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第三版 はしがき

　本書は、平成 21 年 12 月に初版を、平成 24 年 12 月に第二版を発刊
させて頂き、この度、第三版を発刊させて頂くこととなったわけです
が、初版及び第二版も、読者の皆様方に非常に高く評価して頂いたと
のことであり、第三版についても、同様に、読者の皆様方にこの分野
における最高の実務書と評価して頂けるものと考えています。
　我が国においては、世界に前例のない速さで高齢化が進んでおり、
それに伴って安定した医療・介護サービスが求められる状況となって
います。
　そのような中、医療法人の法務と税務に関しては、疑問点等が存在
するにもかかわらず、これらに十分な回答等を出さないまま、実務対
応がなされていたところがあり、これが大きな課題となっていました。
　医療法人の法務と税務には、このような課題が存在することが、初
版を起稿することとした大きな理由でした。
　本書においては、医療法人の法務と税務に関する実務経験が豊富な
執筆陣が、実務において生ずる多くの疑問点等を抽出し、その疑問点
等に対して、医療法を初めとする関係法令や各種通知等を踏まえ、深
度ある検討を行い、充実した内容の回答を提示しています。
　また、本書第三版は、初版及び第二版よりも更に医療法人の法務と
税務における諸制度を分かり易く解説するとともに実務上の取扱いや
留意点を具体的に解説することとしており、第二版の発刊以後の関係
法令や各種通知等の改正等も全て反映させたものとなっています。
　このため、本書第三版は、初版及び第二版と同様に、医療法人の法
務と税務に携わる皆様方の良き参考書となるものと考えています。
　最後に、本書第三版の刊行にご助力を賜わりました法令出版の皆様
方に、厚く御礼を申し上げます。

平成 27 年２月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　日本税制研究所　代表理事　

税理士　朝長　英樹
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凡　　例

医　　法：医療法（昭和 23 年法律第 205 号）
医 法 令：医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）
医法規則：医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）

法　法：法人税法（昭和 40…年法律第 34…号）
法　令：法人税法施行令（昭和 40…年政令第 97…号）
所　法：所得税法（昭和 40…年法律第 33…号）
所　令：所得税法施行令（昭和 40…年政令第 96…号）
消　法：消費税法（昭和 63…年法律第 108…号）
消　令：消費税法施行令（昭和 63…年 12…月政令第 360…号）
相　法：相続税法（昭和 25…年法律第 73…号）
相　令：相続税法施行令（昭和 25…年政令第 71…号）
措　法：租税特別措置法（昭和 32…年法律第 26…号）
措　令：租税特別措置法施行令（昭和 32…年政令第 43…号）
措　規：租税特別措置法施行規則（昭和 32…年大蔵省令第 15…号）
地　法：地方税法（昭和 25…年法律第 226 号）
地　令：地方税法施行令（昭和 25…年政令第 245 号）
法基通：法人税基本通達（昭和 44…年５月１日付直審（法）25）
所基通：所得税基本通達（昭和 45 年７月１日付直審（所）30）
消基通：消費税法基本通達（平成７年 12…月 25…日付課消２－…25）
相基通：相続税法基本通達（昭和 34…年１月 28…日付直資 10）
措　通：租税特別措置法関係通達（法人税編）（昭和50年２月14日付直法２－２）
措通（相）：租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて
　　　　　（昭和 50 年 11 月４日付直資 2－ 224）
評基通：財産評価基本通達
　　　　（昭和 39 年４月 25 日付直資 56（例規）・直審（資）17）


