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件名 起案担当課・係 霊室歪文書番号 決裁日 起案日 施行先 施行者

平務成費に2係5年る度交付に金おにけ闘し厚支生払労事働 保険局晶齢者医療課 厚生労働省保
保高発0401第1号 H25. 4.1知大)臣が定める基準について(通 財政係 奥村実香 H25.3.29 地方厚生(支)局長 険局高齢者医

療課長

平成25年度後期高齢者医療制度事 保険局高齢者医療課 各都道府県後期高齢者
厚生労働省保

保高発0515第1号 H25.3.28 木戸地泰孝 H25.3.19 険局高齢者医
業の実施について 監理係 医療主管部(局)長

療課長

平の成確2保5年に度関すにおる法け律る高に齢よ者る前の期医療高 都道府県民生主管部 厚生労働省保
保険局高齢者医療課

保高発0531第1号 H25.5.31 
齢及者び納割付合金等等にの額の算定に係る率 企画法令係

藁科達也 H25.5.31 (局管)後期高齢者医療 険局高齢者医

ついて
主課(部)長 療課長

地方厚生(支)局長、
健康保険組合連合会
長、国民健康保険中央

会長、社会保険診療報

平成25年度における高齢者の医療
酬支払基金理事長、財

の確保に関する法律による前期高 保険局高齢者医療課
務省主計局給与共済課 厚生労働省保

保高発0531第2号 H25. 5. 31 
齢者納付金等の額の算定に係る率 企画法令係

藁科達也 H25. 5. 31 長、文部科学省高等教 険局高齢者医
育局医学教育課長、文 療課長

及び割合等について
部科学省大臣官房人事

課福利厚生室長、総務
省自治行政局公務員部

福利課長、警察庁長官
官房給与厚生課長

平臨成時特2例5補年度助後金期の高交齢付者申請医療及災び害後
保険局高齢者医療課

北海道後期晶齢者医療 厚生労働省保
保高発0703第1号 H25.7.3 

|期交高{吐齢に者医療の特別調整交付金の 財政係
白井友也 H25.7.3 主 管 課 ( 部 ) 長 他46 険局高齢者医

ついて
件 療課長

保高発0712第1号 H25. 7. 12 平成25年度後期高齢者医療制度 保険局高齢者医療課
金 田一正太 H25. 7. 11 各都道府県後期高齢者 厚険<Ii圭生局里労高.E.働齢者省保医

事業費補助金の交付申請について 監理係 医療主管部(局)長

保高発0716第1号 H25. 7. 16 
広域連合標準システム研究会の委 保険局高齢者医療課

鈴木良希 H25. 7. 16 国民健康保険中央会理 厚険d<圭生局盟労高主三働齢者省保医
員委嘱について 監理係 事長

各健康保険組合理事長
、各共済組合理事長、

平成25年度高齢者医療運営円滑化
保険局高齢者医療課

日本私立学校振興・共 厚生労働省保
保高発0716第2号 H25. 7.16 等事業の実施について(高齢者医 奥村実香 H25. 7. 10 済事業団理事長、健康 険局高齢者医

療課長通知)
財政係

保険組合連合会会長、 療課長
東京都総合組合保険施
設振興協会会長



H25. 7. 191不当利得の返還金にかかる債権管問問刷出町田原岡担|君嶋隆行
理等の適正化について(通知) 課財政第一z

!被保険者の患者負担割合変更に係
H25. 7. 19 る債権管理等の適正化について

保険局高齢者医療謀 l小林守
財政係

円 ~~I:t:c甲骨 rτ ーを・ー品ー司~<<<~雪・「官

監理係

回 官主・』品.. ι=.詣墨田

E太 H25.7ι u療主管部(局)長

高齢者医療課
金田一正太 H25. 7 

保高発0731第1号 H25. 7. 311 即且担m:VJ胤見掴l旦ド月ヲ旬間|再眠周高齢者医療課萩原竜佑
"'"刊~"'i!! n、目 ~I ，__目、、"'...円、:iI':iiID;:土:/i:1i1*

保高発0821第1号 H25. 8. 211'.;'租 W 昇且1-聞ヲ官官官閉口軍軍部1''''-同高齢者医療課 白井 友也
9(号通知に関)する交付基準について 財政係

保高発0927第5号 H25.9.27 後期高齢者医療事務指導監督実施 保険局高齢者医療課
佐野 勉

要領等の改正について 監理係

保高発1126第1号 H25. 11. 26 広域連合標準システム研究会の委 保険局高齢者医療課
鈴木良希

員委嘱について 監理係

保高発1206第1号 H25. 12. 6 海外療養費の不正請求対策等につ 保険局高齢者医療課
萩原竜佑

いて 企画法令係

保高発1206第2号 H25. 12. 6 海外療養費の不正請求対策等につ 保険局高齢者医療課
萩原竜佑

いです 企画法令係

保高発0114第1号 H26. 1. 14 
平付成金2等6年の度額のに算お定けにる用即刻い晶る齢加者入者父

保険局高齢者医療課
村井康平

請数等の取の基扱礎い数値の過大・過小の申 財政調整係
について

平成25年助金度後の期変更晶町交省付医申療請制に度つ 保険局晶齢者医療課
号 H26.2.7 事業費補 - 市 町 金 田一正太| H26.2 



平成十 六年度1::おける晶齢者の
医療の確保に関する法律による前

保高発0328第1号 H26.3.28 
期高齢者交付金及び前期高齢者納 保険局高齢者医療課

藁科達也
都道府県民生主管部 厚生労働省保

付金の額の算定に係る率及び割合 企画法令係
H26.3.2 81 (局)後期高齢者医療 険局高齢者医

を定める政令の施行について(通
主管課(部)長 療課長

知)

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

平成二十六年度における高齢者の
中央会長、社会保険診

医療の確保に関する法律による前
療報酬支払基金理事

保高発0328第2号 H26.3.28 
期高齢者交付金及び前期高齢者納 保険局高齢者医療課

藁科達也
長、財務省主計局給与 厚生労働省保

付金の額の算定に係る率及び割合 企画法令係
H26. 3. 28 共済課長、文部科学省 険局高齢者医

を定める政令の施行について(通
高等教育局医学教育課 療課長

知)
長、文部科学省大臣官
房人事課福利厚生室
長、総務省自治行政局
公務員部福利課長、警
察庁長官官房給与厚生
課長

保高発0331第5号 H26.3.31 |齢ーの及確者び額保交付等に関金にす等つにのおるい額法てけ律る時による前の期医療高
保険局高齢者医療課

藁科達也
都道府県民生主管部 厚生労働省保

ての(算通定知)に係る率 企画法令係
H26. 3. 31 (局)後期高齢者医療 険局高齢者医

主管課(部)長 療課長

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

平成26年度における高齢者の医療
療報酬支払基金理事

保高発0331第6号 H26.3.31 
の確保に関する法律による前期高 保険局高齢者医療課

藁科達也
長、財務省主計局給与 厚生労働省保

齢者交付金等の額の算定に係る率 企画法令係
H26.3.31 共済課長、 険局高齢者医

及び額等について(通知)
文部科学省高等教育局 療課長
医学教育課長、文部科
学省大臣官房人事課福
利厚生室長、総務省自
治行政局公務員部福利
課長、警察庁長官官房
給与厚生課長

保品発0331第7号 H26.3.31 
平成26年度後期高齢者医療制度 保険局局齢者医療課

金田一 E太
各都道府県後期晶齢者 厚険d軍奮生局盟労高主主働齢者省保医

事業の実施について 監理係
H26. 3. 28 

医療主管部(局)長



第8号

第9号

保高発0331第10号

保高発0331第11号

保高発0331第12号

保高発0331第13号

H26. 3. 31 ついて|

H26.3.31 

H26. 3. 31 

(通知)

H26.3.31 

I r犯罪被害による傷病の保険給付
H26. 3. 311 

|の取扱いについてJ (通知)

H26. 3. 311!犯罪被害による傷病の保険給付
Eの取扱いについてJ (通知)

保険局高齢者医療課
監理係

保険局高齢者医療課
企画法令係

保険局高齢者医療課
企画法令係

一正太

達也

達也

達也

竜佑

萩原竜佑

H26.3. 

H26.3 

H26.3 


