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【推奨環境】 

この E-book上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

この E-bookは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

この E-bookの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-bookの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

この E-bookの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この E-bookは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁

じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時

は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段に

よる解決を行う場合があります。 

この E-bookに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前

許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有しま

す。 

この E-bookの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等が

ありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

この E-bookを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パー

トナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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医師にとって、効果的な資産形成が望める手段とは、どのようなも

のになるのでしょうか。 

主な資産形成の方法には、預金のほかに国債、保険、株式、FX、不

動産などがあります。国債に関しては、預金同様、資産の増加はほ

とんど期待できませんし、保険も万が一のときに備えるための商品

が多いため、あくまで減らさないための手段と考えたほうがいいで

しょう。 

 

残る株式、FX、不動産は、積極的に運用することで 2倍、3倍と価値

を上げることが可能です。いわゆる「投資商品」です。 

たとえば株式であれば、2015年 4月、日経平均株価が 15 年ぶりに 2

万円を超えたことがニュースとなりました。バブル期は軽く 3万円

を超えていたのでまだまだ低いと思うかもしれませんが、1950年の

日経平均株価は 100 円前後でしたから、それが 2万円前後になった

ということは約 200 倍になったということです。その間、インフレ
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によりお金の価値が下がることを考慮しても、長期的な視点で見れ

ば預貯金をするよりも、はるかに確実な資産運用といえます。 

 

現在、日本の景気は少しずつですが上向いているといわれています。

しかし、それを実感している人はほとんどいません。それほど収入

が増えていないからです。その点、株式を含め投資商品の多くは景

気に連動して価値も上がりますから、すぐに恩恵を受けることがで

きるのです。 

 

ただし、投資には当然、少なからずリスクが存在します。特に日本

人の場合、投資と聞くと「結局損をする」「だまされそう」「不真面

目」といったマイナスなイメージを持つ人が多くいます。競馬やパ

チンコといったギャンブルと混同しているためです。そのため医師

という立場では、なんとなく手を出しにくいということもあるでし

ょう。 

 

ギャンブルとは運任せの「博打」であり、要するに娯楽です。配当
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は胴元が決定するため、株や不動産のように際限なく上がることは

ありません。 

一方、投資は経済活動です。たとえば不動産運用であるマンション

経営は、入居者に快適で安全な住居を提供する代わりに家賃を得る

ビジネスです。入居者は支払う家賃に見合う物件だから契約してい

るので、オーナーとは WIN -WINの関係といえます。 

 

先ほど株式はインフレに強く、また経済が成長すればするほど価値

が上がるものが有効な投資商品だと説明しました。医師を対象とし

た調査でも 21.8%の人が株式投資を行っていました。しかし、一般的

だからといって医師に向いているとは限りません。「皆がやっている

から」と手を出しやすいだけで、失敗をする可能性が高いものもあ

るのです。 

 

転職サイトの調査によると、現在投資をしているビジネスパーソン

のうち、45%は株式投資を行っています。高所得者に限らず非常に人

気のある投資方法です。預貯金に次いでメジャーな資産防衛策とい
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えるかもしれません。 

株式投資を行うメリットには、主に次のようなものがあります。 

 

メリット 1 大きな利益の可能性 

最大のメリットは、預貯金では得られない大きな利益の可能性です。

かつては「株式投 資は資産家がやるもの」という考えが一般的でし

たが、1987年の NTT 株上場によってその常識は覆されました。同社

の上場は日本中の注目を集め、売り出し価格 120 万円 だった株価が

1カ月後には 318 万円、2.65倍になったのです。 

 

その間、株主は何もせず株を所有していただけですから、まさに不

労所得です。これを機に株式投資は「短期間で大きなバックが得ら

れる投資」として広く認知されることとなり、一般サラリーマンを

はじめとする個人投資家が市場に参入するようになりました。 

 

メリット 2 インフレに強い 

前述のように株価は物価と連動して上昇する傾向があるため、預貯
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金や現金保有よりも、効果的な資産運用といえます。また、インフ

レによって企業の収益が上がれば、それによる配当金も期待できま

す。 

一方、株式投資には次のようなデメリットもあります。 

デメリット 1 元本保証がない   

インフレへの強さは、あくまで株式市場全体を見た場合です。個別

の企業で見れば、投資先が倒産してしまう可能性はゼロではありま

せん。倒産してしまえば株式の価値は当然 ゼロとなり、1円も残り

ません。 

 

デメリット 2 値動きが早い 

株式の値動きは非常に早く、素人はもちろん、プロでも先読みが難

しいといわれています。 

そのため、適切な売り時と買い時を見逃してしまいがちです。 最近

の大きな動きとしてはリーマン・ショックがありました。2007年の

日経平均終値は 1万 5,307円でしたが、リーマン・ショック後の 2008

年には 8,859 円と約 42%も値下がりしています。 
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また、バブル崩壊時の 1990年も前年の 3万 8915円から 2万 3848円

へと大暴落しました。 とはいえ、医師にとってもっとも大きなデメ

リットは大暴落ではありません。株価は市場が開いている間、常に

上下しているので、いつも注視していないと買い時も売り時も見逃

してしまうことです。 

 

株価は企業活動によって変化します。一般に名前が知られていない

ような小さな企業でも、画期的な商品を開発したニュースが発表さ

れれば、瞬く間に株価が上昇することは少なくありません。逆に安

定経営を続けている大企業でも一度不祥事が発覚すればすぐに株価

は暴落します。毎朝、新聞やテレビで情報収集をし、日中はネット

で値動きをチェック…そんな時間が果たして医師にあるでしょうか。 

 

それに加え、株式市場は国内外の投資ファンド等による情報操作が

当たり前の世界です。この動きについていけるのは、株式投資だけ

で生活が成り立つような知識豊富で時間的にも 余裕がある専業ト
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レーダーだけです。 

株式投資は忙しい医師にとって年間数万円程度の小遣い稼ぎにはな

っても、何千万円、何億円といった多額の資産形成ツールにはなり

得ません。 

 

FXとは、Margin Foreign Exchange Trading の略で、日本語では外

国為替証拠金取引と呼ばれています。内容としては、外国の通貨を

購入し、価値が上がったところで売却して利益を得るという、為替

レートの差を利用する取引です。たとえば 1ドルが 100 円のときに

10万円で 1,000 ドルを買って、1ドルが 110 円になった時点で売る

と 11万円、1万円の利益が得られます。 

外貨預金と似ていると思う人がいるかもしれませんが、外貨預金が

外国の高い利息を狙うのに対して、FXは為替の変動を見定めて売買

する為替差益を狙います。そのため 24時間取引が可能になっていま

す。 
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FXのメリットには次のようなものがあります。 

 

メリット 1 レバレッジ効果を利用できる  

FXの最大の魅力は、レバレッジ効果を利用できることです。レバレ

ッジとはテコの原理のことで、自己資金に対して 25倍までの取引が

可能です。たとえば自己資金が 4万円でも 100万円分の取引ができ

るので 1割の利益が出れば 10万円を得ることになります。 

 

メリット 2  24 時間の取引が可能 

日本の株式市場の取引時間は平日の 9時から 11時 30分(前場)と 12

時 30分から 15 時 30分まで(後場)となっています(東京証券取引所

は 15時まで)。一方で FXの場合は、土日を除き 24時間取引が可能

です。日本が祝日でも海外市場が開いていれば取引ができます。 自

分のライフスタイルに合わせて、いつでも取引ができるのです。 

 

一方、FXのデメリットは次のようなものがあります。 
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デメリット 1 自己資金がゼロになる可能性  

25倍のレバレッジ効果を利用できるということは、損失割合も 25

倍になる可能性があるということです。自己資金 100万円で 100万

円の取引(レバレッジ 1倍)をして、 99万円で売却した場合、損失割

合は 1%ですが、自己資金 4万円で 100 万円分の取引(レバレッジ 25

倍)をして、 99 万円で売却した場合、損失額は同じ 1万円でも損失

割合は 25 %となります。 

 

では、 4万円以上の損失が発生した場合は借金を背負うことになる

のかといえば、そんなことはありません。投資口座に入っているお

金がゼロになった時点で強制ロスカットと いうシステムが働き、取

引は終了になります。したがって、気が付かない間に借金を背負っ

ているという事態になることはありません。とはいえ、自己資金が

ゼロになる可能性は多分にあるため、注意が必要です。 

 

デメリット 2 上がることのない資産価値 

FXの資産価値は、今回紹介する投資のなかで唯一、経済成長と連動
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しません。なぜならこの取引は 2国間の通貨交換比率の差を利益と

するものなので、資産自体の価値が上がることがないからです。 

 

仮にこれから日本経済が急成長したとしても、一方の国の景気がさ

らによかったり、金利が高かったりした場合、通貨の交換比率の差

は生じることがなく利益は見込めません。為替レートは双方の国の

事情があってのものなので、成長している国の通貨価値が必ずしも

上がるわけではないのです。 

したがって、FX は株や不動産といった他の資産のように長期間の所

有がイコール価値のアップとはなりません。 

 

デメリット 3 級編する相場 

FXの広告には「1日 50万円の利益」といった、短期間でもうけた経

験談が目立ちます。短期間で儲けられるということは、それだけ値

動きが激しいということです。 

為替レートは 時間刻々と変化します。アメリカの経済状況を示す指

標が突然発表されれば、就寝中だろうと仕事中だろうと皆さんがレ
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ートを確認できない間に相場が急変する可能性が常にあるのです。

そのことを気にしはじめたら、いつでもどこでもソワソワと心が落

ち着かず、寝不足になったり仕事に集中できなくなったりと、日常

生活に支障が出るのではないでしょうか。 FXも株式と同様、値動き

についていけるのは知識が豊富で時間的にも余裕がある専業トレー

ダーだけです。医師としての仕事をやり続けることが前提の人には、

対応が非常に 難しい投資と言わざるを得ません。 

 

投資信託とは、投資家から集めたお金をひとまとめの資金として、

投資の専門家が株式や債券などに運用する商品です。運用成果は投

資家それぞれの投資額に応じて分配され、運用状況は定期的に発行

されるレポートで把握することができる仕組みになっています。 

投資信託のメリットには次のようなものが挙げられます。 

 

メリット 1 投資のプロが運用 

経験、知識ともに豊富な運用のプロが、各商品の運用方針にしたが
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って投資先の選択から取引までを行ってくれます。勉強や取引をす

る時間が短縮されるため、知識のない人や 多忙な人には魅力的な商

品といえます。 

 

メリット 2 リスクを分散  

投資信託は国内株式、新興国株式、海外債券といったように各商品

の運用方針にしたがって、複数の運用先に投資されます。一つの銘

柄だけに投資した場合、その企業が倒産したり株価が下がったりす

ると大きな損失を負うことになりますが、複数の銘柄に分けて投資

をするので値下がりのリスクを分散することができます。 

 

メリット 3 少額で投資が可能  

株式投資は購入に必要な最低株式数「単元株数」が定められている

ため、ある程度の資金がなければ株を買うことができません。たと

えばトヨタ自動車の株価は 2020年 7月 現在、6,800 円前後で単元

株数は 100株となっているので、最低 68万円ないと買えないことに

なります。ところが投資信託なら 1万円からでも投資が可能です。
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つまり、個人では無理だったトヨタ自動車株の利益を得ることがで

きるのです。 

 

一方、投資信託のデメリットには、次のようなものが挙げられます。 

 

デメリット 1 コストがかかる  

投資信託は資産運用をプロに任せる商品です。そこには当然、手数

料などの費用が発生します。主な費用には次のようなものがありま

す。 

 

買付手数料:投資信託を購入する際に支払う手数料  

信託報酬:投資信託の運用にかかる費用  

信託財産留保額:投資信託を信託期間の途中で換金する際の証券売

却にかかる費用 

 

これらの費用は販売会社によって異なりますので、商品を選択する

際は、過去の運用実績と同時に吟味しなければなりません。 
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デメリット 2 元本保証がない 

株式同様、投資信託にも元本保証がありません。いくらプロが運用

しているといっても、その運用成績は市場動向によって左右されま

す。バブル崩壊やリーマン・ショックなどの 大暴落があれば、リス

クヘッジは不可能に近いでしょう。 

 

デメリット 3 商品によっては信頼できないものもある 

投資信託と一言でいってもその中身は千差万別です。利益が出るも

のもあれば、損をするものもあります 。なかにはリーマン・ショッ

クの引き金となった、サブプライムローンの債権を組み込んだ粗悪

な商品も存在しています。 

 

運用によって生じた損益は、それぞれの投資額に応じてすべて投資

家が受け入れることになります。ですから「プロに任せているから

安心」といった姿勢のままではいけません。 株式同様に常に運用状

況をチェックし、その運用方針が時流に合っていないと判断すれば、
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買い替えの検討が必要となるのです。したがって、こちらも多忙な

医師には向いていない投資商品といえます。 

 

株式、投資信託、FX、どれも一般的には人気の資産運用方法ですが、

多忙を極める医師には向いていません。ならば結局、医師に最適な

資産運用方法とはなんでしょうか。 

それは不動産投資です。基本的に時間のない医師にとって理想的な

資産運用方法は、以下の条件に当てはまることが必須と考えられま

す。 

 

① 手間をかけずに安定した運用ができる 

② 医師という社会的信用性を活かせる 

③ 保険・年金・節税などの効果がある 

 

この 3つの条件を満たす数少ない選択肢、それが不動産です。その

理由を事例をもとに紹介いたします。 
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事例 A医師(37 歳 研究支援センター勤務 既婚) 年収：1,300万円 

●安易に FXに手を出した結果… 

独身時代、テレビ CMを見て FX(外国為替拠金取引)に興味を持った A

さんは、自由に使えるお金を増やそうと思い貯めていた 300万円を

元手に取引をスタートしました。 

  

先述したとおり、FXは２つの通過で取引を行い、通過が上がるか下

がるかを予想するものです。株式の投資にはまとまった資金が必要

ですが、FXは 4,000円～5,000円程度の小額で始められます。 

  

その FXの最大の特徴は、レバレッジを使うことで自分が持つ資金以

上の取引ができる機能があります。簡単に言うと FX会社にお金を借

りて取引を行うことです。 
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レバレッジを使うと大きな利益を目指すことができる一方で、損失

額も大きくなります。Aさんは 300 万円を使い切っただけでなく、レ

バレッジで大きく膨らんだ損失も支払うことになりました。 

  

この失敗以降、Aさんは投資アレルギーを発症し預金以外の資産形成

を行うことをやめてしまいました。 

  

●投資アレルギーの Aさんが不動産投資セミナーに参加するきっか

け 

Aさんは 32歳に結婚、35歳の時には第一子を授かりました。第一子

を授かった Aさんは、自分に万が一のことが起きても家族が苦労し

ないような備えが欲しいと考え始めました。 

   

そんな時、偶然インターネットで見かけた不動産会社の運営してい

るセミナーの内容を読み、自分の抱えている悩みは不動産を通して

解決できるかもしれないと思い始めました。 
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それを機に Aさんは自分に適した不動産の勉強会やセミナーを探し、

参加をするようになりました。 

  

勉強会やセミナーに参加することで、不動産に対する知識が深まっ

た Aさんは不動産を購入する際に加入する団信(団体信用生命保険)

が自分の「自分に万が一のことが起きても家族が苦労しないような

備え」になることを確信しました。 

 

●セミナー参加後の個別相談にて不動産投資をすることを決意 

ある時、Aさんは医師を対象に開催している不動産のセミナーに参加

しました。そのセミナーでは、医師の目線に立った不動産の運用に

ついて丁寧に解説していました。Aさんは「そこまで医師のことを理

解しているなら」とセミナー後の個別相談会に参加し、講師に自分

の希望を伝えました。 
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それに対して講師は自分自身の状況に沿ったプランを提示してくれ

ました。そのスピード感ある真摯な対応に感動した Aさんはその会

社で不動産投資を始めることを決意したそうです。 

  

●物件購入当時の職場環境 

元々、Aさんは研究施設とは別にアルバイトを掛け持ちしていたので、

収入には不安がありませんでした。 

  

●Aさんの現在 

不動産投資を始めて、将来何かあった時に何かを残せるという安心

感を得ることができた Aさんは「不動産投資を通して得た資産で以

前よりも家族との時間も充実させることができるようになりまし

た。」と笑顔で語っていました。 

 

 

  

★ご不明な点がありましたら以下のメールアドレスまでお問い合わせください 

infodesk@trivehd.co.jp 

 

★Twitter 新着記事や掲示板情報を定期的に更新中 

https://twitter.com/Because_Editor 
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