
　電子帳簿保存法が改正され、所得税
及び法人税の申告にあたり 2022 年１
月１日から、電子取引した書類は電子
保存が義務化される。昨今電話料、通
信販売、ETC など、請求書等が Web
上に表示されるものが増えている。こ
れまでは紙に印刷して保存する方法で
良かったが、この方法が認められなく
なる。
　電子取引とは例えば電子メールで請
求書や領収書等のデータを受領する、
ホームページから請求書等のデータを
ダウンロードする、などのやりとりが
該当する。対象となる書類は、注文書、
契約書、送り状、請求書、領収書、見
積書その他これらに準ずる書類。これ
らの書類を電子取引した場合は、紙で
の保存が認められず、電子データのま
ま保存する必要がある。さらに、受け
取った書類だけでなく交付した書類の

控えや詳細がメールに書いてある場合
はそのメールも電子保存する必要があ
る。
　保存方法については、所定の要件を
満たす電子計算機処理システム等が無
い場合、パソコンや USB 等にデータ
のまま保存をしなければならない。そ
の際、書類データのファイル名に日付、
取引先、金額を入れる等、規則性を持っ
て保存し、索引簿を作成することも求
められる。事務処理規程についても特
定の場合を除き「電子取引データの訂
正及び削除の防止に関する事務処理規
程」を備える必要がある。索引簿及び
事務処理規程は国税庁ホームページよ
りサンプルがダウンロードできる。
　紙のみでやりとりしている書類につ
いては引き続き紙での保存で問題な
い。現在、電子取引を行っている書類
も、年内に紙での取引に変更すれば電

電子取引での請求書等の電子保存が義務化

　　　　　　　　　　2022 年１月１日から適用

　10 月 24 日、 県 保 険
医協会は患者トラブル
への対応方法等に関す
る Web セミナーを開催
し、33 医療機関が参加
した。講師には、森脇正
法律事務所所長の森脇
正弁護士を迎えた。森
脇氏は岡山県の医師会、
歯科医師会、病院協会
をはじめ様々な医療団
体、医療機関の顧問弁
護士等を務めている。
　森脇氏はまず、問題
患者を「他の患者もし
くは医療機関職員に対
し、その故意に基づく

言動態度が社会的許容限度以上に不愉
快感、迷惑感を与える患者および患者
を中心とする関係者」と定義。問題患
者に該当した場合の対応として、刑事
手続きの活用、民事手続きの実行、診
療契約解除の３点を挙げた。診療契約
解除については、いわゆる応召義務が
排除される「正当な事由」で、医療契
約の基礎である信頼関係が破壊された
との理由から診療契約が解除されると
いった考え方が解説された。また、通
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医療現場のわかる弁護士らが教える ! ! 
看護師・病院職員のための患者対応Q&A
定価：1,980 円（税込み）　出版：ぎょうせい
トラブル・クレーム事例 113 問を集約。新型コ
ロナウイルスなどの感染症に関する事例にも言
及しています。
お求めの場合はお近くの書店又は通信販売等で
ご購入ください。
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子保存する必要はなくなる。
　また、電子取引で受け取った取引情
報と同じ内容のものを紙書類でも受領
した場合は、紙書類を正本として取り扱
うことが規程されていれば紙書類の保
存のみで問題ないとされている。ただし、
電子データに紙書類を補完するような
取引情報が含まれている場合等は電子

データの保存も必要になる。
　今後も電子取引を継続する医療機関
については、各医療機関の顧問税理士
に相談及び国税庁ホームページの「電
子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
令和３年７月」を確認されたい。顧問
税理士がいない医療機関については協
会の顧問税理士にも相談が可能。

 2022 年改定に向けた中医協議論の動向
　　　　耳鼻咽喉科で点数引上げが求められる

　中央社会保険医療協議会（以下中医
協）では 2022 年改定に向けた議論が
進められており、現在では週２回の総
会が開催されている。今号でも、この
間行われた主な議論について紹介する。
耳鼻咽喉科診療について
　耳鼻咽喉科領域の点数設定につい
て診療側から、「コロナ禍でとくに影
響を受けている。そもそも基本的な
評価が見合っていない、引き上げを
求める」との意見が出された。一方、
支払側からは、「特定の領域を持ち出
しての議論は違和感がある。エビデ
ンスも不足している」とし、厚労省
に再考を求めた。
　また小児科外来診療料等の加算の抗
菌薬適正使用支援加算について、診療
側から「耳鼻科医療機関でも算定でき
るようにしてはどうか」との提案には
概ね賛同された。
医療機関間の連携について
　診療情報提供料（Ⅲ）の算定におい
て、診療側より「紹介元の医療機関の
届出状況が把握できていなくとも、一
定条件下で算定可としてはどうか」と
の意見対し、支払側からは「診療情報
提供料（Ⅰ）の算定時において紹介先
に施設基準も必ず伝わるように工夫し
てはどうか」などの意見が出された。
小児への在宅医療について
　小児において緊急の往診が必要とな
る病態では、急性の呼吸不全、嘔吐、
けいれん、発熱が多く緊急往診加算を
算定する場合に予想される患者の容態
に含まれていない点が報告。
　また、小児への在宅医療上の対応
は、成人に対する対応と異なる側面が
ある点を踏まえた診療報酬上の評価を

常の看護記録等は客観的事実を記載す
るが、問題患者対応の記録は主観的事
実も加えて書くべきとした。医療裁判
において、医療記録の信頼性は高く、
問題患者の発言や行動を受けた際の被
害感情を記載することは医療行為の本
筋と離れることになるが問題患者への
対応としては有用、診療契約解除通知
書等の作成時にも引用した方が良い
と、書類の作成例が示された。
　講習会の後半では、参加者から事前に
寄せられた質問・相談について、森脇氏
より回答とその解説が行われた。患者ト
ラブルに限らず、カルテ開示や患者の忘
れ物の対応などについても質問が寄せら
れ、それぞれに回答がされた。
　質疑応答でも、コロナ禍での応召義
務についてなど終了時刻間際まで質問
が挙げられた。参加者からは「森脇氏
からの丁寧な回答が、とても勉強にな
りました」との声が寄せられた。

講師の森脇正弁護士

検討する方針を示し、診療側・支払側
ともに賛同した。今後、評価の具体化
に向けて中医協で議論が進められる見
込み。
在宅歯科医療について
　在宅歯科医療の現状、提供される医
療、歯援診、多職種連携などを次期改
定に係る論点として提示し意見が出さ
れた。
　歯援診については、さらに推進する観
点から施設基準の在り方について、診療
側から歯援診１は専門的に、歯援診２は
裾野が広くなるよう求める意見が挙がっ
た。一方、支払側からは実績要件の緩和
に反対などの発言も出された。
　また、 小児在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料について専門
委員は、算定要件として「15 歳未満
の患者」とされていることについて、 
患者が 15 歳以上になった場合には在
宅患者訪問口腔リハビリテーション指
導管理料を算定することになっている
ものの、両者では算定要件も異なるた
め、現場では算定にあたり困難な状況
が発生していることから改善を求め
た。この点については、診療側、支払
側委員双方から、今後検討すべきとの
意見も出された。
不妊治療の保険適用について
　保険適用後に、継続して行われてい
た不妊治療が保険適用外となり、助成
制度も廃止となることで、「不妊治療
難民」が生まれる懸念が強く出され、
現行の治療を継続できるような仕組み
を要望する意見が相次いだ。
　ガイドライン、施設基準の策定など
について議論されたが、具体的な点数
設定については今後の検討とした。

県保険医協会の「税務・経営電話相談」は、
顧問税理士の土屋信行氏により、次の通
り実施しています。
◆平日の受付時間

10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
◆受付電話 0269-33-3265
　　( しらかば会計事務所 )　
なお、土屋税理士 ( 写真 ) が不在の場合は
会員である旨と連絡先を伝言下さい。改めて税理士の方から連絡
を致します。

経

営

税
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（2）　2021 年（令和 3 年）11 月 25 日                                        No.489長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）




