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平成３０年１２月１０日 

リーダー 八田 崇史 

１１月度活動報告 

平成３０年１１月２４日（土）（第２４７回目）         

                                                 １３：３０～１６：４５ 

                                      参加者９名 

◆１時間目 確定申告の医療費控除をエクセルで作成する  １３：３０～１５：２０ １１０分 

            配布資料 確定申告に必要な事前チエック表 １ページ 

 １１月は、平成３０年ど確定申告の時に医療費控除欄に記載する為の、医療費控除明細書の作成

練習をした。 

 入力した明細書 

 

 具体的な入力作業 

イ．A列の欄に氏名を「入力規則」を使って入力する。 

１． A列の２～１５を選択して、リボンの「データ」を選択する。 

２． 「データ入力規則」を選択して、出てきた画面の「設定」タブを選択する。 

３． 入力値の種類（A）の     ▼ を押して、リストを選択する。 

４． 元の値（S）の枠の右端の「アイコン」をクリックすると、データの入力規則のダイアロ

ボックスが出てきて、枠中は点滅状態になっている。 

５． 次に入力対象にするE2～E3を選択すると、窓枠の中に＝＄G$２：＄G$15 と表示され

A B C D E F G H

1 氏　名
病院・薬局などの支払先

の名称
金　額 氏　名

病院・薬局などの支払先
の名称

2 日本　太郎 アモウデンタル 420 日本　太郎 アモウデンタル

3 日本　太郎 ほんだ皮膚科 290 日本　花子 ほんだ皮膚科
4 日本　太郎 加藤内科胃腸科 1,140 加藤内科胃腸科
5 日本　太郎 ユタカ薬局　瀬田 290 伊豆蔵医院
6 日本　太郎 アモウデンタル 730 キノシタ薬局
7 日本　太郎 ほんだ皮膚科 350 森井眼科医院
8 井上眼科
9 日本　花子 滋賀医大付属病院 8,100 ユタカ薬局　瀬田
10 日本　花子 洛和会ヘルス 10,000 瀬田クリニック
11 日本　花子 あい神領薬局 2,010 洛和会ヘルス

12 日本　花子 加藤内科胃腸科 1,990 瀬田調剤薬局
13 日本　花子 瀬田クリニック 10,000 滋賀医大付属病院
14 日本　花子 滋賀医大付属病院 27,300 あい神領薬局
15 日本　花子 加藤内科胃腸科 2,120
16
17

18
病院・薬局などの支払先

の名称
金額

病院・薬局などの支払先
の名称

金額

19 アモウデンタル 1,150 滋賀医大付属病院 35,400
20 ほんだ皮膚科 640 洛和会ヘルス 10,000
21 ユタカ薬局　瀬田 290 あい神領薬局 2,010
22 伊豆蔵医院 1,140 加藤内科胃腸科 4,110
23 瀬田クリニック 10,000
24
25
26
27
28
29 合　　　計 合　　　計
30
31 家庭合計
32
33

日
本
　
太
郎

日
本
　
花
子
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るので、枠右端の「アイコン」を押す。 

６． ダイアログ全体が表示されるので、 OK を押す。 

７． A3セルを選択すると右下に▼が出るので、クリックすると日本太郎。日本花子が出るの

で、どちらかを選択するとそれが入力される。 

８． １．B列の２～１５を選択して、リボンの「データ」を選択する。 

 

 ロ．B列に病院・薬局などの支払先の名称を、「入力規則」を使って入力する。 

１．B列の２～１５を選択して、リボンの「データ」を選択する。 

２． 「データ入力規則」を選択して、出てきた画面の「設定」タブを選択する。 

３． 入力値の種類（A）の     ▼ を押して、リストを選択する。 

４．元の値（S）の枠の右端の「アイコン」をクリックすると、データの入力規則のダイアロ

ボックスが出てきて、枠中は点滅状態になっている。 

５．次に入力対象にするE2～E3を選択すると、窓枠の中に＝＄G$２：＄G$15 と表示され

るので、枠右端の「アイコン」を押す。 

６． ダイアログ全体が表示されるので、 OK を押す。 

７． B列の任意のセルを選択すると右下に▼が出るので、クリックすると病院・薬局などの支

払先の名称が出るので、どれらかを選択するとその名称が入る。 

 

 ハ．氏名別に病院毎の費用合計（C19・C20やH19・H20）に、SUMIFSを使って自動計算で

入力する。  （SUMIFS関数＝複数の条件に合ったデータのみを合計する関数。） 

  １．合計を表示させたいセルを選ぶ。（まずはC19セル） 

  ２．関数を挿入する為に、メニューの f x（関数の挿入）をクリックすると、画面に「関数の

挿入」が出る。 

  ３．画面の中の「関数の分類（C）」の▼を押して、（すべて表示）を選択する。・ 

  ４．関数名（N）のスライドバーで、「SUMIFS」ヲ選択して OK を押す。 

  ５．すると「関数の引数」の画面が出る。この画面で、 

     合計対象範囲 C2:C7              この入力はセルをアクティブにし入力して、 

     条件範囲１  A2：A7       ：は手動にてキーで入れる。 

     条件１    “日本太郎”  

     条件範囲２  B2:B7         入力はセルをアクティブにして入力、：はキーで 

     条件２    “アモウデンタル” 

          と入力後 OK を押すと「C19」に合計金額が入る。 

  ６．続いてその他の病院や薬局と日本花子の合計も「SUMIFS関数」を使って合計を入れる。 

  ７．日本太郎と日本花子の合計額を家庭合計額に入れる。 

  参考  仮に家庭合計額が295,000としたら、この額は支払った医療費の基礎額となります。 

    この家庭合計額が医療控除額とはなりません。控除額の計算は次のようになります。 

  支払った医療費  合計       295,000    A      家庭合計支払額（仮定金額入力） 

    保険金等で補填される金額              0    B   保険金受領額 

  差引金額A-B                      295,000    C 

    所得金額の合計           1,980,000   D   所得金額の計算式後の金額 

  D×0.05              99,000   E 

    Eと１０万円のいづれか少ない方      99.000   F 

    医療費控除額C-F                   196,000   G 
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 上記の様に支払った医療費が295,000でも確定申告での医療費の控除額は196,000となります。 

休憩   １０分 

◆２時間目 クロスワードを作成する。          １５：２０～１５：３５ １５分 

  講師の都合によりクロスワードの作成は出来なかったが、４字熟語のセル参照であっているか

どうかをした。 

                            C  D  E  F 

  エクセルを開きSheet1に弱 肉 強 食 と入力する。 

     フレーム→条件付き書式→新しいルール から赤色を選択 

    エクセルの Sheet2 の適当なセルに 強 と入力し =ifseet!E3 条件付き書式を使い、

セル不正解の時は赤色で表示される。 

 

◆３時間目 パソコン全般                １５：３５～１６：２５ ５０分 

  質問１．デスクトップとノートのパソコンを使っている。両方ともWindows10で IE11を使

用している。 

      ノートパソコンは全く問題ないのに、デスクトップだけ現象が出る。 

ヤフー画面にするとデスクトップのパソコンの画面が白くなり、「Yahoo.co.jpは応答

しません」が表示される。いつもこれが頻繁に出て困っている。この解決策は？ 

  状況 

     パソコンの状態 

                 デスクトップ          ノート 

     セキュリティソフト  ウイルスバスター    Microsoftのディフエンダーのみ 

   

ネットで調べて以下の対応策を実施した。 

 ヤフー画面からツール→インターネットオプション→「セキュリティ」タブ→保護モー

ドを有効にする の チエックを外した。 

 

   ネット上の「トゲオネット」（PC修理・ITトラブル・完全サポート）のホームペジ上に、 

    Windows10で IE11が「フリーズする・起動しない・固まる・動かない」時の４つの対処

方法が出ていたのでこの対策を実施した。 

 １． 拡張モードを有効にする のチエックを外した。 

   （ヤフー画面→ツール→インターネットオプション→「詳細設定」タブ→拡張モードを有

効にする） 

 ２．GPUレンダリングからソフトウエアレンダリングへ変更した。 

   （ヤフー画面→ツール→インターネットオプション→「詳細設定」タブ→アクセラレータ

ーによるグラフイック のチエックを外す。） 

３．サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にする の変更 

 （ヤフー画面→ツール→インターネットオプション→「詳細設定」タブ→ブラウズの中の 

    サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にする のチエックを外す。） 

４． すべてのアドオンを変更する 

   （インターネットオプション→「プログラム」タブ→ アドオン管理（M）を押す→一覧の 

画面の中から「すべてのアドオン」ヲ選択する→アドオンの一覧から「Shockwave flash 

object」を選択し→右下の「無効にする」を押す。） 

この４項目を実施したが結果は同じで解決は出来なかった。 
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  では結果的にどうしたのか。 

  デスクトップパソコンではヤフー画面を出すのに、ウエブブラウザとして IE11（インターネ

ット１１）を使っている。これを使っているかぎり問題解決できないので、別のウエブブ

ラウザを使うことにした。 

   新しく「Firefox」をダウンロードして、フアイヤーフオックスからYahooの画面を出して

いる。IE11の時の様な現象は一回も起きていない。 

 

 注 Firefox（フアイヤーフオックス）は、強力なウエブブラウザエンジンで、グーグルクローム

やマイクロソフトEdgeより軽くて速い。 

 

この質問でいろいろと話をしたが、想像だがウイルスソフトが過剰反応しているのではない

か？に落ち着いたが、原因と解決策は出なかった。 

                             ―以上― 


