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社会医療法人についてのアンケート調査ご協力のお礼 
 

 
 

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、私ども日本公認会計士協会近畿会非営利会計委員会におきましては、営利事業を

行わない法人の会計について研究･調査を行っております。この中の分科会である医療法

人会計小委員会におきましては、医療法人における会計に関する調査･研究の一環として、

医療法の改正にともない新しく制度化されました社会医療法人についてのアンケート調

査を企画いたしました。 

 社会医療法人制度は、公的医療の実施を求められるとともに、医療保健業からの法人税

等の無税化という大きな制度改正となります。そこで、すでに救急医療等を行い、社会医

療法人に近い存在である特定医療法人の皆様にこのたびアンケート調査を実施させてい

ただきました。ご多忙中、アンケートにご協力いただきましてまことにありがとうござい

ました。このたびアンケートの集計を行い結果のとりまとめをいたしました。日本公認会

計士協会近畿会としましては、この結果を医療法人に対する会計の発展に生かしていく所

存でございます。 

アンケート依頼時にお伝えしたとおり、アンケートの集計結果を送付させていただきま

す。ご参考にしていただければ幸いです。 
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社会医療法人アンケート結果 
 

平成 21 年 3 月  
日本公認会計士協会近畿会 

非営利会計委員会 
医療法人会計小委員会 

Ⅰ．アンケートの概要 
 
１．趣旨 
医療法改正にともない新たに導入された社会医療法人制度は監査等を通じて公認会計

士にもかかわりがあるため、当制度に対する医療機関の関心の動向を調べることを目的

にアンケート調査を行う。 
 
２．発送対象病院 
大阪府・奈良県・和歌山県下の開設主体が特定医療法人である 46 病院 

 
３．回答状況 

9 病院(回答率 19.6%) 
 

 
 

Ⅱ．質問事項の回答状況 
 
1. 社会医療法人制度をご存知ですか。 

(ア) よく知っている                        3 
(イ) ある程度知っている                6 
(ウ) あまり知らない 
(エ) 全く知らない 

 
すでに救急医療等を行う、役員の同族割合が 3 分の 1 等の条件をクリアしている特定

医療法人は、社会医療法人に対する関心も高く社会医療法人制度もよくご存知であるこ

とが伺える結果となった。 
 
 

2. 貴医療法人は、社会医療法人の認定を検討されていますか。 
(ア) 検討している                              5  うち申請済み 2 件 
(イ) 検討していない                          3 
(ウ) 今後検討する予定                      1 

 
検討されている病院が過半数であり、すでに申請済みが 2 件含まれており関心の高さ

が伺える。検討していない 3 病院は後に見るように要件を満たすことが難しい病院であ

った。 
 
 
3. 2.において(ア)とお答えの方に質問です。なぜ検討されていますか。 

① 法人税等が無税となるから                                 4 
② 収益事業･福祉事業が幅広く行えるから     3 
③ 資金調達が容易になるから 
④ その他（       ）                           2 

                公民イコールフィティングに近いから。 
                公益性が認められる。 
 



2.で(ア)と答えた 4 病院が法人税等の無税化をあげている。しかし、資金調達に関して

は検討理由としている病院はなかった。その他では、公立病院に近くなることが評価さ

れているようである。 
 
 
4. 2.において(イ)とお答えの方に質問です。なぜ検討されていないのですか。 

① 公的医療実施の基準を満たせそうにないから  3 
② 公募債の発行を考えていないため 
③ その他（                              ） 

 
社会医療法人の認定を検討されていない理由は、すべて認定基準が病院の実情から考

えて満たせそうでないことを理由にしていた。 
 
 

5. 社会医療法人は公的医療の実施が求められ、救急医療等確保事業（救急医療、災害

医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、その他）の基準が設定されています。

貴医療法人においては、これについてはどのようにお考えですか。 
(ア) 厳しい基準である      4 
(イ) 適切な基準である      5 
(ウ) 基準については知らない 
(エ) その他 
 (自由意見) 
  ・一部には不整合な点もある。（周産期は厳しい） 

・基準を満たさない場合、さかのぼって税金対象となる。 
 
適切な基準であるとした病院が厳しい基準であるとした病院を若干上回った。自由意

見として、全体的には適切だが周産期は厳しいとした意見や、遡って無税のメリットが

取り消される可能性が記載されていた。 
 
 

6. 5.において(ア)とお答えの方に質問です。それはどの項目ですか。またそれが厳しい

と思われる理由をお聞かせください。 
(項目名)  周産期医療、救急医療、小児救急医療 
(理由) 
  (周産期医療) 

・ 全国で周産期医療は衰退の一歩となっている。周産期に限らず、お産を扱

う法人に適用すべきと思う。 
(救急医療・小児救急医療) 
・ 療養型の病院であり立地条件などドクターの確保が困難な状況にあるため 
(救急医療) 
・ 専門病院であり年間 750 件の救急を受けることができない。 

 
周産期については、基準を緩和してもいいのではないかとの意見があった。救急およ

び小児救急は医師確保・患者数が原因でクリアすることが困難であることがうかがえる。

病院災害・へき地医療は該当する病院がなかったものと考えられる。 
 
 
7. 5.において(イ)とお答えの方に質問です。それはどの項目ですか。またそれが適切と

思われる理由をお聞かせください。 
(項目名) 救急医療、小児救急医療、周産期医療 
(理由)  

(周産期医療) 



・ 設備基準（MFICU） 
(項目名記載なし) 
・ 公的病院の受け皿としてはこの程度はクリアするのは妥当。5 つのうちのひ

とつをクリアすればいいのだからまだゆるい基準である。 
(救急医療、小児救急医療) 
・救急医療を今後も続けるためには、ある程度の公的支援が不可欠。民間病院

だけの力では厳しい。 
 
周産期医療に関する施設基準は適当であるという意見があった。比較的ゆるい基準と

いう意見と救急医療では公的医療機関の支援が必要とする意見とがあった。前問同様、

病院災害・へき地医療は該当する病院がなかったものと考えられる。 
 
 
8. 社会医療法人は実施可能な附帯業務の範囲が広がりますが、これについてはどのよ

うにお考えですか。 
(ア) 非常にメリットがある   1 
(イ) ある程度メリットがある        6 
(ウ) あまりメリットがない            2 
(エ) 全くメリットがない 
 (自由意見) 

  
9 病院中 7 病院についてメリットがあるとの回答であり、収益事業にはメリットがあ

ると考える病院が多かった。特に自由意見はなかった。 
 
 
9. 社会医療法人には特定医療法人のような役職員給与年額 3600 万円の規制はありませ

んが、これについてはどのようにお考えですか。 
(ア) 非常にメリットがある        5 
(イ) ある程度メリットがある 
(ウ) あまりメリットがない        3 
(エ) 全くメリットはない            1 

   (自由意見) 
       医師の常識から考えれば年額 3600 万規制は必要と思われる。 
 
非常にメリットがあるとした病院が半数を超え、役員の報酬がインセンティブになっ

ている様子が伺える結果となった。それと同時に、規制は必要とする自由意見もあった。 
 
 

10. 社会医療法人においては、公募債の発行による資金調達が認められていますが、こ

れについてはどのようにお考えですか。 
(ア) 非常にメリットがある 
(イ) ある程度メリットがある      4 
(ウ) あまりメリットがない          4 
(エ) 全くメリットがない              1 
 (自由意見) 

 
メリットがないとする意見のほうが過半数を占めており、公募債の発行による資金調

達にはあまり魅力を感じない病院が多かった。自由意見はなし。 
 
 
 



11. 社会医療法人において公募債発行を行った場合、公認会計士等による監査を受ける

ことが必要になりますが、これについてはどのようにお考えですか。 
(ア) 有用であるため受けたい                 1 
(イ) 資金調達をする上での条件であれば仕方ない  4 
(ウ) できれば受けたくない 
(エ) 公募債については検討していない          4 
 (自由意見) 
 

まず公募債については検討していない病院が半数近くあった。積極的に監査を受けた

いとする病院は 1 病院のみであり、残りは制度上の義務なので受けるとの意見であった。 
 
  

12. 社会医療法人において公募債を発行した場合は「社会医療法人会計準則」にしたが

わなければなりませんが、その場合公認会計士等による会計指導等をご検討されま

すか。 
(ア) 検討する                                5 
(イ) 検討しない                            1 
(ウ) 今後検討する予定                 
(エ) わからない                            2 
 (自由意見) 

・すでに顧問契約している 
 

すでに顧問契約している病院が 1 病院、検討するとした病院が５病院であった。 
 
 

Ⅲ．結果総評 
 
すでに公的な色合いの強い特定医療法人を対象にしたこともあり、社会医療法人制度

の認識は高く、すでに申請が行われている病院も 2 件あった。しかし、認定基準に適合

するかについては医療機関ごとに差がある様子がうかがえ、病院の規模、専門分野に左

右されるのではないかと考えられる。 
附帯事業の範囲の拡大、役職員給与の上限撤廃にはメリットを感じるという意見のほ

うが多かったが、資金調達に関してはメリットを感じないという意見のほうが多かった。

資金調達した場合制度上監査が必要な場合は受け、会計指導についても検討するという

意見が多かった。 
 

 
以 上 

 




