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・ 月 日、広島県医師インタークラブゴルフ大会（第
回）広島CC八本松コース （温泉川常任理事）
県医師会チームとして参加した。

第 回常任理事会
平松会長

昭和

与の依頼に伺い、ご支援いただく旨了解を得た。

県医師会理事会記事

（平成

号）

年 月

日）

挨拶

皆さまこんばんは。 月 日
に開催されました日本医師会公
益社団法人移行記念祝賀会に出
席いたしまして、たくさんの
方々と交流する機会があり、大
変有意義な会でありました。詳
しくは全理事会でお話したいと
思っております。よろしくお願いいたします。

報告事項
・ 月 日、労災保険医療協議会
（平松会長）
疑義事業等について協議した。
・ 月 日、原対協常務理事会
（平松会長）
平成 年度決算事務日程について協議した。
・ 月 日、平成 年度全国赤十字大会（平松会長）
式典に出席した。
・ 月 日、社会保険診療報酬支払基金広島支部
第
回幹事会
（平松会長）
平成 年度事業計画および収支決算および、
事業資金計画などを協議した。
・ 月 日、「看護の日」広島県大会 （平松会長）
出席し祝辞を述べた。
・ 月 日、広島県看護協会創立 周年記念祝
賀会
（平松会長）
出席し祝辞を述べた。
・ 月 日、「小さな親切」運動広島県本部第
回実行委員会
（平松会長）
平成 年度事業報告ならびに収支計算およ
び、平成 年度事業計画案ならびに収支予算
などについて協議した。
・ 月 日、日本医師会公益社団法人移行記念祝
賀会
（平松会長）
出席し祝辞を述べた。
・ 月 日、第 回北米健診 厚生労働省・外
務省への便宜供与依頼
（有田常任理事）
厚生労働省・外務省へ第 回北米健診の便宜供

・会員異動（ 月分）
（温泉川常任理事）
月 日現在、広島県医師会会員は ，
名、日本医師会会員は ， 名であった。
月、月は転勤の時期でもあり、会員からの入
会（
件）・退会（
件）・異動（ 件）の
届け出があった。
・ 月 日、第 回あじさいネット研究会（長崎
県医師会I
Tフェア）
（牛尾常任理事）
テーマを「～切れ目のない地域医療を目指
して～」I
Tネットワークを使った地域連携の
課題と今後の展望」と題して研究会が開催さ
れた。現在のあじさいネットは運用地域の拡
大に長崎県地域医療再生基金（総額 億円）
の一部が投入され 開示病院 施設、閲覧診
療所
施設、登録患者 万人を越え、在宅医
療支援システムも順次稼働を始めている。
・ 月 日、市町等介護保険・高齢者保健福祉・
医療政策担当課長等会議
（大谷常任理事）
地域包括ケアロードマップ策定事業などに
ついて協議した。
・ 月

日、在宅医療推進委員会
（大谷・土手常任理事）
在宅医療推進のため今年度新たに設置の委
員会。まずは、広島県が実施予定の「広島県
在宅医療推進拠点事業」、「在宅医療推進医等
リーダー育成研修事業」について会員への円
滑な協力を依頼するため協議を行った。

・ 月 日、広島中央地域保健対策協議会との意
見交換
（土手常任理事）
平成 年度の県地対協は「各圏域との連携強
化」をはじめ 点を重点目標として掲げている。
活動の実施にあたり、県内 圏域 地域と県地対
協活動に関する意見交換を行うべく、広島中央
地域保健対策協議会を訪問し、救急医療の現状
を中心に意見交換を行った。救急輪番空白日
は、現在の月 日程度であるとのこと。開業医
の高齢化なども懸念事項として挙がった。
・ 月 日、広島西部地域保健対策協議会との意
見交換
（土手常任理事）
広島県西部地域保健対策協議会を訪問し、
意見交換、問題点の聞き取りなどを行い、特
に圏域で力を入れて取り組んでいる在宅医
療・救急医療・糖尿病について現状を伺っ
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た。在宅医療ケアに関わるスタッフの間で顔
の見える関係づくりとして、廿日市市五師士
会という組織（多職種 ， 名程度で構成）
の紹介があった。
・ 月 日、日医生涯教育協力講座セミナー「心
房細動と脳梗塞」
（土手常任理事）
心房細動に対する診療の進歩をテーマとし
て、適切な診療とともに、心房細動の脳梗塞
予防のあり方等を理解し、病診連携のあり方
等を考えることを目的として、
「心原性脳梗塞
予防の最前線」をテーマに、 題の講演とパネ
ルディスカッションを行った。事前申込は
名、当日の参加は
名。

平成

年度 全理事会
（平成

平松会長

年 月

日）

挨拶

皆さまこんばんは。お忙しいところ、お集ま
りいただきまして誠にありがとうございます。
先ほどの常任理事会でも少し報告しましたが、
日本医師会公益社団法人移行記念祝賀会が帝国
ホテルで開催されました。私たちは、その記念
祝賀会に参加しましたが、安倍晋三首相がご挨
拶にまいられて、非常にお元気でバイタリティ
溢れるご挨拶がございました。安倍首相のご挨
拶では、世界に冠たる国民皆保険制度を堅持す
ることを力強く言っておられましたが、われわ
れが心配しておりますのは、TPP問題が国民皆
保険制度にどんな影響を与えるかでありまして、
しかし、これも国民皆保険制度に影響を与える
ことはないと強いメッセージをいただきました。
安倍首相といえば第 次安倍内閣では、
年
に潰瘍性大腸炎を患って途中で退任をされました
けれども、医療のおかげで元気になったと非常に
和やかでありました。しかも力強いお話で頼もし
い感じもいたしました。また、田村厚生労働大臣
にも出席してお話をいただきました。
会場では出席者がブロックごとに集まっていた
のですが、代議士の先生、中国地方出身の先生な
どが、われわれと同じところに集まって来られ、
平口 洋先生、宮沢洋一先生、小島敏文先生など
たくさんの先生方がご挨拶に来られました。
また、広島に縁のある厚生労働省の幹部の方々
が、われわれの中国四国ブロックにお越しになり
ました。皆さま立派になっておられ、三浦公嗣さ
んは大臣官房技術総括審議官です。神田裕二さん
は広島市役所で私が市医師会に在籍しているとき
広島市役所の課長さんでした。今は、大臣官房審
議官です。保健局長の木倉敬之さんも、実は庄原
出身ですとご挨拶に来られました。迫井正深前広
島県健康福祉局長さんは老人保健課長に就かれて
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おられます。平子哲夫さんは医師確保等地域医療
対策室長です。広島県はすごいなと思いました。
また 月を過ぎると、佐々木昌弘広島県健康福祉
局長が厚生労働省に戻られます。
このように、われわれと縁のある方が厚生労
働省にはたくさんおられることで、広島の医療
の事情を十分に中央に上げていただくパイプと
なっていただき、また、われわれにも、いち早
く情報を伝えていただくことができる体制が構
築されております。その点では、良い環境が構
築されていると思っております。
日本医師会公益社団法人移行記念祝賀会では
少ない時間でしたが、たくさんの方々にお会い
して意見交換をすることができました。非常に
有意義であったと感じております。
本日もよろしくお願いいたします。

協議事項
・定款改定業務に係る委託契約の件（豊田副会長）
委託契約を承認
・役員・職員旅費規程の件
（豊田副会長）
原案を承認
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（有田常任理事）
件、原案どおりすべて承認
・平成 年度全国医師会医療秘書学院連絡協議
会運営委員の推薦の件
（温泉川常任理事）
柳田常任理事を推薦
・平成 年度全国医師会医療秘書学院連絡協議
会常任委員の推薦の件
（温泉川常任理事）
柳田常任理事を推薦
・NPO法人広島県介護支援専門員協会理事の推
薦の件
（温泉川常任理事）
大谷常任理事を推薦
・平成 年度「日本対がん協会賞」及び「朝日が
ん大賞」の候補者推薦の件 （温泉川常任理事）
該当者なし
・日本医師会最高優功賞受賞候補者の推薦の件
（温泉川常任理事）
会員 名を推薦
・広島県社会福祉審議会委員任命の件
（温泉川常任理事）
平松会長を推薦
es
ent
sグラン・ツール・せ
・第 回「万田発酵 Pr
とうち」医師派遣の件
（温泉川常任理事）
尾道市医師会に推薦を依頼
・「子育て応援団すこやか
」協賛の件
（水野常任理事）
協賛を承認
・第 回中国四国ウイルス研究会補助金の件
（水野常任理事）
補助を承認
・平成 年度ひろしま国際センター企業等協力
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留学生奨学金の件
（水野常任理事）
奨学金の補助を承認
・平成 年度ひろしま国際センター会員継続の件
（水野常任理事）
会員継続を承認
・第 回家族の会大会「認知症問題を考えるつ
どい」後援の件
（温泉川常任理事）
後援を承認
・平成 年度「ロービジョンの集い・目の健康
講座」後援の件
（温泉川常任理事）
後援を承認
・第 回認知症疾患医療センター研修会の後援の件
（大谷常任理事）
後援を承認
・たばこと健康・広島フォーラムの後援の件
（土手常任理事）
後援を承認
・事務局基幹システム再構築の件（牛尾常任理事）
構築業者の選定を承認
・広島大学医師会との契約の件
（水野常任理事）
年契約を承認
・その他 広島県地域保健対策協議会活動につ
いて
（土手常任理事）
活動を報告承認

報告事項
・ 月 日、平成 年度第 回広島県地域医療再生
計画推進委員会
（檜谷副会長）
総額 億円で広域災害（地震）を中心に
億円、地域の医師不足、在宅医療リーダー養
成などに 億円が分配される予定。
・ 月 日、新会館に関する設計者との検討会
（檜谷副会長）
設計者との検討会を行い、前回の検討会（
月 日）で提示された積算からの減額案が提
示され、協議した。
・ 月 日、連絡網検討会
（桑原副会長・渡邊常任理事）
感染症や災害等が発生した場合の緊急を要
する有事に備え、会内の情報提供体制を明確
にするため、まず、感染症について検討を
行った。
・ 月 日、鳥インフルエンザ（H N ）対策連絡
会議
（渡邊常任理事）
医療提供体制、検疫体制、県民等への周知
対策などについて協議した。
・ 月 日、経理・財務特別委員会（第 回）
（水野常任理事）
第 回経理・財務特別委員会を開催、銀行
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口座等について意見交換した他、口座の集約等
について申し合わせた。経理規程（新）に係る
支出願について事務局から（案）を提出した。

第 回常任理事会
（平成

平松会長

年 月

日）

挨拶

皆さんこんばんは。今日は少し蒸し暑い感じ
がいたします。
先日 月 日の日曜日には、横倉義武日本医師
会長に来広していただき、医療基本法（仮称）
の制定に向けた基調講演をしていただきました。
内容は具体的な提言でパワーポイントを使って
非常に分かりやすく医療基本法のあり方を説明
していただきました。横倉会長の講演では、こ
の医療基本法はかなり前から考えられていたも
ので、昭和 年に当時の武見日本医師会長がこ
の医療基本法の草案を法制委員会に諮問されて
おられます。
横倉会長のお話によりますと、最近は平成
年に『「患者をめぐる法的諸問題」について−医
療基本法のあり方を中心として−』なる医事法
関係検討委員会の報告書が提出され、医療基本
法が具体化しました。
なぜ今、医療基本法かというと、皆さんご承知
のように医師と患者の関係が必ずしも理想的な方
向に向いていません。年々悪化しており、誰の責
任かというと、われわれ医師だけの責任ではなく
て、社会のあり方にも原因があります。しかし、
まず、医師が患者の利益を第一に考え、患者さん
との関係をわれわれから良くしていく、最終的に
は信頼関係に満ちた医療を取り戻すため、日本医
師会が努力しているところであります。
これまで、医師と患者関係の倫理指針の制
定・普及に日医もかなり努力しています。すな
わち医の倫理綱領（平成 年）、医師の職業倫理
指 針（平 成 年）、世 界 医 師 会 の 医 の 倫 理 マ
ニュアル（平成 年）などが示され、医療に関
する基本的な秩序を作ろうという医療基本法の
制定に、われわれも積極的に協力していくこと
が必要と思います。すなわち、患者との良い関
係を取り戻すには、われわれの努力の姿を国民
に示していくことが必要であります。
私は、
「倫理」について、和辻哲郎先生（
～
年）の「人間の学としての倫理学」
（昭和
年）を読んでみました。これは倫理を学ぶには
大変に勉強になります。倫理の「倫」は仲間を
意味しています。兄弟のことを「天倫」、夫婦を
「大倫」と言います。倫理は人間共同体の存在根
底たる道義（秩序・道理）を意味します。つな
がりのある人間同士を「倫」ということ（白川
静の「常用字解」から）を覚えていただきたい
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と思います。難しいこの本に皆さんも挑戦して
みてください。
和辻哲郎先生は、京都大学そして東京大学の
倫理学教授だった方ですが、有名な「古寺巡礼」
（大正 年）の著者でもあります。この本は、和
辻さんが 歳の時に書いた本ですが、豊富な知
識と表現力で法隆寺、唐招提寺、薬師寺、中宮
寺など奈良付近の寺々に行かれた印象記が書か
れています。その中でいつものように皆さんに
本の中から印象的な言葉を選んで紹介します。
和辻先生のお父さんは医師でありまして、
時々故郷に帰って両親や兄弟に会っています。
父親を大変尊敬しておりまして、少し読んでみ
ますが「久しぶりに帰省して親兄弟の中で一夜
を過ごしたが、今朝別れて汽車の中にいると、
なんとなく哀愁に胸を閉ざされ窓外のしめやか
な五月雨がしみじみと心にしみ込んで来た、大
慈大悲という言葉の妙味が思わず胸に浮かんで
くる」とそれから、
「医は仁術なりという標語を
片時も忘れず、その実行のために自己の福利と
安逸とを捨てて顧みない人である。その不肖の
子は絶えず生活をフラフラさせて、わき道ばか
りにそれている。今度の旅行も、古美術の力を
享受することによって、自分の心を洗い、そう
して富まそう、というに過ぎない」と書いてい
ます。非常に繊細です。
そして、木下杢太郎さん宛てに手紙を書いて
いますが、その中に「ただひとりで、雨に濡れ
ながら、とぼとぼと、蓴菜や菱の浮かんだ池の
傍を通る時には、廃都にしめやかな雨の降るご
とく君の心にもしめやかな雨が降ったことで
しょう」。
「君の再遊を望まずにはいられません。
どうかまたもう一度こちらの方にも来て欲しい」
と書いています。私は友達にそんな心細やかな
手紙を出したことはありません。
もく

た

ろう

じゅん さい

ひし
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・救急医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者の
推薦の件
（温泉川常任理事）
市郡地区医師会から 医師会を推薦
・平成 年度健康づくりポスター選考委員委嘱
の件
（温泉川常任理事）
小笠原常任理事を推薦
・広島交響楽協会副会長への就任の件
（温泉川常任理事）
平松会長が就任
・広島日伯協会会員の件
（温泉川常任理事）
継続審議とする
・医師共済会死亡見舞金・脱退給付金・満期祝
金の支給の件
（水野常任理事）
規定どおり給付を承認
・平成 年「愛の血液助け合い運動」後援の件
（温泉川常任理事）
後援を承認
・平成 年度喫煙・飲酒・薬物乱用予防教育研
修会後援の件
（温泉川常任理事）
後援を承認
・第 回日本医師会医療秘書認定試験出題候補
者の件
（柳田常任理事）
候補者 名を推薦
・医療安全全国共同行動 地域推進拠点及び会
員登録についてのお願い
（牛尾常任理事）
拠点とはならず会員登録を承認
・若心協第 回総会開催に係る御地での担当・
引受の件
（渡邊常任理事）
担当引受を内定
・各種委員会委員の委嘱について（感染症対策
委員会）
（渡邊常任理事）
委嘱を承認
・職員の就業規則について
（豊田副会長）
職員の食事は手当に変更

報告事項
協議事項
・医療・介護・保健情報総合分析システムの整
備に伴う活用事例の件
（平松会長）
医療費適正の文言など修正があり、担当課
にて精査して回答する
・役員・職員旅費規程の件
（豊田副会長）
特に海外出張の規定について改正案を審議
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（平川常任理事）
件、原案どおりすべて承認
・平成 年度学校保健（文部科学大臣）表彰及
び学校安全表彰に関する被表彰者候補者の推
薦の件
（温泉川常任理事）
会員から 名を推薦
・平成 年春の叙勲候補者の推薦の件
（温泉川常任理事）
会員から 名を推薦

・ 月 日、原対協常務理事会
（平松会長）
平成 年度 月分業務実施報告および、長崎
原対協と広島原対協の情報交換会の開催など
について協議した。
・ 月 日、日本医業経営コンサルタント協会定
例総会
（平松会長）
平成 年度事業報告・決算報告および、平
成 年度事業計画などを協議した。
・ 月 日、平成 年度第 回広島県地域医療再
生計画推進委員会
（平松会長）
新たな地域医療再生計画および、今後のス
ケジュールなどについて協議した。
・ 月 日、中国診療情報管理研究会理事会・総会
（平松会長）

（

）

年（平成

年） 月

日

広島県医師会速報（第

平成 年度事業報告・決算報告および、平
成 年度事業計画、役員・会務分掌などを協
議した。
・ 月 日、高精度放射線治療センター（仮称）整
備推進委員会治療機能検討WG （檜谷副会長）
広島鉄道病院と高精度放射線治療センター
（仮称）の連携について協議した。
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・ 月 日、感染症対策委員会（渡邊常任理事）
月 日㈪に開催した「感染症に関する委員
会活動の打ち合わせ」の協議を踏まえ、本委
員会活動のあり方を示し、感染症対策の専門
家集団としての運営方針と具体的な活動方針
について協議した。
（渡邊常任理事）
・感染症発生動向月報（ 月解析分）
急増疾患 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

・ 月 日、勤務医部会 医師会員勧誘のため
のリーフレット作成WG
（山田常任理事）
昨年度、勤務医部会に設置された「医師会
員勧誘のためのリーフレット作成WG」を開
催した。一般社団法人への移行に伴い会費、
医賠責保険など変更の可能性のある項目もあ
るため、状況を見ながら次回のWGで協議す
ることとした。

・ 月 日、行政機関と医療機関の虐待問題に関
する協力体制検討連絡会議 （渡邊常任理事）
児童虐待防止に向けて児童相談所等行政機
関と医療機関が互いの問題を共有し、情報共
有やフィードバックの充実といった連携体制
強化に向けた検討を行った。

・ 月 日、第 回急性増悪・終末期での医療選択
をめぐる討論会
（有田常任理事）
手術から終末期までの臨床経過からみた肺
癌例における医療選択と医療連携の症例提示
と討論が行われた。

・ 月 日、第 回在北米被爆者健診第 回LA・
HI
班打合わせ
（柳田常任理事）
第 回北米健診第 回LA・HI
班打合せを開
催した。各団員による自己紹介の後、被爆者
健診の背景、在外被爆者支援事業について、
団員名簿について、および今後のスケジュー
ルなどについて説明を行った。

・ 月 日、平成 年度警察関係事業（死体検案
研修会）計画打合せ
（山田常任理事）
平成 年度事業計画について、死体検案研
修会、総会などのスケジュールを検討するた
め、打ち合わせ会を開催した。
・ 月 日、労災医療関係団体連絡会議
（小笠原常任理事）
労働局、労災情報センター、労災指定病
院・診療所協会、広島県医師会の 者で、 月
～ 月にかけて実施する労災保険研修会の内容
確認および今秋実施予定の医師向け研修会に
ついて協議した。
・ 月 日、第 回遺体検案（死亡診断書・死体
検案書の書き方等）研修会（山田常任理事）
日本医師会より徳島県医師会が死体検案に関
する研修会DVDの販売を予定していることの連
絡があり、徳島県医師会に問い合わせたとこ
ろ、 回の研修会終了後にDVD販売を行うこと、
また第 回の研修会は 月 日に開催することの
回答があった。そこで、標記の第 回の研修会に
本会から山田博康常任理事が参加した。
・ 月 日、がん対策サポートドクター養成研
修会
（有田常任理事）
広島県の委託事業「がん対策サポートドク
ター事業」について、平成 年度初めての研
修会を豊田郡大崎上島町にて開催し、新たに
名の「がんよろず相談医」が誕生した。

・ 月 日、ひろしま医療情報ネットワーク整
備検討委員会
（牛尾常任理事）
「ひろしま医療情報ネットワーク」整備検
討委員会を志田原委員長の司会進行のもと開
催し、牛尾常任理事の挨拶に続いて、
「平成
年度病診連携モデル 病院事業」、「平成 年
度事業計画ならびに予算計画案」、「情報開示
参加施設に対する公募の開始」、「電子お薬手
帳システムの構築」
、
「NPO法人化」
、
「今年度
の整備検討委員会・WGの開催スケジュール」
について報告を行うとともに討議を行った。
・ 月 日、学校保健委員会第 回小委員会、第
回学校保健委員会
（渡邊常任理事）
「これからの学校健診と健康教育」の中間答
申について協議した。
・ 月

日、広報委員会
（小笠原常任理事）
月 日号～ 月 日号の評価、 月 日号
～ 月 日号トップ記事の企画・編集、ビデ
オスケジュール、広島県医師会の広告、HP掲
載写真などについて報告・協議した。

・ 月 日、第 回日本救急医学会中国四国地
方会
（野間常任理事）
島根大学救急医学の橋口尚幸教授を会長に、
標記会が出雲市民会館で開催された。
当日は「大規模災害に対する山陰の備え」
をテーマにシンポジウムがあった。詳細につ
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）

会を広島少年合唱隊、ガールスカウト広島県
連盟などの協力団体とともに、記念祭概要お
よび細部について協議・打合せを行った。

いては後日広島県医師会速報に報告記事を掲
載予定である。
日、勤務医ゴルフ大会世話人会
（山田常任理事）
第 回（平成 年度）勤務医ゴルフ大会を
月 日㈰賀茂カントリークラブで開催するに
あたり、個人・団体の組合せ、競技要項、各
種賞品などについて協議した。 日㈫現在の
エントリー数は 名。参加者へは、 月 日㈬
にスタート表などを送付予定である。

号）

・ 月

・ 月 日、第 回勤務医ゴルフ大会（山田常任理事）
東広島市の賀茂カントリークラブにおいて
第 回広島県医師会勤務医ゴルフ大会を開催
した。県内各地より 名の参加者があり、あ
いにくの天候ではあったが、一人のけが人も
なく盛会のうちに終了した。
・ 月 日、日本保育園保健協議会 第 回平成
年度全国研修会
（渡邊常任理事）
「引き出そう、子どもの力を！今、子どもたち
のからだは？」をテーマに研究会が開催された。
・ 月 日、医療基本法（仮称）制定に関するシ
ンポジウム
（牛尾常任理事）
中国四国ブロックで、平成 年 月に日医医事
法関係検討委員会が発表した報告書について、提
言に至った経緯・内容などを周知するためのシン
ポジウムを開催した。参加者は 名であった。
・ 月 日、第 回（平成 年度）ジュノー記
念祭第 回準備会
（柳田常任理事）
被爆直後の広島に トンの医療物資を届け
たマルセル・ジュノー博士を顕彰する「第
回ジュノー記念祭」が 月 日㈰に平和記念
資料館東館向かい側のジュノー顕彰碑前にて
開催される。開催に向けて第 回目となる準備

・ 月 日、地域がん登録実務連絡会議 （有田常任理事）
月例の地域がん登録実務連絡会を開催し、
今年度の年間スケジュール、腫瘍登録データ
の移送、地域がん登録書き方説明会の日程な
どについて、放射線影響研究所、広島県がん
対策課、広島県医師会の三者で協議した。
・ 月 日、損害保険医療協議会・労災自賠責委
員会
（小笠原常任理事）
第
回損害保険医療協議会を開催し、 月
に改定された柔道整復療養費について損保側
と情報交換を行った。続いて、第
回労災
自賠責委員会を開催し、労災保険に関する研
修会などについて協議した。
・各種委員会委員の委嘱について（広島医学会）
（平川常任理事）
役員変更について報告
・各種委員会委員の委嘱について（行政機関と
医療機関の虐待問題に関する協力体制検討会
議）
（渡邊常任理事）
新たな検討会について報告
・広島銀行会員向けローンについて
（水野常任理事）
会員向け提携商品を紹介
・その他 平成 年度診療報酬改定説明会日程
について
（大谷常任理事）
平成 年度診療報酬改定のための説明会を例
年どおり行う予定であり、現時点で決定してい
る各地区説明会の日程・会場について報告

税務相談室・融資相談室のご案内
本会の福祉活動の一環として、
「税務相談室」および、
「融資相談室」を開設しております。
無料ですのでご遠慮なくご利用ください。
記

と

『税務相談室』

『融資相談室』

※医業税務、一人医療法人などについて

※新規開業、事業拡張、事業承継などについて

き

ところ
担当者

平成 年 月 日昭、 日昭
午後 時～午後 時（ 人 時間程度）
広島医師会館内
階会議室
中国税理士会 広島県支部派遣税理士
米今 喜作
清水 弘司

予約申込先

と

き

ところ
担当者

平成 年 月 日昭
午後 時～午後 時（ 人 時間程度）
広島医師会館内
階会議室
金融機関 金融サービス（医療専門
チーム）担当者

〒 ‐
広島市西区観音本町 ‐‐
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