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被保険者資格の喪失後に受けた
保険局高齢者医療

都道府県民生主管部

保高発0515第1号 H26.5.15 療養に係る療養費請求権の消滅
課企画法令係

萩原竜佑 H26.5.15 （局）後期高齢者医療 保険局高齢
時効の起算日について 主管課（部）長 者医療課長

広域連合標準システム研究会の 保険局高齢者医療 国民健康保険中央会
厚生労働省

保高発0522第1号 H26.5.21 
委員委嘱について 課監理係

君嶋 隆行 H26.5.14 
理事長柴田雅人

保険局高齢
者医療課長

保高発0602第1号 H26.6.2 
被用者保険の被扶養者であった 保険局高齢者医療

小林 守 H26.5.30 
社会保険診療報酬支 高齢者医療

者に係る情報提供について 課財政係 払基金理事長 課長

後期高齢者医療の調整交付金
都道府県後期高齢者

の交付額の算定に関する省令第 保険局高齢者医療
医療主管課（部）長 厚生労働省

保高発0625第1号 H26.6.25 
6条第9号に関する交付基準に 課財政係

白井友也 H26.6.25 都道府県後期高齢者 保険局高齢

ついて（通知）
医療広域連合事務局 者医療課長
長

「後期高齢者医療の高額療養費
都道府県民生主幹部

の支給、食事療養標準負担額及
（局）

厚生労働省
保高発0630第1号 H26.6.30 び生活療養標準負担額の減額の

保険局高齢者医療
唐木啓介 H26.6.30 後期高齢者医療主幹

保険局高齢
取扱いについて」の一部改正に

課 課（部）
者医療課長

都道府県後期高齢者
ついて

医療広域連合事務局
平成26年度高齢者医療運営円

保険局高齢者医療 各健康保険組合理事 高齢者医療
保高発0708第1号 H26.7.8 滑化等事業の実施について（取

課財政係
金田一正太 H26.7.7 

長他5件 課長
扱要領）
平成26年度後期高齢者医療災

厚生労働省
害臨時特例補助金の交付申請 保険局高齢者医療 都道府県後期高齢者

保高発0711第1号 H26.7.11 
及び後期高齢者医療の特別調整 課財政係

白井友也 H26.7.11 
医療主管課（部）長

保険局高齢

交付金の交付について
者医療課長

平成26年度後期晶齢者医療制
保険局高齢者医療 各都道府県後期高齢

厚生労働省
保高発0728第1号 H26.7.28 度事業費補助金の交付申請につ 君嶋 隆行 H26.7.25 保険局高齢

いて
課監理係 者医療主管部（局）長

者医療課長

都道府県後期高齢者

保険料賦課額の減額等に係る取 保険局高齢者医療
医療主管課（部）長 厚生労働省

保高発0805第1号 H26.8.5 
扱いについて（通知） 課企画法令係

萩原竜佑 H26.8.4 都道府県後期高齢者 保険局高齢
医療広域連合事務局 者医療課長
長



平成26年度後期高齢者医療制
各都道府県後期高齢

保険監局理高齢者医療 者医療主管部（局）長 高齢者医療
保高発0808第1号 H26.8.8 度関係業務事業費補助金の交

課係
君嶋 隆行 H26.8.7 

公益社団法人国民健 課長
｛寸申5青について

康保険中央会会長

平成26年度後期高齢者医療制
各都道府県後期高齢

保高発0808第2号 H26.8.8 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 H26.8.7 
者医療主管部（局）長 高齢者医療

課監理係 公益社団法人国民健 課長
付申請について

康保険中央会会長

東日本大震災により被災した後 都道府県後期高齢者
期高齢者医療制度の被保険者に

保険局高齢者医療
医療主管課（部）長 厚生労働省

保高発0930第1号 H26.9.30 対する一部負担金の支払いの免
課企画法令係

萩原竜佑 H26.9.30 都道府県後期高齢者 保険局高齢
除の要件に関する取扱いについ 医療広域連合事務局 者医療課長
て（通知） 長

後期高齢者医療高額医療費負
都道府県後期高齢者

保険局高齢者医療 医療主管部（局）後期 高齢者医療
保高発1030第3号 H26.10.30 担金の算定の適正化について

課財政係
金田一正太 H26.10.30 

高齢者医療主管課 課長
（課長通知）

（部）長

後期高齢者医療事務指導監査 保険局高齢者医療
都道府県後期高齢者 厚生労働省

保高発1030第4号 H26.10.30 
実施要領の改正について 課監理係

矢作靖 H26.10.30 医療主管部（局）長 保険局高齢
地方厚生（支）局長 者医療課長

後期高齢者医療事務指導監査 保険局高齢者医療
都道府県後期高齢者 厚生労働省

保高発1030第5号 H26.10.30 
実施要領の改正について 課監理係

矢作靖 H26.10.30 医療主管部（局）長 保険局高齢
地方厚生（支）局長 者医療課長

国民健康保険団体連合会が行う
保険局高齢者医療

都道府県民生主管部 厚生労働省
保高発1031第1号 H26.10.31 収益事業に係る法人税法上の取

課監理係
矢作靖 H26.10.30 （局）後期高齢者医療 保険局高齢

扱いについて 主管課（部）長 者医療課長

後期高齢者医療の調整交付金
都道府県後期高齢者

の交付額の算定に関する省令第 保険局高齢者医療
医療主管課（部）長 厚生労働省

保高発1121第1号 H26.11.21 
6条第9号に関する交付基準のー 課財政係

臼井友也 H26.11.20 都道府県後期高齢者 保険局高齢

部改正について 医療広域連合事務局 者医療課長
長



被保険者資格喪失後の受診Lよ
保険局高齢者医療

都道府県民生主管部
保険局高齢

保高発1205第1号 H26.12.5 り発生する返還金の保険者間で
課企画法令係

萩原竜佑 H26.12.5 （局）後期高齢者医療
者医療課長

の調整について（伺い） 主管課（部）長

「の後支期給高、齢食者事医療療養の標高準額負療担養額費及
都道府県後期高齢者

保険局高齢者医療
医療主管課（部）長 厚生労働省

保高発1225第1号 H26.1_2.25 び生活療養標準負担額の減額の
諜企画法令係

萩原竜佑 H26.12.24 都道府県後期高齢者 保険局高齢
取扱いについて」の一部改正に 医療広域連合事務局 者医高齢者
ついて（通知） 長

後期高齢者医療の医療給付をー 各後期高齢者医療広
厚生労働省

定期間利用していない被保険者 保険局高齢者医療 域連合事務局長
保高発0109第1号 H27.1.9 

に係るデータ提供について（依 課監理係
矢作 靖 H27.1.9 

公益社団法人国民健
保険局高齢

頼） 康保険中央会理事長
者医療課長

後期高齢者医療の医療給付をー 各後期高齢者医療広
厚生労働省

保高発0109第2号 H27.1.9 
定期間利用していない被保険者 保険局高齢者医療

矢作靖 H27.1.9 
域連合事務局長

保険局高齢
に係るデータ提供について（依 課監理係 公益社団法人国民健
頼） 康保険中央会理事長

者医療課長

平成27年度Lおける前期晶齢者
交付金等の額の算定に用いる加 保険局高齢者医療 社会保険診療報酬支

厚生労働省
保高発0116第1号 H27.1.16 

入者数等の基礎数値の過大・過 謀財政調整係
菊地博史 H27.1.16 

払基金理事長
保険局高齢

小の申請の取扱いについて
者医療課長

住所地特例対象者であって介護
都道府県民生主管部

保険料等の徴収方法が特別徴
（局）後期高齢者医療

保高発0122第1号 H27.1.22 収から普通徴収へ変更となった
保険局高齢者医療

萩原竜佑 H27.1.20 
主管課（部）長 保険局高齢

者への対応について（依頼）（別
課企画法令係 都道府県後期高齢者 者医療課長

途決裁）
医療広域連合事務局
長

平成26年度後期高齢者医療制
保険局高齢者医療 都道府県後期高齢者

厚生労働省
保高発0213第1号 H27.2.13 度事業費補助金の変更申請につ

課監理係
君嶋隆行 H27.2.13 

医療主管部（局）長
保険局高齢

いて 者医療課長
平成26年度後期晶齢者医療制

保険局高齢者医療 公益社団法人国民健
厚生労働省

保高発0218第1号 H27.2.18 度関係業務事業費補助金の変
課監理係

君嶋隆行 H27.2.18 
康保険中央会会長

保険局高齢
更申請について 者医療課長



住所地特例対象者であって介護
都道府県民生主管部

保険か料等の徴収方法が特別徴 （局）後期高齢者医療
収 ら普通徴収へ変更となった

保険局高齢者医療 主管課（部）長 保険局高齢
保高発0226第1号 H27.2.26 者等への対応について（平成27

課企画法令係
萩原竜佑 H27.2.23 

都道府県後期高齢者 者医療課長
年10月開始分の追加対応及び平

医療広域連合事務局
成28年10月開始分）（依頼）（別

長
途決裁）

保高発0326第1号 H27.3.25 
「保険者協議会について」（通知） 保険局高齢者医療

萩原竜佑 H27.3.24 
都道府県民生主管部 保険局高齢

を定める件について 課企画法令係 （局）長 者医療課長
平成ー十七年度における高齢者
の医療の確保に関する法律によ

保険局高齢者医療
都道府県民生主管部

保険局高齢
保高発0327第1号 H27.3.27 る前期高齢者交付金の額の算定

課企画法令係
萩原竜佑 H27.3.27 （局）国民健康保険主

者医療課長
に係る率及び割合を定める政令 管課（部）長
の施行について（通知）

健康保険組合連合会
長

平成二十七年度における高齢者
全国健康保険協会理

の医療の確保に関する法律によ
事長

保高発0327第2号 H27.3.27 る前期高齢者交付金の額の算定
保険局高齢者医療

萩原竜佑 H27.3.27 
財務省主計局給与共 保険局高齢

に係る率及び割合を定める政令
課企画法令係 済課長 者医療課長

の施行について（通知）
文部科学省高等教育
局私学行政課長
総務省自治行政局公
務員部福利課長

平成ー十七年度Lおける高齢者 地方厚生（支）局長
の医療の確保に関する法律によ

保険局高齢者医療
国民健康保険中央会

保険局高齢
保高発0327第3号 H27.3.27 る前期高齢者交付金の額の算定

課企画法令係
萩原竜佑 H27.3.27 長

者医療課長
に係る率及び割合を定める政令 社会保険診療報酬支
の施行について（通知） 払基金理事長
平成27年度における高齢者の医

都道府県民生主管部
療の確保に関する法律による前 保険局高齢者医療 高齢者医療

保高発0331第2号 H27.3.31 
期高齢者交付金等の額の算定に 課企画法令係

村井康平 H27.3.30 （局）国民健康保険主
課長

係る率及び額等について
管課（部）長



健康保険組合連合会
長
全国健康保険協会理

平成27年度における高齢者の医 事長

保高発0331第3号 H27.3.31 
療の確保1：：：関する法律による前 保険局高齢者医療

村井康平 H27.3.30 
財務省主計局給与共 高齢者医療

期高齢者交付金等の額の算定に 課企画法令係 済課長 課長
係る率及び額等について 文部科学省高等教育

局私学行政課長
総務省自治行政局公
務員部福利課長

平成27年度における高齢者の医
地方厚生（支）局長
国民健康保険中央会

保高発0331第4号 H27.3.31 
療の確保に関する法律による前 保険局高齢者医療

村井康平 H27.3.30 長
高齢者医療

期高齢者交付金等の額の算定に 課企画法令係
社会保険診療報酬支

課長
係る率及び額等について

払基金理事長

平成26年度における後期高齢者
保険局高齢者医療

都道府県民生主管部
高齢者医療

保高発0331第5号 H27.3.31 医療の調整交付金の交付額の
課企画法令係

村井康平 H27.3.30 （局）後期高齢者主管
課長

算定に係る率及び額について 課長

平成27年度における改正前老人
都道府県民生主管部

保高発0331第6号 H27.3.31 
保健法により保険者の拠出金の 保険局高齢者医療

村井康平 H27.3.30 （局）国民健康保険主
高齢者医療

額の算定に係る率及び額等につ 課企画法令係
管課長

課長
いて

健康保険組合連合会
長
全国健康保険協会理

平成27年度における改正前老人 事長

保高発0331第7号 H27.3.31 
保健法により保険者の拠出金の 保険局高齢者医療

村井康平 H27.3.30 
財務省主計局給与共 高齢者医療

額の算定に係る率及び額等につ 課企画法令係 済課長 課長
いて 文部科学省高等教育

局私学行政課長
総務省自治行政局公
務員部福利課長



平成27年度における改E前老人
地方厚生（支）局長

保高発0331第8号 H27.3.31 
保健法により保険者の拠出金の 保険局高齢者医療

村井康平
国民健康保険中央会

高齢者医療
額の算定に係る率及び額等につ 課企画法令係

H27.3.30 長

いて
社会保険診療報酬支

課長

払基金理事長

、


