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平成26年度東日本大震災復旧・ 保険局総務課医療

厚生労働省
保発0401第1号

復興に係る国民健康保険特定健
H26.2.25 各都道府県知事H26.3.7康診査国庫補助等の実施につい 費適正化対策推進 井上昌彦 保険局長

て（実施綱） 室

保発0402第1号 H26.4.2 
身分証明書発行等申請l』ついて 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.1 大臣官房人事課長 保険局長
(H26A.1付採用に伴う作成分） 係

保発0402第3号 H26.4.2 
貸与替え報告について（H26.4.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.3.28 中国四国厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発0402第4号 H26.4.2 
貸与替え報告について（H26.4.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.3.28 近畿厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発0402第5号 H26.4.2 
貸与替え報告Lついて（H26.4.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.3.28 九州厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発0402第6号 H26.4.2 
貸与替え報告について（H26.4.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.3.28 東海北陸厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発0402第7号 H26.4.2 
貸与替え報告Lついて（H26.4.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.3.28 関東信越厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発0404第1号 H26.4.4 
関東信越地方社会保険医療協 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.3 大臣官房人事課長
厚生労働省

議会臨時委員の委嘱について ｛系 保険局長
公益社団法人日本医
師会会長

保発0404第2号 H26.4.4 新医薬品の保険適用について
保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.2 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発0404第3号 H26.4.4 医療機器の保険適用について
保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.2 
公益社団法人日本医 厚生労働省

係 師会会長 保険局長
「平成24年度診療報酬改定結果

支出負担行
保発0404第4号 H26.4.4 検証）業に務係4る調査（平成25年度調 保険局医療課企画

小原航洋 H26.4.3 大臣官房会計課長 為担当官保
査 その日委託事業の完了 法令第二係
に伴う確認の結果について

険局長

「平成24年度診療報酬改定結果 ニ菱UFJリサーチ＆コ
検証に係る調査（平成25年度調 保険局医療課企画 ンサルティング株式会

支出負担行
保発0404第5号 H26.4.4 

査）業務その日委託事業の完了 法令第二係
小原航洋 H26.4.3 

社取締役社長藤井秀
為担当官保

報告に伴う確認結果について 延
険局長

『平成24年度診療報酬改定結果
支出負担行

保発0404第6号 H26.4.4 
検証に係る調査（平成25年度調 保険局医療課企画

小原航j羊 H26.4.3 大臣官房会計課長 為担当官保
査）業務その2等」委託事業の完 法令第二係

険局長
了に伴う確認の結果について
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ニ愛UFJリサーチ＆コ
支出負担行

検証に係る調査（平成25年度調 保険局医療課企画 ンサルティング株式会
保発0404第7号 H26.4.4 

査）業務その2等」委託事業の完 法令第二係
小 原航洋 H26.4.3 

社取締役社長藤井秀
為担当官保

了報告に伴う確認結果について 延
険局長

保険局総務課社会
保発0404第8号 H26.4.4 

社会保険審査会委員の海外渡
保険審査調整室審 舘野靖史 H26.4.4 大臣官房人事課長 保険局長

航申請について
査庶務係

社会保険につ医い療て担（当．者．． の．監．査．後
保発0404第9号 H26.4.4 

保険局医療課医療
伊 藤好夫 H26.4.4 東海北陸厚生局長

厚生労働省

崎町 指導監査室 保険局長

『医療技術の評価・再評価に関す
保険局医療課企画 官署支出官大臣官房 厚生労働省

保発0407第1号 H26.4.7 る支援業務」完了に伴う確認の
法令第二係

；竃津晃成 H26.4.1 
会計課長 保険局長

結果について

「医療技術の評価・再評価に関す
ニ菱UFJリサーチ＆コ

保険局医療課企画 ンサルテインク‘株式会 厚生労働省
保発0407第2号 H26.4.7 る支援業務」完了に伴う確認の

法令第二係
i竜i畢晃成 H26.4.1 

社取締役社長藤井秀 保険局長
結果について

延

「DPC導入の影響評価に係る調
支出負担行

保発0407第3号 H26.4.7 
査及びDPC制度の在り方に係る 保険局医療課包括

佐藤弘之 H26.4.4 
官署支出官大臣官房

為担当宮保
検証等の補助業務J委託事業の 医療推進係 会計課長

険局長
精算について
「DPC導入の影響評価L係る詞 株式会社健康保険医

支出負担行
保発0407第4号 H26.4.7 

査及びDPC制度の在り方に係る 保険局医療課包括
佐藤弘之 H26.4.4 

療情報総合研究所代
為担当官保

検証等の補助業務j委託事業の 医療推進係 表取締役社長山口治
精算について 紀

険局長

「平成25年度薬剤使用状況等に
支出負担行

保発0408第1号 H26.4.8 
関する調査研究業務」委託事業

保険局医療課 石川真樹 H26.4.7 
官署支出官大臣官房

為担当官保
の完了に伴う確認の結果につい 会計課長

険局長
て

「平成25年度薬剤使用状況等に
一般財団法人医療経 支出負担行

保発0408第2号 H26.4.8 
関する調査研究業務」委託事業

保険局医療課 石川真樹 H26.4.7 済研究・社会保険福祉 為担当官保
の完了に伴う確認の結果につい

協会理事長 険局長
て

平成26年度後期高齢者医療給
保険局高齢者医療

保発0409第1号 H26.4.9 付費等国庫負担金の交付決定に
課財政係

金田一正太 H26.4.1 都道府県会計管理者 保険局長
ついて

保発0409第3号 H26.4.9 
社会保障審議会臨時委員の任 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.9 大臣官房人事課長 保険局長
命について（内申） 係
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「平成25年度保険医療材料等に
保険局医療課企画 厚生労働省

保発0409第4号 H26.4.9 関する海外実態状況調査J完了 法令第二係
出雲はる奈 H26.4.4 大臣官房会計課長

保険局長
に伴う確認の結果について

国民健康保険団体連合会等補 保険局国民健康保
都道府県知事

厚生労働省
保発0409第5号 H27.1.30 大橋史明 H27.1.26 公益社団法人国民健

助金交付要綱の取扱いについて 険課監理係
康保険中央会会長

保険局長

平成27年度国民健康保険団体
都道府県知事

保発0409第6号 H27.1.30 
連合会等補助金（東日本大震災 保険局国民健康保

大橋史明 H27.1.26 公益社団法人国民健
厚生労働省

対応分）交付要綱の取扱いにつ 険課監理係
康保険中央会会長

保険局長

いて

保発0410第1号 H26.4.10 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.10 大臣官房人事課長 保険局長
｛系

温社会措：宮置保崎険に県つ医児い療湯て担郡・当）者圃の監．査後保発0410第2号 H26.4.10 
保険局医療課医療

佐々木真 H26.4.1 九州厚生局長
厚生労働省

指導監査室 保険局長

地方社会保険医療協議会臨時 保険局医療課庶務
東北厚生局長

厚生労働省
保発0411第2号 H26.4.11 須賀敬志郎 H26.4.10 関東信越厚生局長

委員の委嘱について（通知） 係
九州厚生局長

保険局長

保発0411第3号 H26.4.11 
四国地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.10 大臣官房人事課長
厚生労働省

委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

平成26年度全国健康保険協会
保険局保険課全国 支出負担行

保発0411第5号 H26.4.11 
保険給付費等国庫補助（負担）

健康保険協会管理 岡元 英晃 H26.4.7 
官署支出官大臣官房

為担当官保
金の交付決定について（局長通

室運営管理第二係
会計課長

険局長
知）

保発0414第1号 H26.4.14 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.14 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0414第3号 H26.4.14 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.4.14 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成26年3月） 係
平成26年度高齢者医療制度円

宮署支出官大臣官房
支出負担行

保発0414第4号 H26.4.14 j骨運営臨時特例交付金（健保基 保険局保険課 高見和行 H26.4.3 為担当官保
金事業）の交付決定について

会計課長
険局長

平成26年度高齢者医療制度円
保険局国民健康保

支出負担行
保発0415第1号 H26.4.11 

滑運営臨時特例交付金（国保連
大橋史明 H26.4.1 

官署支出官都道府県
為担当宮保合会事業分）の交付決定につい 険課監理係 会計管理者
険局長

て

身分証明書申請について
保発0415第2号 H26.4.15 (H26.3.2付採用に伴う新規作成

保険局総務課管理
杉山雄一郎 H26.4.9 大臣官房人事課長 保険局長

分） 係
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身分証明書発行等申請ドついて
保発0415第3号 H26.4.15 (H26.4.1付採用に伴つー新規作成保係険局総務課管理 杉山雄一郎 H26.4.7 大臣官房人事課長 保険局長

分）
身分証明書発行等申請について

保険局総務課管理
保発0415第4号 H26.4.15 (H26.4.2付採用に伴う新規作成 杉山雄一郎 H26.4.15 大臣官房人事課長 保険局長

分） 係

身分証明書発行等申請について
保険局総務課管理

保発0415第5号 H26.4.15 (H26.4.8付採用に伴う新規作成 杉山雄一郎 H26.4.15 大臣官房人事課長 保険局長
分） 係

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0415第6号 H26.4.15 の措置について（医療法人やまさ 佐々木真 H26.4.1 九州厚生局長
き歯科医院：長崎県諌阜市） 指導監査室 保険局長

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発0416第1号 H26.4.16 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.4.15 
て（平成26年4月30日繰入分） 室運営管理第二係

臣官房会計課長 保険局長

保発0416第2号 H26.4.16 
身分証発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.16 大臣官房人事課長 保険局長
(H26.4.1採用に伴う新規作成分） 係
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0417第1号 H26.4.17 の措置について

指導監査室
関 勝利 H26.3.31 近畿厚生局長

保険局長
（りんご薬局大阪府）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0417第2号 H26.4.17 の措置について

指導監査室
関 勝利 H26.3.31 中国四国厚生局長

保険局長
（みずほ歯科クリニック：広島県）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0417第3号 H26.4.17 の措置について

指導監査室
関勝手Jj H26.3.31 近畿厚生局長

保険局長
（ツイン春次クリニック．大阪府）

保発0417第4号 H26.4.17 
東北地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.17 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（肉申） 係 保険局長

保発0418第1号 H26.4.18 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝i畢晃成 H26.4.16 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長

保発0418第2号 H26.4.18 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.18 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0418第3号 H26.4.18 
中園地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.4.17 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

全国健康保険協会船員保険協
保険局保険課全国 一般社団法人日本船

保発0418第4号 H26.4.18 
議会委員の委嘱について（依頼）

健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.4.15 主協会会長朝倉次 保険局長
室運営管理第三係 郎
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直亙歪’ 
平成25年度総合特区推進費補
助金（健康づくり無関心層の行動 保険局総務課医療

官署支出官大臣官房
支出負担行

保発0418第5号 H26.4.18 変容の促進等事業（SWC総合特 費適正化対策推進 井上昌彦 H26.4.9 為担当官保
区））の交付額の確定について 室

会計課長
険局長

（精算交什）
平成26年度共済組合事務担当

保険局総務課庶務
保発0418第7号 H26.4.18 者指導研修の講師依頼について 糟谷昌芳 H26.4.18 財務省主計局長 保険局長

（回答）
係

九州地方社会保険医療協議会
保険局医療課庶務 厚生労働省

保発0421第2号 H26.4.21 委員及び臨時委員の委嘱につい 須賀敬志郎 H26.4.21 大臣官房人事課長
て（内申）

係 保険局長

保発0422第2号 H26A22 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.21 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0422第3号 H26.4.22 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.4.21 大臣官房人事課長 保険局長
係

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0422第4号 H26.4.22 の措置について（野上歯科医院 関 勝利 H26.3.31 近畿厚生局長
大阪府）

指導監査室 保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0422第5号 H26.4.22 の措置について（野上歯科医院
指導監査室

関 勝利 H26.4.3 近畿厚生局長
保険局長

兵庫県）

保発0423第1号 H26.4.23 
平成26年社会医療診療行為別 保険局医療課企画

佐藤雅明 H26.4.4 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

調査の実施について（通知） 法令第一係 払基金理事長等 保険局長等
平成26年度高齢者医療制度円

保険局高齢者医療 官署支出官都道府県 厚生労働省
保発0423第2号 H26.4.23 滑運営臨時特例交付金（広域連 白井友也 H26.4.15 

合事業分）の交付決定について
諜財政係 会計管理者 保険局長

日本労働組合総連合
『平成25年度全国健康保険協会 保険局保険課全国 会会長古賀伸明

保発0424第1号 H26.4.24 業績評価に関する検討会」参加 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.4.22 東京大学大学院医学 保険局長
の依頼について 室運営管理第二係 系研究科教授永井良

健康保険組合の合併について
保険局保険課指導 厚生労働省

保発0425第2号 H26.4.25 （富士紡健康保険組合及びアン 大木嘉人 H26.4.25 関東信越厚生局長
グル健康保険組合）

調整係 保険局長

健康保険組合の合併l』ついて
保険局保険課指導

健康保険組合連合会
厚生労働省

係発0425第3号 H26.4.25 （富士紡健康保険組合及びアン 大本嘉人 H26.4.25 会長及び社会保険診療
グル健康保険組合）

調整係 報酬支払基金理事長
保険局長
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電子情報処理組織の使用ドよる
費用の請求に関して厚生労働大

保発0430第1号 H26.4.30 光臣デがィ定スめクる等事を項用及いびた方費式用並のび請に
保険局医療課企画

度 瀬喜章 H26.4.25 
都道府県知事、地方厚 厚生労働省

法令第一係 生（支）局長 保険局長
求に関して厚生労働大臣が定め
る事項、方式及び規格について
電子情報処理組織の使用l』よる
費用の譜求に関して厚生労働大

保発0430第2号 H26.4.30 
臣が定める事項及び方式並びに 保険局医療課企画

庚瀬喜章 H26.4.25 
都道府県知事、地方厚 厚生労働省

光ディスク等を用いた費用の請 法令第一係 生（支）局長 保険局長
求に関して厚生労働大臣が定め
る事項、方式及び規格について

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省保発0501第1号 H26.5.1 の措置について（．．．．．愛知 森山伊久夫 H26.4.11 東海北陸厚生局長

県）
指導監査室 保険局長

平成25年度保険料等交付金の 保険局保険課全国
全国健康保険協会理 厚生労働省

保発0502第1号 H26.5.2 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.4.24 
事長 保険局長

年3月分） 室運営管理第二係

全国健康保険協会船員保険協
保険局保険課全国

保発0502第2号 H26.5.2 健康保険協会管理 瀬戸 裕之 H26.5.1 大臣官房人事課長 保険局長
議会委員の発令について（内申）

室運営管理第＝係

保発0502第g号 H26.5.2 
地方社会保険医療協議会委員 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.5.1 
東北、中国、四園、九州 厚生労働省

及び臨時委員の委嘱について 係 厚生局長 保険局長
「厚生労働大臣の定める先進医
療及び施設基準の制定等に伴う

保険局医療課企画 厚生労働省
保発0507第1号 H26.5.7 実施上の留意事項及び先進医療

法令第一係
佐藤 雅明 H26.3.31 各都道府県知事等

保険局長等
に係る届出等の取扱いについ
て』の一部改正について

保発0507第2号 H26.5.7 
地方社会保険医療協議会臨時 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.5.7 大臣官房人事課長
厚生労働省

委員の委嘱について（内申） 係 保険局長
平成26年4月1日付け新設保険

保発0508第1号 H26.5.8 
者に係る平成26年度前期高齢者 保険局高齢者医療

村井 康平 H26.5.1 
社会保険診療報酬支

保険局長
給付費見込額等に関する承認申 課財政調整係 払基金理事長
請について

保発0508第2号 H26.5.8 
身分証明書発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.5.8 大臣官房人事課長 保険局長
(H26.5.1採用に伴う新規作成分） 係
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平成26年度東日本大震災復興

保発0508第3号 H26.5.8 
特別会計歳出予算の移替えにつ 保険局高齢者医療

白井友也 H26.5.8 大臣官房会計課長
厚生労働省

いて（後期高齢者医療災害臨時 課財政係 保険局長
特例補助金）

都道府県知事、健康保
平成26年度高齢者医療制度円 保険局総務課医療 険組合理事長、全国健

厚生労働省
保発0508第4号 H26.5.8 滑運営事業の実施について（実 費適正化対策推進 井上昌彦 H26.3.26 康保険協会理事長、社

施要綱） 室 会保険診療報酬支払
保険局長

基金理事長

平成26年度高齢者医療制度円
都道府県知事、都道府

滑運営事業実施要綱における糖
保険局総務課医療 県高齢者医療広域連

厚生労働省
保発0508第5号 H26.5.8 

尿病性腎症患者の重症化予防
費適正化対策推進 井上昌彦 H26.4.14 合長、健康保険組合理

保険局長
事業の取扱いについて

皐｛ 事長、全国健康保険協
会理事長

平成26年度国民健康保険療養
保険局国民健康保 厚生労働省

保発0513第1号 H26.5.13 給付費等負担金等の交付決定に
険課財政第一係

j度遺悠樹 H26.4.21 都道府県会計管理者
保険局長

ついて（大臣通知及び局長通知）

平成26年度全国健康保険協会
保険局保険課全国

保発0514第1号 H26.5.14 
災害臨時特例補助金の交付決

健康保険協会管理 岡元英晃 H26.4.23 
官署支出官大臣官房 保険局長、

定について（大臣通知及び局長
室運営管理第三係

会計課長
通知）

保発0514第2号 H26.5.14 
地方社会保険医療協議会委員 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.5.14 大臣官房人事課長
厚生労働省

及び臨時委員の委嘱について 係 保険局長

保発0515第1号 H26.5.15 
地方社会保険医療協議会臨時 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.5.15 大臣官房人事課長
厚生労働省

委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

保発0515第2号 H26.5.15 ｜身i~）分26証.5.明19害採発用行に等伴う申新請規に作つ成いて 保険局総務課管理
杉山雄一郎 H26.5.15 大臣官房人事課長 保険局長

係

会計実地検査の結果について

保発0516第1号 H26.5.16 （愛回答）
保険局国民健康保

磯部真光 H26.5.1 
会計検査院事務総局

保険局長
（ 媛県、青森県、福岡県、大分 険課財政第二係 第2局長
県）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0520第1号 H26.5.20 の措置について

指導監査室
立石 孝志 H26.4.28 関東信越厚生局長

保険局長
（いとう調剤薬局：東京都練馬区）

保発0520第2号 H26.5.20 新医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢晃成 H26.5.16 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長
平成26年度年金特別会計健康 保健険局保険課全国 支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発0520第3号 H26.5.20 勘定への国庫補助の繰入につい 康保険協会管理 石田 秀樹 H26.5.19 
臣官房会計課長 保険局長

て（平成26年6月2日繰入） 室運営管理第一係
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平成26年度（平成25年度からの
保険局高齢者医療

都道府県知事
厚生労働省保発0521第1号 H26 .. 5.20 繰越分）高齢者医療制度円滑運 君 嶋隆行 H26.4.23 公益社団法人国民健

営事業について（実施要綱）
課監理係

康保険中央会会長
保険局長

保発0521第2号 H26.5.21 
行政事件訴訟の実施依頼｜』つい 保険局高齢者医療

萩原竜佑 H26.5.21 東京法務局長
厚生労働省

てゆI］途決裁） 課企画法令係 保険局長
北海道厚生局長、近畿

地方社会保険医療協議会委員
保発0522第2号 H26.5.22 及び臨時委員の委嘱について

保険局医療謀庶務
須賀敬志郎 H26.5.22 

厚生局長、中国四国厚 厚生労働省

（通知）
係 生局長、四国厚生支局 保険局長

長、九州厚生局長

保発0522第3号 H26.5.22 
平成26年度健康保険組合事務 保険局保険課健康

清水真理子 H26.4.24 健康保険組合連合会
厚生労働省

費負担金の交付決定について 保険組合係 保険局長

有レセ識プ者ト会情議報及等びの審提査供分に科関会すのる構
保険局総務課保険

厚生労働省
保発0522第4号 H26.5.22 システム高度化推進 内野和訓 H26.5.20 小池一夫他1件

成員就任依頼について 室
保険局長

レセプト情報等の提供に関する 保険局総務課保険 全国後期高齢者医療
厚生労働省

保発0522第5号 H26.5.22 有識者会依議頼及び審査分科会の構 システム高度化推進 内野和訓 H26.5.20 広域連合協議会会長
成員就任 について 室 他1件

保険局長

有レセ識プ者ト会情議報；等の提供に関する 保険局総務課保険
厚生労働省

保発0522第6号 H26.5.22 頼及び審査分科会の構 システム高度化推進 内野和訓 H26.5.20 小池一夫
保険局長

成員就任依について 室
レセブト情報等の提供に関する 保険局総務課保険

全国後期高齢者医療 厚生労働省
保発0522第7号 H26.5.22 有識者会議及び審査分科会の構 システム高度化推進 内野和訓 H26.5c20 

広域連合協議会会長 保険局長
成員就任依頼について 室

保発0526第2号 H26.5.26 
数次往復用公用旅券の発給依 保険局医療課庶務

松田 洋一 H26.5.23 
厚生労働省大臣官房 厚生労働省

頼について 係 国際課長 保険局長

保発0526第4号 H26.5.26 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.5.26 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0526第5号 H26.5 26 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.5.26 大臣官房人事課長 保険局長
係

行政不服審査j去に基つく審査請
保険局医療課企画 厚生労働省

保発0526第6号 H26.5.26求について（
法令第一係

佐藤雅明 H26.5.23 近畿厚生局長
保険局長

6！.行求政に）つ不し服審査法に基つく審査請 保険局医療課企画
26.5.23圃圃r--厚生労働省

保発0526第7号 H26.5.2 、て（
法令第一係

佐藤雅明
保険局長

保発0526第8号 H26.5.261行求政につ不い服て審伊査－法EにE基－づ－くE審E 査－請－ 保険局医療諜企画 佐藤雅明 H26.5.23 
厚生労働省

法令第一係 保険局長



保発0526第9号

保発0526第10号

保発0526第11号

保発0526第12号

保発0526第13号

保発0526第14号

保発0526第15号

保発0526第16号

保発0526第17号

保発0527第2号

保発0527第3号

保発0528第1号

保発0530第1号

行政不服審査法に基づく審査請
H26.5.26l求について（．） 

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画 l佐 藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画 l｜佐藤雅明
法令第一係 ｜ 

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

保険局医療課企画｜佐藤雅明
法令第一係

平成26年度後期高齢者医療財 l

H26.5.27I政調整交付金の交付（当初交 ｜保険局高齢者医療｜白井友也
｜諜財政係

付）申請等について（通知） ｜ 
平成25年度保険料等交付金の｜保険局保険課全国

H26.5.271交付額の通知について（平成26I健康保険協会管理 ｜石田秀樹
年4月（出納整理期）分） ｜室運営管理第二係

身分証明書発行等申請について｜
H26.5.28l (H26.6.1付採用に伴う新規作成｜保険局総務課管理｜杉山雄一郎

｜係
分 ）｜

H26.5制使用済タクシー乗車券等点検・保｜保険局総務課庶務｜糟谷昌芳
｜存結果理白書（平成26年4月） ｜係

厚生労働省
保険局長

厚生労働省
保険局長

厚生労働省
保険局長

厚生労働省
保険局長

厚生労働省
保険局長

H26.5.23l近畿厚生局長 ｜厚生労働省
保険局長

H26.5.23I-
｜厚生労働省
保険局長

H26.5.23l関東信越厚生局長 ｜厚生労働省
保険局長

厚生労働省
保険局長

都道府県知事
厚生労働省

H26.5.26l後期高齢者医療広域
連合長

保険局長

H26.5.2DI’事全国長健康保険協会理 I ｜厚保生険労局働長省

H26.5.28l大臣官房人事課長 保険局長

H26.5.29I大臣官房会計課長 保険局長
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保発0530第2号 H26.5.30 工事申請書について
保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.5.30 大臣官房会計課長 保険局長
係

「被扶養者に対する特定健診・保 保険局総務課医療 株式会社電通パブリツ
厚生労働省

保発0603第1号 H26.6.3 健指導の普及啓発事業」に係る 費適正化対策推進 井上昌彦 H26.5.28 クリレーションズほか5
企画競争結果について 室 件

保険局長

保発0604第1号 H26.6.4 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢 晃成 H26.6.2 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長

全国健康保険協会船員保険協
保険局保険課全国

全日本海員組合組合
保発0604第2号 H26.6.4 健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.5.29 保険局長

議会委員の委嘱について（依頼）
室運営管理第＝係

長大内教正

保険医療専門審査員の内申（こつ
保険局医療課庶務

保発0605第1号 H26.6.5 
いて

松田洋一 H26.6.4 大臣官房人事課長
厚生労働省

（診療報酬調査専門組織（入院 係 保険局長
医療等の調査・評価分科会））

平成26年度国民健康保険高額

保発0605第2号 H26.6.5 
医療費共同事業負担金の交付 保険局国民健康保

j度遺悠樹 H26.5.20 都道府県会計管理者 保険局長
決定について（大臣通知及び局 険課財政第一係
長通知）

平成26年度国民健康保険組合 保険局国民健康保
官署支出官都道府県

支出負担行
保発0606第1号 H26.6.5 出産育児一時金等補助金の交 険課国民健康保険 吉田大介 H26.5.14 

会計管理者
為担当官厚

付決定について 組合係 生労働省

社会保険医療担当者の監査後

保発0609第1号 H26.6.9 
の措置について 保険局医療課医療

立石孝志 H26.5.27 関東信越厚生局長
厚生労働省

（山川歯科医院・千葉県習志野 指導監査室 保険局長
市）

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0609第2号 H26.6.9 の措置について
指導監査室

立石孝志 H26.5.29 関東信越厚生局長
保険局長

（とよしま医院．東京都練馬区）

保発0609第3号 H26.6.9 職員の昇格について（肉申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.6.6 大臣官房人事課長 保険局長
係

健康保険委員功労者厚生労働 保険局保険課全国
全国健康保険協会理

保発0610第1号 H26.6.10 大臣表彰実施要領の制定につい 健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.5.21 
事長

保険局長
て 室運営管理第三係
健康保険委員功労者厚生労働 保険局保険課全国

全国健康保険協会支
保発0610第2号 H26.6.10 大臣表彰実施要領の制定につい 健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.5.21 

部長
保険局長

て 室運営管理第＝係

保発0610第3号 H26.6~ 10 
九州地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.6.10 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長



豆董韮豆 5事圭世田 四巳＂＇＂ 記宰担当主早・1糸 記事日 協粁争
, 
可＂ヨ

平成26年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付決定につい 保険局保険課全国

官署支出官大臣官房
保発0611第1号 H26.6.11 て（大臣通知及び局長通知）（全 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.5.23 保険局長

国健康保険協会が実施する事業 室運営管理第三係
会計課長

分）

『政府管掌年金事業等の運営の

保発0611第2号 H26.6.11 
改善のための国民年金法等のー 保険局保険課企画

井口車也 H26.6.11 
全国健康保険協会理

保険局長
部を改正する法律」の公布につ 法令第二係 事長
いて

「政府管掌年金事業等の運営の

保発0611第3号 H26.6.11 
改善のための国民年金法等のー 保険局保険課企画

井口卓也 H26.6.11 健康保険組合理事長 保険局長
部を改正する法律」の公布につ 法令第二係
いて

保発0611第4号 H26.6.11 
改「政善府の管た掌め年の金国事民業年等金の法運等営ののー

保険局保険課企画
井口車也 H26.6.11 厚生（支）局長 保険局長

部を改正する法律」の公布につ 法令第二係
いて

f政府管掌年金事業等の運営の 健康保険組合連合会

保発0611第5号 H26.6.11 
改善のための国民年金法等のー 保険局保険課企画

井口卓也 H26.6.11 
会長

保険局長
部を改正する法律」の公布につ 法令第二係 社会保険診療報酬支
いて 払基金理事長

国民健康保険事業年報に係る情 保険局調査課数理
公益社団法人国民健 厚生労働省

保発0612第1号 H26.6.12 
報提供について（通知） 第二係

六波羅隆 H26.6.10 康保険中央会理事長 保険局長木
柴田雅人 倉敬之

保発0613第1号 H26.6.13 
九州地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.6.13 九州厚生局長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（通知） 係 保険局長

全国健康保険協会船員保険協
保険局保険課全国

保発0616第2号 H26.6.16 
議会委員の発令について（内申）

健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.6.11 大臣官房人事課長 保険局長
室運営管理第三係

保発0616第3号 H26.6.16 行政文書の開示変更について
保険局医療課医療

日巻義徳 H26.6.10 中国四国厚生局長
厚生労働省

指導監査室 保険局長

平成金26の年交度付国（民当健初康交保付険）申調i整 保険局国民健康保 厚生労働省
保発0617第1号 H26.6.17 交付 請に 武藤敬宏 H26.6.13 都道府県知事

ついて（通知）
険課財政第二係 保険局長

社会保険審査会委員長の海外
保険局総務課社会

保発0617第2号 H26.6.13 
渡航について

保険審査調整室審 舘野靖史 H26.6.10 大臣官房人事課長 保険局長
査庶務係
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社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0617第3号 H26.6.17 の措置について（黒田泌尿器科・

指導監査室
森山伊久夫 H26.5.29 近畿厚生局長

保険局長
兵庫県）

保発0618第1号
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
H26.6.18 の措置について

指導監査室
立石孝志 H26 .. 6.9 関東信越厚生局長

保険局長
：長野県長野市）

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発0619第1号 H26.6.19 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.6.16 
て（平成26年7月1日繰入） 室運営管理第二係

臣官房会計課長 保険局長

レセフト情報等の提供に関する 保険局総務課保険
厚生労働省

保発0619第2号 H26.6.19 ワーキンググループ設置及び構 システム高度化推進 内野和訓 H26.6.17 松田晋哉他5名
保険局長

成員就任依頼について 室
レセブト情報等の提供に関する 保険局総務課保険

産業医科大学理事長 厚生労働省
保発0619第3号 H26.6.19 ワーキンググループ設置及び構 室システム高度化推進 内野和訓 H26.6.17 

他5件 保険局長
成員就任依頼について

保発0619第4号 H26.6.19 
体外診断用医薬品の保険適用に 保険局医療課企画

滝j畢晃成 H26.6.18 
公益社団法人日本医 厚生労働省

ついて 法令第二係 師会会長 保険局長
平成25年度厚生労働科学研究

保発0620第1号 H26.6.20 
費補助金（厚生労働科学特別研 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.5.29 大臣官房会計課長 保険局長
究事業）の交付額の確定につい 係
て

保発0620第2号 H26.6.20 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.6.20 大臣宮房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成26年5月） 係
平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化 保険局保険課全国

大臣官房支出官大臣
保発0620第3号 H26.6.20 等補助金の支出負担行為につい 健康保険協会管理 岡元 美晃 H26.6.10 

官房会計課長
保険局長

て（全国健康保険協会が実施す 室運営管理第＝係
る事業分）
平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運 保険局保険課全国

官署支出官大臣官房
保発0620第4号 H26.6.20 営事業費補助金の支出負担行 健康保険協会管理 岡元 英晃 H26.6.10 

会計課長
保険局長

為について（全国健康保険協会 室運営管理第三係
が実施する事業分）

ファイバ注射用500及び同1000の

保発0620第5号 H26.6.20 
薬事法上の用法・用量の変更に 保険局医療課企画

滝j畢 晃成 H26.6.20 
地方厚生（支）局長、都 厚生労働省

伴う留意事項の一部改正につい 法令第二係 道府県知事 保険局長
て

保発0624第1号 H26.6 24 職員の昇格について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.6.23 大臣官房人事課長 保険局長
係
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社会保険につ医い療て担（当医者療の法監人査社後団
保発0624第2号 H26.6.24 

の措置 保険局医療課医療
佐々木真 H26.6.6 九州厚生局長

厚生労働省
明日葉会土屋歯科口腔外科クリ 指導監査室 保険局長
ニック・大分県別府市）
地域における医療及び介護の総

保険局総務課医療
保発0625第1号 H26.6.26 

合的な確保を推進するための関
費適正化対策推進 川村亮太 H26.6:25 都道府県

厚生労働省
係法律の整備等に関する法律の

室企画係
保険局長

公布について
平特成26年度東日本大震災復興

保発0625第2号 H26.6.25 
別会計歳出予算の移替えにつ 保険局国民健康保

磯 部真光 H26.6.24 大臣官房会計課長 保険局長
いて（国民健康保険（組合）災害 険課財政第二係
臨時特例補助金）

保発0625第3号 H26.6.25 
保険局の内部組織に関する細則 保険局総務課管理

塩入雅彦 H26目6.23厚生労働大臣 保険局長
の一部改正について（内申） 係

保発0625第4号 H26.6.25 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.6.25 大臣官房人事課長 保険局長
係

地域における医療及び介護の総
保険局総務課医療

保発0625第5号 H26.6.25 
合的な確保を推進するための関

室費適正化対策推進 川村亮太 H26.6.25 地方厚生局等 保険局長
係法律の整備等に関する法律の
公布について

企画係

保発0626第2号 H26.6.26 
身分証明書発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.6.26 大臣官房人事課長 保険局長
(H26.7.1採用に伴う新規作成分） 係

平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化

保発0627第2号 H26.6.27 
等補助金（被保険者保険運営円 保険局保険課健康

清水真理子 H26.6.10 大臣官房会計課長
厚生労働省

滑化推進事業）の支出負担行為 保険組合係 保険局長
について（健康保険組合等が行う
事業）

平成26年度（平成25年度からの

繰越分）高齢者医療キ土制度円滑運 保険局保険課庶務
保発0627第3号 H26.6.27 営事業費補助金（ 会保険診療 伊良皆貴紀 H26.6.10 大臣官房会計課長 保険局長

報酬支払基金が実施する事業の
係

支出負担行為について
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平成26 ，，.＿（平成25 zからの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の第2・四半期
における交付について（70歳代 官署支出官都道府県

支出負担行
保発0630第1号 H26.6.30 

前半の被保険者等の一部負担 保険局国民健康保
大橋 史明 H26.6.6 

会計管理者
為担当官保

金等の軽減特例措置の段階的 険課監理係 官署支出官大臣官房
見直しに伴うシステム改修事業 会計課長

険局長

分） (KDBシステムの機能拡充の

ためのシステム改修事業（国保）
4.') 
平成26年度後期高齢者医療財

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0630第2号 H26.6.30 政調（整概交算付交金付の分交）付決定等につ 白井友也 H26.6.17 都道府県会計管理者

いて
課財政係 保険局長

保発0630第3号 H26.6.30 
関東信越地方社会保険医療協 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.6.30 大臣官房人事課長
厚生労働省

議会臨時委員の委嘱について 係 保険局長

保発0630第4号 H26.6.30 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.6.27 大臣官房λ事課長 保険局長
係

「健康保険の食事療養標準負担
額及び生活療養標準負担額』及

保発0630第5号 H26.6.30 
ぴ「後期高齢者医療の食事療養 保険局高齢者医療

唐木啓介 H26.6.30 都道府県知事
厚生労働省

標準負担額及び生活療養標準負 課 保険局長
担額jの一部改正について（通
知）

「健康保険の食事療養標準負担
額及び生活療養標準負担額」及

全国健康保険協会理
保発0630第6号 H26.6.30 

び『後期高齢者医療の食事療養 保険局高齢者医療
唐木啓介 H26.6.30 事長

厚生労働省
標準負担額及び生活療養標準負 課 保険局長
担額」の一部改正について（通
知）

「健康保険の食事療養標準負担
額及び生活療養標準負担額」及

保発0630第7号 H26.6.30 標び準「後負期担高額齢及者び医生療活の療食養事標療準養負
保険局高齢者医療

唐木啓介 H26.6.30 健康保険組合理事長
厚生労働省

課 保険局長
担額」の一部改正について（通
知）
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「健康保険の食事療養標準負担

額及び生活療養標E療準の負1担額」及

保発0630第8号 H26.6.30 
び「後期高齢者医 食事療養 保険局高齢者医療

唐木啓介 H26.6.30 地方厚生（支）局長
厚生労働省

標準負担額及び生活療養標準負 課 保険局長
担額Jの一部改正について（通
知）

「平成26年度診療報酬改定の結
三菱UFJリサーチ＆コ

果検証に係る特別調査（平成26
保発0630第9号 H2.6.6.30 年度調査）業務その1Jにおける

保険局医療課企画
小原航洋 H26.6.27 

ンサルテインク、株式会 厚生労働省

企画提案書の評価結果及び本事
法令第二係 社取締役社長藤井秀 保険局長

業の委託について
延

平成26年度診療報酬改定の結
みずほ情報総研株式会

保発0630第10号 H26.6.30 果検証査に係）業る務特そ別の調1査の（評平価成結26 
保険局医療課企画

小原航洋 H26.6.27 社代表取締役社長西
厚生労働省

年度調 法令第二係 保険局長
果について

津l順一

平成26年度診療報酬改定の結 ニ 愛UFJリサーチ＆コ

保発0630第11号 H26.6.30 
果検証に係る特別調査（平成26保険局医療課企画

小原航洋 H26.6.27 
ンサルティング株式会 厚生労働省

年度調査）業務その、1てに（関依，す頼る）調 法令第二係 社取締役社長藤井秀 保険局長

査業務の委託にっし 延
「平成26年度診療報酬改定の結

＝菱UFJリサーチ＆コ
果検証に係る特別調査（平成26

保険局医療課企画 ンサルティング株式会 厚生労働省
保発0630第12号 H26.6.30 年度調査）書業の務評そ価の結2果」に及おびけ本る~ 法令第二係

小原航洋 H26.6.27 
社取締役社長藤井秀 保険局長

企画提案 事
業の委託について

延

平成26年度診療報酬改定の給
みずほ情報総研株式会

保発0630第13号 H26.6.30 
果検証に係る特別調査（平成26保険局医療課企画 小原航j羊 H26.6.27 社代表取締役社長西

厚生労働省
年度調査）業務その2の評価結 法令第二係 保険局長
果について

j畢順一

平成26年度診療報酬改定の結 ニ 愛UFJリサーチ＆コ

保発0630第14号 H26.6.30 
果検証に係る特別調査（平成26保険局医療課企画

小原航洋 H26.6.27 
ンサルテインク、株式会 厚生労働省

年度調査）業務その2に関する調 法令第二係 社取締役社長藤井秀 保険局長
査業務の委託について（依頼） 延

保発0701第1号 H26.7.1 
行政不服審査法l』基づく審査請 保険局医療課企画

佐藤雅明 H26.6.27 近畿厚生局長
厚生労働省

求I』ついて（ ） 法令第係 保険局長
行政不服審査法に基づく審査請 保険局医療課企画

a・圃・ 厚生労働省
保発0701第2号 H26.7.1 

求について（ ？ 法令第一係
佐藤雅明 H26.6.27 

保険局長

行政不服審査法に基づく審査請
保険d可bヨ、局医療課企画 厚生労働省

保発0701第3号 H26.7.1求について（
法第一係

佐藤雅明 H26.6.27 関東信越厚生局長
保険局長
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怖行者

保発0701第4号 H26.6.27 
厚生労働省

法令第一係 保険局長

保発0701第5号 H26.7. 保険局医療課企画 佐藤 雅明 H26.6.30 九州厚生局長
厚生労働省

法令第一係 保険局長

保発0701第6号 H26.7.1求についEて審（査ーjー去ーにー基ーづーくー審ー査ー請ー保法険令局第一医係療課企画 佐藤 雅明 H26.6.30 
厚生労働省
保険局長

「平成26年度診療報酬改定の結 ェ菱UFJリサーチ＆コ
支出負担行

保発0701第7号 H26.7.1 
果検証に係る特別調査（平成26保険局医療課企画

小原航洋 H26.7.1 
ンサルテインク、株式会

為担当官保
年度調査）業務その1」事業計画 法令第二係 社取締役社長藤井秀
及び再委託申請について（承認） 延

険局長

「平成26年度診療報酬改定の結 ニ菱UFJリサーチ＆コ
支出負担行

保発0701第8号 H26.7.1 
果検証に係る特別調査（平成26保険局医療課企画

小原航洋 H26.7.1 
ンサルティング株式会

為担当官保
年度調査）業務その2」事業計画 法令第二係 社取締役社長藤井秀

険局長
及び再委託申請について（承認） 延

入院医療等における実態調査
支出負担行

保発0703第1号 H26.7.3 
（平成26年度調査）の入札に係る 保険局医療課包括

佐藤弘之 H26.7.2 厚生労働大臣 為担当官保
総合評価落札方式について（協 医療推進係

険局長
議）

決算検査報告に掲記された事項
保険局国民健康保 会計検査院事務総局

保発0703第2号 H26.7.3 に対する処置状況について（回 磯 部真光 H26.6.27 保険局長
答）

険課財政第二係 第2局長

平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国
保発0704第1号 H26.7.4 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.6.30 

全国健康保険協会理
保険局長

年5月分） 室運営管理第三係
事長

保発0704第2号 H26.7.4 公印の新刻について 保険局総務課 橋本典久 H26.7.4 大臣官房総務課長
厚生労働省
保険局長

社会保障審議会臨時委員の再
保険局総務課庶務 全国町村会会長、日本

保発0704第3号 H26.7.4 任lこかかる依頼について（医療 糟谷昌芳 H26.7.4 保険局長
保険部会）

係 医師会会長

決算検査報告に掲記された事項
保険局国民健康保 会計検査院事務総局

保発0704第4号 H26.7.4 に対する処置状況について（回 磯 部真光 H26.7.3 保険局長
答）

険課財政第二係 第2局長

保発0707第1号 H26.7.7 職員人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.7.7 大臣官房人事課長 保険局長
係



豆董蓋豆 埠器日 4邑重己 霊室亙蓋諜・1糸 歪茎歪 －＝日
, , , 

平成25年度厚生労働科学研究
支出負担行

保発0708第2号 H26.7.8 
費補助金（厚生労働科学特別研 保険局医療課企画

小 原航洋 H26.6.4 大臣官房会計課長 為担当官保
究事業）の交付額の確定につい 法令第二係

険局長
て

保発0708第3号 H26.7.8 
関東信越地方社会保険医療協 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.7.8 関東信越厚生局長
厚生労働省

議会臨時委員の委嘱について 係 保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療諜医療 厚生労働省

保発0708第4号 H26.7.8 の措置について（パークサイド・メ
指導監査室

佐々木真 H26.6.18 九州厚生局長
保険局長

ンタルクリニック．沖縄県那覇市）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0708第5号 H26.7.8 の措置について（小禄西クリニツ

指導監査室
佐々木真 H26.6.18 九州厚生局長

保険局長
ク．沖縄県那覇市）

保発0709第1号 H26.7.9 
数次往復用公用旅券の返納l』つ 保険局医療謀庶務

松田洋一 H26.7.9 大臣官房国際課長
厚生労働省

いて f系 保険局長

保発07iO第1号 H26.7.10 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.7.9 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成26年度社会保障・税番号制 保険局総務課保険
厚生労働省

保発0710第2号 H26.5.15 度システム整備事業の実施につ システム高度化推進 吉野一正 H26.4.14 都道府県知事他3件
保険局長

いて（実施要綱） 室
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0710第3号 H26.7.10 の措置について 立石孝志 H26.7.9 東海北陸厚生局長

－愛知県春日井市）
指導監査室 保険局長

平成初年度国民健康保険（組
保険局国民健康保

保発0710第4号 H26.7.10 合J災害臨時特例補助金の取扱 磯部真光 H26.7.8 都道府県知事 保険局長
について（取扱要領）

険課財政第二係

医療介護総合確保促進会議開
医療介護総合確保促 厚生労働省

保発0710第5号 H26.7.10 催要綱及び構成員への就任依頼 保険局総務課 山内優也 H26.7.10 
進会議構成員候補者 保険局長

について

催医療介護総合確保促進会議開 医療介護総合確保促
厚生労働省

保発0710第6号 H26.7.10 要綱及び構成員への就任依頼 保険局総務課 山内優也 H26.7.10 進会議構成員候補者
保険局長

について の所属長

保発0711第1号 H26.7.11 取引関係通知書の送付について
保険局総務課医療

酒井友徳 H26.7.11 日本銀行本店 保険局長
保険財政係

保発0711第2号 H26.7.11 
官署支出官の異動等の通知l』つ 保険局総務課医療

酒井友徳 H26.7.11 
財務省会計センター会

保険局長
いて 保険財政係 計管理部長
身分署名書発行等申請について

保険局総務課管理
保発0711第3号 H26.7.11 (H26.7. 11付採用に伴う新規作 杉山雄一郎 H26.7.11 大臣官房人事課長 保険局長

成分）
係
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身分証明書発行等申請について

保発0711第4号 H26.7.11 (H26.7. 1付採用に伴つー新規作成保係険局総務課管理 杉山雄一郎 H26.7.11 大臣官房人事課長 保険局長
分）
全国健康保険協会の理事長の 保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発01{1第6号 H26.7.10 任命に関する運営委員会に対す 健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.7.8 保険局長

る意見照会について 室運営管理第＝係
事長小林剛

平成26年度後期高齢者医療災
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0711第7号 H26.7.11 害臨時特例補助金の取扱いにつ 白井友也 H26.7.11 都道府県知事
いて（取扱要領〉

課財政係 保健局長

身分証発行等申請について（H2
保険局総務課管理

保発0711第B号 H26.7.11 6. 7. 11付異動に伴う再開手続
係

杉山雄一郎 H26.7.11 大臣官房人事課長 保険局長
きについて）

保発0714第1号 H26.7.14 職員の無報酬兼業申誇について
保険局高齢者医療

栗林 真 H26.7.11 大臣官房人事課長
厚生労働省

課庶務係 保険局長
公益社団法人日本医
師会会長

保発0714第2号 H26.7.14 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

j竜漂晃成 H26.7.7 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発0715第1号 H26.7.15 
社会保障審議会臨時委員の任 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.7.14 大臣官房人事課長 保険局長
命について 係

公会益社会団法人日本医
師長

保発0715第5号 H26.7.15 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝津晃成 H26.7.14 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発0717第1号 H26.7.17 
中央社会保険医療協議会委員 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.7.16 大臣官房人事課長
厚生労働省

の内申について 係 保険局長

身分証発行等申請について
保険局総務課管理

保発0717第2号 H26.7.17 (H26.7.9付採用に伴う新規作成
係

杉山雄一郎 H26.7.14 大臣官房人事課長 保険局長
分）

行政事件訴訟の訴訟代理権の
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0717第3号 H26.7.17 消滅通知及び指定代理人の指定
課企画法令係

萩原竜佑 H26.7.16 東京法務局長
保険局長

について
身分証発行等申請l』ついて

保険局総務課管理
保発0717第4号 H26.7.16 (H26.7.11付採用に伴う新規作成

｛系
杉山雄一郎 H26.7.16 大臣官房人事課長 保険局長

分）
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保発0718第2号
使用済タクシー乗車券等点検・保 庶務

H26.7.18 大臣官房会計課長 保険局長H26.7.18存結果理白書（平成26年6月） 係 糟谷昌芳

保発0718第3号 H26.7.18 
近畿地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.7.18 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱についで（内申） 係 保険局長
平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国

支出宮厚生労働省大 厚生労働省
保発0718第5号 H26.7.18 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.7.16 

臣官房会計課長 保険局長
て（平成26年8月1日繰入） 室運営管理第二係

平成付25年度Z営国診民療健施康設保整険備調分整） 保険局国民健康保 宮箸支出官 支出負担行
保発0722第1号 H26.7.22 交金（直 竹内紘季 H26.5.23 

の交付額の確定について
険課施設係 都道府県会計管理者 為担当官

平成25年度国民健康保険保険
保険局国民健康保 官署支出官 厚生労働省

保発0723第2号 H26.7.23 基盤安定負担金の交付額の確
険課財政第二係

武藤 敬宏 H26.5.16 
都道府県会計管理者 保険局長

定について（通知依頼）
平成25年度国民健康保険高額

保発0723第3号 H26.7.23 
医療費共同事業負担金の交付 保険局国民健康保

渡遺 悠樹 H26.6.16 都道府県会計管理者
厚生労働省

額の確定について（大臣通知及 険課財政第一係 保険局長
ぴ局長通知）
身分証明書発行等申請Lついて

保険局総務課管理
保発0723第4号 H26.7.23 (H26. 7. 22付異動に伴う新規 杉山雄一郎 H26.7.23 大臣官房人事課長 保険局長

作成分）
係

保発0723第5号 H26.7.23 公印の新刻について
保険局医療介護連

橋本 典久 H26.7.18 大臣官房総務課長
厚生労働省

携政策課庶務係 保険局長

保発0723第6号 H26.7.23 
医療介護総合確保促進会議にお 保険局医療介護連

山内優也 H26.7.22 
医療介護総合確保促 厚生労働省

ける構成員の就任依頼について 携政策課計画係 進会議構成員候補者 保険局長

医療介護総会確保促進会議にお 保険局医療介護連
医療介護総合確保促

厚生労働省
保発0723第7号 H26.7.23 山内優也 H26.7.22 進会議構成員候補者

ける構成員の就任依頼について 携政策課計画係
の所属長

保険局長

保発0724第1号 H26.7.23 
先進医療会議構成員の内申につ 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.7.23 大豆官房人事課長
厚生労働省

いて 係 保険局長

保発0724第2号 H26.7.24 職員の人事異動について（内申］
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.7.23 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成26年度高齢者医療制度円
支出負担行

保発0728第1号 H26.7.28 
滑運営臨時特例交付金（国保連 保険局国民健康保

大橋史明 H26.7.7 
官署支出官都道府県

為担当官保
合会事業分）の交付額の確定に 険課監理係 会計管理者

険局長
ついて
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「雇用保険法等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う調係
政令の整備等及び経過措置に関

保険局保険課企画 厚生労働省職業安定 厚生労働省
保発0730第1号 H26.7.25 する政令第57条の2第7項の規 浅野優歩 H26.7.24 

定に基づき厚生労働大臣が定め
法令第一係 局長 保険局長

る率を定める件等の適用につい
て等

「雇用保険法等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係
政令の整備等及び経過措置に関

保険局保険課企画 厚生労働省
保発0730第2号 H26.7.25 する政令第57生条労の2第7項の規 浅野優歩 H26.7.24 日本年金機構理事長

定に基づき厚 働大臣が定め
法令第一係 保険局長

るて率等を定める件等の適用につい

『雇用保険法等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係
政令の整備等及び経過措置に関

保険局保険課企画 全国健康保険協会理 厚生労働省
保発0730第3号 H26.7 25 する政令第57条の2第7項の規 浅野優歩 H26.7.24 

る定率にを基定づめき厚生労働大臣が定め
法令第一係 事長 保険局長

る件等の適用につい
て等

全国健康保険協会運営委員会
保険局保険課全国 全国社会保険労務士

厚生労働省
保発0730第4号 H26.7.29 

委員の委嘱について
健康保険協会管理 瀬 戸裕之 H26.7.28 会連合会会長大西健

保険局長
室運営管理第＝係 造外7名

保発0731第1号 H26.7.31 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.7.31 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成26年度晶齢者医療運営円

保発0731第2号 H26.7.31 
滑化等補助金（被用者保険運営 保険局保険謀健康

清水真理子 H26.7.9 大臣官房会計課長
厚生労働省

円滑化推進事業）の交付決定に 保険組合係 保険局長
ついて

保発0801第1号 H26.8.1 
九州地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.7.31 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

保発0801第2号 H26.8.1 
東北地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.7.31 大臣宮房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

平成26年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（被用者保険運営

保険局保険課健康 厚生労働省
保発0801第3号 H26.8.1 円滑化推進事業）の交付決定に 池田亮平 H26.7.18 大臣官房会計課長

ついて（健康保険組合等が行う
保険組合係 保険局長

事業）
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保発0801第4号 H26.8.1職いて員の無報酬兼業届の報告につ m導監査室課指導医監療 天野裕貴 H26.8.1 
千葉大学大学院看護 厚生労働省
学研究科長 保険局長

査係
社会保険医療担当者の監査後

保発0804第1号 H26.8.4 
の措置について（株式会社ひむ 保険局医療課医療

佐々木真 H26.6.26 九州厚生局長
厚生労働省

かメディカルひむか24時間薬局： 指導監査室 保険局長
宮崎県都城市）
第58回社会保険指導者講習会

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0805第1号 H26.8.5 の開催について

係
松田洋一 H26.8.1 地方厚生（支）局長

保険局長
（日本医師会との共催）
第58回社会保険指導者講習会

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0805第2号 H26.8.5 の開催について

係
松田洋一 H26.8.1 都道府県知事

保険局長
（日本医師会との共催）
平成26年度社会保険指導者研

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0805第3号 H26.8.5 修会の開催について

係
松田洋一 H26.8.1 地方厚生（支）局長

保険局長
（日本歯科医師会との共催）
平成26年度社会保険指導者研

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0805第4号 H26.8.5 修会の開催について 松田洋一 H26.8.1 都道府県知事

（日本歯科医師会との共催）
係 保険局長

社会保障審議会臨時委員の新
保険局総務課庶務 日本医師会会長、日本

保発0805第5号 H26.8.5 任及び再任にかかる依頼につい
係

糟谷昌芳 H26.8.1 
薬剤師会会長

保険局長
て（医療保険部会）
社会措保険医療担当者の監査後 保険局医療課医療 厚生労働省

保発0805第7号 H26.8.5 の 置について（名倉ストレスク
指導監査室

佐々木典伯 H26.7.30 東海北陸厚生局長
保険局長

リニック・静岡県静岡市）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0805第8号 H26.8.5 幽量二ついて（ 佐々木典伯 H26.7.30 東海北陸厚生局長

．＝重県松阪市）
指導監査室 保険局長

保発0806第1号 H26.8.6 工事完成通知書について
保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.8.5 大臣官房会計課長 保険局長
係

平成26年度保険料等実付金の 保険局保険課全国
全国健康保険協会理

保発0808第1号 H26.8.8 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.8.4 
事長

保険局長
年6月分） 室運営管理第一係

保発0808第2号 H26.8.8 
社会保障審議会臨時委員の任 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.8.7 大臣官房人事課長 保険局長
命について（肉申） 係
保険医療専門審査員の委嘱に係 保険局医療課庶務 東京大学大学院医学 厚生労働省

保発0808第4号 H26.8.8 
る兼業届の提出について 係

松田 洋一 H26.8.8 
系研究科長 保険局長
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平成26年度（平成25年度からの
支出負担行

繰越分）高齢者医療制度円滑運 保険局高齢者医療 官署支出官大臣官房
保発0815第1号 H26.8.15 

営事業費補助金の交付決定につ 課監理係
君嶋 隆行 H26.7.14 

会計課長
為担当官保

いて
険局長

平成26年度国民健康保険（組
保険局国民健康保 官署支出官 厚生労働省保発0818第2号 H26.8.18 合）災害臨時特例補助金の交付 武藤 敬宏 H26.8.5 

決定等について
険課財政第二係 福島県会計管理者 保険局長

健康保険組合の合併Lついて
保険局保険課指導

保発0819第1号 H26.8.19 （安田健康保険組合及び日本興 大木嘉人 H26.8.15 関東信越厚生局長 保険局長
E健康保険組合）

調整係

健康保険組合の合併について
健康保険組合連合会

保発0819第2号 H26.8.19 （安田健康保険組合及び日本興
保険局保険課指導

大木嘉人 H26.8.15 
会長

保険局長
亜健康保検組合）

調整係 社会保険診療報酬支
払基金理事長

保発0820第1号 H26.8.20 
地方社会保険医療協議会委員 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.8.20 
近畿厚生局長、東北厚 厚生労働省

及び臨時委員の委嘱について 係 生局長、九州厚生局長 保険局長
身分証明書発行等の申請につい

保険局総務課管理
保発0820第2号 H26.8.20 て（H26.8.12付破損による再発行

係
杉山雄一郎 H26.8.20 大臣官房人事課長 保険局長

にういて）

保発0821第1号 H26.8.21 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.8.19 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成26年7月） 係
保険医療専門審査員等の内申に
ついて

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0821第2号 H26.8.21 （診療報酬調査専、先門進組医織療（D会~c 松田洋一 H26.8.20 大臣官房人事課長

評価分科会等） 議
係 保険局長

（先進医療技術審査部会））
平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国

支出官厚生労働省大 厚生労働省
保発0822第1号 H26.8.22 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.8.11 

臣官房会計課長 保険局長
て（平成26年9月1日繰入） 室運営管理第二係

保発0826第1号 H26.8.26 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.8.22 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0827第1号 H26.8.27 
健康保険組合の設立について 保険局保険課指導

片居木伸幸 H26.8.26 九州厚生局長 保険局長
（小倉記念病院健康保険組合） 調整係

保発0827第2号 H26.8.27 
健康保険組合の設立について 保険局保険課指導

片居木伸幸 H26.8.26 
一般財団法人平成紫

保険局長
（小倉記念病院健康保険組合） 調整係 川会理事長永田泉

健康保険組合の設立について 保険局保険課指導
健康保険組合連合会

保発0827第3号 H26.8.27 片居木伸幸 H26.8.26 会長払、社基会金保理険事診長療報 保険局長f小倉記念病院健康保険組合） 調整係
酬支
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平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保 支出負担行

保発0827第4号 H26.8.27 
出産育児一時金等補助金（国保

険課国民健康保険 吉 田大介 H26.7目28
官署支出官都道府県

為担当官厚
組合高額医療費共同事業分）の 会計管理者
交付決定について

組合係 生労働省

保発0828第1号 H26.8.28 
全国健康保険協会の会計監査 保険局保険課全国

佐 藤基之 H26.8.25 
全国健康保険協会理

保険局長
人の選任について 健康保険協会管理 事長小林剛

保発0828第3号 H26.8.28 
会計実地検査の結果Lついて 保険局高齢者医療

金田一正太 H26.8.25 
会計検査院事務総局

保険局長
（回答） 課財政係 第2局長
平成25年度全国健康保険協会

保険局保険課全国
保発0828第4号 H26.8.28 

災害臨時特例補助金の交付額
健康保険協会管理 岡元英晃 H26.8.18 大臣官房会計課長 保険局長

の確定について（大臣通知及び
室運営管理第三係

局長通知）

平成25年度全国健助金康保険協会 保険局保険課全国
保発0828第5号 H26.8.28 

災害臨時特例補 の交付額
健康保険協会管理 岡元英晃 H26.8.18 大臣官房会計課長 保険局長

の確定について（大臣通知及び
局長通知）

室運営管理第＝係

身分証発行等申請について
保険局総務課管理

保発0828第6号 H26.8.28 (H26.9.1付採用に伴う新規発行 杉山雄一郎 H26.8.27 大臣官房人事課長 保険局長
分）

係

官署支出官都道府県

平成25年度国民健康保険団体
会計管理者

保険局国民健康保 官署支出官大臣官房
保発0829第2号 H26.8.29 連合会等補助金の交付額の確

険課監理係
大 橋史明 H26.7.16 

会計課長
保険局長

定について［連合会・中央会］
歳入徴収官都道府県
会計管理者

官署支出官都道府県

平成25年度国民健康保険団体
会計管理者

保険局国民健康保 官署支出官大臣官房
保発0829第3号 H26.8.29 連合会等補助金の交付額の確

険課監理係
大橋史明 H26.7.16 

会計課長
保険局長

定について［連合会・中央会］
歳入徴収官都道府県
会計管理者
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会計管理者
平成25年度国民健康保険団体 官署支出官大臣官房

保発0829第4号 H26.8.29 
連合会等補助金（東日本大震災 保険局国民健康保

大橋 史明 H26.7.16 
会計課長

保険局長
対応分）の交付額の確定につい 険課監理係 歳入徴収官都道府県
て［連合会・中央会］ 会計管理者

歳入徴収官大臣官房
会計課長

d官』署支出官都道府県
計管理者

平成合会25等年補度助国金民（東健康保険団体 官署支出官大臣官房

保発0829第5号 H26.8.29 
連 日本大震災 保険局国民健康保

大橋史明 H26.7.16 
会計課長

保険局長
対応分）の交付額の確定につい 険課監理係 歳入徴収官都道府県
て［連合会・中央会］ 会計管理者

歳入徴収官大臣官房
会計課長

会計検査院実地検査の結果につ
保険局医療課医療

会計検査院事務総局 厚生労働省
保発0829第6号 H26.8.28 

いて（回答）
指導監査室指導監 青山覚 H26.8.25 

第2局長 保険局長
査係

全国健康保険協会運営委員会
保険局保険課全国

保発0829第8号 H26.8.28 
委員の発令について（肉申）

健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.8.27 大臣官房人事課長 保険局長
室運営管理第＝係

平成26年度国民健康保険団体 官署支出官都道府県
支出負担行

保発0829第9号 H26.8.29 
連合会等補助金の交付決定につ 保険局国民健康保

大橋 史明 H26.8.14 
会計管理者

為担当官保

い（連て合会・中央会）
険課監理係 官署支出官大臣官房

険局長
会計課長

工事申請書（中央合同庁舎第5

保発0829第11号 H26.8.29 
号館17階07、08号室の移動間仕 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.8.29 大臣官房会計課長 保険局長
切解体・廃棄及びスチールパー 係
ティション新設工事）について
社会保険医療担当者の監査後

保発0829第12号 H26.8.29 
の指置について 保険局医療課医療

立石孝志 H26.8.18 関東信越厚生局長
厚生労働省

（星合内科小児科医院：東京都 指導監査室 保険局長
中野区）

会計実地検査の結果について
保険局国民健康保

会計検査院事務総局 厚生労働省
保発0829第13号 H26.8.29 

（回答）（東京都）
険課国民健康保険 石井和久 H26.8.27 

第2局長 保険局長
組合係

保発0829第14号 H26.8.29 
会計実地検査の結果について 保険局国民健康保

磯 部真光 H26.8.27 
会計検査院事務総局

保険局長
（回答） 険課財政第二係 第2局長
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重重日 E宜主 E亙査

保発0901第1号 H26.8.19 実態調査について第一係 木谷忠晴 H26.8.19 健康保険組合理事長 保険局長

保発0901第2号 H26.8.19 険平被成保26年険者度実健態康調保査険に・つ船い員て保
保険局調査謀数理

木谷忠晴 H26.8.19 
全国健康保険協会理

保険局長
第一係 事長

保発0901第3号 H26.8.19 
平成26年度健康保険・船員保 保険局調査課数理

木谷忠晴 H26.8.19 地方厚生（支）局長 保険局長険被保険者実態調査について 第一係
平成26年度国民健康保険調整

保険局国民健康保 官署支出官都道府県
支出負担行

保発0901第5号 H26.9.1 交付金付決（直定営に診つ療い施て設整備分） 険課施設係
竹内紘季 H26.8.5 

会計管理者
為担当官保

の交 険局長

平成26年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期
高齢者医療費支援金財政調整

保険局国民健康保 官署支出官 厚生労働省保発0901第6号 H26.9.1 
交付金及び国を整除民交く健付）の康金交保（直付険宮決介診定護療等納

武藤敬宏 H26.7.30 
付金財政調

険課財政第二係 都道府県会計管理者 保険局長

施設整備分
l二ついて

平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国
全国健康保険協会理

保発0902第1号 H26.9.2 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.8.29 
事長

保険局長
年7月分） 室運営管理第＝係
地方社会保険医療協議会委員

保発0904第1号 H26.9.4 

及（内び申臨）時委員の委嘱について
保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.9.2 大臣官房人事課長
厚生労働省

（北海道近、畿東、北、関東信越、東海 係 保険局長
北陸、 中国四圏、四国、九
州）

職員の無報酬兼業届の報告につ
保険局医療課医療

千葉大学大学院看護 厚生労働省
保発0904第2号 H26.9.4 

いて
指導監査室指導監 天野裕貴 H26:9.1 

学研究科長 保険局長
査係

平成26年度後期高齢者医療制
保険局高齢者医療 官署支出官都道府県 厚生労働省

保発0904第3号 H26.9.4 度事業費補助金の交付決定につ
課監理係

君嶋隆行 H26.8.20 
会計管理者 保険局長

いて

平成26年度後期高齢者医療災
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0905第1号 H26.9.5 害臨時特例補助金の交付決定に
課財政係

臼井友也 H26.8.12 福島県会計管理者
保険局長

ついて
平成26年度後期高齢者医療絵

保発0905第2号 H26.9.5 
付費等国庫負担金（後期高齢者 保険局高齢者医療

八木晋作 H26.8.22 
官署支出官都道府県 厚生労働省

医療財政安定化基金負担金分） 課財政係 会計管理者 保険局長
の交付決定等について
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保発0908第1号 H26.9.3 
平成26年度国民健康保険実

H26.8.22 都道府県知事
厚生労働省

態調査の実施について（依頼） 保険局長

身分証明書発行 ヨう請新に規つ発い；て 保険局総務課管理
保発0908第3号 H26.9.8 ），与H126.9.1付採用に伴 行 係

杉山雄一郎 H26.9.2 大臣官房人事課長 保険局長

平成26年度厚生労働科学研究
官署支出官大臣官房

支出負担行
保発0908第4号 H26.9.8 費補助金（厚生労働科学特別研 保険局医療課 石川真樹 H26.8.22 

会計課長
為担当官保

究事業）の交付決定について 険局長
国家賠償請求事件（平成26年

保険局医療課企画 法務省大臣官房訟務 厚生労働省
保発0909第1号 H26.9.9 （ワ）第268号）の調査回報につい

法令第一係
干回崇史 H26.9.5 

総括審議官等 保険局長
て（伺い）

保発0909第2号 H26.9.9 
先進医療会議構成員の委嘱に係 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.9.9 
独立行政法人国立がん 厚生労働省

る兼業届の提出について 係 研究センター理事長 保険局長
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0910第1号 H26.9.10 の措置について（スピード調剤川

指導監査室
佐々木真 H26.8.21 東北厚生局長

保険局長
又薬局：岩手県二戸市）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0910第2号 H26.9.10 の措置について（福岡調剤薬局：

指導監査室
佐々木真 H26.8.21 東北厚生局長

保険局長
岩手県ニ戸市）

北海道厚生局長、東北
厚生局長、関東信越厚

地方社会保険医療協議会委員
保険局医療課庶務

生局長、東海北陸厚生
厚生労働省

保発0911第1号 H26.9.11 及び臨時委員の委嘱について
係

須賀敬志郎 H26.9.11 局長、近畿厚生局長、
保険局長

（通知） 中国四国厚生局長、四
国厚生支局長、九州厚
生局長

健康保険組合関係功績者厚生
保険局保険課庶務 健康保険組合連合会 厚生労働省

保発0911第2号 H26.9 .. 11 労働大臣表彰に係る被表彰者の
係

村岡正教 H26.9.10 
会長 保険局長

決定について
社会保険診療報酬支払基金関

保険局保険課庶務 社会保険診療報酬支 厚生労働省
保発0911第3号 H26.9.11 係功績者厚生労働大臣表彰に係

係
村岡正教 H26.9.10 

払基金理事長 保険局長
る被表彰者の決定について

都道府県、国民健康保
平成26年度国民健康保険関係

保険局国民健康保
険中央会、全国国民健

厚生労働省
保発0912第1号 H26.9.11 功績者厚生労働大臣表彰の被

険課指導調査係
伊藤寛人 H26.9.9 康保険組合協会、全国

保険局長
表彰者の決定について 国民健康保険診療施

設協議会
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医療介護提供体制改革推進交
保険局医療介護連 厚生労働省

保発0912第2号 H26.9.11 付金及び地域医療対策支援臨時 山 内優也 H26.9.11 各都道府県知事
特例交付金の運営について

携政策課計画係 保険局長

保発0912第3号 H26.9.12 
四園地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.9.12 大臣官房人事課長
厚生労働省

委員の委嘱について（内申） 係 保険局長
保険局総務課管理

保発0916第2号 H26.9.16 発令替について（内申）
係

杉山雄一郎 H26.9.12 大臣官房人事課長 保険局長

保険局医療介護連
厚生労働省

会計実地検査の結果について 携政策課医療費適 会計検査院事務総局
保発0916第3号 H26.9.16 

（回答） 正化対策推進室健
井上昌彦 H26.9.8 

第2局長山本泉
保険局長唐

康調整係
j華剛

保発0916第4号 H26.9.16 
先進医療会議技術委員の委嘱に 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.9.16 大阪大学総長
厚生労働省

係る兼業届の提出について 係 保険局長
社会保険医療担当者の監査後

保発0916第6号 H26.9.16 
の措置について（医療法人社団 保険局医療課医療

佐々木真 H26.9.3 
東北厚生局長、関東信 厚生労働省

裕人会長町デンタルクリニック． 指導監査室 越厚生局長 保険局長
宮城県仙台市）
社会保険医療担当者の監査後

保発0916第7号 H26.9.16 
の措置について（医療法人社団 保険局医療課医療

佐々木真 H26.9.3 
東北厚生局長、関東信 厚生労働省

裕人会長町デンタルクリニック目 指導監査室 越厚生局長 保険局長
宮城県仙台市）
平成26年度後期晶齢者医療制

保険局高齢者医療
官署支出官都道府県 支出負担行

保発0917第3号 H26.9.17 度関係業務事業費補助金の交
課監理係

君 嶋隆行 H26.9.2 会計管理者大臣官房 為担当官保
付決定について 会計課長 険局長

付平度成決関2係宇6年業につ度務い事後て期業費扇補面官官助金医療の制交 保険局高齢者医療
4会呂』各計ーよさ一管き回理一E 者目 吾大111臣且附官房県 ！文R為合担出Eミ主頁当主T宮E.'(T ｛呆発0917第4号 H26.9.17 

課監理係
君 嶋隆行 H26.9.2 ｛呆

保発0917第5号 H26.9.17 
先進医療会議構成員の委嘱に係 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H26.9.17 
独立行政法人国立がん 厚生労働省

る兼業届の提出について 係 研究センター 保険局長

保発0918第1号 H26.9.18 
在外公館に対する便宜供与依頼 保険局医療課企薗

滝i華晃成 H26.9.17 外務省南部アジア部長
厚生労働省

について（印国） 法令第二係 保険局長

保発0918第2号 H26.9.18 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画 滝j畢晃成 H26.9.12 

公益社団法人日本医 厚生労働省
法令第二係 師会会長 保険局長

健康保険一括適用事業所の承
保険局保険課指導保発0918第3号 H26.9.18 認について（株式会社ジェイアー 大 木嘉人 H26.9.12 関東信越厚生局長 保険局長

ル東海パッセンジャーズ本社）
調整係

健康保険一括適用事業所の承
保険局保険課指導

ジェイアール東海パッセ
保発0918第4号 H26.9.18 認について（株式会社ジェイアー 大 木嘉人 H26.9.12 ンジャーズ健康保険組 保険局長

ル東海パッセンジャーズ本社）
調整係

合理事長
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使用済タクシー乗車券等点検・保 庶務
保発0918第5号 H26.9.18存結果理白書（平成26年8月） 係 糟 谷昌芳 H26.9.17 大臣官房会計課長 保険局長

在宅歯科医療に関する調査につ 保険局医療課企画 厚生労働大
保発0918第6号 H26.9.18 

いて（承認申請） 法令第二係
出雲はる奈 H26.9.9 総務大臣

臣

保発0919第1号 H26.9.19 
会計実地検査の結果について 保険局国民健康保

川村 亮太 H26.9.17 
会計検査院事務総局 厚生労働省

（回答） 険課企画法令係 第2局長山本泉 保険局長
平成26年度健康保険委員功労 保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発0922第1号 H26.9.22 者厚生労働大臣表彰の表彰者 健康保険協会管理 瀬戸裕之 H26.9.9 

事長
保険局長

の決定について 室運営管理第三係
平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国

支出官厚生労働省大 厚生労働省
保発0924第1号 H26.9.18 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田 秀樹 H26.9.16 

て（平成26年10月1日繰入） 室運嘗管理第二係
臣官房会計課長 保険局長

保発0924第2号 H26.9.24 
先進医療会議構成員及び技術委 保険局医療課庶務

松回洋一 H26.9.22 大臣官房人事課長
厚生労働省

員の内申について 係 保険局長
レセプト情報等の提供に関する 保険局医療介護連

保発0924第3号 H26.9.24 有識者会議、J審レー査プ分の科構会成及び 携政策課保険シス
内野和訓 H26.9.18 田尻泰典他3件

厚生労働省
ワーキンググ 員就 テム高度化推進室 保険局長
任依頼について 企画調整係
レセプト情報等の提供に関する 保険局医療介護連

保発0924第4号 H26.9.24 
有識者会議、審査分科会及び 携政策課保険シス

内野和訓 H26.9.18 
日本薬剤師会会長他 厚生労働省

ワーキンググループの構成員就 テム高度化推進室 3件 保険局長
任依頼について 企画調整係

保発0925第1号 H26.9.25 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.9.24 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0925第2号 H26.9.25 職員の昇格について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.9.24 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0925第3号 H26.9.25 
保険局の内部組織に関する細則 保険局総務課管理

塩入雅彦 H26.9.25 厚生労働大臣 保険局長
の一部改正について（内申） 係
健康保険組合の設立について

保険局保険課指導
保発0926第1号 H26.9.26 （大気社グループ健康保険組合

調整係
片居木伸幸 H26.9.24 関東信越厚生局長 保険局長

他1件）

健康保険組合の設立について
保険局保険課指導 株式会社大気社代表

保発0926第2号 H26.9.26 （大気社グループ健康保険組合
調整係

片居木伸幸 H26.9.24 
取締役社長上山悟

保険局長
他1件）

健康保険組合の設立について フューチヤーアーキァク
保発0926第3号 H26.9.26 （大気社ダループ健康保険組合

保険局保険課指導
片居木伸幸 H26.9.24 ト株式会社代表取締 保険局長

他1件）
調整係

役金丸恭文
健康保険組合の設立l』ついて

保険局保険課指導
健康保険組合連合会

保発0926第4号 H26.9.26 （大気社グループ健康保険組合 片居木伸幸 H26.9.24 会長、社会保険診療報 保険局長
他1件）

調整係 酬支払基金理事長
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健康保険組合の設立について
保険局保険課指導 国民健康保険中央会

保発0926第5号 H26.9.26 （大気社グループ健康保険組合 片居木伸幸 H26.9.24 保険局長
他1件）

調整係 会長

保発0926第6号 H26.9.26 
平者成に係26る年平9月成16日年付度lナ前新期設高官齢者

保険局高齢者医療
村井康平 H26.9.19 

社会保険診療報酬支
保険局長

／ 
給付費見込額等に関する承認に 課財政調整係 払基金理事長
ついて

保発0926第7号 H26.9.26 
職員の履歴事項の変更及び旧姓 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.9.26 大臣官房人事課長 保険局長
使用の申出について（内申） 係

工事完成通知書（中央合同庁舎
第5号館17階07、08号室の移動

保険局総務課庶務
保発0929第1号 H26.9.29 間仕切解体・廃棄及びスチール 糟 谷昌芳 H26.9.29 大臣官房会計課長 保険局長

I tーティション新設工事）につい
係

て

平成26年度高齢者医療運営円

保発0929第2号 H26.9.29 
滑化等補助金の交付決定につい 保険局高齢者医療

金田一正太 H26.9.18 大臣官房会計課長 保険局長
て（高齢者医療支援金等負担金 課財政係
助成事業）
平成26年度（平成25年度からの

支出負担行
繰越分）高齢者医療制度円滑運 保険局高齢者医療 官署支出官大臣官房

保発0929第3号 H26.9.29 
営事業費補助金の交付決定につ 課監理係

君嶋隆行 H26.9.18 
会計課長

為担当官保

いて（追加交付決定分）
険局長

平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の（変更）交付

官署支出官都道府県
決定について（70歳代前半の被 支出負担行

保発0930第1号 H26.9.30 保険者等の一部負担金等の軽
保険局国民健康保

大橋史明 H26.9.8 
会計管理者

為担当官保

滅特例措置の段階的見直（高し額に療伴
険課監理係 官署支出官大臣官房

険局長
うシステム改修事業分）

会計課長

養費見直しに伴うシステム改修
事業（国保）分）

身分証発行等申請について（文
保険局総務課管理

保発0930第2号 H26.9.30 字・顔写真の不鮮明による再発 杉山雄一郎 H26.9.30 大臣官房人事課長 保険局長
行分）

係

保発0930第3号 H26.9.30 
平成25年度年金特別会計健康 保険局総務課医療

酒 井友徳 H26.9.30 大臣官房会計課長 保険局長
勘定財務書類の提出について 保険財政係
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レセプト情報・特定健診等情報の保険局医療介護連
経済産業省産業技術 厚生労働省

保発1001第1号 H26.9.25 提供に関するガイドラインの改正 携政策課保険シス 雪下秀雄 H26.9.8 
環境局長他2件 保険局長

及びその周知について テム高度化推進室
レセブト情報且特定健診等情報の 保険局医療介護連

厚生労働省
保発1001第2号 H26.9.25 提供に関するガイドラインの改正 携政策課保険シス 雪下秀雄 H26.9.8 各都道府県知事47件

保険局長
及びその周知について テム高度化推進室
レセプト情報・特定健診等情報の 保険局医療介護連

国民健康保険中央会 厚生労働省
保発1001第3号 H26.9.25 提供に関するガイドラインの改正 携政策課保険シス 雪下秀雄 H26.9.8 

及びその周知について テム高度化推進室
会長他5件 保険局長

レセプト情報・特定健診等情報の 保険局医療介護連
各研究開発法人理事 厚生労働省

保発1001第4号 H26.9.25 提供に関するガイドラインの改正 携政策課保険シス 雪下秀雄 H26.9.8 

及びその周知について テム高度化推進室
長（館長）38件 保険局長

保険医療専門審査員の内申につ

保発1001第5号 H26.10.1 
いて 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.10.1 大臣官房人事課長
厚生労働省

（診療報酬調査専門組織（入院 係 保険局長
医療等の調査・評価分科会））

保発1001第7号 H26.10.1 職員の永年勤続表彰について
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.9.26 大臣官房人事課長 保険局長
係

公益社団法人日本医
師会会長

保発1002第2号 H26.10.2 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

滝津晃成 H26.9.29 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発1002第3号 H26.10.2 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝i畢晃成 H26.9.29 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長
「入院医療等における実態調査

保険局医療課包括
みずほ情報総研株式会 支出負担行

保発1002第4号 H26.10.2 （平成26年度調査）」の契約締結
医療推進係

佐藤弘之 H26.10.2 社代表取締役社長西 為担当官保
等について 津順一 険局長

平成25年度厚生労働科学研究
支出負担行

保発1003第1号 H26.10.3 
費補助金（厚生労働科学特別研 保険局医療課企画

小 原航洋 H26.6.30 大臣官房会計課長 為担当官保
究事業）の交付額の確定につい 法令第二係

険局長
て

平成26年度厚生労働科学研究
保険局医療課企画

支出負担行
保発1003第2号 H26.10.3 費補助金（厚生労働科学特別研

法令第二係
小原航j羊 H26.8.25 大臣官房会計課長 為担当官保

究事業）の交付決定について 険局長
平成26年度厚生労働科学研究

保険局医療課企画
支出負担行

保発1003第3号 H26.10.3 費補助金（厚生労働科学特別研 小原航j羊 H26.8.25 大臣官房会計課長 為担当官保
究事業）の交付決定について

法令第二係
険局長
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保発1003第5号 H26.10.3東北地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務 青木健 H26.10.2 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申）係 保険局長

有レセ識プ者ト会情議報4等の提供に関する 保険局医療介護連
厚生労働省

保発1003第7号 H26.10.3 構成員就任依頼につ 携政策課保険シス 吉野一正 H26.10.3 印南構成員外17名
いて テム高度化推進室

保険局長

レセプト情報等の提供に関する 保険局医療介護連
慶慮義塾大学総合政 厚生労働省

保発1003第B号 H26.10.3 有識者会議構成員就任依頼につ 携政策課保険シス 吉野一正 H26.10.3 
いて テム高度化推進室

策学部長外17件 保険局長

平成26年度後期晶齢者医療財
保険局高齢者医療 都道府県知事後期高 厚生労働省

保発1006第1号 H26.10.6 政調整交付金の交付（変更交付） 八 木晋作 H26.10.1 
申請について（通知）

課財政係 齢者医療広域連合長 保険局長

『薬剤使用状況等に関する調査 支出負担行
保発1008第1号 H26.10.8 研究業務』の入札に係る総合評 保険局医療課 石 川真樹 H26.10.2 厚生労働大臣 為担当官保

価落札方式について（協議） 険局長
平成25年度国民健康保険組合 保険局国民健康保

官署支出官都道府県
支出負担行

保発1008第3号 H26.10.8 出産育児一時金等補助金の交 険課国民健康保険 吉 田大介 H26.9.24 
会計管理者

為担当官厚
付額の確定について 組合係 生労働省保
社会保険診療報酬支払基金関

保険局保険課庶務 社会保険診療報酬支 厚生労働省
保発1008第4号 H26.10.8 係功績者厚生労働大臣表彰に係 村 岡正教 H26.10.7 

る被表彰者の取消について
係 払基金理事長、 保険局長

平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国
全国健康保険協会理

保発1008第5号 H26.10.8 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.9.26 保険局長
年8月分） 室運営管理第＝係

事長

保険局医療介護連
平成26年度高齢者医療制度円

携政策課医療費適 官署支出官都道府県
支出負担行

保発1009第1号 H26.10.9 j骨運営事業費補助金の交付決
正化対策推進室健

井上昌彦 H26.8.25 
会計管理者

為担当官保
定について

康調整係
険局長

平成26年度高齢者医療制度円
保険局医療介護連

支出負担行
保発1009第2号 H26.10.9 滑運営事業費補助金の交付決

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.8.25 

官署支出官大臣官房
為担当官保

正化対策推進室健 会計課長
定について

康調整係
険局長

保発1009第3号 身分証発行等申請について（10 保険局総務課管理
杉山雄一郎 大臣官房人事課長 保険局長H26.10.9 

月14日採用に伴う新規作成分） 係
H26.10.9 

保発1009第4号 H26.10.9 
身分証発行等申請I」ついて（10 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.10.9 大臣官房人事課長 保険局長
月1日採用に伴う新規作成分） 係今

保発1009第5号 H26.10.9 
身分証発行等申請について（10 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.10.9 大臣官房人事課長 保険局長
月1日採用に伴う新規作成分） 係
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社会保険医療担当者の監査後

保発1010第1号 H26.10.10 
の措置について（医療法人社団 保険局医療課医療

佐 々木真 H26.10.1 北海道厚生局長
厚生労働省

健和会おおつぼクリニック：北海 指導監査室 保険局長
道富良野市）

保発1010第2号 H26.10.10 
地方社会保険医療協議会委員 保険局医療課庶務

青木健 H26.10.9 
四国厚生支局長、東北 厚生労働省

及び臨時委員の委嘱について 係 厚生局長 保険局長
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発1010第3号 H26.10.10 の措置について（はっとり歯科．

指導監査室
佐々木典伯 H26.9.29 東海北陸厚生局長

保険局長
愛知県みよし市）

保発1010第4号 H26.10.10 
児童手当関係諸用紙の配布申 保険局総務課管理

大前 裕喜 H26.10.10 
大臣官房会計課福利

保険局長
請について 係 厚生室長

保発1014第1号 H26.10.14 
貸与替え報告について（21).10.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.10.14 中国四国厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係

保発1014第2号 H26.10.14 
貸与替え報告について（26.10.1 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.10.14 関東信越厚生局長 保険局長
付地方厚生局転出者） 係
保険医療専門審査員の内申書I』

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発1015第1号 H26.10.15 ついて

係
松田洋一 H26.10.14 大臣官房人事課長

保険局長
（薬価算定組織）
国民健康保険診療報酬特別審

保険局医療課庶務 社団法人日本医師会 厚生労働省
保発1015第2号 H26.10.15 査委員会における委員の推薦に

係
松田洋一 H26.10.14 

会長等 保険局長
ついて

保発1015第3号 H26.10.15 過年度支出について
保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.10.15 大臣官房会計課長 保険局長
係

平成25年度高齢者医療運営円

保発1016第1号 H26.10.16 
滑化等補助金の交付額の確定に 保険局保険課健康

清水真理子 H26.9.4 大臣官房会計課長
厚生労働省

推つ進いて事（業被費用）者保険運営円滑化 保険組合係 保険局長

平成26年度後期高齢者医療給

保発1016第2号 H26.10.16 
付費等国庫負担金の交付決定に 保険局、高齢者医療

金田一正太 H26.10.6 
北海道会計管理者他

保険局長
つ者い医て療（高追額加医交療付費決負定担（後金期分高））齢

課財政係 46件

公益社団法人白本医
師会会長

保発1016第3号 H26.10.16 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

滝j峯晃成 H26.10.14 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発1020第1号 H26.10.20 
官職証明書及び利用証明書の発 保険局総務課医療

酒井友徳 H26.10.17 大臣官房長 保険局長
行申請について 保険財政係
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保発1023第3号
使用済タクシー乗車券等点検・保 庶務

H26.10.23 大臣官房会計課長 保険局長H26.10.23存結果理由書（平成26年9月） 係 糟谷昌芳

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発1024第1号 H26.10.24 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.10.15 
臣官房会計課長 保険局長

て（平成26年11月4日繰入） 室運営管理第二係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発1027第1号 H26.10.27 健康診査・保健指導負担金等の
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.10.24 北海道知事等
厚生労働省

交付決定について
正化対策推進室健 保険局長
康調整係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

支出負担行
保発1027第2号 H26.10.27 健康診査・保健指導負担金等の

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.9.24 

宮署支出宮北海道会
為担当官保

交付決定について
正化対策推進室健 計管理者等

険局長
康調整係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

支出負担行
保発1027第3号 H26.10.27 健康診査・保健指導負担金等の 携政策対課医療費適 井上昌彦 H26.9.24 

官署支出官北海道会
為担当官保

正化策推進室健 計管理者等
交付決定について

康調整係
険局長

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

支出負担行
保発1027第4号 H26.10.27 健康診査・保健指導負担金等の

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.9.24 

官署支出官大臣官房
為担当官保

交付決定について
正化対策推進室健 会計課長

険局長
康調整係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

支出負担行
保発1027第5号 H26.10.27 健康診査・保健指導負担金等の

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.9.24 

官署支出官大臣官房
為担当官保

交付決定について
正化対策推進室健 会計課長

険局長
康調整係

平成26年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 官署支出官都道府県

支出負担行
保発1029第1号 H26.10.29 政調整交付金の交付決定につい 八木晋作 H26.10.20 為担当官厚

て（変更交付決定分）
課財政係 会計管理者

生労働省保
保険医療専門審査員の内申につ

保発1029第2号 H26.10.29 
いて 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.10.27 大臣官房人事課長
厚生労働省

（診療報酬調査専門組織（DPC 係 保険局長
評価分科会））
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発1029第3号 H26.10.29 の措置について

指導監査室
立石孝志 H:26.10.6 関東信越厚生局長

保険局長
（アスコ薬局：東京都江東区）

平成25年度（平成26年度への繰

保発1030第1号 H26.10.30 
越分）高齢者医療制度円滑運営 保険局保険課庶務

伊良皆貴紀 H26.9.19 大臣官房会計課長 保険局長
事業費補助金の交付額の確定に 係
ついて
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保発1030第3号 H26.10.30 
者に係る平成26年度前期高齢者 保険局高齢者医療

菊地博史 H26.10.30 
社会保険診療報酬支

保険局長
給付費見込額等に関する承認に 課財政調整係 払基金理事長
ついて

平成25年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金（市町村保

保険局国民健康保 厚生労働省
保発1031第1号 H26.10.31 険者及び国保組合分）の交付額

険課財政第一係
j度遺悠樹 H26.8.5 都道府県会計管理者

保険局長
の確定について（大臣通知及び
局長通知）

平成25年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金（市町村保

保険局国民健康保 厚生労働省
保発1031第2号 H26.10.31 険者及び国保組合分）の交付額

険課財政第一係
j度遺悠樹 H26.8.5 都道府県会計管理者

保険局長
の確定について（大直通知及び
局長通知）

平成26年度東日本大震災復興

保発1104第1号 H26.10.30 
特別会計算出予算の移替えにつ 保険局保険課健康

清水真理子 H26.10.28 大臣官房会計課長
厚生労働省

いて（健康保険組合災害臨時特 保険組合係 保険局長
例補助金）
健康保険法施行規則及び厚生年

保険局保険諜企画
日本年金機構理事長

厚生労働省
保発1104第1号 H26.10.28 金保険法施行規則の一部を改正

法令第一係
浅野優歩 H26.10.23 

保険局長
する省令の施行について（通知）
健康保険法施行規則及び厚生年

保険局保険課企画 厚生労働省
保発1104第2号 H26.10.28 金保険法施行規則の一部を改正

法令第一係
浅野優歩 H26.10.23 健康保険組合理事長

保険局長
する省令の施行について（通知）
健康保険法施行規則及び厚生年

保険局保険課企画 全国健康保険協会理 厚生労働省
保発1104第3号 H26.10.28 金保険法施行規則の一部を改正

法令第一係
浅野優歩 H26.10.23 

事長 保険局長
する省令の施行について（通知）
健康保険法施行規則及び厚生年

保発1104第4号 H26.10.28 金保険法施行規則の一部を改正
保険局保険課企画

浅野優歩 H26.10.23 
健康保険組合連合会 厚生労働省

する省令の施行について（通知）
法令第一係 長 保険局長

平成26年度東日本大震災復興 保険局医療介護連

保発1104第7号 H26.10.31 
特別会計歳出予算の移替えにつ 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.10.16 大臣官房会計課長
厚生労働省

いて（国民健康保険特定健康診 正化対策推進室健 保険局長
査＝保健指導補助金等） 康調整係

保発1104第8号 H26.11.4 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.10.31 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1104第9号 H26.11.4 
在宅歯科医療に関する調査につ 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.10.31 
大臣官房統計情報部 厚生労働大

いて（ゑ認申請） 法令第二係 長 臣
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平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発1105第1号 H26.11.5 交付額の通知について（平成26健康保険協会管理 岡元英晃 H26.10.29 保険局長

年9月分） 室運営管理第＝係
事長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚保生労働省保発1105第2号 H26.11.5 の措置について（佐々木歯科診 森山伊久夫 H26.10.20 近畿厚生局長

療所．兵庫県）
指導監査室 険局長

保発1106第2号 H26.11.6 
国民健康保険診療報酬特別審 保険局医療課庶務

松田洋一 H26.10.31 大臣官房人事課長
厚生労働省

査委員会の委員の内申について 係 保険局長

保発1107第2号 H26.11.7 
九州地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

青木健 H26.11.6 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

保発1107第3号 H26.11.7 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.11.7 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1107第4号 H26.11.7 
歯科技工料調査の変更について 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.11.6 
大臣官房統計情報部 厚生労働省

（承認申請） 法令第二係 長 保険局長

保発1107第5号 H26.11.7 
体外診断用医薬品の保険適用に 保険局医療課企画

滝津晃成 H26,10.30 
公益社団法人日本医 厚生労働省

ついて 法令第二係 師会会長 保険局長
「特定健診・保健指導の医療費 保険局医療介護連

東京学芸大学人文社
適正化効果等の検証のための 携政策課医療費適 厚生労働省

保発1110第3号 H26.11.10 
ワーキンググループ」の構成員の 正化対策推進室保

近藤亮平 H26.11.4 会学系経済分野准教
保険局長

就任依頼について 険者調整係
授伊藤由希子

重症度、医療・看護必要度等に
保険局医療課包括

支出負担行
保発1111第1号 H26.11.11 関する調査分析業務の入札に係

医療推進係
佐藤弘之 H26.11.6 厚生労働大臣 為担当官保

る総合評価落札方式について 険局長

「保険者による健診・保健指導等
保険局医療介護連
携政策課医療費適 産経新聞社論説委員 厚生労働省

保発1111第6号 H26.11.10 に関する検討会」の構成員就任
正化対策推進室保

近藤亮平 H26.11.6 
河合雅司 保険局長

依頼について
険者調整係

「保険者による健診・保健指導等
保険局医療介護連

公益社団法人日本歯
保発1111第7号 H26.11.10 に関頼すにるつ検い討て会Jの構成員就任

携政策課医療費適
近藤亮平 H26.11.6 科医師会常務理事

厚生労働省

依
正化対策推進室保

佐藤徹
保険局長

険者調整係

「保険者による健診・保健指導等
保険局医療介護連

保発1111第8号 H26.11.10 に関する検討会」の構成員就任
携政策課医療費適

近藤亮平 H26.11.6 
産経新聞社論説委員 厚生労働省

依頼について
正化対策推進室保 長樫山幸夫 保険局長
険者調整係
保険局医療介護運

「保険者による健診・保健指導等
携政策課医療費適

公益社団法人日本歯
厚生労働省

保発1111第9号 H26.11.10 に関する検討会」の構成員就任 近藤亮平 H26.11.6 科医師会会長大久
依頼について

正化対策推進室保
保満男

保険局長
険者調整係
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「平成26年度歯科技工料調査業

大臣官房統計情報部 厚生労働省
保発1112第1号 H26.11.12務」に係る指定統計調査票の使保険局ー医療課企画 出雲はる奈 H26.11.11 

用について（申出） 法令第一係 長 保険局長

第3図健康寿命をのばそう！ア
保険局医療介護連

パナソーツク健康保険
厚生労働長省保発1113第2号 H26.11.13 ワード厚生労働大臣表彰等の被 西川貴清 H26.11.5 組合、全国健康保険協

表彰者の決定通知について
携政策課

会大分支部
保険局

平成26年度厚生労働科学研究
保険局医療課包括 官署支出官大臣官房

支出負担行
保発1113第3号 H26.11.13 費補助金（厚生労働科学特別研

医療推進係
佐藤弘之 H26.10.22 

会計課長
為担当官保

究事業）の交付決定について 険局長

平成26年度高齢者医療制度円
保険局医療介護連

支出負担行
携政策課医療費適 官署支出宮大臣官房保発1114第1号 H26.11.14 滑定運営事業費補助金の交付決
正化対策推進室健

井上昌彦 H26.9.8 
会計課長

為担当官保
について（その2)

康調整係
険局長

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
保発1114第2号 H26.11.14 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.11.11 

支出官厚生労働省大 厚生労働省

て（平成26年12月1日繰入） 室運営管理第二係
臣官房会計課長 保険局長

平成25年度後期晶齢者医療給

保発1114第3号 H26.11.14 
付費等負担金（後期高齢者医療 保険局高齢者医療

八木晋作 H26.10.14 都道府県会計管理者
厚生労働省

財政安定化基金負担金）の交付 課財政係 保険局長
額の確定について
平成25年度（平成24年度からの 保険局医療介護連

支出負担行
繰越分）高齢者医療制度円滑運 携政策課医療費適 官署支出官大臣官房

保発1117第1号 H26.11.14 
営事業費補助金の交付額の確 正化対策推進室健

井上昌彦 H26.8.25 
会計課長

為担当官保

定について 康調整係
険局長

平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連
支出負担行

保発1117第2号 H26.11.14 
復興に係る国民健康保険組合特 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.6.6 
官署支出官東京都会

為担当官保
定健康診査国庫補助金等の交 正化対策推進室健 計管理者

険局長
付額の確定について 康調整係
平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

支出負担行
保発1117第3号 H26.11.14 

復興に係る国民健康保険組合特 携政策課医療費適
井上昌彦 H26.6.6 

官署支出官大臣官房
為担当官保

定健康診査国庫補助金等の交 正化対策推進室健 会計課長
付額の確定について 康調整係

険局長

平成25年度東日本大震災復旧・
保険局医療介護連

復興に係る国民健康保険組合特
保発1117第4号 H26.11.14 定健康診査国庫補助金等の交

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.6.6 

歳入徴収官東京都会 厚生労働省

付額の確定について（債権発生
正化対策推進室健 計管理者 保険局長

通知書）
康調整係
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平成25年度東日本大震災復旧 E

保険局医療介護連
復興に係る国民健康保険組合特

携政策課医療費適 歳入徴収官大臣官房 厚生労働省
保発1117第5号 H26.11.14 定健康診査国庫補助金等の交 井上昌彦 H26.6.6 

付額の確定について（債権発生
正化対策推進室健 会計課長 保険局長

通知書）
康調整係

平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発1117第6号 H26.11.14 
復興に係る国民健康保険組合特 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.6.6 
歳入徴収官東京都会 厚生労働省

定健康診査国庫補助金等の交 正化対策推進室健 計管理者 保険局長
付額の確定について 康調整係
平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発1117第7号 H26.11.14 
復興に係る国民健康保険組合特 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.6.6 
歳人徴収官大臣官房 厚生労働省

定健康診査国庫補助金等の交 正化対策推進室健 会計課長 保険局長
付額の確定について 康調整係

地方社会保険につ医い療て協（議通会知臨）時 保険局医療課庶務 厚生労働省保発1118第2号 H26.11.18 
委員の委嘱 係

青木健 H26.11.18 九州厚生局長
保険局長

保発1119第1号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 
全国健康保険協会理 厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 事長 保険局長

保発1119第2号 H26.1l.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 健康保険組合理事長
厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1119第3号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 都道府県知事
厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1119第4号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 地方厚生（支）局長
厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1119第5号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 払基金理事長 保険局長

保発1119第6号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 
健康保険組合連合会 厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 長 保険局長

国民健康保険組合規約例のー
保険局国民健康保 厚生労働省

保発1119第7号 H26.11.19 部を改正する組合規約例につい
険課企画法令係

川村亮太 H26.11.17 都道府県知事
保険局長

て

保発1119第B号 H26.11.19 
健康保険法施行令等の一部を改 保険局保険課企画

登美翼 H26.11.14 日本医師会長外2名
厚生労働省

正する政令の施行について 法令第一係 保険局長
保険局医療介護連

支出負担行
保発1120第1号 H26.11 20 

平成26年度病床転換助成事業 携政策課医療費適
井上昌彦 H26.9.19 

官署支出官大臣官房
為担当官保

交付金の交付決定について 正化対策推進室健 会計課長
康調整係

険局長

保発1120第2号 H26.11.20 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.11.18 大臣官房人事課長 保険局長
係
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保発1120第3号 H26.11.20 育児休業の申請について（内申）

保険局総務課管理
杉山雄一郎 H26.11.18 大臣官房人事課長 保険局長

係
平成24年度（平療成25年度への繰
越分）高齢者医運営円滑化等

支出負担行
保発1120第4号 H26.11.20 

補助金の交付額の確定について 保険局保険課健康
池田亮平 H26.10.8 

官署支出官大臣官房
為担当官保

（健保組合の保険者機能強化に 保険組合係 会計課長
険局長

向けたITネットワーク基盤整備シ
ステム開発事業費）

保発1121第1号 H26.11.21 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.11.20 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成26年10月） 係
保険医療専門審査員の内申につ
いて
（診療報酬調査専門組織（医療こ関 保険局医療課庶務 厚生労働省

保発1121第2号 H26.11.21 機関等における消費税負担l
係

松田洋一 H26.11.19 大臣官房人事課長
保険局長

する分科会、医療技術評価分科
会）、保険医療材料専門組織、薬
価算定組織）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療謀医療 厚生労働省
保発1125第1号 H26.11.25 の措置について（佐野大橋クリ

指導監査室
佐々木典伯 H26.11.11 関東信越厚生局長

保険局長
ニック：栃木県佐野市）

保発1125第2号 H26.11.25 
薬事法等の一部を改正する法律 保険局医療課企画

丸山祐里枝 H26.11.21 地方厚生（支）局長等
厚生労働省

等の施行等について 法令第一係 保険局長
「厚生労働大臣の定める先進医
療及び施設基準の制定等に伴う

保険局医療課企画 厚生労働省
保発1125第3号 H26.11.25 実施上の留意事項及び先進医療 丸山祐里枝 H26.11.21 各都道府県知事等

に係る届出等の取扱いについ
法令第一係 保険局長

て」の一部改正について

保発1126第2号 H26.11.26 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.11.26 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1126第3号 H26.11.26 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.11.26 大臣官房人事課長 保険局長
係
保険局医療課医療

医療技術参与（顧問医師団）の 医療技術参与及び所属 厚生労働省
保発1127第1号 H26.11.21 

委嘱について
指導監査室指導監 青山覚 H26.11.20 

長 保険局長
査係

「平成26度薬剤使用状況等l』関 一般財団法人医療経
厚生労働省

保発1127第2号 H26.11.27 する調査研究業務jの契約締結 保険局医療課 石川真樹 H26.11.25 済研究・社会保険福祉
保険局長

について 協会理事長
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平成25年度東日本大震災復旧聞 官署支出官都道府県

保発1128第12号 H26.11.28 
復興に係る後期高齢者医療制度 保険局高齢者医療

君嶋隆行 H26.11.12 
会計管理者 厚生労働省

事業費補助金の交付額の確定に 課監理係 歳入徴収官都道府県 保険局長
ついて 会計管理者

平成25年度東日本大震災復旧・ 官署支出官都道府県

保発1128第13号 H26.11.28 
復興に係る後期高齢者医療制度 保険局高齢者医療

君嶋隆行 H26.11.12 
会計管理者 厚生労働省

事業費補助金の交付額の確定に 課監理係 歳入徴収官都道府県 保険局長
ついて 会計管理者

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発1128第2号 H26.11.28 の措置について（心サポートクリ 佐々木真 H26.10.14 九州厚生局長
ニック：長崎県佐世保市）

指導監査室 保険局長

保険局保険課全国
保発1128第3号 H26.11.28 

全国健康保険協会本部監査実
健康保険協会管理 岡元英晃 H26.11.26 

全国健康保険協会理
保険局長

施要綱について
室運営管理第一係

事長

平成26年度全国健康保険協会
保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発1128第4号 H26.11.28 

本部実地監査の実施について
健康保険協会管理 岡元英晃 H26.11.26 

事長
保険局長

室運営管理第三係
平成26年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発1128第5号 H26.11.28 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.18 
官署支出官宮城県会 厚生労働省

康診査国庫補助金等の交付決 正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
定について 康調整係
平成26年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発1128第6号 H26.1 l.28 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.18 
計官署支出官東京都会 厚生労働省

康診査国庫補助金等の交付決 正化対策推進室健 管理者 保険局長
定について 康調整係
平成26年度東日本大震災復旧・ 保険局医療医介護連

保発1128第7号 H26.11.28 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課 療費適

井上昌彦 H26.11.18 
官署支出官大臣官房 厚生労働省

康診査国庫補助金等の交付決 正化対策推進室健 会計課長 保険局長
定について 康調整係
平成26年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発1128第8号 H26.11.28 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.18 
官署支出官大臣官房 厚生労働省

康診査国庫補助金等の交付決 正化対策推進室健 会計課長 保険局長
定について 康調整係

身分証明書発行等申請について
保険局総務課管理

保発1128第9号 H26.11.28 (12月1日採用に伴う新規作成 杉山雄一郎 H26.11.28 大臣官房人事課長 保険局長
分）

係
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平成25年度高齢者医療制度円
保険局高齢者医療

支出負担行
保発1128第10号 H26.11.28 j骨運営事業費補助金の交付額 君嶋隆行 H26.10.30官署支出官大臣官房 為担当官保

の確定について
課監理係 会計課長 険局長

平成25年度健康保険組合災害
保険局保険課健康 厚生労働省

保発1201第1号 H26.12.1 臨時特例補助金の交付額の確
保険組合係

清水真理子 H26.10.28 大臣官房会計課長
保険局長

定について

平成25年度健金康保の険組合災害 保険局保険課健康 厚生労働省
保発1201第2号 H26.12.1 臨時特例補助 交付額の確

保険組合係
清水真理子 H26.10.28 大臣官房会計課長

保険局長
定について
平成25年度健康保険組合給付

保険局保険課指導 官箸支出宮大臣官房
保発1201第3号 H26.12.1 費等臨時補助金の交付額の確 大木嘉人 H26.10.8 保険局長

定について
調整係 会計課長

平成25年度健康保険組合給付
保険局保険課指導 歳入徴収宮大臣官房

保発1201第4号 H26.12.1 費等臨時補助金の交付額の確
調整係

大木嘉人 H26.10.8 
会計課長

保険課長
定について
平成26年度保険医療材料等に関

保発1201第5号 H26.12.1 
する海外状況実態調査業務の入 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.11.26 厚生労働大臣
厚生労働省

札に係る総合評価落札方式につ 法令第二係 保険局長
いて（協議）
平成26年度国民健康保険保険

保険局国民健康保 官署支出官 厚生労働省
保発1202第1号 H26.12.2 基盤安定負担金の交付決定につ

険課財政第二係
武藤敬宏 H26.11.19 

都道府県会計管理者 保険局長
いて（通知依頼）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発1202第3号 H26.12.2 の措置について（ 立石孝志 H26.10.20 関東信越厚生局長

埼玉県上尾市）
指導監査室 保険局長

保発1202第4号 H26.12.2 
在外公館l』おける便宜供与依頼 保険局総務課管理

塩入雅彦 H26.11.27 外務省北米局長 保険局長
について 係

社会保険審査会委員の海外渡
保険局総務課社会

保発1202第5号 H26.12.2 保険審査調整室審 舘野靖史 H26.12.1 大臣官房人事課長 保険局長
航申請について

査庶務係
平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国 全国健康保険協会理

保発1202第7号 H26.12.2 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.11.28 
事長

保険局長
年10月分） 室運営管理第三係
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発1203第2号 H26.12.3 の措置について。

指導監査室
松元道孝 H26.11.19 東海北陸厚生局長

保険局長
．＝重県松阪市｝

保発1204第2号 H26.12.4 職員の昇格について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.3 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1205第1号 H26.12.5 
体外診断用医薬品の保険適用l』保険局医療課企画 i竜j畢晃成 H26.12.2 

公益社団法人日本医 厚生労働省
ついて 法令第二係 師会会長 保険局長
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平成25年度年金特別会計健康
保険局総務課医療

保発1209第1号 H26.12.9 勘定財務書類について（訂正な
保険財政係

酒井友徳 H26.12.5 大臣官房会計課長 保険局長
し）

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発1209第2号 H26.12.9 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H26.12.2 
臣官房会計課長 保険局長

て（平成27年1月5日繰入分） 室運営管理第二係

保発1210第1号 H26.12.10 
平成26年度在宅歯科医療に関す 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.12.4 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

る調査について（協力依頼） 法令第二係 科医師会長 保険局長
健康保険組合の合併について
（コカ・コーラセントラルジャパン健

保険局保険課指導
保発1210第2号 H26.12.10 康保険組合、利根コカ・コーラ健 大木嘉人 H26.12.2 東海北陸厚生局長 保険局長

康保険組合及び三国コカ・コーラ
調整係

健康保険組合）
健康保険組合の合併Lついて 健康保険組合連合会
（コカ・コーラセントラルジャパン健

保険局保険課指導
会長、社会保険診療報

保発1210第3号 H26.12.10 康保険組合、利根コカ・コーラ健
調整係

大木嘉人 H26.12.2 酬支払基金理事長、国 保険課長
康保険組合及び三国コカ・コーラ 民健康保険中央会会
健康保険組合） 長

保発1210第4号 H26.12.10 
在外公館における便宜供与依頼 保険局保険課庶務

村岡正教 H26.12.4 
外務省アジア大洋州局 厚生労働省

について 係 長 保険局長

保発1211第3号 H26.12.11 
社会保険診療報酬支払基金定

保険局保険課 高見和行 H26.12.10 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

款の一部変更の認可について 払基金理事長 保険局長

平成25年度後期高齢者支援金
保険局医療介護連

保発1215第6号 H26.l2.5 の加算・減算制度に該当する保
携政策課医療費適

近藤亮平 H26.12.4 都道府県知事（13件）
厚生労働省

正化対策推進室保 保険局長
険者への通知について

険者調整係
保険局医療介護連

平成25年度後期高齢者支援金
携政策課医療費適 健康保険組合理事長 厚生労働省

保発1215第7号 H26.12.5 の加算・減算制度に該当する保
正化対策推進室保

近藤亮平 H26.12.4 
( 111件） 保険局長

険者への通知について
険者調整係

平成25年度後期高齢者支援金
保険局医療介護連
携政策課医療費適 厚生労働省

保発1215第8号 H26.12.5 の加算・減算制度に該当する保
正化対策推進室保

近藤亮平 H26.12.4 共済組合理事長（1件）
保険局長

険者への通知について
険者調整係

平成25年度後期高齢者支援金
保険局医療介護連
携政策課医療費適 厚生労働省

保発1215第9号 H26.12.5 の加算・減算制度に該当する保
正化対策推進室保

近藤亮平 H26.12.4 都道府県知事（12件）
保険局長

険者への通知について
険者調整係
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平成25年度後期高齢者支援金
保険局医療介護連

保発1215第10号 H26.12.5 の加算・減算制度に該当する保
携政策課医療費適

近藤亮平 H26.12.4 
健康保険組合理事長 厚生労働省

険者への通知について
正化対策推進室保 (148件） 保険局長
険者調整係

平成25年度後期高齢者支援金
保険局医療介護連

保発1215第11号 H26.12.5 の加算・減算制度に該当する保
携政策課医療費適

近藤亮平 H26.12.4 共済組合理事長（7件）
厚生労働省

険者への通知について
正化対策推進室保 保険局長
険者調整係

保発1215第12号 .H26.12.15 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.12 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1215第13号 H26.12.15 職員の昇給について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.15 大臣官房人事課長 保険局長
係

医療技術参与（顧問医師団）の
保険局医療課医療

大臣宮房人事課長、医 厚生労働省
保発1215第14号 H26.12.15 指導監査室指導監 青山覚 H26.12.10 

委嘱について（内申）
査係

療技術参与及び所属長 保険局長

保発1215第15号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
全国健康保険協会理 厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 事長 保険局長

保発1215第16号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 健康保険組合理事長
厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1215第17号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 都道府県知事
厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1215第18号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 地方厚生（支）局長
厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 保険局長

保発1215第19号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 払基金理事長 保険局長

保発1215第20号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
健康保険組合連合会 厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 長 保険局長

保発1215第21号 H26.12.15 
健康保険法施行規則等の一部を 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
日本医師会長等外2 厚生労働省

改正する省令の施行について 法令第一係 名 保険局長

健康保険法施行規則第八十六

保発12)5第22号 H26.12.15 
条のニ第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
全国健康保険協会理 厚生労働省

生労働大臣が定めるものの一部 法令第一係 事長 保険局長

を改正する件の適用について
健康保険法施行規則第八十六

保発1215第23号 H26.12.15 
条のニ第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画 登美翼 H26.12.12 健康保険組合理事長

厚生労働省
生労働大臣が定めるものの一部 法令第一係 保険局長
を改正する件の適用について
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健康保険法施行規則第八十六

保発1215第24号 H26.12.15 
条のニ第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 地方厚生（支）局長
厚生労働省

生労働大臣が定めるものの一部 法令第一係 保険局長
を改正する件の適用について
健康保険法施行規則第八十六

保発1215第25号 H26.12.15 
条のニ第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

生を改労正働す大る臣件がの定適め用るにものの一部 法令第一係 払基金理事長 保険局長
ついて

健康保険法施行規制第八十六

保発1215第26号 H26.12.15 
条の二第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 
健康保険組合連合会 厚生労働省

生労働大臣が定めるものの一部 法令第一係 長 保険局長
を改正する件の適用について
健康保険法施行規則第八十六

保発1215第27号 H26.12.15 
条の二第二号の規定に基づき厚 保険局保険課企画

登美翼 H26.12.12 日本医師会長外3名
厚生労働省

生労働大臣が定めるものの一部 法令第一係 保険局長
を改正する件の適用について
関東信越地方社会保険医療協 保険局医療課庶務 厚生労働省

保発1216第4号 H26.12.16 
議会臨時委員の委嘱について 係

青木健 H26.12.15 大臣官房人事課長
保険局長

保発1216第5号 H26.12.17 
平成26年度歯科技工料調査業 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.12.4 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

務について（協力依頼） 法令第二係 科医師会長 保険局長
平成26年度歯科技工料調査業 保険局医療課企画 公益社団法人日本歯 厚生労働省

保発1216第6号 H26.12.17 
務について（協力依頼） 法令第二係

出雲はる奈 H26.12.4 
科技工士会長 保険局長

保険局医療介護連

保発1217第1号 H26.12.17 
平成26年度一般会計歳出予算 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.16 大臣官房会計課長
厚生労働省

の移替えについて（依頼） 正化対策推進室健 保険局長
康調整係

保発1217第2号 H26.12.17 
高齢者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.12 
国民健康保険中央会

保険局長
延長について（回答） 係 理事長

保発1217第3号 H26.12.17 職員の昇格について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.17 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発1217第4号 H26.12.17 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.17 大臣官房人事課長 保険局長
係

公益社団法人日本医
師会会長

保発1218第1号 H26.12.18 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

滝？畢晃成 H26.12.16 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発1218第2号 H26.12.18 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢晃成 H26.12.10 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長
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保発1218第3号 H26.12.18 体外診断用医薬品の保険適用に保険局医療課企画 滝津晃成 H26.12.10 公師益会社会長団法人 日本医

ついて 法令第二係 保険局長
「平成26年度薬局の機能に係る

みずほ情報総研株式会
支出負担行

保発1219第1号 H26.12.19 実態調査業務」の契約締結につ 保険局医療課 石川真樹 H26.12.15 
社代表取締役社長

為担当官保
いて 険局長
「出産育児一時金等の支給申請

保険局保険課企画 全国健康保険協会理 厚生労働省
保発1219第2号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部 登美翼 H26.12.18 

改正について
法令第一係 事長 保険局長

「出産育児一時金等の支給申請
保険局保険課企画 厚生労働省

保発1219第3号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部 登美翼 H26.12.18 健康保険組合理事長
改正について

法令第一係 保険局長

「出産育児一時金等の支給申請
保険局保険課企画 厚生労働省

保発1219第4号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部
法令第一係

登美翼 H26.12.18 都道府県知事
保険局長

改正について
「出産育児一時金等の支給申請

保険局保険課企画 厚生労働省
保発1219第5号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部

法令第一係
登美翼 H26.12.18 地方厚生（支）局長

保険局長
改正について
f出産育児一時金等の支給申請

保険局保険課企画 社会保険診療報酬支 厚生労働省
保発1219第6号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部

法令第一係
登美翼 H26.12.18 

払基金理事長 保険局長
改正について
「出産育児一時金等の支給申請

保険局保険課企画 健康保険組合連合会 厚生労働省
保発1219第7号 H26.12.19 及び支払方法について」の一部

法令第一係
登美翼 H26.12.18 

長 保険局長
改Eについて
『出産育児一時金等の支給申請

保法険局保険課企画 国民健康保険中央会 厚生労働省
保発1219第8号 H26.12.19 及び支払方法についてJの一部

令第一係
登美翼 H26.12.18 

理事長 保険局長
改正について
『出産育児一時金等の支給申請

保発1219第9号 H26.12.19 及び支払方法についてjの一部
保険局保険課企画

登美翼 H26.12.18 日本医師会長等
厚生労働省

改正について
法令第一係 保険局長

『健康保険法施行規則第六十一

保発1219第17号 H26.12.19 
条の＝第四号の規定に基づき厚

保険局保険課 尾崎太郎 H26.12.18 
全国健康保険協会理 厚生労働省

生労働大臣が定める者」の一部 事長 保険局長
改正について（施行通知）
f健康保険法施行規則第六十一

保発1219第18号 H26.12.19 
条の三第四号の規定に基づき厚

保険局保険課 尾崎太郎 H26.12.18 健康保険組合理事長
厚生労働省

生労働大臣が定める者」の一部 保険局長
改正について（施行通知）
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「健康保険法施行規則第六十一

保発1219第19号 H26.12.19 
条の＝第四号の規定に基づき厚

保険局保険課 尾崎太郎 H26.12.18 都道府県知事
厚生労働省

生労働大臣が定める者jの一部 保険局長
改正について（施行通知）
「健康保険法施行規則第六十一

保発1219第20号 H26.12.19 
条の三第四号の規定に基づき厚

保険局保険課 尾崎太郎 H26.12.18 地方厚生（支）局長
厚生労働省

生労働大臣が定める者」の一部 保険局長
改正について（施行通知）
「健康保険法施行規則第六十一

保発1219第21号 H26.12.19 
条の三第四号の規定に基づき厚

保険局保険課 尾崎太郎 H26.12.18 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

生労働大臣が定める者」の一部 払基金理事長 保険局長
改正について（施行通知）
平成26年度全毘健康保険協会 保険局保険課全国

全国健康保険協会理 厚生労働省
保発1219第22号 H26.12.19 本部実地監査の実施について 健康保険協会管理 岡元英晃 H26.12.17 

（変更） 室運営管理第三係
事長 保険局長

保発1219第23号 H26.12.19 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.19 大臣宮房人事課長 保険局長
｛系

平成26年度国民健康保険調整

保発1222第1号 H26.12.22 
交付金の交付（追加交付・交付 保険局国民健康保

武藤敬宏 H26.12.22 都道府県知事
厚生労働保

決定一部取消）申請及び実績報 険課財政第二係 険局長
告について（通知）

「70歳代前半の被保険者等に係

保発1222第2号 H26.12.22 
る一部負担金等の軽減特例措置 保険局国民健康保

川村亮太 H26.12.10 都道府県知事
厚生労働省

実施要綱」の一部改正等につい 険課企画法令係 保険局長
て（通知）

「70歳代前半の被保険者等に係

保発1222第3号 H26.12.22 
る一部負担金等の軽減特例措置 保険局国民健康保

川村亮太 H26.12.10 
全国健康保険協会理 厚生労働省

実施要綱Jの一部改正等につい 険課企画法令係 事長 保険局長
て（通知）

『70歳代前半の被保険者等に係

保発1222第4号 H26.12.22 
る一部負担金等の軽減特例措置 保険局国民健康保

川村亮太 H26.12.10 地方厚生（支）局長
厚生労働省

実施要綱」の一部改正等につい 険課企画法令係 保険局長
て（通知）

「70歳代前半の被保険者等に係

保発1222第5号 H26.12.22 
る一部負担金等の軽減特例措置 保険局国民健康保

川村亮太 H26.12.10 健康保険組合理事長
厚生労働省

実施要綱jの一部改E等につい 険課企画法令係 保険局長
て（通知）
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平成26年度高齢者医療制度円
保険局医療介護連

支出負担行
保発1222第13号 H26.12.22 j骨運営事業費補助金の交付決

携政策課医療費適
弁上昌彦 H26.12.1 

官署支出官大臣官房
為担当官保

定（変更）について
正化対策推進室健 会計課長

険局長
康調整係

平成26年度健康保険組合特定
保険局医療介護連

支出負担行
保発1222第14号 H26.12.22 健康診査・保健指導補助金の交

携政策課医療費適
井上昌彦 H26.12.1 

官署支出官大臣官房
為担当官保

正化対策推進室健 会計課長
付決定について（変更）

康調整係
険局長

保発1224第1号 H26.12.17 
平成26年度歯科技工料調査業 保険局医療課企商

出雲はる奈 H26.12.4 地方厚生局長
厚生労働省

務について（協力依頼） 法令第二係 保険局長

保発1224第3号 H26.12.24 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H26.12.18 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理白書〔平成26年11月） 係

保発1224第4号 H26.12.24 
『保険者番号等の設定についてJ保険局医療課企画

康瀬喜章 H26.12.16 
都道府県知事、地方厚 厚生労働省

の一部改正について 法令第一係 生（支）局長 保険局長

保発1225第1号 H26.12.25 
国民健康保険団体連合会事業 保険局調査課数理 六j皮羅隆 H26.12.24 各都道府県知事

厚生労働省
状況報告書の改正について 第二係 保険局長
保険薬局と保険医療機関とのー

保発1225第2号 H26.12.25 
体的な構造を規制する規定の解 保険局医療課企画

鹿瀬喜章 H26.11.13 総務省行政評価局長
厚生労働省

釈の見直し（あっせん）の措置結 法令第一係 保険局長
果について
身分証発行等申請Lついて

保険局総務課管理
保発1225第3号 H26.12.25 (H25.3.31付異動に伴う休止・廃

係
杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長

止分）
身分証発行等申請I』ついて

保険局総務課管理
保発1225第4号 H26.12.25 (H25.3.31付異動に伴う休止・廃

係
杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長

止分）

保発1225第5号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う休止手続き分） 係

保発1225第6号 H26.12.25 
身分証発行等申請I、ついて（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う休止手続き分） 係

保発1225第7号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う休止手続き分） 係

保発1225第8号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う休止手続き分） 係

保発1225第9号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う休止手続き分） 係

保発1225第17号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う廃止手続き） 係

保発1225第18号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う廃止手続き） 係
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保発1225第19号 H26.12.25 
身分証発行等申請l』ついて（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長動に伴う廃止手続き） 係

保発1225第20号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う廃止手続き） 係

保発1225第21号 H26.12.25 
身分証発行等申請l』ついて（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長動に伴う廃止手続き） 係

保発1225第22号 H26.12.25 
身分証発行等申請について（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う廃止手続き） 係

保発1225第23号 H26.12.25 
身分証発行等申請l』ついて（異 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H26.12.25 大臣官房人事課長 保険局長
動に伴う廃止手続き） 係

平成2に5係年る度国東民日健本康大保震険災特復定旧健・
保険局医療介護連

保発0105第2号 H27.1.5 
復興 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.4 
官署支出官宮城県会 厚生労働省

康診査国庫補助金の交付額の 正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
確定について 康調整係

平成25年度東日本建康大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発0105第3号 H27.1.5 
復興に係る国民健保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.4 
歳入徴収官宮城県会 厚生労働省

康診査国庫補助金の交付額の 正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
確定について 康調整係
平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発0105第4号 H27.1.5 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.4 
官署支出官宮城県会 厚生労働省

康診査国庫補助金の交付額の 正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
確定について 康調整係
平成25年度東日本大震災復旧・ 保険局医療介護連

保発0105第5号 H27.1.5 
復興に係る国民健康保険特定健 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.11.4 
歳入徴収官宮城県会 厚生労働省

康診査国庫補助金の交付額の 正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
確定について 康調整係

保発0105第6号 H27.1.5 
平費成負2担5年金度の健交康付額保の確定口中につ佃い 保険局保険課健康

清水真理子 H26.12.4 大臣官房会計課長
厚生労働省

で
保険組合係 保険局長

平費成負担25金年度の健交康付保額 、口干叩 保険局保険課健康 厚生労働省
保発0105第7号 H27.1.5 の確定につい

保険組合係
清水真理子 H26.12.4 大臣官房会計課長

保険局長
て
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0105第8号 H27.1.5 の措置について（岡田歯科医院： 森山伊久夫 H26.12.16 近畿厚生局長

京都府）
指導監査室 保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0105第9号 H27.1.5 の措置について
指導監査室

佐々木典伯 H27.1.5 東海北陸厚生局長
保険局長

：愛知県春日井市）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療謀医療 厚生労働省
保発0105第11号 H27.1.5 の措置についてL石井デンタルク 金子雄一郎 H26.12.11 四国厚生支局長

リニック：愛媛県松山市）
指導監査室 保険局長
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怖行者

社会保険津につ市医い療）て担（当．賓．． の．監．査．大後阪 保険局医療課医療 厚生労働省
保発0106第1号 H27.1.6 の措置

指導監査室
森山伊久夫 H26.12.25 近畿厚生局長

保険局長
府泉大

保発0106第11号 H26.12.10 
平成26年度在宅歯科医療に関す 保険局医療課企画

出雲はる奈 H26.12.4 地方厚生局長
厚生労働省

る調査について（協力依頼） 法令第二係 保険局長

平成26年度国民健康保険（組
合）災害臨時特例補助金の交付

保険局国民健康保 官署支出官 厚生労働省
保発0107第1号 H27.1.7 決定、追加交付決定（交付決定 武藤敬宏 H26.12.10 

一部取消）等について（通知依
険課財政第二係 都道府県会計管理者 保険局長

頼）

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発9108第1号 H27.1.8 の措置について（たりさわ歯科ク 佐々木真 H26.12.16 北海道厚生局長
リニック・北海道帯広市）

指導監査室 保険局長

国民健康保険療養給付費等負

保発0113第1号 H27.1.13 
担金等の交付額の再確定につい 保険局国民健康保

j度遺悠樹 H26.12.15 都道府県会計管理者
厚生労働省

て（平成20年度～平成24年度 険課財政第一係 保険局長
分）（大臣通知及び局長通知）

社会保険に添つ市医い療）て担（当・園賓の田監査・後沖 保険局医療課医療 厚生労働省
保発0113第2号 H27.1.13 の措置 佐々木真 H26.12.3 九州厚生局長

縄県浦添
指導監査室 保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0113第3号 H27.1.13 の措置について（こまくさ薬局大
指導監査室

松元道孝 H26.12.24 東海北陸厚生局長
保険局長

酒店・岐車県大垣市）

保発0114第1号 H27.1.14 育児休業の申請について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.1.13 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0115第1号 H27.1.15 
体外診断用医薬品の保険適用に 保険局医療課企画

滝i畢晃成 H27.1.7 
公益社団法人日本医 厚生労働省

ついて 法令第二係 師会会長 保険局長
厚生労働大臣が定める現物給与

厚生労働省
保発0116第1号 H27.1.15 の価額の一部を改正する件につ 保険局保険課 尾崎太郎 H27.1.14 日本年金機構理事長

保険局長
いて（通知）
厚生労働大臣が定める現物給与

厚生労働省
保発0116第2号 H27.1.15 の価額の一部を改正する件につ 保険局保険課 尾崎太郎 H27.1.14 健康保険組合理事長

いて（通知）
保険局長

厚生労働大臣が定める現物給与
全国健康保険協会理 厚生労働省

保発0116第3号 H27.1.15 の価額の一部を改正する件につ 保険局保険課 尾崎太郎 H27.1.14 
いて（通知）

事長 保険局長

厚生労働大置が定める現物給与
厚生労働省

保発0116第4号 H27.1.15 の価額の一部を改正する件につ 保険局保険課 尾崎太郎 H27.1.14 地方厚生（支）局長
保険局長

いて（通知）
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保発0116第13号 H27.1.16 
健康保険組合予算編成基準の 健康
一部改正について 保険組合係 清水真理子 H27.1.16健康保険組合理事長 保険局長

保発0116第14号 H27.1.16 
健康保険組合予算編成基準の 保険局保険課健康

清水真理子 H27.1.16 地方厚生（支）局長
厚生労働省

一部改正について 保険組合係 保険局長
平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発0116第15号 H27.1.16 交付額の通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H27.1.13 

事長
保険局長

年11月分） 室運営管理第三係

保発0120第1号 H27.1.20 
地方社会保険医療協議会臨時 保険局医療課庶務

青木健 H27.1.19 関東信越厚生局長
厚生労働省

委員の委嘱についで（通知） 係 保険局長

保発0120第2号 H27.1.20 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H27.1.19 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成26年12月） 係
健康保険一括適用事業所の承

保険局保険課指導
保発0121第1号 H27.1.20 認について（パナソニックライティ

調整係
大木嘉人 H26.12.16 近畿厚生局長 保険局長

ング株式会社外1件）
健康保険一括適用事業所の承

保険局保険課指導 パナソニック健康保険
保発0121第2号 H27.1.20 認I二ついて（パナソニックライティ

調整係
大木嘉人 H26.12.16 

組合理事長
保険課長

ング株式会社外1件）
健康保険一括適用事業所の承

保険局保険課指導
保発0121第3号 H27.1.20 認について（1tナソニックライティ 大木嘉人 H26.l 2.l 6 関東信越厚生局長 保険課長

ング株式会社外1件）
調整係

健康保険一括適用事業所の承
保険局保険課指導 新日銭住金健康保険

保発0121第4号 H27.1.20 認について（パナソニックライティ 大木嘉人 H26.12.16 保険課長
ング株式会社外1件）

調整係 組合理事長

保発0121第5号 H27.1.21 
在外公館に対する便宜供与依頼 保険局医療課企画

j竜j畢晃成 H27.1.19 外務省欧州局長
厚生労働省

について（英国） 法令第二係 保険局長

保発0121第6号 H27.1.21 
在外公館に対する便宜供与依頼 保険局医療課企画

滝漂晃成 H27.1.19 外務省欧州局長
厚生労働省

について（独国） 法令第二係 保険局長

保発0121第7号 H27.1.21 在外い公て館（に仏対匡する便宜供与依頼 保険局医療課企画 i竜j畢晃成 H27.1.19 外務省欧州局長
厚生労働省

につ 国7 法令第二係 保険局長
平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国

支出官厚生労働省大 厚生労働省
保発0122第1号 H27.1.21 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H27.1.21 

臣官房会計課長 保険局長
て（平成27年2月2日繰入） 室運営管理第二係
社会保険医療担当者の監査後

保発0123第1号 H27.1.23 の措置について
保険局医療課医療

立石孝志 H27.1.14 関東信越厚生局長
厚生労働省

（高煩歯科医院：東京都練馬区）
指導監査室 保険局長

保発0123第5号 H27.1.23 行政文書の開示変更について
保険局医療課医療

日巻義徳 H27.1.23 中国四国厚生局長
厚生労働省

指導監査室 保険局長
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予算決算及び会計令第90条の
支出負担行

規定に基づき最低入札者を落札 保険局医療課包括
保発0123第6号 H27.1.23 

者としなかった場合の書面の提 医療推進係
佐藤弘之 H27.1.23 財務大臣 為担当官保

出について
険局長

予算決算及び会計令第90条の
支出負担行

規定に基づき最低入札者を落札 保険局医療課包括
保発0123第7号 H27.1.23 

者としなかった場合の書面の提 医療推進係
佐藤弘之 H27.1.23 会計検査院長 為担当富保

出について
険局長

予算決算及び会計令第90条の
支出負担行

規定に基づき最低入札者を落札 保険局医療課包括
保発0123第8号 H27.1.23 

者としなかった場合の書面の提 医療推進係
佐藤弘之 H27.1.23 厚生労働大臣 為担当官保

出について
険局長

保険局医療課包括
みずほ情報総研株式会 支出負担行

保発0123第9号 H27.1.23 落札者の決定について
医療推進係

佐藤弘之 H27.1.23 社代表取締役社長西 為担当官保
津順一 険局長
株式会社グローバJレヘ

支出負担行
保発0123第10号 H27.1.23 落札者の決定について

保険局医療課包括
佐藤弘之 H27.1.23 

ルスコンサルティング・
為担当官保

医療推進係 ジャパン代表取締役渡
辺幸子

険局長

「平成26年度保険医療材料等に
三菱UFJリサーチ＆コ

関する海外実態状況調査業務J
保険局医療課企画 ンサルティング株式会

支出負担行
保発0123第11号 H27.1.23 に係る総合評価落札方式による 出雲はる奈 H27.1.23 為担当官保

審査結果及び本事業の委託につ
法令第二係 社取締役社長藤井

険局長

いて
秀 延 氏

「平成26年度保険医療材料等に
三菱UFJリサーチ＆コ

関する海外実態状況調査業務」
保険局医療課企画 ンサルティング株式会

支出負担行

保発0123第12号 H27.1.23 に係る総合評価落札方式による 出雲はる奈 H27.1..23 為担当官保

審査結果及び本事業の委託につ
法令第二係 社取締役社長藤井

険局長
いて

秀 延 氏

職員の無報酬兼業届の報告につ 保険局医療課庶務
東京大学大学院医学

厚生労働省
保発0126第1号 H27.1.26 

いて 係
青木健 H27.1.26 系研究科公共健康医

保険局長
学専攻長

f重疲度、医療・看護必要度等l』 みずほ情報総研株式会 支出負担行
保発0126第2号 H27.1.26 関する調査分析業務」の契約締

保険局医療課包括
佐藤弘之 H27.1.26 社代表取締役社長西 為担当官保

結等について
医療推進係

j畢順一 険局長

平成25年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発0127第7号 H27.1.23 健康診査・保健指導負担金等の
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.8 
官署支出官北海道会 厚生労働省

交付額の確定について
正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
康調整係
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平成25年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発0127第8号 H27.1.23 健康診査・保健指導負担金等の
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.8 
歳入徴収官北海道会 厚生労働省

交付額の確定について
正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
康調整係

平成25年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発0127第9号 H27.1.23 健康診査・保健指導負担金等の
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.8 
官署支出官大臣官房 厚生労働省

交付額の確定について
正化対策推進室健 会計課長 保険局長
康調整係

平成25年度国民健康保険特定
保険局医療介護運

保発0127第10号 H27.1.23 健康診査・保健指導負担金等の
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.8 
歳入徴収官大臣官房 厚生労働省

交付額の確定について
正化対策推進室健 会計課長 保険局長
康調整係

保発0127第12号 H27.1.27 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.1.26 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成20年度後期高齢者医療絵
支出負担行

保発0128第1号 H27.1.28 
f寸費等国庫負担金（後期高齢者 保険局高齢者医療

金田一正太 H27.1.16 
北海道会計管理者他

為担当官保
医療広域連合分）の交付額の再 課財政係 45件

険局長
確定について
平成20年度後期高齢者医療給

債権発生通
保発0128第2号 H27.1.28 

付費等国庫負担金（後期高齢者 保険局高齢者医療
金田一正太 H27.1.16 

北海道会計管理者他
知義務者保

医療広域連合分）の交付額の再 課財政係 41f牛
険局長

確定について

保発0129第1号 H27.1.29 職員の矯正措置の実施について
保険局総務課管理

塩入雅彦 H27.1.29 年金局長 保険局長
係

DPC導入の影響評価L係る調
査及びDPC制度の在り方に係る

保険局医療課包括
支出負担行

保発0130第3号 H27.1.30 検証等の補助業務についての入
医療推進係

佐藤弘之 H27.1.27 厚生労働大臣 為担当官保
札に係る総合評価落札方式につ 険局長
いて（協議）
入院医療等における実態調査の

保険局進医係療課包括
支出負担行

保発0130第4号 H27.1.30 実施についての入札に係る総合
医療推

佐藤弘之 H27.1.27 厚生労働大臣 為担当官保
評価落札方式について（協議） 険局長

平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保

出産育児一時金等補助金の交 官署支出官都道府県 厚生労働省
保発0130第7号 H27.1.30 

付決定及び追加交付決定につい
険課国民健康保険 吉田大介 H27.1.16 

会計管理者 保険局長
組合係

て
平成26年度国民健康保険組合

保険険局国民健康保
保発0130第8号 H27.1.30 

出産育児一時金等補助金の交
課国民健康保険 吉田大介 H27.1.16 

官署支出官新潟県 厚生労働省
付決定及び追加交付決定につい

組合係
会計管理者 保険局長

て
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保発0202第1号 H27.1.30 
特別会計歳出予算の移替えにつ 保険局国民健康保

大橋史明 H27.1.29 大臣官房会計課長
厚生労働省

いて（国民健康保険団体連合会 険課監理係 保険局長
等補助金）

保発0202第2号 H27.2.2 
身分証明書発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.2.2 大臣官房人事課長 保険局長
(2月1日付採用に伴う作成分） 係
社会保険医療担当者の監査後

保発0202第3号 H27.2.2 の措置について（甲南デンタルク
保険局医療課医療

森山伊久夫 H27.1.20 近畿厚生局長
厚生労働省

リニック兵庫県）
指導監査室 保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0202第4号 H27.2.2 の措置について（甲南デンタルク
指導監査室

森山伊久夫 H27.1.20 東海北陸厚生局長
保険局長

リニック．兵庫県）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0202第5号 H27.2.2 の措置について（甲南デンタルク

指導監査室
森山伊久夫 H27.1.20 中国四国厚生局長

保険局長
リニック・兵庫県）
社会保険医療担当者の監査後

保険局医療課医療 厚生労働省
保発0202第6号 H27.2.2 の措置について（狭川歯科医院：

指導監査室
森山伊久夫 H27.1.27 近畿厚生局長

保険局長
大阪府大阪市）

平成25年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の交付額の

保発0204第1号 H27.1.29 
確定並びに確定に伴う不足額に 保険局面民健康保

j度遺悠樹 H27.1.16 
官署支出官都道府県 厚生労働省

係る追加交付及び超過交付に係 険課財政第一係 会計管理者 保険局長
る返還について（大臣通知及び
局長通知）

平成25年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の交付額の

保発0204第2号 H27.1.29 
確定並びに確定に伴う不足額に 保険局国民健康保

渡遺悠樹 H27.1.16 
官署支出官都道府県 厚生労働省

係る追加交付及び超過交付に係 険課財政第一係 会計管理者 保険局長
る返還について（大臣通知及び
局長通知）

保険局医療介護連

保発0205第1号 H27.2.4 
病床転換助成事業に要する費用 携政策課医療費適

井上昌彦 H27.1.27 
社会保険診療報酬支 厚生労働省

額について 正化対策推進室健 払基金理事長 保険局長
康調整係

保発0206第1号 H27.2.6 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j皐晃成 H27.2.3 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長

保発0206第2号 H27.2.6 
体外診断用医薬品の保険適用に 保険局医療課企厨

j竜j畢晃成 H27.2.3 
公益社団法人日本医 厚生労働省

ついて 法令第二係 師会会長 保険局長



直董歪豆 豆蓋日 4早品 日当慧1・1糸 霊室日 , - , 
且＂ J, 

J・
平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国

全国健康保険協会理
保発0206第4号 H27.2.6 交付額に通知について（平成26 健康保険協会管理 岡元英晃 H27.2.4 

事長
保険局長

年12月分） 室運嘗管理第三係

社会保栖険につ市医い療）て担（．当．者の．監．査後佐 保険局医療課医療 厚生労働省
保発0210第1号 H27.2.10 の措置

指導監査室
佐々木真 H27.1.26 九州厚生局長

保険局長
賀県鳥

保発0213第1号 H27.2.13 
統計調査に係る調査票情報の提

保険局調査課 水谷玲子 H27.2.12 
大臣官房統計情報部

保険局長
供について（申出） 長
平成26年度高齢者医療運営円

保険局高齢者医療 各健也康6保件険組合理事保発0213第2号 H27.2.13 滑化等事業実施要綱の一部改
課財政係

金田一正太 H27.2.2 
長他

保険局長
正について
先進医療会議技術委員の委嘱l』 保険局医療課庶務 厚生労働省

保発0213第3号 H27.2.13 
係る兼業依頼の提出について 係

松田洋一 H27.2.10 東北大学総長
保険局長

保発0213第4号 H27.2.13 
中央社会保険医療協議会専門 保険局医療課庶務

松田洋一 H27.2.12 大臣官房人事課長
厚生労働省

委員の内申について 係 保険局長

保発0216第1号 H27.2.13 
九州地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

青木健 H27.2.13 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長

社会保障審議会臨時委員の新
保険局総務課庶務

保発0216第2号 H27.2.16 任に係る依頼について（医療保 糟谷昌芳 H27.2.13 全国町村会会長 保険局長
険部会）

係

平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国
支出官厚生労働省大 厚生労働省

保発0216第3号 H27.2.16 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H27.2.12 
臣官房会計課長 保険局長

て（平成27年3月2日繰入） 室運営管理第二係
平成25年度後期高齢者医療制

保険局高齢者医療 都道府県会計管理者 厚生労働省
保発0216第4号 H27.2.16 度関係業務事業費補助金の交

課監理係
君嶋隆行 H26.12.19 

大臣官房会計課長 保険局長
付額の確定について
平成25年度後期高齢者医療制

保険局高齢者医療 都道府県会計管理者 厚生労働省
保発0216第5号 H27.2.16 度関係業務事業費補助金の交

課監理係
君嶋隆行 H26.12.19 

大臣宮房会計課長 保険局長
付額の確定について

平成25年度後期高齢者医療制
保険局高齢者医療 都道府県会計管理者 厚生労働省

保発0216第6号 H27.2.16 度関係業務事業費補助金の交 君嶋隆行 H26.12.19 

付額の確定について
課監理係 大臣官房会計課長 保険局長

平成25年度後期高齢者医療災
保険局高齢者医療 官署支出官都道府県 厚生労働省

保発0216第7号 H27.2.16 害臨時特例補助金の交付額の 八木晋作 H27.1.26 

確定について
課財政係 会計管理者 保険局長

平成25年度後期晶齢者医療災
保険局高齢者医療 歳入徴収官都道府県 厚生労働省

保発0216第8号 H27.2.16 害臨時特例補助金の交付額の
課財政係

八木晋作 H27.1.26 
会計管理者 保険局長

確定について
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平成25年度後期高齢者医療制
官署支出官都道府県

保発0216第9号 H27.2.16 度事業費補助金の交付額の確 保課険監局理係高齢者医療 君嶋隆行 H27.1.29 
会計管理者 厚生労働省

定について
歳入徴収官都道府県 保険局長
会計管理者

官署支出官都道府県
平成25年度後期高齢者医療制

保発0216第10号 H27.2.16 度事業費補助金の交付額の確
保険局高齢者医療

君嶋隆行 H27.1.29 
会計管理者 厚生労働省

定について
課監理係 歳入徴収官都道府県 保険局長

会計管理者

保発0217第1号 H27.2.16 
健康保険法施行規則の一部を改 保険局保険課企画

須賀敬志郎 H27.2.12 
全国健康保険協会理 厚生労働省

正する省令等の施行について 法令第二係 事長 保険局長
平成26年度国民健康保険団体

保険局国民健康保 官署支出官大臣官房
支出負担行

保発0217第2号 H27.2.17 連合会等補助金（東日本大震災 大橋史明 H27.2.9 為担当官保
対応分）の交付決定について

険課監理係 会計課長
険局長

平費成26年度健康保険組合給付
保険局保険課指導 官署支出官大臣官房

保発0217第3号 H27.2.17 等臨時補助金の交付決定につ
調整係

片居木伸幸 H27.1.27 
会計課長

保険局長
いて

国民健康保険療養給付費等負
保険局国民健康保

保発0218第1号 H27.2.13 担金等の交付額の確定について
険課財政第二係

磯部真光 H27.2.13 都道府県会計管理者 保険局長
（再確定）
国民健康保険療養給付費等負

保険局国民健康保 官署支出官都道府県 保険局長唐
保発0218第2号 H27.2.13 担金等の交付額の確定について

険課財政第二係
磯部真光 H27.2.3 

会計管理者 i華岡I]
（再確定）
平成26年度後期高齢者医療災

保険局高齢者医療 宮署支出宮都道府県 厚生労働省
保発0218第3号 H27.2.18 害臨時特例補助金の交付決定 八木晋作 H27.1.26 

等について（第2回目）
課財政係 会計管理者 保険局長

医ける療構介成護員総の合就確任保依促頼進に会つ議いにてお
保険局医療介護連

井上由起子構成員候
厚生労働省

保発0218第4号 H27.2.18 
携政策課計画係

山内優也 H27.2.18 補者及び平田直之構成
保険局長

員候補者

日本社会事業大学専

保発0218第5号 H27:2.18 
医療介護総合確保促進会議にお 保険局医療介護連

山内優也 H27.2.18 
門職大学院研究科長 厚生労働省

ける構成員の就任依頼について 携政策課計画係 及び全国社議会ム＂＂福A"" 祉法人 保険局長
経営者協 長

指定統計調査等3け調る査処票置の報転告写のD 大臣官房統計情報部保発0218第7号 H27.2.18 VD利用後にお 保険局調査課 大津篤史 H27.2.13 保険局長
提出について

長
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師会会長

保発0219第1号 H27.2.19 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

j竜津晃成 H27.2.17 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

保発0219第2号 H27.2.19 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢晃成 H27.2.17 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長

平成26年度健康保険組合特定
保険局医療介護連

保発0219第3号 H27.2.19 健康診査・保健指導補助金の交
携政策課医療費適

井上昌彦 H27.1.21 
宮署支出官大臣官房 厚生労働省

付決定について（変更その2)
正化対策推進室健 会計課長 保険局長
康調整係

平成26年度後期高齢者医療財
都道府県知事、都道府

保発0219第4号 H27.2.19 
政調整交付金の交付（変更交 保険局高齢者医療

白井友也 H27.2.17 県後期高齢者医療広
厚生労働省

付）申請及び事業実績報告につ 課財政係
域連合長

保険局長
いて（通知）

平成26年度健康保険組合災害
保険局保険課健康 厚生労働省

保発0220第1号 H27.2.20 臨時特例補助金の交付決定につ
保険組合係

清水真理子 H27.2.6 大臣官房会計課長
保険局長

いて

保発0220第2号 H27.2.20 職員の人事異動について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.2.20 大臣官房人事課長 保険局長
係
保険局総務課管理

保発0220第3号 H27.2.20 職員の人事異動について（内申）
係

杉山雄一郎 H27.2.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0220第4号 H27.2.20 
社会保障審議会臨時委員の任 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.2.20 大臣官房人事課長 保険局長
命について（内申） 係
平成26年度国民健康保険保険

保発0223第1号 H27.2.23 
基盤安定負担金の追加交付決 保険局国民健康保

武藤敬宏 H27.1.23 
官署支出官 厚生労働省

定及び交付決定一部取消につい 険課財政第二係 都道府県会計管理者 保険局長
て（通知依頼書）

保発0223第2号 H27.2.23 使結用済果タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務
糟谷昌芳 H27.2.19 大臣官房会計課長 保険局長

存 運白書（平成27年1月） 係

保発0223第3号 H27.2.23 
地方社会保険医療協議会臨時 保険局医療謀庶務

青木健 H27.2.20 九州厚生局長
厚生労働省

委員の委嘱について（通知） 係 保険局長

保発0223第4号 H27.2.23 
近畿地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務

青木健 H27.2.20 大臣官房人事課長
厚生労働省

臨時委員の委嘱について（内申） 係 保険局長
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平成26年度総合特区推進費補
助金（インセンティブの制度化を 保険局医療介護連

保発0223第5号 H27.2.23 
見据えた鍵幸ポイント等の予防 携政策課医療費適

井上昌彦 H27.2.6 大臣官房会計課長
厚生労働省

事業の類型化のための調査検討 正化対策推進室健 保険局長
(SWC総合特区））の交付決定に 康調整係
ついて

医療技術参与（顧問医師団）の 保指険局医療課医療 医療技術参与及び所属 厚生労働省
保発0224第1号 H27.2.23 導監査室指導監 青山覚 H27.2.18 

委嘱について
査係

長 保険局長

保発0224第2号 H27.2.24 
先進医療会議技術委員の肉申に 保険局医療課庶務

松田洋一 H27.2.18 大臣官房人事課長
厚生労働省

ついて 係 保険局長

保発0226第1号 H27.2 26 
医療介護連携政策実務研修生 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.2.25 東近江市長 保険局長
の受入について（内申） 係

保発0226第2号 H27.2.26 
保険実務研修生の受入れについ 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.2.26 
公益社団法人日本理

保険局長
て（内申） 係 学療法士協会会長
平成25年度国民健康保険（組

保発0227第1号 H27.2.27 
合）災害臨時特例補助金の交付 保険局国民健康保

武藤敬宏 H26.12.9 
官署支出官 厚生労働省

額の確定について（大臣通知及 険課財政第二係 都道府県会計管理者 保険局長
ぴ局長通知）

平成26年度国民健康保険団体
宮署支出宮都道府県

支出負担行
保険局国民健康保 会計管理者

保発0227第2号 H27.2.25 連合会等補助金の追加交付決
険課監理係

大橋史明 H27.2.9 
官署支出宮大臣官房

為担当官保
定について（連合会・中央会）

会計課長
険局長

医療費適正化計画におけるf医

保発0227第3号 H27.2.27 
療に要する費用の目標」に対す 保険局医療介護連

西川貴清 H27.2.27 全国知事会会長
厚生労働省

る厚生労働省の考え方（案）につ 携政策課 保険局長
いて

「今回の改革後l』おける検討に

保発0227第4号 H27.2.27 
関する全国知事会からのご提言 保険局国民健康保

川村亮太 H27.2.27 全国知事会会長
厚生労働省

に対する厚生労働省の考え方」 険課企画法令係 保険局長
について

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第5号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後

課財政係
金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

保険局長
期高齢者医療広域連合分）の交
付額の再確定について
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平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第6号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後

課財政係
金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

保険局長
期高齢者医療広域連合分）の交
付額の再確定について

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険財局政高齢者医療 厚生労働省
保発0227第7号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後 金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

期高齢者医療広域連合分）の交
課係 保険局長

付額の再確定について

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第8号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後

課財政係
金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

保険局長
期高齢者医療広域連合分）の交
付額の再確定について

保発0227第9号 H27.2.27 
海外出張における在外公館に対 保険局医療課庶務

松田洋一 H27.2.27 外務省経済局長
厚生労働省

する便宜供与依頼について 係 保険局長

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第10号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後

課財政係
金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

保険局長
期高齢者医療広域連合分）の交
付額の再確定いついて

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第11号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後

課財政係
金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

保険局長
期高齢者医療広域連合分）の交
付額の再確定いついて
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平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第12号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後 金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

期高齢者医療広域連合分）の交
課財政係 保険局長

付額の再確定いついて

平成21年度、平成22年度、平成
23年度及び平成24年度後期高齢

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0227第13号 H27.2.27 者医療給付費等国庫負担金（後 金田一正太 H27.2.12 都道府県会計管理者

期高齢者医療広域連合分）の交
課財政係 保険局長

付額の再確定いついて

平成26年度国民健康保険調整
支出負担行

保発0302第1号 H27.2.20 
交付金（直営診療施設整備分） 保険局国民健康保

竹内紘季 H27.2.12 官署支出官者都道府県 為担当官保
の追加交付決定及び交付決定の 険課施設係 会計管理
取消（一部取消）について

険局長

平成26年度高齢者医療制度円
保険局医療介護連

保発0302第2号 H27.3.2 滑運営事業費補助金の交付決
携政策課医療費適

井上昌彦 H27.2.4 
官署支出官大臣官房 厚生労働省

正化対策推進室健 会計課長 保険局長
定いついて（その3)

康調整係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発0302第6号 H27.3.2 健康診査・保健指導負担金の交
携政策課医療費適

井上昌彦 H27.2.6 
官署支出官北海道会 厚生労働省

付決定について（変更交付決定） 正化対整策推進室健 計管理者等 保険局長
康調係

平成26年度国民健康保険特定
保険局医療介護連

保発0302第7号 H27.3.2 健康診査・保健指導負担金の交
携政策課医療費適

井上昌彦 H27.2.6 
官署支出官北海道会 厚生労働省

付決定について（変更交付決定）
正化対策推進室健 計管理者等 保険局長
康調整係

平成25年度全国健康保険協会
保険給付費等国庫補助（負担）

保険局保険課全国
保発0302第13号 H27.3.2 

金の交付額の確定並びに確定に
健康保険協会管理 岡元英晃 H27.2.16 

官署支出官大臣官房
保険局長

伴う追加交付及び超過交付に係 会計課長
る返還について（大臣通知及び

室運営管理第三係

局長通知）
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平成25年度全国健康保険協会
保険給付費等国庫補助（負担）

保険局保険課全国
保発0302第14号 H27,3.2 

金の交付額の確定並びに確定に
健康保険協会管理 岡元英晃 H27.2.16 

歳入徴収官大臣官房
保険局長

伴う追加交付及び超過交付に係 会計課長
る返還について（大臣通知及び

室運営管理第三係

局長通知）

社会保険医療担当者の監査後

保発0302第15号 H27.3.2 ｜品川 保険局医療課医療
森山伊久夫 H27.2.27 近畿厚生局長

厚生労働省
ー大阪府大阪 指導監査室 保険局長

平成27年度に実施する特定共
保険局医療課医療

地方厚生（支）局長 厚生労働省保発0303第1号 H27.3.3 
向指導等について（通知）

指導監査室指導監 天野裕貴 H27.2.27 
都道府県知事 保険局長

査係

職員の無報酬兼業届の報告につ
保険局医療課医療

千葉大学大学院看護 厚生労働省
保発0303第2号 H27.3.3 

いて
指導監査室指導監 天野裕貴 H27.2.9 

学研究科長 保険局長
査係

保発0303第3号 H27.3.3 
育児休業の期間の変更について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.2 大臣官房人事課長 保険局長
（内申） 係

保発0303第6号 H27.3.3 
身分証発行等申請I』ついて（3月 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.3 大臣官房人事課長 保険局長
1日採用に伴う新規作成分） 係

保発0303第7号 H27.3.3 
身分証発行等申請について（3月 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.3 大臣官房人事課長 保険局長
1日採用に伴う新規作成分） 係
「厚生労働大臣の定める先進医
療及び施設基準の制定等に伴う

保険局医療課企画 厚生労働省
保発0304第1号 H27.3.4 実施上の留意事項及び先進医療

法令第一係
丸山祐里枝 H27.3.3 各都道府県知事等

保険局長等
に係る届出等の取扱いについ
て』の一部改正について
国民健康保険の国庫負担金等

保険局国民健康保 厚生労働省
保発0304第2号 H27.3.3 の算定に関する政令の一部を改

険課企画法令係
川村亮太 H27.2.27 都道府県知事

保険局長
正する政令の施行について

保発0304第3号 H27.3.3 
国民健康保険法施行令の一部を 保険局国民健康保

大江裕貴 H27.3.2 都道府県知事 保険局長
改正する政令の施行について 険課企画法令係
高齢者の医療の確保に関する法

保険局高齢者医療
都道府県知事、都道府

厚生労働省
保発0304第4号 H27.3.4 律施行令の一部を改正する政令

課
荻野朋恵 H27.3.2 県後期高齢者医療広

保険局長
の施行について（通知） 域連合長
平成26年度全国健康保険協会 保険局保険課全国

全国健康保険協会理保発0304第5号 H27.3.4 本部実地監査の結果通知につい 健康保険協会管理 岡元英晃 H27.2.27 
事長

保険局長
て 室運営管理第＝係
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保発0304第6号 H27.3.4 
保険局の内部組織に関する細則 保険局総務課管理

塩入雅彦 H27.3.3 厚生労働大臣 保険局長
の一部改正について（内申） 係
平成26年度年金特別会計健康 保険局保険課全国

支出官厚生労働省大 厚生労働省
保発0305第1号 H27.3.5 勘定への国庫補助の繰入につい 健康保険協会管理 石田秀樹 H27.3.2 

て（平成27年3月31日繰入） 室運営管理第二係
臣官房会計課長 保険局長

保発0305第2号 H2}.3.5 
．社の：会措：：保劃2呑5険年Z川つ医度県強い家高て矧担松圃直苛重前7圃3笠者圃監医圃査痕後給・保険局医療課医療

金子雄一郎 H27.2.24 四国厚生支局長
厚生労働省

指導監査室 保険局長

保発0306第1号 H27.3.6 
付費等国庫負担金（後期高齢者 保険局高齢者医療

金田一正太 H27.2.19 都道府県会計管理者 保険局長
医療広域連合分）の交付額の確 課財政係
定について

付平成25年度後期高齢者医療給

保発0306第2号 H27.3.6 
費等国庫負担金（後期高齢者 保険局高齢者医療

金田一正太 H27.2.19 都道府県会計管理者 保険局長
医療広域連合分）の交付額の確 課財政係
定について
平成26年度後期高齢者医療給

保険局高齢者医療 都道府県官署支出官
保発0306第3号 H27.3.6 付費等国庫負担金の交付決定に

課財政係
金田一正太 H27.2.27 

（会計管理者）
保険局長

ついて（追加交付決定）
平成26年度後期高齢者医療制

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0306第5号 H27.3.6 度事業費補助金の交付決定につ

課監理係
君嶋隆行 H27.2.23 都道府県会計管理者

保険局長
いて（追加交付決定分）
保険医療専門審査員の肉申につ
いて

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0306第日号 H27.3.6 （診療報酬調査専門組織（DPC評

係
松思 j羊ー H27.3.5 大臣官房人事課長

保険局長
価分科会、入院医療等の調査・
評価分科会）、薬価算定組織）
平成26年度国民健康保険財政

調整交付金及び国支民健康保険後
保険局国民健康保 厚生労働省

保発0309第1号 H27.3.9 期整高齢者医療費 援金財政調 武藤敬宏 H27.3.3 都道府県会計管理者
交付金の交付決定一部取消

険課財政第二係 保険局長

及び戻入について
平成26年度国民健康保険高額

保険局国民健康保 厚生労働省
保発0309第2号 H27.3.9 

医療費共同事業負担金の追加
j度遅悠樹 H27.2.16 都道府県会計管理者

交付決定（交付決定一部取消）に 険課財政第一係 保険局長
ついて（大臣通知及び局長通知）
健康保険・船員保険被保険者実

保険局調査課数理
南｛康貴紀

政策統括官（社会保障
保発0310第1号 H27.3.13 態調査に係る調査票情報の提供

第一係
・H27.3.10 

担当）
保険局長

について（通知）
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国民健康保険法施行令及び国民

保発0311第1号 H27.3.11 
健康保険の国庫負担金等の算 保険局国民健康保

大江裕貴 H27.3.10 都道府県知事
厚生労働省

定に関する政令の一部を改正す 険課企画法令係 保険局長
る政令の施行について

平成二十七年度における前期高
齢者交付金及び後期高齢者医療

保発0311第2号 H27.3.11 
の国庫負担金の算定等に関する 保険局医療介護連

西川貴清 H27.3.5 
厚生労働省

政令第二十五条のニ第一項第 携政策課 保険局長
二号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める率（告示）について

平成26年度高齢者医療運定営円
滑化等補助金の交付決につい

保険局高齢者医療
保発0311第3号 H27.3.11 て（高齢者医療制度関係業務シ 金田一正太 H27.2.27 大臣官房会計課長 保険局長

ステム改修事業平成26年度補
課財政係

E予算分）
平成26年度後期高齢者医療制

保発0311第4号 H27.3.11 
度関係業務事業費補助金の交 保険局高齢者医療

君嶋隆行 H27.3.4 大臣官房会計課長 保険局長
付決定について（追加交付決定 課監理係
分）

保険局医療介護連

保発0312第1号 H26.12.22 
国民健康保険特定健康診査・保 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.1 
歳入徴収官山形県会

保険局長
健指導負担金の再確定について 正化対策推進室健 計管理者

康調整係
保険局医療介護連

保発0312第2号 H26.12.22 
国民健康保険特定健康診査・保 携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.1 
歳入徴収官大臣宮房

保険局長
健指導負担金の再確定について 正化対策推進室健 会計課長

康調整係

平成25年度国民健康保険組合
保険局医療介護連
携政策課医療費適 官署支出官北海道会

保発0312第5号 H27.2.16 特定健康診査・保健指導補助金
正化対策推進室健

井上昌彦 H26.12.12 
計管理者等

保険局長
等の交付額の確定について

康調整係

平成25年度国民健康保険組合
保険局医療介護連

保発0312第6号 H27.2.16 特定健康診査・保健指導補助金
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.12 
歳入徴収官北海道会

保険局長
正化対策推進室健 計管理者等

等の交付額の確定について
康調整係

平成25年度国民健康保険組合
保険局医療介護連

保発0312第7号 H27.2.16 特定健康診査・保健指導補助金
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.12 官署支長出官大臣官房 保険局長
等の交付額の確定について

正化対策推進室健 会計課
康調整係
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平成25年度国民健康保険組合
保険局医療介護連

保発0312第8号 H27.2.16 特定健康診査・保健指導補助金
携政策課医療費適

井上昌彦 H26.12.12 
歳入徴収官大臣官房

保険局長
正化対策推進室健 会計課長

等の交付額の確定について
康調整係

平成22年度病床転換助成事業
保険局医療介護連

交付金に係る消費税及び地方消
携政策課医療費適 歳入徴収官大臣官房

保発0312第9号 H27.3.2 費税に係る仕入控除税額相当額 井上昌彦 H27.1.27 保険局長
の納付について（国庫返納通知

正化対策推進室健 会計課長

書）
康調整係

平成23年度病床転換助成事業
保険局医療介護連

交付金に係る消費税及び地方消
携政策課医療費適 歳入徴収宮大臣官房 厚生労働省

保発0312第10号 H27.3.2 費税に係る仕入控除税額相当額
正化対策推進室健

井上昌彦 H27.1.27 
会計課長 保険局長

の納付について（国庫返納通知
康調整係

書）

平成24年度病床転換助成事業
保険局医療介護連

交付金に係る消費税及び地方消
携政策課医療費適 歳入徴収官大臣官房 厚生労働省

保発0312第11号 H27.3.2 費税に係る仕入控除税額相当額
正化対策推進室健

井上昌彦 H27.1.20 
会計課長 保険局長

の納付について（国庫返納通知
書）

康調整係

平成24年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0312第12号 H27.3.12 政調整交付金の交付額の確定に 八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者
ついて（再確定）

課財政係 保険局長

平成24年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0312第13号 H27.3.12 政調整交付金の交付額の確定に
課財政係

八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者
保険局長

ついて（再確定）

平成23年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0312第15号 H27.3.12 政調整交付金の交付額の確定に
課財政係

八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者
保険局長

ついて（再確定）

平成23年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0312第16号 H27.3.12 政調整交付金の交付額の確定に
課財政係

八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者
保険局長

ついて（再確定）
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国民健康保険の調す整る交省付令金；の
交付額の算定険に関 及び

保発0313第1号
国民健康保の事務費負担金 保険局国民健康保

H27.3.12 都道府県知事
厚生労働省

H27.3.12等の交付額等の算定に関する省険課企画法令係 大江裕貴 保険局長
令の一部を改正する省令の施行
について
平成26年改正法附則第7条の

保険局総務課管理
保発0313第2号 H27.3.12 規定に基づく経過措置額の支給 杉山雄一郎 H27.3.11 大臣官房人事課長 保険局長

について（内申）
係

保発0313第3号 H27.3.12 
医療保険実務研修生の受入につ 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.12 熊本市長 保険局長
いて（内申） 係
平成26年度国民健康保険療養

保発0313第4号 H27.3.13 
給付費等負担金等の追加交付 保険局国民健康係保 j度遅悠樹 H27.2.23 厚生労働省保険局長

都道府県会
決定（交付決定一部取消）につい 険課財政第一 計管理者
て（大臣通知及び局長通知）

保発0313第6号 H27.3.13 
高齢者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.12 小牧市長 保険局長
延長および受入について（内申） 係

保発0313第7号 H27.3.13 
高齢者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.12 美郷町長 保険局長
延長および受入について（内申） 係
高齢者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理

保発0313第8号 H27.3.13 
延長および受入について（内申） 係

杉山雄一郎 H27.3.12 野州市長 保険局長

保発0313第9号 H27.3.13 高齢長者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理
杉山雄一郎 H27.3.12 荒川区長 保険局長

延および受入について（内申） 係

保発0313第10号 H27.3.13 
高齢者医療実務研修生の期間 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.12 
東京都国民健康保険

保険局長
延長および受入について（内申） 係 団体連合会理事長

平成20年度老人医療給付費国
保険局高齢者医療

保発0316第1号 H27.3.16 庫負担金の交付額の再確定につ
課財政係

金田一正太 H27.3.10 都道府県会計管理者 保険局長
いて
平成20年度老人医療給付費園

保険局高齢者医療
保険局長（債

保発0316第2号 H27.3.16 庫負担金の交付額の再確定につ 金田一正太 H27.3.10 都道府県会計管理者 権発生通知
いて

課財政係
義務者）

平成26年度保険料等交付金の 保険局保険課全国
全国健康保険協会理

保発0316第3号 H27.3.16 交付額の通知について（平成27 健康保険協会管理 岡元英晃 H27.3.9 
事長

保険局長
年1月分） 室運営管理第三係
老人保健施設の財産処分に係る

保険局高齢者医療 保険局長（歳入徴収
保発0316第4号 H27.3.16 返納額の調査決定及び納入告知

課財政係
小林守 H27.3.12 

官）
保険局長

書等の発行について

保発0317第3号 H27.3.17 
関東信越地方社会保険医療協 保険局医療課庶務

青木健 H27.3.17 大臣官房人事課長
厚生労働省

議会委員の委嘱について（内申） 係 保険局長
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保発0317第4号
東北地方社会保険医療協議会 課務

H27.3.17 大臣官房人事課長
厚生労働省

H27.3.17臨時委員の委嘱について｛内申）係 青木健 保険局長
特定健康診査及び特定保健指導
の実施に関する基準第一条第一

保発0317第5号 H27.3.17 項の規定に基づき厚生労働大臣
保険局医療介護連

西川貴清 H27.3.12ー
厚生労働省

携政策課 保険局長
が定める者の一部を改正する件
について（告示）
平成25年度後期高齢者医療財

保発0318第1号 H27.3.18 政調整交付金の交付額の確定に
保険局高齢者医療

八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者
厚生労働省

課財政係 保険局長
ついて（再確定）
平成25年度後期晶齢者医療財

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0318第2号 H27.3.18 政調整交付金の交付額の確定に

課財政係
八木晋作 H27.2.25 都道府県会計管理者

保険局長
ついて（再確定）
国民健康保険診療施設（医療機

保発0318第3号 H27.3.17 
器、事務機器及び通信機器）財 保険局国民健康保

梨本篤史 H27.3.9 福岡県知事
厚生労働省

産処分（無償譲渡）の承認につい 険課施設係 保険局長
て（福岡県芦屋町）

医療技術参与（顧問医師団）の
保険局医療課医療

医療技術参与及び所属 厚生労働省
保発0318第4号 H27.3.18 

委嘱について（肉申）
指導監査室指導監 青山覚 H27.3.16 

長 保険局長
査係

『地域における医療及び介護の
総合的な確保を推進するための

保発0318第6号 H27.3.19 
関係法律の整備等に関する法律 保険局医療介護連

西川貴清 H27.3.17 
厚生労働省

の一部の施行に伴う厚生労働省 携政策課 保険局長
関係省令の整備等に関する省令
案」の制定について（別途決裁）

保発0319第1号 H27.3.18 
新潟県自動車整備販売健康保 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 関東信越厚生局長 保険局長
険組合の解散について 調整係

保発0319第2号 H27.3.18 
トナミ運輸健康保険組合の解散 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 東海北陸厚生局長 保険局長
について 調整係

保発0319第3号 H27.3.18 
カナサシ健康保険組合の解散に 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 東海北陸厚生局長 保険局長
ついて 調整係
サン・ファイン健康保険組合の解 保険局保険課指導

保発0319第4号 H27.3.18 
散について 調整係

片居木伸幸 H27.3.17 東海北陸厚生局長 保険局長

保発0319第5号 H27.3.18 
解散に伴う権利義務及び事務の 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 
新潟県自動車整備販

保険局長
引継ぎについて 調整係 売健康保険組合理事

保発0319第6号 H27.3.18 
解散に伴う権利義務及び事務の 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 
トナミ運輸健康保険組

保険局長
引継ぎについて 調整係 合理事長

保発0319第7号 H27.3.18 
解散に｛半う権利義務及び事務の 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.17 
カナサシ健康保険組合

保険局長
引継ぎについて 調整係 理事長
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保発0319第8号 H27.3.18解散に伴う権利義務及び事務の 指導片居木伸幸 H27.3.17サン・ファイン健康保険 保険局長
引継ぎについて 調整係 組合理事長
健康保険組合の解散について

保険局保険課指導 全国健康保険協会理
保発0319第9号 H27.3.18 （新潟県自動車整備販売健康保

調整係
片居木伸幸 H27.3.17 

事長
保険局長

険組合他3組合）

健康保険組合連合会
健康保険組合の解散について

保険局保険課指導
会長・社会保険診療報

保発0319第10号 H27.3.18 （新潟県自動車整備販売健康保
調整係

片居木伸幸 H27.3.17 酬支払基金理事長・国 保険局長
険組合他3組合） 民健康保険中央会会

長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0319第11号 H27.3.19 の措置について（
指導監査室

佐々木典伯 H27.3.9 関東信越厚生局長
保険局長

•：栃木県小山市）
社会保険医療担当者の監査後

保発0319第12号 H27.3.19 の措置について（
保険局医療課医療

佐々木真 H27.3.13 九州厚生局長
厚生労働省

指導監査室 保険局長
：干冨i萄県大牟田市）

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0319第13号 H27.3.19 の措置について（．．．． ，－大阪 指導監査室
森山伊久夫 H27.3.10 近畿厚生局長

保険局長
府豊中市）

社会保険~こつ医，）い療て担w当・者・の・監・・査・後... 保険局医療課医療 厚生労働省
保発0319第15号 H27.3.19 の措置

指導監査室
松元道孝 H27.3.1.1 関東信越厚生局長

保険局長

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0319第16号 H27.3.19 錨脳同 指導監査室
松元道孝 H27.3.11 東海北陸厚生局長

保険局長

公益社団法人日本医
師会会長

保発0319第19号 H27.3.19 新医薬品の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢晃成 H27.3.18 
公益社団法人日本歯 厚生労働省

法令第二係 科医師会会長 保険局長
公益社団法人日本薬
剤師会会長

国民健康保険保険財政共同安
保険局国民健康保 厚生労働省

保発0319第21号 H27.3.19 定化事業・高額医療費共同事業
険課企画法令係

川村亮太 H27.3.19 都道府県知事
保険局長

実施要綱の一部改正について

保発0319第20号 H27.3.19 医療機器の保険適用について
保険局医療課企画

滝j畢晃成 H27.3.18 
公益社団法人日本医 厚生労働省

法令第二係 師会会長 保険局長
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晶齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交

保発0320第3号 H27.3.20 
付金等の額の算定等に関する省 保険局高齢者医療

菊地博史 H27.3.19 
社会保険診療報酬支

保険局長
令による平成25年度における保 課財政調整係 払基金理事長
険者の前期高齢者給付費額等
の補Eについて（過大・過小）

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交

保発0320第4号 H27.3.20 
付金等の額の算定等に関する省 保険局高齢者医療

菊地博史 H27.3.19 
社会保険診療報酬支

保険局長
令による新設保険者に係る前期 課財政調整係 払基金理事長
高齢者給付費見込額等の承認に
ついて

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省

保発0320第5号 H27.3.20 
令による合併又は分割をして存 保険局高齢者医療

菊地博史 H27.3.19 
社会保険診療報酬支

保険局長
続する保険者及び解散をした保 課財政調整係 払基金理事長
険者の権利義務を承継した保険
者に係る法定給付費額の承認に
ついて

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省

保発0320第6号 H27.3.20 
令による平成25年度において新 保険局高齢者医療

菊地博史 H27.3.19 
社会保険診療報酬支

保険局長
たに設立された保険者、合併に 課財政調整係 払基金理事長
より消滅した保険者に係る一人
平均前期高齢者給付費額に関す
る承認について

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交

保発0320第7号 H27.3.20 
付金等の額の算定等に関する省 保険局高齢者医療

菊地博史 H27.3.19 
社会保険診療報酬支

保険局長
令による平成27年度における後 課財政調整係 払基金理事長
期高齢者調整金額に係る算定額
の承認について
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高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省

保険局高齢者医療 社会保険診療報酬支
保発0320第8号 H27.3.20 令による平成27年度における前

課財政調整係
菊地博史 H27.3.19 

払基金理事長
保険局長

期高齢者交付調整金額、前期高
齢者納付調整金額に係る算定額
の承認について

廃止前め老人保健法による保険
者の拠出金の額の算定に関する

保険局高齢者医療 社会保険診療報酬支
保発0320第9号 H27.3.20 省令による平成27年度における 菊地博史 H27.3.19 保険局長

調整金額に係る算定額の承認に
課財政調整係 払基金理事長

ついて

保発0320第10号 H27.3.20 育児休業の申請について（内申）
保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.17 大臣官房人事課長 保険局長
係

社会保険医療担当者の監査後
保険局医療課医療 厚生労働省

保発0320第11号 H27.3.20 の措置について 佐々木真 H27.3.20 東北厚生局長
仙台市泉区）

指導監査室 保険局長

保発0323第1号 H27.3.23 
身分証明書発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.23 大臣官房人事課長 保険局長
(4月1日付採用に伴う作成分） 係

保発0323第2号 H27.3.23 
身分証明書発行等申請について 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.23 大臣官房人事課長 保険局長
(4月1日付採用に伴う作成分） 係
保険医療専門審査員の内申につ
いて

保険局医療課庶務 厚生労働省
保発0323第3号 H27.3.23 （診療報酬調査専門組織（医療

係
松田洋一 H27.3.18 大臣官房人事課長

保険局長
技術評価分科会）、薬価算定組
織、保険医療材料専門組織）

保発0323第5号 H27.3.23 
国民健康保険実務研修生の受 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.19 神戸市長 保険局長
入について（内申） 係

保発0323第6号 H27.3.23 
国民健康保険実務研修生の受 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.19 呉市長 保険局長
入について（肉申） 係

保発0323第7号 H27.3.23 
国民健康保験実務研修生の受 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.19 西宮市長 保険局長
入について（内申） 係

保発0323第8号 H27.3.23 
国民健康保険実務研修生の受 保険局総務課管理

杉山雄一郎 H27.3.19 
国民健康保険中央会

保険局長
入について（内申） 係 理事長
国保高齢者医療制度円滑導入

保険局高齢者医療
都道府県知事

厚生労働省
保発0323第13号 H27.3.23 基金等の運営について（基金管

課財政係
日弁友也 H27.3.18 社会保険診療報酬支

保険局長
理運営要領の改正） 払基金理事長
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『平成26年度診療報酬改定の結 ニ菱UFJリサーチ＆コ

保発0324第1号 H27.3.24 
果検証に係る特別調査（平成27保険局医療課企画

小原航洋 H27.3.20 
ンサルティング株式会 厚生労働省

年度調査）業務その1jにおける 法令第二係 社取締役社長藤井秀 保険局長
企画提案書の評価結果について 延
「平成26年度診療報酬改定の結 ニ君主UFJリサーチ＆コ

保発0324第2号 H27.3.24 
果検証に係る特別調査（平成27 保険局医療課企画

小原航洋 H27.3.20 
ンサルテインク、株式会 厚生労働省

年度調査）業務その2」における 法令第二係 社取締役社長藤井秀 保険局長
企画提案書の評価結果について 延

保発0324第3号 H27.3.24社の会｜措青置保森険に県つ医八い療戸て担市（当司）圃者圃の圃監・圃査．後， 保険局医療課医療
佐々木真 H27.3.13 東北厚生局長

厚生労働省
指導監査室 保険局長

保発0324第4号 H27.3.24 中央社会保険医療協議会委員 保険局医療謀庶務
松田洋一 H27.3.23 大臣官房人事課長

厚生労働省
の内申について 係 保険局長
平成23年度後期高齢者医療災

保険局高齢者医療 厚生労働省
保発0324第5号 H27.3.24 害臨時特例補助金の交付額の 八木晋作 H27.3.12 長野県会計管理者

確定について（再確定）
諜財政係 保険局長

平成23年度後期高齢者医療災
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0324第6号 H27.3.24 害臨時特例補助金の交付額の 八木晋作 H27.3.12 長野県会計管理者
確定について（再確定）

課財政係 保険局長

保発0324第7号 H27.3.24 
健康保険組合の合併、規約のー 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
部の変更について 詞整係

保発0324第8号 H27.3.24 
健康保険組合の合併、規約のー 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
-・ 部の変更について 調整係

保発0324第9号 H27.3.24 
健康保険組合の合併、規約のー 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
部の変更について 調整係

保発0324第10号 H27.3.24 
健康保険組合の合併、規約のー 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
部の変更について 調整係

保発0324第11号 H27.3.24 
健康保険組合の合併、規約のー 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
部の変更について 調整係

健康保険組合連合会

保険局保険課指導
会長・社会保険診療報

保発0324第12号 H27.3.24 健康保険組合の合併について 片居木伸幸 H27.3.23 酬支払基金理事長・国 保険局長
調整係

民健康保険中央会会
長

l涙担首の認可につい
保険局保険課指導保発0324第13号 H27.3.24 て合iプルデンシャル健康保険組 片居木伸幸 H27.3.23 関東信越厚生局長 保険局長
調整係
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健康保険組合連合会

特定健康保険組合の認可につい
保険局保険課指導

会長・社会保険診療報
保発0324第14号 H27.3.24 て（プルデンシャル健康保険組

調整係
片居木伸幸 H27.3.23 酬支払基金理事長・国 保険局長

合） 民健康保険中央会会
長

地方社会保険医療協議会委員
保険局医療課庶務

東北厚生局長、関東信
厚生労働省

保発0324第15号 H27.3.24 及び臨時委員の委嘱について 青木健 H27.3.23 越厚生局長、近畿厚生
（通知）

｛系
局長

保険局長

平成25年度高齢者医療運営円

保発0324第16号 H27.3.24 
滑化等補助金交付額の確定につ 保険局高齢者医療

金田一正太 H27.3.11 大臣官房会計課長 保険局長
いて（高齢者医療支援金等負担 課財政係
金助成事業）

後期高齢者医療毎月事業状況
保険局調査課高齢 厚生労働省

保発0324第17号 H27.3.23 報告書（事業月報）の改正につい
者医療調査係

官野千尋 H27.3.18 各都道府県知事
保険局長

て

保発0324第18号 H27.3.23 
後期高齢者医療事業状況報告 保険局調査課高齢

官野千尋 H27.3.18 各都道府県知事
厚生労働省

書（事業年報）の改正について 者医療調査係 保険局長

保発0324第19号 H27.3.24 
在外公館に対する通報依頼につ 保険局総務課庶務 糟谷昌芳 H27.3.24 外務省国際協力課長 保険局長
いて 係

保発0324第20号 H27.3.24 
使用済タクシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務

糟谷昌芳 H27.3.24 大臣官房会計課長 保険局長
存結果理由書（平成27年2月） 係

保険局医療介護連
平成26年度『予防・健康づくりイン

携政策課医療費適
株式会社博報堂代表

厚生労働省
保発0324第21号 H27.3.24 センティブ推進事業」に係る公募 井上昌彦 H27.3.23 取締役社長戸国裕一

結果について
正化対策推進室健

ほか3｛牛
保険局長

康調整係
平成17年度から平成24年度園
民健康保険療養給付費等負担

保険局国民健康保
保発0325第1号 H27.3.24 

金等、国民健康保険組合特別対
険課国民健康保険 吉田大介 H27.3.5 

官署支出官都道府県 厚生労働省
策費等補助金等及び国民健康保 会計管理者 保険局長
険組合特定健康診査・保健指導

組合係

補助金の交付額の確定について
第20回医療経済実態調査（医療

保険局医療課保険 支出負担行
保発0325第2号 H27.3.25 

機関等調査）及び報告等業務委
医療企画調査室企 藤田雅貴 H27.3.23 厚生労働大臣 為担当官保

託に関する入札に係る総合評価
落札方式について

画調査係 険局長
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怖粁者

滑運営臨時特例交付金（健保基
保験局保険課庶務 歳入徴収官大臣官房

債権発生通
保発0326第1号 H27.3.25 

金事業）仕に入係使る除消税費額税確及定びに地伴方・
伊良皆貴紀 H27.3.13 知義務者保

消園費税 う
係 会計課長

険局長
庫返還金について

保発0326第2号 H27.3.26 
ベンチャーパンク健康保険組合 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.25 関東信越厚生局長 保険局長
の設立について（通知） 調整係

保発0326第3号 H27.3.26 
楽天健康保険組合の設立につい 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.25 関東信越厚生局長 保険課長
て（通知） 調整係

ベンチャーバンク健康保険組合 保険局保険課指導
株式会社ベンチャーパ

保発0326第4号 H27.3.26 片居木伸幸 H27.3.25 ンク代表取締役社長 保険課長
の設立について（通知） 調整係

鷲見貴彦

楽天健康保険組合の設立につい 保険局保険課指導
楽天株式会社 代表

保発0326第5号 H27.3.26 片居木伸幸 H27.3.25 取締役会長兼社長三 保険課長
て（通知） 調整係

木谷 j告史

健康保険組合の設立について
保険局保険課指導

1会淫康長1・末社I＇＇呆会租保百険3き診百療去報

保発0326第6号 H27.3.26 （ベンチャーバンク、楽天健康保
調整係

片居木伸幸 H27.3.25 酬支払基金理事長・国 保険課長

険組合） 主民三健康保険中央会会

保発0326第7号 H27.3.26 
海外出張における在外公館L対 保険局医療課庶務

松田洋一 H27.3.26 外務省南部アジア部長
厚生労働省

する便宜供与依頼について 係 保険局長

健（ツ康ル保ハ険ホ組ー合ルのデ設イン立クに、スつ｛いて 保険局保険課指導
保発0327第1号 ーH27.3.26 健康保 片居木伸幸 H27.3.26 北海道厚生局長 保険局長

険組合）
調整係

健康保険組合の設立について
保険局保険課指導

株式会社ツルハホール
保発0327第2号 H27.3.26 （ツルハホールディングス健康保 片居木伸幸 H27.3.26 ヂィングス代表取締役 保険課長

険組合）
調整係

堀川政司
健康保険組合連合会

健康保険組合の設立について
保険局保検課指導

会長支・社会保険診療報
保発0327第3号 H27.3.26 （ツルハホールデインダス健康保

調整係
片居木伸幸 H27.3.26 酬払基金理事長・国 保険課長

険組合） 民健康保険中央会会
長

保発0327第4号 H27.3.26 
健康保険一括適用事業所の承 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.26 東北厚生局長 保険局長
認について（ニ菱伸銅株式会社） 調整係

保発0327第5号 H27.3.26 
健康保険一括適用事業所の承 保険局保険課指導

片居木伸幸 H27.3.26 
ニ変伸銅健康保険組

保険課長
認について（＝菱伸銅株式会社） 調整係 合理事長
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社会保険医療担当者の監査後

保発0327第6号

瞳i国民韻健康保障韓貧毎月事p業扶況報

保険局医療課医療
三谷和令 H27.3.23 近畿厚生局長

厚生労働省

指導監査室 保険局長

保険局調査課数理 厚生労働省
保発0330第1号 H27.3.30告書（事業月報）等の改正につい 六j皮羅隆 H27.3.25 都道府県知事

て
第二係 保険局長

レセプト情報等の提供に関する
保険局医療介護連

保発0330第3号 H27.3.30 ワーキンググループ構成員就任
携政策課保険シス

内野和訓 H27.3.24 松田晋哉他6名
厚生労働省

依頼について
テム高度化推進室 保険局長
企画調整係

レセプト情報等の提供に関する
保険局医療介護連

保発0330第4号 H27.3.30 ワーキンググループ構成員就任
携政策課保険シス

内野和訓 H27.3.24 
産業医科大学理事長 厚生労働省

依頼について
テム高度化推進室 ｛也6件 保険局長
企画調整係

「指定訪問看護の事業の人員及
保険局医療課企画 地方厚生（支）局長、都 厚生労働省

保発0330第5号 H27.3.30 び運営に関する基準について」の 康瀬喜章 H27.3.30 

一部改正について
法令第一係 道府県知事 保険局長

雇用保険法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う厚生労

保険局保険課企画 全国健康保険協会理 厚生労働省
保発0331第1号 H27.3.25 働省関係省令の整備に関する省 須賀敬志郎 H27.3.23 

令の一部を改正する省令の施行
法令第二係 事長 保険局長

について（通知）
平成26年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期
高齢者医療費支援金財政調整

保険局国民健康保 官署支出官都道府県
保発0331第2号 H27.3.30 交付金及ぴ国民健康保険介護納 武藤敬宏 H27.3.10 保険局長

付金財政調整交付金の交付決
険課財政第二係 会計管理者

定ー追加交付決定・交付決定一
部取消及び交付額
「子ども・子育て支援法等の施行

厚生労働省
保発0331第3号 H27.3.31 

に伴う厚生労働省関係省令の整 保険局保険課企画
登美翼 H27.3.26 日本年金機構理事長 保険局長他

備に関する省令の公布につい 法令第一係
て」（通知）

1名

保発0331第4号 H27.3.31 
国民健康保険広域化等支援基 保険局国民健康保

武藤敬宏 H27.3.19 
官署支出官 厚生労働省

金事業廃止の承認について 険課財政第二係 広島県会計管理者 保険局長
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「厚生労働大臣の定める先進医
療及び施設基準の制定等に伴う

保険局医療課企画 厚生労働省
保発0331第5号 H27.3.30 実施上の留意事項及び先進医療 丸山祐里枝 H27.3.27 各都道府県知事等

に係る届出等の取扱いについ
法令第一係 保険局長

て」の一部改正について
国民健康保険の事務費負担金

保発0331第13号 H27.3,31 
等の交付額等の算定に関する省 保険局国民健康保

川村亮太 H27.3.26 都道府県知事 保険局長
令の一部を改正する省令の施行 険課企画法令係
について

国民健康保険団体連合会規約
保険局国民健康保 厚生労働省

保発0331第14号 H27.3.31 例の一部を改正する規約例につ
険課企画法令係

川村亮太 H27.3.26 都道府県知事
保険局長

いて

国民健康保険の調整交付金の

保発0331第15号 H27.3.31 
交付額の算定に関する省令のー 保険局国民健康保

川村亮太 H27.3.26 都道府県知事 保険局長
部を改正する省令の施行につい 険課企画法令係
て

総「地合域的になお確け4る医療及び介護の
、

保発0331第17号 H27.3.31 
保を推進するための 保険局医療介護連

西川貴清 H27.3.26 都道府県
厚生労働省

関係法律の整備等に関する法 携政策課 保険局長
律」の一部の施行について

地方厚生（支）局長、健

「地域における医療及び介護の
康保険組合理事長、全
国健康保険協会理事

保発0331第18号 H27.3.31 
総合的な確保を推進するための 保険局医療介護連

西川貴j青 H27.3.26 長、健康保険組合連合
厚生労働省

関係法律の整備等に関する法 携政策課
会長、国民健康保険中

保険局長
律」の一部の施行について

夫会長、社会保険診療
支払基金理事長

平成26年度後期高齢者医療財
保険局高齢者医療 厚生労働省

保発0331第21号 H27.3.31 政調整交付金の変更交付決定
課財政係

八木晋作 H27.3.17 都道府県会計管理者
保険局長

及び交付額の確定について
「特定健康診査及び特定保健指

保険局医療介護連
導の実施に関する基準第一条第 都道府県知事、健康保

保発0331第26号 H27.3.31 一項の規定に基づき厚生労働大
携政策課医療費適

井上昌彦 H27.3.27 険組合理事長、全国健
厚生労働省

臣が定める者Jの一部改正につ
正化対策推進室健

康保険協会理事長
保険局長

いて（施行通知）
康調整係

『子ども・子育て支援法等の施行
厚生労働省

保発0331第27号 H27.3.31 
に伴う厚生労働省関係省令の整 保険局保険課企画

登美翼 H27.3.26 地方厚生（支）局長 保険局長他
備に関する省令の公布につい 法令第一係
て」（通知）

1名



保発0331第28号 H27.3.31 I~τ J 、甘且間｜保険局医療課企画 丸山祐史枝 H27.3.30 中国四国厚生局長
厚生三者扇蚕

世sー＿， ,..,..., 、 法令第一係 保険局長

保発0331第29号 H27.3.31 l1 且間｜保険局医療課企画 丸山祐里枝 H27.3.30 ．．．． 厚生労働省
世『ー〔＇ ，..，...折 、 法令第一係 保険局長

保発0331第30号 H27.3.31 l1』以，、 J 、世且間 I保険局医療課企画 丸山祐里枝
厚生労働省

で恰Eー｛ハ..，...{ 、 法令第一係 保険局長

保発0331第31号 H27.3.31 l1 且間｜保険局医療課企画 丸山祐里枝
厚生労働省

守.，.，＿〔ハ..，...{ 、 法令第一係 保険局長

保発0331第32号 H27.3.31 l1 骨且間 i保険局医療課企画 丸山祐里枝
厚生労働省

, __ ,,..,... 、 法令第一係
保険局長

保発0331第33号 H27.3.31 I~ 』 耳目同｜保険局医療課企画 丸山祐里枝
厚生労働省

’ー（いずr 、 法令第一係 保険局長

保発0331第34号 H27.3.31 I刷』....." . ＇－、可 l保険局医療課企画 丸山祐里枝 H27.3.30 九州厚生局長
厚生労働省

法令第一係 保険局長

保発0331第35号 H27.3.31 I＂＂＂＇－＂＂＇＂・、、 H27.3.30 ．． 厚生労働省
保険局長

保発0331第36号 ｜保険局医療課企画 丸山祐里枝 H27.3.30 九州厚生局長
厚生労働省

法令第一係 保険局長

保発0331第37号 保険局医療課企画 丸山祐里枝 ．．．． 厚生労働省
法令第一係

H27.3.30 
保険局長

社会保険診療報酬支払基金の

平成27事業年度一般会計事業｜
H27.3.231 ｜社会保険診療報酬支保発0331第38号 H27.3.25I計彊及び収入支出予算の財務大保険局保険課

臣協議及び厚生労働大臣認可に
払基金理事長 保険局長

ついて

高齢者医療制度円滑運営事業 保険局医療介護連
H27.3.271官署支出官大臣官房 I 厚生労働省保発0331第39号 携政策課医療費適｜

H27.3.31費補助金（平成26年度補正予算正化対策推進室健 井上昌彦 会計課長 保険局長
分）の交付決定について 康調整係



保発0331第40号

保発0331第41号

r平成主6年度保険医療材料等に目

H27.3.31 I関する海外実態状況調査業務JI保険局医療課企画｜出雲はる奈
委託事業の完了に伴う確認の結｜法令第二係
果について
「平成26年度保険医療材料等に

H27.3.31 I関する海外実態状況調査業務J｜保険局医療課企画 l出雲はる奈
委託事業の完了に伴う確認の結 l法令第二係

塁ζ2ど王

l支出負担行自署支出官大臣官房｜
H27.3.31 I ｜為担当官保

会計課長外1件 I 
E険局長

三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会

H27.3.31 I 
社取締役社長藤井
秀延氏

支出負担行
為担当官保
険局長


