「経営コーチ」「その
時会社が動いた」（ともに万来舎・共著）、月刊税理「この資産にはこの評価」（ぎょうせい）他多数。
・真保 猛 （税理士法人 YMG 林会計 執行役員）
株式会社ワイエムジー取締役。税務全般に精通しており、特に経営分析においては的確かつ鋭い
観点から、顧客の経営状態を分析し分かりやすく解説指導をおこなっている。
・阿左見 圭二 （税理士法人 YMG 林会計 医業監査第一課 課長）
大手予備校講師を経て、平成３年に株式会社ワイエムジーに入社。
主に事業計画の作成や原価管理等を含めた経営に関するプチ・コンサルを行って
いる。医業系の経営相談にも精通しており、十数年かけて培った院長先生の立場
に寄り添った経営支援が定評となっている。

講師のご紹介

・松嶋 政志 （税理士法人 YMG 林会計 医業監査第二課 課長）
株式会社ワイエムジー入社後、医業を中心に会計監査を担当。現在「医業開業塾」および「医業経
営塾」を開催し、大型会計事務所であるＹＭＧ林会計の医業部門を統括。開業ドクターの「経営コ
ーチ」として経営状況・資金繰り・税金対策等についてコミュニケーションを密にアドバイスをおこな
っている。
・佐藤 有司 （税理士法人 YMG 林会計 医業経営研究会 経営コーチ）
会計事務所の道に従事し、26 年のキャリアを持つ。
法人、個人の会計から始まり、現在医業の経営・会計にも携わっている。
親しみやすいキャラクターが愛され、地域密着型の経営者に信頼が厚い。
経営者との会話を大切にし、話の中から問題点の本質を見抜く能力に長けている。
・野上 真一 （株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 首都圏第三本部長）
平成元年 私立東福岡高校卒業
平成５年 明治大学商学部商学科卒業 株式会社 ＰＩＬＯＴ 入社
平成 13 年 東京海上あんしん生命保険㈱入社（現東京海上日動あんしん生命保険㈱
平成 19 年に株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーの事業拡大に参画）
歯科医師会・歯科大学・某大学ＯＢ会・商店街組合・飲食業組合・会計事務所
調剤薬局組合等でのセミナー実績多数。
・原田 宗記（株式会社 宗和メディカルオフィス 代表取締役）
病院の医事課からスタート、医事課、事務局長まで医療経営を経験し、その後診療所の事務長代
行業を起業し、独立。40 件を超える診療所に実際に訪問して分析・指導をおこなっている。その現
場ノウハウは高く評価され、日経ヘルスケアをはじめ医業経営誌への執筆も多数。医師協同組合
等でのセミナー多数。
・岡本 孝則 （中小企業経営労務研究所 所長 社会保険労務士）
これまで数百社の中小企業の人事労務管理を指導した豊富な経験を基に、実践的で手堅い手法
の賃金管理や人事労務改善指導を専門とする。また、地元金融機関等の協力によりセミナーの講
師として活躍するなど、より一層地元企業の信頼性の強化に取り組みつつある。著書に｢今すぐ捨
てたい労務管理の大誤解４８｣（幻冬舎出版）｢中小企業の賃金ﾘｽﾄﾗのすすめ方｣｢完全実力給と業
績年棒制｣他多数。

登録無料です

医業経営コーチメールのご案内
毎月１回創刊の医業経営コーチメールのご案内です。皆様に役立つ情報、増患対策情報を
満載でお送りいたします。お名前（匿名可）
・メールアドレスを明記のうえ、YMG グループ
ホームページ（http://www.ymgnet.co.jp）よりメールにてお申し込み下さい。

主催：

共催 ： フクダ電子神奈川販売㈱ / シャープファイナンス㈱
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ / 中小企業経営労務研究所
㈱宗和メディカルオフィス / ㈱ヒーローイノベーション
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱

ＹＭＧ奥様医業経営塾開催に当たって
ＹＭＧ林会計 医業経営研究会
この度開催の決まりました「奥様医業経営塾」 は２００５年から全国の会計事務所、医師会、医師
協同組合で開催されています。（盛岡・栃木・富山・石川・福井・京都・大阪・奈良・宮崎など・・・）
会計事務所主催での開催も含めると、参加クリニック数は１，０００を超え、最近では参加頂いた奥様か
らのご紹介での参加 も増えるなど、多くの参加者から高いご評判をいただいております。
ご参考までに過去にご参加いただいた奥様方のアンケート結果をご覧ください。

クリニック経営に精通した講師陣が易しくお伝えします。
第1講

第2講

【知っていると大違い！

クリニックに関わる税金の基礎知識・税務調査】
（講師 税理士法人 YMG 林会計
執行役員 真保 猛）
知っているのと、知らないのとでは大違い！
医療機関経営に影響を及ぼす税金の種類と仕組
み、税務調査対策のポイントやウラ話など徹底解
明します。

第3講

奥様経営塾を受講された方々のアンケート


もやもやしていた部分がスッキリ整理されました。 とても丁寧に熱心に説明して頂いてあ
りがとうございました。



人事トラブル等現場で困っていることについて相談できてよかったです。



賃金に関する労働契約書等を以前に作成したが、もっと良いものにできそうなことがわかっ

【これが知りたかった！やさしいマネー講座】
（講師 ㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
首都圏第三本部長 野上 真一）
①事業ローン・住宅ローンの借り方・返し方、②退職
金の有利な受け取り方、③生命保険や損害保険の
正しいやめ方・選び方等々、医業経営にまつわるお
金について、金融機関が決して教えたがらない“と
っておき”をお伝えします。

第4講

【誰も教えてくれない！
クリニック医療法人化のメリット・デメリット 】

【診療所経営の実態は！
クリニックの問題と増患・増収対策】

（講師 税理士法人 YMG 林会計
医業経営研究会 経営コーチ 佐藤 有司）
医療法人のメリット・デメリットを、十分に理解、活
用されていますでしょうか？相続・事業承継も含め
て時間軸の中で、医療法人について考えてみまし
ょう。

（講師 ㈱宗和メディカルオフィス
代表取締役 原田 宗記）
診療所運営で必ず出会う問題、現場で何がおきて
いるのか、その課題と解決策を！また今、開業医
が最も知りたがる診療所の増収・増患対策につい
て考えてみましょう。

た。今、最も個人的に関心が高いので、大変参考になった。



経営するということが、
すごく大変であることに気がついたと共に、
知らないことを勉強し、
少しずつＤｒに伝え、経営に役立てられるように活かしたいと思います。ありがとうござい

【ケース別！

【押さえておくべき！

ました。

院内トラブルの予防と対策（人事労務編）】
（講師 中小企業経営労務研究所
所長 社会保険労務士
岡本 孝則）
組織における「人」の問題は、業種・企業の規模を
問わず尽きることがありません。
日頃の身近な問題行動をケース別に取り上げ、正
しい予防策と医療機関経営を守るための対策を考
えましょう。

試算表・決算書の見方と資金繰り改善ポイント】
（講師 税理士法人 YMG 林会計
医業監査第一課 課長 阿左見 圭二）
試算表や決算書は税務署の為に作るのでしょう
か？
試算表・決算書（自院の経営状態（健康状態）を
知る為のカルテ）を見るポイントを分かり易く解説
します。



やさしく、わかりやすく、中立の立場でのお話で良かった。



今までいい加減にしていた契約書等のことがよくわかり良かったです。 早速改善したいと
思います。



第6講

第5講

スタッフの方から上がってくるクレームは思いもしなかったことが多くあります。
いつも事が起こってからどうするかの対応が多かったので、
決めておくべき事などがわかり助かりました。

ＹＭＧ林会計

YMG グループは 1966 年 3 月に開業した税理士事務所がその前身です。YMG とは、横
浜マネジメントトラストグループの略称であり、組織の成長と共に分社化した林会計事務所、
株式会社 YMG、株式会社 YMG ソフト、株式会社 YB インシュアランスサービスの 4 社全体
を呼ぶ総称であります。現在、税理士９名を含む約 100 名の職員が所属しております。YM
G 林会計では、院長の理想の医院経営実現に向けて、安定した健全経営をサポート致します。
横浜市緑区十日市場町８６１－６
０４５－９８３－０１１０

（担当：藤原・中村 ）

必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。締切：9
ＦＡＸ ０４５－９８２－１１２１

月 6 日（水）

お問合せ先 ：ＹＭＧ林会計 医業経営研究会
ＴＥＬ ： 045－983－0110 担当： 藤原、中村

http://www.ymgnet.co.jp

Ｈ29 年秋 YMG 奥様医業経営塾申込書
診療所名

参加予定人数

院長名

参加者

ＴＥＬ

ＦＡＸ

住 所

名

ご来場時の駐車場

必要 ・ 必要なし
【事前のご質問事項】お聞きになりたい疑問・質問等ございましたら、お気軽に御記入ください。

【会場案内】 YMG 林会計 会議室
●住

所：〒226-0025
横浜市緑区十日市場町８６１-６
【会場案内】
YMG 林会計 会議室
●アクセス：JR 横浜線・十日市場駅
●住
所：〒226-0025
徒歩５分
横浜市緑区十日市場町８６１-６
横浜線・十日市場駅
【定 員】 ●アクセス：JR
１０名※先着順とさせていただきます。
徒歩 5 分

【参加費】 32,400 円（税込）⇒ご紹介により 19,440 円（税込）

※１クール６講。初回受付にてお支払ください。

【講座日時・内容】

13:30～15:30（13:00 開場）

第１講

9 月 13 日

(水)

知っていると大違い！クリニックに関わる税金の基礎知識・税務調査

第２講

9 月 20 日

(水)

これが知りたかった！やさしいマネー講座

第３講

10 月 4 日

(水)

誰も教えてくれない！クリニック医療法人化のメリット・デメリット

第４講

10 月 18 日

(水)

診療所経営の実態は！ クリニックの問題と増患・増収対策

第５講

10 月 31 日

(火)

ケース別！ 院内トラブルの予防と対策（人事労務編）

第６講

11 月 15 日

(水)

押さえておくべき！ 試算表・決算書の見方と資金繰り改善ポイント・まとめ

