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須賀敬志郎

須賀敬志郎

石川真樹

小原航洋

i小原 航洋

|田岡 正臣

杉山 雄一郎

小原 航洋

|小原 航洋

|小原 航洋

H25. 4.101明証』開制副且、TI品 ι 斗十凪副~ 1開隅阿国慌開正田|小原ヨ申z、母~3:~ :z...n、向 . ヨ長吾て望台舗を....，...::..， 1::1:: ... 岳、告tr-n; 航洋

H25. 4. 101間副<1_開制酬且 ¥T胤 4時十血酬|陣附則匡慌師 ι 凹
ー 士、盛世ヲ~'" I"'J目吾計官盛m 由.， 1:01::.6..控-= |小原 航洋

Hお 4.51大臣官房人事課長

H25.4. 

三菱UFJリサーチ&

H25. 4. 81会コ社ンサルティング株式

取締役社長 水野俊秀

官署支出官
H25. 4. 81 会計課長

大臣官房

H25.4.10 大臣官房人事課長

計巨課者又長出巨X旦目房E
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厚生労働省保

険局長

|険局長

|長

保険局長

厚生労働省保
険局長

|厚生労働省保
険局長

|厚生労働省保
険局長

|厚生労働省保
険局長

|厚生労働省保
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0第8号 H25. 4. 101且 J.x.U' LJ i v lP'J且 V'1ヱワ刀 l叶市制 1:不眠何匹市部己拍 |黒田 宏
|宮署支出官 大臣官房

a ・ ...吾T #:!:t:!:... 、"""'唱品.宣:<b-• 高島圭~宅金，.品.~昭旬 =‘措置"'"首長'" H25.4.9 会計課長

健康保険医療情報総合
0第9号 H25. 4. 101亘凪U'L.J r v m'J且 VJ"}.Iワ刀，-開叫 l再眠周匡慌昨出拍|黒田. '''1+00.吾T 告"'n、品全'"司盛些割， • ーーさ~宅金r岨.~目白 口~，昔冒"←唱岳'" 宏 H25. 4. 91研究所代表取締役社長

山口治紀

0第10号 H25. 4. 101間賞桐棉守川実lヲ旬耳閉〈隅帯';'1::眠同匡開部出拍|黒田 宏 |官署支出官 大臣官房
<t台悟吾回 つ00. 号吾吾f 官主，~些 n、è:o""7 ，_ J~"::: I r.;c:-.r;k;-U酔首長'" H25.4.9 会計課長

みずほ情報総研株式会
10第11号 H25. 4.101町富桐棉守』問ヲ叫官制'"国守W|1刑罰刷匝軍部己抽 |黒田'"'"告t吾問哩申. 弓吾号f宅金r岨 'n、，:，-:;r，_J>I!"::: Ir.;c:-.r;信"酔喧止2宮 宏 H25. 4. 91社代表取締役社長西津

JI国一1.... -' "，. ¥." 

25年度後期高齢者医療給付
保険局高齢者医療課 官署支出宮北海道会

11第1号 H25. 4. 111費等国庫負担金の交付決定につい 目4百.n; 奥村実香 H25. 4. 1 
計管理者他46件

|長

関製理事東品信販長越売厚健生局、 石油第3号 H25.4.11 社つ)いて(出光リテール販売株式会
Pf'I'X/I司J Pf'I'X 画耳 J国司'"

大木嘉人 H25.4.10 康保険組合 保険局長
調整係

2第1号 H25. 4. 12 職員の人事異動について(内申) 14革呆限局総務課官埋 磯部真光 H25.4.12 大臣官房人事課長 保険局長

2第2号 H25.4.12 使存結用済果理担ク由書シ ー(乗平車成2検5討年3点月検)・保 保係険局総務課庶務
糟谷 昌芳 H25.4.12 大臣官房会計課長 保険局長

社会保障審議会臨時委員の就任に
保険局総務課庶務 日本経済団体連合会会 l保険局長2第3号 H25.4.12 かかる依頼について〔医療保険部 糟谷 昌芳 H25.4.12 n; 

長

11第4号 H25.4.111ついて(出光リテール販売株式会 |ZEZ陣隅師団骨|大木嘉人 H25. 4.101組石油合理製事品販長売健康保険 |保険局長

5第1号 H25. 4. 151定への国庫補助の繰入について |健康保険協会管理室|細野満 H25. 4.121 支房会出計官厚課生長労働大臣官 保険局長

H25. 4. 101計官署課支長出官大臣官房会
支出負担行為

7第4号 H25. 4.171主主立Etttt?でTT匂41E珪L吾コ|健康保険協会管理室|石田 秀樹 担当官保険局

長

7第5号
pt;;PXIロJ 市函f泊畠本 昌《王

杉山 雄一郎 H25.4.16 大臣官房人事課長 保険局長

7第7号 山本 賢一 H25.4.10 都道府県会計管理者 保険局長



平分成)2医1療年度施設(平等成設2備2年整度備へ費補の繰助越金 保険局総務課保険
保発0418第1号 H25.4.17 システム高度化推進 塩野友久 H25.4.2 

官署支出官大臣官房会
保険局長

l事(業レセ)のプ再ト確オ定ンラlこイン化設備整備 室
計課長

ついて

分平成)2医1年療度施設(平等成設2備2年整度備へ費補の繰助越金 保険局総務課保険
歳入徴収官大臣官房会保発0418第2号 H25. 4". 17 

|事平分(業成)レ2セ)医1療年のプ亙施度トオ確設(平等定ン成設ラに2備つイ2年整いン化度備て設へ費の備補整繰助備越金

システム高度化推進 塩野友久 H25.4.2 
計課長

保険局長
室

保険局総務課保険
歳入徴収官大臣官房会

保発0418第3号 H25.4.17 (レセプトオンライン化設備整備 システム高度化推進 塩野友久 H25.4.2 保険局長

l事承認業)の財産処分(有償譲渡)の 室
計課長

について

保発0418第6号 H25.4.18 |保医療険機適器及び体外診断用医薬品の
用について

保法合険局第二医係療課企画 大 胡田純一 H25.4.16 公会益長社団法人日本医師 厚険生局労長働省保

保発0418第7号 H25.4.18 
保国管医理療険民機適健セ器用康ン及保に9険ーつび健)体いの外康て財診管産理断処施用分設医(薬無(健償品康貸の

保法険令局第二医係療課企画 大胡田純一 H25.4.16 公会益長社団法人日本医師 I厚険生局労長働省保

保発0418第B号 H25.4.18 
保険局国民健康保険

大橋史明 H25.4.10 岩手県知事
厚生労働省保

;付康)保の険承団認体に連つ合い会て)(岩手県国民健 課監理係 険局長

保発0418第9号 H25. 4. 18 中央肉社申会に保険医療協議会専門委員
の ついて

l保係険局医療課庶務 松田洋一 H25.4.18 大臣官房人事課長

行政 不服警益届証ぷ藍笠 保険局医療課企画 .a園一圃一・圃一園一田←園・圃・圃邑 厚生労働省保
保発0418第11号 H25.4.17 について

法令第一係
佐藤雅明 H25.4.10 

険局長• 保発0418第13号 H25.4.18 社置会に保険医療(担松本当者歯科の監医査院後)の措
ついて

保指導険監局医療課医療
査室

高見和行 H25. 4. 11 近畿厚生局長

保発0419第1号 H25.4.19 中申央に社会保険医療協議会委員の内
ついて

|保係険局医療課庶務 松田洋一 H25.4.19 大臣官房人事課長 |厚険生局労長働省保

保発0419第2号 H25. 4. 19 

社置会に保つ険い医て療担当者の監査後の措
保険局医療課医療

高見和行 H25.4.17 近畿厚生局長
厚生労働省保

阪(府医療)法人優心会埜村医院大 指導監査室 険局長

保発0419第3号 H25.4.19 社置(会たに保つっ険かい診て医療療担所当者大阪の監府査)後の措 保険局医療課医療
高見和行 H25.4.16 近畿厚生局長

厚生労働省保
指導監査室 険局長

保発0422第1号 H25. 4. 22 職員の人事異動Lついて(内申) 係保険局 J ふ管理 磯部真光 H25. 4. 18 大臣官房人事課 保険局長

社置C.会に保つ.険い.医て療担当者の監査後の措 保険局医療課医療 厚生労働省保
保発0422第2号 H25. 4. 22 

指導監査室
高見和行 H25.4.18 近畿厚生局長

険局長
:滋賀県)



社会保険医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療 厚生労働省保

保発0422第3号 H25.4.22 
置(.につ.い.て.兵庫県) 指導監査室

高見和行 H25.4.18 近畿厚生局長
険局長

社会保険世医.療担.当者の監査後の措 保険局医療課医療 厚生労働省保
保発0422第4号 H25.4.22 置につ

指導監査室
高見和行 H25.4.18 近畿厚生局長

険局長
兵庫県)

車 19回医び報療経告済等実業態務調委査託にに係閉する みずほ情報総研株式会
支出負担行為

保発0423第1号 H25.4.23 る調査及 保険局医療課保険
清水真理子 H25.4.17 社代表取締役社長西

担当官厚生

一式般)競の争評価入結札果(総に合評価落札方 医療企画調査室
j畢順一 労長働省保険局

ついて

保発0423第2号 H25. 4. 23 身分証明書発日行採等用申に請伴にうつ発行いて
(4月 19 B t~U!l I:: j!f.? ~HÏ:$t) 

I保係険局総務課管理 杉山雄一郎 H25.4.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0423第3号 H25. 4. 23 身分証明書日発付採行等用に申請伴にうついて
(5月1 発行分)

杉 山雄一郎 H25. 4. 23 大臣官房人事課長 保険局長

平成24年度保険料て等(交平付金の交
保険局険理保協第険会三課管係全理室国 全国健康保険協会理事

保発0423第4号 H25.4.23 付2額月分の通)知につい 成25年 健康保 石田秀樹 H25. 4. 22 保険局長
運営管

長

|婁 市一の施部術改正に係につる掘L の 保険局医療課医療 都道府県知事、地方厚 厚生労働省保
保発0424第1号 H25.4.24 I算知定)基準の 、て(通 係

西窪学 H25. 4. 19 
生(支)局長 険局長

保発0424第2号 H25.4.24 柔道整復師の施術に係る療養費に 1:険局医療課医療 西窪学 H25. 4.19 都生道(府支)県知局事長、 地方厚 1厚険生局労長働省保
ついて

保発0424第3号 H25. 4. 24 属はマ瞳ッりサ師畠ーの、支きジ給ゅ・指にう師圧つ及師いびのて施あ(術通ん摩知に係)・る
保険局医療課医療

酋窪学 H25.4.19 都道府県知事、地方厚 厚生労働省保
係 生(支)局長 険局長

保発0425第1号 H25.4.12 平成の実2施5年に社会医療診療行為別調
査 ついて(通知)

保法険令局第医ー係療課企画 佐藤雅明 H25.4.9 都道府県知事等 |厚険生局労長働省保

社会保険医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療 厚生労働省保

保発0425第2号 H25.4.25 
置・に・つ圃いて・福島県) 指導監査室

伊藤好夫 H25. 4. 10 東北厚生局長
険局長

地方社会保険医療協議会委員及知び) 保険局医療課庶務
関東信越厚生局長、四

厚生労働省保
保発0425第3号 H25. 4. 25 

臨(時関委東員ーの拙委.嘱四国につ・九いて州)(通 係
須賀敬志郎 H25.4.24 国州厚厚生生局(支長) 局長、 九 険局長

保発0425第4号 H25.4.25 社会保障審内議申会)臨時委員の任免1::
ついて(

保係険局総務課管理 磯部真光 H25. 4. 25 大臣官房人事課長 保険局長

後期晶齢者医療毎月事業状況報告
(事業月報)に係る全国デ一書提

保険局調査課高齢 保険局長木
保発0426第1号 H25.4.24 供について(平成24年9月分及び 及川輝子 H25. 4. 23 鹿児島県知事

12月分低所得 1該当者、 2該当
者医療調査係 倉敬之

者)



保発0502第1号 H25.4.17 山 5ミ...."口工Z孟匡弓子v.....x..1・'JlAJ.t.l.....-'....・ I'I' I-!.X財I~政1 "'" J匹"1正!:/.IRpt;:由民 宮田 竜一
て(大臣通知及び局長通知) (暫 課 第一係

-L¥ 

保発0507第1号 雄一郎

保発0507第2号 保険局医療課医療
立石孝志

指導監査室

保発0507第3号 阿部真純

保発0507第4号

保発0507第5号 H25. 5. 71閉 眠.e;，Iエ問、且呂田問、 l!itIヱ 1:車問刷匡開訴巴T白|黒田
骨目 '-B目-d-7. E 昔日官肺主告主.n、E担.::b:.n"¥ d:::>" I r;:c:-.r昔;#1-唱止2宮 宏

保発0509第1号 小原航洋

H25.5 

保発0509第3号 H25.5.9 査)業務その 2等』における企画
同，1'!，:1(./1'IJ Id.間同不正二日'"

小原 航洋
|提託案に審の評価結果及ぴ本事業の委

法令第二係

ついて
地方社会保険医療協議会委員及び

保険局医療課庶務
保発0509第4号 H25.5.9 臨(時関委東信員越の委・嘱中国につ四国いて)(内申) 係

須賀 敬志郎

平別成会計2歳5年出度予算東の日移本大替震え災に復つ興い特て 保険局保険課全国
0第1号 H25.5.10 1 .A.r-;:1t.古島 E主.1ロ昨ゐ4先..6.<<<唾;'IIÛ;'~時土"" 健康保険協会管理室 石田 秀樹

4第1号 H25. 5. 141:';開'a}，肌 ω+止問問同町官相円 l開眼阿同闘官官匝慌時|村井
草草 Eヨ竺1 由E告".，ー田園....空二Z圭司..，圭量~，-....... 回...，回，吾田宮舟J>; 康平

H25.2. 

H25. 5 

H25. 5. 21アイテツク株式会社代
表取締役関隆夫

H25.5 
:Z;;;:i..1.1 ¥，-:0<.司λ車市

秀

H25. 5. 8 大臣官房人事課長

H25.5.7 大臣官房会計課長

H25.4.30 社会保険診療報酬支払
唱す」晶、空間τ主""

厚生労働省保
険局長



l国民健設康整保備険調整父付金領(直のー営 保険局国民健康保険 厚生労働省保
保発0515第1号 H25.5.15 診部療改施E 分)J取扱要 竹内紘季 H25. 4. 16 都道府県知事

について
課施設係 険局長

保発0515第2号 H25.5.15 職員の人事異動Lついて(内申) 1俸柑且F司有事務諒旨埋 磯部真光 H25.5.15 大臣官房人事課長 保険局長

保発0515第3号 H25.5.15 歯(科承技認工申料請調)査の変更l、ついて 保法険令第局二医係療課企画 国岡正臣 H25.5.14 大臣官房統計情報部長 I厚険生局労長働省保

保発0515第4号 H25. 2. 21 
平成25年度後期晶齢者医療制度事 保険局晶齢者医療課

木戸地泰孝 H25.3.19 都道府県知事
厚生労働省保

業について(実施要綱) 監理係 険局長

平成主5年度後期晶齢者医療制度関
保険局高齢者医療課

都道府県知事
厚生労働省保

保発0515第5号 H25. 3. 21 係業務事業の実施について(実施
監理係

木戸地泰孝 H25.3.19 公益社団法人国民健康
険局長

要綱) 保険中央会会長

平成25年度東日本大震災復旧・復
保険局高齢者医療課 厚生労働省保

保発0515第6号 H25.3.21 興に係る後期高齢者医療制度事業 木 戸地泰孝 H25.3.19 都道府県知事
について(実施要綱)

監理係 険局長

平成25年度局齢者医療運営円滑
保険局高齢者医療課 合連合会会長、東京都 厚生労働省保

保発0515第7号 H25.5.15 化等事業の実施について(実施要
財政係

奥村実香 H25.2.18 
総4声認合..組....合宮保険施設振興 険局長

項の部改正)

平成25年度後期高齢者医療制度関
保険局高齢者医療課

都道府県知事
厚生労働省保

保発0515第11号 H25.4.12 係業務事業費の国庫補助について
監理係

木戸地泰孝 H25.3.19 公益社団法人国民健康
険局長

(交付要綱) 保険中央会会長

保発0516第1号 H25.5.16 
体外診断用医薬品の保険適用につ 保法険令局第二医係療課企画 大胡田純一 H25.5.14 公会益長社団法人日本医師 厚障生局労長働省保
いて

保発0516第4号 H25.5.16 指定訪問看護事る者業者の認の指定定にを受け
ることができ ついて

係保険局医療課医療 峯隼人 H25.5.10 関東信越厚生局長 享倹生局労長働省保

保発0517第1号 H25.5.17 l使果理用済白書告ク(平シー成乗25車年4点月検)・保存結 糟谷昌芳 H25.5.17 大臣官房会計課長 保険局長

地方社会保越の険委-・嘱医中療国に協つ四議国い会て)委員及知び) 保険局医療課庶務 関東信越厚生局長、中 厚生労働省保
保発0517第2号 H25.5.17 臨{時問委責員ー (通 係

須賀敬志郎 H25.5.16 
国四国厚生局長 険局長

保発0517第3号 H25. 5. 17 地の方委嘱社会に保険医療協肉議申会)臨時委員
ついて(i1'IlfI) (九州)

保係険局医療課庶務 須賀敬志郎 H25.5.16 大臣官房人事課長

調諸平成整等交に25年度のて後交(期通付高知( 齢者医療財政 保険局高齢者医療課
北北広域海海道道連知後合事期長高他他齢44者66件件医療

厚生労働省保
保発0520第1号 H25.5.20 付金 当初交付)申 財政係 」

白井 友也 H25.5.15 
険局長

つい ) 

第 19回医療経済実態調査(医療
保険局医療課保険

公師会益社会長団法、人公益社日本団法医
厚生労働省保

保発0520第2号 H25. 5. 20 機関等調査)の実施にあたっての
医療企画調査室

清水真理子 H25.5.16 人 日本歯科医師会会
険局長

協力依頼について 長、公益社団法人 日
本薬剤師会会長



第 19回医療経済実態調査の調査
保険局医療課保険1;青水真理子 1

|みずほ情報総研株式会
保発0520第3号 H25. 5. 201及び報告等業務の契約締結につい H25.5.16社代表取締役社長西

て
医療企画調査室

第1号 H25. 5. 21 状1平成25年度務保』険に医療る(材指申料定出統等)使計用調 保険局医療課企画
田岡 E臣 H25.5.17 大臣官房統計情報部長

査況豆電調の査使用業につい係て 法令第二係

務l平成2係5年る度指歯科技エ調料査調票査の使業用 保険局医療課企画
保発0521第2号 H25.5.21 」に 定統計 ~+"j色、告tr- n; 田岡 E臣 H25.5.17 大臣官房統計情報部長

保発0522第1号 H25.5.22 定への国庫補助の繰入について 満

号 H25.5 雅明

H25.5. 国民健康保険事業年報に係る情報 保険局調査課数理
隆 H25.5 桂一回

保発0524第1号 H25. 5. 241明証』開V酬且、T陥ιu 十''''"凶~ I州 問 問 B由民間-"'-幽|小原航洋
ー 士、盛 世z..I'T¥ 1 • I'T¥割仙値抽，ー0"""¥ I :.T..6.住吉-'" H25.5. 

H25. 5. 241明日正1-1m'(1)酬且、-rl叫 ιu十属国J 同引...，ロ!J i2S:i.駅員耳障 -"'-陸自

小原航洋 H25.5 +、品由その 2等」の契約締結に 法令第二係

保発0527第1号 71す「全醐保険協会業績評価に関 保険局保険課企画
井上 昌彦H25.5.2 る検討会J参加の依頼について 法令第一係

" 
H25. 5. 271す「全国健康保険協会業績評価に関保険局保険課企画 井上 昌彦 H25. 5. 21 |早院稲長田大嶋学村学和術院恵 ほ 厚生労働省保

る検討会」参加の依頼について法令第一係
ーι‘

険局長

社会保険医療担E誼錨益計
保発0527第5号 H25. 5. 271置について( 保険局医療課医療|森山伊久夫| H25.5 

静岡県) 指導監査室

九州地方社会保険医療協議会委員

号 H25. 5. 281及び臨時委員の委嘱について(通保z 険局医療課庶務 須賀敬志郎 H25.5 



県、富山県、三重県、
広島県、山口県、徳島

1号 H25. 5. 231安定化基準超過費用額共同負担金|亙l守ZL昌三Efj車再隅|太田 朋宏 H25. 5. 91県、香川県、愛媛県、 I 厚生労働省保
高知県、福岡県、佐賀 険局長
県、熊本県、大分県、
宮崎県及び鹿児島県の

計管理者

H25.5.291置について(たかはし眼科・大阪 I~~~f~支部匡据|高層 和行 H25. 5. 171近畿厚生局長
険局長

和行 H25. 5. 171近畿厚生局長
|厚生労働省保
険局長

和行 H25. 5. 171近畿厚生局長 |厚生労働省保
険局長

和行 H25. 5.171近畿厚生局長
|厚生労働省保
険局長

和行 H限悶即2お別即一5口山山5引叩1η7戸生局長 |険局長

支出負
""'...竺~Ll.Jr.:!::'I ... n..!l:::市f:o.d. 1+口止1<障句

H25. 5. 301費等国庫負担金の交付決定につい |EEJ2同町官陣臨時|奥村 実香

長内福美 H25.5.28 大臣官房統計情報部長 保険局長

都道府県知事
厚生労働省保

山本賢一 H25.5.22 公益社団法人国民健康
険局長

唯宇 H25.5.24 I~出直属障問山哩申 保険局長

唯宇 H25. 5. 24 健康保険組合理事長 保険局長

唯字 H25.5.24 都道府県知事 保険局長

唯宇 H25.5.24 地方厚生(支)局長



保発0531第5号 H25.5.31 健康保険法等の一部を改正する法 保険局保険課企画|分部 唯字 H25. 5. 241耳、札""''''眠官需担問 |保険局長
律等の施行について 法令第一係 ヨ士:-+1唱.....、主阿曽'1"5 r:胃 Eロ

平成24年度保険料等交付金の交 保険局保臨
保発0531第7号 H25.5.31 付額の通知について(平成25年 健康保険協会管理室|石田 秀樹 H25.5. 

保発0531第8号 H25. 5. 301:~~~~~士竺.‘S:W'~L品ι フ'Q)"品 |fflr:2」官且師 ι 閏 |新田 浩之 H25.5 

保発0531第9号 H25. 5. 31 r~:~三崎』川ヲ'Q) IX品目寸間人相1- I!:~:;~~凪師正問 |大胡田 純一| H25.5 

第10号 H25. 5. 311、醐且世l開刊・民宿岨鼠醐且」品 1:不間同出臨時再開|清水
- 円，1*r-̂-圭宜t:...1.L d......u:-号凡 官主;"~=吾I有 国 0，量....A.==，司廿."" 真理子| H25. 5. 30l; l c 巴 日 眉 肌fj11同刊日"""

険局長

第11号 H25. 5. 31 |等通知の認)可処理要領について(局長 健運営康保管険理協第会三係管理室
石田 秀樹 H25. 4. 221全長国健康保険協会理事 保険局長

第13号 H25.5.31 児童手当関係諸用紙の配布申請に |保係険局総務課管理 杉山 雄一郎
• I士E由~.ð.吾よ圭回』副『盲

ついて
JCI ø.o.~.r.f;:;;;主Z 回目望書恒雪~5õ!.......r+tr+唱 1-.-..1 、 I回目"'Fコロ;::""*'-=固"'"宣'"

保発0531第14号
‘ー、 ，、_J

保発0604第1号 H25.6.3 
行政不服審査法に基づく審査請求 保険局医療課企画

佐藤 雅明 H25.5. 1-......' 、~， h と~.ð.告~_n;

保発0604第3号 H25.6. 日民中口円主主弓子k出周忌T用申'J ¥.i屯7且 J 五E""~
秀樹 H25.5. 

変更交付決定について(大臣通知

保発0604第4号 H25.6. 秀樹 H25.5 

保発0606第1号 敬志郎 H25.6 

保発0606第2号 田 純一 H25.6. 

保発0606第4号 の懲戒処分について 晃 H25.6. 

「医療技術の評価・再評価に関す
保険局医療課企画

三菱UFJリサーチ&コン
保発0610第1号 H25. 6. 101る支援業務Jに係る契約締結につ

法令第二係
大胡田 純一 H25. 6. 7 サルテイング株式会社

いて 取締役社長水野俊秀



平に係成2る5年平成5月 1 日付期け新高設齢者保給険者付
保発0611第1号 H25. 6. 11 

25年度前 保険局高齢者医療課
村井康平 H25目 6.3 

社会保険診療報酬支払 厚生労働省保
費見込額等に関する承認申請につ 財政調整係 基金理事長 険局長
いて

保発0611第2号 H25. 6. 11 職員の人事異動について(内申) |係
世、扮諒富埋

磯部真光 H25. 6. 6 大臣官房人事課長 保険局長

全国健康保険協会船員保険協議会 保険局理険保協第険会二課係管全理国
東京大学大学院法学政

保発0612第1号 H25. 6. 12 
委員の委嘱について(依頼)

健康保 室 矢作靖 H25. 6. 11 治学研究科長他 11 保険局長
|運営管 人

保発0612第2号 H25. 6. 12 |中申央に社会保険医療協議会委員の内
ついて

|保険局医療課庶務
松田洋一 H25.6.12 大臣官房人事課長

平成24年度国民健康調整交付金
保険局国民健康保険 官署支出官

担支出当負官担厚行為生
保発0612第3号 H25. 6. 12 (直営診療施設整備分)の交付額

課施設係
竹内紘季 H25.5.30 

都道府県会計管理者
の確定について

保発0612第4号 H25.6.12 職員の人事異動について(肉申) l係t.'f:I!lIt局総務課官埋 磯部真光 H25.6.12 大臣官房人事課長 保険局長

保発0613第1号 H25.6.13 職員の昇格について(内申)
保険局総務課管理

磯部真光 H25. 6. 13 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成の2(通交5年付知度)(国民健交付康保)険調整交 保険局国民健康保険 厚生労働省保
保発0613第2号 H25. 6. 13 付金 当初 申請につ

課財政第二係
武藤敬宏 H25. 6. 11 都道府県知事

険局長
いて

平成25年度国民健康保険高額医
保険局国民健康保険 官署支出官都道府県会

担支出当負官担厚行為生

保発0614第1号 H25. 5. 31 療費共同事業負担金の交付決定に 富田竜一 H25.5.22 
ついて(大臣通知及び局長通知)

課財政第一係 計管理者 労長働省保険局

平成25年度菌民健康保険療養給
保険局国民健康保険 官署支出官都道府県会

支担出当負官担行厚為生

保発0614第2号 H25.6.12 付費等負担金等の追加交付決定に 宮田 竜一 H25.5.29 
ついて(大臣通知及び局長通知)

課財政第一係 計管理者 労長働省保険局

|クヲイ・ l診 z調」現査地のたワ

保発0614第3号 H25. 6. 14 
ショップ開催に係る め 保険局医療課庶務

松田洋一 H25.6.13 大臣官房国際課長
厚生労働省保

答の調)査団員の推薦について(回 係 険局長

平険成給付2費5等年度国庫全補国健助康(保負険担協)会金保の 保険局保険課全国
官署支出官大臣官房会

支出負担行為
保発0614第4号 H25. 6. 14 

|追及加び交局付長決i高知定)について (大臣通知
健康保険協会管理室 石田秀樹 H25.6.5 

計課長
担当官保険局

運営管理第三係 長

|地た域めのの改自主革の及推進びを自立図性るたを高めのめ関る
保険局総務課医療 都道府県知事及び医療

保発0614第5号 H25. 6. 14 係法律の整備に関する法律の施行
費適正化対策推進室

近藤亮平 H25. 6. 14 
保険者等関係団体

保険局長

にる法よ律る高の齢一者部改の正医療等のに確保に関す
ついて



H25. 6. 1 亮平 H25. 6. 141医療保険者中央団体等 |保険局長

H25. 6. 171"!;;空竺隅竺守ZF=当官 VJモF芹~V.l f日 I-!~笠宮→~""跡匡需|高号事 和行 H25. 5. 81 中匡l四国厚生局長、四 厚生労働省保
国厚生支局長 険局長

支出負担行為

史明 間 6.101官署支出官各都道府|担当官厚生
県会計管理者 労働省保険局

長

H25.6.17 使存結用済果理告ク由書シ (乗平車成検25討年5点月検)・保 係保険局総務課庶務 糟谷昌芳 H25.6.17 大臣官房会計課長 保険局長

H25. 6. 13重さ常収空口座更E請求書の提出 保保険険局財政総係務課医療
A与ヨ4l1li.，1... 

塩入 f 雅彦 H25. 6. 11 日本銀行業務局企画役

H25. 6. 181医療技術参与(顧問医師団)の委
保険局査医室療 課 医 療 官房人語幽 厚生労働省保

嘱について(肉申)
指導監 指導監査 青山覚 H25. 6. 13 医療技術参

険局長1<< 及び防衛医科大学校長

i叫 n回^巳I巨房訟務総
雅之 H25. 6 

副干面u.VJ副町主L"当相)(.1........."'. "-

平成24年度保険料等父付金の交 |健保康険局保険課全国
保発0618第5号 H25. 6. 18 付額の通知について(平成25年 保険協会管理窒 石田秀樹 H25.6. 

8第6号 H25. 6. 18 |置県)について(倉敷森下病院 岡山
''''''''1';:0::.1ロ!J 1oC!-7)j王国耳1.Q.1JJ¥:

高見和行
指導監査室

B第7号 H25.6.18 
保険医療専門審査員の肉申につい

松田洋一 H25.6 
て

9第1号 H25.6.19外務省への便宜供与依頼について
保険局調査課庶務

梨本篤史 H25. 6. 181外務省アジア大洋州局
係

保発0619第2号 H25.6.19 臨(時北委海道員の・委東嘱北に・ついて=叫〔通知)
保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H25. 6 
係

保発0619第4号 H25. 6. 19 国家公務員共済組合連合会職員の 保険局医療課庶務
佐々木典伯 H25.6. 

実務研修について 係

保発0620第1号 H25.6.20 平成25年度歯力依科頼技工料調査業務に
ついて(協 ) 

保法険令局第二医係療課企画 田岡正臣 H25. 6 

保発0620第2号 H25.6.20 
平成25年度歯科技エ料調査業務に 保険局医療課企画

田岡正臣 H25. 6 戸、目、 1J.c:h-'-品+士吉、 ，.・L>.告書・ーー'""



保発0621第4号

保発0625第1号

保発0625第3号

保発0625第4号

保発0625第5号

保発0626第1号

H25.6. 

H25.6. 

H25.6. 

H25.6. 

H25.6. 

H25.6 

H25.6. 
健康保険組合の設立について(シ
ミックグループ健康保険組合)

H25. 6. 251健康保険組合の設立について(シ|保険局保険課
ミックグループ健康保険組合)

H25.6 
『医療費の動向」調査に係る調査|保険局調査課医療

票情報の提供について(通知機関医療費係

満

勝

航洋

隆行

真光

光夫

光夫

光夫

光夫

福美

H25. 6. 1 

H25.6 

H25.6 

H25.6 

H25.6 
ι市""員 Ia:事""

H25.6.4 大臣官房会計課長

H25. 6. 3筒井孝子

H25. 6. 201大臣官房会計課長

H25. 6. 211大臣官房人事課長

H25. 6 

H25.6 

H25. 6 

H25.6. 

H25.6. 

H25. 6 

国健康保険協会理事

開~/"'J

保険局長

厚生労働省保
険局長

|厚生労働省保
険局長

|保険局長

厚生労働省保
険局長



保発0627第1号 H25.6.27 職員の人事異動について(内申)
I"'Hよ民』ロ」司、c.'Jf，均面本 巨《王

磯部真光 H25.6 

H25.6.27 職員の人事異動について(内申) 磯部真光 H25. 6 

H25.6.28 身分証明書発行等申討について
杉山雄 一 郎 | H25.6 f 胴・....， _ ...... I.I~'宅官官......._，.、" -ζ_..欧・・・ ，、、

高見和行 H25.6 

益田 工 H25.6.27 人事課長

益田 工 H25. 6 

保発0701第4号 H25. 7. 1 益田 工

保発0702第1号 H25. 7 杉 山雄一郎| H25. 7 

保発0703第1号 H25. 7 杉山雄一郎 H25. 7. 3 大臣官房人事課長

H25. 7. 31の委嘱について(肉申) (東北・|医院同""慌開品価 須賀敬志郎 H25.7.3 大臣官房人事課長

H25. 7. 31臨時特例補助金の取扱いについて I~笠宮高齢者医療課 白井 友也 H25.7仲道知事他46件

，、ー暑4・回"，，"CiJ~~ト ， r可・4ーロ=ァ

H25.7.4 医療機器の保険適用について
1制民同医療課企画

大胡田 純一
法令第二係

平成25年度金司の国(東取民扱日健本い康大に保震つ険災い団対て体応連 保険局国民健康保険
H25.6.12 

合分)会交等付補喜助 課 監 理 係
大橋史明 H25.3.1 

H25.7.4 決算検査報告に掲記された事項に 保険局医療課医療
西窪 学 H25. 7 品....L...J... "7 "n O:gJ.'"、-・-_.色._-、 同

H25. 7. 41珂 H 証明盲目日守甲間1....J""、 |岡県同軸柏田昌唖|杉山 雄一郎・-.ヨ ，.， ..... I---L ~m ......._ ，.，. 句・ --~.- ~\.、 = H25.7. 

H25. 7. 41~号宮吾'fJX旦，-竺叫ヱι号号明い円|システム高度化推進|後 能典 H25. 7. 3 会計検査院事務総局第 厚生労働省保

2局長藤崎健一 険局長

H25. 7. 41~すtfまJ7TEt????三」苧明ト川|システム高度化推進|後 能典 H25.7.31大臣官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H25. 5. 151i¥1害臨時特例補助金の取扱につい|豆句史ιE255rri車障問|君嶋 隆行 H25. 5. 141都道府県知事
|厚生労働省保
険局長



保発0705第5号 H25. 7 向元帥UロJ 恒三Z原画;ot::: .1.C.J!:司
大 胡田純一| H25目 6.

令第二係

H25. 7 総務課庶務
糟谷昌芳 H25.7. 

H25.7. 隆行 H25. 7 

H25.7. 磯部真光 H25. 7. 1 

H25.7. 磯部真光 H25. 7. 1 

保発0718第1号 忠晴 H25. 7. 1 臣官房統計情報部長

保発0718第2号 H25. 7 矢作 靖 人事課長

H25.7. 大胡回純一

H25.7. 大胡田 純 一 | H25. 7. 1 

H25. 7. 1 について(通知) 須賀敬志郎
Jt.r!: FF~JロU l'< ""'"ロ!I:.L-'<.

須賀敬志郎 H25. 7. 17 大臣官房人事課長
厚生労働省保

~~;!雇通 東海北陸.，"州j
険局長

関空壁笠智腎喜
医療技術参与(顧問医師団)の委

H25. 7. 181嘱について |指導監査室指導監査|青山覚 H25. 7. 11 

須賀敬 志 郎 | H25. 7. 181大臣官房人事課長
|厚生労働省保
険局長

H25. 7. 221力・コーラウエストグループ健康 I!!~~ 開眼師間帯|片居木 伸幸| H25. 7. 181近畿厚生局長
|厚生労働省保
険局長

H25. 7. 221 カ・コーラウエストグループ健康 I!~~~ 陣眠開田骨|片居木伸幸| H25. 7. 181グループ健康保険組合 |厚険生局労長働省保



保発0726第4号

保発0726第5号

保発0726第6号

保発0729第1号

H25. 7. 221 力 E コーラウエストグループ健康 I~~~ 障問問 T日時|片居木 伸幸|

H25. 7. 221 力・コーラウエストグループ健康 I!:~宮障問跡調帯|片屠木伸幸|

H25. 7. 2 21保力険・組コー合)ラウエストグループ健康
同ζPX/I'!J l;;y;:t苦尾昌耳障 T日母音声

片居木伸幸
調整係

H25.7.22使←用H 済E 司ヲクムーシ，乗=車4 券町等』点内【検、・保保=険局総務課庶務 糟谷 昌芳

H25.7.221定への国庫補助の繰入について l健康保険協会管理窒 l細野満

H25. 7. 1OI.n'!芝 01 聖目工呈立宮亘土立正むよ I~~笠宮岡田官臣官白木|白井 友也

H25. 7. 241置について(恵みクリニック 和|指1車導隅監周査匡室需跡匡需 高見和行

保監理険局係 高齢者医療課 金田一. 正太

を改正する

う関係政令宝|保険局保険課企画
H25. 7. 261整備等及び経過措置に関する政咽|l法令第一係

の一部を改正する政令等の施行に'

H25.7. 

ついて

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 l

~I保険局保険課企画
整備等及び経遇措置に関する政官|

|法令第一係
の一部を改正する政令等の施行に 1

ついて

英晃

英晃

英晃

H25. 7 医療課庶務 1
1須賀敬志郎

H25. 7. 181全長国健康保険協会理事 1厚険生局労長働省保

H25. 7. 181菅原時限租固定百云云 厚生労働省保
険局長

H25. 7. 18札 " "1軍眠世間報聞Z 払 厚生労働省保
基金理事長 険局長

H25.7.22大臣官房会計課長 保険局長

H25. 7. 181!房-出会官計厚課生長労働大臣官 保険局長

H25. 7. 31大臣官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H25. 7. 11 近畿厚生局長
厚生労働省保
険局長

H25.7.叩.....=骨百品乱調 E
厚生労働省保

H25.7. 

H25. 7 国健康保険協会理事 l 
l保険局長

H25.7. 

H25. 7 



地方社会保険医療協議会委員及び
北海道厚生局長、東海

保発0729第3号 H25.7.29 
臨時委員の委嘱について(通知) 保険局医療課庶務

須賀敬志郎 H25.7.29 北陸厚生局長、近畿厚
厚生労働省保

(北海道・東海北陸・近畿・九 係 険局長
州)

生局長、九州厚生局長

社会保険医療担当者の監歯査科後医の措 保険局医療課医療
佐々木真

厚生労働省保保発0730第1号 H25.7.30 |置鹿児につ島県い)て(しぱやま 院 指導監査室
H25. 7. 9 九州厚生局長

険局長

保発0730第2号 H25.7.30 身分聡明書日発採行用等1::::坐申請玉発に行つ分いて
(8月 1B í*ml::::j~':B'MT:n') 

1:険局総務課管理 杉山雄一郎 H25.7.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発0730第3号 H25. 7. 30 職員の人事異動について(内申)
保険局総務課管理

機部真光 H25.7.30 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成24年度国民健付康額保の険確保険に基つ盤い 保険局国民健康保険 官署支出官 厚生労働省保保発0731第1号 H25.7.31 
安て定(負通担知依金頼の交) 定 課財政第二係

武藤敬宏 H25.5.15 
都道府県会計管理者 険局長

保発0801第1号 H25.8.1 育児休業の申請について(内申)
保険局総務課管理

磯部真光 H25.8.1 大臣官房人事課長 保険局長
係

保発0801第2号 H25. 8. 1 
体外診断用医薬品の保険適用につ 保法令険第局二医係療課企画 大 胡田純一 H25. 7. 31 会公益長社団法人日本医師 1厚険生局労長働省保
いて

ルぽ直2，Jセ供lH.にプm関ト情す周報知るガに・特イつ定いド検てラ診イ等ン情の報改正の
保険局ム総高務度課化保険 経済産業省産業技術環 厚生労働省保

保発0801第3号 H25.8.1 |主ステ 推進 塩野友久 H25.7.31 
境局長他2名 険局長

I提及レセ供びにそブ関の卜情す周報知るガに・特定検診等ン情の報改正の 保険局ム総高務度課化保険 厚生労働省保
保発0801第4号 H25.8.1 イドライ |窒システ 推進 塩野友久 H25. 7. 31 各都道府県知事

険局長
ついて

提及レ供セびそにプ関のト情す周報知るにガ・特イつ定いド検てラ診イ等ン情の報改正の
保険局ム総高務度課化保推険 国民健康保険中央会会 厚生労働省保

保発0801第5号 H25. 8. 1 |室システ 進 塩野友久 H25. 7. 31 
長{也5名 険局長

提Hレm供セ委嘱ブ二関ト二情つす報るい 特定倹診等ン情の緩改のE 
保険局ム総高務度課化保険 各研究開発法人理事長 厚生労働省保

保発0801第6号 H25.8.1 ガイドライ |シ幸ステ 推進 塩野友久 H25.7.31 

保てに険つ(医内い療て申協)議会委員

(館長) 険局長

保発0801第7号 H25.8.1 須賀敬志郎 H25. 8. 1 大臣官房人事課長

I特術施定にを保健指導における情報通信の実技 保険局総務課医療
保険局長

保発0801第8号 H25.8.1 活用した面綾による指導 企費適画係E化対策推進室 富安知朔 H25. 7. 29 都道府県知事
健康局長

ついて

保発0802第1号 H25.8.2 
会計実地検査の結果について(回

保険局国民健康保険
君嶋隆行

会計検査院事務総局第2 厚生労働省保

答(非) .調の算定について) 課財政第二係
H25. 7. 23 

局長 険局長

保発0802第2号 H25.8.2 

会答計)l の結果1::::ついて(回
保険局国民健康保険

君嶋隆行 H25.7.29 会計検査院事務総局第2厚生労働省保

て(地)単調整率の算定誤りについ 課財政第二係 局長 険局長

保発0802第3号 H25.8.2 
会答計)実地検査の結果について(回 保険局国民健康保険

君嶋隆行 H25.7.29 
会計検査院事務総局第2 厚生労働省保

課財政第二係 局長 険局長
(佐賀県、沖縄県、埼玉県)



H25. 8. 2置戸F成につ2い5て(グレース歯科医院
保険局医療課医療

森 山伊久夫 H25. 7. 30 北海道厚生局長
厚生労働省保

指導監査室 険局長

年度保険料等交付金の父 保険局保険課全国 ^-<司"".."，白血....告~=悼F E 創』品

号 H25.8. 

保発0805第3号 H25. 8. 5 "'"面白岡田μ守 τ守 W切JιI'J lI! ¥ lJa. -py;; a孟"'.... 
保険局保険課 佐藤基之 H25. 7 

業)の交付額の確定について(局
知

平 24年度厚生労働科学研再
保発0806第1号 H25. 8. 6補助金(厚生労働科学特別研究事保沖険A 局せ-医z療課企画 小原航洋 H25. 6. 71帽ノ:J/A耐

l険局長

H25.8.6 1-'巧言、，，..即I(，Lu品←陪己目117田"司固有-aiFl口1'J ~PXIロ" 1司固有官"."支配本 村井康平 H25. 8. 5 Tム::z::;:::tt;:Il.!R.面"預言キ民団n;>ζ"， 厚生労働省保

|費い見7込額等に関する承認申請につ 財政調整係 基金理事長 険局長

H25.8.6 職員の昇格について(肉申) 磯部真光 H25.8 

保発0806第4号 H25. 8. 6 |及知中園び]地臨方時社委会員保の険委嘱医療に協つ議い会て委(通員
保険局医療課庶務

須賀敬志郎| H25.8 
係

社会保つ険い医て療(担ど当う者まのえ監査後の措 保険局医療課医療
保発0806第5号 H25.8.6置に 鈴木歯科ク

指導監査室
森山伊久夫| H25.7. 

保発0806第6号 H25. 8. 61置について(医療法人松陽会 松|保指導険局監査医室療 課 医 療 森 山伊久夫 l H25.7. 

保発0807第2号 H25. 8. 2¥雲問主 吋宜有明即'J1II、(国の保支組出合負 課国民健康保険組合 l吉田 大介 H25. 7 
係

保発0807第7号 H25.8.7 置について(やましたクリニッ 保 険 局 医 療 課 医 療 | 高 見和行 H25.8. 
ク 兵

指導監査室

保発0807第8号 H25.8.7 社会保険医療担当者の監査後の措 保険局医療部匡慌
高見和行 H25.8. 

について(くぼた目 ・:大 '1') 旨 監 査 室
社会保険医療担当者の監査a の目

保険局医療課医療
保発0807第9号 H25. 8. 7 置につい(たけはらクリニック:

指導監査室
高見和行 H25.8. 

大

保発0807第12号 H25.8.7 
全国健康保険協会の会計監査人の

矢作靖 H25.8 
選任について

3号
'" 

松田 洋一 H25.8 



保発0807第14号 H25. 8. 6 催催弟b]にI但つl社い会て保(l日民指本導医者師講会習と会の共の開 I保係険局医療課庶務 松田洋一 H25.8.6 却日首席l阜朝1車 |間険局長働省保 I

保発0807第15号 H25. 8. 6 平のと成開の2催共5催年に度)つ社い会て保(険日指本導歯者科研医修師会会 I保係険局医療課庶務 松田洋一 H25. 8. 6 ま也万l享呈(支)局長 |厚障生畠労辱働省保

保発0807第16号 H25.8.6 平のと成開の2催共5催年にE) ていEて剛(拭日間本帯歯官科明医師陪会E 保係原局医療課庶務 松田洋一 H25.8 ~"信 JR手金=属ヒフ阜ヨ'O/J望書1*

冨著支出官 司I:@H'す県

平成24年度国民健康保険団体連
|課保険監局理係国民健康保険 |蒜極官都道府県|信歪1副 官 悼:1号 H25.8.ι 交付額の確定につ 大橋史明 H25. 7. 16 

|いて[連合会・中央会]

舗宮会官署署計支警課支出出長官官宮 大臣官房

夫福島臣官県房会 I厚恰生毘労阜働省保保発0808第2号 H25.8.2 大橋 史明 H25. 7. 16 

l保課険監局理係国民健康保険
詰暑 1 ー日 都道府県 I睡e，J;;.働省保保発0808第3号 H25.8.2 大橋史明 H25. 7. 16 
E ロ1昌也官

間 8.5轟雪量伊保
保指係険導監局査医室療課医療1，ロ H25. 8. 9 嘱医療に技術参与(顧問医師団)の委:1号 指導監査 青山 覚

ついてく内申)

長及び日高病院長

H25.8.9 

査お
ついて (員医療UJ保航f険士部 長国他民健1名E 館 m"""" イ町宮居阜保発0809第2号 糟谷昌芳 H25， 8. 9 

1，ロ ，~ H25.8.9 「審査員の内申につい 1:険局
庶務

松田 洋 H25. 8. 9 大臣官房人事課長 厚I詮コ毘二刀EZ1EUj官 1木ー， て

112第2号 H25. 8. 12 度約I一等締般結に病関に棟すつ等るい調のて J看に護係一る一契 !保法令険第局二医係療課企画 大胡田純 H25.8.12 時霊語引表001取育締報郁役朗社棉長 西 1厚恰生鳳労阜働省保

保発0813第1号
ー131平臨成時』25年度後期晶齢者医療災害

保目オ険酌係局晶齢者医療課 官署支出官福島県会計 担支労長働出当箆官省型保厚行険為生局H25. 8. 131 1íðimt~ 山叩劫金の交付決定 1::つい 白井 友也 H25.7.31 
管理者

て

保発0813第2号 H25.8.13 平等用補者成2助保5金年険運度の高交営齢付円者決滑化医定療推に運進つ事宮いて業円分滑(被化) 
保険局保険課健康

|越中谷勝 H25.8.13 大臣官房会計課長 保険局長
和田'I¥LI， I-l I巾



平成25年度特(例通国補知民健助依康金頼保の) 険 (組合) 保険局国民健康保険 厚生労働省保
保発0816第1号 H25.8.16 災害臨時 交付決定等

課財政第二係
武藤敬宏 H25. 8. 1 都道府県会計管理者

険局長
について

平成25年度年金特別会計健い康て勘 保険局保険課全国
支出官厚生労働大臣官

保発0819第1号 H25.8.19 
定ffiへ月の2国日庫繰補入助)の繰入につ |健運康営保管理険協第会二係管理室

細野満 H25.8.14 
房会計課長

保険局長

保発0819第2号 H25.8.19 |使存結用済果理タクシ 乗車券25等年7点月検)・保
由童(平成 糟谷昌芳 H25.8.19 大臣官房会計課長 保険局長

一、 1:身争(分)6証月明2書1発日行付等採用申請に伴について 保険局総務課管理
保発0820第1号 H25.8.20 う発行

係
杉山雄一郎 H25.8.20 大臣官房会計課長 保険局長

社会保険医て療(担京都当者市壬の監査後の措 保険局医療謀医療 厚生労働省保保発0820第2号 H25.8.20 i置京都につ府)い 生診療所 指導監査室
高見和行 H25. 8. 14 近畿厚生局長

険局長

社会保険医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療 厚生労働省保

保発0820第3号 H25.8.20 置について(よねだ医院:徳島 高見和行 H25.8.16 四国厚生支局長
県)

指導監査室 険局長

健康保険一括適用事業所の承認に
関東信越厚生局長ニ

保発0820第4号 H25. 8. 20 ついて(三菱倉庫株式会社他1 保険局保険課指導
大木嘉人 H25. 8.16 菱健康保険組合理事長 厚生労働省保

件)
調整係 帝石健康保険組合理事 険局長

長

健康保険括適用事業所の承認1::
保険局保険課指導 三菱健康保険組合理事 厚生労働省保

保発0820第5号 H25.8.20 ついて(三菱倉庫株式会社他1 大木嘉人 H25. 8. 16 
件)

調整係 長 険局長

健康保険一括適用事業所の承認l、
保険局保険課指導 厚生労働省保

保発0820第6号 H25. 8. 20 ついて(三菱倉庫株式会社他1 大木嘉人 H25.8.16 関東信越厚生局長
件)

調整係 険局長

健康保険一括適用事業所の承認に
保険局保険課指導 帝石健康保険組合理事 厚生労働省保

保発0820第7号 H25.8.20 ついて(三菱倉庫株式会社他1 大木嘉人 H25.8.16 
件)

調整係 長 険局長

会計実地検査の結果について(回 保険局国民健保康険保組険 会計検査院事務総局第 厚生労働省保
保発0821第1号 H25.8.21 答) (神奈川県、兵庫県、愛知 |課係 国民健康 合 吉田大介 H25.8.9 2局長 険局長

県)
会計実地検査の結果について(回 保険局国民健保険康保組険 会計検査院事務総局第 厚生労働省保

保発0821第2号 H25. 8. 21 答) (神奈川県、兵庫県、愛知 課係 国民健康 合 吉田大介 H25. 8. 9 2局長 険局長
貝)
会計実地検査の結果について(回

課保係険国局民健国康民健保康険組保険合 会計検査院事務総局第 厚生局労働省保保発0821第3号 H25. 8. 21 答県)) (神奈川県、兵庫県、愛知 吉田大介 H25.8.9 2局長 険長

会答計) の・結徳果島に県ついて (回
(愛知県 ・兵庫県・

保険局国民健康保険 会計検査院事務総局第2厚生労働省保
保発0821第4号 H25. 8. 21 鹿児島県 E 岐阜県・茨城県・千葉

課財政第二係
君嶋隆行 H25.8.12 

局長 険局長
野県県・大・神阪府奈川・東県京・都栃木・秋県)田県・長



号 H25. 8.191補業;助)金の交(厚付生決労定働に科学特別研究事
保険局医療課企画|小原航洋 H25.8 

ついて
法令第二係

社会保険医療担当者の監け査し後歯科の措 保険局医療師陣胃
保発0822第2号 H25.8.22 |置院に:宮つ城いて県)(さとうた 医 指導監査室

森山伊久夫 H25.7. 

健玉康県保自険組合の解整散備健について (埼 保険局保険課指導
保発0826第2号 H25.8.26 動車販売 康保険組

調整係
片 居木伸幸

~) 

健康保険組合の解散について(埼
保険局保険課指導

保発0826第3号 H25.8.26 玉県自動車販売整備健康保険組 差回勘m 片 居木伸幸
肱王』耳~""'PX

H25.8.26 玉県自動車販売整備健康保険組
1軍 P且』ロU I不I'X ii'f;: 1日母子

片居木伸幸 H25. 8. 21 
全国健康保険協会理事

保険局長
合)

調整係 長

健康保険組合の解散について(埼
保険局保険課指導 h事 E量cJロ刊.0-.ロL>.‘宮L>.L>..L>.

H25.8.26 玉県自動車販売整備健康保険組
調整係

片居木伸幸
合)

健康保険組合の解散について(埼 JロIJ.O.1=1 Jロ1J.6.~固.f.1::.:C首

保発0826第6号 H25.8. 
合)

副町工亙問Z

保発0826第7号 H25.8.26 1委東北員地の方委社嘱会に保険医療協議会臨時
ついて(通知)

須賀敬志郎 H25.8. 

保発0826第8号 H25.8.26 社会保て障(審肉議申会)臨時委員の任命l、
つい

磯部真光 H25.8. 

レ者セ会プ議ト情審報査等分の提供に関する有 保険局総務課保推険進
保発0827第1号 H25.8.26 |識頼 科会構成員就任依 |室システム高度化 塩野友久 H25.8. 

について

保発0827第2号 H25.8.26 |識頼レ者セに会プつ議いト情審て報査等の提札関する有分科会構成員就任依 |保室シ険ス局ム総高務度課化保険テ 推進 塩野友久 H25.8 

保発0827第3号 H25.8.27 
全国健康保険協会運営委員会委員 保健康険保局険保協険会課管理全室国
の委嘱について(依頼)

矢作靖 H25.8. 

保発0828第1号 H25.8.28 会計検査院実地検査の結果につい I指係導監査室指導監査青山 覚
て(回答)

H25.8. 

保発0828第2号 H25.8.28 職員の人事異動Lついて(内申)
健保保係険康限局局保険総保協務険会課課管全理官埋室国

磯部真光 H25.8. 

平成25年度保険料等交付金の交
保発0829第1号 H25.8.29 付額の通知について(平成25年 石田秀樹 H25.8 



保発0903第2号

保発0903第5号

保発0904第1号

H25.8. 

H25.8 

H25.8.28 険被保険者実態調査について(依
同叩'"問J 副町』正面不 39C..J:::C 

頼)
第一係

衛平事つ生成業い検費て2補査5(協年助所検度金力査依後の期料短交金高付) 調査の実施1::
保法令険局第二医係療課企画H25.9.2 

H25. 9. 2 の交高付齢決者定医に療つ制い度て 保監険理局係 高齢者医療課

H25.9.2 平成調査25年業度務保に険医療材料等力使依頼用状) 
況 ついて(協

保法険令局第二医係療課企画

H25.9.2 
平成25年度保険医療材料等使用状 保険局医療課企画
‘...."'... ・司ー-ー剖....7h-.__圃. . ‘ -戸・ "聞晶一~~~ヨE、 ~""'.A. _・・・ -

H25. 8. 201金(直営診療鮪設整備分)の受付 l課l車問施刷設係出目躍鳳障問

H25. 9. 31官匡開頁λ 官主同臥嗣宜X 刊 Z A |保険局国民健康保険
刊回目抽虚血仲A 謹軸，..，.......脳出吾固課財政第二保

H25.8 

H25.9 

H25. 9 保険局医療課医療
指導監査室

隆行

木谷忠靖

大胡田純一

金回- IE太

田岡 正臣

田岡 正臣

竹内紘季

武藤敬宏

史明

真純

敬志郎

孝士
II，!.' 

H25. 8. 211会計検査院事務総局第2I厚生労働省保
局長 |険局長

l支出負担行為
H25. 8. 71官署支出官大臣官房|担当官保険

会計課長 | 
l局長

H25.8.26 Z邑 1::::!:Il，'G;./，耳~-r，:y;;; 1岳民"由=主唱=.-:po
保険局長

長、地方厚生(支)局
長
~-晶園田r 凸ヨ=...6.. E空 門+岨Z 『冨.~晶品ι届i

H25.8.28 財団法人日本医師会長

H25. 8. 28 地方厚生(支)局長
!限局長

H25. 8. 8 
官署支出官都道府県会 厚生労働省保
計管理者 険局長

H25.7.24 
官署支出官 厚生労働省保
都道府県会計管理者 険局長

H25. 8 

H25.9 



保発0905第1号 H25. 9. 51置について(漬野歯科医院:福岡|指開問導問監査陣室原田陣慌 立石孝志 H25.7. 

保発0906第2号 H25. 9. 61~守国庫且担宜、官制両国胃官匡慣 保険局高齢者医療課 白井友也 H25.8 
|財決政定安等定に化基金負担金分)の交付 財政係

ついて

保発0912第1号 H25.9.12 社会保険審査会委員の海外渡航申 保険局巾 l益田 工害申.-ーー'‘" ，C~胃~"量0=ロヨ司勘.~

保発0912第2号 H25. 9. 12 二己k出1:a./.IRP刊岳民 Inn :Z:;;:J<呈 .:=.~5司!.2i::zr:Jr司t
健康保険協会管理室 矢作靖 H25.9.11 大臣官房人事課長

の発令について(内申) 運品館理時二，、

平成25年度年金特別会計健勘 保険局保険課 国 ~・II~~ 品_..!..!.L""且~

保発0913第1号 H25.9.13 定への国庫補助の繰入について 健康保険協会管理室 細野満
10Fl1日，回入) 運晶由理由二，、

冨呆 医 一当 の の目

保発0913第2号 H25.9.12 
置について ! 保険局医療課医療

長久保貢 H25.9. 1-+= """" "7聞?-A、‘ H tI ;.. .， ーー •• ，..， +包Z首 E世ヲー..士宮

保発0913第4号 H25.9.1 正教 H25. 9. 1 

保発0913第5号 H25. 9. 13 緩者厚生労働大臣表彰に係る被表
日正"，'"即日叩'"属不 11官、f均

村岡正教 H25. 9. 1 
彰者の決定について

係

平関成係業25年度後期晶齢者医療制度 保険局高齢者医療課
3第6号 H25.9.13 務事業費補助金の交付決定

監理係
金田一正太 H25. 8 

について

平成25事年度業後費期晶齢者医療制度 保険局高齢者医療課
保発0913第7号 H25.9.13 関係業務 補助金の交付決定

監理係
金田一正太 H25.8. 

について
平成25年度東日本大震災復旧・

保険局高齢者医療課
保発0918第1号 H25.9.18 復業興費補に係助る後の期交高付齢決者定医に療制度事 監理係

金田一正太 H25.8 
金 ついて

9第1号 H25.9.19 
医療機器及び体外診断用医薬品の 保険局医療課企画

大胡田 純一 H25. 9. 1 J回再4齢、宮'"ロ'ー_.、~ ~+.6.告~-n:

9第2号
同叩且Jロ!J 1o1万正面耳障 .11:.，旦』

大胡回 純一 H25. 9. 1 

片 居木伸幸 H25. 9. 1 

H25. 9. 201ついて(株式会社長谷エコーポ I~雪EflE 開眼師団骨|片居木伸幸 H25.9.19 長谷エ健康保険組合理
事長



H25. 9. 201乎竺EEfEZZTFE』 JU-L け I!:~J~ 陣眠時間帯|片居木 伸幸 H25. 9. 131近~畿H 厚『生回局世長周 悼佃A 市

H25. 9. 201乎竺EEffZZTFt』 JUE 」円 I!':~官陣隅師団骨|片居木 伸幸

H25. 9. 201":""" ~~~~旦立I'J'FF!X ，.... J..... "-け I~~~ 岡県時四守|片居木 伸幸| H25. 9.1 

H25. 9. 201~j竺EE12ZZTFE』 JV 」け I~:;~ 陣隅師団骨!片居木 伸幸| H25. 9. 1 

H25. 9. 201":"竺E1212ZZTFE』 JU'L 円 I~:;~ 陣眠障問骨 l片居木 伸幸| H25. 9. 1 

H25.9. 及び日銭商事 pt;;PXJロ""'"四時本 I国司宇 片居木 伸幸| H25. 9. 1 

保発0920第11号 H25.9 
保険課指導

片居木 伸幸 H25. 9. 1 

2号 H25.9. 
保険課指導

片居木 伸幸 H25.9.1 

3号 H25. 9. 20 1'.L::Z:;;;:f，司'"-'"画::;iJjC干臥回vι'J.¥さI!;:ilLVJ官P"1"h 保険局保険課 高橋 雅之 H25. 9. 1 
監査の について(伺い)

保発0924第1号 H25.9.24 使用済安クシー乗車券等点検・保 保険局総務課庶務
糟谷 昌芳 H25. 9 で'=金量士 a T冒司....吾輩ヨト rτ官官.--P.-'lr: ~n 1:耳、 '" 

H25.9. 
医療課庶務 l

l須賀敬志郎 H25.9 

H25. 9. 241委員及び臨時委員の委嘱について|!?且同臨席部品情 |須賀 敬志郎 H25. 9 

H25. 9. 241工笠三三六ft，E互01脇山 Y 71-V.I1::珪121t耳元btE|山本 賢一 H25. 9. 1 

H25. 9. 261 ""'~~主主!士主，，.，空行巴工ア細則 VJ I!雲間四軸明日目也|長井 晃 H25.9 

H25. 9. 271職員の昇格について(内申) I~問問仙明日目也 l磯部 真光 H25.9 

H25. 9. 271職員の人事異動について(内申) I~間同軸個師昌也|磯部 真光 H25.9 

H25. 9. 271~~vN"十副刷世帯ド......... ¥.，. ¥Y'J I~隅同制柏田昌也|磯部 真光 H25.9 



H25.9 H25. 8. 221大臣官房会計課長 保険局長

H25.9. H25. 8. 221大臣官房会計課長 保険局長

H25. 8. 6 大臣官房会計課長 保険局長
ー割EIl】_v.... ，.... 、E巳 )C! ^...~λ u.，ロU";IX:J.I!!. 運営管理第三係

H25.9.27 職員の人事異動について(内申) 保係|庚局総務課菅埋 磯部真光 H25.9.27 大臣官房人事課長 保険局長

平成25年度保険料等父付金の交
健運保険康営保局管理険保第協険会三課係管理全国室 全国健康保険協会理事

H25.9.30付8額月分の通)知について(平成25年 石田秀樹 H25.9.24 
長

保険局長

日本年金機構理事長、
健康保険法施行規則及び国民年金

保発1001第1号 H25. 9. 301法施行規則の一部を改正する省令保険局」果険課企画|新田 浩之 H25. 9. 301全国健康保険協会理事 |保険局長
の施行について 法令第一係

中園地
保発1002第1号 H25.10.2 及び臨時委員の委嘱について(肉 ""陪~，同J 厄E由主面木 "目、'"守 須賀敬志郎| H25.10 

係

保発1002第2号 H25.10.2 
職員の履歴項の変更及び旧使 保険局総務課管理

磯部真光 H25.9. 
用 の出について肉)

保発1003第1号 H25.10.3 新医薬品及び医療機器の保険適用 保険局医療課企画
大 胡田純一| H25. 9 

について 法令第二係

保発1003第2号 H25.10.3新H 医A 薬h 品f 及び医療機器の保険適用 保険局医療課企画
大胡田 純 一 | H25.9 j去A 時 一一円

保発1004第1号 I!R! 1:: iWi ~ e!I ti':ilfflti~;Jl~t<fÆ: ilfflt~ 1保険局総務課医療H25.10.4輿1::係る国民健康保険特定健康診 費適正化対策推進室 井上昌彦 H25.2 

保発1004第2号 ー |保険局総務課医療|
H25.10.4輿1::係る国民健康保険組合特定健費適E化対策推進室 井上 昌彦 H25.2 

保発1004第3号 H25.10.4輿に係る健康保険組合特定健康診
保険局総務課医療|

H25. 2. 1 費適正化対策推進室 井上昌彦
玉 川の について

平成25年z 日本大震災復旧・復
保険局総務課医療|004第4号 H25.10.4 興に係る全国健康保険協会特定健 車、古-:rJ l . . 叫 主 企 掛 首 長 白 井上 昌彦 H25. 2. 1 



費平等成負2担4年金度(後後期期高高齢齢者者医医療療財給政付
保険局高齢者医療課 官署支出官北海道会

支出負担行為
保発1004第5号 H25.10.4 

|安定定に化基金負担金)の交付額の確 財政係
臼井友也 H25. 9. 17 

計管理者他46件
担当官厚生労

ついて
働省保険局長

平成25年度晶齢者医療運営円滑
支出負担行為

保発1007第1号 H25. 10. 7 
化等補助金の交付決定について 保険局高齢者医療課

奥村実香 H25.9.13 
官署支出官大臣官房会

担当官保険局
(高齢者支援金等負担金助成事 財政係 計課長

業) 長

都道府県知事
国民健康保険中央会会

平成25年度国民健康保険関係功績 保険局国民健康保険
長

厚生労働省保保発1007第3号 H25. 10. 7 
者厚生労働大臣表彰について 課 庶 務 係

角回諭 H25.9.30 全国国民健康保険組合
険局長

協会会長

全国国民健康保険診療
施設協議会会長

東海北陸地方社会員保の険医療協議会 保険局医療課庶務 厚生労働省保
保発1007第4号 H25. 10. 7 委(通員及知)び臨時委 委嘱について 係

須賀敬志郎 H25. 10. 7 東海北陸厚生局長
険局長

l社置分会に県保つ)険い医て療(担後藤当者の監査後の措 保険局医療課医療 厚生労働省保
保発1007第5号 H25. 10. 7 薬局下郡庖:大

指導監査室
佐々木真 H25. 9. 27 九州厚生局長

険局長

保発1008第1号 H25.10.8 

|社置会に保つ険いて医療担当者のー d の措
保険局医療課医療

立石孝志 H25.9.30 関東信越厚生局長
厚生労働省保

(北た浦ま和市整形外科内科:埼玉県さ 指導監査室 険局長
L、

保発1008第2号 H25.10.8 
I社置会に保つい医て療担当者のー の措

保険局医療課医療
立石孝志 H25.9.30 関東信越厚生局長

厚生労働省保

た(佐ま藤市整)形外科肉科 埼玉県さい 指導監査室 険局長

保発1008第3号 H25.10.8 

|社置会に保つ険いて医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療

立石孝志 H25.9.30 関東信越厚生局長
厚生労働省保

(上た小ま市町整)形外科内科:埼玉県さ 指導監査室 険局長
L、
身分証明書発行等申誇について

保険局総務課管理
保発1009第1号 H25.10.9 (1 0月1日付採用に伴う発行

係
杉山雄一郎 H25.10.9 大臣官房人事課長 保険局長

分)

|指D定利統計後調に査等調査票報の転告写DV 保険局調査課医療
保発1010第1号 H25.10.9 用 おける処置 の提出

機関医療費係
長内福美 H25. 10. 4 大臣官房統計情報部長 保険局長

について

保発1010第2号 H25. 10. 10 中園地方社会保険(通医療知協議会委員
の について ) 

l保係険局医療課庶務 須賀敬志郎 H25. 10. 8 中国四国厚生局長

平 25年度後期晶齢者医療に給つ付い 保険局高齢者医療課 官署支出官北海道会計 支出負官担厚行生為労
保発1011第1号 H25. 10. 11 費等国庫負担金の交付決定

財政係
奥村実香 H25.9.27 

管理者他46件
担当

て(追加交付決定分) 働省保険局長



保発1011第2号 吉規 H25.10 

1015第1号 H25.10. 細野満 H25. 10. 11 

015第2号 H25.10. 高見和行 H25.10 

1015第3号 H25.10 医療
和行 H25.10. 

保発1015第4号 H25.10 
医療

高見和行 H25.10 

015第5号 H25. 10. 高見和行 H25.10 

1017第1号 H25.10. 大胡田純一 H25. 10. 11 

1017第2号 H25. 10. 1 大胡田 純一 H25. 10. 11 

1017第3号 H25. 10. 1 益田 工

018第1号 H25. 10. 1 史明

1018第2号 H25. 10. 1 杉山 雄一郎 1H25. 10. 181大臣官房人事課長

1018第3号 H25. 10. 1 奥出吉規 H25.1O. 

1022第1号 H25.10 裕之 間 10.161霊京大学大学院法学政 |保険局長
，ロ学研究科長 山口厚

022第2号 H25.10 片居木伸幸 保険局長



保発1022第3号 片居木伸幸 H25. 10 

Jロ....畳 間-.措置呈圃 E恒'''，

洋一 H25.1O. 

号 H25.10. 昌芳 H25. 10. 

保発1023第2号 昌彦 H25.6 
'"白 15耳障Z文

出官都道府県会

保発1023第3号 H25. 10. 231診査、保健指導国庫負担金等の交|費適正化対策推進室|大和田 英 男 | H25.9.181副管理者、官署支出官
厚生労働省大臣官房会
計課長

H25. 10. 241 (ト-11ルビューティー健康保険 |52ま'21草眠訴間帯|勝見光夫 H25. 10. 17 近畿厚生局長 保険局長

保発1024第6号 H25. 10.241 (トーヲルビューティー健康保険 |ZEEE障問師団骨!勝見 光夫
ビューティビジョン協

H25. 10. 17 同組合理事長古賀正徳 保険局長

H25. 10. 241 (ト -11 ルビューティー健康保険 I!:=~I車問訴田守|勝見光夫 間 10.17宮康保険組合連合会会 保険局長

保発1024第B号 H25.10.24 (ト-11ルビューティー健康保険
1司'I~且H司 1耳， I~民高司， 1同司F 勝見光夫 H25. 10. 17 社会保険診療報酬支払

保険局長
調整係 全企.....，問主主，，=

組合)

保発1024第9号 H25.10.24 !平定財成24書年類度の年提金出特別会計健康勘
l、ついて

|瞳保陰険財局政総係務課医療 塩入雅彦 H25.10. 

平成24年度国民健康保険組合出産 保険局国民健康保険
。号 H25.10.23 育児一時金等補助金の交付額の確 課国民健康保険組合 吉田 大介 H25.10 

定について 係

保発1025第1号 H25.10.25 保険医療尊門審査員の内申等につ
松田 洋一 H25.10 

いて

保発1028第1号 H25.10.28 全国健康保険協会運営委員会委員 保険局保険課全国
矢作靖 1 H25.10. 

の委嘱について(依頼) 健康保険協会管理室

社会保障審議会臨時委員の就任1::
保険局総務課庶務 i糟谷保発1029第1号 H25.10.29かかる依頼について(医療保険部 昌芳 1 H25.10 
係

「薬剤使用状況等に関する調査研
保発1030第1号 H25. 10. 301究」の入札に係る総合評価落札方|保険局医療課 |石川真樹 H25. 10. 

式について(協議)



保発1031第1号 H25. 8. 21晴電車穴lロ '.J:X: 1リ闇VJ時|保険局国民健康保険 |宮田 竜一 H25.6. 由『ー(ハザ/ー....=官h円 1 刊 ロ E 官課財政第一係

保発1031第2号 H25. 8. 5児一時金補助金の交付額の確定に 保険局国民健康保険 |宮田竜一
財政第一係

保発1031第3号 H25. 10. 1 
保険局国民健，車問』且

竜一 H25.8. 
財政第一係

保発1105第1号 H25. 11. 敬志郎

保発1106第1号 昌彦 H25.1O. 

保発1106第2号 ，c....ロ'-I.:r....，ョr 雅彦 H25. 11. 

保発1107第1号

真光

H25. 11 覚

107第2号 H25.1 1. 71~国健康保険協会運営委員会委員
|の発令について(肉申)

H25. 11. 71関東雪替地方埜会保険E 須賀敬志郎

矢作靖

H25.11 

H25. 11 

H25. 11 107第3号

保発1107第4号 英男

1111第1号 H25. 11 史明

111第2号 H25. 11. 11 洋

1112第1号

112第2号

H25. 11. 1 

H25. 11. 1 

真光

H25. 10. 1 

大臣官房人事課長

H25. 11. 121大臣官房人事課長



保発1114第1号 H25. 11. 14 la í.層克明"唖..，比U' 1't' 7 r' a:::;悶Ir口伝~~口口 v， I"'I~JI副長E由主E不』ι I!!!I
大胡回 純一 IH25. 11. 

適用について j去.<>.~骨一
ーハ

保発1114第2号 H25. 11. 14 医療機器及体外診断用医薬品の 保険局医療課企画
大胡回 純一 IH25. 11. 

適用について 法A ニ，、

保発1115第1号 H25. 11. 15 職員の人事異動について(肉申)
保険局総務課管理

磯部真光 I H25. 11. 1 
係

平成25年 z年金特別会計健勘 険局保険課全国
保発1118第1号 H25. 11. 18 定への国庫補助の繰入について 健康保険協会管理室 細野満 H25. 11. 1 

i軍品由理時二，、

保発1118第2号 H25. 11. 181円与AJ花いてクリニックー福岡県北九
保険局医療諜医療

立石孝志 H25.8. 
指導監査室

量五

保発1118第3号 H25. 11. 18 
匡正1......J..... ¥.，. 保険局医療謀医療 |立石孝志 H25.8 
(古橋歯科医院:福岡県北九州 指導監査室

保発1118第4号 ''''聞記J回J 匝E野副(~ 12Sf.liC 立石孝志 H25.8. 
指導監査室

保発1119第1号 昌芳 H25. 11. 1 

保発1119第2号 友也 H25. 10. 1 

1119第3号 石田 秀樹

都道府県
保発1120第1号 H25. 11. 1 "'.両日寸T守l?''J:>に1".1.:m: 1..正"'""疋呈ロ""ヨF F本目..，同1 t:剖P;;;l)aU抗"""'"' 隆也 H25.10引

業分)の交付額の確定について(大 課監理係

保発1120第2号 洋一 H25. 11. 

保発1121第1号 和行 H25. 11. 1 

保発1122第2号 H25.11 伸幸

122第3号 H25. 11. 片 居木伸幸

1122第4号 H25. 11. 片居木伸幸

1122第5号 H25.11 片居木伸幸



保発1126第1号

保発1127第1号

保発1128第1号

保発1129第2号

保発1129第3号

保発1202第1号

保発1202第2号

保発1202第3号

保発1203第1号

203第2号

保発1203第3号

保発1204第1号

保発1205第1号

205第2号

209第1号

1210第1号

H25. 11. 261医療技術参与(顧問医師団)の委
嘱について(内申)

H25. 11. 29 上の留意事項及び先進医療に係る
届出等の取扱いについて』の一部

H25.12. 

H25.12 

H25.12 

炉問。~Iロ!J ~1.航証京証~1.既

係

H25. 12. 31納額の調査決定及び納入告知書等|保財険政局係 高齢者医療課

H25. 12. 41~副脇山 Y拝v，智百 /1.. 1_ J ぃ、
(国民健康保険特定健康診査・保

保費険局総務課医療
適正化対策推進室

金

H25.12.5 職員の昇格について(内申)
ロ由 = 目

H25.12.5 
関東信越地方社会保険医療協議会 保険局医療課庶務
臨1<'ll'..の について(・知)

H25.12.9 職員の人事異動について(内申)
、。 目

'" 

覚 H25. 11. 

敬志郎 1H25. 11. 

正臣 1 H25. 11. 

隼人 H25. 11. 

豆臣 H25. 11. 

雅彦 H25. 11. 

雄一郎| H25. 12. 

雄一郎| H25.12 

敬宏 H25.11 

小原航洋

実香 H25. 10. 

井上 昌彦 H25.12 

磯部真光 H25.12 

須賀敬志郎 H25. 12 

機部真光 H25.12.9 

H251210|』 m' U T肌叫斗且刑問問固有官幅円 1:車問同同閤官官匡慌時|村井 康平- ・ 語車 Eヨ、， "".告虫"ー園田 ....7二Z 吾司...吾輩.-- 同'-I.:r""吾罰首誕， /"T. H25. 12. 2 

大臣官房人事課長

社会保険診療報酬支払 厚生労働省保
....ιT問主..'" 険局長



H25. 12. 10 '"白'10品"-'"吾事V'1ヲEヨAI_.J¥，t. ¥.. ''1'閉υロIJ I~PX己木 1JaJJR 
越中谷勝 H25.12.9 大臣官房会計課長

金(健)康保険組合災害臨時特例補助 保険組合係

H25. 12. 10 
公益法人制度改革に伴うみなし解 保険局保険課庶務

村岡 正教 H25. 12. 1 #L・噌回・b吋ド.品. -、四=~噌・..ー _. ・ー- 日

11寝局長

l一済協般研会財究団法人 医療経 厚生労働省保
石川真樹 H25. 12. 10 理-社事会長保険福祉 険局長

言宵 I::: -:J~'"C 保l震番金調!Ill::?E
工 H25. 12. 11 人事課長 保険局長

金平の交付度(追国加民健交康付保・限交翻付笠決父定何一 保険局国民健康保険 『冨冨'島ι..!:.ι 晶量L

H25. 12. 121;:;;早川"、ー=量明--~・-品{品目晶」四回~_L時一~ 置蕗敬宏 H25. 12.11 都道府県知事

H25. 12. 131付額の通知について(平成25年|健康保管理険協第会三係管理室 石田 秀樹 H25. 12. 6 全国健康保険協会理事
長 |険局長

H25. 12. 121九州コカ・コーラボトリンゲ健康 I:;~~ 保険課指導 片居木伸幸 H25. 12. 11 九州厚生局長 |保険局長

H25. 12. 121九州コカ・コーラボトリンゲ健康 I~-:;~~ 障問師団骨 片居木伸幸 H25. 12. 11 理ト事リ長ング健康保険組合 保険局長

H25. 12. 121九州コカ・コーラボトリンゲ健康 I!~!!:/~I車問訴掴帯 片居木伸幸 H25. 12. 11 
全国健康保険協会理事

保険局長
長

H25. 12. 121九州コカ・コーラボトリンゲ健康 I~~宮岡民間掴帯 片居木伸幸 H25. 12. 11 
健康保険組合連合会会

保険局長
長

H25. 12. 121九州コカ・コーラポトリンゲ健康 I'::~~ 障問師団帯 片居木伸幸 H25. 12. 11 
社会保険診療報酬支払

保険局長
基金理事長

H25. 12. 121ついて(株式会社ジャパンディス I!::~J~ 陣隅師団骨 片居木伸幸 H25. 12. 11 関東信越厚生局長 保険局長

保発1213第9号 H25. 12. 121ついて(株式会社ジャパンディス 1!調刑整罰同係 開 隅 師 掴 帯 片 属木伸幸 H25. 12. 11 
ジャパンディスプレイ

保険局長h事 E唱~Jロ""・金目.A.T国宅量.s

保発1213第10号 H25. 12. 121認について(株式会社ジャパン
|保険局保険課指導
調整係

片 居木伸幸 1H25. 12. 11 



保発1213第11号 H25. 12. 12 認について(株式会社ジャパン
1本 P又 J司 1車P~ ij;í帯主 T目#手 片居木 伸幸 1H25.12.111ジャパンディスプレイ

ディスプレイ)
調整係

213第12号 H25. 12. 13 職員の昇給について(内申)
保険局総務課管理

磯部真光
係

社会保険五て医療番(担丁医療病当者法院人の社香監査川団後県ジーの)措 保険局医療課医療213第13号 H25. 12. 13 置につい ア 奥出吉規 H25.12 
ンドケー

指導監査室

平成25年庫日度補繰年助入金の)特繰別入会計健い康て勘
保険局保険課全国

H25. 12. 17 話定へ量の固 につ 健運康営保管険理協第会二管係理室 細野満 1 H25. 12. 1 

につい医て6療(実回務答研)修生の期間延長H25. 12. 18 l保係険局総務課管理 磯部真光 1 H25. 12. 1 

平成25年度の(後交通期付知高)(齢変者更医療財政 保険局晶齢者医療課H25. 12. 19 調請整に交付金 交付)申 財政係
白井友也

ついて

219第2号 H25. 12. 19 中申央に社会保険医療協議会委員の内
ついて

l保係険局医療課庶務
松田 洋一 H25. 12. 1 

219第3号 H25. 12. 19 使用済告クシ 乗車券等点検・保 保険局総務課庶務
糟谷 昌芳 H25. 12. 1 づ'=<t，r r;:自主宮司 .. 唱 4・~ I~ .. ・4ち円c>宝";"11 c::r、 ，." 

H25. 12. 201~~~"'-L ~ ~!!:壬ムヱ号EZZI』円 I~~~ 総務課企画 関森勝 1 H25. 12. 1 

H25.12.20 職員の人事異動について(内申) 係01"岳町'" 耳元ト1''''昌木 巨宍王 磯部 真光 H25. 12. 181大臣官房人事課長 |保険局長

社会保険医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療H25.12.20 置クに:つ鳥取いて県)(米子ハートクリニッ 指導監査室

奥出 吉規 H25. 12. 1 

H25.12.24 職員の人事異動について(内申) 保係険局総務課目理 磯部 真光 H25.12.24 大臣官房人事課長

H25.12.25 平成24年度決算における政策別 保険局総務課医療
塩入 雅彦 H25.12.24 大臣官房会計課長ーー・ー . .1._.+".......回.1..__.‘- ，C~固..L-rJ..1-r.

H25. 12. 251呈吾史竺豆芥全日刀直訴判官=面 l!?民間障問師 3品価 |村岡 正教 H25. 12. 19 大臣官房会計課長

H25. 12. 251呈苦虫竺三子:'/.x.lJ' 7J 1: 1: 民刊 巴耳 同 I!李院四 l不偶蹄』品問 |村岡 正教 H25. 12. 19 大臣官房会計課長

H25. 12. 261~~竺I~JC宍，-'"ヲ"13 VJ且呈3E21日 |fE222喧EF開匹慌|高毘 和行 H25. 12. 13 近畿厚生局長
11衷局長

H25. 12. 261置について(しらす眼科大阪 E'障ド，問雪量t』E則h ー企匡""圭臨ョ時 匡慌 1古""・ 和行 H25. 12. 13 近畿厚生局長
局長

保発1226第3号 H25. 12.261置について(よねだ眼科兵庫 1 :車問問匡慌師匡慌|高見
+t=.~富'5を"""'" 和行 H25. 12. 131近畿厚生局長 |厚生労働省保

険局長



保発1226第4号

保発1227第1号

保発1227第3号

保発1227第4号

保発0106第1号

保発0106第2号

保発0106第3号

保発0106第4号

{量発0106第5号

保発0106第6号

保発0106第8号

{果発0106第9号

保発0106第10号

保発0107第1号

保発0107第2号

号

H25. 12. 261置阪府に)ついて(今林クリニックー大

H25.12.27 |北員海の道委地嘱方に社会保険医内療申協)議会委
ついて(

H25.12.27 |健改康正保険組合予算編成基準の 部
について

H25.12.27 |健改康正保険組合予算編成基準の 部
について

社会保険医療担当者の監査後の措
H26. 1. 6 置について(医療法人社団清涼会

保険局医療課医療 |高見和行
指導監査室

H25.12 

|保係障問1Z!:1.lJ(~問、明

|保保険険組局合保係険課健康

l保保険険組局合保係険課健康

保険局医療課医療
+I::..!首"".，.，唱曲目

須賀敬志郎 H25.12 

越中谷勝 H25.12. 

越中谷勝 H25.12. 

佐々木真 H25. 12. 

史明 1 H25.12 

伸幸 H26.1.

伸幸 H26.1. 

伊久夫 H25.9.

H26.1.61置について(清水沢いまいずみ歯 |ZE立場2F師陣慌|伊藤好夫 H25. 11. 

勝 H25. 11 

勝 H25. 11. 

秀樹 H25. 12. 

木真 H25. 12. 

雄一郎 H26.1 

H25.12. 貴紀 H25.12 



保発0108第3号 H25.12.27 
平災成害2臨5年時度特例国補民助品金の開交付(組決合定)、

保険局国民健康保険
武藤敬宏 H25. 12. 1'7 

官署支出官 厚生労働省保

|追消加)交等付に決定(交付決定一部取 課財政第二係 都道府県会計管理者 険局長
ついて

社会保険い異て様(担当者の監査ッ後クの措 保険局医療課医療 厚生労働省保
保発0108第4号 H26. 1. 8 |置媛に県)つ 久保クリニ 愛 指導監査室

奥出吉規 H25. 12. 17 四国厚生支局長
険局長

保発0108第5号 H26. 1. 8 証公益明書法人の制度改革に伴う登記事項
送付について

村岡正教 H26. 1. 8 高知地方裁判所長

保発0108第6号 H26. 1. 8 
在外公館Lおける便宜供与依頼l、

村岡正教 H26. 1. 7 I~務省アジア大洋州局
ついて

保発0109第1号 H26. 1. 9 
在外公館1::おける使宜供与依頼l、

保険局保険課 高橋雅之 H25. 11. 13 外務省欧州局長
ついて

平興に係る度国東民健日本康大保震険災特復定健l日康・復診
保険局総務課医療 官署支出官大臣官房会

支出負担行為

保発0109第2号 H26. 1. 9 
|季国庫補助金等の交付決定につい 費適正化対策推進室

井上昌彦 H25. 12. 16 
計課長等

担当官保険局

長

平成2付交5年金付度決の後期晶齢者医療財政 保険局高齢者医療課 官署支出宮北海道会
支出負担行為

保発0109第3号 H26. 1. 9 調(追整交 交付決定について 臼井友也 H25.12.27 
|担働省当保官険厚局生長労

力日 ~) 
財政係 計管理者他46件

保発0110第1号 H26. 1. 10 職員の人事異動について(内申)
保険局総務課管理

磯部真光 H26. 1. 8 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成25年12月 1日付け新設保険者

保発0110第2号 H26. 1. 10 
に係る平成25年度前期高齢者給付 保険局高齢者医療諜

村井康平 H26. 1. 8 
社会保険診療報酬支払 厚生労働省保

費見込額等に関する承認申請につ 財政調整係 基金理事長 険局長

いて

平成24年度(平成23年度からの繰
支出負担行為

越分)高齢者医療制度円滑運営事 保険局総務課医療 宮署支出宮大臣官房会
保発0114第4号 H25.12.9 

業費補助金の交付額の確定につい 費適正化対策推進室
井上昌彦 H25. 11. 18 

計課長等
担当官保険局

て
長

越平成分2)4高年度齢者(平医成療2制3年度度円か滑運ら営の繰事
保険局総務課医療 歳入徴収官大臣官房会

債権発生通知

保発0114第5号 H25.12.9 
業費補助金の交付額の確定につい 費適正化対策推進室

井上昌彦 H25. 11. 18 
計課長

義務者保険局

て 生、 長

保発0115第1号 H26. 1. 15 社会保険審査会委員の海外渡航申
|保保険険局審査総調務整課室社会 益田工 H26.1. 15 人事課長 保険局長

諸九ついて

平度成後期20， 21， 22及費び等国2庫3年負 支出負担行為

保発0117第1号 H26.1. 17 
高齢者医療給付 保険局高齢者医療課

白井 友也 H25. 9. 30 
宮署支出官秋田県会

担当官厚生労
|額担金の確(財定政に安定化基金分)の交付 財政係 計管理者

働省保険局長
ついて

度平成後期20， 21， 22及費等び国2庫3年負 |債義権務発者生通厚知生

保発0117第2号 H26. 1. 17 
高齢者医療給付 保険局高齢者医療課

白井友也 H25.9.30 
歳入徴収官秋田県会

|担額金の確(財定政に安定化基金分)の交付 財政係 計管理者 |主働省保険局
ついて



H26. 1. 171':;~司巴担ETErア盟主 I~野高齢者医療課|臼井友也 |官署支出官 秋田県会
支出負担行為

17第3号 H25.9.30 計管理者 担当官厚生労

働省保険局長

17第4号 H26. 1. 171~":;~司ETEZE官官12TT7fEff呈 |EEE宮高齢者匿事課 白井 友也 H25. 9. 30 歳入徴収官秋田県会

17第5号 H26. 1. 171且直間同町官臣慌耐刊買守国庫且 I!制民間高齢者医療課 白井友也 UI)j:; n ?"I官署支出官秋田県会
"".... ，回""':r'J...r+-o Ô/t..........凸-"、 ~τ"ιι ロ..J.'XI.n;

17第6号 H26. 1. 171棋院間同町官臣慌耐"JJat守国庫且 1!制民国高齢者医療課 白井友也 H25.9.30 歳入徴収官 秋田県会
-・""，晶、 rR-I.:r:I.r+・.611...'圃"凸-"、........":'r J-J. 回..J.:rJ.J:宮

計管理者

17第7号 H26. 1. 171属旗開同町官匡需相刊頁帯出陣貝 1:刑罰則岡田官匹慌跡 白井 友也 H25.9.30 
官署支出官 秋田県会

4ロ.... ，ロ..J.:l"J...o-h 61 L..........凸_J礼、 ~τ与ιL ロ4・:r，..n;
計管理者

17第8号 H26. 1. 17凪 1先制同師官匹需嗣"JJ!!{有国庫貝障問阿高齢者医療課
臼井友也 H25. 9. 3 ハ歳入徴収官秋田県会

|額担金の確(財定政に安定化基金分)の交付財政係
ついて

社会保険医療担当者の監査回後審美の措会 保険局医療課医療
保発0117第9号 H26. 1. 17 

|置ライにオついンてズ歯(科医療法北人海社道) 指導監査室
伊藤好夫 H25. 12. 

社会保険医療担当者の監査北海後の道措 保険局医療課医療
保発0117第10号 H26. 1. 17 置川市に)ついて(レオ歯科 旭 指導監査室

伊藤好夫 H25.12 

20第1号 H26. 1. 20 |北員海の委道地嘱方に社会保険医療協議会委
ついて(通知)

保係険局医療課庶務 須 賀敬志郎

21第4号 H26.1.21 
平成26庫年補度年助金の特繰別会計健い康て勘
定への国 入につ

保険局険保協険会課管全理国室
健康保 細野満

保発0121第5号

保発0121第6号 宏



I"f'PXIロU l2S; 1Jj{ a耳， =日'" 小原航洋 H26. 1. 22 外務省欧州局長j去A 町 一

ーハ

小原航洋 H26.1.22 外務省北米局長

UFJ リサ
ー『 、~"竺三 ， 、

田岡 正臣 H26. 1. 

糟谷 昌芳

H26. 1. 23 
社会ー保険医療担当者の監査後の措 保険局医療課医療
置1=ついて( 高見和行 1 H25.12 

H26.1.241金(厚生労働科学特別研空事業) I!陣哩守隅 珂 軸 個 師 1m.，拍 糟谷 昌芳 H26:1 

H25. 12. 101:::立与E7tE2f里EZ主~!!~~'=~ I!!~宮高齢者医療課 金田一 正太 H25. 11. 1 
員l昌.玉

H25. 12. 101空室!ζE21FTERZど三itJPflZEEElr高齢者医療課 金田一 正太 H25. 11. 19 歳入徴収官
都道府県会計管理者

H25. 12. 101事業費補助金の交付額の確定につ |E!212間関官官匡時間 金田一 E太 H25. 11. 19 官署支出官 厚生労働省保
都道府県会計管理者 険局長

H25. 12. 101事業費補助金の交付額の確定につ |Z2Ll高齢者医療課 金田一 正太 H25. 11. 1 

H25. 12. 101~比J耐古阻4J曲J 目J 岡白LT宝ETfz山~~!!!:= I!!~~ 高齢者医療課 金田一 正太 H25. 11. 1 
官"ユ是正n'Jffi::z:;;dl Eiξ01ヨ "'"ロUlX

H25. 12. 101立雲522斗ET宝E空ElfE22TlZE岩12高齢者匡捧課 金田一 正太 H25. 11. 19 官署支出官 厚生労働省保
大臣官房会計課長 険局長

H25. 12. l01~~~~_~里T宝~~~J.!~~~ I!!宮宮高齢者医擦課 金田一 正太
歳入徴収官 厚生労働省保

H25. 11. 19却 国会計管理者 険局長



平成2務4事年度業後費期補晶齢者医療制度
1保監険局高齢者医療課 官署支出官 厚生労働省保

保発0127第9号 H25.12.20 確関係定業に 助金の交付額の 理係
金田一 E太 H25. 11. 29 

都道府県会計管理者 険局長
ついて

平成24年度後期高齢者医療制度
保険局高齢者医療課 官署支出官 厚生労働省保

保発0127第10号 H25.12.20 関係業務事業費補助金の交付額の
監理係

金田一正太 H25. 11. 29 
大臣官房会計課長 険局長

確定について

平成24年度業後費期補晶齢者医療制度 保険局高齢者医療課 歳入徴収官 厚生労働省保
保発0127第11号 H25.12.20 確関係定業に務事 助金の交付額の 監理係

金田一 E太 H25.11.29 
都道府県会計管理者 険局長

ついて

平成24年度後期高齢者医療制度
保険局高齢者医療課 歳入徴収官 厚生労働省保

保発0127第12号 H25.12.20 関係業務事業費補助金の交付額の 金田一正太 H25. 11. 29 
確定について

監理係 大臣官房会計課長 険局長

平成25年度東日本大震災復興特

保発0127第13号 H26. 1. 27 別会計歳出予算の移替えについて 保険局国民健康保険
大 橋史明 H26.1.22 大臣官房会計課長

厚生労働省保

(国民健康保険団体連合会等補助 課 監 理 係 険局長

金)

保発0127第14号 H26. 1.27 職員の人事異動について(肉申)
保険局総務課管理

磯部真光 H26. 1. 22 大臣官房人事課長 保険局長
係

平成25年度保険料等交付金の交
保険局型険保協第険L会三課係管全理室国 全国健康保険協会理事 厚生労働省保

保発0127第15号 H26. 1. 27 付1額2の月通)知について(平成25年 健康保 石田秀樹 H26. 1.24 
長 険局長E軍営管

平成24年度東日本大震災復旧・復
支出負担行為

保発0128第1号 H26. 1. 28 興に係る国民健康保険特定健確康診 保険局総務課医療
井上昌彦 H25. 11. 13 官署支出官福島県会計

担当官保険局
査国庫補助金等の交付額の 定に 費適正化対策推進室 管理者等

長
ついて

保発0128第4号 H26. 1.28 
興平成に課24年あ度る東国民日健康保災険復特定旧健・復康

保険局総務課医療
井上昌彦 H26. 1. 28 歳入徴収官福島県会計

厚生労働大臣
診査国庫補(助債金権等発の生交通付知額書の)確定 費適正化対策推進室 管理者
ドついて

社会保険医療担当者の監査後の措
保険局医療課医療 厚生労働省保

保発0128第9号 H26. 1. 28 置について( 高見和行 H26. 1. 27 四国厚生支局長

愛媛県 ) 
指導監査室 険局長

社置l阜会】に保つ険い医て療(担水谷当者歯科の監医査院後:岐の措阜 保険局医療課医療 厚生労働省保
保発0128第10号 H26. 1.28 伊藤好夫 H26. 1. 14 東海北陸厚生局長

指導監査室 険局長

保発0129第1号 H26. 1. 29 職員の人事異動について(内申) 4仲事間四総務課官埋 機部真光 H26. 1. .27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0129第2号 H26. 1. 29 韓職員署の長履歴事項の変更及内び申)旧姓使 係保険局総務課管理
磯部真光 H26.1.27 大臣官房人事課長 保険局長

出について(

一医い部療てのを(確改通保正知す)に関るす政る法律 保険局高齢者医療課 厚生労働省保
保発0129第3号 H26. 1. 29 |施施行行令にのつ 令等の 企画法令係

藁科達也 H26. 1. 29 都道府県知事
険局長



31第1号 H26. 1. 22 』価守=額ニ"-7に01却'J/、ロユrJ(冒通A巳U知J 'oJ母"・f到可咽ーナυJ

ついて ) 
法同q~令且1箪OJ二l車係問~ii本 』ι胆 l 井口 卓也 H26. 1. 20 日本年金機構理事長 保険局長

31第2号 H26. 1. 22 厚価額生労に働大臣が定める現物給与の

議保法険令憲局第議二保係険課 企画
井口 卓也 H26. 1. 20 健康保険組合理事長 保険局長

ついて(通知)

31第3号 H26. 1. 22 厚価額生労に働大臣が定める現物給与の 課企画
井口 車也 H26.1.20 |全長国健康保険協会理事 保険局長ついて(通知)

31第4号 H26. 1. 22 厚生労働大臣が定める現物給与の 保険局保険課企画
井口 卓也 H26. 1. 20 地方厚生(支)局長 保険局長』ヨr oi:>;l;，_ー_.‘、~~円、 ，.・~昌宣.-ー止r.

31第5号 H26. 1. 311置について(訪問看護ステーショ lEEE--EF師臣官|伊藤好夫 H26. 1. 61東海北陸厚生局長
厚生労働省保
険J局長

31第6号 H26. 1. 311置について( lltEEE-52実訴匡斑|伊藤好夫 H26.1.61東海北陸厚生局長
険局長

守山A

31第7号 H26. 1. 31 寸-p..品ιû~←J主?同』不平瓦1~WJP)('号吾当0"ζ1、」 """I~同市~.rnil:木"'"需主
井上 昌彦 H26. 1. 6 官署支出官大臣官房会

金の交付決定について(第2回) 費適正化対策推進室 計課長 l主主

31第9号 H26. 1. 30 統計調査に(係申出る調)査票情報の提供 保険局調査課医療
長内福美 H26. 1. 29 大臣官房統計情報部長 保険局長

について ，、

31第10号 H26. 1. 30 「医療費の動向』調査に係る調査 保険局調査課医療
長内福美 H26. 1. 29 大臣官房統計情報部長 保険局長|票 の園、について ，、

保発0131第12号 H26. 1. 31 特例補助，金'，"，のt庖，交凋R付t不額"'"咽の由確日必定:'1に".闘つ画"いす 保険局保険課健康
越中谷勝 H26. 1. 8 大臣官房会計課長 保険局長

IT 保険組合係

病床転換助成事業実施要綱の改正
|喧保適険局正化総盆務窒課並進医室療

-ι1-..:.ι~. 

保発0203第2号 H26.2.3 井上 昌彦 H26. 1 
について
平成24年度健康保険組合給付費

保険局保険課指導
保発0203第3号 H26. 1. 31 等臨時補助金の交付額の確定につ 調助問 片居木伸幸 H26. 1. 

伸幸 H26. 1. 24 大臣官房会計課長 保険局長
つい7 岡町=問，

保発0203第5号 H26. 1. 31 |等平成臨時2補5年助度健康保付決険組定合に給付い費て
藤遺保全険長集局主保係票険課 指導

片 居木伸幸 H26. 1 
金の交 つ

保発0203第7号 H26.2.3 在(外変公更館)に対する便宜供与依頼 課企画
小原航洋 H26.2 

について
国民健康保険療養給付費等負担金

保発0204第1号 H26. 1. 16等の交付額の確定について(再確 保課険財局政国第民一健係康保険 君嶋隆行 H25.12 

保発0204第2号
25年度国民健康保険組合出|保険局国民健康保険

H26. 1. 311産育児一時金等補助金の支出負担課国民健康保険組合|吉田 大介
について 等

H26.2.4||職ー員の無報酬兼業，固W 刊日 1_.J¥，o・|陣片"'"阿 匡慌訴 1."."" I須賀 敬志郎| H26. 1. 31 



H26.2 

H26. 1. 31 田一正太
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々木真 H25. 12 

昌彦

H26. 1 谷勝

号 H26.1 

他 3件

保険局長

厚生労働省保
険局長

、各共済組合理事
、日本私立学校振

H26.1.271興・共済事業団理事 |保険局長
長、健康保険組合連合
会会長、東京都総合組
合保健施設振興協会会

保発0207第2号 基之 H26.1 
官大臣官房会 l 

l保険局長

H26.1 

保発0207第4号 F匹l岳民Iロ"'"亘Z肩正面京 証~1.底 勝利
指導監査室

保発0210第1号 H26.2.1 
保険局国民健康保険

史明 H26.2 
課監理係

保発0212第7号 航洋 H26.2 (支)局長外

保発0212第9号 航洋 H26.2.1 (支)局長

保発0212第11号 H26.2 航洋 H26. 2. 1 

厚生労働大臣



保発0212第13号 H26.2 小原航洋 H26. 2. 1 (支)局長

保発0212第15号 H26.2 伊藤好夫 H26.1 

保発0213第1号 H26.2 高齢者医療課
l金田一正太

保発0213第2号 H26.2 一正太

保発0214第1号 竜一

保発0214第2号 l司王 H~/qJ 1=出"'"虫.，思主"''"'"武藤敬宏 H26. 1 
課財政第二係

4第3号 白井友也 H26. 1 

4第4号 白井 友也 H26.1 

成24年度後期高齢者医療災害臨
保険局高齢者医療課 白井友也保発0217第1号 H26. 2. 171時特例補助金の交付額の確定につ H26. 1. 281歳入徴収宮都道府県

いて
財政係

平成24年度後期晶齢者医療災
保険局高齢者医療課

7第2号 H26. 2. 17時特例補助金の交付額の確定につ 同4田.n; 白井友也 H26.1 

7第3号 H26.2. H26.2. 
大臣官房

¥¥ー

7第4号 H26. 2. 1 長井 晃 H26. 2. 1 保険局長



7第5号 H26.2.1 F匹陪~Iロ!J j2S;1.庇函木匝E宮古

和行 H26.2.13 四国厚生支局長
厚生労働省保
険局長

19第1号 H26.2 岡野可奈美
':><1ロ

19第2号 H26.2.191度等に関する調査事業』業務の完 |EE227E師且閏|小原航洋
厚生労働省保
険局長

小原航洋 H26.2.14社代表取締役社長西津
厚生労働省保
険局長

.... .L 2ro.. 11:1 B(>.圭担弘J首E土ロ~~・+. 同岸品

井上 昌彦 H26. 2. 1 

H26. 2. 191三JtffE烹EFZEfT空?に........I~民間酬明時国在 l杉山 雄一郎 H26. 2. 1 

H26. 2. 191定への国庫補助の鰻入について |健康保険協会管理窒|細野満 H26.2.17 支出官厚生労働大臣官
房会計課長

H26. 2. 201円1_.J....ト L 士 I血措--凸師医療 I長久保貢 附 2.101関東信越厚生局
険局長

H26. 2. 201置について If霊堂2司22E師陣慌|長久保貢
険局長

"'"ト..... 
小原航洋

小原航洋 H26. 2. 20 外務省欧州局長

小原航j羊 H26. 2. 20 外務省欧州局長

H26. 2. 131去空竺.or.r竺円Tfft~J去Ztf:1雪主主 lZEptELEEtf鳳開問|武藤敬宏 H26. 1. 
胃 IJJ.E!.s‘'Jm::z::;::画l国ゼE宅ヨ nl~J-Eヨ同\;lo!X/qJ

洋一 H26.2.19 神奈川大学学長他35件
厚生労働省保
険局長

昌芳 H26.2.21 大臣官房会計課長 保険局長

H26. 2. 171等の受付額の確定について(再確 lzvtZLE25r鳳師陣|君嶋隆行 H26. 1. 31 都道府県知事
厚生労働省保
険局長



「健康保険法施行令の 部を改正
する政令附則第六条第一項の規定

保険局保険課企画 全国健康保険協会理事 厚生労働省保
保発0224第2号 H26. 2. 24 に基づき厚生労働大臣が定める平 井口卓也 H26. 1. 30 

成率二1十等二の年施度行以に降経過措置基準
法令第二係 長 険局長

ついて
平成25年度保険料等交付金の父

健保運険康営保局管険理保協第険会三課係管全理室国 全国健康保険協会理事 厚生労働省保 i保発0224第3号 H26. 2. 24 付1額月分の通知について(平成26年 石田秀樹 H26. 2. 21 
長 険局長 | 

保発0225第1号 H26. 2. 25 特平例成補25年助度健康保付険決組定合に災害臨時
金の交 ついて

保険局‘合保係険課健康 越中谷勝 H26.2.13 大臣官房会計課長 保険局長

平成等に確国2庫定4年負に度担伴後金う期の追晶齢者医療給付 保険局高齢者医療課 官署支出宮北海道会計保発0226第1号 H26.2.26 費 交の確定並 奥村実香 H26.2.5 
び 加付交額付について 財政係 管理者他46件

鶴担義働当務省官舞者保険厚厚語局生生長労労
平成等に確国2庫定4年負に度担伴後金う期追の高加交齢者医療給付 保険局高齢者医療課 歳入徴収宮北海道会計

保発0226第2号 H26.2.26 費 の確定並 奥村実香 H26.2.5 
ぴ 付交額付について 財政係 管理者他46件

半調成整交2付5ヰ金度の俊交矧付晶(冒変有者更交医療付府)政申
保険局高齢者医療課

北海道知事他46件
厚生労働省保

保発0226第3号 H26.2.26 白井友也 H26. 2. 25 北海道後期高齢者医療
請制竹及び事業実績報告について(遇 財政係

広域連合長他46件
険局長

保発0227第1号 H26. 2. 28 地の方委社嘱会に保険医療(協内議申会)臨時委員
ついて

保係険局医療課庶務 須賀敬志郎 H26. 2. 27 大臣官房人事課長 厚険生局労長働省保

保発0227第2号 職員の人事異動について(内申)
保険局総務課管理

磯部真光 大臣官房人事課長 保険局長H26.2.27 
係

H26.2.27 

頼平費成等に国つ25年度後期晶齢者医療給付 保険局高齢者医療課 官署支出官北海道会計
支出負担行為

保発0227第3号 H26.2.27 庫負担(金追加の交交付付決決定定通分知依 財政係
奥村実香 H26.2.20 

管理者他46件 担働省当偲官恰厚昂生阜労
いて ) 

平成25年度後期高齢者医療制度
保険局高齢者医療課 官署支出官 厚生労働省保

保発0227第4号 H26.2.27 事(追業加費補交助付金決の定交分付)決定について 監理係
金田一正太 H26. 2. 20 

都道府県会計管理者 険局長

保発0228第1号 H26. 2. 28 諸の外給付国にこ係おける調る査公的に医療保険制度 保課険企局画法国令民健係康保険 青木穂高 H26. 2. 27 
長 睦言保

l ついて

平成25年度国民健康保険団体連
保険局国民健康保険

会官署計支管理出自都道府県 為

保発0303第1号 H26.2.27 合会等補助金の追加交付決定につ 大橋史明 H26.2.7 
者 生

いて(連合会・中央会)
課監理係 晶官署弘支哩E出官 大臣官房 労長働省保険局

平成24年度病床転換助成事業交付 保険局総務課医療 官署支出官大臣官房会
支出負担行為

保発0303第2号 H26.3.3 
金の交付額の確定について 費適正化対策推進室

井上昌彦 H26. 1. 20 
計課長 担長当官保険局

議診平金査庶の民2交製、4年保付産額島健病の指纏麗床導負転定顧担換に助つ金成い事て業〈変付
保険局総務課医療 歳入徴収宮大臣官房会

保発0303第3号 H26.3.3 債権
費適正化対策推進室

井上昌彦 H26. 1. 20 
計課長

保険局

険特定 保険局 b総対務策課推医療 自署支出官、健都道康府保県会 支出負担行為
保発0303第4号 H26.3.3 導 等の交健付康決 費適iEf 進室 大 和田英男 H26. 1. 24 計管理者 険組 担当官保険局

定(変曹)について 保険者調整係 合 長



平成25年度病床転換助成事業交付 保険局総務課医療 官署支出官大臣官房会
支出負担行為

保発0304第1号 H26.3.4 
金の交付額の確定について 費適正化対策推進室

井上昌彦 H26. 2. 20 
計課長 |担長当官保険局

!地課万長厚、都年道慣府j県民生主

平成26年度診療報酬改定につい 保険局医療課企画
管部(局)国民健康保

厚生労働省保
保発0305第1号 H26. 3. 5 

て 法令第一係
佐藤雅明 H26.2.26 険主管課(部)長、都

険局長
道府県後期高齢者医療

課主者地方長管震部構厚、都生宇(局道管叩課府)後県(期部局民高生)齢長主

医療費の内容に係る領収書及び個
保険局医療課企画

管部(局)国民健康保
厚生労働省保

保発0305第2号 H26.3.5 別の診療報酬の算定項目の分かる
法令第一係

佐藤雅明 H26.2.26 険主管課(部)長、都
険局長

明細書の交付について 道府県後期高齢者医療

者地課主管万長医寝厚部、都生宇情管道叩課府後県(剖期局民1高生1医齢辱療主

訪問看護療養費に係る指定訪問看
護の費用の額の算定方法の一部改 保険局医療課企画

管部(局)国民健康保
厚生労働省保

保発0305第3号 H26. 3. 5 
正に伴う実施上の留意事項につい 法令第一係

佐藤雅明 H26. 2. 26 険主管課(部)長、都
険局長

道府県後期高齢者医療
て

課主者地万長管l実部婿厚、都生宇(局道管叩課府)後県(期高1二齢長

民生主

指定訪問看護の事業の人員及び運 保険局医療課企画
管部(局)国民健康保

厚生労働省保
保発0305第4号 H26.3.5 佐藤雅明 H26.2.26 険主管課(部)長、都

営に関する基準について 法令第一係
道府県後期高齢者医療

険局長

者地課主管長方戻部寝厚、都生中(道局管ぽ課府)後)県f剤期局民1高1生医齢療辱主

体外診断用医薬品の保険適用に関 保険局医療課企画
管部(局)国民健康保

厚生労働省保
保発0305第6号 H26. 3. 5 

する取扱いについて 法令第一係
佐藤雅明 H26.2.26 険主管課(部)長、都

険局長
道府県後期高齢者医療

主管部 (局管課)後{期部高)齢辱

保発0305第8号 H26.3.5 
新医薬品及び医療機器の保険適用 保法険令局第二医係療課企画 小原航洋 H26.3.4 公会益会社長外団法人日本医師
について

保発0305第9号 H26.3.5 新に医つ薬い品て及び医療機器の保険適用 保法令険第局二医係療課企画 小原航洋 H26. 3. 4 会公会益社長外団法人日本医師

目撃省保
保発0305第10号 H26. 3. 5 

新医薬品及び医療機器の保険適用 保法険令第局二医係療課企画 小原航洋 H26.3.4 a公2h2志益dコh2hE社ffi:団法人日本医師
省保

について



平成24年度国民健康保険特定健 保険局総務課医療
保発0306第1号 H26. 3. 61康診査、保険指導負担金等の交付 費適正化対策推進室|大和田 英男| H26. 1. 271旬l'理刑 mZfil巨哩官、 |保険局長....""で士ァ'".古宮.....=申告R冨5-">.

額の確定について 保険者調整係

保発0306第3号 H26. 3. 61運営事業費補助金の交付決定(::つ|監保理険局係 高齢者医療課 l金田一 正太| H26.2 

保発0306第4号 H26. 3. 61関係業務事業費補助金の交付決定保険局高齢者医療課|金田一 正太|
ついて 官加ー寸2 込) 監理係

H26.3 

号 H26. 3. 71平成26年度に実施する特定共同保指導険監局査室指導監査|鈴木 雅人
指導等について(通知)

保発0307第5号 平成2時国民健康保険調整交付 1:~~Jjij~:~ilUti!i!;~I H26. 3. 61金(直営診療施設整備分)の交付保険局国民健康保険竹内紘季
決定の取消(一部取消)について 課施設係

H26. 2. 201計官署管支理者出官都道府県会

成25年度高齢者
営事業費補助金(市町村保険者、

保発0307第6号 H26. 3. 41国保組合が実施する事業分)の交保険局国民健康保険
付決定について(大臣通知及び局 課財政第一係

長通知)
平成23年度後期晶齢者医療給付

保発0310第1号 H26. 3. 101費等国庫負担金の交付額の再確定保財政険係局高齢者医療課|奥村 実香 H26.2 

保発0310第2号 H26.3.1 費等国庫負担金の交付額の再確定 保財険政局係 高齢者医療課 実香 H26.2 

保発0310第3号 H26.3.1 敬宏 H26.3. 

保発0310第5号 雄一郎 H26.3. 

保発0311第1号 真光 H26.3. 

保発0311第2号 洋一 H26.3. 

保発0312第2号 H26.3 保険局国民健康保険|宮田 竜一
財政第一係

H26. 2. 1 



保発0312第4号 H26. 3. 121ついて(図書印刷株式会社 他21保調整険係局保険課指導 I大木 嘉人 UI')C 'l 111トッパングループ健康

保発0312第5号 間 3.121ついて(図書印刷株式会社伽書室長保険課指導|大木嘉人
件)

健康保険一括適用事業所の承認に
保険局保険課指導 |大木嘉人保発0312第6号 H26. 3. 121ついて(図書印刷株式会社他3

件)
調整係

健康保険一括適用事業所の承認に
保険局保険課指導 |大木嘉人保発0312第7号 H26. 3. 121ついて(図書印刷株式会社他3 H26. 3. 11 

件)
調整係

健康保険一括適用事業所の承認に
保険局保険課指導|大木嘉人H26. 3.121ついて(図書印刷株式会社他3 〆 H26.3. 111~よ4tE口斑鳳1車眠租 |保険局長

件)
調整係

健 険一括.用業所の承認に
保険局保険課指導

保発0312第3号 H26.3.12ついて(図書印刷株式会社他2
調整係

大木嘉人

.保発0313第1号 H26.3.13 職員の昇格について(内申)
局、よ 巨理

磯部真光

国公貝の咽の 及 同・

保発0313第2号 H26.3.13 
特例に関する法律附則第B条第3 保険局総務課管理

磯部真光 H26.3.1 T"2o n"t. +目"".-督・-::/ ~胃 .... モI"'I"'~'・ロ '" 

保発0317第1号 H26.3 竜一 H26.3 

保発0317第2号 H26.2. 

保発0317第4号 真光 H26. 3. 1 

保発0317第5号 H26.3.1 真光

7第6号 H26.3. 佐々木典伯 H26. 3. 1 河内山哲



H26. 3. 181負担金の交付額の再確定並びに再 I~笠宮高齢者医療課 奥村実香 H26.3.11 宮署支出宮北海道会計
管理者他46件

H26. 3. 181負担金の受付額の再確定並びに再 125笠宮高齢者医療課 奥村実香 H26. 3. 11 歳入徴収官北海道会計

管理者他46件 副官1呆1¥

矢作 靖 H26. 3. 17 大臣官房人事課長 保険局長

真光 H26.3.13 大臣官房人事課長 保険局長

満 H26.3.17 支出官厚生労働大臣官
保険局長

;jJ=l;j] 1::1轄 "J 連宮理事 :1呆 房会計課長

身分証明書発行等生申請、Hに2ついて 保険局総務課管理H26.3.19 採(地用方)自治体研修 6.4.1付 係
杉山雄一郎 H26. 3.19 大臣官房人事課長

H26.3.19青児休業の承認について(内申) 係保険局，総務調 巨理
磯部真光 H26.3.19 大臣官房人事課長

岩手医科大学医学部

H26. 3. 191竺民の無報酬兼業屈の報告にっし叶|保町険局医療課庶務 I須賀一敬志郎 I |長、慶慮義塾大学医学
H26.3.19部長末松誠、川崎医

療福祉大学学長椿原
彰夫

H26.3.19|笠毘苦'Y-'/とき聖堂京持・保|空険局総務課庶務|糟谷 昌芳

H26. 3. 191置について(佐久間歯科医院ー山 |EEE242F師陣需!伊藤 好夫

1号 H26.3.20 算知定1基準の一部改正について(通
日区間町田U 1<>百五日'"己主京

木山文彦 H26. 3. 1 
係

はり師、 きゅう師及師びの施あ術ん摩に係・ 保険局医療課医療H26. 3. 20 マッサージ・指圧 る 町 木山文彦 H26. 3. 1 

H26. 2. 71合会等補助金(東日本大震災対応 121t:エ官民惜凧陣隅|大橋 史明
AA  問問

H26. 3. 201可22ZZ去ilZ宮立1IE告ピ正午よ".~ I !:~~~ -，，--""，!且師陣原|越中谷勝 H26. 2. 21 大臣官房会計課長 保険局長



r 70 

保発0320第5号 H26.3.201る一部負担金等の軽減特例措置実|保険局保険課企画|浅野優歩 1 H26. 3. 201都道府県知事 |厚生労働省保
施要綱』の一部改正について(通|法令第一係 1，;It;EY lä!l~ IILU. ，). LUI "S I) JgJ1'T m:1'l-l~険局長

知)

r70歳代前半の被保険者等ド係

保発032 。第6 号 H26. 3. 201る一部負担金等の軽減特例措置実保険局保険課企画 l揖 野 優歩 H26. 3. 201全国健康保険協会理事
• U.  LUIt>frilli個目の一部改Eについて(通法令第一係 l晶

半の被保険者等(::係

保発0320第7号 H26. 3. 201佐叫官個ロl'貝目担の五等部改の軽E減に特つ例い措て置(実通 法保険令局第一保係険課企画 浅野 優歩 H26.3 

前半の被保険者等に係
1 'Q)ロl'且担金等の軽減特例措置実保険局保険課企画 厚生労働省保

H26. 3. 201佐官同 ...n...i--r-._一一一ハ宝法令第一係 '漫野優歩 H26. 320健康保険組合理事長 険局長

I~盟書記至高他46件
保 発問第9号 附 3.201運て営(臨基金時特管例理運交付営要金領の運)営につい騒最高齢者医療課白井友也 附 3.19IT.L基金""""理事眠長同報酬支払 震宣言働省保

「国民年金法施行規則等の一部を
保発0320第10号 附 3叫改正する省令Jについて(別途決鰐fF企画|浅野優歩 H26.3 

裁)

保発0324第1号 H26.3.24地の方委社嘱会に開つIいREて慌(通帥調知E)同町宮貝 1係t制民同匡刀支部 t、施 須賀 敬志郎 H26.3. 

保発0324第2号 H26.3.24健E健康保康険保組険組合の合設他立2組に合つ)いて (G 保調険整局係 保険課指導 片居木 伸幸 H26.3.1 

保発0324第3号 H26.3.24健E健康保康険保組険合組合の設他立2組に合つ)いて (G 保調険整局係 保険課指導 片居木 伸幸 H26.3. 1 

保発0324第4号 H26.3.24健E康健保康険保組険合組合の設他立2組に合つ)いて (G 調保険整係局保険課指導 片居木 伸幸 H26.3

保発0324第5号 H26.3.24健E健康保康保険組険組合合の設他立2組に合つ)いて (G 保調整険係局保険課指導 片居木 伸幸 H26.3. 

保発0324第6号 H26.3.24健E健康保康保険組険組合合の他設立2組に合つ)いて (G 保調整険係局保険課指導 片居木 伸幸 H26.3. 

保発0324第7号 H26.324健E健康保康険保組険合組の合設他立2組に合つ)いて (G 保調険整局係 保険課指導 片居木 伸幸 I H26. 3. 1 

保発0324 第8 号 H26.3.24 健康保険組合の設立について (G 保険局保険課指導 片居木 伸幸
E健康保険組合他2組合) 吾図書iV"JZ



保発0324第9号 H26. 3 白山酔凧1_-..)い丸、l到保険局保険課指導|片居木伸幸|
東鉄道健康保険組合他4組合) 調整係

H26.3 

保発0324第10号 H26.3 伸幸 l H26.3. 

保発0324第11号 H26.3 伸幸 l H26.3. 

保発0324第12号 伸 幸 | H26.3. 

保発0324第13号 伸幸| H26.3. 

保発0324第14号 H26.3. 伸幸| H26.3 

保発0324第15号 H26.3. 伸幸| H26.3 

保発0324第16号 H26.3 伸 幸 | H26.3. 

保発0324第17号 H26.3 伸 幸 | H26.3. 

保発0324第18号 H26. 3 伸 幸 | H26.3. 

保発0324第19号 伸幸| H26.3. 

保発0324第20号 H26.3 f申幸 H26.3 

保発0325第1号 H26.3 実香 H26. 1. 

保険局高齢者医療課
保発0325第3号 友也 H26.3.1 

財政係

保発0325第4号 H26.3.25臨時特例補助金の交付額の確定!ー、保険局高齢者医療課 白井友也
ついて 、) 財政係

H26.3.1 

平 23 fF~ 高官医 Si5ロ
保険局高齢者医療課H26.3.25 臨時特例補助金の交付額の確定に
財政係

白井友也 H26. 3. 1 
ついて
平 23年度後期間齢者医療財政調

H26. 3. 25整交付金の交付額の確定について空墜里高齢者医療課白井友也 H26.3.1 



保発0325第7号 H26.3.25整交付金の交付額の確定1::つ い て 財1制政民係同高齢者医療課 白井 友也

々
身分証発行等申請について

保険局総務課管理H26.3.25 (H26. 3. 1付退職に伴う廃止 杉山雄一郎|
分)

係

H26.3.25 職員の人事畢動について(肉申) 磯部真光

H26.3. 採用に伴う新規作 杉山雄一郎|

保発0325第22号 H26. 3 伊久夫 1

保発0325第23号 H26.3 伊久夫

H26.3 松田洋一

H26.3. 隆行

H26.3. 隆行

保発0326第11号 H26.3 康平

2号 H26.3. 

第13号 H26.3 

H26. 3. 1 

H26. 3 

H26. 3 

H26.3 

H26.2. 

H26.2 

H26.3 

H26.3 

H26.3 

H26.3. 社会保険診療報酬支払
基金理事長



保発0326第14号 H26.3 康平 H26.3. 

保発0326第16号 H26.3 康平 H26.3. 

保発0326第17号 康平 H26.3. 

保発0326第18号 H26.3 v...~叫』エIIV.I官担VJ~干Aζ1-1実l ヲも3 宅ヨ"
村井 康平 H26. 3 

による平成26年度における調整

H26.3. 石田 秀樹 H26.3 

H26.3. 石田 秀樹 H26.3 

保発0326第21号 H26. 3. 261~植田1 J V，I究明前市ド....."'."-、島|障問何匹揮開問、個|須賀 敬志郎 H26.3.2 ハ愛媛銀行頭取 本田元..τ..，立E圭目、 J7; 

保発0326第22号 H26.3.26 康日本保険印刷組健合他康保6険件組)合及び丸善健
，.巳"'民Jロ!.I I~ I'X面河 y日唱西許

片居木 伸幸 H26.3 
調整係

健日康本保印険組合の合併について(大 保険局保険課指導H26. 3. 26 刷健康保険組合及び丸善鍵 = 町 時 同 片居木 伸幸 H26.3 

間 3.261 日本印刷健康保険組合及び丸善健 I~笠宮陣問日間帯|片居木 伸幸 H26.3 

間 3.261日本印刷健康保険組合及び丸善健|出忽陣隅聞す時|片居木 伸幸 H26. 3. 26 関東信越厚生局長 保険局長



保発0326第26号 片居 木 伸 幸 |

保発0326第27号 片居 木 伸 幸 |

保発0326第28号 片居 木 伸 幸 |

保発0326第29号 片居 木 伸 幸 |

保発0326第30号 佐々木典伯 l

平成24年度後期高齢者医療財政調
保発0326第32号 H26. 3. 261整交付金の交付額の確定について保険局高齢者医療課|白井友也

(再確定) 財政係

平成24年度後期高齢者医療財政調
保発0326第33号 H26. 3. 261整交付金の交付額の確定について保険局高齢者医療課|白井友也

(再確定) 財政係

保発0326第34号 糟谷昌芳

号 浅野優歩

保発0328第2号 浅野優歩

保発0328第3号 石田秀樹

保発0328第6号 石田秀樹

H26.3. 萩原竜佑

H26.3 佐藤基之

一、「

H26.3. 

H26.3 

H26.3 

H26.3 

H26.3. 

H26.3. 

H26. 3. 1 

H26.3 

H26.3 

H26.3. 

H26.3 

H26.3 

H26.3 

H26.3. 
社会保険診療報酬支払
基金理事長



保発0328第13号 H26.3.28 地の委方社嘱会に保険医療協内議申会)臨時委員
ついて(

保係険局医療諜庶務 須賀敬志郎 H26.3.27 大臣官房人事課長

額国正民のす健算る康定省保令に険関のす施の調行る整省に交付金の交付 保険局国民健康保険 厚生労働省保
保発0328第14号 H26.3.12 令の一部を改

課企画法令係
岡野可奈美 H26.3.10 都道府県知事

険局長
ついて

部交国付民を健額改康等正保すの険算る省の定事令に務関のす施費負行る担省に金等の 保険局国民健康保険 厚生労働省保
保発0328第15号 H26.3.13 令の一

課企画法令係
岡野可奈美 H26.3.12 都道府県知事

険局長
ついて

『健康保険法施行令等の一部を改
保険局保険課企画 全国健康保険協会理事 厚生労働省保

保発0331第1号 H26.3.31 正する政令の施行についてJ (通 浅野優歩 H26.3.27 
知)

法令第一係 長 険局長

「健康保険法施行令等の 部を改
保険局保険課企画 厚生労働省保

保発0331第2号 H26.3.31 Eする政令の施行についてJ (通
法令第一係

浅野優歩 H26. 3. 27 健康保険組合理事長
険局長

知)

「健康保険法施行令等の一部を改
保険局保険課企画 厚生労働省保

保発0331第3号 H26. 3. 31 正する政令の施行についてJ (通
法令第一係

浅野優歩 H26. 3. 27 都道府県知事
検局長

知)

「健康保険法施行令等の一部を改
保険局保険課企画 厚生労働省保

保発0331第4号 H26. 3. 31 正する政令の施行についてJ (通
法令第一係

浅野優歩 H26.3.27 地方厚生(支)局長
険局長

知)

「健康保険法施行令等の一部を改
保険局保険課企画 社会保険診療報酬支払 厚生労働省保

保発0331第5号 H26.3.31 Eする政令の施行についてJ (通
法令第一係

浅野優歩 H26.3.27 
基金理事長 険局長

知)

「健康保険法施行令等の一部を改
保険局保険課企画 厚生労働省保

保発0331第6号 H26. 3. 31 正する政令の施行についてJ (通
法令第一係

浅野優歩 H26. 3. 27 健康保険組合連合会長
険局長

知)

険令「健法の康施施保行行険規に法施行規則及改び正船す員保 保険局保険課企画 全国健康保険協会理事 厚生労働省保
保発0331第7号 H26. 3. 27 則の一て部lを る省 法令第一係

浅野優歩 H26. 3. 27 
長 険局長

つい

平整成交付2金5年、度国国民健円康巴町保険老人駅保健嗣

医療費拠険出金財政調整交付金、国 支出負担行為

保発0331第8号 H26.3.26 
民健康保後期高齢者医療費支援 保険局国民健康保険

武藤敬宏 H26.3.19 
官署支出官 担当官厚生

金財政調整交付金及び国民健康保 課財政第二係 都道府県会計管理者 労働省保険局
険介護納付金財政調整交付金の支 長

|曹出負並担び行に為受及付額び支の確出負定担に行つ為いのて変

「治療用装具の療養費支給基準1::
保険局医療課医療 地方厚生(支)局長、 厚生労働省保

保発0331第9号 H26. 3. 31 ついて」の一部改正について(通
係

木山文彦 H26. 3. 31 
都道府県知事 険局長

知)

るl小児弱視等の治療用眼て鏡』等の人係 保険局医療課医療 地方厚生(支)局長、 厚生労働省保
保発0331第10号 H26.3.31 療養費の支給につい 一部

係
木山文彦 H26.3.31 

都道府県知事 険局長
改正について(通知)



第12号 H26.3.1 高齢者医療課金回一正太 l H26.3. 

第13号 H26.3 

第14号 H26.3. 金田一正太 H26.3 

第15号
医療

高見和行 H26.3.1 中国四国厚生局長

)の調査及び報告等 医療課保険
E圭ョ E司可・_.It"圭"，....L...IO冒"."空ヨ

保発0331第16号 H26.3.31 輔自，":ì~ . 苦闘E圭守宅金T古島'"r:=. --;;1' /_  Jill. .!:. "*'吾冒 ~ .. 盲Aoo..o古 7吾閏.，.，<担 真理子

保発0331第17号 H26c3.311開協同守副且J VJ剛亙品日朝ロ守|開問阿匝慌師陣眠|清水真理子丑蛙"... 号吾吾f 苦言... 告~.ーョ ""7， _Jili:. ~T世吾朝 間.，昔..A;::!;'τ吾I司ヲ"'.. 戸 H26. 3. 31 社代表取締役社長西

漂順ー

浅野優歩 H26. 3. 28 日本年金機構理事長

浅野優歩 H26.3.28 健康保険組合理事長

浅野優歩 H26.3 

浅野優歩 H26.3 

青木穂高 H26.3 

浅野優歩 H26.3 

浅野優歩 H26.3 

浅野優歩 H26. 3. 28 地方厚生(支)局長



各健康保険組合理事
長、全国健康保険協会
理事長、各共済組合理

平成26年度高齢者医療運営円滑
保険局高齢者医療課

事長、日本私立学校振
厚生労働省保

保発0331第27号 H26. 3. 31 化等事業の実施について(実施要
財政係

奥村実香 H26. 2. 13 輿・共済事業団理事
険局長

綱の一部改正) 長、健康保険組合連合
会会長、東京都総合組
合保健施設振興協会会
長


