はじめに
今回と次回は税務調査
で問題になりやすい医業
収入と必要経費について
解説します。

を採用していました。ス
タッフは窓口日計表へは
記入していなかったので
す。院長は日計表に記帳
されているものと思い、
スタッフは院長が管理し
ているものと考えたよう
です。
このように会計システ
ムだけでなく資料チェッ
クも大切です。
す。１～２月の自費入金
をチェックしておきま
しょう。
〈３〉収入の計上時期を
巡る留意点
労災、自賠責等の報酬
は、請求してから相当期
間を経てから入金される
ため、期がずれることが
ありますので、診療日ま
たは請求日の確認を忘れ

法は、社保と国保の調書
の合計点数で算定しま
す。社保の生活保護の収
入は調書の点数に入って
いないので、発生月の振
込金額を合計して保険収
入に加算するようにしま
しょう。措置法の適用を
受けるためには、保険収
入５千万円以下でなけれ
ばなりません。申告後の
険診療報酬の請求漏れの
場合は、未請求分であっ
ても税務上はその年分の
保険収入とされます。
実額による所得計算の注
意点
「診療値引き」について
理解しておきましょう。
点数で計算した収入金額
が窓口や銀行振り込みの
実際の収入金額より多い

確定申告
個別相談会

期 間
２月 日（水）～３月
日（火）但し、日曜日は
除く 事前予約制
ご予約はお電話で協会・
経税部（
６５６８
７７３１）まで
時 間
午前の部
時 分～
午後１部
時 分～
午後２部
時 分～
午後３部
時 分～
※医業以外の所得（不動
産、譲渡等）がある場合
は予約時に必ずお申し出
ください。
担 当
協会顧問税理士団及び経
税部
費 用
原則２万円（なお、白色
申告で簡易計算の医業所
得のみの場合１万円）
※持参資料の詳細に関し
てはお問合せ下さい


















のが通常です。この差額
は税務上「診療値引き」
勘定で処理されます。保
険点数で保険収入を計上
し、「診療値引き」を必
要経費として差し引きま
す。また、保険点数の計
算を省いて実際の収入金
額をもって保険収入とす
る場合は、「診療値引き」
の処理も省かれます。






哲夫 （税理士）

医業収入
黒岩













調査で、点数計算ミスや
生活保護などの保険収入
漏れがあり、５千万円を
超過すると措置法は適用
できません。実額経費で
所得計算され、多額の税
金が追徴された事例もあ
ります。
〈２〉治療はしたがレセ
プト請求をしていない保

ポイント①
ないようにしましょう。
歯科矯正等通常数年の
治療を要するものについ
ては、患者との契約内容
等に基づき、収入を計上
することになります。

Ⅱ 保険診療収入



措置法 条適用（４段階
税制）者の注意点
〈１〉保険収入の確定方


女性医師・歯科医師の会

「心をつたえる絵手紙講座」

日時 ３月 日（土）午後２時 分～５時
会場 保険医会館
定員
人
講師 大形美知子氏（関西水彩画会委員）
会費 ２千円（材料費込み）
持参物 カッターナイフまたはデザイン用カッター、
筆記具

東大阪・八尾・柏原地区総会・記念講演

「病診連携と病院歯科の役割」

「世界の予防歯科、日本の予防歯科」

３月度生涯研修

「骨の知識を歯に生かす―歯と骨を含めた硬組織
の再生―」
日時 ３月 日（日）午後２時～４時
会場 千里阪急ホテル（「千里中央」駅南口から徒
歩３分）※駐車場あり
定員 １００人
講師 米田俊之氏（大阪大学大学院歯学研究科生化
学講座教授）
会費 会員無料、未入会者１万円

北大阪地区総会・記念講演

日時 ３月 日（土）午後６時 分～８時 分
会場 八尾西武百貨店８Ｆ バンケットルーム（「近
人
鉄八尾」駅前）
定員
講師 占部一彦氏（八尾徳洲会総合病院歯科口腔外
科部長）
会費 会員無料、未入会者１万円
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医業所得における「収入」「
･経費」



自家診療収入の計上漏れ
外注費及び仕入の請求
書から、院長の親族など
への自費収入漏れを指摘
されることがあります。
自費収入の代金受領は
現金が原則とされます
が、ローン等分割払いの
場合や翌期に受領が延期
される場合には未収計上
を忘れることがありま
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いるケースもありますの
で記載方法については注
意を要します。
〈２〉現金管理に伴う調
査事例では、現金管理を
残高記帳の窓口日計表で
管理するのでなく、収入
明細表等で管理している
場合 （現金管理が不十
分）に、領収書控えとの
照合で自費漏れを指摘さ
れることがあります。
窓口日計表はスタッフ
が氏名、金額、収入区分
などを記録し、残高を確
認して院長に渡すのが通
常です。しかし、この事
例では自費収入が多額に
なるのでスタッフの管理
責任の軽減を考え、収入
明細表のみを作成して別
途現金を院長に渡す方式


ふと笹がなんで使われ
るのかと思い調べてみ
た。今宮戎神社によると
福笹は孟宗竹の枝で、い
わゆる群がって生えてい
る笹ではない。竹は古代
から文学、美術、芸能、







民具など日本人の生活と
は密接な関係を保ってき
た。中でも竹のもつ清浄
さ、根強さ、節により苦
難に耐え忍ぶ姿、冬も青
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Ⅰ 自由診療収入



れ、ひと足先に福を授か
る「八日戎」としてにぎ
わっている。
今年はしっかり８日に

黒の３鬼・大天狗・小天
狗・大獅子・小獅子・お
多福・すりがね・太鼓の
各役総勢 人が鬼のかざ
す松明「たいまつ」を元
に、鬼追神が悪い３鬼を
改心させるまで、境内狭

ひと足先に福授かる
しと演じる。デモンスト
レーションとして、八尾
市役所、小学校・幼稚園
３カ所などで演技して各
所のお祓いして回わる。

八尾にちなんだ八日戎
いった。
八尾天満宮では「鬼追
追儺式節分」が節分に行
われる。
本神「鬼追神」・赤青



々とした葉を付け、更に
竹林の生命の無限性、旺
盛な繁殖力など、そこに
強い生命力と神秘性を感
じとり、神霊が宿るとさ
え信じられている。こう
した日本人の竹に対する
感性が、色々な神事に笹
が用いられることになっ
た。竹取物語のかぐや姫
が、竹から生まれるのも
同様の信仰に基づいたも
のである。常に青々とし
た葉の姿は、神道の信仰
そのもので、神々のご神
徳によって、日々「いの
ち」が甦り、生成発展して
いる姿を象徴している。
さて酒も飲んだし、ど
の笹を買って帰ろうか。
（新聞部・矢部あづさ）

日時 ３月 日（日）午前 時～午後１時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
定員 １００人
講師 神原正樹氏（大阪歯科大学口腔衛生学講座教授）
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

「口腔軟組織疾患の診断と処置」

堺・高石・和泉地区総会・記念講演

南部地区総会・社保講習会
日時 ３月 日（日）午後４時～６時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 小澤力氏（西成区開業）
定員 １００人
会費 会員無料、未入会者１万円

会費

日時 ３月 日（土）総会・午後６時 分～７時
記念講演・午後７時～９時
会場 サンスクエア堺（ＪＲ「堺市」駅下車すぐ）
講師 大前政利氏（りんくう総合医療センター歯科
口腔外科部長） 定員 １００人
会員無料、未入会者１万円
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お申し込みは

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

1
8

24

※協会行事などを本紙で報道するため、講習会などの写真で
個人が特定されることがありますが、趣旨をご理解の上、
ご了承ください。また、講習会でのビデオ撮影や録音はお
断りします。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です
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八尾天満宮

誰もいませんでした。
（８
日で終わっていた。）
八尾天満宮は八尾寺内
町の鎮守で、「八尾の天
神さん」とい
われている。
祭神は天穂
日命と菅原道
真で、慶長年
間に片桐且元
が建てたとい
われている。
境内には、八
尾寺内町開発者森本行誓
の六代の孫房吉の寄進の
灯籠が並んでいる。
近年は恵比寿神が観請
され（昭和 年）、例年
１月８日は八尾の「八」
にちなんで７日の宵戎と
８日の本戎の２日間催さ



181

でだが、いつも沢山の人
々であふれかえっている
ので、八尾でもあること
を知り 日に行ったら、
1
0



〈１〉税務調査で問題に
なるのが、自由診療収入
の計上漏れです。自費収
入の確定には、次の資料
から事前にチェック等を
入れ、整合性を持たせる
ことが大切です。①領収
書控え②窓口日計表③歯
科における委託技工料、
インプラント等の仕入れ
―など診療科目特有の自
由診療に直結する仕入れ
や外注費の請求書です。
その他、アポイント帳
に治療内容が記入されて



商売繁盛で笹もって
こい… と掛け声は、商売
繁盛の神様「えべっさん」
例年は今宮戎に行くの
８日には多くの参拝客でにぎわう八尾天満宮

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（３） 2007年2月25日



