
医療法人の実務（定款・寄附行為
の変更、事業報告書等の作成）



定款又は寄附行為の変更について

【説　明】
　　施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施
　行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第５０条第１項の
　認可（２以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設
　を開設する医療法人にあっては、新医療法第６８条の２第１項において読み
　替えて適用する医療法第５０条第１項の認可）の申請をしなければならない。
　（良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
　法律附則第９条第１項）

・定款又は寄附行為の変更申請は、平成２０年３月３１日までに各都道府県（大
　臣所管医療法人については地方厚生局）に提出すること

注意事項（提出方法①）

１



・定款又は寄附行為の変更申請は、旧会計年度の決算の届出以後に提出すること
　（届出期限に違いがあるため、定款等の変更前に旧会計年度の決算を届出）

注意事項（提出方法②）

【説　明】
　　新医療法第５１条から第５２条までの規定は、施行日以降に始まる会計年
　度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第５１
　条及び第５２条の規定は、なおその効力を有する。
　（良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
　法律附則第１２条第２項）

第５１条（３月以内）第５２条（２月以内）書類の届出

第５１条の２書類の閲覧
第５２条（２月以内作成）

第５１条（２月以内）書類の作成

旧　医　療　法新　医　療　法

19.4.1（施行日） 20.4.1

旧　会　計　年　度

新　会　計　年　度
決算届出
３月以内

２

定款等
申　請

決算届出
２月以内



参考（変更内容）

３

第○条　紫字第○条　紫字又は（削　除）

第○条　青字（（定めなし）を含む。）第○条　青字又は（削　除）

第○条　赤字（（定めなし）を含む。）第○条　赤字

旧モデル定款・寄附行為新モデル定款・寄附行為

パターン１（新医療法と旧モデル定款・寄附行為で齟齬が生じる部分の改正）

・平成２０年３月３１日までに変更認可申請の提出が必要

パターン２（主に規定の追加（変更）、軽微な文言修正）

・変更認可申請の提出は任意であるが、出来るだけ変更（追加）していただきたい

パターン３（主に法的根拠のない規定・文言の削除（変更））

・変更認可申請の提出は任意であるが、既に認可済であり規定の削除は強制ではない

・なお、法的根拠のない規定を新たに定款に定める場合、審査や確認のための必要な書類として、省令及び

　通知等で規定する添付書類以外の書類を提出していただくことがある

パターン４（経過措置型医療法人から新法の医療法人へ移行する際に定款・寄附行為の変更が必要な部分）

・変更認可申請の提出は任意であるが、

　◇社団は定款の変更に伴う課税関係が明確になるまで新法の医療法人への移行は待ったほうがよい

　◇財団は寄附行為の変更に伴う課税が生じないため出来るだけ変更していただきたい



４

第４条　本社団の開設する病院（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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）
（定めなし）

第６条　本社団の社員になろうとするものは、社員総会の
承認を得なければならない。
（定めなし）

第４条　本社団の開設する病院（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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）
２　本社団が○○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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）

第６条　本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承
　認を得なければならない。
２　本社団は、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ばならない。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

変更内容（社団）

パターン１（指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所の追加（変更））
・指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所を定めていない場合、又は第５条に定めて
　いる（附帯業務として取り扱っている）場合、左記のとおり追加（変更）が必要である

パターン２（社員名簿の備え置き及び必要な変更に関する規定の追加等）
・旧モデル定款の文言修正
・規定の追加（従前より医療法第６８条において準用する民法第５１条第２項が適用）



５

第９条　社員資格を喪失した者は、その出資額を限度とし
　て払戻しを請求することができる。
　（社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻し
　を請求することができる。）

（定めなし）

（削　除）

第９条　本社団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） 諸種の資産から生ずる果実
　（４） 事業に伴う収入
　（５） その他の収入
２　本社団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。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン４（社員の出資金払戻請求に関する規定の削除）
・出資持分ありの社団から出資持分なしの社団に移行する際、社員の出資金払戻請求に関する規定
　の削除が必要である

パターン２（法人の資産及び財産目録の備え置きに関する規定の追加）
・規定の追加（従前より医療法第６８条において準用する民法第５１条第１項が適用）
・社員の出資金払戻請求に関する規定（旧モデル定款第９条）の削除に併せて追加すればよい



６

第１５条　本社団の決算については、毎会計年度終了後２
　月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承
　認を受け、かつ、これを○○県知事（○○厚生局長）に
　届け出なければならない。

第１５条　本社団の決算については、毎会計年度終了後２
　月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益
　計算書（以下「事業報告書等」という。）を作成しなけ
　ればならない。
２　本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社
　団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請
　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ばならない。
３　本社団は、毎会計年度終了後３月以内に、事業報告書
　等及び監事の監査報告書を○○県知事（○○厚生局長）
　に届け出なければならない。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン１（事業報告書等の作成、閲覧及び届出の規定の改正）
・都道府県知事（地方厚生局長）への届出期限が２月以内から３月以内に延長
・事業報告書等の作成及び事務所での閲覧に関する規定を追加



７

第１７条　本社団に、次の役員を置く。
　（１） 理事　○名以上○名以内
　　　　うち理事長１名
　　　　　常務理事○名

　（２） 監事　○名
２　理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中
　から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の
　者から選任することを妨げない。
第１８条　理事長及び常務理事は、理事の互選によって定
　める。
２　本社団の開設する病院（診療所、介護老人保健施設）
　の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし､
　○○県知事（○○厚生局長）の認可を受けた場合はこの
　限りでない。
３　前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
　を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない｡

（定めなし）

第１７条　本社団に、次の役員を置く。
　（１） 理事　○名以上○名以内
　　　　うち理事長１名

　（２） 監事　○名
第１８条　理事及び監事は、社員総会において選任する。

２　理事長は、理事の互選によって定める。

３　本社団が開設（指定管理者として管理する場合を含
　む。）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管理者
　は、必ず理事に加えなければならない。

４　前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
　を失うものとする。

５　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。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン３（法的根拠のない規定及び特例規定等の削除等（既に認可済））

パターン２（理事又は監事の１／５超が欠けた場合の１月以内の補充に関する規定の追加）
・旧医療法では理事のみ規定（旧モデル定款には定めがなかった）

パターン１（指定管理者として管理する病院等がある場合は必要な規定を追加する）



８

第１９条　（略）
３　常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長
　に事故があるときは、その職務を行う。
４　理事は、本社団の常務を処理する。

５　監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。

第１９条　（略）
３　理事は、本社団の常務を処理し、理事長に事故がある
　ときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事が
　その職務を行う。

４　監事は、次の職務を行う。
　（１） 本社団の業務を監査すること。
　（２） 本社団の財産の状況を監査すること。
　（３） 本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度､
　　監査報告書を作成し、当該会計年度終了後３月以内に
　　社員総会又は理事に提出すること。
　（４） 第１号又は第２号による監査の結果、本社団の業務
　　又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款
　　に違反する重大な事実があることを発見したときは、
　　これを○○県知事（○○厚生局長）又は社員総会に報
　　告すること。
　（５） 第４号の報告をするために必要があるときは、社員
　　総会を招集すること。
　（６） 本社団の業務又は財産の状況について、理事に対し
　　て意見を述べること。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン３（法的根拠のない規定の削除等（既に認可済））

パターン１（監事の職務に関する規定の改正等）
・監事の職務内容に関する規定が新医療法で整備（従前の民法の準用規定は削除））



９

６　監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任すること
　ができない。

第２０条　（略）
２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間
　とする。
３　役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するま
　では、その職務を行うものとする。

５　監事は、本社団の理事又は職員（本社団の開設する病
　院、診療所又は介護老人保健施設（指定管理者として管
　理する病院等を含む。）の管理者その他の職員を含む｡）
　を兼ねてはならない。

第２０条　（略）
２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間
　とする。
３　役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するま
　では、その職務を行うものとする。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン１（監事の職務に関する規定の改正等）
・監事が兼職できない職務について明確化
・指定管理者として管理する病院等がある場合は必要な規定を追加する

パターン２（旧モデル定款の文言修正）

パターン２（旧モデル定款の文言修正）



１０

第２２条　定時総会は、毎年２回、○月及び○月に開催し､
　臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。

第２３条　会議は、理事長がこれを招集し、その議長とな
　る。

２　その会議を構成する社員又は理事の３分の１以上から
　連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があった
　ときは、理事長はその会議を招集しなければならない。

第２４条　社員総会は、社員の２分の１以上が出席しなけ
　れば、議事を開くことができない。

第２２条　定時総会は、毎年２回、○月及び○月に開催す
　る。

第２３条　理事長は、必要があると認めるときは、いつで
　も臨時総会及び理事会を招集することができる。
２　社員総会の議長は、社員総会において選任し、理事会
　の議長は、理事長をもってあてる。
３　理事長は、総社員の５分の１以上の社員から会議に付
　議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された場合
　には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招
　集しなければならない。
４　理事会を構成する理事の３分の１以上から連名をもっ
　て理事会の目的たる事項を示して請求があったときは、
　理事長は理事会を招集しなければならない。

第２４条　（略）

第２５条　社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ､
　その議事を開き、議決することができない。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン２（旧モデル定款の文言修正）

パターン１（社員総会及び理事会に関する規定の改正等）
・社員総会の議長の選任に関する規定の改正（理事長充て職は法的根拠なし）
・社員総会の招集に必要な定数等の改正
・社員総会の開会に必要な定数等の改正



１１

第２６条　社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか､
　出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のとき
　は、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、
　社員の除名及び解散の議決は、社員の３分の２以上が出
　席し、その３分の２以上の同意を要する。

（定めなし）

２　社員総会の議事は、出席した社員の議決権の過半数で
　決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

３　前項の場合において、議長は、社員として議決に加わ
　ることができない。

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン３（法的根拠のない規定及び特例規定等の削除等（既に認可済））

パターン２（社員総会の議長は社員として議決に参加不可とする規定の追加）
・新医療法において新規に規定



１２

　　　第７章　定款の変更及び解散
第３２条　（略）

（定めなし）

（定めなし）

（定めなし）

第３３条　本社団が解散したときは、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社員の中からこ
　れを選任することができる。

（定めなし）

（定めなし）

　　　第７章　定款の変更
第３１条　（略）
　　　第８章　解散及び合併
第３２条　本社団は、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） 他の医療法人との合併
　（５） 破産手続開始の決定
　（６） 設立認可の取消し
２　本社団は、総社員の４分の３以上の賛成がなければ、
　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､
　○○県知事（厚生労働大臣）の認可を受けなければなら
　ない。
第３３条　本社団が解散したときは、合併及び破産手続開
　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社団が解
　散した場合には、○○県知事（厚生労働大臣）にその旨
　を届け出なければならない。
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

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン２（医療法人の解散（清算を含む。）に関する規定の追加等）
・従前より医療法に規定（旧モデル定款には定めがなかった）



１３

第３４条　本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出
　資額に応じて分配するものとする。

【出資額限度法人の場合】
第３４条　本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出
　資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額
　を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決によ
　り、○○県知事（厚生労働大臣）の認可を得て、国若し
　くは地方公共団体又は租税特別措置法（昭和３２年法律
　第２６号）第６７条の２に定める特定医療法人若しくは
　医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４２条第２項に
　定める特別医療法人に当該残余の額を帰属させるものと
　する。

第３４条の２　第９条及び前条の規定は第３２条の規定に
　かかわらず変更することができない。ただし、特定医療
　法人又は特別医療法人に移行するために変更する場合は
　この限りではない。

第３４条　本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び
　破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者か
　ら選定して帰属させるものとする。
　（１） 国
　（２） 地方公共団体
　（３） 医療法第３１条に定める公的医療機関の開設者
　（４） 郡市区医師会又は都道府県医師会（民法第３４条の
　　規定により設立された法人に限る。）
　（５） 財団医療法人又は社団医療法人であって持分の定め
　　のないもの

（削　除）

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン４（残余財産の分配に関する規定の削除）
・出資持分ありの社団から出資持分なしの社団に移行する際、残余財産の分配に関する規定の削除
　が必要である

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））



１４

（定めなし）

第３５条　本社団の公告は、○○新聞（官報）によって行
　う。

　　　附　則
本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
　理 事 長　○　○　○　○
　常務理事　○　○　○　○
　理　　事　○　○　○　○

第３５条　本社団は、総社員の同意があるときは、○○県
　知事（厚生労働大臣）の認可を得て、他の社団医療法人
　と合併することができる。

第３６条　本社団の公告は、官報（及び○○新聞）によっ
　て行う。

　　　附　則
本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。
　理 事 長　○　○　○　○
　
　理　　事　○　○　○　○

旧　モ　デ　ル　定　款新　モ　デ　ル　定　款

パターン２（医療法人の合併に関する規定の追加）
・従前より医療法に規定（旧モデル定款には定めがなかった）

パターン１（公告に関する規定の改正（準用する民法の改正（平成１８年６月）に伴うもの）
・当該変更は、医療法施行規則第３２条の２の規定により遅滞なく届け出なければならないが、未
　届出である場合は、他の変更事項と併せて変更認可申請を提出すること
○民法（明治２９年法律第８９号）
　　第７９条　清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の
　　　期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を
　　　下ることができない。
　　２～３　（略）
　　４　第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
　　第８１条　清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直
　　　ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
　　２～３　（略）
　　４　第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））



１５

第４条　本財団の開設する病院（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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）
（定めなし）

第６条　本財団の資産は、次のとおりとする。
　（１） 設立当時の財産（別紙財産目録に掲げるもの）
　（２）～（５）　（略）
（定めなし）

第７条　本財団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産
　とする。
　（１） 前条第１号の財産中の不動産及び金○○万円
　（２）～（３）　（略）

第４条　本財団の開設する病院（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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）
２　本財団が○○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） ○○病院　　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（２） ○○診療所　○○県○○郡（市）○○町（村）
　（３） ○○園　　　○○県○○郡（市）○○町（村）

第６条　本財団の資産は次のとおりとする。
　（１） 設立当時の財産
　（２）～（５）　（略）
２　本財団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７条　本財団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産
　とする。
　（１） 前条第１項第１号の財産中の不動産及び金○○万円
　（２）～（３）　（略）

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

変更内容（財団）

パターン１（指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所の追加（変更））
・指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所を定めていない場合、又は第５条に定めて
　いる（附帯業務として取り扱っている）場合、左記のとおり追加（変更）が必要である

パターン２（財産目録の備え置きに関する規定の追加）
・従前より医療法第６８条において準用する民法第５１条第１項が適用



１６

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、理事会及び評議員会
　の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる｡

第８条　本財団の資産は、理事会及び評議員会の議決を経
　て定めた方法によって、理事長が管理する。

第１０条　本財団の収支予算は、毎会計年度開始前に、理
　事会及び評議員会の議決を経て定める。

第１２条　本財団の決算については、毎会計年度終了後２
　月以内に監事の監査を経た上、理事会及び評議員会の承
　認を受け、かつ、これを○○県知事（○○厚生局長）に
　届け出なければならない。

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、理事会の議決を経て､
　処分し、又は担保に供することができる。

第８条　本財団の資産は、理事会の議決を経て定めた方法
　によって、理事長が管理する。

第１０条　本財団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事
　会の議決を経て定める。

第１２条　本財団の決算については、毎会計年度終了後２
　月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益
　計算書（以下「事業報告書等」という。）を作成しなけ
　ればならない。
２　本財団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本財
　団の寄附行為を事務所に備えて置き、評議員又は債権者
　から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ばならない。
３　本財団は、毎会計年度終了後３月以内に、事業報告書
　等及び監事の監査報告書を○○県知事（○○厚生局長）
　に届け出なければならない。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））
・評議員会は諮問機関であり同意が原則
　（評議員会の議決を要する事項については寄附行為又は細則で定めること）

パターン１（事業報告書等の作成、閲覧及び届出の規定の改正）
・都道府県知事（地方厚生局長）への届出期限が２月以内から３月以内に延長
・事業報告書等の作成及び事務所での閲覧に関する規定を追加



１７

第１３条　決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及
　び評議員会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産
　に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配
　当してはならない。

　　　第４章　役員
第１４条　本財団に、次の役員を置く。

　（１） 理　事　○名以上○名以内
　　　うち理事長１名
　　　　　常務理事○名

　（２） 監　事　○名
　（３） 評議員　○名以上○名以内
第１６条　（略）
第１５条　理事長及び常務理事は、理事の互選によって定
　める。

第１３条　決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会の
　議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、
　又は積立金として積み立てるものとし、配当してはなら
　ない。

　　　第４章　役員及び評議員
第１４条　本財団に、次の役員及び評議員を置く。

　（１） 理　事　○名以上○名以内
　　　うち理事長１名
　　　　　

　（２） 監　事　○名
　（３） 評議員　○名以上○名以内
第１５条　（略）
２　理事長は、理事の互選によって定める。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））
・評議員会は諮問機関であり同意が原則
　（評議員会の議決を要する事項については寄附行為又は細則で定めること）

パターン１（評議員は医療法人の役員に含まれない）
○医療法（昭和２３年法律第２０５号）
　第４６条の２　医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
　第４９条の４　（略）
　２　評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））



１８

２　本財団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の
　管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、
　○○県知事（○○厚生局長）の認可を受けた場合はこの
　限りでない。
３　前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
　を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない｡

（定めなし）

２　（略）
３　（略）
４　常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長
　に事故があるときは、その職務を行う。
第１６条　（略）
２～３　（略）
４　理事は、本財団の常務を処理する。

３　本財団が開設（指定管理者として管理する場合を含
　む。）する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は､
　必ず理事に加えなければならない。

４　前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職
　を失うものとする。

５　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。

第１６条　（略）
２　（略）
３　理事は、本財団の常務を処理し、理事長に事故がある
　ときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事が
　その職務を行う。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン３（特例規定等の削除等（既に認可済））

パターン１（指定管理者として管理する病院等がある場合は必要な規定を追加する）

パターン２（理事又は監事の１／５超が欠けた場合の１月以内の補充に関する規定の追加）
・旧医療法では理事のみ規定（旧モデル寄附行為には定めがなかった）

パターン３（法的根拠のない規定の削除等（既に認可済））



１９

５　監事は、民法第５９条に規定する職務を行う。

６　監事は、この法人の理事、評議員、又は他の職務を兼
　任することができない。

４　監事は、次の職務を行う。
　（１） 本財団の業務を監査すること。
　（２） 本財団の財産の状況を監査すること。
　（３） 本財団の業務又は財産の状況について、毎会計年度､
　　監査報告書を作成し、当該会計年度終了後３月以内に
　　理事に提出すること。
　（４） 第１号又は第２号による監査の結果、本財団の業務
　　又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附
　　行為に違反する重大な事実があることを発見したとき
　　は、これを○○県知事（○○厚生局長）又は評議員会
　　に報告すること。
　（５） 第４号の報告をするために必要があるときは、理事
　　長に対して評議員会の招集を請求すること。
　（６） 本財団の業務又は財産の状況について、理事に対し
　　て意見を述べること。

５　監事は、本財団の理事、評議員又は職員（本財団の開
　設する病院、診療所又は介護老人保健施設（指定管理者
　として管理する病院等を含む。）の管理者その他の職員
　を含む。）を兼ねてはならない。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン１（監事の職務に関する規定の改正等）
・監事の職務内容に関する規定が新医療法で整備（従前の民法の準用規定は削除））

パターン１（監事の職務に関する規定の改正等）
・監事が兼職できない職務について明確化
・指定管理者として管理する病院等がある場合は必要な規定を追加する

パターン２（旧モデル寄附行為の文言修正）



２０

第１７条　評議員は、理事会において推薦した者につき、
　理事長が委嘱する。

２　評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定めら
　れた職務を行う。

第１８条　（略）
２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間
　とする。
３　役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するま
　では、その職務を行うものとする。

第２０条　（略）
２～４　（略）
５　理事会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席し
　た理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
　るところによる。

第１７条　評議員は、次に掲げる者から理事会において推
　薦した者につき、理事長が委嘱する。
　（１） 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事
　　者
　（２） 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して
　　識見を有する者
　（３） 医療を受ける者
　（４） 本財団の評議員として特に必要と認められる者
２　評議員は、役員を兼ねることはできない。

第１８条　（略）
２　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間
　とする。
３　役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するま
　では、その職務を行うものとする。

第２０条　（略）
２～４　（略）
５　理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否
　同数のときは、議長の決するところによる。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン２（評議員の資格に関する規定の追加）
・新医療法において新規に規定

パターン２（旧モデル寄附行為の文言修正）

パターン３（特例規定等の削除等（既に認可済））



２１

第２１条　理事長は、毎年１回○月に評議員会を招集しな
　ければならない。ただし、理事長において必要と認めた
　ときは、臨時に開くことができる。
２　理事及び監事は、評議員会に出席し、議事に関し意見
　を述べることができる。

３　評議員の３分の１以上、又は監事から会議の目的たる
　事項を示して請求があったときは、理事長は評議員会を
　招集しなければならない。

第２２条　評議員会の議長は、評議員の互選によって定め
　る。

第２４条　次に掲げる事項に関しては、理事長は理事会の
　議決を経て、評議員会に諮り決定しなければならない。
　１～９　（略）

第２１条　評議員会は、理事長が招集する。

（削　除）

２　評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
３　理事長は、総評議員の５分の１以上の評議員から会議
　に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された
　場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これ
　を招集しなければならない。

第２２条　次の事項は、あらかじめ評議員会の意見を聴か
　なければならない。
　（１）～（９）　（略）
２　前項に掲げる事項は、評議員会の議決を要するものと
　することができる。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン２（旧モデル寄附行為の文言修正）

パターン１（評議員会の招集に必要な定数等の改正）

パターン３（法的根拠のない規定の改正（既に認可済））
・評議員会は諮問機関であり同意が原則
　（評議員会の議決を要する事項については寄附行為又は細則で定めること）



２２

第２３条　評議員会は、評議員の２分の１以上が出席しな
　ければ、議事を開くことができない。

５　評議員会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席
　した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
　決するところによる。

（定めなし）

（定めなし）

第２３条　評議員会は、総評議員の過半数の出席がなけれ
　ば、その議事を開き、議決することができない。

２　評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、
　可否同数のときは、議長の決するところによる。

３　前項の場合において、議長は、評議員として議決に加
　わることができない。

第２７条　理事会の議事についての細則は、理事会で定め
　る。
２　評議員会の議事についての細則は、評議員会で定める｡

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン１（評議員会の開会に必要な定数等の改正）

パターン３（特例規定等の削除等（既に認可済））

パターン２（評議員会の議長は評議員として議決に参加不可とする規定の追加）
・新医療法において新規に規定

パターン２（理事会及び評議員会の議事についての細則に関する規定の追加）



２３

（定めなし）

第２６条　やむを得ない理由があるときは、理事及び評議
　員の総数のそれぞれ３分の２以上の同意を得、かつ、○
　○県知事（厚生労働大臣）の認可を得て、本財団を解散
　することができる。

第２７条　本財団が解散したときは、理事がその清算人と
　なる。ただし、評議員会の議決によって評議員の中から
　これを選任することができる。

（定めなし）

第２９条　本財団は、次に事由によって解散する。
　（１） 目的たる業務の成功の不能
　（２） 他の医療法人との合併
　（３） 破産手続開始の決定
　（４） 設立認可の取消し
２　前項第１号の事由による解散は、理事及び評議員の総
　数のそれぞれ３分の２以上の同意を得、かつ、○○県知
　事（厚生労働大臣）の認可を受けなければならない。

第３０条　本財団が解散したときは、合併及び破産手続開
　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、評議員会の議決によって評議員の中から
　これを選任することができる。
２　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

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン２（医療法人の解散（清算を含む。）に関する規定の追加等）
・従前より医療法に規定（旧モデル寄附行為には定めがなかった）



２４

第２８条　本財団が解散した場合の残余財産は、理事会及
　び評議員会の議決を経、かつ、○○県知事（厚生労働大
　臣）の認可を得て処分するものとする。

第２９条　本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞれ３
　分の２以上の同意を得、かつ、○○県知事（厚生労働大
　臣）の認可を得て、他の医療法人と合併することができ
　る。

第３１条　本財団が解散した場合の残余財産は、合併及び
　破産手続開始の決定による解散の場合を除き、以下の者
　から選定して帰属させるものとする。
　（１） 国
　（２） 地方公共団体
　（３） 医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者
　（４） 郡市医師会又は都道府県医師会（民法第34条の規定
　　により設立された法人に限る。）
　（５） 財団医療法人又は社団医療法人であって持分の定め
　　のないもの

第３２条　本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞれ３
　分の２以上の同意を得、かつ、○○県知事（厚生労働大
　臣）の認可を得て、他の財団医療法人と合併することが
　できる。

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン４（残余財産の処分に関する規定の改正）
・都道府県知事の認可を得て処分する旨の規定は新医療法から削除（旧医療法の経過措置）
　（寄附行為の変更に伴う法人税、所得税及び贈与税等の課税は生じない）

パターン２（旧モデル寄附行為の文言修正）



２５

第３０条　本財団の公告は、○○新聞（官報）によって行
　う。

第３１条　この寄附行為の施行細則は、理事会及び評議員
　会の議決を経て定める。

　　　附　則
本財団設立当初の役員は、次のとおりとする。
　理 事 長　○　○　○　○
　常務理事　○　○　○　○
　理　　事　○　○　○　○

第３３条　本財団の公告は、官報（及び○○新聞）によっ
　て行う。

第３４条　この寄附行為の施行細則は、理事会の議決を経
　て定める。

　　　附　則
本財団設立当初の役員及び評議員は、次のとおりとする。
　理 事 長　○　○　○　○
　
　理　　事　○　○　○　○

旧　モ　デ　ル　寄　附　行　為新　モ　デ　ル　寄　附　行　為

パターン１（公告に関する規定の改正（準用する民法の改正（平成１８年６月）に伴うもの）
・当該変更は、医療法施行規則第３２条の２の規定により遅滞なく届け出なければならないが、未
　届出である場合は、他の変更事項と併せて変更認可申請を提出すること

パターン３（法的根拠のない規定の改正（既に認可済））
・評議員会は諮問機関であり同意が原則
　（評議員会の議決を要する事項については寄附行為又は細則で定めること）

パターン１（評議員は医療法人の役員に含まれない）

パターン３（法的根拠のない規定の削除（既に認可済））



変更内容（特定医療法人・特別医療法人）

○定款又は寄附行為で１年以内に変更が必要な部分は必要最小限

　・指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所の追加（変更）

　・監事の職務に関する規定の改正

　・社員総会及び評議員会の招集に必要な定数等の改正

　・事業報告書等の作成、閲覧及び届出の規定の改正

　・公告に関する規定の改正　等

○さらに、任意に変更が可能な部分は特に示さず

　　　　公益性の高い医療法人（社会医療法人）への移行を想定

　　　　※ 社会医療法人のモデル定款・モデル寄附行為は平成２０年４月１日

　　　　　　までのできるだけ早い時期に示す予定

２６



事業報告書等の作成について

注意事項（作成方法①）

・事業報告書等の作成は、施行日以降に始まる新会計年度から作成すること
　（旧会計年度については、財産目録、貸借対照表、損益計算書の作成のみ）

【説　明】
　　新医療法第５１条から第５２条までの規定は、施行日以降に始まる会計年
　度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第５１
　条及び第５２条の規定は、なおその効力を有する。
　（良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
　法律附則第１２条第２項）

19.4.1（施行日） 20.4.1

旧　会　計　年　度

新　会　計　年　度

→従前どおり（病院会計準則に準拠）

→事業報告書等の作成
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・事業報告書等の都道府県への届出は医療法人全体のものでよいが、会計処理方
　法は従前どおり行うことが望ましいこと。

注意事項（作成方法②）

【説　明】
　　事業報告書等の都道府県への届出は医療法人全体のものでよい（旧会計年
　度の決算書類の届出は、開設する施設ごとのものと医療法人全体のものが必
　要）が、開設する施設の財政状態及び運営状況を適正に把握するためには、
　従前どおり病院会計準則（平成１６年医政発第０８１９００１号厚生労働省
　医政局長通知）に準じて開設する施設ごとに財務諸表等を作成し、都道府県
　への届出様式に集計して届出することが望ましい。

２８



作成方法（事業報告書）

事　　業　　報　　告　　書
（自　平成○○年○○月○○日　至　平成○○年○○月○○日）

１　医療法人の概要
（１）名　　称　　医療法人○○会
　　　　　　　　　①　□財団　　□社団（□出資持分あり　□出資持分なし）
　　　　　　　　　②　□社会医療法人　　□特別医療法人　□特定医療法人
　　　　　　　　　　　□出資額限度法人　□その他
　　　　　　　　　③　□基金制度採用　　□基金制度不採用
　　　　　　　　　　注）①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ）について、
　　　　　　　　　　　該当する欄の□を塗りつぶすこと。（会計年度内に変更
　　　　　　　　　　　があった場合は変更後）
（２）事務所の所在地　　○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地
　　　　　　　　　　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。
（３）設立認可年月日　　平成○○年○○月○○日
（４）設立登記年月日　　平成○○年○○月○○日

２９

定款又は寄附行為で確認を！



３０

（５）役員及び評議員

　　注）１　社会医療法人、特別医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、
　　　　　記載しなくても差し支えないこと。
　　　　２～３　（略）

医療を受ける者（○○自治会長）○○　○○同

経営有識者（○○経営コンサルタント代表）○○　○○同

医師（○○医師会会長）○○　○○評　議　員

○○　○○同

○○　○○監　　　事

介護老人保健施設○○園管理者○○　○○同

○○診療所管理者○○　○○同

○○病院管理者○○　○○理　　　事

○○　○○理　事　長

備　　　　　　　　　考氏　　　名
医療法第４７条第１項参照

医療法第４９条の４参照

【参　考】医療法（昭和２３年法律第２０５号）
　　第４７条　医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設（指定管理者
　　　として管理する病院等を含む。）の管理者を理事に加えなければならない。（略）
　　第４９条の４　評議員となる者は、次に掲げる者とする。
　　　一　医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるとこ
　　　　ろにより選任された者
　　　二　病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為
　　　　の定めるところにより選任された者
　　　三　医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
　　　四　前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者



２　事業の概要
（１）本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療法第４２条
　　の指定管理者として管理する病院等を含む）の業務

　　注）１　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【　　】書で記載すること。
　　　　２　療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介
　　　　　護保険適用病床のそれぞれについて内訳を［　　］書で記載すること。
　　　　３　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
　　　　　載すること。　

入所定員　○○人
通所定員　○○人

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

○○園介護老人
保健施設

一般病床　○○床
療養病床　○○床
［医療保険○○床］
［介護保険○○床］

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

○○診療所
【○○市から指定管
　理者として指定を
　受けて管理】

診 療 所

一般病床　○○床
療養病床　○○床
［医療保険○○床］
［介護保険○○床］

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

○○病院病　　院

許可病床数開設場所施設の名称種　　類

注２

注３

注１

定款又は寄附行為で確認を！
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（２）附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

　　　注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を
　　　　施設の名称の下に【　　】書で記載すること。
　　　 ※ 指定管理者の場合は（１）本来業務の記載方法に準じて記載

（３）収益業務（社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務）

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

○○在宅介護支援センター
【○○市から委託を受けて管理】

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

訪問看護ステーション○○

備　　　　考実　施　場　所種類又は事業名

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

料理品小売業

○○県○○群（市）○○町
（村）○○番地

駐車場業

備　　　　考実　施　場　所種　　　　　類

定款又は寄附行為で確認を！

定款又は寄附行為で確認を！
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（４）当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項
　　　　平成○○年○○月○○日　平成○○年度決算の決定
　　　　平成○○年○○月○○日　定款の変更
　　　　平成○○年○○月○○日　平成○○年度の事業計画及び収支予算の決定
　　　　　　　　　〃　　　　　　平成○○年度の借入金額の最高限度額の決定

注）以下については、病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が記載し、
　診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支えないこと。

（５）当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設
　　　　平成○○年○○月○○日　○○病院開設許可（平成○○年開院予定）
　　　　平成○○年○○月○○日　○○診療所開設

（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　小児救急医療拠点病院
　　　　平成○○年○○月○○日　エイズ治療拠点病院
　　　　注）全ての指定内容について記載しても差し支えない。

（７）その他
　　　　注）当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、
　　　　　診療科の新設又は廃止等を記載する。（任意）

３３



作成方法（財産目録）

財　　　　産　　　　目　　　　録
（平成○○年○○月○○日現在）

１　資　　産　　額　　　　　×××千円
２　負　　債　　額　　　　　×××千円
３　純　資　産　額　　　　　×××千円

×××Ｅ　純　　資　　産　　（Ｃ－Ｄ）

×××Ｄ　負　債　合　計

×××Ｃ　資　産　合　計　　（Ａ＋Ｂ）

×××

×××

Ａ　流　動　資　産

Ｂ　固　定　資　産

金　　　　額区　　　　分

　　（内　訳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　（注）財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

貸借対照表の価額と一致！

　土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。
　　土　地（□法人所有　□賃貸　□部分的に法人所有（部分的に賃貸）
　　建　物（□法人所有　□賃貸　□部分的に法人所有（部分的に賃貸）
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作成方法（貸借対照表）

１．病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人

　①　新法の医療法人　　　　　→　様式３－１

　②　経過措置型医療法人　　→　様式３－２

２．診療所のみを開設する医療法人

　①　新法の医療法人　　　　　→　様式３－３

　②　経過措置型医療法人　　→　様式３－４

　※　病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が作成
　　 する貸借対照表より勘定科目が大括り
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○「新法の医療法人」と「経過措置型医療法人」の貸借対照表上の違い

　→ 貸借対照表の純資産の部の科目構成が一部異なる

　　　　貸　借　対　照　表

○「純資産の部」の科目構成の違い

純 資 産 の 部

負 債 の 部

資 産 の 部

その他利益剰余金

代替基金
・基金を拠出者に返還する際、計上した基金相当額
　（医療法施行規則第３０条の３８第３項）

・基金（医療法施行規則第３０条の３７）基金

評価・換算差額等評価・換算差額等

利益剰余金利益剰余金

・新法の医療法人に移行する際、計上した資本金
　（医療法施行規則第３０条の３９第２項）
・寄附金

資本剰余金資本剰余金

・出資金資本金

説　　　　明経過措置型医療法人新法の医療法人

３６



作成方法（損益計算書）

１．病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人

　　　→　様式４－１

２．診療所のみを開設する医療法人

　　　→　様式４－２

　※　病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が作成
　　 する損益計算書より勘定科目が大括り

３７



作成方法（監事監査報告書）

監　事　監　査　報　告　書

　医療法人○○会
　理事長　○○　○○　殿

　私は、医療法人○○会の平成○○会計年度（平成○○年○○月○○日から平成
○○年○○月○○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
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

監査結果
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人○○会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事　○○　○○　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事　○○　○○　印

３８

医療法人における事業報告書等の様式について

（平成１９年医政指発０３３０００３号）の様式５（監事
監査報告書）はあくまでも例を示したものであり、当
該様式が示す文面から一切の逸脱を認めないとい
ったものではない。


