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請求先が不明 1.4％

その他 31.5％

弁護士（田邊・市野澤法律事務所）
、
認定登録医療経営士
（MMS）
2級、
慶応義塾大学法科大学院非常勤
講師（災害復興法学）
、経営革新
等支援機関（中小企業庁認定）
、元
内閣府行政刷新会議事務局上席
政策調査員

上げに貢献した計算となる。確か
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10

回収の働きかけをしていないため、
理由が分からない
12.1％

岡本 正（おかもと・ただし）

2

90

時間外で会計事務ができないまま
連絡がとれない 8.6％

岡本 正

生活に困っており、自己負担分の医療費
支払い資力なし
10.6％

弁護士・医療経営士
第 3 者行為により
支払い方法未決定 5.2％

未収金発生を防ぐ管理手法を確立
早期回収が低コスト、負担感の軽減に
保険未加入・資格喪失後で
全額負担できない 1.2％

医業未収金問題への法的対応策 ● 第 1 回
分納中・分納交渉中のため
16.6％
無回答 4.6％

経営財務部門
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