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最新の情報をホームページ、Facebook にて
アップロードしています。ぜひご覧ください。

 こんにちは。税理士法人アップパートナーズの菅 拓摩です。 
設備投資する際、多くの場合で借入を利用します。
この時、金融機関は必ず、「返済期間は税法上の耐用年数となります」と言います。
ちなみに、税法上の耐用年数だと、CTは６年です。1200 万円の CTですと
年間 200万円の元本支払いがあるわけです。
医院経営にとって、利率よりも元本支払いの方がはるかにインパクト大です。
よって、できるだけ長い年数で借りることで投資負担を下げることを検討します。
具体的には、CT導入に伴って、簡易な内装工事を行うか、既存の借り入れとの一本化を
打診することで長期返済が可能になります。
弊社では 15年返済としたケースもあります。これなら毎月 7万円ほどの返済ですから、
インプラント 1本で十分ペイします。
実際、CTは 10年以上使うケースも多いですから、交渉の価値は高いと思います。

FDH Infomation 　

 第 11 回 それで大丈夫？
安心・安全な歯科医療を優位にする
　　　　　　　　　感染管理勉強会

講　　師： 歯科衛生士 片山章子先生
　　　　　九志会
　　　　　　（トーデント九州 /筑後デンタル／福岡デンタル販売）
日　　時： 2019 年 3月 31日（日曜日）
         AM9:30~PM13:30
会　　場： JR 博多シティ 10F 会議室 AB
参  加  費：5,400 円（税込）
定　　員： 60 名

FDHシリーズ 

 「今月のひと ...」

北九州営業所 営業係
藤 瀬　惇

生年月日　
 平成 5年 2月 12日（26歳）

抱　負
 愚行移山 ( ぐこういさん）
 どんな困難なことであっても、粘
り強く努力し続ければ、成就する
　
営業担当エリア
  北九州市小倉北区、南区
 
 

如月
きさらぎ

新・連載
税理士から見た歯科医院経営！

歯科医院の設備投資と借入について②

税理士法人アップパートナーズ
www.upp.or.jp

〔 福   岡  本   部 〕   福岡県福岡市博多区博多駅東 2-6-1 九勧筑紫通ビル 9F   TEL:092-403-5544     　　
〔佐   賀オフィス〕  佐賀県伊万里市二里町大里乙 1766-4                                TEL:0955-23-6712 
〔長   崎オフィス〕  長崎県長崎市曙町 4番 9号                                                TEL:095-861-2054     　　
〔佐世保オフィス〕 長崎県佐世保市白南風町 1-13 JR 九州佐世保ビル 2F       TEL:0956-76-8189

FDHシリーズ 　

 匠な一品

歯科臨床の「働き方改革」ツール

マイクロ診療における不明瞭なミラー…

　人手不足の一人治療時のミラー…

　　メンテナンス業務のアシスタント不足…

その臨床に、
クリアな視界を確保してみませんか？

好評デモ実施中！
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

みんなで観に
行こう！

Story( あらすじ）
技術が高く、容姿も端麗で “王子” と呼ばれるほどの若手歯科技工士の大地（高杉真宙）は、
新人歯科衛生士として東京郊外のデンタルクリニックで働き始めた幼なじみの真夏（安田聖愛）と偶然再会
する。個性あふれるクリニックの院長（木村祐一）や歯科医師（辻本祐樹）などからの信頼も厚い大地だっ
たが、金沢で歯科技工所を営む父親（池田鉄洋）に手がけた義歯を見せると「だからお前は半人前だ」と否
定され、同時期に義歯を提供した患者（丹古母鬼馬二）にも全く合わないと突き返されてしまう。
落ち込んでいる大地を励ましてくれる真夏とも喧嘩をしてしまい…。
患者が真に求めていることを突きつけられた大地が見つめた大切なこととは？

映画に携わった福岡人

主演： 高杉 真宙（たかすぎ まひろ）

監督： 榎本 二郎（えのもと じろう）

挿入歌： 森口 博子（もりぐち ひろこ） 「I wish ~ 君がいるこの街で ~」

株式会社 Zero-Ten 代表取締役社長
1978 年 福岡市生まれ
 ニューヨークで映像・アートなどの制作に関わり、
2011 年に福岡にて、HP作成、映像制作、イベント
企画運営などを行う ( 株 )Zero-Ten を創業。
2016 年には国内最大級のシェアオフィス&コワー
キングスペース The Company を開業。

スパイスパワー所属 俳優
1996 年 7月 4日（22歳）
 福岡県出身。小学 6年生の時に熊本県・八代市の
花火大会でスカウトされ芸能界デビュー。
仮面ライダー鎧武に呉島光実 役を演じた。中学は
福岡市立老司中学校の出身との噂も。。。

一          般：1,800 円 → 1,400 円
販売終了日： 2019 年 2月 14日
WebAccess：http;//mvtk.jp/Film/066385
※割引チケットの購入は上記サイトより登録が必要です。

上映シネマ情報
福岡県
　イオンシネマ福岡
　イオンシネマ大野城
　イオンシネマ筑紫野
　イオンシネマ戸畑
佐賀県
　イオンシネマ佐賀大和
熊本県
　イオンシネマ熊本
山口県
　イオンシネマ防府

歯　科
技工士

歯　科
衛生士
全　国123,831 名
福岡県　6,109 名
佐賀県　1,146 名
熊本県　2,314 名
山口県　1,386 名
H28 衛生行政報告例 ( 就業医療関係者）の概況参照

全　国 34,640 名
福岡県　1,504 名
佐賀県　   261 名
熊本県　   584 名
山口県　   473 名
H26衛生行政報告例 ( 就業医療関係者）の概況参照

日本人の死因
第１位　悪性新生物
第２位　心疾患
第３位　肺炎

超高齢社会に歯科医療へ高まる期待
 高齢化が進む中で、口腔状態と
全身の健康や長寿との関係性が
注目される中、歯科医療への期
待はますます高まっている。
その中でも、歯科医師と共に活
躍する歯科技工士や歯科衛生士
は、歯の機能修復やガンなどの
周術期ケア、訪問診療など歯科
医療にとって欠かさせない存在
となってきた。

歯科技工士数は、平成 14年以降減少してきており、年齢階層別に見た上記分布をみると、歯科技工士は 50歳以上の割
合が 40％を超え、若年層の歯科技工士離れが進んできているのがわかる。また反対に、歯科衛生士においては、年々増
加傾向にあり、特に 30代以降の就業者数が大きく伸びてきている。

しかしながら、各免許登録者数を見てみると、歯科技工士で 29.3%(H28)、歯科衛生士では約 49％と就業者割合は低い。
特に、歯科技工士における 20代での離職率は高く、労働環境や賃金問題など多くの問題を抱えており、その対応が求め
られている。（H29年度厚生労働科学研究より引用改変）さらに、歯科衛生士の離職理由としても、多くは年齢による退
職がほとんどであるが、出産、育児という女性ならではの理由が 2番目に多く（H27歯科衛生士会調べ）、時代の求めと
同時に、育児休暇や再雇用へのキャリアパスの構築など、国家資格である歯科技工士・歯科衛生士の働き方・雇用契約の
在り方など検討していかなければならない時代となってきたのではないだろうか。

歯科技工士免許登録者数等の年次推移


