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ドクターを悩ます厄介事

割

・８％で最多、

・３％、５日以上が

ことも珍しくなくなった」と税務

署が早期着手を図っているという

顧問先事業者が受けた税務調査の

に手を付けられないが、それだけ

間は、いうまでもなく本来の業務

実際に調査官と向き合っている

施する心づもりであるとみられる。

度内に可能な限り長期の調査を実

に取り掛かることで、同じ事務年

税務調査は４８６件で全体の

境に法人税の実地調査は

万９千

れるところからはしっかりと取る」

という方針になっていることがう

かがえる。東京税理士会の業務対

策部は「調査の長期

化は納税者や税理士

にとって負担になる

ことから、短縮され

ることを望む」と国

税当局に注文を付け

ているが、長期化の

流れは止まりそうに

ない。いわゆる重点

調査業種に指定され

ることが多いドクタ

ーとしても気になる

傾向だ。

臨時増刊

SINCE 1948

税 務 調 査 が 大 幅に長 期 化

調査日数「５日以上」が

税務調査が長期化している。東京税理士会が税務調査の実状について会員税理士に聞くアン
ケートで、最近の調査は数年前と比べて一層納税者に負担を強いるものになっていることが明ら

３～４日が

ぎない。２日が

かになった。特に回答者の不満がにじみ出ているのが、調査期間が長くなっていることだ。税務
調査に立ち会ってきた税理士のアンケートから最近の調査の傾向を読み解く。

東京税理士会は会員から無作為

に抽出した開業税理士・税理士法

状況などに関する１７１６の回答

ではなく、調査官が来ていなくて

したが、調査１件当たりの申告漏

営に集中することは簡単ではない。 件から９万３千件まで大幅に減少

も調査着手から完了までの間に経

れ所得金額は９１３万９千円から

傾向を語るが、これは早めに調査

を得た。実地調査を受けたのは回

しかし法人税調査の９割近くを占

１０７１万２千円へと上昇した。

・７％にも上る。

答者のほぼ半数にあたる８６２人

める複数の日にわたる調査は、連

日までの１年間に

で、調査総数は２４９５件。調査

続した数日間で終わるとは限らな

最近の調査は１件当たりの調査日

年６月

対応をした税理士１人当たりの件

い。調査の着手から終了までの期

数を増やして入念に調べ上げ、「取

年の国税通則法の改正を

回答によると、１日で終わった

間は、３～５カ月が ・４％、半年

得意業務とする都内

平成

・

以上も４・４％あり、３カ月以内で

件だった。

５％。この割合は過去３年間と比

・１％だった。２

割の会社が３カ月以上の期間、税

の Ａ 税 理 士 は、
「昔

月決算法人への調査

http://ps.nikkei.co.jp/map1806/

・３％から

務調査に頭を悩ませ

てきたことが分かる。

日数が増えれば増えるほど経営者

・０％であるのに

夏の新築分譲マンション・一戸建て

４９件で前年度の

・０％へと大幅に増えている。

の事業や生活に影響を与えるが、

は決算から半年経っ

に大きな負担を強いるものであり、 税務調査への対応を

調査官はそうしたことに忖度せず

最近は調査が来るま

てから調査が来ると

税目別にみると、法人税調査が

での期間が確実に短

にじっくり腰を据えて取り組むス

特に長期化しやすい。全調査のう

期 限 が ５ 月 末 の ）３

く なっている。（ 申 告

いう身構えでいたが、

ち１日で済んだ調査が占める割合

タンスであることがうかがえる。

は所得税調査が ・６％、相続税・
贈与税調査が

の連絡が６月に来る
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クルマ、住宅、飲食費

私用と業用の境界線を探る
た。
国税当局が事業性を認めな

他の資産に置き換えて考えて

クなどの色っぽいお店でも、仕

も同様のことが言える。例えば

法人で事業用として使っている

だ。また、院長車の定番とされ

や水道光熱費の支払いをしてい

クルーザーや別荘を取引先の接

証拠があるのなら、堂々と経費

や役員会の議事録を残しておけ

たのはＡだったこと、②家の鍵

待や従業員の慰安を目的に法人

にして問題ない。事業用である

事に必要な支出であることを説

はＡと、法人理事でもある息子

が持つことがあるが、院長がプ

ことを証明するには特に「運転

明できれば経費で落とすことは

だけが管理し、ほかの法人関係

ライベートで購入したとみなさ

日報」を残しておきたいところ

るメルセデス・ベンツであって

者は自由に出入りできなかった

れてしまうと、維持費用などの

だが、注意しなければならない

も２ドアのスポーツタイプは嗜

こと、③法人のパンフレットや

関連支出は院長への給与や貸付

のは記載内容と走行距離メー

ば、国税の判断が違ったものに

使っていた証拠を見せて正当性

ホームページに法人施設として

金となり課税対象になることが

なったということだ。

を主張すればよい。国税不服審

マンションが紹介されていな

ある。実際に院長や親族以外の

かった主な理由は、①住民登録

の役員給与として所得課税され、

判所の裁決を紐解くと、事業に

かったこと、④法人が主張する

可能だ。

法人は支払い分を損金にできな

使っている証拠の有無を国税当

理事会や役員会の開催の証拠が

好性が高いため経費にできない

調査官は「証拠」の有無に注目
法人名義のクルマや別荘、クルーザーは、税務署に「院長個人のもの」との疑いをも
たれると、費用を損金にできなくなることがある。経費で落とすことの正当性を税務署

くなる。

局が重要視している実態が明確

に主張するには、事業で使っている証拠を確実に残しておくことが肝要だ。院長に関す

法人の経費にするための大原

に浮かび上がる。

しかし、高級車であろうとも、

と言われることが多い。

則は「業務用に使っている」と

ターの数字にズレが出ていない

かという点だ。プライベートで

調査官を務めたこともある国

人も事業上で利用しているなら、

利用規程を作成したうえでホー

税 Ｏ Ｂ 税 理 士 は、
「事業に使っ

なかったことなどだった。
備品を会社に購入させて経費に

もクルマを使うことがあるなら、

法人の代表者がマンションの

る支出を経費で落とすための実務上のテクニックや注意点を確認しておきたい。

いうことについて税務署に疑い
を抱かせないことだ。それでも
疑われてしまったなら、事業で

後から税務署に突っ込みを入れ

ているか否かのギリギリのライ

ムページでも施設を紹介し、利

られないようにしたい。業用車

深掘りされない。調査の現場で

ことなどによって税務署に疑問

は、口がたつ経営者と、自信な

ンだと税務署にとっても事実認

まずないが、車種によっては医

さげに説明する経営者とでは、

であることを証明するためとは

業用車でも同様で、例えば車

療機関名をペイントすることに

調査官が下す結果が異なること

を抱かせないようにする必要が

用実績報告書の記載を徹底する

表者が給与課税され
たケースがある。
法人の代表者Ａは、

庫証明の際に保管場所を院長宅

よって事業で使っていることを

もある」と、説明の仕方次第で

定が難しく、院長の言い分に一

にすると、税務署は「院長個人

示す方法もある。また、飲食費

経費にできることもあると語っ

いえ、通常はフェラーリやベン

のクルマではないか」と不審を

も院長個人の支出だと税務署に

てくれた。事業に使っている証

応の筋が通っていれば基本的に

抱くおそれがある。他にも事業

判断された場合、経費として落

拠をきちんと残し、堂々と経費

トレーの車体に印字することは

性の有無についてあらぬ疑いを

とせないが、領収書とともに、

性を主張できるようにしておき

法人からマンション

掛けられるリスクがあるのは、

仕事に関係する同席者がいた事

たい。

の一室を借り、低額

つまり、仮にこの法人がマン

「従業員数が少ないのに業用車

実を残しておけば損金化は可能

トを切り離さず一年中病院のこ

ン、食器を購入。費

ションを法人名義で登録し、Ａ

の保有台数が多い」
、「嗜好性の

だ。たとえキャバクラやスナッ

とを考えていても、税務上では

用を経費にしたが、

と息子以外の法人関係者も自由

高い改造をしている」、
「頻繁に

の賃貸料を支払って

て購入費を一定期間で経費にで

Ａに経済的利益が

に使えるような「利用規程」を

買い替えている」といった状況

きっちり公私を分けて処理する

き、さらに法人が支払うガソリ

あったと国税当局に

定 め、 パ ン フ レ ッ ト や ホ ー ム

いた。その後、法人

ン代、保険料、車検代、メンテ

み な さ れ、
「事業活

ページで施設を紹介し、理事会

名義で家具やカーテ

ナンス代、高速道路利用料も経

動に使っている」と

必要がある。例えば業用車であ

費として損金になるが、院長が

いう主張が否認され

ある。

計上したところ、代

明快で論理的な
説明こそカギに

主にプライベートで使っている

規程や議事録も
重要になる
と税務署に判断されると、臨時

れば、本来は減価償却資産とし

院長先生が経営とプライベー

あくまで「業務に
使用」が大原則
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日常の様々な場所で「ＡＩ」が活用される時代となりました。

今後、医療の現場でも診療ビッグデータをＡＩを使って解析することで、
医療の質向上、業務の効率化が図れると期待されています。

れていますが、花粉の飛

的には２、３月からとさ

その際の情報が多く集まれば、診療

の効率化にもつながります。

ＡＩを恐れず
賢く活用する

ＡＩは人間から単純作業を取り上

げ、人間はより複雑な業務のみを行

垣根を越えて共有出来たら、さらに

うか。それらのデータを医療機関の

を紐づけて管理できるようになると、

個々の薬の副作用や服薬状況と問診

の説明や指導、行動変容アプローチ

情が混ざるような業務です。患者へ

うようになります。それは理解と感
ば、翌年の花粉症の発症予測もある

入ってくることにより、医師は、技

程度できるようになり、事前に、必

副作用情報の収集解析については、

術に特化した職人中の職人の医師と、

くさんあるので、ＡＩの活用場所は

あります。医療には、単純作業がた

務を効率化・単純することに強みが

ＡＩは人間の経験値を解析し、業

科医はより患者の病気に対する気持

ない手術のみをするようになり、内

す。外科医はその外科医にしかでき

よった医師の二極化が進むと思いま

よりコミュニケーションサービスに

患者の感情を汲み取って応対する、

たくさんあるでしょう。単純作業は

ズムの部分はＡＩがかなりの部分を

ちに寄り添うことにより重きをおく

代行する、そういった時代がやって

ＡＩに、複雑な作業は人間がとすみ

特に受付（予約）業務は、ＡＩの

ようになり、診断や処方のアルゴリ

活躍の場が多くあるように感じます。

くるのではないでしょうか。

分くらい診察

すこともできるでしょう。

患者に空いている時間帯の予約を促

予約システムが混雑状況を把握して、

る曜日や時間帯が異なるので、ＡＩ

ります。また、医院によって混雑す

医師も患者も効率的な時間配分とな

の待ち時間はかなり平均化されて、

約枠を割り振るようになれば、患者

して、症状に応じてＡＩが適切に予

をするのではなくて、事前に問診を

して、クリニックに着いてから問診

や検査にかかります。患者は予約を

や胸痛などの場合は

間は５分程度であるのに対し、腹痛

風邪の患者ですと、診察に必要な時

ないでしょうか。例えば、花粉症や

準化を行うことが可能になるのでは

その中でも、疾患に応じた予約の平

分ければいいのです。

ＡＩが最適な予約時間を
レコメンドしてくれる

といったものは、ＡＩにはまだ難し

者自らが入力することで、診療前に

政府が考えていることは、医療の

散状況は地域で差があり

医院間、医院と薬局の間での、薬情

ある程度病気を絞り込むことができ

現場でも少しずつ、その兆しが出て

ます。Ｗｅｂ問診票で、

予測が適切になるでしょう。

要な検査や治療薬などの準備を行う

一方で、蓄積された問

きています。身近なところでは、今

「目のかゆみ・くしゃみ・

い で し ょ う。 Ａ Ｉ が 医 療 の 分 野 に

るとようになります。その際、医師

診データの情報を検索・

普及が始まろうとしている「Ｗｅｂ

透明な鼻水」にチェック

報の共有がより進むことでしょう。

ことが可能になるのではないでしょ

えているので、適切な問

は病気を絞り込むときに時系列で考

診順番によって、徐々に

い疾患でも、個人の症状や体質に応

解析を行うことで、さら

問診システム」においてＡＩの活用

した人の数がある一定数

・AIを活用した画像診断支援プログラムを開発

・AIを用いた効率的な医薬品開発を実現

自動手術
支援ロボット
の実用化

出典：厚労省 AI 懇談会報告書概要

ＡＩとは、
「 Artificial Intelligence
」
と訳されます。コンピュータが自己
絞り込んでいくという流

の頭文字をとった言葉で、「人工知能」

学習を行い、その知識をもとに解析
れ自体が、Ｗｅｂ問診票
の活用ポイントであり、

を行うことで、推測が可能になる仕

かと思います。これまで

組みです。
身近なところでは、
スマー

情報を徐々に蓄積するこ

ＡＩの活用なのではない

る自動運転、ネットの画像検索、商

トフォンの音声認識や障害物を避け

品レコメンド、産業分野における画

とで、絞り込みを行うと

診票ではできなかったの

像処理など、様々な場所でＡＩが活

ですが、Ｗｅｂ問診シス

いう行為が従来の紙の問

政府もＡＩの可能性に注目し、保

用され始めています。

険医療分野におけるＩＣＴ活用推進

テムを活用すれば、簡単

じた、迅速・正確な検査・診断、治

に診療に役立てることも

す。

に行うことが可能なので

懇 談 会 の 提 言 に お い て、
「ビッグ
データの活用やＡＩによる分析が進

療が受けられるようになる」として

が検討されています。ＡＩを、医師

を超えた場合に、花粉症

また、診療所には毎日たくさん電

話があります。その対応がなくなれ

2001年一橋大学大学院MBAコース卒業後、医業経営コン
サルティングファーム「日本経営グループ」入社。医療IT
機器の展示場「メディプラザ」を設立。東京、大阪、福岡
の3拠点を管理する統括マネージャーを経て、2016年に
コンサルタントとして独立し、「MICTコンサルティン
グ」を設立。過去2000件を超える医療機関へのシステム
導入の実績から、医師会、保険医協会などの医療系の公的
団体を中心に講演活動および執筆活動を行っている。

むことで、現在、診断や治療が難し

います。

可能でしょう。例えば、

の診断補助ツールとして、診療業務

がこれから流行しそうで

20

ば、スタッフの負担も減りますし、

大西大輔

代表

MICTコンサルティング

花粉症の流行時期は一般

の効率化に役立てられるのではない

測できるようになります。

・生活リズムや認知症に関するデータの収集
・生活リズム予測に基づく生活アシスト機器等の設計

AIによる
麻酔科医の
支援の実用化

手術データを
統合収集・蓄積

手術関連データを相互に連結するための
インターフェースの標準化を推進

手術支援

AIを活用した生活リズム
事前予測システム等を
開発・実用化
試作機の開発

現場主導のAI開発を推進

介護・認知症

・医薬品開発に応用可能なAIを開発

・製薬企業がニーズ提案
・IT企業のリソースを活用

製薬企業とIT企業のマッチング
医薬品開発

比較的稀な疾患について
AIを活用した診断・治療
支援を実用化
・難病の情報基盤を構築

2021年～
2020 年
2019 年
2018 年

頻度の高い疾患について
AIを活用した診断・治療
支援を実用化
・収集するデータの標準規格を策定

医師法や医薬品医療
機器法における
AIの取扱を明確化
診療・治療支援

・医療機器メーカーへ教師付画像データ提供

学会を中心とした 画像DB構築

画像診断支援

（がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会報告書を踏まえて対応）
・がんゲノム情報の収集体制構築
・AIを活用した研究体制の構築
・AI開発基盤の利活用の検討

ゲノム医療

診療報酬改定

診療報酬改定
介護報酬改定

2017年

Ｗｅｂ問診システムとＡＩ

かと考えられているのです。

それを時系列に蓄積すれ

あることを、地域別に推
医師が診察室で聞く質問は大抵決

たとえば、かぜや腹痛の患者に、

まっており、それをＷｅｂ問診で患

A Iの活用 に向けた工程表

医療分野での
ＡＩの活用に期待

診療所における
AI 活用の可能性
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Balcony

W/D

counter

sto.

DressingRoom

（1317）

PS

（4.4J）
sto.

PS

Toilet

sto.

Bathroom

Kitchen

MB

Shoesbox

sto.

Entrance

sto.

Living Dining Room
（11.8J）

sto.

sto.

Closet

Bedroom

Closet

（11.0J）
Closet

3番出口

千代田線

乃木坂陸橋

外

苑

檜町公園

乃木坂

東

通
り

東京ミッドタウン西

メルセデスベンツ●

東京ミッドタウン

●
トライセブン ロッポンギ
（バーニーズニューヨーク）

国立新美術館

龍土町美術館通り

青山公園

ファミリーマート●
スターバックス●

政策研究
大学院大学

六本木西公園
龍吟
●

明治屋
ファミリーマート ●
●

六本木六丁目
り
木通

六本

7番出口

大江戸線

六本木

星乃珈琲店●

2番出口

日比谷線

●
アマンド

六本木

六本木ヒルズ
毛利邸園

三菱東京UFJ銀行
●

六本木

