
 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きま

すようお願い申し上げます。 
© 2013 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 

 

 

 

ヘルスケアリートに関する考察～病院を中心に～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ. はじめに 

昨年10月から本年3月にかけて計4回「ヘルスケア施設供給促進のための不動産証券化手法の活用

及び安定利用の確保に関する検討委員会」が開催され、各議事録とともにそのとりまとめが公表され

た1。同委員会では、ヘルスケア施設として、(i)サービス付き高齢者向け住宅、(ii)有料老人ホーム、

(iii)病院が検討対象とされるとともに、その証券化に際しては、(i)利用者（入居者や入院患者）、(ii)

オペレータ（介護・医療従事者）、(iii)投資家（広義）（資産運用会社、投資家、レンダーなどを含む

概念として用いられている。以下本稿でもこの用語を用いる。）の三つの視点から主な論点が紹介され

ている。 

 

当職らの知る限り、2000 年代半ばぐらいから、一部のヘルスケア施設は既に証券化・流動化取引の

対象にはなっていた。しかし、介護施設については、一般に手間がかかる小粒のアセットと言われ、

それのみで十分な資産規模のあるファンド組成は必ずしも容易ではなかった2。また、医療施設につい

ては、私募ファンドにおいて大規模病院が組入れられる例もありがらも、ファンドの出口戦略として

は病院オペレータによる買戻しがメインシナリオとして想定されていたように思われる。そのような

理由のためか、現在に至るもヘルスケア施設に特化したリート（以下「ヘルスケアリート」という。）

は実現していない。 

 

ただ、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になる 2025 年頃には、要介護高齢者が急増することが

予測されており、ヘルスケア施設の整備が喫緊の課題といえ、かかる課題に対応する手法としてヘル

スケアリートが注目を集めるところとなっている。 

                                                   
1 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000015.html 参照。 
2 一般にリートを上場させるためには、ある程度の資産規模（300億円～1000億）が必要と言われる。 
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ヘルスケアリートがヘルスケア施設の整備に対応する手法として注目される背景としては、ヘルス

ケアリートが「ヘルスケア施設の所有と運営の分離」を実現する仕組みであることによるものと思わ

れる。即ち、ヘルスケアリートはヘルスケア施設を所有する一方、ヘルスケア施設のオペレータは当

該ヘルスケア施設の運営を担当することになる。この仕組みにより、ヘルスケアリートを通じて広く

市場からヘルスケア施設の開発、所有及び維持に関する資金を調達することができる一方、オペレー

タとしてはその経営資源をヘルスケア施設の運営に集中させ、よりよい施設運営を模索することが可

能となることが期待される。 

 

そこで本稿では、ヘルスケアリートによる「ヘルスケア施設の所有と運営の分離」を実現するため

の実務上の主要な課題を紹介し、若干の考察を行う。中でも、上述の検討委員会取りまとめにおいて

も「病院の証券化については、我が国の医療制度を踏まえ、慎重に検討を進める必要がある」と指摘

され、より課題が多いと思われる病院を想定するものとする3。 

 

Ⅱ. 病院オペレータに係る若干の考察 

ヘルスケアリートにおいて施設の運営を担当するオペレータ（病院の場合、病院オペレータ）が投

資家の期待に応えられる組織を有しているかという点は、ヘルスケア施設の運営の適正の確保の観点

から重要な意味を有する。そこで、以下病院オペレータの現状とヘルスケアリートの観点から見たそ

の課題について簡単に考察する。 

 

(1) 病院オペレータの種別と現状 

平成25年3月末日現在4、病院5を運営しているのは、国6が274施設（病院総数の3.2%）、公的医療

機関7が1,248施設（同14.6%）、社会保険関係団体8が117施設（同1.4%）、医療法人が5,717施設（同

66.8%）、個人が335施設（同3.9%）、その他9が867施設（10.1%）となっている。つまり、医療法人が

病院オペレータ総数の約3分の2を占めるわけである。 

そして、平成25年3月31日現在10、医療法人（48,820法人）のうち、財団医療法人が392法人（全

                                                   
3 課題は多いものの、実例がないわけではなく、一般財団法人日本不動産研究所ヘルスケア分野専門チームが公表した「ヘルスケア・アセッ
トの評価」（『不動産評価の新しい潮流（改訂版）』（平成23年4月、財団法人日本不動産研究所特定事業部 編著）第4章）には、病院の流動

化事例が掲載されている。 
4 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m13/dl/is1303_01.pdf 参照。 
5 公衆又は特定多数人のために、医師又は歯科医師が医業・歯科医業を行う場所で、患者20人以上の入院施設（20床以上）を有するものが
「病院」であり、入院施設を有しないもの（無床）又は患者19人以下の入院施設を有するもの（19床以下）が「診療所」である（医療法第1

条の5）。 
6 厚生労働省､独立行政法人国立病院機構、国立大学法人､独立行政法人労働者健康福祉機構､国立高度専門医療研究センター、その他（国の機
関）を指す。 
7 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会を指す。 
8 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合

を指す。 
9 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人を指す。 
10 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu04.pdf 参照。 
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体の0.8%）、社団医療法人が48,428法人（全体の99.2%）11を占めている。社団医療法人の中では、持

分有りのカテゴリーが41,903法人（全体の58.8%）、持分無しのカテゴリーが6,525法人（全体の13.4%）

となっている。これ以外にも、特定医療法人12（375法人）では、財団が50法人、社団が325法人、社

会医療法人13（191法人）では、財団が29法人、社団が162法人という構成である。 

 

つまり、「持分のある社団医療法人」が医療法人全体の 90%近くを占めていることから、その特性を

検討することは有用であろうと考え、以下では、「持分のある社団医療法人」について論ずる。 

 

(2) 「持分のある社団医療法人」の医療法上の位置付け 

第五次医療法改正（平成18年6月21日公布、原則として平成19年4月1日施行。以下「第五次医

療法改正」という。）では、医療法人の非営利性の徹底が図られた。即ち、(i)社員（構成員）には持

分はなく、(ii)社員（構成員）に剰余金の配当をしてはならず（医療法第54条）、(iii)解散時の残余

財産が法的帰属権利者14以外には分配されない（医療法第44条第5項、同法第50条第4項、同法第56

条、同法施行規則第31条の2）こととなった。 

 

そのため、「持分のある社団医療法人」のほとんど（具体的には残余財産の帰属権利者として法定帰

属権利者以外の者を規定しているもの）は、いずれ「持分のない社団医療法人」へ移行しなければな

らず、現在のステイタスは「当分の間」存在が許される経過措置型医療法人（第五次医療法改正附則

第10条第2項）として存続している状態である。 

 

(3) 社団医療法人のガバナンス 

社団医療法人には、社員総会、理事、監事という機関が存在する。理事は 3 名以上、監事 1 名以上

は必須となり（医療法第 46 条の 2 第 1 項）、理事長は原則として医師又は歯科医師である理事の中か

ら選出しなければならない（医療法第46条の3第1項本文）。社員は一人でも足り（医療法第55条第

1 項第 5 号）、社員総会の承認を得てその資格が認められ、資産の拠出とは無関係である。社員総会の

決議は、一社員一議決権（1人1票）で行われる。これが内部統制の法システムとなる。 

社団医療法人の設立については、都道府県知事（又は複数の都道府県に跨っている場合は厚生労働

大臣。以下「都道府県知事等」と総称する。）の認可が必要となる（医療法第45条）。また、かかる都

道府県知事等による事前監督（定款変更の認可や各種変更の届出、事業報告書・財務諸表等の提出と

                                                   
11 更に言えば、一人医師医療法人は40,787法人（全体の83.5%）である。 
12 租税特別措置法に基づき、法人税率の特例（平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に関し通常は25.5%
であるのに対し19%（但し年800万円以下の部分は15%）の軽減税率）が適用される特定の医療法人をいい、持分の無い社団医療法人又は財団

医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、その他公益の増進に寄与し、かつ、公的に運営されていることについて、国税庁長官の

承認を受けたものをいう（租税特別措置法第67条の2第1項）。 
13 医療計画に記載された救急医療等確保事業（医療法第30条の4第2項第5号）を行う公益性の高い医療法人として都道府県知事の認定を
受けたものをいい（同法第42条の2）、(i)役員、社員及び（財団の場合は）評議員について親族等の関係者の割合が1/3を超えない、(ii)理

事、監事及び評議員に対する高額報酬が禁止される、(iii)定款・寄附行為に解散時の残余財産が国、自治体又は他の社会医療法人に帰属させ

る旨の規定を置くこと、などの要件が課せられ、運営の透明性が確保されている。公益性の高い事業を行う代わりに、収益業務を行うことが

でき（医療法第42条の2第1項。但し、特別会計。）、社会医療法人債を発行することができ（同法第54条の2）、一定の税の優遇措置（医療

保健業に対する法人税、固定資産税、不動産取得税が非課税となり、付帯業務、収益業務に対しても法人税22％の軽減税率が適用される）を

受けることができる。 
14 国、自治体、公的医療機関の開設者、病院等を開設する一般社団・財団法人である都道府県・郡市区医師会、持分のない社団法医療法人又
は財団医療法人を指す。 
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知事による公表）と事後監督（報告徴収・立入検査・改善命令・業務停止命令・役員解任勧告、法人

設立認可取消、罰則等）の制度が存在する。 

 

(4) 社団医療法人に対するコーポレート・デューデリジェンスの重要性と課題 

「持分のある社団医療法人」のガバナンスは、第五次医療法改正前までは非営利性が徹底されてお

らず、しかも、経過措置型医療法人として残存していることから、今日に至るも、都道府県知事等の

公的な監視以外にはそれほど機能していたとは言い難いように思われる15。 

 

医療法人経営には、医療保険における医療給付金に係る制度改変リスク、医師の属人的資質に経営

が左右されるリスク（著名な医師の移籍など）、医療事故リスク、個人情報漏洩リスク、長時間労働・

未払残業代・退職金積立に伴う人事労務リスク、診療報酬の不正請求に伴う保険医療機関指定取消リ

スク16などの特殊なリスクが存在する。 

 

その意味では、ヘルスケアリートの立場からは、病院の証券化・流動化に際し、オリジネーター兼

オペレータに対するコーポレート・デューデリジェンスを行うことは重要といえ、これを効率よく行

う必要がある。この点で着目したいのが、冒頭で言及した「ヘルスケア施設供給促進のための不動産

証券化手法の活用及び安定利用の確保に関する検討委員会」にも指摘されていた、オペレータの外部

評価の充実である。病院に対する格付機関創設の議論は賛否両論ありうると思われるが、現状は、受

審は任意という前提で、公益財団法人 日本医療機能評価機構（平成7年7月発足）による医療機関の

評価審査のシステムが存在し、本年6月13日現在で全病院数8,580件の中で認定病院数2,387件と公

表されている。また、最近では、平成21年には日本版医療MB賞クオリティクラブ（LHQC）が発足し、

公益財団法人日本生産性本部が創設した表彰制度である日本経営品質賞（Japan Quality Award）（大

規模部門）がある17。 

 

従来から存在する都道府県知事等による監督のみならず、複数の外部評価機関が誕生し、病院オペ

レータ側もそれを有用視して積極的に利用するようになれば、廉価で効率的なデューデリジェンスも

可能となる余地はあろう。 

 

Ⅲ. 病院オペレータとの賃貸借契約に係る若干の考察 

病院の証券化・流動化は、その仕組み上、病院オペレータとの賃貸借契約を必然的に伴う。この賃 

                                                   
15 「医療法人制度改革の考え方」（平成17年7月22日医業経営の非営利性等に関する検討会報告）によれば、①医療法人の内部留保を通じ
て個人財産を蓄積し、社員の退社時にまとめて剰余金を払い戻したり、②メディカル・サービス法人（通称MS法人）に利益を移転することに

よって事実上医療法人の経営が営利を目的としたものとなっているなどの指摘もある。 
16 本年2月22日の産経ニュースによれば、「厚生労働省によると、診療報酬の不正請求などで平成23年度に健康保険法に基づく指定を取り
消した医療機関と薬局は20施設（前年度比9施設増）、登録を取り消した医師と歯科医師、薬剤師は計31人（同18人増）だった。このほか

25施設が指定を取り消される前に廃業し、医師1人と歯科医師2人が自主的に登録の抹消を届け出た。不正請求が判明したため返還を求めた

総額は、約82億円（同約7億5千万円増）に上った。」との報道もある。また、東京医大茨城医療センターは、診療報酬不正請求のため昨年

12月1日付で保険医療機関としての指定を取消されたが、本年3月1日付で再指定を受けた。本来5年間再指定はなされないはずのところを、

地域医療と密接不可分のため、異例の早さで再指定を受けたものと思われる。 
17 日本経営品質賞（Japan Quality Award）（大規模部門）は、平成23年には医療法人財団献身会川越胃腸病院、平成24年度には社会福祉法
人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院に、それぞれ授与された。 
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貸借契約には、実務上、賃料の保全という観点から、賃貸人である特別目的会社（又はこれに投融資

を行う背後の投資家（広義））より、各種の誓約事項（コベナンツ）18の挿入が要請されることが通例

である。以下では、この賃貸借契約の条件に係る留意点について考察する。 

 

(1) 医療法第41条（資産の保有）、第54条（剰余金配当の禁止）との関係 

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設

備又は資金を有しなければならないとされている（医療法第41条、同法施行規則第30条の34）。しか

し、病院の証券化・流動化を行うためには、医療法人が病院施設を持たない（特別目的会社に譲渡す

る）ことが前提となるため、これとの関係を一応解決しておかなければならない。 

 

この点、『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』（平成5年 2月3 日 総第5 号・

指第9号)（最終改正 医政総発0330第4号・医政指発0330第4号 平成24年3月30日）19と『医

療法人制度について』（医政発第0330049号 平成19年3月30日）（最終改正 医政発0531第1号 平

成 24 年 5 月 31 日）を総合してみれば、以下のとおりの規律になっていると解釈できる。即ち、医療

機関が必要とする土地、建物又は設備を賃借することも許容されるが、(i)医療法人の理事長又は親族

等以外の第三者から賃借する場合は、第三者対抗要件（借地借家法上の要件具備を含む）を備えるこ

とが望ましいこと、(ii)賃貸借契約書が適正になされ、賃料の額、契約期間等の契約内容が適正なも

のでなければならないこと、(iii)特に賃料については医療法第 54 条（剰余金配当の禁止）の趣旨に

照らし近隣の土地、建物等の賃料と比較し著しく高額となってはならず、かつ、医療機関の収入の一

定割合（収益連動）とするものでないこと、が求められている。 

 

(i)の賃貸借に係る第三者対抗要件の具備については、借地借家法上の要件具備（例えば、建物賃貸

借については引渡し）で足りるとされているため、実務上、さほど問題は生じないと思われる。 

 

(ii)の契約内容の適正性については、その具体的な内容は必ずしも明確ではないものの、セール＆

リースバック取引において、病院の原保有者（オリジネーター）による資産譲渡に係る会計処理（オ

フバランス）や投資家（広義）の観点から資産譲渡を真正売買（True Sale）にしなければならないと

の要請から、賃貸借契約の条件はアームズレンクスになるよう合意されるのが通例であろう。なお、『医

療法人設立に関する疑義について』（昭和25年9月26日医発第615号）によれば、「医療法人の土地、

建物は法人自体の資産であることが望ましいが、賃貸借契約が確実なものであり、相当期間に亘り医

療法人の業務の継続に支障を及ぼす虞がないと認められる場合には、その設立を認可して差し支ない」

とあるため、賃貸借契約は、相当長期20であることが期待されている。 

                                                   
18 例えば、一定金額以上の設備投資その他の資産取得や資産処分、一定額以上の借入れ、担保提供等を行う場合には賃貸人の承諾を要すると
か、EBITDAなどの一定の財務指標を用いて信用状態が悪化した場合には経営改善策を協議するなどの条項が一般的である。 
19 関連する箇所を引用すると以下のとおりである。「⑥開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体で
あること。なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合においては、ア 当該土地及び建物については、賃貸

借登記をすることが望ましい(病院に限る。また、設備は除く。以下同じ。)。イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内

容(建物が未完成等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでない

こと。」 
20 実務的には10年以上を目安に運用されているようである。 
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(iii)の近隣賃料と比較した高額賃料や収益連動賃料の禁止については、注意を要する。高額賃料に

ついては、もとより適正な賃料であることは借地借家法の要請するところであるが、賃料改定条項の

作り込み如何によっては、結果として近隣賃料よりも高額となる可能性もあり、経済事情の変動等に

伴う何らかの調整を許容するものにするのが無難であろう。収益連動賃料については、剰余金配当禁

止との関係で求められる特殊な要請であり、留意が必要である。 

 

(2) 経営関与への制限との関係 

前掲『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』によれば、「第三者からの資金の提供

がある場合は、医療機関の開設・経営に関与するおそれがないこと」が求められている。 

 

これは本来、医業の非営利性（医療法第 7 条第 5 項）の文脈で解釈されるべきものであり、これが

医療機関閉鎖性の方向で拡大解釈されてしまうと、第五次医療法改正の一つの目的であった法人運営

の透明性（医療法第40条の2）とは逆行する危険性もありうることには注意が必要である。 

 

病院オペレータとの賃貸借契約には、上述のとおり、賃料債権保全のために賃貸人である特別目的

会社（又は背後の投資家（広義））から、各種の誓約事項（コベナンツ）の挿入が要請されることが多

い。病院オペレータの信用状態が悪化した際に、賃貸人が病院オペレータと経営改善策について協議

し、その協議の中で、他の優良な病院オペレータとの経営統合（人的経営資源の融通など）や、経営

者交代、つまり病院 M&A21を実現させることの合意に任意に至った場合には、必ずしも医業の非営利性

と牴触するとまではいえないと思われる。もっとも、賃料債権保全のためのその他の措置（出向者の

受入れや経営者の交代の強制など）がかかる医業の非営利性と牴触するか否かについては、当該措置

に応じて具体的かつ慎重な検討が必要であろう。 

 

当初の病院オペレータによる施設運営状況が病院の施設保有者の観点から良好でない場合、病院の

施設保有者が病院オペレータに対して採りうる手段については難しい問題ではあるが、一般論として

は、病院オペレータをある程度円滑に交代できる仕組みが整って初めて、所有と運営の分離が実効性

あるものになり、もって、病院をシードアセットとするヘルスケアリートの早期実現が可能となるの

ではないかと思われる。 

 

Ⅳ. おわりに 

本稿は、上場リートや不動産私募ファンドの組成・デット/エクイティファイナンス・物件売買等、

更に病院や介護施設、診療報酬債権の証券化・流動化に関わってきた弊事務所の弁護士が、冒頭の「ヘ

ルスケア施設供給促進のための不動産証券化手法の活用及び安定利用の確保に関する検討委員会」に

                                                   
21 持分のある社団医療法人の場合、病院M&Aの手法としては、一般に、(a)合併、(b)事業譲渡、(c)（出資持分の譲渡とともに行う）社員及
び理事（理事長を含む）の交替であろう。(a)と(b)については、都道府県知事等の認可を要するが、(c)については役員の変更について都道府

県知事等への届出で足りる。病院M&Aの代表例としては、平成8年に、国際医療福祉大学（高木邦格理事長）・高邦会グループによって山王病

院が買収されたことが挙げられる。 
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よる検討を踏まえた上で、もっぱら病院をヘルスケアリート組成のシードアセットとして考えた場合

の若干の考察を行ったものである。 

 

ただ、現実問題としては、病院の原保有者（オリジネーター）又は病院オペレータの方々による「ヘ

ルスケア施設の所有と運営の分離」に係る意義の理解には時間がかかることが予想され、当面は、上

記検討委員会が主な検討対象としたサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームといった高齢者の

住居（例えば、100戸以上の大型施設）を中心に、ヘルスケアリートのシードアセットを考えていかざ

るを得ないかもしれない。 

 

米国のヘルスケアリートにおいては、カレッジリンク型 CCRC（Continuing Care Retirement 

Community）22をシードアセットとするものが見受けられるところ、日本においては（大学リンク型と

は言えないまでも）医療機関が運営するサービス付き高齢者向け住宅（いわゆる「医療型サ高住」）に

対する関心が高まっているとのことである23。 

 

その意味で、次稿では、サービス付き高齢者向け住宅を中心にヘルスケアリート組成を考えた場合

の留意点について記述したいと考えている。 

 

森・濱田松本法律事務所では、ヘルスケアリートを検討する関係者の皆様からのコメント等を頂戴

しながら、不動産業界と金融業界、更には医療・介護ビジネス業界が交錯するヘルスケアリートの早

期実現に向けて、常に最新の情報及びそれに基づく法的な分析・助言を提供できるよう、今後も制度

整備や業界での議論の状況を鋭意フォローしていく所存である。 

 

以上 

 

 

 

News 

 

・ The Fourth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました。 
Best Lawyers(ベスト・ロイヤー)による The Fourth Edition of Best Lawyers in Japan において、当事務所

の弁護士 55 名が Structured Finance を含む多数の分野で高い評価を受けました。 
 
 

                                                   
22 介護ステージが変わる度に転居しなければならないリスクを解決するために、複数の種類（(i)健常者用、(ii)軽介護、(iii)重介護、(iv)
認知症）の高齢者住宅を一つの敷地にまとめ、大学とリンクさせてコミュニティとして機能させたもの。全米で約2,000箇所、約60万人が住

み、約2.8兆円の巨大市場が形成していると言われる。松田智生『シニアコミュニティの決定版 CCRCの事業ポイントと日本での実現可能性』

（月刊プロパティマネジメント2012年12月号22頁～25頁）参照。 
23 武藤正樹『2025年へのロードマップ～医療計画と医療連携最前線～』（平成25年4月、医学通信社）64～65頁によれば、2012年初めに行
った医療機関の医業外事業に関するアンケート調査では、今後実施したい医業外事業としてサ高住が第一位に挙げられているとのことであり、

在宅診療や訪問看護を中心とした診療報酬と、訪問看護・介護、訪問リハの介護報酬とのダブルインカムによって、今後削減が見込まれる療

養病床や精神病床がサ高住に転換する経営モデルの成立可能性や、今後急増するサ高住の資金調達方法として、ヘルスケアリートの利用可能

性などが指摘されている。 
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・ ALB Japan Law Awards 2013 にて受賞しました。 
国際的法律雑誌である ALB(Asian Legal Business)による ALB Japan Law Awards 2013 において、当

事務所の手がけた案件が、 
「Real Estate Deal of the Year」 
- SOFTBANK Acquisition Finance of FUKUOKA YAFUOKU! DOME  
「TMT Deal of the Year」 
- eAccess-Softbank Share Exchange  

を受賞いたしました。 
 
 
著書・論文 

 

・論文 「Q&A 相談室 会社法務 債権法改正（中間試案の公表）」 
掲載誌 企業会計 2013 年 7 月号 
著者 青山 大樹 

 

・論文 「企業法務 民法(債権関係)改正に関する中間試案の解説」 
掲載誌 会計・監査ジャーナル 2013 年 6 月号 
著者 青山 大樹、松田 悠希 

 
・論文 「民法改正 『中間試案』 全テーマ解明 徹底解説！企業法務に関する 36 テーマ」 

掲載誌 ビジネス法務 2013 年 6 月号 
著者 青山 大樹、足立 格、辰野 嘉則、松田 悠希、白川 佳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 www.mhmjapan.com 


