
保険局施行簿
文書番号 決裁日 件名 起案担当課・係 起案者 起案日 施行先 施行者

保発0401第3号 H27.4.1
年金特別会計に係る支払元受配
分請求について（平成27年度第１
四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.4.1 総括部局長年金局長 保険局長

保発0401第4号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 関東信越厚生局長 保険局長

保発0401第5号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 東海北陸厚生局長 保険局長

保発0401第6号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 中国四国厚生局長 保険局長

保発0401第7号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 北海道厚生局長 保険局長

保発0401第8号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 近畿厚生局長 保険局長

保発0401第9号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 東北厚生局長 保険局長

保発0401第10号 H27.4.1
貸与替え報告について（H27.4.1
付　地方厚生局転出者）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.1 四国厚生支局長 保険局長

保発0402第1号 H27.4.2

「平成２６年度薬剤使用状況等に
関する調査研究業務」委託事業
の完了に伴う確認の結果につい
て

保険局 医療課 石井 朋之 H27.4.1 大臣官房会計課長 保険局長

保発0402第2号 H27.4.2

「平成２６年度薬剤使用状況等に
関する調査研究業務」委託事業
の完了に伴う確認の結果につい
て

保険局 医療課 石井 朋之 H27.4.1
一般財団法人医療経
済研究・社会保険福祉
協会理事長

保険局長

保発0403第1号 H27.4.3 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H27.4.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0403第2号 H27.4.3
「平成26年度薬局の機能に係る
実態調査業務」委託事業の完了
に伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H27.4.2 大臣官房会計課長 保険局長

保発0403第3号 H27.4.3
「平成26年度薬局の機能に係る
実態調査業務」委託事業の完了
に伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H27.4.2
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

保険局長

保発0406第1号 H27.4.6
身分証明書発行等申請について
（４月１日付採用に伴う作成分）

保険局 総務課 管理
係

大前　裕喜 H27.4.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0407第1号 H27.4.7
医療施設調査及び介護サービス
施設・事業所調査に係る調査票
情報の提供について（申出）

保険局 医療課 保険
医療企画調査室

山田 寛之 H27.4.3
大臣官房統計情報部
長

保険局長



保発0407第5号 H27.4.7
「入院医療等における実態調査」
委託事業の精算について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0407第6号 H27.4.7
「入院医療等における実態調査」
委託事業の精算について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

厚生労働省
保険局長

保発0407第7号 H27.4.7

「DPC導入の影響評価に係る調
査及びDPC制度の在り方に係る
検証等の補助業務」委託事業完
了に伴う確認の結果について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0407第8号 H27.4.7

「DPC導入の影響評価に係る調
査及びDPC制度の在り方に係る
検証等の補助業務」委託事業完
了に伴う確認の結果について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3

株式会社健康保険医
療情報総合研究所　代
表取締役社長　山口治
紀

厚生労働省
保険局長

保発0407第9号 H27.4.7
「重症度、医療・看護必要度等に
関する調査分析業務」委託事業
完了に伴う確認の結果について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0407第10号 H27.4.7
「重症度、医療・看護必要度等に
関する調査分析業務」委託事業
完了に伴う確認の結果について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

厚生労働省
保険局長

保発0408第1号 H27.4.8
平成25年度病床転換助成事業
交付金の交付額の確定について
（その２）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H26.7.3
官署支出官大臣官房
会計課長

保険局長

保発0409第7号 H27.4.9

平成27年度東日本大震災復興
特別会計歳出予算の移替えにつ
いて（全国健康保険協会災害臨
時特例補助金）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.2 大臣官房会計課長 保険局長

保発0409第8号 H27.4.9
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の内申について

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.4.7 大臣官房人事課長 保険局長

保発0409第9号 H27.4.9
健康保険組合事務費負担金につ
いて（交付要綱等）

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.2.3
健康保険組合連合会
会長

保険局長

保発0409第10号 H27.4.9
平成27年度後期高齢者医療の
保険料軽減特例措置について
(実施要綱)

保険局 高齢者医療
課

八木 晋作 H27.3.18 都道府県知事
厚生労働省
保険局長



保発0409第12号 H27.4.8
平成27年度高齢者医療運営円
滑化等事業の実施について（実
施要綱の一部改正）

保険局 高齢者医療
課 財政係

小林 守 H27.3.27

各健康保険組合理事
長、全国健康保険協
会、各共済組合理事
長、日本私立学校振
興・共済事業団理事
長、健康保険組合連合
会、東京都総合組合保
健施設振興協会会長

保険局長

保発0409第13号 H27.4.9

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２６
年度調査）業務その１」委託事業
の精算について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.9
官署支出官　大臣官房
会計課長

保険局長

保発0409第14号 H27.4.9

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２６
年度調査）業務その１」委託事業
の完了報告に係る確認結果につ
いて

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.9

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0409第15号 H27.4.9
レセプト情報・特定健診等情報の
提供に関するガイドラインの改正
及びその周知について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.3.30
経済産業省産業技術
環境局長　他２件

保険局長

保発0409第16号 H27.4.9
レセプト情報・特定健診等情報の
提供に関するガイドラインの改正
及びその周知について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.3.30 各都道府県知事 保険局長

保発0409第17号 H27.4.9
レセプト情報・特定健診等情報の
提供に関するガイドラインの改正
及びその周知について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.3.30
公益社団法人国民健
康保険中央会会長　他
５件

保険局長

保発0409第18号 H27.4.9
レセプト情報・特定健診等情報の
提供に関するガイドラインの改正
及びその周知について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.3.30
各研究開発法人理事
長（館長）

保険局長

保発0409第19号 H27.4.9
「全国健康保険協会業績評価に
関する検討会」参加の依頼につ
いて

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.7

日本労働組合総連合
会会長　古賀伸明
東京大学政策ビジョン
研究センター　尾形裕

保険局長

保発0409第20号 H27.4.9
平成２６年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成２７
年２月分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.3
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0409第21号 H27.4.9

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２６
年度調査）業務その２」委託事業
の精算について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.9
官署支出官　大臣官房
会計課長

保険局長



保発0409第22号 H27.4.9

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２６
年度調査）業務その２」委託事業
の完了報告に係る確認結果につ
いて

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.9

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0409第25号 H27.4.1
年金特別会計に係る支払元受高
配分請求について（平成27年度
第1四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.4.1 総括部局長年金局長 保険局長

保発0410第1号 H27.4.10
贈与等報告書の提出遅延につい
て（報告）

保険局 総務課 片谷 大介 H27.4.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0413第1号 H27.4.13
身分証明書等申請について（４月
１日採用に伴う新規作成分）

保険局 総務課 管理
係

大前　裕喜 H27.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0413第2号 H27.4.13
身分証明書発行等申請について
（４月１日採用に伴う新規作成
分）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0413第3号 H27.4.13
身分証発行等申請について（４月
１日異動に伴う再開分）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0413第4号 H27.4.13
「入院医療等における実態調査」
の落札者の決定について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.3
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

厚生労働省
保険局長

保発0413第5号 H27.4.13
「入院医療等における実態調査」
の契約締結等について

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.4.6
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

厚生労働省
保険局長

保発0414第1号 H27.4.14 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第2号 H27.4.14

平成２７年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金(国保連
合会事業分)の交付決定につい
て

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.4.10
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0416第1号 H27.4.16
身分証発行等申請について（４月
1日採用に伴う新規作成分）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.16 大臣官房人事課長 保険局長

保発0416第2号 H27.4.16
身分証明書発行等申請について
（４月１７日採用に伴う新規作成
分）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.16 大臣官房人事課長 保険局長

保発0416第3号 H27.4.16
四国地方社会保険医療協議会
委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.4.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0417第6号 H27.4.17
平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金（広域連
合事業分）の交付決定について

保険局 高齢者医療
課

八木 晋作 H27.4.13 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0417第7号 H27.4.16
使用済みタクシー乗車券等点検・
保存結果理由書（平成27年3月）

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.4.16
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長



保発0417第8号 H27.4.17
平成２７年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金(健保基
金事業)の交付決定について

保険局 保険課 高見 和行 H27.4.14
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0417第9号 H27.4.17

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
療機関等における消費税負担に
関する分科会））

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.4.16 大臣官房人事課長 保険局長

保発0417第10号 H27.4.17
職員の無報酬兼業届の報告につ
いて

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.4.15 筑波大学医学群長 保険局長

保発0417第11号 H27.4.17
職員の無報酬兼業届の報告につ
いて

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.4.15 岡山大学医学部長 保険局長

保発0417第12号 H27.4.17 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0417第14号 H27.4.17
身分証発行等申請について（４月
１日採用に伴う新規作成分）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0420第2号 H27.4.20
指定訪問看護事業者の指定を受
けることができる者の認定につい
て

保険局 医療課 医療
係

細谷 真 H27.4.16 東海北陸厚生局長 保険局長

保発0421第1号 H27.4.21

平成２７年度全国健康保険協会
保険給付費等補助（負担）金の
交付決定について（大臣通知及
び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.14 大臣官房会計課長 保険局長

保発0421第2号 H27.4.21
平成２７年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成２７年４月３０日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

石田 秀樹 H27.4.14
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0421第3号 H27.4.21
平成２７年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金の交付決定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H27.4.14 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0421第4号 H27.4.21
第２０回医療経済実態調査の実
施に係る承認申請について

保険局 医療課 保険
医療企画調査室

山田 寛之 H27.4.20
大臣官房統計情報部
長

保険局長

保発0422第2号 H27.4.22 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.21 大臣官房人事課長 保険局長

保発0423第1号 H27.4.7
平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業の実施について

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.4.1 都道府県知事等
厚生労働省
保険局長

保発0423第2号 H27.4.7

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業実施要綱における糖
尿病性腎症患者の重症化予防
事業の取扱いについて

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.4.1 都道府県知事等
厚生労働省
保険局長



保発0424第1号 H27.4.24
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（千葉県千葉市：

）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.3.19
関東信越厚生局長、近
畿厚生局長及び東海北
陸厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0424第2号 H27.4.24
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（千葉県千葉市：

）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.3.19
関東信越厚生局長、近
畿厚生局長及び東海北
陸厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0424第3号 H27.4.24
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（千葉県千葉市：

）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.3.19
関東信越厚生局長、近
畿厚生局長及び東海北
陸厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0424第4号 H27.4.24
「平成27年度保険医療材料等使
用状況調査業務」に係る基幹統
計調査票の使用について（申出）

保険局 医療課 企画
法令第二係

出雲 はる奈 H27.4.24
大臣官房統計情報部
長

保険局長

保発0424第5号 H27.4.24
九州地方社会保険医療協議会
委員及び臨時委員の委嘱につい
て（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.4.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発0424第6号 H27.4.24
平成２７年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の交付決定に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

朱雀 公一郎 H27.4.24 都道府県知事 保険局長

保発0427第1号 H27.4.24
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（山梨県甲府市：
コマキ歯科）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.3.30 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0427第2号 H27.4.24

社会保険医療担当者の監査後
の措置について（山梨県甲府市：
医療法人社団健昌会コマキ歯
科）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.3.30 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0427第3号 H27.4.27 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.4.15
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0427第4号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その１の評価結
果について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0427第5号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その１の評価結
果について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20
みずほ情報総研株式会
社代表取締役社長　西
澤順一

保険局長



保発0427第6号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その１に関する調
査業務の委託について（依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0427第7号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その２の評価結
果について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0427第8号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その２の評価結
果について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20
みずほ情報総研株式会
社代表取締役社長　西
澤順一

保険局長

保発0427第9号 H27.4.27

平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その２に関する調
査業務の委託について（依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.20

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0427第10号 H27.4.27 職員の昇格について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.4.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0430第1号 H27.4.30
行政不服審査法に基づく審査請
求について（ ）

保険局 医療課 企画
法令第一係

丸山 祐里枝 H27.4.17 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0430第2号 H27.4.30
行政不服審査法に基づく審査請
求について（ ）

保険局 医療課 企画
法令第一係

丸山 祐里枝 H27.4.17
厚生労働省
保険局長

保発0430第3号 H27.4.30
行政不服審査法に基づく審査請
求について（ ）

保険局 医療課 企画
法令第一係

丸山 祐里枝 H27.4.17
厚生労働省
保険局長

保発0430第4号 H27.4.30
地方社会保険医療協議会委員
の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.4.28 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長

保発0430第5号 H27.4.30

平成２６年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金（健保基
金事業）の交付額の確定につい
て

保険局 保険課 高見 和行 H27.4.14
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0430第6号 H27.4.30

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その１」の契約締
結について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.28

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長

保発0430第7号 H27.4.30

「平成２６年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２７
年度調査）業務その２」の契約締
結について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.4.28

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井秀
延

保険局長



保発0430第8号 H27.4.30
贈与等報告書の提出遅延につい
て（報告）

保険局 医療課 庶務
係

益田 工 H27.4.30 人事課長 保険局長

保発0430第9号 H27.4.30

第２０回医療経済実態調査（医療
機関等調査）及び報告等業務委
託に係る一般競争入札（総合評
価落札方式）による審査結果及
び本事業の委託について

保険局 医療課 保険
医療企画調査室

山田 寛之 H27.4.28
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0430第10号 H27.4.30

第２０回医療経済実態調査（医療
機関等調査）及び報告等業務委
託に係る一般競争入札（総合評
価落札方式）による審査結果及
び本事業の委託について

保険局 医療課 保険
医療企画調査室

山田 寛之 H27.4.28
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0430第12号 H27.4.30
会計実地検査の結果について
（回答）

保険局 国民健康保
険課 監理係

黒石 隆也 H27.4.9
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0501第1号 H27.5.1
体外診断用医薬品の保険適用に
ついて

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.4.30
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0508第1号 H27.5.8
「療養費等頻度調査分析等補助
業務」の委託について

保険局 医療課 医療
係

細谷 真 H27.5.8
三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0508第2号 H27.5.8

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（ ：鹿児島県
霧島市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.4.22 九州厚生局長 保険局長

保発0512第2号 H27.5.12
平成26年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成27
年3月分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.30
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0513第1号 H27.5.13
医療介護提供体制改革推進交
付金及び地域医療対策支援臨時
特例交付金の運営について

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

山内 優也 H27.4.23 各都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0513第2号 H27.5.13
平成27年度（平成26年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化
等補助事業について（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.4.17
社会保険診療報酬支
払基金

保険局長

保発0513第3号 H27.5.13
「療養費等頻度調査分析等補助
業務」の契約締結について

保険局 医療課 医療
係

細谷 真 H27.5.13
三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0522第4号 H27.8.21
徴収済額集計表の送付について
（平成27年4月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.5.21 総括部局長年金局長 保険局長

保発0522第5号 H27.8.21
支出済額集計表の送付について
（平成27年4月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.5.21 総括部局長年金局長 保険局長



保発0527第7号 H27.5.27 職員の人事異動について
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.5.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0527第8号 H27.5.27
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（小明眼科クリニック：奈良県）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.4.28 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0528第1号 H27.5.1

平成27年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の実施につ
いて（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.2.26 各都道府県知事 保険局長

保発0528第2号 H27.5.1

平成27年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の実施につ
いて（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.2.26 各都道府県知事 保険局長

保発0528第3号 H27.5.1

平成27年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の実施につ
いて（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.2.26 健康保険組合理事長 保険局長

保発0528第4号 H27.5.1

平成27年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の実施につ
いて（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.2.26
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0529第1号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の公布につ
いて

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.5.27 都道府県知事 保険局長

保発0529第2号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の公布につ
いて

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.5.27
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0529第3号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の公布につ
いて

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.5.27 健康保険組合理事長 保険局長



保発0529第4号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の公布につ
いて

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.5.27 地方厚生（支）局長 保険局長

保発0529第5号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の公布につ
いて

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.5.27
国民健康保険中央会
理事長

保険局長

保発0529第6号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の施行につ
いて（通知）

保険局 保険課 尾崎 太郎 H27.5.27 日本年金機構理事長
保険局長、年
金管理審議
官

保発0529第7号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
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に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.5.27 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0529第8号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
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に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.5.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0529第9号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
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に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.5.27 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発0529第10号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
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に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.5.27 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長



保発0529第11号 H27.5.29

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
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に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.5.27
社会保険診療報酬支
払基金理事長　他

厚生労働省
保険局長

保発0601第3号 H27.6.1
東海北陸地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.5.29 大臣官房人事課長 保険局長

保発0601第4号 H27.6.1
「医療技術の評価・再評価に関す
る支援事業」に係る契約締結に
ついて

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.5.29

三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社取締役社長　藤井
秀延

厚生労働省
保険局長

保発0603第1号 H27.6.2
社会保険審査会委員長の海外
渡航申請について

保険局 総務課 社会
保険審査調整室 審
査庶務係

舘野 靖史 H27.6.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0603第2号 H27.6.3
保険医療専門審査員の内申につ
いて（薬価算定組織、保険医療
材料専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.6.2 大臣官房人事課長 保険局長

保発0603第5号 H27.6.3
国民健康保険の国庫負担金等
の算定に関する政令の一部を改
正する政令等の施行について

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.6.1 都道府県等 保険局長

保発0603第6号 H27.6.3
国民健康保険の国庫負担金等
の算定に関する政令の一部を改
正する政令等の施行について

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H27.6.1 国保中央会 保険局長

保発0604第2号 H27.6.4 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.6.2
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0604第3号 H27.6.4

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療制度円滑運営
事業費補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.14 大臣官房会計課長 保険局長

保発0604第4号 H27.6.4

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療制度円滑運営
事業費補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.4.14 大臣官房会計課長 保険局長



保発0604第5号 H27.6.4

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金の交付額の確定及び超過
交付に係る返還について（大臣
通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.6.4 大臣官房会計課長 保険局長

保発0604第6号 H27.6.4

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金の交付額の確定及び超過
交付に係る返還について（大臣
通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.6.4 大臣官房会計課長 保険局長

保発0604第7号 H27.6.4
平成26年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成27
年4月分）（出納整理期）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.5.27
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0604第9号 H27.6.4
平成27年度健康保険組合事務
費負担金の交付決定について

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.6.4
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0604第10号 H27.6.4
東北地方社会保険医療協議会
委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0605第1号 H27.6.5
九州地方社会保険医療協議会
臨時委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0605第2号 H27.6.5

転写書類の利用後の処置につい
て（調査票情報「医療施設調査」
及び「介護サービス施設・事業所
調査」の基本データ）

保険局 医療課 保険
医療企画調査室

山田 寛之 H27.6.4
大臣官房統計情報部
長

保険局長

保発0608第1号 H27.6.8
四国地方社会保険医療協議会
臨時委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0609第1号 H27.6.9
中央社会保険医療協議会委員
の内申について

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.6.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0610第1号 H27.6.10 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.9 大臣官房人事課長 保険局長

保発0611第1号 H27.6.11
全国健康保険協会船員保険協
議会委員の委嘱について（依頼）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.6.10
東京大学大学院法学
政治学研究科長　西川
洋一ほか７件

保険局長

保発0611第2号 H27.6.11
「電子レセプトデータ等に係る集
計・分析業務」の契約締結等につ
いて

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.6.9
株式会社三菱総合研
究所　代表取締役社長
大森京太

厚生労働省
保険局長

保発0612第1号 H27.6.11
高齢者医療実務研修生の期間
短縮について（回答）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.10 美郷町長　尾畑英幸 保険局長



保発0615第1号 H27.6.15

「レセプト情報・特定健診等情報
に関する調査分析及び統計処理
業務」に係る契約候補者の決定
について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

長井 晃 H27.6.15

ニッセイ情報テクノロ
ジー株式会社　代表取
締役社長　小林研一
他２件

保険局長

保発0616第1号 H27.6.15
平成２７年度国民健康保険調整
交付金の交付（当初交付）申請に
ついて（通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.6.1 都道府県知事 保険局長

保発0616第2号 H27.6.16
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（

）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.6.8 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0616第3号 H27.6.16
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（

）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.6.8 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0616第5号 H27.6.16
国家公務員共済組合連合会職
員の実務研修について

保険局 医療課 庶務
係

益田 工 H27.6.16
国家公務員共済組合
連合会理事長

保険局長

保発0617第1号 H27.6.17
個人情報の適切な取扱いに係る
基幹システムのセキュリティ対策
の強化について（依頼）

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

吉野 一正 H27.6.17
各都道府県知事　他４
件

保険局長

保発0618第1号 H27.6.18
平成26年度国民健康保険調整
交付金（直営診療施設整備分）
の交付額の確定について

保険局 国民健康保
険課 施設係

伊藤 寛人 H27.4.28
官署支出官都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官（保
険局長）

保発0619第1号 H27.6.19
平成２７年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成２７年７月１日）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

石田 秀樹 H27.6.10
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0619第2号 H27.6.19

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付決定につい
て（大臣通知及び局長通知）（全
国健康保険協会が実施する事業
分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.5.26 会計課長 保険局長

保発0619第3号 H27.6.19
身分証発行等申請について(6月
15日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0619第4号 H27.6.19
社会保障審議会臨時委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.6.17
公益社団法人日本歯
科医師会等

保険局長

保発0619第5号 H27.6.19
社会保障審議会臨時委員の任
免について（内申）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0619第6号 H27.6.19 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.6.18
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長



保発0622第1号 H27.6.22
使用済みタクシー乗車券点検・保
存結果理由書（平成27年5月）に
ついて

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.6.22
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発0622第2号 H27.6.22
指定訪問看護事業者の指定を受
けることができる者の認定につい
て

保険局 医療課 医療
係

細谷 真 H27.6.17 東海北陸厚生局長 保険局長

保発0622第3号 H27.6.22
徴収済額集計表及び支出済額集
計表の送付について（平成27年5
月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.6.19 総括部局長年金局長 保険局長

保発0622第4号 H27.6.22
年金特別会計に係る支払元受高
配分請求について（平成27年度
第2四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.6.19 総括部局長年金局長 保険局長

保発0623第1号 H27.6.19

国民健康保険法施行規則及び高
齢者の医療の確保に関する法律
施行規則の一部を改正する省令
等の施行について

保険局 国民健康保
険課 企画法令係

川村 亮太 H27.6.17 都道府県 保険局長

保発0623第2号 H27.6.23
「医療費の動向」調査に係る調査
票情報の提供について

保険局 調査課 大澤 篤史 H27.6.3
大臣官房統計情報部
長

保険局長

保発0623第3号 H27.6.23
療養病床の在り方等に関する検
討会開催要綱及び構成員への就
任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 庶務係

橋本 典久 H27.6.22
療養病床の在り方等に
関する検討会構成員候
補者

厚生労働省
保険局長等

保発0623第4号 H27.6.23
療養病床の在り方等に関する検
討会開催要綱及び構成員への就
任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 庶務係

橋本 典久 H27.6.22
療養病床の在り方等に
関する検討会構成員候
補者の所属長

厚生労働省
保険局長等

保発0624第1号 H27.6.23
地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.19
東北厚生局長、東海北
陸厚生局長、四国厚生
支局長、九州厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0624第2号 H27.6.16
近畿地方社会保険医療協議会
臨時委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0624第3号 H27.6.22
関東信越地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.6.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発0624第4号 H27.6.24 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0624第5号 H27.6.24
「平成２７年度薬局の機能に係る
実態調査業務」の契約締結につ
いて

保険局 医療課 石井 朋之 H27.6.23
ＥＹアドバイザリー株式
会社　代表取締役　 加
藤　節雄

保険局長

保発0625第1号 H27.6.24
全国健康保険協会船員保険協
議会委員の発令について（内申）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.6.24 大臣官房人事課長 保険局長



保発0625第3号 H27.6.25
中央社会保険医療協議会公益
委員の委嘱に係る兼業届の提出
について

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.6.23 一橋大学長
厚生労働省
保険局長

保発0625第4号 H27.6.25
「平成27年度医療機関の薬剤師
における業務実態調査業務」の
契約締結について

保険局 医療課 石井 朋之 H27.6.24
ＥＹアドバイザリー株式
会社　代表取締役　加
藤節雄

保険局長

保発0629第2号 H27.6.29
「医療費の動向」調査に係る調査
票情報の提供について（通知）

保険局 調査課 大澤 篤史 H27.6.26 医政局長 保険局長

保発0629第4号 H27.6.29 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.29 大臣官房人事課長 保険局長

保発0629第5号 H27.6.29

「一般病院における重症度、医
療・看護必要度等に関する調査
分析業務」の契約締結等につい
て

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.6.26
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長
西澤　順一

厚生労働省
保険局長

保発0630第1号 H27.6.30
身分証発行等申請について(7月
1日採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.6.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0701第1号 H27.7.1

平成27年度東日本大震災復興
特別会計歳出予算の移替えにつ
いて（国民健康保険（組合）災害
臨時特例補助金）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.6.22 大臣官房会計課長 保険局長

保発0701第2号 H27.6.30
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.6.29 佐賀大学医学部長 保険局長

保発0701第3号 H27.7.1

「医療保険制度における社会保
障・税番号制度の活用に関する
調査研究事業」に係る契約候補
者の決定について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

吉野 一正 H27.6.16
株式会社日立製作所
執行役社長　東原敏昭
他２件

保険局長

保発0701第4号 H27.7.1
身分証発行等申請について(7月
1日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0702第1号 H27.7.2
新医薬品及び医療機器の保険適
用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.6.30

公益社団法人日本医
師会会長、公益社団法
人日本歯科医師会会
長、公益社団法人日本
薬剤師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0702第2号 H27.7.2
新医薬品及び医療機器の保険適
用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.6.30
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0703第1号 H27.7.2
平成27年度国民健康保険（組
合）災害臨時特例補助金の取扱
について

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.6.23 都道府県知事 保険局長

保発0703第2号 H27.7.3
会計実地検査の結果について
（回答）

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.6.30
会計検査院事務総局
第２局長　村上英嗣

保険局長



保発0703第3号 H27.7.3
平成27年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付決定等につ
いて（概算交付分）

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

村上 智康 H27.6.26 都道府県
厚生労働省
保険局長

保発0706第1号 H27.7.6
地方社会保険医療協議会臨時
委員の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.1
関東信越厚生局長、近
畿厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0706第4号 H27.7.6
北海道地方社会保険医療協議
会委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0706第5号 H27.7.3

平成２６年度厚生労働科学研究
費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）の交付額の確定につい
て

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.6.5
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0706第6号 H27.7.6 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0709第1号 H27.7.9

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（医療法人アップル歯科医院：福
島県郡山市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.7.1 関東信越厚生局長 保険局長

保発0709第2号 H27.7.9

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（医療法人アップル歯科医院：福
島県郡山市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.7.1 東北厚生局長 保険局長

保発0709第3号 H27.7.9

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（医療法人アップル歯科医院二
本松訪問歯科クリニック：福島県
二本松市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.7.1 東北厚生局長 保険局長

保発0709第4号 H27.7.9

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（医療法人アップル歯科医院二
本松訪問歯科クリニック：福島県
二本松市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.7.1 関東信越厚生局長 保険局長

保発0710第6号 H27.7.10
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議、審査分科会の構成
員就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.7.7 小泉政之　他３件 保険局長

保発0710第7号 H27.7.10

平成２７年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の追加交付
決定について（大臣通知及び局
長通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

朱雀 公一郎 H27.6.22
官署支出官都道府県
会計管理者

保険局長



保発0713第1号 H27.7.10
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について（内申）

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.7.10 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発0713第2号 H27.7.13
決算検査報告に掲記された事項
に対する処置状況について（回
答）

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H27.7.13
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0713第3号 H27.7.13
全国健康保険協会船員保険協
議会委員の発令について（内申）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.7.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0713第4号 H27.7.13
東海北陸地方社会保険医療協
議会委員及び臨時委員の委嘱に
ついて（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0714第1号 H27.7.13
地方社会保険医療協議会委員
の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.10 北海道厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0714第2号 H27.7.14

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（

：宮城県黒川郡大
衡村）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.6.30 東北厚生局長 保険局長

保発0714第3号 H27.7.14

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（

：宮城県黒川郡大
衡村）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.6.30 北海道厚生局長 保険局長

保発0714第4号 H27.7.14
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業届の提出につい
て

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.7.13
国立大学法人三重大
学長

保険局長

保発0714第5号 H27.7.14
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業届の提出につい
て

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.7.13
北海道大学大学院医
学研究科長

保険局長

保発0714第6号 H27.7.14
決算検査報告に掲記された事項
に関する処置状況について（回
答）

保険局 国民健康保
険課 庶務係

北谷内 豊万 H27.7.14
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0714第7号 H27.7.14
東北、近畿地方社会保険医療協
議会委員及び臨時委員の委嘱に
ついて（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0716第1号 H27.7.16
平成２７年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成２７年８月３日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

石田 秀樹 H27.7.14
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長



保発0716第2号 H27.7.15 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0716第3号 H27.7.15 職員の昇格について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0717第1号 H27.7.17
平成２７年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成２７
年５月分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.14
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0717第2号 H27.7.17
「薬剤使用状況等に関する調査
研究業務」の入札に係る総合評
価落札方式について（協議）

保険局 医療課 石井 朋之 H27.7.9 厚生労働大臣 保険局長

保発0722第1号 H27.7.22
徴収済額集計表及び支出済額集
計表の送付について（平成２７年
６月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.7.22 総括部局長年金局長 保険局長

保発0723第1号 H27.7.23 実地検査の結果について（回答）
保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

雪下 秀雄 H27.7.9
会計検査院事務総局
第２局長　村上英嗣

保険局長

保発0724第1号 H27.7.3
平成26年度国民健康保険保険
基盤安定負担金の交付額の確
定について（通知依頼）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.6.12 都道府県会計管理者 保険局長

保発0724第2号 H27.7.23 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0724第3号 H27.7.23
地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.7.23
東北厚生局長、東海北
陸厚生局長、近畿厚生
局長

厚生労働省
保険局長

保発0724第4号 H27.7.24

平成２６年度厚生労働科学研究
費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）の交付額の確定につい
て

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.6.5
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0724第5号 H27.7.24 債権発生通知書
保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.6.5
歳入徴収官　大臣官房
会計課長

債権発生通
知義務者　保
険局長

保発0724第6号 H27.7.27
使用済みタクシー乗車券点検・保
存結果理由書（平成27年6月）に
ついて

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.7.27
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発0724第7号 H27.7.24

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備事業の実施について
（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

吉野 一正 H27.4.2 都道府県知事　他5件
厚生労働省
保険局長

保発0724第8号 H27.7.24
平成27年度社会保障・税番号制
度システム整備事業の実施につ
いて（実施要綱）

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

吉野 一正 H27.4.2 都道府県知事　他5件
厚生労働省
保険局長



保発0727第1号 H27.7.27

平成26年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額の確定に
ついて（被用者保険運営円滑化
推進事業費）

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.6.24 大臣官房会計課長
支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0727第2号 H27.7.27
国家賠償請求事件（平成27年
（ワ）第17531号）の調査回報につ
いて（伺い）

保険局 医療課 企画
法令第一係

千田 崇史 H27.7.24
法務省訟務局長、東京
地方法務局長

厚生労働省
保険局長

保発0727第3号 H27.7.27
身分証明書発行等申請について
(7月27日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0728第2号 H27.7.28
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業届の提出につい
て

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.7.27 佐賀大学医学部長 保険局長

保発0728第3号 H27.7.28
社会保障審議会臨時委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.7.27 法政大学総長他10件 保険局長

保発0728第4号 H27.7.28
平成２７年度厚生労働科学研究
費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）の交付決定について

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H27.7.13 田倉　智之 保険局長

保発0728第5号 H27.7.28

平成２６年度厚生労働科学研究
費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）の交付額の確定につい
て

保険局 医療課 杉山 英臣 H27.6.22 大臣官房会計課長 保険局長

保発0729第1号 H27.7.23

雇用保険法等の一部を改正する
法律の（略）整備等及び経過措置
に関する政令第57条の２第10項
の規定に基づき厚生労働大臣が
定める率を定める件等の適用に
ついて等（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

須賀 敬志郎 H27.7.23
厚生労働省職業安定
局長

厚生労働省
保険局長

保発0729第2号 H27.7.23

雇用保険法等の一部を改正する
法律の（略）整備等及び経過措置
に関する政令第57条の２第10項
の規定に基づき厚生労働大臣が
定める率を定める件等の適用に
ついて等（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

須賀 敬志郎 H27.7.23 日本年金機構理事長
厚生労働省
保険局長

保発0729第3号 H27.7.23

雇用保険法等の一部を改正する
法律の（略）整備等及び経過措置
に関する政令第57条の２第10項
の規定に基づき厚生労働大臣が
定める率を定める件等の適用に
ついて等（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

須賀 敬志郎 H27.7.23
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0729第4号 H27.7.29

平成２７年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（被用者保険運営
円滑化推進事業）の交付決定に
ついて

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.6.24 大臣官房会計課長 保険局長

保発0729第5号 H27.7.29
身分証発行等申請について(7月
27日付異動に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.7.29 大臣官房人事課長 保険局長

保発0730第1号 H27.7.30
健康保険組合の設立について
（ワークスアプリケーションズ健康
保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.7.28 関東信越厚生局長 保険局長

保発0730第2号 H27.7.30
健康保険組合の設立について
（ワークスアプリケーションズ健康
保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.7.28

株式会社ワークスアプ
リケーションズ　代表取
締役最高経営責任者
牧野正幸

保険局長

保発0730第3号 H27.7.30
健康保険組合の設立について
（ワークスアプリケーションズ健康
保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.7.28

健康保険組合連合会
会長、社会保険診療報
酬支払基金理事長、国
民健康保険中央会会
長

保険局長

保発0731第2号 H27.7.31
平成27年度〔平成26年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化
等補助金の交付決定について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.6.23
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0731第3号 H27.7.31

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付決定につ
いて

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.6.19
官署支出官大臣官房
会計課長

保険局長

保発0803第1号 H27.8.3
身分証発行等申請について(8月
1日付異動に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0804第1号 H27.7.31

平成27年度厚生労働科学研究
費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）の支出負担行為につい
て

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H27.7.16
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0804第2号 H27.8.4
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.7.27 横浜市立大学理事長
厚生労働省
保険局長

保発0804第3号 H27.8.4
平成27年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成27
年6月）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.31
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0804第4号 H27.8.4
身分証発行等申請について(8月
1日付異動に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.4 大臣官房人事課長 保険局長



保発0805第1号 H27.8.5

保険医療専門審査員の内申につ
いて（薬価算定組織、保険医療
材料専門組織、診療報酬調査専
門組織）

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.7.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0805第2号 H27.8.5
関東信越地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0805第3号 H27.8.5
九州地方社会保険医療協議会
委員及び臨時委員の委嘱につい
て（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0807第1号 H27.8.7
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（はざの皮膚科：大阪府）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.7.23 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0807第2号 H27.8.7
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（医療法人 丸山診療所：大阪府）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.7.22 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0807第3号 H27.8.7
健康保険組合関係者功績表彰
実施要綱の一部改正について

保険局 保険課 庶務
係

村岡 正教 H27.8.5
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0810第1号 H27.8.10
第59回社会保険指導者講習会
の開催について
（日本医師会との共催）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.7 地方厚生（支）局長
厚生労働保
険局長

保発0810第2号 H27.8.10
第59回社会保険指導者講習会
の開催について
（日本医師会との共催）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.7 都道府県知事
厚生労働保
険局長

保発0810第3号 H27.8.10
平成27年度社会保険指導者研
修会の開催について
（日本歯科医師会との共催）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.7 地方厚生（支）局長
厚生労働保
険局長

保発0810第4号 H27.8.10
平成27年度社会保険指導者研
修会の開催について
（日本歯科医師会との共催）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.7 都道府県知事
厚生労働保
険局長

保発0810第5号 H27.8.10 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第5号 H27.8.11
身分証発行等申請について(異
動に伴う休止・廃止分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第6号 H27.8.11
身分証発行等申請について(異
動に伴う休止・廃止分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第7号 H27.8.11
身分証発行等申請について(異
動に伴う休止・廃止分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第8号 H27.8.11
身分証発行等申請について(異
動に伴う休止・廃止分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長



保発0811第9号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第10号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第11号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第12号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第13号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第14号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第15号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第16号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0811第17号 H27.8.11
身分証発行等申請について(退
職・異動に伴う廃止手続き分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0813第1号 H27.8.11
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（

：東京都江東区）

保険局 医療課 医療
指導監査室

佐々木 典伯 H27.7.27 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0813第2号 H27.8.13
決算検査報告に掲記した事項に
対する処置状況について（回答）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.7.15
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0818第1号 H27.8.18
平成27年度国民健康保険（組
合）災害臨時特例補助金の交付
決定等について（通知依頼）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.7.29 福島県会計管理者 保険局長

保発0818第2号 H27.8.18
社会保障審議会臨時委員の任
免について（内申）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0818第3号 H27.8.18
平成27年度後期高齢者医療災
害臨時特例補助金の支出負担
行為について

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

村上 智康 H27.8.5
官署支出官　福島県会
計管理者

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0818第4号 H27.8.18
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業届の提出につい
て

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.8.17 横浜市立大学理事長
厚生労働省
保険局長

保発0818第5号 H27.8.18
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について（内申）

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.8.13 大臣官房人事課長 保険局長



保発0818第6号 H27.8.18

平成２７年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金（国保
組合高額医療費共同事業分）の
交付決定について

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

吉田 大介 H27.8.18
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　厚
生労働省保
険局長

保発0819第1号 H27.8.19
平成２７年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成２７年９月１日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

石田 秀樹 H27.8.11
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0819第3号 H27.8.19

平成26年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.1 大臣官房会計課長 保険局長

保発0819第4号 H27.8.19

平成26年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.1 大臣官房会計課長 保険局長

保発0820第1号 H27.8.20

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（社団法人大鷹会　環状通わた
べ歯科：北海道札幌市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

熊瀬 進也 H27.8.6 北海道厚生局長 保険局長

保発0820第2号 H27.8.20

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（高橋歯科医院：岩手県紫波郡
矢巾町）

保険局 医療課 医療
指導監査室

熊瀬 進也 H27.8.6 東北厚生局長 保険局長

保発0820第3号 H27.8.20

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（福重歯科医院：鹿児島県鹿児
島市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.8.10 九州厚生局長 保険局長

保発0820第4号 H27.8.20
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（ ：鹿児島県鹿児島市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

関 勝利 H27.8.10 九州厚生局長 保険局長

保発0820第5号 H27.8.20 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.18 大臣官房人事課長 保険局長

保発0820第6号 H27.8.20
地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.18
関東信越厚生局長、九
州厚生局長

厚生労働省
保険局長

保発0820第7号 H27.8.20 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.20 大臣官房人事課長 保険局長



保発0821第1号 H27.8.20
平成26年度国民健康保険団体
連合会等補助金の交付額の確
定について[連合会・中央会]

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.7.6

官署支出官　都道府県
会計管理者
官署支出官　大臣官房
会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0821第2号 H27.8.20
平成26年度国民健康保険団体
連合会等補助金の交付額の確
定について[連合会・中央会]

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.7.6
歳入徴収官　都道府県
会計管理者

厚生労働省
保険局長

保発0821第3号 H27.8.20

平成26年度国民健康保険団体
連合会等補助金(東日本大震災
対応分)の交付額の確定につい
て

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.7.6
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0821第4号 H27.8.20

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
営事業費補助金の交付額の確
定について(国民健康保険課分)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.7.6

官署支出官　都道府県
会計管理者
官署支出官　大臣官房
会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0821第5号 H27.8.20

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
営事業費補助金の交付額の確
定について(国民健康保険課分)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.7.6
歳入徴収官　都道府県
会計管理者

厚生労働省
保険局長

保発0821第6号 H27.8.21
徴収済額集計表及び支出済額集
計表の送付について（平成27年7
月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.8.19 総括部局長年金局長 保険局長

保発0821第7号 H27.8.21
「子どもの医療制度の在り方等に
関する検討会」開催要綱及び構
成員への就任依頼について

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.8.12 日本医師会長他１４件 保険局長

保発0821第8号 H27.8.21
中国地方社会保険医療協議会
委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.8.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0826第1号 H27.8.26
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成27年7月）につ
いて

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.8.26
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発0826第2号 H27.8.26
身分証発行等申請について(8月
26日付異動に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.8.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0827第1号 H27.8.27
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議審査分科会の構成
員就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.8.26 大久保一郎　他11件 保険局長



保発0827第2号 H27.8.27
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議審査分科会の構成
員就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.8.26
筑波大学大学院人間
科学研究科長　他11件

保険局長

保発0828第1号 H27.8.27
平成２７年度国民健康保険団体
連合会等補助金の交付決定につ
いて(連合会・中央会)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H27.8.11

官署支出官　都道府県
会計管理者
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0831第1号 H27.8.31
全国健康保険協会の会計監査
人の選任について

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室

佐藤 基之 H27.8.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0901第1号 H27.8.18

平成27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
交付金及び国民健康保険介護納
付金財政調整交付金（直営診療
施設整備分を除く）の交付決定等
について（通知依頼）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.7.23 都道府県知事 保険局長

保発0901第2号 H27.8.26
平成27年度国民健康保険調整
交付金（直営診療施設整備分）
の交付決定について

保険局 国民健康保
険課 施設係

伊藤 寛人 H27.8.4
官署支出官都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官（保
険局長）

保発0901第3号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第4号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第5号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第6号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第7号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長



保発0901第8号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第9号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第10号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第11号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第12号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第13号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第14号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第15号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第16号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第17号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第18号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第19号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第20号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第21号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長



保発0901第22号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第23号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第24号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第25号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第26号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第27号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第28号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第29号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第30号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第31号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第32号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第33号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第34号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第35号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長



保発0901第36号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第37号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第38号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第39号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第40号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第41号 H27.9.1
会計検査院実地検査の回答につ
いて（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第42号 H27.8.19
平成27年度健康保険・船員保険
被保険者実態調査について（依
頼）

保険局 調査課 井芹 将博 H27.8.14

健康保険組合理事長、
全国健康保険協会理
事長、地方厚生（支）局
長

保険局長

保発0901第43号 H27.9.1
会計検査院実地検査の結果につ
いて（回答）

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.8.25
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0901第44号 H27.9.1
身分証発行等申請について(9月
１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0901第45号 H27.9.1
医療施設調査に係る調査票情報
の提供について（申出）

保険局 医療課 企画
法令第二係

出雲 はる奈 H27.9.1
大臣官房統計情報部
長

保険局長

保発0902第1号 H27.9.2

平成27年8月1日新設保険者に係
る概算前期高齢者納付金等の算
定に必要な前期高齢者給付費見
込額等の承認について

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

村上 智康 H27.9.2
社会保険診療報酬支
払基金　理事長

厚生労働省
保険局長

保発0903第1号 H27.9.3
社会保障審議会臨時委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.8.31
国民健康保険中央会
理事長　他１件

保険局長

保発0903第2号 H27.9.3
国民健康保険事業年報に係る情
報提供について（通知）

保険局 調査課 数理
第二係

徳岡 良治 H27.8.31
公益社団法人　国民健
康保険中央会　理事長
柴田　雅人

厚生労働省
保険局長　唐
澤　剛

保発0903第3号 H27.9.3
社会保障審議会臨時委員の任
命の任免について（内申）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.3 大臣官房人事課長 保険局長



保発0903第4号 H27.9.3 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0903第5号 H27.9.3
職員の永年勤続表彰について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0904第1号 H27.9.3
平成27年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付（変更交
付）申請について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H27.9.2
都道府県知事
後期高齢者医療広域
連合長

厚生労働省
保険局長

保発0904第2号 H27.9.4 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.8.21
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0907第1号 H27.9.7
平成27年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成27
年7月）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.9.7
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0908第1号 H27.9.8
衛生検査所検査料金調査の実
施について（協力依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.8.31
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0908第2号 H27.9.8
衛生検査所検査料金調査の実
施について（協力依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.8.31
一般社団法人日本衛
生検査所協会会長

厚生労働省
保険局長

保発0908第3号 H27.9.8

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費の交付決定につい
て

保険局 高齢者医療
課 監理係

君嶋 隆行 H27.8.20
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為支出官　保
険局長

保発0908第4号 H27.9.8
平成27年度保険医療材料等使
用状況調査業務について（協力
依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

出雲 はる奈 H27.9.8
公益財団法人日本医
師会長

厚生労働省
保険局長

保発0908第5号 H27.9.8
平成27年度保険医療材料等使
用状況調査業務について（協力
依頼）

保険局 医療課 企画
法令第二係

出雲 はる奈 H27.9.8 地方厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0908第6号 H27.9.8
社会保険医療担当者の監査後
の措置について

保険局 医療課 医療
指導監査室

熊瀬 進也 H27.8.25 北海道厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0909第1号 H27.9.8
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（三重県松阪市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

松元 道孝 H27.8.20 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0909第2号 H27.9.8

地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（内申）（北海道、東北、関東信
越、東海北陸、近畿、中国四国、
四国、九州）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.9.7 大臣官房人事課長 保険局長



保発0909第4号 H27.9.9

平成26年度後期高齢者医療給
付費等負担金（後期高齢者医療
財政安定化基金負担金分）の交
付額の確定について

保険局 高齢者医療
課

八木 晋作 H27.7.29
官署支出官　都道府県
会計管理者

厚生労働省
保険局長

保発0910第1号 H27.9.10
東海北陸地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.9.9 大臣官房人事課長 保険局長

保発0911第1号 H27.9.10
地方社会保険医療協議会委員
の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.9.9 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0911第2号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8 日本看護協会会長等
厚生労働省
保険局長

保発0911第3号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
国立大学法人筑波大
学長等

厚生労働省
保険局長

保発0911第4号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8 筑波大学久野譜也等
厚生労働省
保険局長

保発0911第5号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
健康保険組合連合会
会長等

厚生労働省
保険局長



保発0911第6号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
東京医療保健大学学
長

厚生労働省
保険局長

保発0911第7号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
あいち健康の森健康科
学総合センター津下一
代等

厚生労働省
保険局長

保発0911第8号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
健康保険組合連合会
会長等

厚生労働省
保険局長

保発0911第9号 H27.9.11

「個人への予防インセンティブ検
討ワーキンググループ」、「後期
高齢者支援金の加算減算制度
検討ワーキンググループ」及び
「特定保健指導の効果的な実施
方法の検証のためのワーキング
グループ」の設置について（伺）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 保
険者調整係

近藤 亮平 H27.9.8
あいち健康の森健康科
学総合センター津下一
代等

厚生労働省
保険局長

保発0911第10号 H27.9.11 上訴の要否について（回答）
保険局 高齢者医療
課

荻野 朋恵 H27.9.10 東京法務局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第1号 H27.9.14 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

出雲 はる奈 H27.9.10
公益財団法人日本歯
科医師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0915第1号 H27.8.18
平成２７年度国民健康保険実態
調査の実施について（依頼）

保険局 調査課 数理
第二係

徳岡 良治 H27.8.10 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0915第2号 H27.9.14
平成２７年度健康保険委員功労
者厚生労働大臣表彰の表彰者
の決定について

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.9.14
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0916第1号 H27.9.16
「平成２７度薬剤使用状況等に関
する調査研究業務」の契約締結
について

保険局 医療課 石井 朋之 H27.9.15
一般財団法人　医療経
済研究・社会保険福祉
協会　理事長

保険局長



保発0916第2号 H27.9.16
平成２７年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成２７年１０月１日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

石田 秀樹 H27.9.7
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0916第3号 H27.9.15

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（

：大阪府）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.8.27 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0916第4号 H27.9.15

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（

：大阪府）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.8.27 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0916第10号 H27.9.16
健康保険組合関係功績者厚生
労働大臣表彰に係る被表彰者の
決定について

保険局 保険課 庶務
係

村岡 正教 H27.9.14
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0916第11号 H27.9.16
社会保険診療報酬支払基金関
係功績者厚生労働大臣表彰に係
る被表彰者の決定について

保険局 保険課 庶務
係

村岡 正教 H27.9.14
社会保険診療報酬支
払基金理事長

厚生労働省
保険局長

保発0916第14号 H27.9.16
平成27年度国民健康保険関係
功績者厚生労働大臣表彰の被
表彰者の決定について

保険局 国民健康保
険課 指導調査係

鈴木 章二 H27.9.14

都道府県、全国国民健
康保険組合協会、全国
国民健康保険診療施
設協議会

厚生労働保
険局長

保発0917第1号 H27.9.17
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（ ：
香川県観音寺市）

保険局 医療課 医療
指導監査室

金子 雄一郎 H27.9.11 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長

保発0917第2号 H27.9.17
会計実地検査の結果について
（回答）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H27.9.10
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発0918第1号 H27.9.18
平成２６年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金の交
付額の確定について

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

吉田 大介 H27.8.14
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　厚
生労働省保
険局長

保発0918第2号 H27.9.18

平成27年度全国健康保険協会
保険給付費等国庫補助（負担）
金の変更交付決定について（大
臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.9.7 大臣官房会計課長 保険局長



保発0918第3号 H27.9.18

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費の交付額の確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 監理係

君嶋 隆行 H27.9.10
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0918第4号 H27.9.18

地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（通知）
（北海道、東北、関東信越、東海
北陸、近畿、中国四国、四国、九
州）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.9.18

北海道厚生局長、東北
厚生局長、関東信越厚
生局長、東海北陸厚生
局長、近畿厚生局長、
中国四国厚生局長、四
国厚生支局長、九州厚
生局長

厚生労働省
保険局長

保発0918第5号 H27.9.18

平成27年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金(後期高齢者
医療財政安定化基金負担金分)
の交付決定等について

保険局 高齢者医療
課

八木 晋作 H27.8.20 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0918第7号 H27.9.18
年金特別会計に係る支払元受高
配分請求について（平成27年度
第3四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.9.18 総括部局長年金局長 保険局長

保発0918第8号 H27.9.18
徴収済額集計表及び支出済額集
計表の送付について（平成２７年
８月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.9.18 総括部局長年金局長 保険局長

保発0918第9号 H27.9.18
医療機器及び体外診断用医薬品
の保険適用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.9.14
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0918第10号 H27.9.18
医療機器及び体外診断用医薬品
の保険適用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.9.14
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0924第4号 H27.9.18
健康保険組合の設立について
（ＧＬＶ健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.9.17 関東信越厚生局長 保険局長

保発0924第5号 H27.9.18
健康保険組合の設立について
（ＧＬＶ健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.9.17
株式会社ガリバーイン
ターナショナル　代表取
締役　羽鳥裕介

保険局長

保発0924第6号 H27.9.18
健康保険組合の設立について
（ＧＬＶ健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.9.17

健康保険組合連合会
会長　社会保険診療報
酬支払基金理事長　国
民健康保険中央会会
長

保険局長



保発0924第7号 H27.9.18
健康保険組合の合併について
（東部ゴム健康保険組合及び共
和健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.9.17 関東信越厚生局長 保険局長

保発0924第8号 H27.9.18
健康保険組合の合併について
（東部ゴム健康保険組合及び共
和健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.9.17

健康保険組合連合会
会長
社会保険診療報酬支
払基金理事長
国民健康保険中央会
会長

保険局長

保発0924第9号 H27.9.24

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（レセプト・健診情
報等を活用したデータヘルス推
進事業）の交付決定について

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.8.31
官署支出官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0924第10号 H27.9.24
平成27年度後期高齢者医療制
度関係業務事業費補助金の交
付決定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

君嶋 隆行 H27.8.20
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0924第11号 H27.9.24
平成27年度後期高齢者医療制
度関係業務事業費補助金の交
付決定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

君嶋 隆行 H27.8.20 大臣官房会計課長
支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0924第13号 H27.9.24
平成27年度後期高齢者医療制
度事業費補助金の交付決定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 監理係

君嶋 隆行 H27.8.27
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0924第14号 H27.9.24
保険局の内部組織に関する細則
の一部改正について（内申）

保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H27.9.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0924第15号 H27.9.24
身分証発行等申請について(紛
失に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0925第1号 H27.9.25
地方社会保険医療協議会臨時
委員の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.9.24 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0928第1号 H27.9.28
法令データ突合結果の認証につ
いて（社会保険診療報酬支払基
金法施行令他６件）

保険局 保険課 尾崎 太郎 H27.9.25 - 保険局長

保発0929第1号 H27.9.29

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律及び（略）法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令の公布について
（通知）

保険局 保険課 廣瀬 雄志 H27.9.25 都道府県知事 保険局長



保発0929第2号 H27.9.29

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律及び（略）法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令の公布について
（通知）

保険局 保険課 廣瀬 雄志 H27.9.25
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0929第3号 H27.9.29

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律及び（略）法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令の公布について
（通知）

保険局 保険課 廣瀬 雄志 H27.9.25 健康保険組合理事長 保険局長

保発0929第4号 H27.9.29

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律及び（略）法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令の公布について
（通知）

保険局 保険課 廣瀬 雄志 H27.9.25 地方厚生（支）局長 保険局長

保発0929第5号 H27.9.29

行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に
関する法律及び（略）法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整
備に関する省令の公布について
（通知）

保険局 保険課 廣瀬 雄志 H27.9.28 日本年金機構理事長 保険局長

保発0929第6号 H27.9.29
職員の人事異動（内申）及び局長
伺い定め室の補職辞令について

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.9.25 大臣官房人事課長 保険局長

保発0930第1号 H27.9.30
新医薬品及び医療機器の保険適
用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.9.25

公益社団法人日本医
師会会長、公益社団法
人日本歯科医師会会
長、公益社団法人日本
薬剤師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0930第2号 H27.9.30
新医薬品及び医療機器の保険適
用について

保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.9.25
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0930第3号 H27.8.20

平成25年度病床転換助成事業
交付金に係る消費税及び地方消
費税に係る仕入控除税額相当額
の納付について

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室 健
康調整係

井上 昌彦 H27.5.26
歳入徴収官大臣官房
会計課長

保険局長



保発0930第4号 H27.9.30

法令データ突合結果の認証につ
いて（平成二十四年度における
高齢者の医療の確保に関する法
律による前期高齢者交付金及び
前期高齢者納付金の額の算定に
係る率及び割合を定める政令他
２件）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

古谷 彩芽 H27.9.28 - 保険局長

保発0930第5号 H27.9.30
平成27年度（平成26年度からの
繰越分）国民健康保険団体連合
会等補助金の交付決定について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.9.3
官署支出官大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0930第6号 H27.9.30

平成２７年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付決定につい
て（高齢者医療支援金等負担金
助成事業）

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H27.9.11 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0930第8号 H27.9.30
医療介護総合確保促進会議にお
ける構成員の就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

山内 優也 H27.9.17
医療介護総合確保促
進会議構成員候補者

厚生労働省
保険局長

保発0930第9号 H27.9.30
医療介護総合確保促進会議にお
ける構成員の就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

山内 優也 H27.9.17
医療介護総合確保促
進会議構成員候補者
の所属長

厚生労働省
保険局長

保発1001第1号 H27.10.1

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金（被用者保険運営円滑化
推進事業）の交付確定について
（健康保険組合等が行う事業）

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.8.4 大臣官房会計課長 保険局長

保発1001第2号 H27.10.1

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金（被用者保険運営円滑化
推進事業）の交付確定について
（健康保険組合等が行う事業）

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.8.4 大臣官房会計課長 保険局長

保発1001第3号 H27.10.1
身分証発行等申請について(使
用再開に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1001第4号 H27.10.1
身分証明発行等申請について
(10月１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1001第6号 H27.10.1
身分証発行等申請について(10
月１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1001第7号 H27.10.1
身分証発行等申請について(10
月１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1001第8号 H27.10.1
身分証発行等申請について(10
月１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長



保発1001第9号 H27.10.1
身分証発行等申請について(10
月１日採用に伴う新規作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1002第1号 H27.10.2
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成27年8月）につ
いて

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.10.2
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発1005第1号 H27.10.5
平成26年度健康保険組合事務
費負担金の交付額の確定につい
て

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.9.1 大臣官房会計課長 保険局長

保発1005第2号 H27.10.5
平成26年度健康保険組合事務
費負担金の交付額の確定につい
て

保険局 保険課 健康
保険組合係

清水 真理子 H27.9.1 大臣官房会計課長 保険局長

保発1005第3号 H27.10.5

平成26年度全国健康保険協会
災害臨時特例補助金の交付額
の確定について（大臣通知及び
局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.30 大臣官房会計課長 保険局長

保発1005第4号 H27.10.5

平成26年度全国健康保険協会
災害臨時特例補助金の交付額
の確定について（大臣通知及び
局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.7.30 大臣官房会計課長 保険局長

保発1005第5号 H27.10.5
九州地方社会保険医療協議会
委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.10.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1006第1号 H27.10.6
平成２７年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成２７
年８月分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.9.29
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発1009第1号 H27.10.9
児童手当関係書用紙の配布申
請について

保険局 総務課 管理
係

本山 修平 H27.10.7
大臣官房会計課福利
厚生室長

保険局長

保発1009第2号 H27.10.9
地方社会保険医療協議会委員
の委嘱について（通知）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.10.9 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1009第3号 H27.10.9

欧州における医療情報化最新動
向調査に係る視察団に対する在
外公館への便宜供与依頼につい
て

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室

長井 晃 H27.10.9 外務省欧州局長 保険局長

保発1009第4号 H27.10.9
平成２７年度健康保険委員功労
者厚生労働大臣表彰に係る被表
彰者の取消について

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.10.9
全国健康保険協会理
事長

保険局長



保発1009第5号 H27.10.9
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議審査分科会の構成
員就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.10.8 楠田裕子 保険局長

保発1009第6号 H27.10.9
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議審査分科会の構成
員就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

内野 和訓 H27.10.8
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発1013第1号 H27.10.9
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業届の提出につい
て

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H27.10.5
国立研究法人国立循
環器病研究センター理
事長

保険局長

保発1014第1号 H27.10.13
平成27年度後期高齢者医療財
政調整交付金の支出負担行為
の変更について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H27.9.17
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　厚
生労働省保
険局長

保発1014第2号 H27.10.13
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（ ：大阪府）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.9.25 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1014第3号 H27.10.13

社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（ ：和歌山
県）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H27.9.25 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1014第4号 H27.10.14
医療介護総合確保促進会議にお
ける構成員の就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

山内 優也 H27.10.9
平川則男構成員候補
者

厚生労働省
保険局長

保発1014第5号 H27.10.14
医療介護総合確保促進会議にお
ける構成員の就任依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

山内 優也 H27.10.9
日本労働組合総連合
会会長

厚生労働省
保険局長

保発1015第1号 H27.10.15
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の内申について

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.10.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発1016第1号 H27.10.16 医療機器の保険適用について
保険局 医療課 企画
法令第二係

滝澤 晃成 H27.10.9
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1016第2号 H27.10.16
九州地方社会保険医療協議会
臨時委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.10.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発1019第1号 H27.10.19
健康保険組合の設立について
（グーグル健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.10.16 関東信越厚生局長 保険局長

保発1019第2号 H27.10.19
健康保険組合の設立について
（グーグル健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.10.16
グーグル株式会社　代
表取締役　ピーター・
フィッツジェラルド

保険局長



保発1019第3号 H27.10.19
健康保険組合の設立について
（グーグル健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.10.16

健康保険組合連合会
会長
社会保険診療報酬支
払基金理事長
国民健康保険中央会
会長

保険局長

保発1019第4号 H27.10.19
平成27年度年金特別会計健康
勘定への資金の繰入について
（平成27年11月2日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

俵 英高 H27.10.14
官署支出官厚生労働
省大臣官房会計課長

保険局長

保発1019第5号 H27.10.19 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発1019第6号 H27.10.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（ ：
鳥取県）

保険局 医療課 医療
指導監査室

原 一雅 H27.10.9 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1019第7号 H27.10.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（

：岡山県）

保険局 医療課 医療
指導監査室

原 一雅 H27.10.9 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1019第8号 H27.10.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について
（ ：福岡県）

保険局 医療課 医療
指導監査室

熊瀬 進也 H27.10.2 九州厚生局長 保険局長

保発1022第1号 H27.10.22

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
機関等における消費税負担に関
する分科会））

保険局 医療課 庶務
係

松田 洋一 H27.10.21 大臣官房人事課長 保険局長

保発1022第2号 H27.10.22
徴収済額集計表及び支出済額集
計表の送付について（平成２７年
９月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.10.21 総括部局長年金局長 保険局長

保発1022第3号 H27.10.22

平成26年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金(広域連
合事業分)の交付額の確定につ
いて

保険局 高齢者医療
課

八木 晋作 H27.9.15 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発1023第1号 H27.10.23
身分証発行等申請について(11
月１日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

大前 裕喜 H27.10.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発1023第2号 H27.10.23
全国健康保険協会運営委員会
委員の委嘱について（依頼）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.10.20
日本労働組合総連合
会　会長　神津　里季生

保険局長



保発1026第1号 H27.10.26
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成27年9月）につ
いて

保険局 総務課 宮田 竜一 H27.10.26
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発1026第4号 H27.10.26

「重症化予防（国保・後期広域）
ワーキンググループ」、「健康経
営500社ワーキンググループ」、
「中小1万社健康宣言ワーキング
グループ」、「民間事業者活用
ワーキンググループ」、及び「保
険者における後発医薬品推進
ワーキンググループ」の設置及び
開催について（伺い）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室

黒田　宏 H27.10.23
あいち健康の森健康科
学総合センター津下一
代等

厚生労働省
保険局長

保発1026第5号 H27.10.26

「重症化予防（国保・後期広域）
ワーキンググループ」、「健康経
営500社ワーキンググループ」、
「中小1万社健康宣言ワーキング
グループ」、「民間事業者活用
ワーキンググループ」、及び「保
険者における後発医薬品推進
ワーキンググループ」の設置及び
開催について（伺い）

保険局 医療介護連
携政策課 医療費適
正化対策推進室

黒田　宏 H27.10.23 日本薬剤師会会長等
厚生労働省
保険局長

保発1027第1号 H27.10.27
平成26年度年金特別会計健康
勘定財務書類の提出について

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H27.10.26 大臣官房会計課長 保険局長

保発1027第2号 H27.10.27
近畿地方社会保険医療協議会
臨時委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H27.10.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発1027第3号 H27.10.27
健康保険一括適用事業所の承
認について（株式会社ニチゾウ
テック）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.10.26 近畿厚生局長 保険局長

保発1027第4号 H27.10.27
健康保険一括適用事業所の承
認について（株式会社ニチゾウ
テック）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H27.10.26
日立造船健康保険組
合理事長

保険局長

保発1030第1号 H27.10.30
全国健康保険協会運営委員会
委員の発令について

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

瀬戸 裕之 H27.10.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発1030第2号 H27.10.30
平成２７年度保険料等交付金の
交付額の通知について（平成２７
年９月分）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H27.10.27
全国健康保険協会理
事長

保険局長



保発1030第3号 H27.10.30

平成27年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金の交付決定に
ついて（追加交付決定（後期高齢
者医療高額医療費負担金分））

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H27.10.14
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長


