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AOI REPORT 

地域医療連携推進法人制度の動向 

（2025 年へ向けた医療介護の将来像） 

医療機関相互の機能区分及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成

するための一つの手段として、新たな法人の認定制度が 2017年４月よ

り開始された。複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よ

りも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保す

ることが期待されている。 
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AOI REPORT 

地域医療連携推進法人制度の動向 

概要 

政府は持続可能な社会保障制度の改革に向けて、病院や社会福祉施設等の経営を効

率化・高度化するとともに、受け皿不足となっている回復期病床等を増やし、在宅医

療・介護分野を充実する機能分化を検討。2013年 8月社会保障制度改革国民会議が地

域医療ビジョンの策定と速やかな実行、医療法人・社会福祉法人制度見直しの必要性

などを盛り込んだ医療・介護分野改革の方向性が示され「非営利ホールディングカン

パニー型法人制度（仮称）」の動きが始まった。 

 

2014年１月の世界経済フォーラム

年次会議（ダボス会議）で安倍首相が

「日本にも米国のメイヨークリニック

のようなホールディングカンパニー型

の大規模医療法人ができてしかるべ

き」と発言したことから新制度の動き

が一挙に加速した。その後、各種検討

委員会が議論を重ね、2015年 9月 28

日に公布された「医療法の一部を改正

する法律」(2015年法律第 74号)により医療法の一部が改正され、2017年 4月 2日に

施行されたのが「地域医療連携推進法人制度」（以下本制度）である。 

  

これまで各地域で医療サー

ビスを提供している医療機関

は、それぞれの理念や経営方

針、社会的使命などを提唱し

共同体となるには多くの課題

があった。しかし、本制度が

地域毎に設立されれば、地域

の医療・介護の価値観やベク

トルを一致させ効率的な医療

介護サービスの提供や経費削

減などが期待される。さらに

「地域包括ケアネットワー

ク」の構築を加速させ、地域医療構想の機能分化も進みバランスの取れた医療介護サ

ービスが地域で提供できる。全国で７つの法人が設立し 2025年までに安定した医療・

介護サービスの提供を目指している。 
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非営利法人が参画する新たな法人制度 

本法人に参加できるのは非営利を旨とする、病院や診療所、介護老人保健施設など

を開設する法人、医療者養成機関、地方独立行政法人や自治体などであり、参加法人

はもれなく社員となる。法人以外の個人開業医なども社員として参画できる。原則と

して社員 1名につき 1票の議決権が与えられ、連携法人に関する事項の決議は社員総

会で行われる。また、法人内には業務を執行する理事会ならびに社員総会で意見を述

べることのできる評議会を設ける必要がある。図表１参照 

 理事のうち少なくとも一人は、都道府県や郡市区の区域を単位として設立された医

師会、歯科医師会から参加するものと考えられる。 

 

新法人設立の手順 

 厚生労働省が示した定款例については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び医療法の規定に沿って例示したものであり、必ずしもこのとおりである必要は

ないが、これらの法の規定に沿って対応することになる。モデル定款を参考に定款を

策定し、一般社団法人の登記をする。また、代表理事は１名置くことになる。次い

で、「医療連携推進方針」を添えて都道府県知事に申請するが、これには連携推進区

域、参加施設間の機能分担や業務連携の概要、その目標などを明記する必要がある。

その後、都道府県医療審議会での意見聴取を経て認定の可否がくだる。 
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 自施設や地域医療の存続に危惧を抱く法人・個人が自発的に参加し、前向きな議論

を重ねて策を講じる連携推進法人という枠組みは、地域医療・地域包括ケアの構築を

円滑に進めるツールの一つとして期待されるが、その実現には多少痛みを伴うことが

予測される。図表２参照 

 

地域医療連携推進法人の業務  

Ⅰ．医療連携推進業務 事業比率 50％超 

１．病院等に係る業務で、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

して行う以下の業務（医療法第 70条第 2項）  

（１）医療従事者の資質の向上を図るための研修  

（２）病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給  

（３）資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに 必要な資金を

調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの 
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（４）その他連携業務 

  ・医師、看護師等の在籍型出向。 

・医薬品、医療機器以外の物品等の一括購入。 

２．病院等及び介護事業等に係る業務で医療連携推進方針に沿った連携の推進を図る

ことを目的とする業務（医療法第 70条の 8第 1項） 

３．病院等の開設、介護事業等に係る施設・事業所の開設・管理 （医療法第 70条の

8第 3項）※ 

Ⅱ．医療連携推進業務以外（医療法第 70条の 3第 1項第 4号） 

 ・医療連携推進業務に支障を及ぼさない場合に限る 

※出資を行う場合は、100％子会社で医療連携推進業務に関連するものに限る（医療法

第 70条の 8第 2項）。 また孫会社を設立する場合には子会社が 100％議決権を有

する必要がある。 

 ※病院等の直営事業を「医療連携推進業務」外で実施する場合は、連携推進業務以外

の事業比率（50％未満）に抑える必要がある。 

 

地域医療連携推進法人の社員 

参加法人 

・病院等（病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院）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に資する事業（介護事業等）に係る施設

等を開設、管理する法人 

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厚生労働

省令で定める者（営利を目的としていないものに限る） 

・病院等を開設する個人  

・介護事業、その他の地域包括ケアシステムに資する事業（介護事業等）に係る施設

等を開設、管理する個人  

・ 病院等を開設する法人や介護事業等を行う法人で参加法人以外  

・当該医療連携区域で、大学その他医療従事者を養成する機関を開設する者  

・当該医療連携区域で、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

務に係る業務を行う者 

※営利を目的とするものは社員になれない  
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※利害関係のある営利企業の役員（親族も）、職員も社員になれない 

※非営利法人でも実質的に利益の分配を行っている場合には社員になれない 

 

参加法人の病床の融通 

・参加法人同士、または同一参加法人内で、病床数の合計が増加しなければ、病床過

剰地域でも病床を融通できる（医療法第 30条の 4第 10項）。 

・参加法人の病床数の合計が減少する場合には、医療連携推進区域での医療提供体制

の確保に支障を及ぼさないこと。 

 

新制度活用に伴う２つの流れ 

本制度の活用方法には主に２つの流れがある。１つは、地域医療の衰退や共倒れを

防ぐために、競争でなく協調を選ぶことで地域の医療・福祉提供体制を保持していこ

うというもの。もう１つは、高度急性期病院を中心に、それを支える医療・福祉施設

が同一法人としてがっちり連携を組もうというものだ。沖縄県の二次医療圏毎の医師

会支部にて今後の方針が示され進めて行くことになるが、将来的な人口動態や医療ニ

ーズを考えると北部地区、宮古地区、八

重山地区は協調路線、中部地区と南部地

区は高度急性期病院を中心とした連携路

線で進むと予測している。 

 

※二次医療圏とは 

地域の実情に応じた医療を提供する体

制を確保するために、都道府県が設定す

る地域単位。日常生活に密着した保健医

療を提供する一次医療圏（基本的に市町

村単位）、健康増進・疾病予防から入院

治療まで一般的な保健医療を提供する二

次医療圏（複数の市町村）、先進的な技

術を必要とする特殊な医療に対応する三

次医療圏（基本的に都道府県単位）があ

る。 
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メリットとデメリット 

 本制度の最大のメリットは、合併や買収ではなく、参加法人が各々独立性を保ちな

がら、医薬品の共同購入や参加法人間の病床融通、人的交流、医療従事者の共同研修

などグループ化の利点のみを享受できることが期待される。 

 

メリット ・地域住民に対する安定的な医療・介護提供体制の構築。 

・地域の人口変動や地域医療構想に柔軟に対応できる。 

・地域連携の効率化に伴う診療報酬の算定率向上。 

・共同研修や医療機器の共同使用による効率化。 

・医薬品の共同購入によるコスト削減。 

・医療経営の安定化。 

・地域の人材流失の防止。 

デメリット ・法人内での取り決め事項の煩雑さ。 

・参加法人の役割や経営方針の決定を地域へ委ねることになる。 

 

他都道府県の動き 

全国で７つの新制度法人が設立している。 

※平成 30年 12月 1日現在 

法人名 地域 理念・運営方針 

地域医療連携推進法人 

日本海ヘルスケアネット 

山形県 ここ庄内地域において急に進む少子高齢化、

過疎化の状況の中で、山形県が進める地域医

療構想の実現を図り、地域包括ケアシステム

のモデルを構築し、医療、介護、福祉等の切

れ目のないサービスを、将来にわたって安定

的に提供することを目指す。 

地域医療連携推進法人 

医療戦略研究所 

福島県 当法人は、充実した医療介護をあまねく提供

することが困難な時代において、医療介護の

有機的な地域連携を実現するための組織の設

立・運営・経営戦略に関する学術的な検討及

び助言指導を行うことにより、医療介護福祉

の発展向上に資することを目的とする。 

地域医療連携推進法人  

房総メディカルアライア

ンス 

千葉県 既に高齢化の進んでいる安房地域において、

急性期医療、リハビリテーション、 介護、在

宅等に途切れのない地域包括ケアシステムの

一翼を担い、地域の基幹病 院の連携モデルを

目指すことにより、千葉県地域医療構想の実

現に寄与する。 

地域医療連携推進法人 

尾三会 
愛知県 尾三会は、広域をカバーする高度・専門医療

を安定的に供給する一方で、地域住民の皆様

が住み慣れた地域を中心に、切れ目なく適切

な医療・介護サービスを利用できるよう、高

度急性期医療と地域包括ケアの連携モデルを
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構築し、愛知県地域医療構想の確実な実現に

貢献いたします。  

地域医療連携推進法人 

はりま姫路総合医療セン

ター整備推進機構 

兵庫県 県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病

院（以下、「両病院」という。）を統合再編

するにあたり、診療機能の集約化、教育・研

修機能を有するための指導 体制の充実強化等

を図るため、統合前から、両病院相互間の機

能分担及び業務の 連携を推進し、中播磨・西

播磨圏域において質の高い効率的な医療提供

体制を確 保していく。 

地域医療連携推進法人 

備北メディカルネットワ

ーク 

広島県 医療機関相互の業務の連携を推進し、地域に

おいて良質かつ適切な医療を効率 的に提供で

きる地域完結型医療の実現を目指す。 

地域医療連携推進法人 

アンマ 
鹿児島

県 

 

 

日本医師会の見解 

2014年 6月 27日 医療法人の事業展開等に関する検討会 日本医師会は地域医療構想

の下で、医療機能の分化・連携を推進する ため、非営利原則を堅持しつつ、地域の医

療機関が有機的に連携できるよ う「統括医療法人（仮称）」制度を提案。 

 

日本医師会 横倉義武会長（2014年 9月 20日 日医ニュース）  

「非営利ホールディングカンパニー型法人制度（仮称）は、あくまでも非営利の原則

を徹底すべき」 

 

日本医師会 横倉義武会長（2017年 2月 15日 メディファクス）  

「山間部やへき地で医療機関単

独の運営が難しいところで、

『地域医療を維持できるよう

に』と努力していただいている

医師会が多い。そのようなとこ

ろは、しっかりと取り組んでも

らいたい。ただ、大病院が集約

する形で大きな法人をつくろう

という動きもある。そういうの

は望ましくない」と説明。その

上で「『地域医療をいかに守る

か』という観点で取り組むこと

が一番重要だ」 
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社会保障費の抑制 

 平成 31年度の社会保障費予算は一般会計歳出総額 101兆 4,571億円の約 34％の割

合を占める 340,593億円で前年度より 2.9%増額。社会保障関係予算の内訳は、医療が

118,543億円（３５％）介護は 32,101億円（９％）。図表３参照 

 

2016 年度から 2018 年度までの 各年度の増加額（約 5,000 億円）を下回る約 4,800 

億円を 2019年度予算における社会保障関係費の実質的な伸びとすることとされた。 

 

沖縄県の地域医療構想 

 

※沖縄県保健医療部 平成 29年３月 地域医療構想概要版より 
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沖縄県の地域医療構想では、2025年までに高度急性期 30床、急性期 1,076床、慢性

期 507床を削減、回復期 3,141床を増床し全体で 1,403床増槽する予定である。 

考察 

 政府は都道府県知事へ医療介護サービスの将来像を委ね 2015年 9月 28日に公布さ

れた「医療法の一部を改正する法律」により地域包括ケアネットワークの構築は 2025

年へ向けて益々加速し医療介護サービスの効率化や質向上を図りながら「地域での切

れ目ない支援体制」の実現を目指している。 

沖縄県の地域医療構想では過剰病床である一般急性期病床を削減し回復期病床を増

やしバランスの取れた医療提供が急務で各医療機関は機能と役割を明示し、効率的か

つ効果的な医療サービス提供を実現する必要がある。特に病床稼働率の低下や外来患

者数の減少などで経営課題を抱える病床数 200床未満の中小規模医療法人は、将来的

に安定した経営を目指すために３つの策を考えなくてはならない。１つは公益性の高

いハードルを乗り越え公費や税制優遇策となる社会医療法人や特定医療法人の要件を

満たしシフトすること。２つは地域の医療機関が協調路線で生き残る地域医療連携法

人へ一票を持って参加すること。３つは病床を回復期病床へ再編成することである。 

本制度とは異なる制度ではあるが、医療法人経営の対策にもう一つ追加すべき施策

に「持ち分なし医療法人制度」への移行がある。医療法人資産の贈与税について非課

税とする制度で、2007年 4月 1日以前に設立した医療法人が対象となる。主に一族経

営や共同出資による医療法人役員の相続問題で生ずる贈与税や資産の払い戻しにかか

わる事案で、医療法人の資産が高額になれば課税負担も大きくなりキャッシュで支払

う場合法人経営に直結する。法人設立から 20年以上経過する法人役員の高齢化で世代

交代や相続放棄など様々な問題が地域医療経営に影響を与えることが懸念される。 

 政府は超高齢化社会のピークとなる 2025年へ向け、国民に痛みを伴う改革を進めな

ければならない、高騰する社会保障費を抑えながら地域包括ケアネットを構築するた

めには地域の「自助・公助・互助・共助」の取り組みは避けては通れない。特に注目

すべきは自助だと考えている。その理由は社会保障費の自然増を考えた場合、公助が

抑えられれば自助による負担増は避けられないからである。 

 本制度により地域の医療機関が統合された場合、連携業務によるヒト・モノ・カネ

の効率的な活用が実現し、さらに情報がオープンになれば地域医療構想の推進は加速

することが考えられる。しかし、地域の大規模病院の視点から考えると、細かな規制

や地域医療連携推進協議会での決議の手続きなどスピード感のある展開は期待できな

い。したがって M&Aによる手段がベストと考えるのが現実的な選択となる。本制度に

手を挙げるのは中小規模の病院で回復期病棟や地域包括ケア病棟を経営する医療機関

と在宅医療介護を併設する診療所などで、地域の医療介護連携を最優先したい医療法

人などが考えられる。 

少子高齢化による社会環境の変化は、医療介護サービスの需要と供給の在り方にも

大きく影響を与えることになり、今後も地域における医療介護の動向を続けて追って

行きたい。 
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