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 （地Ⅰ296）（年税 80） 

平成２９年２月２７日 

都道府県医師会 

担  当  理  事  殿 

公益社団法人 日本医師会副会長 

中 川 俊 男 

公益社団法人 日本医師会常任理事 

今 村 定 臣 

「地域医療連携推進法人制度について」等について 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に通知「地域医療連携推進法人制

度について」（以下、ガイドライン通知）が発出されるとともに、厚生労働省医政局医

療経営支援課長より各都道府県医政主管部（局）長宛に通知「地域医療連携推進

法人の定款例について」及び「地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式につ

いて」が発出され、本会に対しても了知方依頼がございました。

地域医療連携推進法人制度は、平成 29 年 4 月 2 日から施行されるところ、医政

局長通知において同法人制度と運用方針について示しています。 

ガイドライン通知では、「第２ 制度内容 １ 地域医療連携推進法人の認定につ

いて」において、（１）都道府県知事の認定要件等として、社員、参加法人、並び

に医療連携推進業務等の概要を示し、（２）医療連携推進方針として、同方針に記

載する事項、特に医療連携推進区域は構想区域と整合的になることを原則とする

ことを示し、（３）医療連携推進認定の基準として、社員及び社員になれない者、

議決権、役員及び役員になれない者、並びに地域医療連携推進評議会の構成等を

示しています。 

また、「２ 地域医療連携推進法人の業務等について」において、（１）として、

同法人の役割を示した他、（２）として、医療連携推進業務の内容及び運用につい

て等を示しています。特に出資に関しては、地域医療連携推進法人が出資先の事

業者（子会社）及び孫会社の議決権を全て有すること（１００％株主）について
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示しています。そして、地域医療連携推進評議会の業務、及び地域医療連携推進

法人の同評議会の意見尊重義務等について示しています。 

さらに、「３ 地域医療連携推進法人の監督について」において、（１）として、

定款記載事項を示し、（２）として、定款変更の手続き並びに代表理事の選定・解

職等の手続等について示しています。 

巻末には、別添１から８において、認定の申請時に添付する書類を添付してい

ます。 

次に、医政局医療経営支援課長通知「地域医療連携推進法人の定款例について」

にてモデル定款を示した他、「地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式につい

て」にて、別添１から５の通り、地域医療連携推進法人が都道府県に報告する義

務がある報告書の様式を定めています。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、貴会管下の

郡市区医師会並びに関係医療機関等への周知方につきご高配を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

また、地域医療連携推進法人の設立・運用に関して注視していただき、問題事

例等が生じました折には、個別具体的に本会にお知らせいただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 



公益社団法人日本医師会長殿

標記について、別添のとおり各都道府県知事宛てに通知を発出いたしましたの

で、御了知願います。

地域医療連携推進法人制度につ、

医政発 0217 第 17 号

平成 29年2月17日

1雫,馴}1註
、戯種fヨ心g厚生労働省医政局

肩暴叫踊



各都道府県知事殿

平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律

第74号)により医療法(昭和23年法律第205 号。以下「法」という。)が改正され、

地域医療連携推進法人制度について、本年4月2日(以下「施行日」という。)から施

行されることとなった。

これに伴い「医療法施行令の一部を改正する政令」(平成29年政令第14号)及ぴ「医

療法施行規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第4号)が公布された

ところであるが、制度の内容及ぴ運用については下記のとおりであるので、御了知の

上、適正なる実施を期されたい。

地域医療連携推進法人制度について

医政発 0217第 16号

平成29年2月17日

第1 制度趣旨

高齢化の進展に伴い、患者の疾病構造は多様化しており、患者一人一人がその状態

に応じた良質かつ適切な医療を安心して受けることができる体制を地域で構築するこ

とが求められている。このため、平成26年に改正された医療法に基づき、平成27年

度から、各都道府県において、地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の整備を図

ることとされているが、その達成のためのーつの選択肢として、地域の医療機関相互

間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな制度

を創設した。

当該制度は医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当

該方針に沿って、参加する法人の医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するこ

とを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連推進法人として認定す

る仕組みである。地域医療連携推進法人には介護事業等を実施する非営利法人も参加

することができることとし、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成及ぴ地

域包括ケアシステムの構築に資する役割を果たすものと考えている。

厚生労働省医政局長

(公印省略)

記



第2 制度内容

1 地域医療連携推進法人の認定について

(1)都道府県知事の認定にっいて(法第70条関係・医療法施行規則(昭和23年厚

生省令第50号。以下唄山という。)第39条の2~第39条の5関係)

①病院等に係る業務の連携を推進するための方針(以下「医療連携推進方針」と

いう。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、当該
連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県知事

の認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けることができること。このた

め、当該法人は、医療連携推進認定を受けた後も引き続き、一般社団法人及びー

般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に定

める一般社団法人の要件等を満たす必要があること。(ただし、同法の規定のうち、

法第70条の 16の規定により適用除外となっている一般社団法人の名称使用の規

定等を除く。)

地域医療連携推進法人の社員については、

・病院等を開設する法人

.介護事業その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業(以下「介護事

業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人

を参加法人(営利を目的とする法人を除く。)とし、加えて、地域において良質か

つ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として則第39条の2で定めるも

のを社員とすること。

「病院等を開設する法人」としては、医療法人、社会福祉法人、公益法人、 N

P0法人、学校法人、国立大学法人、独立行政法人、地方独立行政法人、地方自

治体等が該当すること。また、株式会社立の病院等を開設する法人にっいても、

機能の分担及び業務の連携の推進を目的とする場合は、これに該当すること。た

だし、その場合は(3)なお書きに規定する財務諸表の確認や都道府県医療審議

会の審議を経ること。

「介護事業等」としては、介護事業だけでなく、薬局、見守り等の生活支援事

業等が該当すること。「地域において良質かっ適切な医療を効率的に提供するため

に必要な者」としては、個人開業医、介護事業等を行う個人、参加法人になるこ

とを希望しない法人、大学等の医療従事者の養成機関の開設者、地方自治体、医

師会、歯科医師会等が該当すること。また、認定申請の際には、(3)の基準に適

合することを説明した書類、(4)に該当しないことを説明した書類等が必要とな

ること。当該書類の様式等は、 4 (3)に示すものであること。

②医療連携推進業務は、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的

として行う業務であり、
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医療従事者の資質の向上を図るための研修

医薬品、医療機器等の供給

参加法人への資金の貸付け、債務の保証及び基金の引受け(ただし、個別の

法令等により、自己の資産を他者へ提供することが禁じられている法人等(社

会福祉法に基づく社会福祉法人等)においては、自己の資産を当該貸付け等の

原資等とすることを目的として地域医療連携推進法人へ提供することはできな

いこと。)

・医療機関の開設(医療機関相互間の連携の推進に資するものに限る。)

等の業務であること。上記の各業務事項等についての留意事項は以下のとおりで

あること。

・上記の各業務事項については、医療連携推進方針に記載すること。

・その費用については各業務事項ごとに財源を確保する必要があり、当該一般

社団法人の本部運営のための事務所使用料や決算公告費用等のいわゆる管理経

費について、各社員から徴収する「会費」等の収益を財源に充てることは可能

であるが、各業務事項ごとの財源については、当該業務に関与する社員から別

途事業費等の名目で徴収することや、各業務事項において得られた収益等によ

り確保すること。

・医薬品、医療機器に係る調整を行う場合には、地域医療連携推進法人が一括

購入を調整し、個別の購入契約については参加法人(社員)がそれぞれ締結す

ること。

・医薬品、医療機器以外の物品等の供給を行う場合には、地域医療連携推進法

人が、一括購入を実施する場合、一括購入を調整する場合又は一括購入を実施

しない場合が考えられること。なお、いずれの場合であっても、関連する法令

等を遵守して実施すること。

・資金の貸付け及び債務保証を行う場合には、地域医療連携推進法人において、

剰余金の配当を禁止する法第54条が準用されて適用されていることに留意が必

要であ.ること。

・社員である医療法人から地域医療連携推進法人への資金の貸付けは、法第54

条に抵触しない範囲で、法人の目的に合致している範囲内で実施可能であるこ

と。

・医療機関の開設については、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下「認

定都道府県知事」という。)の確認を経た上で、開設の許可を得ることが必要で

あること。

地域医療連携推進法人の参加法人において、医療機能の分担・業務の連携を

図るために、患者を転院等させることも考えられるが、地域医療連携推進法人

の参加法人であるととをもって、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上



の留意事項にっいて」(平成28年3月4日保医発0304第3号厚生労働省保険局

医療課長.歯科医療管理官連名通知)の「医科診療報酬点数表に関する事項」(別

添1)第1章「基本診療料」の第2部「入院料等」の通則7 「入院期間の計算」

(3)における「特呂ljの関係」に該当することにはならないこと。地域医療連

携推進法人の参加法人であることと関係なく、代表者が同一の場合等には「特
別の関係」に該当すること。

医師、看護師等の人事交流は労働法規に則って実施する必要があること。例

えば、ーつのパターンとしては在籍型出向があり、これは、出向元事業主との

間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の

出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われ

てぃることから、労働者派遣には該当しないこと。なお、当該在籍型出向が「業

として行われる」場合には、職業安定法第44条により禁止される労働者供給事

業に該当するが、一般的に在籍型出向のうち、

ア)労働者を雛職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する

イ)経営指導、技術指導の実施

ウ)職業能力開発の一環として行う

エ)企業グループ内の人事交流の一環として行う

等の目的を有しているものにっいては、出向が行為として形式的に繰り返し行

われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ない

と考えられていること。

地域医療連携推進法人の参加法人同士又は同一参加法人内で、病床過剰地域

においても病床融通を実施できること。都道府県は、参加法人から病院の開設

の許可の申請、病院の病床数の増加等の申請があった場合において、地域医療

構想の達成を推進するために必要なものであり、病床数の合計が増加しておら

ず、地域医療連携推進法人の地域医療連携推進評議会の意見を聴い、て行われる

場合には、基準病床数に、都道府県知事が地域医療構想の達成の推進に必要と

認める数を加えて、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができること。

その際、当該法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床数の合計が減少

する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に

支障を及ぽさないこと

なお、都道府県は必要な病床数を認めるに当たって、当該申請に係る構想区

域(法第 30 条の4第2項第7号に規定する区域をいう。以下同じ。)における

地域医療構想調整会議(法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。)の

協議の方向性に沿ったものであることを確認するとともに、都道府県医療審議

会に諮ること。

また、当該申請に係る病院及び診療所が2以上の都道府県に所在する場合は、
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当該申請を受けた都道府県は、当該申請に係る医療連携推進区域に属する他の

都道府県の意見を聴くこと。

(法第30条の4第10項・医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」と

いう。)第5条の4の2 ・則第30条の 32 の3関係)

(2)医療連携推進方針について(法第70条の2 ・令第5条の 15・則第39条の5関

係)

①医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人は、医療連携推進方針に定款

等を添えて、都道府県知事に申請しなければならないこと。当該知事は、医療連

携推進区域が2以上の都道府県にわたるときは、当該区域の属する都道府県の知

事が協議して、医療連携推進認定に関する事務を行う知事を定めること。との場

合において、当該一般社団法人に対し、当該事務を行う知事を通知するとと。各

都道府県ごとの医療連携推進区域の範囲等に基づき、当該事務を行う知事を定め

ることが想定されるが、必要に応じて、厚生労働省医政局医療経営支援課に相談

すること。

医療連携推進方針には、

・医療連携推進区域

・参加法人が当該区域において開設する病院等(参加病院等)の機能分担及び

業務連携に関する事項

・当該事項の目標に関する事項

・運営方針・参加法人に関する事項

を記載しなければならないこと。

その際、機能分担及び業務連携に関する事項については、機能分担・業務連携

の双方の観点がそれぞれ必要かつ十分に記載されている必要があるとと。

併せて、参加法人が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業

等に係る施設又は事業所の機能分担及び業務連携に関する事項を記載することが

できること。

なお、ーつの構想区域に複数の地域医療連携推進法人が創設されることもあり

える。また、ある医療法人等が複数の地域医療連携推進法人の参加法人になる場

合であっても、参加病院等は、参加法人がその参加する地域医療連携推進法人が

定める医療連携推進区域において開設する病院等であり、参加法人のすべての病

院等が対象になるものではないこと。そのため、ある医療法人等は、.複数の地域

医療連携推進法人の参加法人になることもありえること。

②医療連携推進区域についでは、構想区域と整合的になるように定めることが原

則であること。ただし、医療連携推進区域が属する都道府県の地域医療構想の達

成に資すると認められる場合は、 2以上の構想区域にわたる医療連携推進区域を
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定めることも可能であること。その場合、 2以上の構想区域にわたる医療連携推

進区域を定める理由及び必要性について、十分に精査されたいこと。

③医療連携推進方針にっいては、住民等への周知の一環として、地域医療連携推

進法人において常にインターネット等において公表すること。

(3)医療連携推進認定の基準にっいて(法第70条の3・則第39条の7~39条の W

関係)

都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が以下の基準に適合

すると認めるときは、医療連携推進認定をすることができること。,都道府県知事は、

医療連携推進認定をするに当たっては、当該都道府県の医療計画において定める地域

医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を

聴かなければならないとと。

①医療連携推進業務を行うことを主たる目的とすること。(別添3の「1」に規定

する事業比率が50%超であること。)

②医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するもので

あること。

③医療連携推進業務を行うに当たり、社員、理事、監事、職員等の関係者に対し特

別の利益を与えないものであるとと。(1)②における資金の貸付け等は当該特別

の利益に当たらないものであること。(令第5条の 15の2関係)

④医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、当該業務を行うととによって医療

連携推進業務の実施に支障を及ぽすおそれがないものであること。

⑤医療連携推進方針に(2)の事項を記載していること。

⑥医療連携推進区域を定款で定めているものであること。

⑦社員は、参加法人及び(1)①で規定している者に限る旨を定款で定めているも

のであること。

⑧病院等を開設する参加法人の数が2以上であり、病院等を開設する参加法人の議

決権の合計が介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人の議決

権の合計を超えるものであること。

⑨社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱い

をする条件その他の不当な条件を付していないものであること。

⑩社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、定款の定めが、

.議決権に関して、.医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしない

ものであること。

.議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産

の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。

のいずれにも該当する場合は、この限りでないとと。
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⑪参加法人の議決権の合計が、総社員の議決権の過半を占めているものであるとと。

⑫営利を目的とする団体又はその役員と・利害関係を有するととにより社員総会の決

議に不当な影響を及ぽすおそれがある者を、社員、理事、監事(以下「社員等」と

いう。)としない旨を定款で定めていること。'(則第39条の8関係)

⑬役員について、以下のいずれにも該当するものであること。

・理事3人以上・監事1人以上であること。

・本人、配偶者、三親等以内の親族及びそれに類する特殊の関係がある者が、役

員総数の3分の1を超えて含まれるこどがないものであること。(則第 39 条の9

関係)

・理事のうち少なくとも1人は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団

体の代表者又は診療に関する学識経験者であること。

⑭代表理事を1人置いているものであること。

⑮理事会を置いているものであること。

⑯以下の要件を満たす地域医療連携推進評議会を置く旨を定款で定めているもので

あること。

・診療に関する学識経験者の団体の代表、学識経験者、医療・介護を受ける立場

にある住民代表等をもって構成されるものであること。

・参加法人が予算の決定等の重要事項を決定するに当たって、あらかじめ、当該

一般社団法人が意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を

述べることができるものであること。

・医療連携推進方針に記載している目標に照らし、業務の実施状況について評価
、

を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べる

ことができるものであるごと。

⑰参加法人が予算の決定、借入金、重要な資産の処分、・事業計画の決定、定款変更、

合併、分割、解散等の重要事項を決定するに当たって＼あらかじめ、当該一般社団

法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであるこ

と。

⑱医療連携推進認定の取消しの処分の日から、一月以内に、国、地方公共団体、公

的医療機関、社団たる医療法人であって持分の定めのないもの又は財団たる医療法

人(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであるこ

と。

⑲清算をする場合において、残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているも

のであること。

なお、上記基準への適合を審査するに当たっては、以下の点に留意すること。

・⑫の社員等になれない者とは、具体的に以下であること。

イ当該一般社団法人と利害関係を有する営利団体の役員又は職員



口上記役員の配偶者又は三親等内の親族

ハ当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業の個人事業主

上記個人事業主の配偶者又は三親等内の親族

ホ当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利団体の役員又は職員

へ当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利事業の個人事業主

ト「イ」~「ヘ」に類する者

なお、「イ」~「ヘ」に該当する者が非営利団体の役員等を兼務する場合であって

も、当該欠格事由に該当することに変わりはないため、審査は実体的な判断の下に

行われるものであること。また、「ト」にっいては、例えば、「イ」~「ヘ」に該当

する者から、地域医療連携推進法人や参加法人の業務に関連した報酬等の経済的利

益を受ける者が想定されること。また、「イ」及び「ホ」の「営利団体」には、例え

ば、実質的に利益の分配を行っている一般社団法人や一般財団法人等も含むもので

あること。

⑯の地域医療連携推進評議会の構成に関して、具体的には、地域の医師会'歯科

医師会を代表する者>患者団体を代表する者、医療連携推進区域が属する自治体の

担当者等が想定されること。

⑰の意見に関して、例えば、独立行政法人が参加法人である場合は、その主務大
臣及び独立行政法人の意思決定の自主性が尊重される必要があることも踏まえ、当

該一般社団法人の意見にっいて法的拘束力まではないことに留意すること。また、

当該一般社団法人に意見を求めなければならない重要な事項にっいては、参加法人

の合意のもと定款にすべて具体的に明記すること。

地域医療連携推進法人の非営利性を確保する観点から、株式会社立の病院等を開

設する法人が参加法人となる場合には、株式会社本体と分離した病院等単独の財務

諸表の提出を当該法人から受ける等して、当該病院等が株式会社本体と経理上切り

離されてぃること、剰余金が医業の範囲内で再投資される仕組みとなっていること

を確認すること。

なお、この観点から、株式会社本体の役員が当該一般社団法人の理事又は監事を

務めること等によって当該一般社団法人の運営に関与することは適当でないこと。

また、株式会社立の病院等を開設する法人が参加法人となる一般社団法人に対し

て、医療連携推進認定をする際には、都道府県医療審議会において、当該病院等が

地域において良質かっ適切な医療を効率的に提供するために必要な者であること、

当該株式会社は病院等の経営において営利を目的としていなし,、こと、当該病院等が

株式会社本体と経理上切り離されていることにっいて、実態に基づいて慎重に判断

すること。

(4)医療連携推進認定を受けるととができない一般社団法人にっいて(法第70条の

J
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4 ・令第5条の 15 の3関係)

次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができな

いこと。

①医療連携推進認定の取消しの日から5年を経過しないものであること。

②暴力団員がその事業活動を支配するものであるとと。

③理事・監事に、次のいずれかに該当する者がいること。

・医療連携推進認定の取消しの日から5年を経過しないものであり、その原因

となった事実があった日の1年内に当該法人の理事であった者

・医療法等の保健医療又は社会福祉に関する法律により、罰金以上の刑に処せ

られ、その執行が終わった等の日から5年を経過しない者

・禁鋼以上の刑に処せられ、その執行が終わった等の日から5年を経過しない

者

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

なお、保健医療又は社会福祉に関する法律とは、医療法のほか、以下に掲げる
コ

ものであること。

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)

・医師法(昭和23年法律第201号)

・歯科医師法(昭和23年法律第202号)

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

・生活保護法(昭和25年法律第144号)

・社会福祉法(昭和26年法律第45号)

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及ぴ安全性の確保等に関する法律(昭和

35年法律第 145 号)

・老人福祉法(昭和38年法律第133号)

・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

・社会福祉士及ぴ介護福祉士法(昭和62年法律第30号)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法

律第 123号)

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年

法律第 124号)

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平

成18年法律第77号)

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年

法律第79号)

・子ども・子育て支援法(平成24年法律第鮎号)



.再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)

.国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の4第15項及び第 17

項から第19項までの規定に限る。)

・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和 22年法

律第217号)

・栄養士法(昭和22年法律第245号)

・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)

・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)

・診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)

・歯科技工士法(昭和30年法律第168号)

・臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)

・薬剤師法(昭和35年法律第146号)

.理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)

・柔道整復師法(昭和妬年法律第19号)

・視能訓練士法(昭和46年法律第64号)

・臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)

・'義肢装具士法(昭和62年法律第61号)

・救急救命士法(平成3年法律第36号)

・介護保険法(平成9年法律第123号)

・精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)

・言語聴覚士法(平成9年法律第132号)

(5)地域医療連携推進法人の名称について(法第70条の5・第94条関係)

医療連携推進認定を受けた法人は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字

を用いなければならず、当該認定を受けていない者は、その名称・商号中に、地域医

療連携推進法人と誤認されるおそれのある文字を用いてはならないこと。

医療連携推進認定により、定款における、一般社団法人の文字を地域医療連携推進

法人と変更したものとみなされるが、'名称の変更の登記は法人自ら行う必要があり、

その申請書には、医療連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければなら

ないこと 0

不正の目的をもって、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある

名称・商号を使用してはならないこと。

誤認のおそれのある文字、名称・商号を用いた地域医療連携推進法人は、10万円の

過料に処されること。

また、地域医療連携推進法人が公益社団法人である場合には、例えば、「公益社団法
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人・地域医療連携推進法人00」と称することとすること。

(6)地域医療連携推進法人の公示について(法第70条の6 ・則第39条の 13関係)

都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、その旨をインターネット等によ

り公示しなければならないこと。

2 地域医療連携推進法人の業務等について

(1)地域医療連携推進法人の役割について(法第70条の7関係)

地域医療連携推進法人は、医療連携推進区域において、参加法人の機能の分担及び

業務の連携の推進等を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に

資する役割を積極的に果たすよう努めなければならないこと。

その際、地域医療構想を策定する地域医療構想調整会議等における、地域の医療・

介護の情報を地域医療連携推進法人の運営に活用するとともに、医療過疎地域におけ

る医療等、それぞれの地域において必要な医療を提供できる体制を構築するよう努め

なければならないこと。また、健康管理から看取りまでできる体制を円滑に機能させ

るためにも、地域医療連携推進法人やその参加法人は、地域住民の医療等の相談に対

応するような関係を築いておくことが重要であると考えられること。

2)地域医療連携推進法人の業務について(法第70条の8・則第39条の 14~第39

条の 16関係)

①地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において記載した場合には、介護

事業等の連携の推進を図るための業務を行うことができること。

②地域医療連携推進法人は、以下に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行

うととができること。

・出資を受ける事業者が、医療連携推進区域において、医療連携推進業務と関

連する事業を行うものであること。

・出資に係る収益を、医療連携推進業務に充てるものであること。

・地域医療連携推進法人が、当該事業者の議決権の全てを保有すること。した

がって、当該事業者に関して、地域医療連携推進法人以外の出資者や株主は存

在しないものであること。また、地域医療連携推進法人以外の者が、議決権の

無い優先株式を保有して当該事業者から配当等を得ることもできないとと。

・剰余金の配当が禁止されていることにかんがみ、地域医療連携推進法人は、

当該事業者の事業活動を適切に支配・管理する必要があること。また、当該事

業者が行う出資において当該事業者以外の出資者や株主が存在することは、地

域医療連携推進法人が出資を行うことができる場合を限定している趣旨から逸

脱するおそれがあることから認められないこと。



③地域医療連携推進法人は、参加法人が病院等に関する業務を行うのに必要な資

金を調達するための支援として、資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受け

る者の募集を行うことができること。

資金の貸付けの場合、当該貸付け業務は、貸金業法(昭和認年法律第32号)

第2条第1項第2号の規定に該当し、貸金業には当たらないため、同法に定める

登録等は不要であること。

また、貸付けの際は、以下を満たす必要があること。

.地域医療連携推進法人が実施する貸付けが、参加法人が病院等に関する業務

を行うのに必要な資金を調達するための支援という目的を逸脱していないこと。

.契約書類が適正に作成・保管されており、償還方法や償還期限等が明確にな

つていること。

・適正な利率が設定されていること。

.返済不能時に備えて_、担保や保証人の設定等が適切に行われているとと。

④地域医療連携推進法人が、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護事業等に

係る施設若しくは事業所であって第一種社会福祉事業に係るもの(一般社団法人

が開設できるものに限る。)を開設しようとするときは、あらかじめ、医療連携

推進業務の実施に支障のないことにっいて、認定都道府県知事の確認を受けなけ

ればならないこと。

⑤地域医療連携推進法人は、④の確認を受けなければ、当該病院の開設の許可の

申請等を行うことができないこと。

⑥認定都道府県知事は、④の確認等をするに当たっては、あらかじめ、都道府県

医療審議会の意見を聴かなければならないこと。

⑦これら以外にも、幅広い業務を医療連携推進業務として実施可能であるが、そ

の場合であっても、医療機関の業務の連携に資するものである必要があり、した

がって、業務連携に何ら関連のない医療の実施にっいては医療連携推進業務とは

みなされないこと。

(3)医療連携推進目的事業財産にっいて'(法第 70 条の、9 ・則第 39 条の 17~第 39

条の20 関係)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以

下「公益認定法」という。)第 18 条の規定を準用し、地域医療連携推進法人は、医療

連携推進目的事業財産にっいては、医療連携推進事業に使用しなければならないこと。

なお、医療連携推進業務以外の業務から生じた収益の50%は、医療連携推進目的事業

財産とする必要があること。また、地域医療連携推進法人が公益社団法人である場合

には、公益認定法の規定を遵守する必要があり、公益目的事業財産及び公益目的取得

財産残額に係る公益認定法の規定にっいては、,医療連携推進目的事業財産及び医療連

、
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携推進目的取得財産残額に係る医療法の規定に優先して適用されるものであること。

(4)地域医療連携推進法人が業務を行うに必要な資産について(法第70条の10・則

第39条の 21関係)

地域医療連携推進法人は、法第41条の規定を準用し、業務を行うに必要な施設、設

備又は資金を有しなけれぱならないこと。

(5)参加病院等の広告及び標章について(法第6条の5・法第70条のH関係)

地域医療連携推進法人の参加病院等である場合には、その旨を広告しても差し支え

ないとと。

また、参加法人は、医療連携推進方針に沿った連携の推進が図られることを示すた

め、その開設する参加病院等・参加介護施設等に標章(ロゴマーク)を掲示しなけれ

ばならないこと。標章(ロゴマーク)については、当該地域医療連携推進法人が特定

できるものであればよく、図案がなく文字だけのものであっても構わないものである

こと。

(6)地域医療連携推進法人の理事及び監事について(法第70条の12関係)

理事及び監事については、定数の5分の1を超える者が欠けたときは、一月以内に

補充しなければならないとと。また、監事の任期は2年を超えることはできないが、

ただし、再任を妨げないこと。

監事は、理事が不正行為等を行っていると認めるときは、遅滞なく、認定都道府県

知事、社員総会又は理事会に報告しなければならないとと。

(フ)地域医療連携推進評議会の意見等について(法第70条の 13関係)

地域医療連携推進評議会は、医療連携推進方針に記載されている、参加病院等相互

間の機能の分担及び業務の連携に関する目標に照らし、地域医療連携推進法人の業務

の実施の状況について評価を行い、地域医療連携推進法人は、その結果を公表しなけ

ればならないこと。

地域医療連携推進法人は、地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとするこ

と。

(8)地域医療連携推進法人の計算について(法第70条の 14・則第39条の22関係)

地域医療連携推進法人は、法第6章第4節の規定を準用し、計算に関する規定が適

用されること。具体的事項については、地域医療連携推進法人会計基準の公布時に追

つて通知するものであること。
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(9)地域医療連携推進法人の解散及び清算にっいて(法第70条の 15・則第39条の

23 関係)

地域医療連携推進法人は、法第6章第7節の規定を準用し、解散及び清算に関する

規定が適用されること。主な具体的事項は以下のとおりであること。

.定款をもって定めた解散事由の発生等により解散するものであること。

.解散した際の残余財産は、定款の定めにあるところにより、その帰属すべき者に

帰属すること。

.解散した場合であっても、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至る

まではなお存続するものとみなすこと。

.解散したときは、理事がその清算人となること。

(10)地域医療連携推進法人において適用しない法人法の規定にっいて(法第70条の

16 関係)

地域医療連携推進法人は、法人法第5章の合併に関する規定等については適用しな

いこと。

3 地域医療連携推進法人の監督について

(1)地域医療連携推進法人が定款において定める事項にっいて(法第70条の 17 関

係)

地域医療連携推進法人は、法人法第H条第1項各号に掲げる事項(目的、名称、主

たる事務所の所在地等)、医療連携推進区域、地域医療連携推進評議会、役員に関する

規定、解散に関する規定、開設している病院等の名称及び所在地等にっいて、定款に

おいて定めなければならないこと。

(2)地域医療連携推進法人の定款の変更にっいて(法第70条の18・則第39条の24

~第39条の 26 関係)

地域医療連携推進法人は、法第54条の9の規定を準用し、定款の変更に関する規定

が適用されること。主な具体的事項は以下のとおりであること。

.定款の変更は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、効力を生じないこと。

.認定都道府県知事は、変更手続が法令等に違反していないかどうかを審査した上

で、認可を決定しなければならないこと。

.住所の変更等、認可を要しない定款の変更をしたときは、遅滞なく、変更した定

款を認定都道府県知事に届け出なければならないこと。

また、地域医療連携推進法人自らが病院、診療所、介護老人保健施設又は介護事業

等に係る施設若しくは事業所であって、第一種社会福祉事業に係るものを開設する場
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合の定款の変更については、重要な変更として、都道府県医療審議会の意見を聴かな

ければならないこと

(3)地域医療連携推進法人の代表理事の選定及び解職について(法第70条の19・則

第39条の27 関係)

地域医療連携推進法人の代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受

けなければ効力を生じないとと。認可申請においては、当該代表理事の履歴書の添付

が必要であること。

認定都道府県知事は、認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あら

かじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないこと。

0

(4)地域医療連携推進法人の監督について(法第70条の20関係)

地域医療連携推進法人は、医療法人に係る立入検査をする職員の証明書に関する事

項(法第6条の8第3項及び第4項)、法令違反の疑い時の報告徴収、立入検査等に関

する事項(法第 63 条第1項)及び法令違反時の改善措置命令に関する事項(法第 64

条)に関する規定を準用すること。例えば、地域医療連携推進法人に参加しない法人

と、業務上の連携をしないというような、医療・介護サービスの提供体制に悪影響を

及ぼすような事態が生じる場合は、認定都道府県知事の監督の対象事項となりえると

と。

(5)地域医療連携推進法人の認定の取消しについて(法第70条の21関係)

認定都道府県知事は、

・地域医療連携推進法人が不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき等にお

いては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、医療連携推進認定

を取り消さなければならないこと。

・ 1(3)の基準のいずれかに適合しなくなったとき等においては、あらかじめ、

都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、医療連携推進認定を取り消すことができ

ること。

その場合に、認定都道府県知事は、当該認定を取り消した旨をインターネット等に

より公示し、登記所に名称の変更の登記を嘱託しなければならないこと。

医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、地域医療連携

推進法人という文字を一般社団法人に変更する定款の変更をしたものとみなすとと。

(6)医療連携推進認定の取消し等に伴う贈与について(法第70条の22・則第39条

の 29 関係)

医療連携推進認定を取り消した場合について、公益認定法第30条の規定を準用する
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こと。認定都道府県知事等が、医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭に

つぃて受ける旨の、書面による契約が成立したものとみなすこと。

(フ)公益認定を受けている場合の贈与等の特例.にっいて(則第39条の30関係)

地域医療連携推進法人が公益社団法人である場合は、法第70条の3第1項第玲号

(医療連携推進認定取消し時の国等への贈与)及び第19号(清算時の残余財産の国等

への帰属)の規定は、適用しないこと。

また、地域医療連携推進法人が公益社団法人である場合において、当該地域医療連

携推進法人が法第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消

しの処分を受けた場合は、同条第5項から第7項まで及び法第70条の22の規定は、

適用しないこと。

(8)厚生労働大臣から認定都道府県知事に対する指示について(法第70条の23 関

係)

厚生労働大臣は、改善措置命令等の処分を行わないことが著しく公益を害するおそ

れがあると認めるときは、認定都道府県知事に対し、処分を行うべきことを指示する

ことができること。

認定都道府県知事は、役員の解任の勧告等をするに当たっては、その相手方に対し、

弁明する機会を与えなければならないこと。

4 その他

(1)施行日について

地域医療連携推進法人に関する各法令の規定は、平成29年4月2日から施行される

こと。

(2)準備行為について(法第71条関係)

都道府県知事は、施行の日(平成29年4月2 田前においても、医療連携推進認定

に必要な準備行為をすることができること。具体的には、施行の日前においても、医

療連携推進認定を受けようとする一般社団法人は都道府県知事に認定の申請をするこ

とができ、都道府県知事は、都道府県医療審議会から、認定をするに当たっての意見

を聴くとと等ができること。
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(3)医療連携推進認定の申請に係る添付書類等について

①認定申請書に添付する書類のうち、以下のものについては別添様式を用いるこ

と。

別添1 医療連携推進方針



別添2 理事及び監事の氏名、生年月日及び住所等を記載した書類

別添3 医療法第70条の3第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類

別添4 医療法第70条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを証

する書類

医療法第70条の4第2号及び第3号のいずれにも該当しないことを証す

る書類

別添5 表明・確約書(法人社員用)

別添6 表明・確約書(個人社員・理事・監事用)

なお、認定申請書には上記の他、当該一般社団法人の定款及び登記事項証明書

を添付するとと。

②代表理事の選定認可申請書及び解職認可申請書については、別添様式を用いる

こと。

別添7 地域医療連携推進法人の代表理事の選定認可申請書

別添8 地域医療連携推進法人の代表理事の解職認可申請書
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便唾刃

1.医療連携推進区域

2 参加法人

医療連携推進方針

3 理念・運営方針

4.病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標

5.介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項

(記載上の注意事項)

0 「2」にっいては、参加法人、参加病院等及び参加介護旛設等の名称を記載すること。

0 '「4」にっいては、地域医療構想の達成の観点から参加病院等が実施する機能分担及び業務連携にっい
て記載すること。

0 「5」にっいては、医療法第70条の2第4項に基づき、参加病院等及び参加介護施設等の相互間で業務
連携を実施する場合に記載すること。

18



師蚕互]

理事及び監事の氏名、生年月日及ぴ住所等を記載した書類

氏名

理事

生年月日

監事

信己載上の注意事項)

0 「所属・役職名」欄には、当該理事・監事が所属する法人名・団体名等を記載すること。

0 理事のうち少なくとも1人は、以下の者であること。(法第70条の3第1項第13号ノ→

・診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者

・診療に関する学識経験を有する者

0 代表理事である者にチェックを入れること。(法第70条の3第1項第14号)

住所 所属・役職名
代表

理事

口

口

口
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匪唾司

医療法第70条の3第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類

医療連携推進業務を主たる目的としていること(事業比率50%超)(第1号)

信己載上の注意事項)

0 事業比率の算出式は以下のとおりであるが、本申請時には事業計画書や予算書等を用いて見込みと
して算出したものを上記に記載すること。

事業比率の見込み

純資産増減計算内訳表

①医療連携推進業務会計の経常費用計

②その他業務会計の経常費用計

事業比率

③法人会計の経常費用計

2 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること(第2号)

①/(①十②十③)

(経理的基礎)

・財務基盤の明確化について

%

・経理処理・財産管理の適正性について

(技術的能力)

.業務実施のための技術、専門的人材や設備等の能力の確保について
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信己載上の注意事項)

0 「財務基盤の明確化」については、財務状態や今後の財務の見通しについて記載すること。

0 「経理処理・財産管理の適正性」については、財産の管理・運用に関する役員の適切な関与状況や、

開示情報や監督庁への提出資料の基礎として必要な会計帳簿の備え付けについて、記載すること。

3 社員等に対し特別の利益を与えないこと(第3号)

区

施設の利用

ノ＼

金銭の貸付け

資産の譲渡

社員等に対する利益供与の内容

給与の支給

その他財産の
運用及び事業
の運営

(記載上の注意事項)

0 「社員等に対する利益供与の内容」欄には、次表の「経理等に関する明細表」の言識内容に基づき、

次のように記載すること。

①「施設の利用」欄

社員等(医療法施行令第5条の15の2に規定する者をいう。以下同じ。)が当該一般社団法人の

施設を利用している場合に、その利用状況の内容を記載すること。

②「金銭の貸付け」欄

当該一般社団法人が社員等に金銭を貸し付けている場合に、その貸付けの内容を記載すること。

③「資産の譲渡」

当該一般社団法人が社員等に資産を譲渡した場合に、その譲渡の内容を記載すること。

④「給与の支給」

当該一般社団法人が社員等に対して支給している給与について、その支給内容を記載すること。

⑤「その他財産の運用及び事業の運営」欄

当該一般社団法人について、社員等からの借用物件、借入金及ひ譲受資産等がある場合に、その

取引の内容について記載すること。

特別の利益の有無

有

有

有

有

有
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(経理等に関する明細表)

①社員等の施設の利用明細

区 分

施設の貸与

社員等の氏名

又は名称

その他

特殊の関係

②社員等に対する貸付金の明細

内

貸付先の氏名又は名称

容

利率

、ーー

利用年月日

貸付先の氏名又1*名,称

貸付金現在高

利率

利用邪艦

年間の受取禾リ息額

③社員等に対する譲渡資産の明細

譲渡先の氏名又1才名称

貸付金現在高

譲渡年月日

年間の受取利息額

貸付当初の元本

担保の種類及U獣量

譲渡先の氏名又1き名称

譲渡資産の種類

貸付当初の元本

譲渡年月日

担保の種類及び数量

貸付当初の年月日

譲渡価額

譲渡資産の種類

特殊の関係

地目、構造、規格等

貸付当初の年月日

譲渡価額

特殊の関係

特殊の関係

地目、構造、規格等

特殊の関係

面積数量

備考

22

面積数量

備考



④当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細

氏

"

名 職務内容 就職年月日
常勤又は

非常勤の別

⑤社員等からの借用物件の明細

貸主の氏名又1才名称

当該一般社団法人

との関俳、

借用年月日

貸主の氏名又は名称

物イ牛名

給与の支給

の有無

借用年月日

借用期間

有

⑥社員等からの借入金の明細

地目、

有

債権者の氏名又は名称

物イ牛名

有

有

規格等

借用期間

賃イ齢1

有

有

地目、構造、規格等

利率

有

債権者の氏名又1才名称

面積数量

有

有

特殊の関係

借入金現在高

賃イ昔料

虫圧

有

J、、、

虫正
J、、、

年間の支払禾リ息額

利率

金圧
'、、、

面積数量

用途

特殊の関係

借入金現在高

備考

借入当初の元本

年間の支払禾リ息、額

担保の種類及び数量

用途

備考

借入当初の元本

借入当初の年月日

担保の種類及び数量

特殊の関係

23

借入当初の年月日

特殊の関係

、

無

無

無

無

無

無

無

造



⑦社員等からの譲受資産の明細

譲受先の氏名又は名称

譲受年月日

譲受先の氏名又は名称

譲受資産の種類

譲受年月日

⑧そ、の他財産の運用及び事業の運営

譲受価額

社員等の氏名又1ネ名称

譲受資産の種類

地目、構造、規格等

譲受価額

特殊の関係

地目、構造、規格等

(記載上の注意事項)

0 各欄共通

「社員等」とは、以下の者をいう。(医療法施行令第5条の15の2)

(1)当該一般社団法人の理事、監事又は職員

(2)当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条

に規定する基金をいう。)の拠出者

(3)(1)又は(2)に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

(4)(1)、(2)又は(3)に掲げる者と力散因の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者

(5)(3)又は(4)に掲げる者のほか、(1)又は(2)に掲げる者から受ける金銭その他の財
産によって生計を維持する者

(6)(2)に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はそ
の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの(医療法施行規貝リ第39条の

6)

0 「①社員等の施設の利用明細」

(1)申請時における当該一般社団法人の社員等にっいて、次の区分に応じて記載すること。
イ当該一般社団法人の社員等に対して、当該一般社団法人の士地、建物等の物件を賃貸(無

面積数量

特殊の関係

具

備考

体_的

面積数量

な

備考

内
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償で使用させている場合を含む。)している場合には、「施設の貸与」欄にその内容を記載

すること。

口当該一般社団法人の社員等に対して、上記以外に当該一般社団法人の施設を利用させて

いる場合には、「その他」欄にその内容を記載すること。

(2)「特殊の関係」欄には、使用者が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。

(3)「内容」欄には、その施設の利用状況(例えば、社宅として建物を貸与、他の法人の事務室

等)を記重けること。

(4)「利用年月日」欄には、その施設の利用年月日(例えば、社宅の貸与の場合等には利用期間)

を記罰けること。

「②社員等に対する貸付金の明ネ助

(1)社員等に対する貸付金がある場合に記載すること。

(2)この表は、貸付先ごとに記嗣けること。

(3)貸付金現在高は、直近に終了した会言繹度の末日現在の金額を記載すること。

(4)貸付当初の元本は、貸換えにより継続しているものについては当初の金額を記載すること。

(5)「特殊の関係」欄には、貸付の相手方が代表理事であれば「代表理事」と、職員であれば「職

員」等と記圭けるとと。

「③社員等に対する譲潤貪産の明細」

(1)直近に終了した3会創年度において、社員等(譲渡時に当該一般社団法人の社員等であっ

た者を含む。)に対して、当該一般社団法人の士地、建物等の主要な資産の譲渡がある場合に
記素けること。

(2)「特殊の関係」欄には、譲渡先が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。

「④当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細」

(1)申請時の従業員等(当該一般社団法人の理事、監事又は職員をいう。)にっいて記載すると
と。

(2)「職務内容」欄には、担当している現在の1哉務内容(例えば、事務長等)を記載するとと。

(3)「当該一般社団法人との関係」欄には、例えば、その者が代表理事であれば「代表理事」

と、職員であれば「職員」等と記載すること。

「⑤社員等からの借用物件の明ネ剛

(1)直近に終了した会言樺度の末日現在において、社員等から士地、建物等の物件を賃借(無

償で使用している場合を含む。)している場合に記載すること。

(2)「特殊の関係」欄には、貸主が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代

表理事」等と記載すること。

(3)「備考」欄には、賃借に際し、権禾リ金、敷金の支払の有無及ぴその支払金額を記載すると

と。

「⑥社員等からの借入金の明ネ助

(1)社員等からの借入金がある場合に記載すること。

(2)この表は、債権者ごとに記載すること。

(3)借入金現在高は、直近に終了した会☆十年度の末日現在の金額を記載すること。

0

0

0

0

0

＼
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(4)借入当初の元本は、借換えによ弊佳続しているものにっいては、当初の金額を記載するこ
と6

(6)「特殊の関係」欄には、債権者が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であれば「代
表理事」等と記載すること。

0 「⑦社員等からの譲受資産の明細」

(1)直近に終了した3会計年度において、.社員等(譲渡時に社員等であった者を含む。)から、
当該一般社団法人に対して士地、建物等の主要な資産の譲受がある場合に記載すること。

(2)「特殊の関係」欄には、譲受の相手方が参加法人であれば「参加法人」と、代表理事であ
れば「代表理事」等記載すること。

0 「⑧その他財産の運用及び事業の運営」

申請時において、上記以外に財産の運用及び事業の運営に関し、社員等が利益を受けている場
合に、その内容を記載すること。

4 参加法人の構成等(第8号、第11号)

病院、診療所又は介

護老人保健旛設を開

設する参加法人

介護施設等を開設す

る参加法人

その他の社員

法人名等

その他の社員

参加法人の議決権の構成割合(第8号)

参加法人の議決権の構成割合(第11号)

医療機関名等

総議決権数(①~⑥の合計)

議決権数

①

②

③

〔(①十②十③十④)/⑦〕 >0.5

④

(①十②)>(③+④)

⑤

⑥

⑦

26



5 各役員の親族等の割合が役員総数の3分の1を超えないこと(第13号口)

理事

総数①

監事

(記載上の注意事項)

0 ②の人数は、以下の者の合計とすること。

(1)当該役員、配偶者及び三親等以内の親族

(2)当該役員と,散因の届出をしていないが事実上力散因関係と同様の事情にある者

(3)当該役員の使用人及U瞳用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持しているもの

(4)(2)又は(3)に掲げる者の親族でこれらの者と生計をーにしているもの

最も人数の多い

親族等のグループの人数②

人

人

親族等の割合

②/①

人 %
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卿憂互]

医療法第70条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを証する書類

医療法第70条の4第2号及ぴ第3号のいずれにも該当しないことを証する書類

①,理事及び監事のうち、次のいずれかに該当する者の有無

イ地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を取り消された

場合において、その取消しの原因となった事実があった日以

前1年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であ

つた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

区 ノ＼

口医療法その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で
定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は判テを受けることがなくなった日から起算し
て5年を経過しない者

ハ禁鈿以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑

の芽哘を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第

6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5

年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

②医療法第70条の21第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定
を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

事実の有無

③暴力団員等がその事業活動を支配するもの

信己載上の注意事圓

0 「ロ」の「その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるもの」とは、医療法施行令第

5条の15の3に掲げる法律及び同第5条の5の7に掲げる法律である。

0 ①の「ニ」及て栂の証明に当たっては、以下め者による表明・確約書(別添5又は6)を添付する

こと。

・当該一般社団法人の社員

・当該一般社団法人の理事及び監事

有・無

有・無

鉦有・ 、'、、、

有・無

有・

有・無
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別添5-1(法人社員用)

00県知事殿

表明・確約書

当法人は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しない

ことを表明、確約します。

(1)暴力団

(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人

(ふり力yb

法人名

代表者名

ぐ

平成年

法人名

代表者名

自署

月 日

29



別添5-2 (法人社員用)

00県知事殿

当法人の役員は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当

しないことを、以下のとおり表明、確約します。

(1)暴力団員

(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

表明・確約書

(ふり力y幻

法人

代表者

'乃

職名

氏名(ふり力y幻

及び印 自署

E

生年月日

印

年月

記入日

日

年月

年月

日

年月

30

日

年月

日

日

年月 日

名
名



別添6 (個人社員用・理事・監事用)

00県知事殿

表明・確約書

私は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと

を表明、確矛勺します。

(1)暴力団員

(2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

所属・1哉名

(ふり力y幻

氏 名

生年月日

平成

氏名

自署

年 月 日

31
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匪亟刃

00県知事殿

医療法第70条の19及び医療法施行規則第39条の27の規定に基づ標記について、

き申請'します。

地域医療連携推進法人の代表理事の選定認可申請書

平成 年

法人名

代表理事

1.代表理事となるべき者の住所、氏名

.

月

2.選定の理由

日

(注)代表理事となるべき者の履歴書を添付すること。

記

印
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0

匪亟回

00県知事殿

?

標記について、医療法第70条の19及び医療法施行規則第39条の27の規定に基づ

き申請します。

地域医療連携推進法人の代表理事の解職認可申請書

平成 年

法人名

代表理事

1.代表理事の住所、氏名

月

2

日

解職の理由

し

記

印

ー、
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公益社団法人日本医師会担当理事殿

標記について、別添のとおり各都道府県へ通知しましたので、御了知願います。

地域医療連携推進法人の定款例について

医政支発 0217 第 2 号
平成 29年2月17日

厚生労働省医政局医療経営支援課

庫望榔勤虐
醋厨腰輝

,ヨ閏周隔
課罷叫躍



各都道府県医政主管部(局)長殿

平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律

第 74号)により医療法(昭和 23年法律第 205 号。以下「法」という。)が改正され、

地域医療連携推進法人制度については、本年4月2日から施行することとされたとこ

ろである。

これに伴い、法第70条の2に規定する医療連携推進認定を受けようとする一般社団

法人の定款例について別添のとおり定めたので、御了知の上、適正なる実施を期され

たい。

地域医療連携推進法人の定款例について

医政支発0217第 1号

平成 29年2月17日

厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公印省略)



別添

＼

地域医療連携推進法人(一般社団法人)の定款例

一般社団法人00会定款

第1章名称及ぴ事務所

・本法人は、医療法第70条の3に

基づく医療連携推進認定を受け

た後も引き続き、一般社団法人及

ぴ一般財団法人に関する法律(以

下「法人法」という。)に定める

一般社団法人の要件等を満たす

必要があること。(ただし、同法

の規定のうち、医療法第70条の

16の規定により適用除外となっ

ている一般社団法人の名称使用

の規定等を除く。)したがって、

法人の状況によっては、本定款例

に規定のない事項についても、法

人法に基づいて定める必要があ

り得ること。

(名称)

第1条本法人は、一般社団法人0000と称する。

備考

(事務所)

第2条本法人は、主たる事務所を00県00郡(市) 0

0町(村) 00番地に置く。

・医療法の規定により定款に定め

なけれぱならない事項(以下「必

須記載事項」という。)である。

・都道府県知事より医療連携推進認

定を受けた場合、定款例中の「ー

般社団法入」の表記については、

医療法第70条の5第2項の規定

により、「地域医療連携推進法人」

へ定款変更したものとみなされ

るものであること。

・必須記載事項

・従たる事務所の所在地を以下のと

おり記載することも可能

<伊">

1



(目的)

第3条本法人は、医療連携推進方針に基づき、 00に関

する医療連携推進業務を行い、地域医療構想の達成及び

地域包括ケアシスデムの構築に資することを目的とす

る。

第2章目的及ぴ事業

2 二の法人はイ理事会の決議に

よって従たる事務所を必要な地

に置くことができる。

<例2>

2 この法人は、従たる事務所を

00県00郡(市) 00町(村)

00番地に置く。

(医療連携推進区域)

第4条本法人の医療連携推進区域は、 00県00市、 0

0市、 00町とする。

又

(医療連携推進業務)

第5条本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事

業を行う。

(1)医療従事者の資質向上に関する共同研修

②医薬品・医療機器の共同購入の調整、その他の物資

の共同購入

(3)参加法人に対する資金の貸付け、債務の保証、基金

を引き受ける者の募集

④医療連携推進方針に沿った連携を推進するための

00事業

・必須記載事項

<仰11 >

第6条本法人は、医療連携推進方針に沿った連携を推進

するため、前条に掲げる事業のほか、 00に関する事業

を行う。

・必須記載事項

医療法第70条の2第2項第2号

に基づき医療連携推進方針に記

載した、病院等の機能分担や業務

連携に関する事項を掲げること。

・①医療法第70条の2第4項に

基づき医療連携推進方針に記載

した、病院等と介護施設等との業

務連携、②同法第70条の8第2

2

ノ
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<例2>

第6条本法人は、医療連携推進方針に沿った連携を推進

するため、前条に掲げる事業のほか、医療連携推進業務

と関連する00の事業を行う法人の株式または持分を

保有することにより、当該法人の事業活動を支配・管理

する事業を行う。

第7条本法人の開設する病院(診療所、介護老人保健施
、

設、第一種社会福祉事業を行う施設及び事業所)の名称

及び開設場所は、次のとおりとする。

① 00病院

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

② 00診療所
、

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

③ 00園

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

2 本法人が00市(町、村)から指定管理者として指定

を受けて管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の

名称及び開設場所は、次のとおりとする。

① 00病院

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

② 00診療所

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

③ 00園

00県00郡(市) 00町(村) 00番地

項に基づく出資、③同条第3項

に基づく病院等又は介護施設等

の運営に関する事項等を掲げる

こと。

・医療法第70条の8第2項に基づ

く出資を行う場合の記載

・必須記載事項

・医療法第70条の8第3項に基づ

き、本法人が直接開設する病院等

(指定管理者として管理する病

院等を含む。)又は介護事業施設

等の名称及び開設場所を記載す

ること。

,

<伊Π>

第8条本法人は、基金を引き受ける者の募集をすること

ができる。

第3章基金

3

・基金の募集を行う場合には定款に

記載が必要(法人法第131条)

、
ノ



2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで

返還しない。

3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額に

つぃて定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金

の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事

会において別に定めるものとする。

<例2>

第8条本法人は、基金を引き受ける者の募集をすること

ができる。

2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しな

い。

3 基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第236 条の規定に従い、基金の返

還を行う場所及ぴ方法その他の必要な事項を清算人に

おいて別に定めるものとする。

第4章社員 ・「社員」は社団法人の存立の基礎

となる構成員であり、社員総会で

の議決権を有し、定款で定めると

ころにより法人に経費を支払う

義務を負う(法人法第27条、第

48 条)。

・この定款例では、法人法及び医療

法上の用語である「社員」、「退社」

等を用いているが、各法人の実情

に応じて「会員」、「退会」などと

することも可能。この場合、「法

律上の名称」と定款で使用する名

称がどのような関係にあるかを

定款上明確にする必要がある。

(法人の構成員)

第9条本法人は、本法人の医療連携推進方針に賛同する

以下の法人等であって、次条の規定により、本法人の社

員となった者をもって構成する。

/
/

・必須記載事項

4

J

'ー



①本法人の医療連携推進区域において、病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する法人

②本法人の医療連携推進区域において、介護事業又は

地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設

又は事業所を開設又は管理する法人

③本法人の医療連携推進区域において、病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する個人

④本法人の医療連携推進区域において、介護事業又は

地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設

又は事業所を開設又は管理する個人

⑤①又は②の法人のうち、法第 70 条第1項の参加

法人になることを希望しない法人

⑥本法人の医療連携推進区域において、医療従事者を

養成する機関を開設する者

(フ)本法人の医療連携推進区域において、医療に関する

業務を行う地方公共団体その他医療連携推進業務に関

する業務を行う者

・介護事業だけでなく、薬局、見守

り等の生活支援事業等を実施す

る営利を目的としない法人も含

まれる。

(社員の資格の取得)

第 10条本法人の社員になろうとする者は、理事会の定

めるところにより申込みをし、その承認を得なけれぱな

らない。

2 本法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるご

とに必要な変更を加えなけれぱならない。

・介護事業だけでなく、薬局、見守

り等の生活支援事業等を実施す

る営利を目的としない個人も含

まれる。

第11条以下の者については、社員としない。

①本法人と利害関係を有する営利を目的とする団体

の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは

三親等以内の親族

②本法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又

は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族

③本法人の参加法人と利害関係を有する営利を目的

とする団体の役員又は職員

④本法人の参加法人と利害関係を有する営利事業を

営む個人

⑤前各号に掲げる者に類するもの

・必須記載事項

・例えぱ、社員総会の承認を得る

こととすることも可能

・必須記載事項

5



(経費の負担)

第12条本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充て

るため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会に

おいて別に定める額を支払う義務を負う。

第 13条第9.条の①又は②の参加法人が、次に掲げる

事項を決定するに当たっては、あらかじめ、本法人に意

見を求めなけれぱならない。

①予算の決定又は変更

②借入金(当該会計年度内の収入をもって償還するー

時の借入金を除く。)の借入れ

③重要な資産の処分

④事業計画の決定又は変更

⑤定款又は寄附行為の変更

⑥合併又は分割

⑦目的たる事業の成功の不能による解散

・経費の負担を生じさせる場合には

定款に規定が必要(法人法第27

条(経費の負担))

・事業活動に経常的に生じる費用と

は、本法人の本部運営に当たって

発生する事務的経費等であり、医

療連携推進業務に要する費用に

ついては、財源を別途確保する必

要がある。

(任意退社)

第 14条社員は、社員総会において別に定める退社届を

提出することにより、任意にいつでも退社することがで

きる。

(

・必須記載事項

・医療法第70条の3第1項第17号

・意見を求める事項については、す

べてを具体的に明記すること。

(左欄①~⑦に掲げる事項は

医療法第70条の3第1項第17号

に掲げるものであり、すべて意見

を求める事項としなけれぱなら

ない。)

(除名)

第巧条社員が次のいずれかに該当するに至ったとき

は、社員総会の決議によって当該社員を除名することが

できる。

①この定款その他の規則に違反したとき。

②本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をし

たとき。

・退社の手続を定める場合には定款

で規定が必要(法人法第28条(任

意退社))

・法人法第30条(除名)、第49条

2項(社員総会の特別決議)

6



③その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第 16条前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに

該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

①第12条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

②総社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第5章社員総会

・必須記載事項

・法人法及び医療法の名称とは異な

る通称名や略称を定款に使用す

る場合には、「法律上の名称」と

定款で使用する名称がどのよう

な関係にあるかを定款上明確に

することが必要

・社員総会は法人法に規定する事項

及び定款で定めた事項に限り決

議することができる(法人法第

35条第2項)。法人法の規定によ

り社員総会の決議を必要とする

事項について、社員総会以外の機

関が決定することができること

を内容とする定款の定めは効力

を有せず(法人法第35条第4

項)、社員総会以外の機関がその

決定を覆すこととなるような定

款の定めを設けることもできな

い。

(構成)

第 17条

(権限)

第18条社員総会は、次の事項について決議する。

①社員の除名

②理事及び監事の選任又は解任

③理事及ぴ監事の報酬等の額

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

7



④貸借対照表及ぴ損益計算書の承認

⑤定款の変更

⑥解散及び残余財産の処分

⑦基本財産の処分又は担保に供することに係る承認

⑧その他社員総会で決議するものとして法令又はこ

の定款で定められた事項

゛

(開催)

第 19条社員総会は、定時社員総会として毎年度0月に

1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第20条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の 10分の1以上の議決権を有する社

員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び

招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが

できる。

・定時社員総会は年に1回、毎事業

年度終了後一定の時期に招集し

なけれぱならない 6去人法第36

条第1項)ため、開催時期を定め

ておくことが望ましい。他方、臨

時社員総会は、いつでも招集する

ことができる(法人法第36条第

2項)。

(議長)

第21条社員総会の議長は、

<停11>当該社員総会において社員の中から選出する。

<例2>代表理事がこれに当たる。

・法人法第36条、第38条(社員総

会の招集)

・総社員の議決権の10分の1以上

が必要とされるが・、定款で5分の

1以下の割合を定めることも可

能(法人法第37条第1項)

(議決権)

第22条社員総会における議決権は、

・議長は社員総会の秩序を維持し、

議事を整理し、また、命令に従わ

ない者その他当該社員総会の秩

序を乱す者を退場させることが

できる強い権限を有する(法人法

54条)ため、その選出方法につ

いても定めておくことが通例

y

8

・定款で別段の定めをした場合を除

、



<伊」1>社員 1名につき 1個とする。

<伊12>社員00につき0個、社員00につき0個とす

る。

(決議)

第23条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を

有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半

数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数

以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる

多数をもって行う。

①社員の除名

②監事の解任

③定款の変更

④その他法令で定められた事項

3 第1項の規定にかかわらず、解散の決議は、総社員の

4分の3以上に当たる多数をもって行う。

き、社員は各1個の議決権を有す

る。また、<例2>については、

社員の議決権に関する定款の定

めが、①医療連携推進目的に照ら

し、不当に差別的な取扱いをしな

いものであること、②社員が当該

一般社団法人に対して提供した

金銭その他の財産の価額に応じ

て異なる取扱いをしないもので

あることのいずれも満たす場合

のみ可能(医療法第70条の3第

1項第 10号)

・法人法第49条(社員総会の決議)

(議事録)

第24条社員総会の議事については、法令で定めるとこ

ろにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印す

る。

・総社員の議決権の3分の2以上が

必要とされているが、定款により

これを上回る割合を定めること

も可能(法人法第49条第2項)

・解散については総社員の4分の3

以上の賛成がなけれぱ決議がで

きない(医療法第70条の 15にお

いて準用する同法第55条第2項)

が、定款により別段の定めをする

ことも可能

法人法第57条(議事録)

・法人法では、議決権の代理行使(第

50条)、書面による議決権の行使

(第51 )、電磁的方法による議



第6章役員

(役員の設置)

第25条本法人に、次の役員を置く。

①理事 0名以上0名以内

②監事 0名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

決権の行使(第52条)、社員総会

の決議の省略(第58条)、社員総

会への報告の省略(第59条)等

が定められており、その手続につ

いて定款に規定しておくことも

可能

「役員に関する規定」ほ必須記載

事項

(役員の選任)

第26条理事及ぴ監事は、社員総会の決議によって選任

する。

2 理事及ぴ監事を選任するに当たって、それに含まれる

各役員の親族等の数は、役員の総数の3分の1を超えて

はならない。

3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任

する。

4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者

が欠けたときは、 1月以内に補充しなければならない。

・法人法の名称と異なる通称名や略

称を定款に使用する場合(例え

ぱ、代表理事を「理事長」と表記

するような場合)には、「法律上

の名称」と定款で使用する名称が

どのような関係にあるのかを定

款上明確にする必要がある。

.理事は3名以上、監事は1名以上

置かなけれぱならない(医療法第

70条の3第1項第 13号)。

・理事会は、理事の中から代表理事

を選定しなけれぱならない(法人

法第90条第3項)。

・各役員の親族等とは、次に掲げる

者とする。

①役員のいずれか1人

②①に掲げる者の配偶者及ぴ

三親等以内の親族

③①に掲げる者と婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者

④①に掲げる者の使用人及ぴ

使用人以外の者で当該役員から

コ
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第27条以下の者については、役員としない。

①本法人と利害関係を有する営利を目的とする団体

の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三

親等以内の親族

②本法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又

は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族

③本法人の参加法人と利害関係を有する営利を目的

とする団体の役員又は職員

④本法人の参加法人と利害関係を有する営利事業を

営む個人

⑤前各号に掲げる者に類するもの

受ける金銭その他の財産によっ

て生計を維持しているもの

⑤③又は④に掲げる者の親族

でこれらの者と生計をーにして

いるもの

・代表理事の選定及ぴ解職は、認定

都道府県知事の認可を受けなけ

れぱならない(医療法第70条の

19第1項)。

(役員の職務及ぴ権限)

第28条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で

定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及ぴこの定款で定めるところによ

り、本法人を代表し、その業務を執行する。

3 代表理事は、

<仰11>毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなけれぱならない。

<例2>毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自

己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれぱなら

ない。

・必須記載事項

・理事は理事会において一定の取引

について重要な事実を開示し、そ

の承認を受けなけれぱならない

(法人法第84条、第92条)。

・法人法上、代表理事は、 3箇月に

1回以上、自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなけれぱな

らない。この報告は現実に開催さ

れた理事会において行わなけれ

ぱならず、報告の省略をすること

はできない G去人法第98条第2

項)。なお、報告の頻度について

は、定款で毎事業年度に4箇月を

Ⅱ



4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めると

ころにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつ

でも、理事及ぴ使用人に対して事業の報告を求め、本法

人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の

満了する時までとする。

超える間隔で2回以上とするこ

とも可能(法人法第91条第2項)

・法人法第99条第1項、第2項(監

事の権限)

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくな

るときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新

たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事と

しての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条役員は、社員総会の決議によって解任すること

ができる。

・理事の任期は定款又は社員総会の

決議によって短縮することが可

能(法人法第66条)

・監事の任期は2年を超えることが

できない(医療法第70条の 12に

おいて準用する同法第46条の5

第9項)。

・法人法第75条第1項(役員に欠

員を生じた場合の措置)

.

(役員の報酬等)

<仰Π>

第31条理事及び監事に対して、く伊上社員総会におい

て定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める

報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等と

して支給することができる。

<例2>

第31条理事及ぴ監事は、無報酬とする。ただし、常勤

の理事及び監事に対しては、く伊上社員総会において定

める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬

等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として

・法人法第70条第1項(解任)

・監事を解任する場合は特別決議が

必要(法人法第49条第2項)

・理事及ぴ監事の報酬について、定

款でその額を定めていないとき

は、社員総会の決議によって定め

る必要がある(法人法第89条、

第 105条第 1項)。

・法人法では、代表理事に欠員が生

じた場合の措置(第79条)、理事

の職務執行状況の報告(第91条

第2項)等が定められており、そ

12



支給することができる。

第7章理事会

(構成)

第32条本法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第33条理事会は、次の職務を行う。

①本法人の業務執行の決定

②理事の職務の執行の監督

③代表理事の選定及ぴ解職

の手続について定款に規定して

おくことも可能

第34条代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事

の認可をもって、その効力を生じる。

「理事会に関する規定」{ま必須記

載事項

(招集)

第35条理事会は各理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があると

きは、各理事が理事会を招集する。

・医療法第70条の3第1項第巧号

(決議)

第36条理事会の決議は、決議について特別の利害関係

を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数

をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及ぴ一般財団

法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理

事会の決議があったものとみなす。

・法人法第90条第2項

・医療法第70条の 19第1項

・原則として、各理事が理事会を招

集するが、理事会を招集する理事

を定款又は理事会で定めること

も可能(法人法第93条第1項)

,

・過半数を上回る割合を定款で定め

ることも可能6去人法第95条第1

項)

・特別の利害を有する理事が、議決

に加わることはできない(法人法

第95条第2項)。

・理事会については、代理人による

議決権の行使、書面による議決権

の行使は認められない。

・可否同数の場合に、議長に2票を

13



与えることになるような定款の

定めをすることは不可

・理事が理事会の決議の目的である

事項について提案をした場合に

おいて、当該提案につき理事,(当

該事項について議決に加わるこ

とができるものに限る。)の全員

が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたとき(監事が

当該提案について異議を述べた

ときを除く。)は、当該提案を可

決する旨の理事会の決議があっ

たものとみなす旨を定款に定め

ることができる(法人法第96条)。

(議事録)

第37条理事会の議事については、法令で定めるところ

により、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印す

る。

＼_

(構成)

第38条本法人に地域医療連携推進評議会を置く。

2 地域医療連携推進評議会は、医療又は介護を受ける立

場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関

係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構

成する。

3 地域医療連携推進評議会の定員は、 0人以内とする。

4 地域医療連携推進評議会の構成員は、社員総会におい

て、第2項に掲げる者の中から選任する。

第8章地域医療連携推進評議会

.

・定款で、記名押印する者を、当該

理事会に出席した代表理事及び

監事とすることも可能(法人法第

95条第3項)

(権限)

第39条士也域医療連携推進評議会は、本法人が第1.3条の

意見を述べるに当たり、本法人に対し、必要な意見を述

・必須記載事項

・例えぱ、理事会において選任する

ことも可能

14

・必須記載事項



ぺることができる。

2 地域医療連携推進評議会は、参加法人が開設する病院

等の機能分担及ぴ業務連携の目標に照らし、本法人の業

務の実施の状況について評価を行い、必要があると認め

るときは、社員総会及ぴ理事会において意見を述べるこ

とができる。

3 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。

(開催)

第40条地域医療連携推進評議会は、毎年度0月に1回

開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第41条地域医療連携推進評議会は、理事会の決議に基

づき代表理事が招集する。

2 地域医療連携推進評議会の構成員は、代表理事に対

し、地域医療連携推進評議会の目的である事項及び招集

の理由を示して、地域医療連携推進評議会の招集を請求

することができる。

第42条本法人の資産は次のとおりとする。

①設立当時の財産

②設立後寄附された金品

③事業に伴う収入

④その他の収入

2 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所におい

て備え置くものとする。

第9章資産及び会計

・前条第1項及ぴ第2項の意見を述

ぺるために、あらかじめ開催時期

や招集方法を定めておくことが

望ましい。

第43条本法人の資産のうち、次に掲げる財産を基本財

産とする。

(1) 冒■尋

② ■冒■

③

「資産及び会計に関する規定」ほ

必須記載事項

15



2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。た

だし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会

の承認を得て、処分し、又は担保に供することができる。

(事業年度)

第44条本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌

年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第朽条この法人の事業計画書、収支予算書については、

毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成

し、く伊Π:理事会の承認、例2:理事会の決議を経て、

社員総会の承認>を受けなけれぱならない。これを変更

する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事

務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くも

のとする。

,必須記載事項

・定款に別段の定めをすることも

可能(医療法第70条の 14におい

て準用する同法第53条)

(事業報告及ぴ決算)

第46条本法人は、毎会計年度終了後2箇月以内に、事

業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事

業者との取引の状況に関する報告書、資金調達の支援及

び出資の状況に関する報告害、純資産変動計算書及ぴ附

属明細表(以下「事業報告書等」という。)を作成しな

けれぱならない。

2 本法人は、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成し

た時から 10年間、当該貸借対照表及ぴ損益計算書を保

存しなけれぱならない。

3 本法人は、事業報告寺等について、監事の監査を受け

なけれぱならない。

4 本法人は、財産目録、貸借対照表及ぴ損益計算書につ

いて、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」

という。)の監査を受けなけれぱならない。

5 本法人は、前2項の監事及ぴ公認会計士等の監査を受

t

・事業報告及ぴ決算については定め

られた書類の作成、保存イ監事及

び公認会計士等の監査、理事会の

承認が必要(医療法第70条の14

において準用する同法第51条)

・医療連携推進認定を受けた初年度

の事業報告書、損益計算書、純資
、、

産変動計算書及び附属明細表に

ついては、認定前の期間も含めた

通期により作成すること。

・事業報告書等については、監事の

監査が必要であり、そのうち、財

産目録、貸借対照表及び損益計算

書については、公認会計士等の監

16



C"

けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなけれ

ぱならない。

第47条本法人の理事は、前条第5項の承認を受けた事

業報告書等を社員総会に提出しなけれぱならない。

2 本法人の理事は、前項の社員総会の招集の通知に際し

て、社員に対し、前条第5項の承認を受けた事業報告書

等を提供しなけれぱならない。

3 第1項の規定により提出された貸借対照表及び損益

計算書は、社員総会の承認を受けなけれぱならない。

4 本法人の理事は、第1項の規定により提出された事業

報告書等(貸借対照表及び損益計算害を除く。)の内容

を社員総会に報告しなけれぱならない。

ノ

第紹条本法人は、前条第3項の承認を受けた貸借対照

表及び損益計算書を公告しなけれぱならない。

査も必要

第49条本法人は、次に掲げる書類を主たる事務所に備

えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場

合を除いて、これを閲覧に供しなけれぱならない。

①事業報告書等、監事の監査報告書及び定款

②公認会計士等の監査報告書

2 本法人は、社員総会の日の1週間前の日から5年間、

事業報告書等(財産目録を除く。)、監事の監査報告書及

ぴ公認会計士等の監査報告書を主たる事務所に備え置

かな,けれぱならない。

3 本法人は、第1項の書類の写しを従たる事務所に備え

て置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合

を除いて、これを閲覧に供しなけれぱならない。

4 本法人は、社員総会の日の1週間前の日から3年間、

事業報告書等(財産目録を除く。)の写し、監事の監査

報告書の写し及び公認会計士等の監査報告書の写しを

従たる事務所に備え置かなけれぱならない。

・事業報告及び決算については、医

療法第70条の14において準用す

る同法第51条の2の規定に基づ

き、定められた書類に関して社員

総会における承認、報告が必要

・医療法第70条の 14において準

用する同法第51条の3 (公告)

・事業報告及び決算については、定

められた書類に関して備え置き、

閲覧に供することが必要(医療法

第70条の14において準用する同

法第51 条の4)

,主たる事務所においては原本を5

年間、従たる事務所においては、

その写しを3年間備え置く必要

がある。

第50条本法人は、毎会計年度終了後3月以内に、事業

報告書等、監事の監査報告書及ぴ公認会計士等の監査報

{
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・医療法第70条の14において準用

する同法第52条



告書を認定都道府県知事に届け出なけれぱならない。

第51 条決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当し

てはならない。

(医療連携推進目的取得財産残額の算定)

第52条代表理事は、毎事業年度、当該事業年度の末日

における医療連携推進目的取得財産残額を算定し、財産

目録に記載するものとする。

(定款の変更)

第53条この定款は、社員総会の決議によって変更する

ことができる。

第10章定款の変更及ぴ解散

,医療法第70条の 14において準用

する同法第弘条

第 54条

もって、

この定款の変更は、認定都道府県知事の認可を

その効力を生じる。

第弱条本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係

る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を認定都

道府県知事に届け出なけれぱならない。

f

(解散)

第56条本法人は、次の事由によって解散する。

①目的たる業務の成功の不能

②社員総会の決議

③社員の欠亡

④破産手続開始の決定
、

2 本法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなけれぱ、

前項第2号の社員総会の決議をすることができない。

3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合

は、認定都道府県知事の認可を受けなけれぱならない。

・必須記載事項

・定款を変更する場合は特別決議が

必要(法人法第49条第2項、第

146 条)

・医療法第70条の 14において準

用する同法第54条の9

・医療法第70条の 18第1項にお

いて準用する同法第54条の9第

5項

・必須記載事項
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第57条本法人が解散したときは、破産手続開始の決定

による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。た

だし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任する

ことができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本法人が解

散した場合には、認定都道府県知事にその旨を届け出な

けれぱならない。

3 清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職

務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

①現務の結了

②債権の取立て及び債務の弁済

③残余財産の引渡し

(医療連携推進認定の取消し等に伴う贈与)

第58条本法人が医療連携推進認定の取消しの処分を受

けた場合には、社員総会の決議を経て、医療連携推進目

的取得財産残額に相当する額の財産を、当該医療連携推

進認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方

公共団体、公的医療機関の開設者(医療法第 31 条に定

める公的医療機関の開設者をいう。以下同じ。)、財団た

る医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定め

のないものに贈与するものとする。

,必須記載事項

(残余財産の帰属)

第59条本法人が清算をする場合において有する残余、財

産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、

公的医療機関の開設者、財団たる医療法人又は社団たる

医療法人であって持分の定めのないものに贈与するも

のとする。

・必須記載事項

・本法人が、公益認定法第4条の公

益認定を受けた者である場合、本

条は適用しない。

(公告の方法)

第60条本法人の公告は、

<仮11>官報に掲載する方法

<例2>00県において発行する00新聞に掲載する

第11章公告の方法

n

・必須記載事項

・本法人が、公益認定法第4条の公

益認定を受けた者である場合、本

条は適用しない。
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方法

<伊13>電子公告

により行う。

<伺13の場合>

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公

告をすることができない場合は、

<例4>官報

<例5>00県において発行する00新聞に掲載する方

法による。

ノ

第61条この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の

議決を経て定める。

第12章雑則

1 本法人の設立時社員の名称又は氏名及び住所は、次の

とおりである。

0県0市0町0丁目0番0号 0法人0会

0県0市0町0丁目0番0号 0法人0会

0県0市0町0丁目0番0号 0000

附則

^

2 本法人の設立時役員の氏名及ぴ住所は、次のとおりで

ある。

代表理事 0県0市0町0丁目0番0号

0法人0会 0000

0県0市0町0丁目0番0号理事

0法人0会 0000

20

・必須記載事項

監事

骨

圏

0県0市0町0丁目0番0号

0000

■ -1



公益社団法人日本医師会担当理事殿

標記について、別添のとおり各都道府県へ通知しましたので、御了知願います。

地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について

医政支発 0217 第 4 号
平成 29年2月17日

厚聖削動虐
塵酬両懐痛
ヨ営周雁厚生労働省医政局医療経営支援課

需罷幽腫



ウ

各都道府県医政主管部(局)長殿

医療法(昭和23年法律第205号)第70条の14において準用する同法第駐条第1項に

規定する事業報告書等及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第33条の2

の3に規定する監事の監査報告書の様式について下記のとおり定めたので、御了知

の上、適正なる実施を期されたい。

地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について

医政支発0217第3号

平成 29年2月17日

厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公印省略)

別添1

別添2

別添3

別添4

別添5

事業報告書

関係事業者との取引の状況に関する報告書

法第70条第2項第3号に規定する支援の状況に関する年度報告書

法第78条の8第2項に規定する出資の状況に関する年度報告書

監事監査報告書

記



[臣憂刃

1 地域医療連携推進法人の概要

①地域医療連携推進法人の名称

地域医療連携推進法人0000

②事務所の所在地

00県00市00

注)複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載すること
ノ

③医療連携推進区域

0000

伯

告書事業報

平成00年00月00日至平成00年00月00日)

④一般社団法人設立年月日

平成00年00月00日

(5)-1 都道府県知事認定年月日

平成00年00月00日

(5)-2 設立登記年月日

平成00年00月00日

⑥社員の構成

氏名又は名称

⑦役員の構成

職名

代表理事

合計

理事

議決権数

氏名 備考



同

同

同

同

同

監事

注:備考欄には、役員の略歴を記載すること。

⑧従業員等の人数

同

従業員数

受入出向者数

⑨地域医療連携推進評議会の構成員

氏名

人

人

曼

注:評議員にうぃては、備考欄に評議員の選任理由を記載すること。(医療法第70条の3第16号参照)

(10)参加法人の概況

NO

備考

法人の名称

1

2

3

施設又は事業所

(以下「施設等」

という。)の名称

4

5

施設等の所在地 実施事業の内容

2



゛

QD 病院等の参加施設の概況

NO
施設の

名称

1

2

3

4

施設の

種類

5

6

許可

病床数

注1

注2

介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載するとと。

地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を

施設の名称の下に【】書で記載する。

当該地域医療連携推進法人自身が施設を開設することがある場合には、当該施設についても記載

すること。

参加法人が、当該施設の総資産を把握していない場合には、法人全体の金額を掲記し、その旨を

注記するとと。

注3

床

事業収益

床

注4

床

床

a2)介護事業等地域包括ケアシステムに資する事業を行う施設等がある場合の概況

事業費用

床

床

NO
施設等の

名称

会計

年度

1

(単位:千円)

2

3

総資産

施設等の

種類

4

注1 当該地域医療連携推進法人自身が施設等を開設し、又は管理することがある場合には、当該施設

等についても記載,、ること。

参加法人が、当該施設等の総資産を把握していない場合には、法人全体の金額を掲記し、その旨

を注記すること。

注2

定員

2 事業の概要

①医療連携推進に資する事業

人

事業収益

人

人

人

事業費用
会計

年度

(単位:千円)

総資産

3



②介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業

(3)'その他の事業

④地域医療連携推進評議会による業務の評価結果及び地域医療連携推進法人の対応状況

⑤当該会計年度内に社員総会、理事会で議決又は同意した事項

平成年月日平成00年度決算の決定

平成年月日定款の変更

平成年月日'社員の入社及び除名

平成年月日理事、監事の選任、辞任の承認

(6)当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

平成年月日

平成年月日

平成年月日

⑦その他

※本事業報告書には、以下の書類を添付するとと。添付書類には、当該地域医療連携推進法人の最終会計

年度の末日時点の内容を記載すること。

①医療連携推進方針

②医療法第70条の3第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類

(3)医療法第70条の4第1号イから二までのいずれにも該当しないことを証する書類

医療法第70条の4第2号及び第3号のいずれにも該当しないことを証する書類

④表明・確約書(新たに入社した者に限る。)

4



、

厄亟刃

土1

(1)法人である関係事業者

種類

関係事業者との取引の状況に関する報告書

名称

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

所在地
総資産額
(千円)

注 「関係事業者との関係」欄について、社員との取引である場合には、社員である旨及び
当該社員の有する地域医療連携推進法人の議決権割合を記載すること。

事業内容

(2)個人である関係事業者

関係事業者
との関係

種類

取引の
内容

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

取引金額
(千円)

氏名

注

科目

「関係事業者との関係」欄について、社員との取引である場合には、社員である旨及び
当該社員の有する地域医療連携推進法人の議決権割合を記載すること。

職業

期末残高
(千円)

関係事業者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

5



厘唾三

法第70条第2項第3号に規定する支援の状況に関する年度報告書

(平成年月日から平成年月日まで)

1.法人の概要

名

代表者氏名

称

所在地

設立年月日

資本金(基本金)

事業概要

2 支援の種類

r資金の貸付

3 支援の年月日

平成年

支援の目的4

广債務の保証

5

月

支援の金額

000円

貸付利率

0%

千円

6

日

r基金を引受ける者の募集

※支援に関する契約書を添付すること。

＼

6
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厘亟刃

法第70条の8第2項に規定する出資の状況に関する年度報告書

(平成年月日から平成年月日まで)

出資を受ける事業者の概要

名

代表者氏名

称

所在地

設立年月日

資本金(基本金)

設立目的

組織人員2.

役員

常勤

非常勤

理事又は取締役

職員

正規職員

千円

臨時職員

名

ト職員等

監事・監査役

名

計

名

斗

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

7

計

計

0
＼ノ



3 主な事業

医療連携推進区域:000

く

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4 事業実績(概要)

①

②

③

ノ

5 配当の時期

※出資を受ける事業者の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。

8
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厘唾回

地域医療連携推進法人00

代表理事 00 00 殿

私(注1)は、地域医療連携推進法人00の平成00会計年度(平成00年4月1

日から平成00年3月31日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いまし

た。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私(注1)は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の

執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務

及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳

簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資

産変動計算書及び附属明細表(注2)の監査を実施しました。

監事監査報 書

監査結果

(1)事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認め

ます。

(2)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致して

いるものと認めます。

(3)計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているもの

と認めます。

④理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

注1

注2

監事が複数の場合には、「私たち」とする。

関係事業者との取引がある地域医療連携推進法人については、「関係事業者

との取引の状況に関する報告書」、参加法人に対する資金の貸付けを行う地

域医療連携推進法人については、「法第70条第2項第3号に規定する支援の

状況に関する年度報告書」、出資を行う地域医療連携推進法人は、「法第 70

条の8第2項に規定する出資の状況に関する年度報告書」をそれぞれ含める

ものとする。

9

平成00年00月00日

地域医療連携推進法人0000

監事 00 00 印

告

記




