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少子・高齢化の進展に伴い、医療・介護・福祉の充実は、国民の要望でありますが、医師の不足や偏

在による地域医療崩壊が懸念される中で、その必要性も一層強いものになっています。 
しかし、医療や介護の提供は、医療環境の厳しさが増すなかで、自助努力にもかかわらず、医業経

営は年々厳しさが増しております。 
国民が文化的で健康な生活を維持するために、質の高い医療や介護を安心して受けることができる

医療提供体制の整備や、健康管理・予防面についての環境づくりなどが求められています。そのために

は、医療や介護を担う病院・診療所等が医業経営の安定を図り、業務や設備施設の一層の合理化、近

代化を進め、医療関係職員の確保・育成など、確固とした経営基盤を整え継続できるものとする必要が

あります。 
このため、法整備を含めて、現在の医業経営の健全化のため、さらに進んで医業経営の長期安定、

再生産可能とするための新しい医業の構築を図り、医師をはじめ医療従事者の自発的努力が一層発

揮できるよう、また、国民の健康管理・予防などのため、税制面において次のような思い切った改革が

平成２１年度に行われるよう強く要望します。 
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○ 消費税対策 

 

・ 社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率ないし 
軽減税率による課税制度に改めること。       （消費税）－制度の創設－ 

 
(説明) 

社会保険診療報酬等に対する消費税は非課税とされているため、医療機関の仕入

れに係る消費税額（医薬品・医療材料・医療器具等の消費税額、病院用建物等の取

得や業務委託に係る消費税額など）のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は

仕入税額控除が適用されずに、医療機関が一応負担し、その分は社会保険診療報酬

等に反映して回収されることとされています。 
しかし、この負担分は、消費税導入の際においてもその後の税率引上げ（3％→

5％）の際においても社会保険診療報酬に十分反映されたとはいえず、その一部は

医療機関が差額を負担したままになっております。 
これを解消するには、社会保険診療報酬等に対する消費税を非課税制度からゼロ

税率ないし軽減税率による課税制度に改めることにより、社会保険診療報酬等に関

わる一切の消費税非課税に関する不合理を解消できます。それによって、医療の公

益性にも一貫性を保つことができ、それは他の医業税制の考え方とも共通すること

になります。 
したがって、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度は、ゼロ税率ない

し軽減税率による課税制度に改めるよう強く要望します。 
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○ 女性医療関係者就業対策 
 

・ 病院等に勤務する医師、看護師等の職場定着を支援するため、事業所内

託児所について、以下の措置を講ずること。 

① 固定資産税等について減免措置を講ずること。 

② 子育て支援税制（事業所内託児施設の割増償却）の適用期限を 

延長すること。 
（法人税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税）－制度の存続等－

 

（説明） 
病院等に勤務する医師、看護師等の子育て環境の不備は、勤務医師不足、看護師

不足等の原因のひとつとなっています。そこで、医師や看護師等の職場定着に大き

く寄与する事業所内託児所の設置を促すため、事業所内託児所について、固定資産

税・都市計画税及び不動産取得税の減免措置を講ずるとともに、子育て支援税制（事

業所内託児施設の割増償却）の適用期限を延長することを要望します。 

 

（参考） 

  子育て支援税制の概要 

１． 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届

け出ていること等一定の要件を満たす青色申告法人の事業所内託児施設の設

置を促進するため、特別償却 20%（常時雇用する労働者の数が 300 人以下であ

る法人は 30%）。 

２． 適用事業年度 

適用対象資産を取得した日を含む事業年度開始から 5年間。 

３． 適用対象資産 

託児施設で、その行動計画書に従って取得し、又は建設したもののうち一定の

もの。 
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○ 予防医療対策 

 
・ がん検診の受診者の自己負担分について、医療費控除の対象とするこ

と。                          （所得税）―制度の創設― 
 

（説明） 

 がんの予防･早期発見対策として、がん検診の受診率の向上が求められており、

受診率５０％が目標とされていますが、何ら財政支援措置がとられていません。

そこで、がん対策基本法の理念を実現するためにも、受診者に対するインセンテ

ィブをもたせることが必要となります。そのために、医療費控除の対象を拡大し、

がん検診の受診者の自己負担分もその対象とすることを要望します。 
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○たばこ対策 
 

・ たばこ対策として、たばこ税の税率を引き上げること。 
（たばこ税・地方たばこ税）－制度の改善－

 

（説明） 

たばこの喫煙による健康被害は科学的に明らかであり、「たばこの規制に関する世

界保健機関枠組条約」の批准国としても、たばこ価格の引き上げによるたばこ規制が

求められています。 

たばこ対策として、たばこ税の税率を引き上げることを要望します。 

 

（参考） 

  たばこ税の概要 

・課税標準 

製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数。 

・税率 

原則として千本につき 3､552 円 

（道府県たばこ税 1,074 円、市町村たばこ税 3,298 円）。 
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○ 社会医療法人対策 

 

・ 特定医療法人及び社会医療法人のために、寄付した場合において、以下

の措置を講ずること。 

① 特定医療法人及び社会医療法人を特定公益増進法人の範囲に含め

て、寄付者に対する措置（損金算入・寄付金控除）を講ずること。 

② 個人が社会医療法人のために現物資産を寄付した場合におけるみな

し譲渡所得について、寄付者に対する措置として特定医療法人と同様

に課税対象から除外すること。 

③ 個人が特定医療法人及び社会医療法人のために寄付した場合におけ

る相続財産に係る相続税について、寄付者に対する措置として社会福

祉法人と同様に課税対象から除外すること。 
                  （所得税・法人税・相続税） －制度の創設－

 

 (説明) 

特定医療法人及び社会医療法人のために、個人等が寄付した場合には、特に公益

性の高い医療の担い手である特定医療法人及び社会医療法人を支援するため、以下

の措置を講ずる必要があります。 

特定医療法人及び社会医療法人を、法人税法第 37 条第 4項および所得税法第 78

条第2項第3号に規定する公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に含めることよ

り、寄付者に対する措置（損金算入・寄付金控除）を講ずることを要望します。 

次に、個人が社会医療法人のために現物資産を寄付した場合におけるみなし譲渡

所得について、寄付者に対する措置として、特定医療法人と同様に課税対象から除

外することを要望します。 

そして、個人が特定医療法人及び社会医療法人のために寄付した場合における相

続財産に係る相続税について、寄付者に対する措置として、社会福祉法人と同様に

課税対象から除外することを要望します。 
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・ 社会医療法人の認定の取消を受けた場合において、従前の剰余金が直ち

に課税の対象にならないよう必要な措置を講ずること。 
 （法人税）－制度の改善－

 

(説明) 
社会医療法人の認定の取消を受けた場合には、簿価純資産価額から利益積立金額を

控除した金額が法人税の課税対象とされますが、これでは取消後において経営を継続

することが困難となることも想定されるため、社会医療法人への移行を阻害する要因

となっています。 

安心して社会医療法人に移行できるようにするため、社会医療法人の認定の取消を

受けた場合において、従前の剰余金が直ちに課税の対象にならないよう必要な措置

（社会医療法人の認定取消を受けた医療法人を税法上の非営利型法人として取り扱

うなど）を講ずることを要望します。 

 

 

 

 

・ 社会医療法人が所有し、医療保健業の用に供している固定資産に係る

固定資産税等を非課税とすること。 
（固定資産税・都市計画税・不動産取得税）－制度の創設－

 

      

(説明) 
社会医療法人が所有し、医療保健業の用に供している固定資産に係る固定資産税・

都市計画税及び不動産取得税を、下記の理由により、非課税とすることを要望します。 

 

① 社会医療法人は、持分に対する財産権は放棄され、最終的には国等に帰属する

固定資産に固定資産税を課税する必要はないこと。この点は、特定医療法人・

特別医療法人・基金拠出型医療法人等の新医療法人も同様です。 

② 地域において必要とされ厳しい要件を満たさなければならない「救急医療等確

保事業」を実施していること。 

③ 法人税法別表第二（公益法人等の表）に明記されている学校法人や社会福祉法

人の固定資産税等は非課税であること。 
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・ 社会医療法人が設置する看護学校等に係る固定資産税等を非課税とす

ること。 
（固定資産税・都市計画税・不動産取得税）－制度の創設－

 
（説明） 

社会医療法人については、平成 20 年度税制改正において、医療保健業に係る法人

税の非課税が認められたところですが、医療法において、附帯業務として看護師等医

療関係者の養成に関する業務を行うことが認められています。 

社会医療法人が地域医療を支えていくためには、看護師等を確保することが必要で

あり、その手段として、当該法人自ら設置する看護学校等において看護師等を養成す

ることが重要となります。 

また、特定医療法人については、その設置する看護学校等の固定資産税等が非課税

となっており、特定医療法人から社会医療法人に移行すると、看護学校等の固定資産

税等が課税されることになります。 

そこで、社会医療法人が設置する看護学校等に係る固定資産税・都市計画税及び不

動産取得税を非課税とすることを要望します。 
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○ 事業税対策 
 

・ 社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続すること。 
                                       （事業税）－制度の存続－ 
 
（説明） 

社会保険医療は、社会保険診療報酬という低廉な公的価格により、国民に医療を

提供するという極めて公益性の高い事業であり、種々の制約が課されています。こ

のため、これに事業税を課すことは極めて不適切であり、現行の非課税措置は当然

であります。 
したがって、現在の社会保険診療報酬制度の下では、医業水準を維持するための

最低限の措置として、引き続きこの非課税措置を存続するよう強く要望します。 
 
 

・ 医療法人の事業税については、特別法人としての事業税率による課税措

置を存続すること。                    （事業税）－制度の存続－ 
 
（説明） 

医療法人は、医療法に基づいて設立される法人で、営利を目的として開設するこ

とは認められず、剰余金の配当は禁止されるなど、営利目的の普通法人とは質的に

異なる特別法人です。また、医療法人は、地域住民に対する医療保健サービスを提

供する民間医療機関の中核として、公益性の高い法人でもあります。 
したがって、医療法人の社会保険診療報酬以外の所得に係る事業税については、

特別法人としての普通法人より軽減された事業税率による課税措置は当然ですの

で、引き続きこの課税措置を存続するよう強く要望します。 
 
（参 考） 事業税の標準税率 

    （  区       分    ）             （普通法人 ）   （特別法人（医療法人）） 

   所得 400 万円以下の金額                 2.7％                2.7％ 

   所得 400 万円超 800 万円以下の金額      4.0％                3.6％ 

所得 800 万円超の金額                    5.3％                3.6％ 
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○ 設備投資対策 
 

・ 病院等の医療用機器に係る特別償却制度について、中小企業投資促進

税制と同等の措置が受けられるよう、特別控除制度の導入、特別償却率

の引き上げ、適用対象となる取得価額の引き下げの措置を講ずるとともに

適用期限を延長すること。 
（所得税・法人税）－制度の存続等－

 
（説明） 
 病院等の医療用機器、器具備品並びに看護業務省力化機器は、医療を行う上で必要

不可欠なものです。医療機関におけるこれら医療機器等への投資は、国民に対して上

質な医療を提供するにあたり不可欠なものであり、手厚く保護されるべきものです。 

しかしながら、医療機器等の特別償却制度は、医療機関の大部分が中小企業者等に

該当するにもかかわらず、中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却・特

別控除制度（中小企業投資促進税制）に比し、税制上の措置について見劣りすること

が明らかであるため、医療機関における医療機器の取得についても中小企業投資促進

税制と同等の措置が受けられるよう、特別控除制度の導入、特別償却率の引き上げ、

適用対象となる取得価額の引き下げの措置を講ずるとともに適用期限の延長を強く

要望します。 

なお、中小企業投資促進税制について、医療機器を医療の質や効率の向上等に資す

るものとして、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定める器具及び備

品と同様に、適用対象とするよう要望します。 

 

（参考）医療用機器の特別償却率（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 

 

  現行 要望 

（１） 医療用機器の特別償却率   

 ① ②以外の医療用機器 １４％ ３０％ 

 ② 医療の安全確保に資する医療用

機器（注） 

２０％ ４０％ 

（２） 適用対象となる取得価額 500 万円以上 160 万円以上 

（３） 特別控除制度 なし 取得価額×７％ 

（注） 

＜対象機器＞シリンジポンプ、人工呼吸器、自動錠剤分包機、注射薬自動払出機、患者誤認

防止のバーコードシステム、特殊寝台(低床タイプ) 、分娩監視装置、生体情報モニター等・

ナースコール連動システム、調剤監査システム（散剤・水剤）、輸液ポンプ（追加要望） 
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・ 医療法の構造設備基準に適合する病院用建物への建替えおよび有床診

療所の療養病床の建替えに係る特別償却制度の適用期限延長。 
（所得税・法人税）－制度の存続－

 

（説明） 
 平成 13 年度の改正で、医療法の構造設備基準に適合する病院用建物への建替えを

した場合の特別償却制度が創設され、平成 15 年度の改正で、有床診療所の療養病床

の建替えについても、これに準じた制度が創設されましたが、その適用期限を延長す

るよう要望します。 

 

（参考）特別償却率は、基準取得価額の 15％（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 
 
 
 
 

・ 健康保険法・医療法改正に伴う療養病床の特定施設等への転換時及び

経過措置期間中における改修に係る特別償却制度の適用期限延長。 

－（法人税）－制度の存続－

 

（説明） 
 平成 19 年度の改正で、平成 18 年度健康保険法・医療法改正に伴う療養病床の特定

施設等への転換について、転換時及び経過措置中における建物を改修した場合の特別

償却制度が創設されましたが、その適用期限を延長するよう要望します。 

 

（参考）特別償却率は、基準取得価額の 15％（適用期限：平成 21 年 3 月 31 日） 

    青色申告法人に限定。 
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・ 医療機関が取得した耐震構造建物、防災構造施設・設備等に係

る税制上の特例措置を創設すること。  

(所得税・法人税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税)－制度の創設-

 

（説明） 

  地震等の災害時において、病院・診療所の医療機能を低下させないようにするた

め、病院用建物その他医療施設の耐震構造の強化や災害時に備えた防災構造の医薬

品備蓄庫、自家発電装置等の取得などの普及を図るため、これらを取得した場合の

次のような特例措置を創設することを要望します。 
（１）耐震構造建物、防災構造施設・設備を取得した場合の特別償却制度（30％

の特別償却又は 7％の特別税額控除） 
（２）耐震構造建物、防災構造施設・設備を取得した場合の固定資産税・都市計

画税及び不動産取得税の減免措置 
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○ その他 
 

・ 社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階制）を存続す

ること。                      （所得税・法人税）－制度の存続－ 
 
（説明） 

社会保険医療に対する適正で合理的な診療報酬制度が確立されていない現状で、

小規模医療機関の経営の安定を図り地域医療に専念できるようにするには、現行の

いわゆる四段階制による所得計算の特例措置は欠かすことのできないものです。 
したがって、引き続きこの特例措置を存続するよう強く要望します。 

 
（参  考） 所得計算の特例措置 

（ 社会保険診療報酬の金額 ）  （概算経費率） 

2,500 万円以下の金額  72％ 

2,500 万円超  3,000 万円以下の金額  70％ 

3,000 万円超  4,000 万円以下の金額  62％ 

4,000 万円超  5,000 万円以下の金額  57％ 

 
 

・ 医療法人の法人税率を３０％から２２％に引き下げること。 
（法人税）－制度の改善－

 

(説明) 

  医療法人（医療法の附則による医療法人を含む）は、医療法で剰余金の配当が

禁止され営利を追求することは認められていません。このような制約があるにも

かかわらず、営利目的の普通法人と同じ法人税率により課税されており極めて不

合理・不公正です。また、特例民法法人の行う医療保健業に対する法人税率に比

べても不均衡です。したがって、医療法人の法人税率は、３０％から特例民法法

人の法人税率と同率の２２％にするよう要望します。 

 

（参 考）法人税率 

（区  分） （現行税率） （要望税率） 

普通の医療法人 30％ 22％ 

（中小の医療法人で年 800 万円以下の所得 22％  20％） 

（注）中小の医療法人とは、出資金額 1億円以下の医療法人を指す。 
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・  人材投資促進税制の適用期限を延長すること。 

－（所得税・法人税）－制度の存続－

 

（説明） 

人材投資促進税制は、平成 20 年度税制改正で、見直しの上適用期限が平成 21

年 3 月までに延長されましたが、病院、診療所においても他の中小企業者と同様

に、勤務医師等の知識・技能の習得向上のため人材投資への積極的な投資が必要

です。 

  したがって、人材投資を促進するため、人材投資促進税制の適用期限を延長す

ることを要望します。 

 

（参考） 

人材投資促進税制の概要（平成 20 年度改正） 

・ 教育訓練費の増加額に係る税額控除制度における中小企業者等に係る措置につ

いて、労働費用に占める教育訓練費の割合が中小企業者等のほぼ平均である

0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割

合に応じた税額控除率（8%～12%）を乗じた金額を税額控除できる制度に改組

したうえ、本措置を中小企業等基盤強化税制の中に位置づける。 
(注)税額控除率は、次の通りとする。 
  8% ＋ （教育訓練費 ／ 労働費用 － 0.15%） × 40 

・ 中小企業者とは、下記の通り。 
① 常時使用する従業員の数が千人以下の個人。 
② 資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人または資本若しくは出

資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人。 
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・ 公益法人制度改革に関わる所要の税制措置を講ずること。 

・ 医師会が行う看護学校等の固定資産税等非課税。 

・ 医師会が行う開放型病院等の固定資産税等減免。 

・ その他の措置。 
（法人税・登録免許税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税）－制度の存続等－

 
（説明） 
（１）医師会が行う開放型病院等に対する課税上の特例 

平成 20 年度税制改正において、医師会が開放型病院・診療所・臨床検査所を経

営して行う医療保健業については、要件を一部見直した上で、引き続き法人税の

課税対象から除外されることとなったところです。 

さらに未解決の問題について、下記の措置を講ずることを要望します。 

① 特例民法法人から一般社団法人に移行した医師会が行う看護学校等に対する固

定資産税・都市計画税及び不動産取得税については、平成 20 年度税制改正にお

いて平成 25 年までの経過措置として非課税となりましたが、これを恒久措置と

して非課税とすること。 

② 特例民法法人から一般社団法人に移行した医師会が行う開放型病院等に対する

固定資産税・都市計画税及び不動産取得税について、従来通り恒久措置として

減免措置を講ずること。 

③ 医師会が行う訪問看護ステーション事業等について、法人税の課税対象から除

外すること。並びに、医師会が行う訪問看護ステーション事業等に係る土地・

建物についての固定資産税・都市計画税・不動産取得税及び登録免許税につい

て、減免措置を講ずること。 

④ 医師会が行う開放型病院等に係る土地・建物についての登録免許税の減免措置

を講ずること。 

 

（２）一般社団法人・一般財団法人に移行した無料低額診療事業を行う特例民法法人

（福祉病院）に対する固定資産税・都市計画税及び不動産取得税について、平成

20 年度税制改正において平成 25 年までの経過措置として非課税等となりました

が、これを恒久措置として非課税等とすることを要望します。 

 


