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私は四国・愛媛の網元の長男な
ものですから、本来は実家に帰っ
て跡を継ぐ予定だったんです。大
学も「遊びで行ってきて構わない
よ」と父に言われて通うことにな
ったのですが、遊びのためだけに
４年間通っても何も残りませんよ
ね。ですから、何かを形にしたい
という想いはありました。「では何
をするか」と考えたとき、実家が
商売をやっていましたから、税金
の話は必ず必要になります。そこ
で、税金のことを勉強してみよう

医療分野に取り組む会計事務所の中でも随一の実力を持つ税理士法人青木会計。代表の青
木惠一先生は、故川原邦彦先生のもとで経験を積み、独立後も医療分野の実務を突き詰めて
きたスペシャリストだ。社会構造や医療制度に大きな変化が訪れつつある今、同氏はどのよ
うな将来像を描いているのだろうか。これまでの歩みと取り組み、事務所の将来像について
話を聞いた。

医療分野のスペシャリスト集団
これまでの歩みと将来への取り組み

税理士法人青木会計

と考えました。税理士という資格
を知ったのもこの頃です。
それから税理士試験の勉強を始

め、大学 3年生のときに財務諸表
論を受験しました。当時、私の記
憶では財務諸表論の合格率が 6.4％
位で、「落ちたかな」と思ったら受
かっていたんです。ですから、「こ
んなの簡単じゃないか」と思って
スタートしたのですが、その後、
税法科目で苦しんで、最終的に合
格したのが 26 歳の時でしたね。
財務諸表論に合格し、翌年には

簿記論にも合格しました。すると
父親が「合格した科目があるなら、
最後までやってみてはどうか」と
言ってくれて、大学卒業後も勉強
ができる環境ができました。
また、大学卒業後のある時、父

に「勉強した科目があるのなら、
少し実務も経験してみたらどう
だ」と言われたんです。私の父は
議員をしていたのですが、その知
人が川原邦彦先生とお知り合いだ
ったので、川原先生の所に連れて
行ってもらい、事務所で働くこと
になりました。私が 23 歳の頃だっ
たと思います。
川原事務所に入所すると、仕事

が面白くなり、また、資格も一部

大学時代の４年間で何かを残したい
その想いから税理士を目指す
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合格したら最後まで取りたくなっ
て勉強を続けていたのですが、そ
うこうしているうちに、私の弟が
父の跡を継ぎ、私は帰るところが
なくなったので、この業界に残る
ことになりました。
川原事務所に勤めている時、同

時に簿記学校にも通っていたので

いち早く医療分野を深掘りし
医療税務・会計の専門性を高める

堀りができて、それに対してクラ
イアントからも良い反応が頂ける
ので楽しかったですね。それで、
この反応をもっと極めていきたい
と思いがむしゃらにやっていたら、
どんどん医療の税務・会計にのめ
り込んでいきました。私どもはよ
く「専門特化型の事務所」と言わ
れますが、自分たちが専門特化型
と思ったことは一度もありません。
周りの皆様がそのように言って下
さり評価も頂きますが、自分達は
あまり意識していません。

その後、平成４年に川原事務所か
ら独立しました。まだバブルの余韻
があった時代で、家賃も高いし、す
べてが高い、これはやっていけるの
かなという気持ちがありました。た
だ、私が独立する時に、川原先生が
「独立支援制度」を作ってくださり、
暖簾分けの形で10件ほどのクライ
アントを承継させて頂きました。で

すから、何とか飯が食えるかなとい
う安心感はありました。
私が 28 ～ 29 歳の頃、税理士は

オールラウンドに仕事をこなす時
代で、専門的なことばかりやって
いると「専門バカ」になるんじゃ
ないかという風潮がありました。
ところが、実際に医療関係の仕

事を集中的にやらせて頂くと、深

資産税分野も業務の柱として展開
特化事務所にも負けない実力を持つ

大原簿記学校で所得税の講師を
担当し、受験時代には相続税も勉
強していましたから、個人の資産
税に関する税法はもともと好きだ
ったんです。また、ちょうど独立
開業した頃ですが、大手の信託銀
行が資産税に力を入れるというこ
とで、私がご紹介を受けてセミナ
ー等の講師をさせて頂きました。
信託銀行ですから、不動産の有効
活用も含め、かなりの資産税案件
があるんですね。信託銀行や関連
する不動産会社の営業マンの相談

に乗ったり、営業マンと同行する
ことも増えたのですが、そこから
顧問先を獲得でき、地主さんとの
取引も増えていきました。
ですから、私どもはよく医療・

介護専門特化型事務所などと言われ
ますが、不動産オーナーをターゲッ
トにした資産税の取り組みも以前よ
り相当数やってきました。いま、医
療関係の方がだんだんお年を召され
てきて、相続・事業承継が必要にな
ってきていますが、私どもはもとも
とこの分野に関する素地があったも

のですから、容易に対応することが
できました。土地の評価、株の評価
についても専門特化型でやっている
という自負はあります。
医療関係を専門にしている事務

所は、医療法人の設立や毎期の税
金対策を得意としている所がほと
んどで、相続・事業承継の取り組
みをしている事務所はまだあまり
多くありません。開業医の先生方
が若かったこともありますが、時
代が流れ、いま、相続・事業承継
の問題がクローズアップされてい
ます。私どもは、もともとあった
ものを使えば対応できるので、医
療関係、資産税関係を２つの柱と
して展開しています。

すが、当時、大原簿記学校が福岡に
学校を新設する話があって、教え
てもらっていた先生からそこで講
師になることを勧められたんです。
新しく学校を作るなんて滅多に経
験できることではありませんから、
その話をお受けしました。川原事務
所を退職し、それから正味３年間、

福岡で講師の仕事を続けていたの
ですが、その間に運よく税理士試
験にも合格することができました。
川原先生に合格を報告すると、

「もう一回帰って来い」と、わざ
わざ福岡から呼び戻していただい
て、28 歳の時に川原事務所に再就
職しました。
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社会保障と税に精通する団体として
「良い結果を出すための工夫」をサポート

私どもの事務所は、結果的に医
療関係のお客様が多かったので、
医療を専門とする団体で情報収集
したいと思い、平成９年にMMPG
に加入しました。
MMPGは会費も高くてハードル

も高い団体ですが、それでいて中
に入ると、待っているだけで何か
を貰える団体ではなく、「こういう
ものが欲しい」と思ったら、こち
らから出かけて行かないと何もい
ただけない団体なのです。その部
分をご理解いただき、なおかつそ
ういうことができる方は伸びてい
く団体だと思います。残念ながら、
過去に何人かの方が退会されまし
たけど、「これだけ会費を払ってい
るけど、何をしてくれるの」とい
う風に待ちの姿勢でいた方が多い
気がします。ですから、MMPGの
中で頑張ってらっしゃる方は、欲
張りな方が多いですよ。欲張りだ
からこそ段々とステップアップし
ていくんじゃないでしょうか。医
療という産業はデフレ下でも一定
の成長下にありましたし、少子高
齢化社会に合わせて公的な介護保
険が導入され、「医療・介護・福祉」
という形で産業として発展してい
きました。そのような中でMMPG
も良いポジションで仕事ができた
のではないかと思います。
私はよく申し上げるのですが、

これからの時代はより厳しくなる
と思うのです。しかし、厳しい時
代は我々にとってビジネスチャン

スでもあります。工夫した人が良
い結果を得られて、何もしなかっ
た人は良い結果が得られません。
MMPGは、その「良い結果が得ら
れるような工夫」を我々がお手伝
いしましょう、ということで活動
しています。
我々の仕事にはまだまだ工夫を

していく余地があります。例えば、
いま「社会保障と税の一体改革」
が進んでいますが、これがMMPG
にとってはピタリと当てはまりま

す。「社会保障」改革は、我々のク
ライアントである医療・介護機関
の収入に直結する話、経営に直結
する話で、「税」は税理士・会計士
が本業の仕事としているところで
す。社会保障と税について一体的
に理解できているのは我々の団体
ではないかなと思っています。「社
会保障と税の一体改革」がターゲ
ットイヤーとしているのは 2025
年、11 年後です。政権が安定して
いることもあり、いよいよ 2025 年
問題への対応が本格的に始動して
きました。これからの 10 年は、す
ごく大事な 10年になるんじゃない
でしょうか。
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時代の変化、制度改正の流れをつかみ
関連部門の取り組みを強化

青木先生のセミナー講演の様子
セミナーは参加者多数。青木先生の
話を熱心に聞いている。
（会場：ビズアップ総研セミナールーム）

川原先生は本当に先見の明がお
ありだったなと思うのですが、昭和
60年の第一次医療法改正でひとつ
の大きな（ビジネスの）波が起きま
した。これにより、昭和61年の 10
月から１人医師医療法人の制度がス
タートし、そして平成元年、措置法
26条の改正により、5,000万円をこ
える方の概算経費特例が使えなくな
ったんです。ここで1人医師医療法
人が一気に増えました。これは本当
に大きな波で、川原先生はそこをが
っちりとつかまれたと思うんです。
次に大きな波だったのが、平成

18 年の第五次医療法改正です。平

成19年4月1日に施行されました。
持ち分あり医療法人が経過措置医
療法人になり、基金型の法人の制
度ができたのですが、私どもは、
これをどう活用するかというとこ
ろにしっかりと取り組ませていた
だきました。
そして今年の 6月 18 日、医療・

介護の総合推進法が可決成立し、
10 月 1 日から改正医療法が施行さ
れる予定ですが、これは第五次医
療法改正の続編です。持ち分あり
からなしへの移行をもっと推進す
るというものです。これに対して、
福祉医療機構のローンや「医業継

続のための相続税・贈与税の納税
猶予・免除」の制度が創られまし
た。これらが今後３年間の新しい
流れとなるでしょう。これに関連
する問い合わせも非常に多いです
から、この部分の取り組みをしっ
かり強化したいと思っています。
そして、もう一つ忘れてはいけ

ないのが、消費税税率が 10％に
上がるかもしれないということで
す。医療機関の控除対象外消費税
問題は医療機関の経営にとっては
非常に大事な問題ですね。
いま、医療関係団体や国会議員

の先生方、厚生労働省等が取り組
みをしていますが、これについて
はMMPG でも、医療機関が影響
を受けないように政策提言してい
きたいと思います。

青木先生の著作
医療、福祉、相続、不動産な
ど幅広いジャンルにわたって
意欲的に執筆活動している。
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大原簿記学校税理士養成講座所得税法講師、 川原税務会計事務所（現税理士法人川原経営）
勤務の後、 平成４年６月に青木惠一税理士事務所を上野に開設。 平成 14年 7月、税理士
法人青木会計に組織変更。ＭＭＰＧ専務理事（メディカル・マネジメント・プランニング・
グループ）理事長。
【ビズアップ総研　e-JINZAI コンテンツ】
・「『出資持分の無い医療法人への円滑な移行マニュアル』から見た
　医療法人の相続・事業承継対策」 
・「税理士のための医療税務の勘所と留意点」

青木 惠一　先生
税理士法人青木会計　代表社員・税理士

質を落とさず、付加価値高いサービスを目指す
後進の育成も今後の大きな課題

いま、私どもの事務所は 30 人
位のメンバーで、かつ質をしっか
りとキープしたものにしていきた
いと考えています。質と人数のバ
ランスをどうするか、非常に難し
いなというのが率直に感じている
ところです。
医療関連で専門特化の事務所

と世間から見ていただいている以
上、まず質は落とせません。また、
資産税の部分はリスクが大きいた
め、こちらも質がしっかりしてい
なければなりません。さらに、医
療と資産税が融合した部分、例え
ば「持ち分ありからなしへの移行」
ともなれば、失敗すると何十億円
単位の損害賠償の話になるので、
絶対に質を落とせません。現状の
30 人のメンバーで、どうやって質
を落とさずに、付加価値の高い仕
事を提供していくか、これが当面
の課題だと考えています。
税理士の能力として、知識・感

性・経験・判断力・交渉力・コミ
ュニケーション能力が必要だと以
前より考えています。

我々は専門家ですから、まず
は税の知識がないと話になりませ
ん。次に感性ですが、これはコミ
ュニケーション能力に通ずるとこ
ろもあるのですが、クライアント
の経営者が何を考えているか嗅ぎ
取る力とでも言いましょうか、こ
れが非常に大切です。それから経
験です。我々の業界、経験を積む
とスキルがブラッシュアップされ
ますから、経験も必要です。その
中で判断力をどう上げていくか。
その判断をしていく上ではコミュ
ニケーション能力が必要でしょ
う。そして、対税務署との交渉力
はもちろん、クライアントとの交
渉、様々な業者の方との交渉です。
そういった６つの能力が必要であ
ると考えています。ですから、こ
の６つを実践できるスタッフを養
成しなければならないのですが、
とはいえ実際に養成するのは難し
いなという事も感じています。
今、景気が少しずつ良くなりつ

つありますが、景気が良くなると
求人数も増え、会計事務所も元気

になります。ただ、それが果たし
て永続的に続くのかといえば、そ
ういうわけではありませんよね。
今後、日本の人口が減少していく
中で、会計事務所産業を守ってい
くことを考えると、見通しは明る
くないと感じています。今後も会
計事務所を運営し続けるためには
どうすればいいのだろうという根
本的な部分について、なかなか回
答が出せずにいるのです。
しかし一方で、日々、目の前の

仕事をこなしていかなければなり
ません。今までは「日々目の前の
業務に取り組んでいたら５年経っ
ていました」、これで良かったので
すが、自分が年を取ると、必ずし
もそういうわけにいかなくなって
きました。次の世代の人を育てな
ければなりません。既に育ってき
ている部分もあると思いますが、
もっともっと育ってもらわなけれ
ばなりません。こう考えた時、何
かこれまでとは違ったやり方を取
り入れていく必要があることを感
じています。


