
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0403第5号 H29.4.3

「平成２８年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２９
年度調査）」の契約締結等につい
て

保険局 医療課 企画
法令第二係

対馬 亮 H29.4.3

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社　代表取締役　藤井
秀延

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0405第1号 H29.4.5
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 角 恒毅 H29.4.5
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0405第2号 H29.4.11
法制執務業務支援システム（e-
LAWS）に係る公布済未施行法令
等の確認データの認証について

保険局 保険課 企画
法令第一係

武藤 敬宏 H29.4.4 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局

保発0406第1号 H29.4.6
平成29年度高齢者医療特別負
担調整交付金の交付決定につい
て

保険局 高齢者医療
課 財政係

大熊 直樹 H29.4.3 大臣官房会計課長 保険局長

保発0406第2号 H29.4.6

第２１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 角 恒毅 H29.4.5

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0406第3号 H29.4.6

第２１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 角 恒毅 H29.4.5

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1号 H29.4.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0407第2号 H29.4.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0407第3号 H29.4.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0407第4号 H29.4.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0407第9号 H29.4.7
平成29年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金（支払基
金事業）の交付決定について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.4.3
社会保険診療報酬支
払基金

厚生労働大
臣

保発0410第1号 H29.4.10

「平成２８年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２８
年度調査）」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 企画
法令第二係

対馬 亮 H29.4.7
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0410第2号 H29.4.10

「平成２８年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査（平成２８
年度調査）」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 企画
法令第二係

対馬 亮 H29.4.7

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社　代表取締役　藤井
秀延

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0410第3号 H29.4.10
「入院医療等における実態調査」
委託事業完了に伴う確認の結果
について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0410第4号 H29.4.10
「入院医療等における実態調査」
委託事業完了に伴う確認の結果
について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3
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0410第5号 H29.4.10
「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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0410第6号 H29.4.10
「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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3

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0410第7号 H29.4.10
「電子レセプトデータ等に係る集
計・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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0410第8号 H29.4.10
「電子レセプトデータ等に係る集
計・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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3
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0410第9号 H29.4.10
「入院・在宅医療等に関する調
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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0410第10号 H29.4.10
「入院・在宅医療等に関する調
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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.3
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0410第11号 H29.4.10

「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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.5 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0410第12号 H29.4.10

「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　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.5

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0412第5号 H29.4.12
損害賠償等請求事件の指定代
理人の指定について（依頼）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

角田 諭 H29.4.5 松山地方法務局長 保険局長



保発0412第6号 H29.4.12

  平成28年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（都
道府県事業分）の交付額の確定
について（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.4.12 都道府県会計管理者 保険局長

保発0413第1号 H29.4.13
職員の人事異動（内申）及び係員
の補職辞令について

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.4.12 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第1号 H29.4.13
平成29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29年4月28日繰入分）

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 H29.4.10
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0414第3号 H29.4.14
平成29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

金子 直広 H29.4.6
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0414第4号 H29.4.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第5号 H29.4.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第6号 H29.4.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第7号 H29.4.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0414第8号 H29.4.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.13 大臣官房人事課長 保険局長



保発0417第1号 H29.4.17
中央社会保険医療協議会専門
委員の内申について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.4.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0418第1号 H29.4.18

  平成28年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（中
央会事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.4.14 会計課長 保険局長

保発0418第2号 H29.4.18
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 白瀬 賢一 H29.4.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0419第1号 H29.4.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（タケ・デンタルク
リニック　福岡）

保険局 医療課 医療
指導監査室

大久保 武春 H29.4.12 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0419第2号 H29.4.19 新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

冨山 千波 H29.4.12

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0419第3号 H29.4.19 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

冨山 千波 H29.4.12
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0419第4号 H29.4.19
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

冨山 千波 H29.4.12
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0419第5号 H29.4.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（ベイデンタルク
リニック）

保険局 医療課 医療
指導監査室

藤谷 隆宏 H29.4.10 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0419第6号 H29.4.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（ベイデンタルク
リニック）

保険局 医療課 医療
指導監査室

藤谷 隆宏 H29.4.10 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0419第7号 H29.4.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（ベイデンタルク
リニック）

保険局 医療課 医療
指導監査室

藤谷 隆宏 H29.4.10 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0419第9号 H29.4.19
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

藤谷 隆宏 H29.4.10 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0419第10号 H29.4.19
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28年
度　平成29年３月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.4.18 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0419第11号 H29.4.19
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（片野歯科医院）

保険局 医療課 医療
指導監査室

高見 和行 H29.4.18 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0420第1号 H29.4.20
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（日本生命
保険相互会社）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.4.18 近畿厚生局長 保険局長

保発0420第2号 H29.4.20
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（日本生命
保険相互会社）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.4.18
日本生命健康保険組
合理事長

保険局長

保発0420第3号 H29.4.20

平成28年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金（日本健康
会議等開催事業及び公募事業）
の交付額の確定について

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室 健康調整
係

佐々木 裕司 H29.4.7 大臣官房会計課長 保険局長



保発0420第4号 H29.4.20
平成29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 財政係

椙山 優香 H29.4.10
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0420第5号 H29.4.20 職員の海外渡航について
保険局 総務課 管理
係

中村 博信 H29.4.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0421第1号 H29.4.20

平成28年度（平成27年度からの
繰越分）社会保障・税番号システ
ム整備費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

本田 忠嗣 H29.4.20 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0421第2号 H29.4.21
平成28年度社会保障・税番号制
度システム整備補助金の交付額
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

本田 忠嗣 H29.4.20 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0421第4号 H29.4.21
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0421第5号 H29.4.21
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0421第6号 H29.4.21
平成28年度後期高齢者医療災
害臨時特例補助金（一般会計）
の交付額の確定について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.4.21
官署支出官　熊本県会
計管理者

厚生労働省
保険局長

保発0421第7号 H29.4.21
平成28年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金の交付
額の確定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.4.6
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0421第8号 H29.4.21
高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループに係る作業
チーム員の変更について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.4.19 西川　英文
厚生労働省
保険局長



保発0424第1号 H29.4.24

平成29年度全国健康保険協会
保険給付費等国庫補助（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 H29.4.24
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0424第2号 H29.4.24

平成２８年度（平成２７年度から
の繰越分）社会保障・税番号制
度システム整備費補助金の交付
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

松野 佑真 H29.4.24 全国健康保険協会 保険局長

保発0424第3号 H29.4.24

平成２８年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金の交付
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

松野 佑真 H29.4.24 全国健康保険協会 保険局長

保発0425第2号 H29.4.25 職員の昇格について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.4.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0425第3号 H29.4.25
復職時調査の発令（内申）及び職
員の人事異動（内申）について

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.4.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0425第4号 H29.4.25
復職時調査の発令（内申）及び職
員の人事異動（内申）について

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.4.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0425第5号 H29.4.25
復職時調査の発令（内申）及び職
員の人事異動（内申）について

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.4.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0426第1号 H29.4.26
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
材料等専門組織）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.4.25 人事課長 保険局長



保発0427第2号 H29.4.27

平成２９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

田中 洋之 H29.4.27
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0428第2号 H29.4.28
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0428第3号 H29.4.28
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0428第4号 H29.4.28
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.4.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0428第5号 H29.4.28
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(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

松野 佑真 H29.4.26
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0428第6号 H29.4.28
平成２８年度全国健康保険協会
本部実地監査の結果通知につい
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

松野 佑真 H29.4.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0501第1号 H29.4.28
損害賠償請求事件に係る指定代
理人の変更について（依頼）

保険局 保険課 平塚 直樹 H29.4.26 高知地方法務局長 保険局長

保発0508第1号 H29.5.7
電子レセプトデータ等に係る集
計・分析業務に係る事業計画及
び年度計画の承認について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.24
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0508第2号 H29.5.7

「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」に係る事業
計画及び経理計画に係る承認申
請書の承認について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.20

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0508第3号 H29.5.7

「入院医療等における実態調査」
に係る事業計画及び年度計画並
びに再委託に係る承認申請書の
承認について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.4.24
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0509第1号 H29.5.12
法制執務業務支援システム（e-
LAWS）に係る省令と基準日以降
公布法律・政令の認証について

保険局 総務課 企画
調査係

川田 さくら H29.5.9 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局長

保発0509第2号 H29.5.9

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
員の所属変更に伴う承諾につい
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

木藤 正行 H29.4.25
横浜市保健福祉局衛
生研究所所長

保険局長

保発0510第1号 H29.5.9
平成29年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付（当初交付
分）申請について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.4.25
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0511第2号 H29.5.11
「国民健康保険広域化等支援基
金の実施について」の一部改正
について

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.5.9 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0512第1号 H29.5.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0512第2号 H29.5.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.11 大臣官房人事課長 保険局長



保発0512第3号 H29.5.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0512第4号 H29.5.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0512第5号 H29.5.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0515第3号 H29.5.15
第２１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 角 恒毅 H29.5.11
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0516第1号 H29.5.16
平成29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（大臣通知及び局長通知）

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

金子 威士 H29.5.16
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0516第2号 H29.5.16
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

高橋 智明 H29.5.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0517第1号 H29.5.17
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

岡元 英晃 H29.5.9
公益社団法人　国民健
康保険中央会　理事長
原　勝則

厚生労働省
保険局長　鈴
木　康弘

保発0518第1号 H29.5.18
平成29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29年6月1日繰入分）

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 H29.5.12
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長



保発0518第2号 H29.5.30

法制執務業務支援システムの構
築に係る法令データの認証につ
いて（社会保障協定の実施に伴
う厚生年金保険法等の特例等に
関する法律第五条関係）

保険局 国民健康保
険課 企画法令係

山崎 駿 H29.5.17 総務省行政局長
厚生労働省
保険局長

保発0519第1号 H29.5.19
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0519第2号 H29.5.19
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用・異動に伴う
作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0519第3号 H29.5.19
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

木村 有宏 H29.5.12 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0519第4号 H29.5.19
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

木村 有宏 H29.5.12 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0522第1号 H29.5.22
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28・29
年度　平成29年４月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.5.19 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0522第2号 H29.5.22

平成29年度全国健康保険協会
災害臨時特例補助金の交付決
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

松野 佑真 H29.5.22
全国健康保険協会理
事長

厚生労働大
臣

保発0523第1号 H29.5.23 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.5.19 大臣官房人事課長 保険局長



保発0523第2号 H29.5.22
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

高橋 智明 H29.5.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0524第1号 H29.5.24

平成29年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金の交
付決定等について（大臣通知及
び局長通知）

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

金子 威士 H29.5.11
（該当の）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0524第2号 H29.5.24
特例身分証明書発行等申請につ
いて

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0525第1号 H29.5.25
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

高橋 智明 H29.5.23 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0526第1号 H29.5.26
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0526第2号 H29.5.26

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（薬価算定組織、保険医療材料
等専門組織）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.5.25 防衛大学校学校長
厚生労働省
保険局長

保発0526第3号 H29.5.26

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（薬価算定組織、保険医療材料
等専門組織）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.5.25
国際医療福祉大学理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0526第6号 H29.5.26
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

高橋 智明 H29.5.25 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0530第1号 H29.5.30
特例身分証明書発行等申請につ
いて

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.30 大臣官房人事課長 保険局長



保発0530第2号 H29.6.20
法制執務業務支援システムの構
築に係る法令データの認証につ
いて（国民健康保険課関係）

保険局 国民健康保
険課 企画法令係

山崎 駿 H29.5.30 総務省行政局長
厚生労働省
保険局長

保発0531第1号 H29.5.31
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0531第2号 H29.5.31
特例身分証明書発行等申請につ
いて

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.5.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0531第3号 H29.5.31
平成28年度国民健康保険財政
安定化基金補助金の交付額の
確定について

保険局 国民健康保
険課

佐藤 和夫 H29.5.31
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0531第4号 H29.5.31

実務担当者による特定健診・保
健指導に関するワーキンググ
ループ構成員の推薦依頼につい
て

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室 保険者調
整係

鈴木 啓記 H29.5.30

全国健康保険協会、地
方公務員共済組合協
議会、日本私立学校振
興・共済事業団、社会
保険診療報酬支払基
金

保険局長

保発0531第5号 H29.5.31
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構
成員の推薦依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室 保険者調
整係

鈴木 啓記 H29.5.30
地方公務員共済組合
協議会、共済組合連盟

保険局長

保発0531第6号 H29.5.31
東北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

高橋 智明 H29.5.29 大臣官房人事課長 保険局長



保発0531第7号 H29.5.31
平成28年度保険料等交付金の
交付額の通知について(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

松野 佑真 H29.5.23
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0601第1号 H29.5.24
平成29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

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

井上 一広 H29.5.18 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0601第2号 H29.6.1
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（芝浦デンタルク
リニック）

保険局 医療課 医療
指導監査室

三谷 和令 H29.5.12 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0601第3号 H29.5.31

平成29年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金（システム
改修分（高齢者医療制度等の円
滑な運営のための体制整備事
業））の交付決定について（支払
基金分）

保険局 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H29.5.12
社会保険診療報酬支
払基金

厚生労働大
臣

保発0602第1号 H29.6.2
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0602第2号 H29.6.2
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0602第4号 H29.5.31

平成29年度（平成28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

木藤 正行 H29.4.24

健康保険組合連合会
会長及び公益社団法人
国民健康保険中央会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0602第5号 H29.6.2

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 角 恒毅 H29.6.1
政策統括官（統計・情
報政策担当）

厚生労働省
保険局長



保発0605第1号 H29.6.2

「国民健康保険における納付金
及び標準保険料率の算定方法に
ついて（ガイドライン）」の改定に
ついて

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.5.31 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0606第1号 H29.6.6

平成２９年度国民健康保険高額
医療費共同事業負担金の交付
決定について（大臣通知及び局
長通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

関 健太 H29.6.2
官署支出官
都道府県会計管理者

保険局長

保発0606第4号 H29.6.6

平成27年度（平成28年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金の交付額確定について
（高齢者医療制度関係業務シス
テム改修事業　平成27年度補正
予算分）

保険局 高齢者医療
課 財政係

金子 直広 H29.4.17 大臣官房会計課長 保険局長

保発0606第5号 H29.6.6

平成27年度（平成28年度への繰
越分）高齢者医療運営円滑化等
補助金の交付額確定について
（高齢者医療制度関係業務シス
テム改修事業　平成27年度補正
予算分）

保険局 高齢者医療
課 財政係

金子 直広 H29.4.17 大臣官房会計課長 保険局長

保発0607第1号 H29.6.6
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

高橋 智明 H29.6.5 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0607第2号 H29.6.7
訪問看護療養費実態調査に係る
承認申請について

保険局 医療課 医療
係

本山 修平 H29.6.6
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0608第1号 H29.6.8
「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

冨山 千波 H29.6.6

三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会
社　代表取締役　藤井
秀延

厚生労働省
保険局長



保発0609第1号 H29.6.8
「健康保険・船員保険被保険者
実態調査」に係る調査票情報の
提供について

保険局 調査課 数理
第一係

垣内 彩佳 H29.6.8 年金局長 保険局長

保発0609第2号 H29.6.9
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0609第3号 H29.6.9
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0609第5号 H29.6.9
過年度支出の申請について（平
成28年度　赴任旅費3件）

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H29.6.7
官署支出官大臣官房
会計課長

保険局長

保発0612第1号 H29.6.9
 社会保険審査会委員の海外渡
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

森田 明夫 H29.6.9 大臣官房人事課長 保険局長

保発0612第2号 H29.6.12
　年金特別会計に係る支払元受
高配分請求について（平成29年
度第２四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.6.9 総括部局長年金局長
所管部局長
保険局長

保発0613第2号 H29.6.13

平成29年度社会保障・税番号制
度システム整備事業(中間サー
バー分)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

木藤 正行 H29.5.30

社会保険診療報酬支
払基金理事長及び公益
社団法人国民健康保
険中央会会長

厚生労働省
保険局長

保発0613第3号 H29.6.7
平成29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

真保栄 京 H29.6.5 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0613第4号 H29.6.13
中央社会保険医療協議会委員
の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.12 日本歯科医師会会長
厚生労働省
保険局長



保発0613第5号 H29.6.13
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
材料等専門組織）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.12 人事課長 保険局長

保発0613第6号 H29.6.13
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
材料等専門組織）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.12 人事課長 保険局長

保発0614第1号 H29.6.12
平成29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29年7月3日繰入分）

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 H29.6.7
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0614第2号 H29.6.14
国民健康保険実態調査に係る調
査票情報の提供について（通知）

保険局 調査課 数理
第二係

土屋 真穂 H29.6.9
国立社会保障・人口問
題研究所長

保険局長

保発0614第3号 H29.6.14
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

半間 渉 H29.6.12 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0614第4号 H29.6.14
歯科技工料調査の変更について
（承認申請）

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.6.13
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0614第5号 H29.6.14
歯科技工料調査業務に係る基幹
統計調査票情報の提供について

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.6.13
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0614第9号 H29.6.14 医療技術参与の委嘱について 保険局 医療課 永島 僚祐 H29.6.12
医療技術参与／所属
長

保険局長



保発0614第10号 H29.6.14

「入院医療における重症度、医
療・看護必要度及び医療区分・
ADL区分等のデータ分析業務」に
係る事業計画及び経理計画に係
る承認申請書の承認について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.6.8
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0614第11号 H29.6.14

「入院時食事療養の収支等に関
する実態調査」に係る事業計画
及び経理計画に係る承認申請書
の承認について

保険局 医療課　包括
医療推進係

下田 英和 H29.6.8
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0615第2号 H29.6.15
医療技術参与の委嘱に係る兼業
依頼状の送付について

保険局 医療課 永島 僚祐 H29.6.14 医療技術参与/所属長 保険局長

保発0615第3号 H29.6.15 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

冨山 千波 H29.6.12
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0615第4号 H29.6.15
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

冨山 千波 H29.6.12
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0615第5号 H29.6.15
データヘルス改革推進本部ワー
キングチーム技術参与ご就任の
依頼について

保険局 医療介護連
携政策課 庶務係

梨本 篤史 H29.6.6
厚生労働省
保険局長

保発0615第6号 H29.6.15
障害者である職員の任免に関す
る状況の通報について（回答）

保険局 総務課 管理
係

中村 博信 H29.6.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0615第7号 H29.6.15
特例身分証発行等申請について
(廃止手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.15 大臣官房人事課長 保険局長



保発0615第14号 H29.6.15
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0615第15号 H29.6.15
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0616第3号 H29.6.15
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（東レ株式
会社滋賀事業場）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.6.8 近畿厚生局長 保険局長

保発0616第4号 H29.6.15
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（東レ株式
会社滋賀事業場）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.6.8
東レ健康保険組合理事
長

保険局長

保発0619第1号 H29.6.19
医療保険行政の研修生の受入に
ついて（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.19
国家公務員共済組合
連合会理事長

保険局長

保発0619第2号 H29.6.19 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0620第1号 H29.6.19
「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 医療
機関医療費係

大和田 英男 H29.6.16 医政局長 保険局長

保発0621第10号 H29.6.21
平成２９年度特別会計歳出予算
の移替えについて（国民健康保
険（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 H29.6.16 大臣官房会計課長 保険局長



保発0621第1号 H29.6.13

社会保障協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
政令の一部を改正する政令の施
行及び社会保障に関する日本国
とルクセンブルク大公国との間の
協定の発効に伴う実施事務の取
扱について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.6.12 日本年金機構理事長 保険局長

保発0621第2号 H29.6.13

社会保障協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
政令の一部を改正する政令の施
行及び社会保障に関する日本国
とルクセンブルク大公国との間の
協定の発効に伴う実施事務の取
扱について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.6.12 地方厚生（支）局長 保険局長

保発0621第3号 H29.6.13

社会保障協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
政令の一部を改正する政令の施
行及び社会保障に関する日本国
とルクセンブルク大公国との間の
協定の発効に伴う実施事務の取
扱について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.6.12 都道府県知事 保険局長

保発0621第4号 H29.6.13

社会保障協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
政令の一部を改正する政令の施
行及び社会保障に関する日本国
とルクセンブルク大公国との間の
協定の発効に伴う実施事務の取
扱について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.6.12
全国健康保険協会理
事長

保険局長



保発0621第5号 H29.6.13

社会保障協定の実施に伴う厚生
年金保険法等の特例等に関する
政令の一部を改正する政令の施
行及び社会保障に関する日本国
とルクセンブルク大公国との間の
協定の発効に伴う実施事務の取
扱について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.6.12 健康保険組合理事長 保険局長

保発0621第6号 H29.6.14
財団法人高知県船員保険協会
の清算人選任に係る申立ての取
下げについて

保険局 保険課 庶務
係

菊地 博史 H29.6.14
高知地方裁判所裁判
官

厚生労働省
保険局長

保発0621第7号 H29.6.21
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 白瀬 賢一 H29.6.16 大臣官房人事課長 保険局長

保発0621第8号 H29.6.21
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

高橋 智明 H29.6.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0621第9号 H29.6.21
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28・29
年度　平成29年5月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.6.16 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0623第1号 H29.6.23
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0623第2号 H29.6.23
中央社会保険医療協議会委員
の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.21 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0623第3号 H29.6.23
中央社会保険医療協議会委員
の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.21 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長



保発0623第4号 H29.6.23
平成29年度歯科技工料調査につ
いて(協力依頼)

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.6.22
日本歯科医師会長、日
本歯科技工士会長

保険局長

保発0623第5号 H29.6.23
平成29年度歯科技工料調査につ
いて(協力依頼)

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.6.22 地方厚生局（支）局長 保険局長

保発0626第1号 H29.6.23
「データヘルス計画（国保・後期
広域）の在り方に関する検討会」
の設置及び開催について

保険局 国民健康保
険課

白岩 誠司 H29.6.8

データヘルス計画（国
保・後期広域）の在り方
に関する検討会構成員
候補者

保険局長

保発0626第2号 H29.6.23
「データヘルス計画（国保・後期
広域）の在り方に関する検討会」
の設置及び開催について

保険局 国民健康保
険課

白岩 誠司 H29.6.8 日本医師会長　他13件 保険局長

保発0626第3号 H29.6.23
高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループの委嘱につ
いて

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.6.14
東京大学大学院医学
系研究科長

厚生労働省
保険局長

保発0626第4号 H29.6.26
法制執務業務支援システム（e-
LAWS）に係る公布済未施行法令
等の確認データの認証について

保険局 保険課 企画
法令第一係

武藤 敬宏 H29.6.19 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局

保発0626第5号 H29.6.23
平成28年度保険料等交付金の
交付額の通知について(４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

松野 佑真 H29.6.15
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0626第6号 H29.6.26

平成28年度（平成29年度への繰
越分）社会保障・税番号制度シス
テム整備費補助金の支出負担行
為について（翌債分）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.6.7
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0626第7号 H29.6.26

平成28年度（平成29年度への繰
越分）社会保障・税番号制度シス
テム整備費補助金の支出負担行
為について（翌債分〔国保分〕）

保険局 国民健康保
険課 監理係

田中 洋之 H29.6.7
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0626第8号 H29.6.23 職員の昇格について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0626第9号 H29.6.26 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0626第10号 H29.6.23
平成28年度国民健康保険調整
交付金（直営診療施設整備費
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

宇都 毅 H29.5.10 都道府県
厚生労働大
臣

保発0626第11号 H29.6.26
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

高橋 智明 H29.6.26 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0627第1号 H29.6.27

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）
（国民健康保険の療養給付費負
担金等の交付額の算定における
医療機関等に対する加算金の取
扱いについて）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H29.6.13
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0627第2号 H29.6.27 参与の任命について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0627第3号 H29.6.27 育児休業の申請について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.6.26 大臣官房人事課長 保険局長



保発0628第1号 H29.6.28

刑事施設に収容されている者に
対する国民健康保険等の保険料
の減免に関する取扱いの周知の
促進（あっせん）への措置結果の
報告について

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.6.27 総務省行政評価局長
厚生労働省
保険局長

保発0629第1号 H29.6.29
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 白瀬 賢一 H29.6.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0629第2号 H29.6.29
「医療費の動向」調査に係る調査
票情報の提供について

保険局 調査課 医療
機関医療費係

大和田 英男 H29.6.29
政策総括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0629第3号 H29.6.29
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(異動に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.6.29 大臣官房人事課長 保険局長

保発0629第4号 H29.6.29
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（たんの歯科クリ
ニック）

保険局 医療課 医療
指導監査室

木村 有宏 H29.6.27 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0630第1号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0630第2号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0630第3号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長



保発0630第4号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0630第5号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0630第6号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29
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0630第7号 H29.6.30

「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令」等の公布につ
いて（正式名は文字数超過につ
き備考欄に記載）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.6.29 医療団体
厚生労働省
保険局長

保発0630第8号 H29.6.29

社会保険診療報酬支払基金の
平成２９年事業年度一般会計事
業計画及び収入支出予算（変更）
に係る財務大臣協議及び厚生労
働大臣認可について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.6.26
財務大臣及び社会保険
診療報酬支払基金理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0630第9号 H29.6.30
社会保険・労働保険関連手続の
電子化の推進に係る工程表につ
いて

保険局 保険課 企画
法令第一係

武藤 敬宏 H29.6.30 内閣府
厚生労働省
保険局長

保発0630第10号 H29.5.30
平成29年度後期高齢者医療災
害臨時特例補助金の取扱いにつ
いて（取扱要領）

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

井上 一広 H29.4.3 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0630第12号 H29.6.30

平成29年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金（中間
サーバ分）の交付決定について
（支払基金分）

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.6.26
社会保険診療報酬支
払基金

厚生労働省
保険局長



保発0630第13号 H29.6.30
「平成29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 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.6.29
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0703第1号 H29.6.21
平成２９年度特別会計歳出予算
の移替えについて（国民健康保
険（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 H29.6.16 大臣官房会計課長 保険局長

保発0703第4号 H29.6.7
平成29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 H29.5.29 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0703第5号 H29.7.3
在外公館に対する通報依頼につ
いて

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.6.30 外務省欧州局長 保険局長

保発0703第6号 H29.7.3
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

高橋 智明 H29.6.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0704第1号 H29.7.4
重症化予防（国保・後期広域）
ワーキンググループに係る構成
員の変更について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.6.29 日本看護協会会長
厚生労働省
保険局長

保発0704第2号 H29.7.4
平成29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 広域連合係

高梨 大輔 H29.6.16
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0704第3号 H29.6.30
「平成29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 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.6.29
株式会社オノフ　代表
取締役　安宅　正晴

厚生労働省
保険局長

保発0705第1号 H29.7.4
国民健康保険団体連合会規約
例の一部改正について

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.6.30 都道府県知事
厚生労働省
保険局長



保発0707第2号 H29.7.7
医療技術参与の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 永島 僚祐 H29.7.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0707第3号 H29.7.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0707第4号 H29.7.7
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(採用に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0707第5号 H29.7.7
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

高橋 智明 H29.7.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0707第6号 H29.7.7
近畿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

高橋 智明 H29.7.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0707第7号 H29.6.29

社会保険医療担当者の監査後
の措置について


※保険局長からの通知取消及び
内議取り下げ依頼

保険局 医療課 医療
指導監査室

高見 和行 H29.6.15 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0707第8号 H29.6.29
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

高見 和行 H29.6.15 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0710第1号 H29.7.7

平成29年度（平成28年度からの
繰越分）国民健康保険制度関係
業務準備事業費補助金（市町村
事業分及び国保連事業分）の交
付決定について（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.7.7 都道府県会計管理者 保険局長

保発0710第2号 H29.7.7

平成29年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（国
保標準事務処理システムの構築
に係る事業）（都道府県事業分及
び市町村事業分）の交付決定に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.7.7 都道府県会計管理者 保険局長

保発0710第3号 H29.7.7
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 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室

平川 星座 H29.7.4
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0710第4号 H29.7.10 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0710第5号 H29.7.7 旧姓使用の中止について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0710第6号 H29.7.10
保険医療専門審査員の異動に係
る委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.7.7
国立研究開発法人国
立がん研究センター理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0710第7号 H29.7.10 新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

冨山 千波 H29.7.6

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0710第8号 H29.7.10 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

冨山 千波 H29.7.6
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0710第9号 H29.7.10
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

冨山 千波 H29.7.6
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0710第10号 H29.7.10

「国民健康保険における納付金
及び標準保険料率の算定方法に
ついて（ガイドライン）」の改定に
ついて

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.7.10 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0710第11号 H29.7.10
「国民健康保険保険給付費等交
付金ガイドライン」の改定につい
て

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.7.10 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0710第14号 H29.7.10
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

高橋 智明 H29.7.7 大臣官房人事課長 保険局長

保発0710第15号 H29.7.10
中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

高橋 智明 H29.7.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0710第16号 H29.7.10
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

高橋 智明 H29.7.6 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0710第17号 H29.7.10
全国健康保険協会の理事長の
任命に関する運営委員会に対す
る意見照会について

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室

円谷 高史 H29.7.5
全国健康保険協会理
事長　小林剛

厚生労働省
保険局長

保発0710第18号 H29.7.10
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(退職に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.10 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発0712第1号 H29.7.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.12 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発0712第2号 H29.7.12
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.12 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発0712第3号 H29.7.12
官署支出官の異動等の通知につ
いて

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.7.11
センター支出官　財務
省会計センター会計管
理部長

官署支出官
厚生労働省
保険局長

保発0712第4号 H29.7.12 取引関係通知書の送付について
保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.7.11 日本銀行本店
厚生労働省
保険局長

保発0714第1号 H29.7.10

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す
る政令の一部を改正する政令の
施行等について（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.7.7
日本年金機構理事長、
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0714第2号 H29.7.14
特例身分証明書発行等申請につ
いて(発行手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.13 大臣官房人事課長 保険局長



保発0714第3号 H29.7.14
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.7.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0714第4号 H29.7.10

平成29年度社会保障・税番号制
度システム整備事業(オンライン
資格確認システム整備事業(仕様
検討))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

木藤 正行 H29.6.29

社会保険診療報酬支
払基金理事長及び公益
社団法人国民健康保
険中央会会長

保険局長

保発0718第1号 H29.7.14
平成29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29年8月1日繰入分）

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 H29.7.13
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0719第1号 H29.7.18

平成28年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（市
町村事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.7.18 会計課長 保険局長

保発0719第2号 H29.7.18

平成28年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（国
保連事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.7.18 会計課長 保険局長

保発0721第2号 H29.7.21
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29年
度　平成29年6月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.7.19 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0725第1号 H29.7.25

平成２９年度（平成２８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（国民健康保険分）（局長
通知）

保険局 国民健康保
険課 監理係

小林 賢司 H29.7.4
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0725第2号 H29.7.25
職員の無報酬兼業許可申請につ
いて（内申）

保険局 総務課 管理
係

中村 博信 H29.7.25 大臣官房人事課長 保険局長



保発0726第1号 H29.7.26

 雇用保険整備経過措置政令（船
員保険法賃金スライド改正政令）
の公布に伴うe-LAWSの整備に
ついて

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.7.21 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局

保発0727第2号 H29.7.27 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.7.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0727第3号 H29.7.27

平成29年度（平成28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（国民健康保険中央会・後期
分）

保険局 高齢者医療
課 監理係

大熊 直樹 H29.7.7
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0727第4号 H29.7.27
平成28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

真保栄 京 H29.6.12 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0728第1号 H29.7.27
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

木藤 正行 H29.7.7

野本　信雄、全国後期
高齢者医療広域連合
協議会会長、高橋　肇
及び全日本病院協会会
長

保険局長

保発0728第9号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0728第10号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長



保発0728第11号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0728第12号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0728第13号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
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0728第14号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
健康保険組合連合会
長

厚生労働省
保険局長

保発0728第15号 H29.7.28
「健康保険法施行令等の一部を
改正する政令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
日本医師会長、日本歯
科医師会長、日本薬剤
師会長

厚生労働省
保険局長

保発0731第1号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.20 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0731第2号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.20 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0731第3号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.20 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0731第4号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.20 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0731第5号 H29.7.31
全国健康保険協会監事選考委
員の任命についての承諾依頼に
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

松野 佑真 H29.7.27

小西彦衞公認会計士
事務所、全国赤帽軽自
動車運送協同組合連
合会、早稲田大学、日
本労働組合総連合会

厚生労働省
保険局長

保発0731第6号 H29.7.31
全国健康保険協会監事選考委
員の任命についての承諾依頼に
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

松野 佑真 H29.7.31

小西彦衞公認会計士
事務所、全国赤帽軽自
動車運送協同組合連
合会、早稲田大学、日
本労働組合総連合会

厚生労働省
保険局長

保発0731第7号 H29.7.31
社会保障審議会臨時委員の委
嘱について（通知）

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H29.7.28 岩村正彦氏　他１１件
厚生労働省
保険局長

保発0731第8号 H29.7.31
社会保障審議会臨時委員の委
嘱について（通知）

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H29.7.28
国立大学法人　東京大
学総長　他１１件

厚生労働省
保険局長

保発0731第9号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.21 大臣官房人事課長 保険局長

保発0731第10号 H29.7.31
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

高橋 智明 H29.7.25 大臣官房人事課長 保険局長

保発0731第11号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0731第12号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発0731第13号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0731第14号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0731第15号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
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0731第16号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
健康保険組合連合会
長

厚生労働省
保険局長

保発0731第17号 H29.7.28
「健康保険法施行規則等の一部
を改正する省令の施行について
（案）」について（保険局長通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

相原 光 H29.7.27
日本医師会長、日本歯
科医師会長、日本薬剤
師会長

厚生労働省
保険局長

保発0731第18号 H29.8.2
平成29年度保険料等交付金の
交付額の通知について(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

松野 佑真 H29.7.24
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0801第1号 H29.7.26

平成29年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査補助金等の予算の移し替
えについて

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室 健康調整
係

佐々木 裕司 H29.7.18 大臣官房会計課長 保険局長



保発0801第2号 H29.8.3
特定健康診査及び特定保健指導
の実施に関する基準等の一部改
正について

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室

沢井 俊介 H29.7.28 都道府県知事 保険局長

保発0801第3号 H29.8.3
特定健康診査及び特定保健指導
の実施に関する基準等の一部改
正について

保険局 医療介護連
携政策課 データヘル
ス・医療費適正化対
策推進室

沢井 俊介 H29.7.28

地方厚生（支）局長　健
康保険組合連合会長,
全国健康保険協会理
事長,国民健康保険中
央会長,社会保険診療
報酬支払基金理事長,
共済組合連盟会長,日
本私立学校振興・共済
事業団理事長,地方公
務員共済組合協議会
長,日本医師会長,日本
歯科医師会長,結核予
防会理事長,全国労働
衛生団体連合会長,全
日本病院協会長,日本
総合健診医学会理事
長,日本人間ドック学会
理事長,日本病院会長,
予防医学事業中央会
理事長,日本看護協会
長,日本栄養士会長

保険局長

保発0801第6号 H29.7.21

医療介護提供体制改革推進交
付金、地域医療対策支援臨時特
例交付金及び地域介護対策支援
臨時特例交付金の運営について
（管理運営要領）

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

小野 厚隆 H29.7.14 各都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0801第7号 H29.8.1
「公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給につい
て」の一部改正について

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.1
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0801第8号 H29.8.1
「公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給につい
て」の一部改正について

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.1 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発0801第9号 H29.8.1
「公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給につい
て」の一部改正について

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.1 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0801第10号 H29.8.1
「公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給につい
て」の一部改正について

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.1
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0801第11号 H29.8.1
「公費負担医療が行われる療養
に係る高額療養費の支給につい
て」の一部改正について

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.1
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0803第4号 H29.8.3
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

木藤 正行 H29.7.24 新居　秀夫
厚生労働省
保険局長

保発0803第5号 H29.8.3
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

木藤 正行 H29.7.24
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0803第6号 H29.8.3
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0803第7号 H29.8.3
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0804第1号 H29.8.4
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

冨山 千波 H29.8.4
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長



保発0807第1号 H29.8.10
国家賠償等請求事件の指定代
理人の変更について（依頼）

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.7 名古屋法務局長
厚生労働省
保険局長

保発0807第2号 H29.8.7
特例身分証明書発行等申請につ
いて(発行手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0808第1号 H29.8.8
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

円谷 高史 H29.8.7 西　安津子　他１名
保険局長　鈴
木俊彦

保発0808第2号 H29.8.7
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

大久保 武春 H29.7.25 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0808第3号 H29.8.7
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

大久保 武春 H29.7.25 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0808第4号 H29.8.8 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.7 大臣官房人事課長 保険局長

保発0808第5号 H29.8.8
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

高橋 智明 H29.8.7 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0808第6号 H29.8.8
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

高橋 智明 H29.8.7 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0809第1号 H29.8.8

平成２９年度 社会保障・税番号
制度システム整備事業（医療費
通知を活用した医療費控除の簡
素化分）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

木藤 正行 H29.7.21
全国健康保険協会理
事長及び各健康保険組
合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0809第2号 H29.8.9
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

高橋 智明 H29.8.3 大臣官房人事課長 保険局長

保発0809第3号 H29.8.9
中国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

高橋 智明 H29.8.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0809第4号 H29.8.8
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（医療法人横山
胃腸科病院）

保険局 医療課 医療
指導監査室

金子 浩好 H29.8.8 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0809第5号 H29.8.9
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

高橋 智明 H29.7.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0809第6号 H29.8.9
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

高橋 智明 H29.7.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0809第7号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
和歌山県立医科大学
学長　岡村　吉隆

厚生労働省
保険局長

保発0809第8号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
社会医療法人財団慈
泉会本部　理事長　相
澤　孝夫

厚生労働省
保険局長



保発0809第9号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
東北大学　総長　里見
進

厚生労働省
保険局長

保発0809第10号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
社会保険診療報酬支
払基金　理事長　伊藤
文郎

厚生労働省
保険局長

保発0809第11号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
社会医療法人　緑壮会
理事長　金田　道弘

厚生労働省
保険局長

保発0809第12号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
浜松医科大学　学長
今野　弘之

厚生労働省
保険局長

保発0809第13号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
倉敷中央病院　理事長
大原　謙一郎

厚生労働省
保険局長

保発0809第14号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
東京医科歯科大学　学
長　吉澤　靖之

厚生労働省
保険局長

保発0809第15号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
東北大学　総長　里見
進

厚生労働省
保険局長

保発0809第16号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
兵庫県立尼崎総合医
療センター　院長　藤原
義久

厚生労働省
保険局長

保発0809第17号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
脳血管研究所附属美
原記念病院　院長　美
原　盤

厚生労働省
保険局長



保発0809第18号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
千葉大宅医学部付属
病院　病院長　山本　修
一

厚生労働省
保険局長

保発0809第19号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
聖路加国際病院　病院
長　福井　次矢

厚生労働省
保険局長

保発0809第20号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
名古屋大学　総長　松
尾　清一

厚生労働省
保険局長

保発0809第21号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
東邦大学　学長　山崎
純一

厚生労働省
保険局長

保発0809第22号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9

公益財団法人ライフ･エ
クステンション研究所付
属永寿総合病院　湯浅
祐二

厚生労働省
保険局長

保発0809第23号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
慶應義塾大学医学部
医学部長　岡野　栄之

厚生労働省
保険局長

保発0809第24号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
長崎大学病院　病院長
増﨑　英明

厚生労働省
保険局長

保発0809第25号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
東京大学院　医学系研
究科研究科長・医学部
長　宮園　浩平

厚生労働省
保険局長

保発0809第26号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
慶應義塾大学　塾長
清家　篤

厚生労働省
保険局長



保発0809第27号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
国家公務員共済組合
連合会虎の門病院　病
院長　大内　慰義

厚生労働省
保険局長

保発0809第28号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
順天堂大学　学長　荒
井　一

厚生労働省
保険局長

保発0809第29号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
日本病院会　会長　相
澤　孝夫

厚生労働省
保険局長

保発0809第30号 H29.8.10

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（入院医療等の調査・評価分科
会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.9
明海大学　学長　安井
利一

厚生労働省
保険局長

保発0810第1号 H29.8.10 育児休業の申請について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.9 大臣官房人事課長 保険局長

保発0810第2号 H29.8.10
社会保障審議会臨時委員の任
命について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0810第3号 H29.8.10
特例身分証明書発行等申請につ
いて(発行手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.10 大臣官房人事課長 保健局長

保発0810第4号 H29.8.21
保険医療材料等専門委員の内
申について（入院医療等の調査・
評価分科会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.10 大臣官房人事課長 保険局長



保発0810第13号 H29.8.10

「平成29年度質を確保しつつ持
続可能な医療提供を確保する医
薬品の使用促進方策に関する調
査研究業務」に係る契約締結等
について

保険局 医療課 和田 聡一 H29.8.10

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ経営研究所
代表取締役社長　川島
祐治

厚生労働省
保険局長　鈴
木　俊彦

保発0814第5号 H29.8.10
社会保険指導者講習会及び社会
保険指導者研修会の開催につい
て

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.8.7 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0814第6号 H29.8.10
社会保険指導者講習会及び社会
保険指導者研修会の開催につい
て

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.8.7 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0814第7号 H29.8.10
社会保険指導者講習会及び社会
保険指導者研修会の開催につい
て

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.8.7 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0814第8号 H29.8.10
社会保険指導者講習会及び社会
保険指導者研修会の開催につい
て

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.8.7 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0816第1号 H29.8.10
平成29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29年9月1日繰入分）

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 H29.8.7
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0817第1号 H29.8.15
会計検査院法第36条の規定によ
り意見を表示した事項に対する
処置状況について（回答）

保険局 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.7.24
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0817第2号 H29.8.17
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（フジパン株
式会社）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.8.9 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0817第3号 H29.8.17
健康保険一括適用事業所の承
認後の通知について（フジパン株
式会社）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.8.9
フジパングループ健康
保険組合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0818第1号 H29.8.18
「平成29年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 岩井 遥香 H29.8.18

一般財団法人医療経
済研究・社会保険福祉
協会　理事長　近藤　純
五郎

厚生労働省
保険局長鈴
木俊彦

保発0821第1号 H29.8.21
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.10 大臣官房人事課長 保健局長

保発0821第2号 H29.8.21
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.17 大臣官房人事課長 保健局長

保発0821第3号 H29.8.21
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.17 大臣官房人事課長 保健局長

保発0822第1号 H29.8.21
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29年
度　平成29年7月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.8.17 総括部局長　年金局長 保険局長

保発0822第4号 H29.8.22
特例身分証発行等申請について
(返却手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発0822第5号 H29.8.22
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

高橋 智明 H29.8.16 大臣官房人事課長 保険局長



保発0822第6号 H29.8.23

平成29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

松野 佑真 H29.8.23 大臣官房会計課長
厚生労働大
臣

保発0822第7号 H29.8.28
保険医療材料等専門委員の内
申について（入院医療等の調査・
評価分科会　他）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.8.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発0823第1号 H29.8.23 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

中村 博信 H29.8.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発0825第1号 H29.8.24
行政不服審査法に基づく審査請
求について（堀事案）

保険局 医療課 企画
法令第一係

新保 陽人 H29.7.20
審査請求人堀竜平及び
近畿厚生局長

厚生労働大
臣、保険局長

保発0825第2号 H29.8.24
行政不服審査法に基づく審査請
求について（田崎事案）

保険局 医療課 企画
法令第一係

新保 陽人 H29.7.20
審査請求人田崎浩一
及び九州厚生局長

厚生労働大
臣、保険局長

保発0825第4号 H29.8.24
行政不服審査法に基づく審査請
求について（堀事案）

保険局 医療課 企画
法令第一係

新保 陽人 H29.7.20
審査請求人堀竜平及び
近畿厚生局長

厚生労働大
臣、保険局長

保発0825第5号 H29.8.24
行政不服審査法に基づく審査請
求について（田崎事案）

保険局 医療課 企画
法令第一係

新保 陽人 H29.7.20
審査請求人田崎浩一
及び九州厚生局長

保険局長

保発0825第6号 H29.8.25
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 国民健康保
険課

山崎 駿 H29.8.10
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長



保発0825第7号 H29.8.25
平成29年度後期高齢者医療災
害臨時特例補助金の交付決定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

井上 一広 H29.8.3 福島県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0825第8号 H29.8.25
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

高橋 智明 H29.8.22 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0825第9号 H29.8.25
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

高橋 智明 H29.8.22 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0825第10号 H29.8.25
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

高橋 智明 H29.8.22 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0825第11号 H29.8.25
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

高橋 智明 H29.8.22 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0828第1号 H29.8.28
特例身分証発行等申請について
(発行手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.28 大臣官房人事課長 保健局長

保発0829第1号 H29.8.29
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 運営管理第三係

松野 佑真 H29.8.29
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0829第2号 H29.8.29
全国健康保険協会運営委員会
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

円谷 高史 H29.8.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0829第3号 H29.8.29 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.28 大臣官房人事課長 保険局長



保発0829第4号 H29.8.29
職員の履歴事項変更及び旧姓使
用について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0829第5号 H29.8.29
職員の履歴事項変更及び旧姓使
用について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.8.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0830第1号 H29.8.30
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
（構成員の交代等）

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

小野 厚隆 H29.8.23
井上 隆、末永 裕之、長
尾 喜一郎、濵田 和則、
美原 盤

保険局長

保発0830第2号 H29.8.30
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
（構成員の交代等）

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

小野 厚隆 H29.8.23

日本経済団体連合会
会長、日本病院会会
長、日本精神科病院協
会会長、日本介護支援
専門員協会会長、全日
本病院協会会長、津田
塾大学学長、国立社会
保障・人口問題研究所
所長

保険局長

保発0830第3号 H29.8.30
四国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

高橋 智明 H29.8.8 大臣官房人事課長 保険局長

保発0830第4号 H29.8.30
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

高橋 智明 H29.8.9 大臣官房人事課長 保険局長

保発0831第1号 H29.8.30
平成29年度保険料等交付金の
交付額の通知について(６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

松野 佑真 H29.8.30
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0831第2号 H29.8.31
平成29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

真保栄 京 H29.8.2 福島県会計管理者
厚生労働省
保険局長



保発0831第3号 H29.8.31

平成２９年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金（中間
サーバー分）の交付決定につい
て（局長通知）

保険局 国民健康保
険課 監理係

小林 賢司 H29.7.5
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0831第4号 H29.8.31

平成29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

金子 威士 H29.7.18
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0831第7号 H29.9.4

国民健康保険の調整交付金の
交付額の算定に関する省令及び
国民健康保険の事務費負担金
等の交付額等の算定に関する省
令の一部を改正する省令の公布
について

保険局 国民健康保
険課 企画法令係

山崎 駿 H29.9.1 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0831第8号 H29.8.31

平成29年度（平成28年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金の交付決定
について

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.8.31 大臣官房会計課長 保険局長

保発0901第1号 H29.8.28
平成29年度健康保険・船員保険
被保険者調査について（依頼）

保険局 調査課 数理
第一係

垣内 彩佳 H29.8.18

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2号 H29.8.25
平成29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

宇都 毅 H29.7.25 都道府県
厚生労働大
臣

保発0901第5号 H29.8.30

平成29年度国民健康保険財政
調整交付金（直営診療施設整備
分を除く）、国民健康保険後期高
齢者医療費支援金財政調整交
付金及び介護納付金財政調整交
付金の交付決定等について

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

真保栄 京 H29.8.30 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長



保発0901第6号 H29.8.30
平成29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

佐藤 和夫 H29.8.29

都道府県知事、国民健
康保険中央会理事長、
全国国民健康保険組
合協会会長、全国国民
健康保険診療施設協
議会会長

厚生労働省
保険局長

保発0901第7号 H29.8.28
平成29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

土屋 真穂 H29.8.22 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0901第8号 H29.9.1

平成２９年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金（オンラ
イン資格確認システム整備事業
（仕様検討））の交付決定につい
て（局長通知）

保険局 国民健康保
険課 監理係

小林 賢司 H29.8.31
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0901第9号 H29.9.1
会計検査院実地検査の結果につ
いて（回答）

保険局 医療課 永島 僚祐 H29.8.21
会計検査院事務総局
第2局長

厚生労働省
保険局長

保発0901第10号 H29.9.1
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0901第11号 H29.9.1
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.8.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0901第12号 H29.9.1
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

與坂 和人 H29.8.25 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0901第13号 H29.9.1
帝王切開術診療報酬等請求事
件（平成29 年（ワ）第18290 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

新保 陽人 H29.8.30
法務省訴訟局長及び東
京地方法務局長

厚生労働省
保険局長

保発0901第14号 H29.9.1
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

高橋 智明 H29.9.1 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0904第1号 H29.9.1

高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループに係る構成
員及び作業チーム員の変更につ
いて

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.8.28 各種団体の長
厚生労働省
保険局長

保発0904第2号 H29.9.4
「柔道整復師の施術に係る療養
費について」の一部改正につい
て

保険局 医療課 医療
係

本山 修平 H29.8.29
都道府県知事及び地方
厚生（支）局長 あて

保険局長

保発0904第3号 H29.9.4

「柔道整復師の施術に係る療養
費に関する審査委員会の設置及
び指導監査について（通知）」の
一部改正について

保険局 医療課 医療
係

本山 修平 H29.8.29
都道府県知事及び地方
厚生（支）局長 あて

保険局長

保発0905第1号 H29.9.5

平成29年度国民健康保険制度
関係業務準備事業費補助金（そ
の他制度改正に伴い必要となる
事業）（都道府県事業分、市町村
事業分及び国保連事業分）の交
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

関 健太 H29.9.1
官署支出官
都道府県会計管理者

保険局長

保発0905第2号 H29.9.5
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

高橋 智明 H29.8.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0905第3号 H29.9.5
中国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

高橋 智明 H29.8.31 大臣官房人事課長 保険局長



保発0905第4号 H29.9.5
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

高橋 智明 H29.8.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0905第5号 H29.9.5
東北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

高橋 智明 H29.8.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発0905第6号 H29.9.5
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

高橋 智明 H29.9.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0906第2号 H29.9.4
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（医療法人財団
天翁会　新天本病院）

保険局 医療課 医療
指導監査室

金子 浩好 H29.8.24 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0906第3号 H29.9.4
社会保険医療担当者の監査後
の措置について（医療法人財団
天翁会　新天本病院）

保険局 医療課 医療
指導監査室

金子 浩好 H29.8.24 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0906第4号 H29.9.6
特例身分証発行等申請について
(返却手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.9.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0906第5号 H29.8.28
損害賠償請求事件に係る指定代
理人の変更について（依頼）

保険局 保険課 企画
法令第一係

梶原 崚 H29.8.21 高知地方法務局長
厚生労働省
保険局長

保発0907第1号 H29.9.7
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

円谷 高史 H29.9.5 岩村正彦　他20件
厚生労働省
保険局長　鈴
木俊彦

保発0907第2号 H29.9.7
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

高橋 智明 H29.9.4 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長



保発0907第3号 H29.9.7
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

菊地 博史 H29.9.5
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0907第4号 H29.9.7
平成２９年度健康保険委員功労
者厚生労働大臣表彰の被表彰
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

円谷 高史 H29.9.6
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0907第5号 H29.9.7
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

木藤 正行 H29.9.5

山本隆一、大久保一
郎、頭金正博、松田晋
哉、石川広巳、杉山茂
夫、田尻泰典、高橋肇、
松本義幸、加藤宏治、
新居秀夫、野本信雄

厚生労働省
保険局長

保発0907第6号 H29.9.7
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

木藤 正行 H29.9.5

一般財団法人医療情
報システム開発セン
ター理事長、横浜市健
康福祉局衛生研究所
所長、名古屋市立大学
学長、産業医科大学理
事長、日本医師会会
長、日本歯科医師会会
長、日本薬剤師会会
長、全日本病院協会会
長、健康保険組合連合
会会長、国民健康保険
中央会会長、全国健康
保険協会理事長、新潟
県後期高齢者医療広
域連合会事務局長

厚生労働省
保険局長

保発0908第1号 H29.9.8
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

平 和也 H29.9.3 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0908第2号 H29.9.8
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

平 和也 H29.9.3 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0908第3号 H29.9.8
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

菊地 博史 H29.9.5
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0911第1号 H29.9.8
関東信越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

高橋 智明 H29.9.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0911第2号 H29.9.8
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

高橋 智明 H29.9.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0911第3号 H29.9.11
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 H29.8.22
会計検査院事務総局
第2局長

保険局長

保発0913第1号 H29.9.15
患者申出療養に係る検討委員会
委員の委嘱に係る兼業依頼の提
出について（森豊隆志氏）

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.13
東京大学大学院医学
研究科長

保険局長

保発0914第1号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.11 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第2号 H29.9.14 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

冨山 千波 H29.9.5
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0914第3号 H29.9.14
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

冨山 千波 H29.9.5
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長



保発0914第4号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.13 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第5号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.13 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第6号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.11 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第7号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.13 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0914第8号 H29.9.14
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

高橋 智明 H29.9.13 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0915第1号 H29.9.14
平成29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29年10月2日繰入分）

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 H29.9.11
官署支出官　厚生労働
大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0915第2号 H29.9.15 職員の人事異動について（内申） 保険局 総務課 新田 浩之 H29.9.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0919第1号 H29.9.15
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

高橋 智明 H29.9.14 大臣官房人事課長 保険局長

保発0919第2号 H29.9.15
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

高橋 智明 H29.9.11 大臣官房人事課長 保険局長



保発0919第3号 H29.9.15
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

高橋 智明 H29.9.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0921第2号 H29.9.21
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

高橋 智明 H29.9.19 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0921第3号 H29.9.21
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

高橋 智明 H29.9.19 北海道厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0921第4号 H29.9.21
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

高橋 智明 H29.9.19 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0922第1号 H29.9.22
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29年度　平成29年8月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

黒田 宏 H29.9.20 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0922第2号 H29.9.22
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

中村 博信 H29.9.21 厚生労働大臣 保険局長

保発0925第1号 H29.9.25

平成29年度（平成28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（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

松野 佑真 H29.9.25 全国健康保険協会
厚生労働大
臣

保発0925第2号 H29.9.25
「標準報酬月額の決定における
報酬月額の算定の特例の見直し
（あっせん）」について（回答）

保険局 保険課 企画
法令第一係

武藤 敬宏 H29.9.25 総務省行政評価局長
保険局長　年
金局長



保発0926第1号 H29.9.26
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

三谷 和令 H29.9.19 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0926第2号 H29.9.26
職員の人事異動（内申）及び係員
の補職辞令について

保険局 総務課 新田 浩之 H29.9.25
大臣官房人事課長及び
佐々木裕司ほか１名

保険局長

保発0926第3号 H29.9.26
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

高橋 智明 H29.9.22 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長

保発0926第4号 H29.9.26
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

高橋 智明 H29.9.25 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0926第5号 H29.9.26

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（東京ニット
ファッション健康保険組合及びエ
トワール海渡健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22 関東信越厚生局長 保険局長

保発0926第6号 H29.9.26

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（東京ニット
ファッション健康保険組合及びエ
トワール海渡健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22

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0926第7号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22 近畿厚生局長 保険局長



保発0926第8号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22 近畿厚生局長 保険局長

保発0926第9号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22 九州厚生局長 保険局長

保発0926第10号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22
大阪青果健康保険組
合理事長

保険局長

保発0926第11号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22
エディオン健康保険組
合理事長

保険局長



保発0926第12号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22
岩崎産業健康保険組
合理事長

保険局長

保発0926第13号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22
全国健康保険協会理
事長

保険局長

保発0926第14号 H29.9.26

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（大阪青果
健康保険組合、エディオン健康保
険組合、岩崎産業健康保険組
合）

保険局 保険課 指導
調整係

吉田 博貴 H29.9.22

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0926第15号 H29.9.26
マイナンバー身分証明書発行等
申請について(発行に伴う手続に
ついて)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.9.25 大臣官房人事課長 保険局長

保発0927第1号 H29.9.27

平成28年度国民健康保険災害
臨時特例補助金（平成28年熊本
地震対応分）の交付額の確定に
ついて

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H29.9.27 熊本県会計管理者 保険局長

保発0927第2号 H29.10.3
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

円谷 高史 H29.9.25 大臣官房人事課長 保険局長



保発0927第3号 H29.9.27
医療保険実務研修生の受入につ
いて（内申）

保険局 総務課 新田 浩之 H29.9.27
社会保険診療報酬支
払基金理事長

保険局長

保発0927第4号 H29.9.27
医療保険実務研修生の受入につ
いて（内申）

保険局 総務課 新田 浩之 H29.9.27
国民健康保険中央会
理事長

保険局長

保発0927第5号 H29.9.27
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

高橋 智明 H29.9.27 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0929第1号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第2号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第3号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第4号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第5号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第6号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長



保発0929第7号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第8号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発0929第9号 H29.10.5
中央社会保険医療協議会委員
及び専門委員の委嘱について

保険局 医療課 白瀬 賢一 H29.9.29 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長




