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山田　武見議員は「アジア健康構想」の発
案者であり、社会福祉法人と医療法人の監
査導入にもご尽力いただきました。今回はこ
の二つのテーマを中心にお話を伺いたいと
思います。
武見　「アジア健康構想」は後から考えつ
いたもので、会計監査が先なんですよ。二つ

武見　医療法人の経営強化を図ろうと、医
療法人改革は暫時行われてきました。社会
医療法人など地域医療の中での位置づけ
が明確になってくると、経営も透明性を強化
しなければいけないという発想が役所にも
政治家にも浸透してきたのです。そこで医療
法人も監査を義務づけていこうとなりました。
　ただ私が心配なのは、新しい制度設計を
した時は、同時にフォローアップする仕組み
が必要ですが、今回それがまだできていま
せんね。欧米はそのような仕組みがありま

すが、日本はやりっぱなしの傾向が実に多
い。そこは公認会計士の皆さんにも協力し
ていただいて、どれだけ良い結果が生まれ
たかというアウトカムを評価できるようにして
いただきたいのです。
梶川　制度全体の目的に対して良いアウト
カムが出ているということは、我 と々しても
社会に役立っていると説明できるわけです
から、ぜひ積極的に発信していきたいと思
います。

武見　私が今回の監査で大きく期待する
のは経営支援の部分です。医療法人はオ
ーナーが医師ですから、決算書などの数字
が何を意味しているのか十分には分からな
いんですよ。皆さんから年度の数字の変化
や意味を経営幹部に教えていただいて、
「じゃあここを改善しよう」という動機が経営
幹部の中に働くようにサービスを提供して
いただきたいです。
山田　我 も々、社会福祉と医療の領域にお
ける社会の期待は、適正意見の監査報告
書が出たらいいという話ではない、期待さ
れているのは経営改善に資する助言だと、
実務指針で会員に伝えています。ただ、こ
れまで企業監査で「批判的に見て意見を
出す」仕事をしてきていますので、頭を切り
替える意識改革にも力を入れていこうと思っ
ています。
武見　医師は経営のプロではないのです
から、基本的に違いますよね。それにサービ

スも利益を求めるだけではなく、地域の中で
必要な医療提供を安定して継続できるか
が非常に重要なのです。そうした公的な役
割を果たせる経営を行ってもらわなければ
いけないので、監査を通じた経営視点のサ
ポートがすごく必要だと思っています。

梶川　社会福祉も医療も経営が効率化さ
れると、そのメリットが働かれる方に回るだ
ろうと考えています。経営判断資料が提出
できれば、給料など待遇改善にもつながりま
すね。
武見　間違いなく役立ちます。勤務医の疲
弊問題は深刻で、労働基準局の査察で適
切な賃金が払われていないと、何億円も支
払いを命じられることが頻繁に起きていま
す。宿直時の賃金など、医療従事者の待遇
は明確な基準がないんですよ。一方で、査
察に入られた医療機関にも不満が生じて
います。特に救急医療は、国立病院はあま
り行わないので民間が肩代わりしていて、
そうした病院では限られた財源で勤務医を
確保しているのに、それで賃金が労基法に
基づいていないと言うのだったら、経営が
成り立たないから国立病院に救急をもっと
やって欲しいと、大学の付属病院から山ほ
ど聞かされています。
　医療制度は、人員配置基準と診療報酬
の問題などいろいろな問題が絡んで難しい
ですが、会計監査の過程で勤務医に関わ
る実態の把握、賃金の設定の仕方など研

究いただいて、医療機関の曖昧な制度設
計を改善する役割をぜひ果たしていただ
きたいです。

梶川　我 も々病院の経営実態を調べてい
ますが、病院の財務数値は都道府県に存
在していて、厚労省はデータベース化して
いないですね。だから「収益70億円で監査
します」と言っても、70億円の病院がどれだ
けあるのかわからないのです。
武見　国が制度として会計監査を導入す
ると決めたわけですから、国が対象の医療
機関を特定して監査をしていただくという
形でないとおかしいですね。
梶川　私どもも半分はやりますが、監査の
ためだけではなくて、地域ごとの経営実態
を把握される必要があると思います。民間、
公立、国立、これらが全部横比較できない
と、本当の意味の病院行政はできないので
はないでしょうか。
武見　これは医療情報システムの問題もあ
るんですよ。かつて日本は3500保険者があ
って情報システムがばらばらなのです。病
院は各システム会社のソフトで情報管理を
しているので、これを公認会計士の皆さん
方に横軸で比較できるようにしていただく必
要性もあると思っています。そうした情報シ
ステムの問題提起もぜひやっていただきた
いのです。
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は異なるコンテキストですが、アジアの健康
構想では、より資本力のある事業主をつくっ
て対外的に発展させる必要がありますか
ら、医療法人の経営強化を図る会計監査
が前提になってきます。ですから二つがうま
く組み合わさりました。
山田　社会福祉、医療の監査導入の経緯
からお話いただけますか。
武見　社会福祉法人は、規模を拡大する
社会福祉法人が出てきた中で、留保金が

して制度化はありませんでした。厚労族でも
ある武見議員はどちらの味方なのかと役所
の方が困ったという経緯もありました（笑）。
武見　いやいや、私は非常にフェアです
（笑）。社会福祉法人も医療法人も課題が
たくさんあって、それを解決する制度設計
の案を持ってきてくれたので非常に進めや
すかったです。
山田　医療法人にも会計監査をと考えら
れたのはどうしてですか？
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多額にあるのではないかといった問題が持
ち上がりました。その時に「透明性が必要
だ」と話を持ってきてくれたのが梶川さんで
す。厚生労働省と金融庁の二つにまたがる
問題でしたから簡単ではありませんでした
が、彼の積極的な働きかけで制度化された
と言っても過言ではありません。
梶川　いえ、会計監査を入れるというと、業
界に近い議員の方たちはネガティブなイメ
ージを持たれますので、武見議員の力なく

武見敬三 参議院議員山田治彦（政連幹事長） 梶川 融（公会計協議会会長）

（次号は後編「持続可能な医療制度とアジア健康
構想」をお届けします）

◎日本公認会計士政治連盟インタビュー  武見敬三  参議院議員

平成29年4月、社会福祉法人と医療法人の法定監査が導入されました。
この二つの監査において、公認会計士は企業会計とは異なる立ち位置
を期待されています。制度導入に尽力いただいた武見敬三議員にお話
を伺いました。
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活 動 報 告

政治連盟近畿地方会

　「おだち源幸を囲む公認会計士の会」第6
回定時総会及び懇親会が開催され、公認会
計士12名が出席した。定時総会では、この1年
間の活動報告及び平成29年度収支報告、会
長及び幹事長改選案、規約改定案が提案さ
れ、原案どおり承認された。このあと、尾立源幸
氏から近況報告をいただくとともに、「国政復

帰を目指して今後も政治活動を継続していく
ので応援賜りたい」との力強い決意表明をい
ただくことができた。
　また懇親会では、尾立源幸氏との意見交換
を通じて、会員との懇親を更に深めることがで
きた。囲む会として、公認会計士である尾立源幸
氏を引き続き応援していく決意である。

「おだち源幸を囲む公認会計士の会」を開催
平成30年3月6日

　横浜、崎陽軒5階「マンダリン」において、参
議院議員「中西けんじを囲む公認会計士の
会第5回通常総会」が開催された。関根愛子
協会会長、山田治彦幹事長、高品彰副会長
（神奈川県会会長）、「中西けんじを囲む公認
会計士の会」の中川隆之会長など公認会計
士33名が参加した。中西健治参議院議員（自
民、神奈川、JPモルガン証券出身、参議院法務
委員会理事）は、現在は自民党法務部会長と
して大いに活躍されている。中西議員の国政

報告では、成人年齢を20歳
から18歳に引き下げる民法
改正案の状況等について報
告が行われた。懇親会では、
山田幹事長の乾杯に始まり
中西議員と交流を深めること
ができた。今後も中西議員を
しっかりと応援するため、地元
在住の会員のご支援をお願
いします。

「中西けんじを囲む公認会計士の会」を開催

政治連盟南九州地方会

　司ロイヤルホテル（玉名市）と熊本ホテル
キャッスル（熊本市）において「衆議院議員
野田たけし新春のつどい」が開催され、「野田
たけしを囲む公認会計士の会」から林田素行
会長をはじめ計10名が参加した。熊本ホテル
キャッスルでは大盛会となり約1,400名の出席
者であった。多くの議員や関係団体、支援者
から挨拶・激励の後、自民党税制調査会最高

顧問の野田毅議員（熊本2区、当選16回）が登
壇され、平成28年4月の熊本地震後の被災者
支援、被災地復興の取組み、少子高齢化をに
らんだ社会保障制度問題、地域農業や中小
企業の生産性向上策、国際情勢など実に幅
広い話題について国政報告を伺うことができ
た。このあと我々囲む会のメンバーにも親しくお
声を掛けていただき、ひと時の懇談となった。

「野田たけし新春のつどい」に参加 平成30年3月3日・4日

政治連盟東海地方会

　ナゴヤキャッスルホテルにおいて「藤川政人
君を囲む会」が盛大に行われた。藤川議員は、
総務大臣政務官、財政金融委員長をはじめ、
現在は、内閣委員会筆頭理事、災害対策特別
委員会委員、国際経済・外交に関する調査委
員会委員の公務をこなし、また、自民党国会
対策副委員長、愛知県連会長として地元愛
知県の抱える諸問題にも取組まれている。ま
た、藤川議員のご子息が公認会計士として活
躍されていることから公認会計士制度に関し

　札幌パークホテルにおいて、船橋利実衆議
院議員（自民、比例北海道）の「感謝の集い」
に、政治連盟北海道地方会の石川信行会長
が参加した。船橋議員は北見市議、道議（5
期）を経て平成24年初出馬、初当選。その後
の選挙で落選されたが、平成29年10月の衆院
選で国政復帰を果たされた。現在、厚生労働
委員会に所属され、ご活躍中である。

ても理解を示されている。今後も、地元会員と
の意見交換の機会を作り支援体制を充実して
まいります。

「参議院議員 藤川政人君を囲む会」に参加
平成30年2月19日

政治連盟神奈川県会 平成30年2月26日

政治連盟会費（年額） 公認会計士12,000円 準会員1,200円

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局　☎ 03-3515-1155　FAX 03-5226-3354

　日本公認会計士政治連盟は、公認会計士、日本公認会計士協会準会員をもって構成されて
おり、公認会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士制度を確立するために必要な活動
を行っております。活動の経済的基盤は会員・準会員各位の会費によって支えられております。な
にとぞ会費の納付にご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、会費の納付に便利な
「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）をご利用ください。

　「杉ひさたけ参議院議員を囲む公認会計士
の会」は、国会議事堂の見学ツアーを開催した。
　当日は、杉ひさたけ参議院議員と秘書の小
神様に、直接ご案内いただき、通常の見学で
は入れないようなところも見せていただくなど、
参加者一同、貴重な経験をすることができた。
今回、東京ということ
もあり参加者は多くな
かったが、参加者は
杉議員とともに楽しい
ひと時を過ごすこと
ができた。私どもは3
か月に一度、杉議員の
国会報告を拝聴し、
著名な大学教授の講

義を拝聴するなどの勉強会を開催している。こ
の4年間、毎回、30名弱の会員にご参加いただ
き、杉議員との関係が強化されてきている。私
どもは、来年夏の参議院議員通常選挙に向け
て、より一層活発な活動を行っていきたいと考え
ております。（近畿地方会　高濱 滋）

「国会見学ツアー」を開催

政治連盟近畿地方会

平成30年2月23日

　レンブラントホテル厚木において、衆議院議
員「義家ひろゆき新春の集い」が開催された。
　地元神奈川県会の高品彰会長（政治連盟
副会長）をはじめ、「公認会計士による義家弘介
後援会」から多数の会員が参加した。義家弘
介衆議院議員（自民、神奈川16区）は、昨年7

月に国会議員在職10周年を迎えられ、10月に
は衆議院議員3期目の当選を果たされている。
今後も義家議員を応援して参りますので、厚
木在住の会員をはじめ多くの会員のご支援を
お願いします。

「義家ひろゆき新春の集い」に参加

写真左から義家議員のご子息、奥様、義家代議士、西厚夫会員、高品彰神奈川県会会長、八代輝夫会員

政治連盟神奈川県会

平成30年2月24日

政治連盟北海道地方会 平成30年3月9日

「衆議院議員船橋利実感謝の集い」に参加

政治連盟会費の納付についておねがい －「預金口座自動振替」制度をご利用ください－

杉ひさたけ参議院議員

おだち源幸前参議院議員

野田たけし衆議院議員

中西健治参議院議員

船橋利実衆議院議員

写真左から神野博史愛知県会議員(公認会計士)、
藤川政人参議院議員、柴田和範会長


