
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1005第2号 H28.10.5
身分証発行等申請について(10
月１日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.10.5 大臣官房人事課長 保険局長

保発1006第1号 H28.10.6 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 H28.10.5

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1006第2号 H28.10.6 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 H28.10.5
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1006第3号 H28.10.6
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 H28.10.5
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1006第4号 H28.10.6
身分証発行等申請について(9月
30日付退職に伴う廃止手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.10.6 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発1007第2号 H28.10.7
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 H28.10.7 大臣官房人事課長 保険局長

保発1012第1号 H28.10.11
平成28年度国民健康保険制度
関係業務準備事業実施要綱の
一部改正について

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H28.10.11
各都道府県知事
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1014第5号 H28.10.14
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 H28.10.14 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発1014第6号 H28.10.17

平成28年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（被用者保険運営
円滑化推進事業）の交付決定に
ついて（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.10.17 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1018第2号 H28.10.18
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 H28.10.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発1018第3号 H28.10.18
指定統計調査等調査票の転写Ｄ
ＶＤ利用後における処置報告の
提出について

保険局 調査課 医療
機関医療費係

大和田 英男 H28.10.17
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発1018第4号 H28.10.18
職員に対する矯正措置の実施に
ついて

保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H28.10.18 宮城労働局長
厚生労働省
保険局長

保発1019第2号 H28.10.19
平成28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28年11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 H28.10.11
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発1020第1号 H28.10.20
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

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.10.17 総務省行政局長
厚生労働省
保険局長

保発1020第2号 H28.10.17
「平成28年度薬局の機能に係る
実態調査業務」の入札の実施に
ついて

保険局 医療課 石井 朋之 H28.10.17 保険局長

保発1020第3号 H28.10.20
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28年9月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.10.19 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発1020第4号 H28.10.20

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）国民健康保険団体連合
会等補助金交付額の確定につい
て

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.10.20
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1020第5号 H28.10.20

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）国民健康保険団体連合
会等補助金交付額の確定につい
て

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.10.20
歳入徴収官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発1020第6号 H28.10.20
平成27年度（平成26年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化
等補助金交付額の確定について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.10.20
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1020第7号 H28.10.20
平成27年度（平成26年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化
等補助金交付額の確定について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.10.20
歳入徴収官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発1020第8号 H28.10.20
身分証明書発行等申請書につい
て(10月1日付採用に伴う新規作
成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.10.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発1021第1号 H28.10.21
先進医療会議技術専門委員の
内申について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.10.21 大臣官房人事課長 保険局長

保発1024第1号 H28.10.24
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 H28.10.24 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1024第2号 H28.10.25
身分証発行等申請について(10
月1日付異動に伴う使用休止の
手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.10.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発1025第1号 H28.10.25 職員人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.10.25 大臣官房人事課長 保険局長

保発1025第2号 H28.10.25 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 H28.10.25 大臣官房人事課長 保険局長



保発1026第1号 H28.10.24
平成27年度年金特別会計健康
勘定財務書類の提出について

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.10.21 大臣官房会計課長 保険局長

保発1027第1号 H28.10.18

健康保険法施行規則及び厚生年
金保険法施行規則の一部を改正
する省令の公布について（公布
通知）

保険局 保険課 企画
法令第一係

登美 翼 H28.10.14 日本年金機構理事長
厚生労働省
保険局長

保発1027第2号 H28.10.18

健康保険法施行規則及び厚生年
金保険法施行規則の一部を改正
する省令の公布について（公布
通知）

保険局 保険課 企画
法令第一係

登美 翼 H28.10.14 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発1027第3号 H28.10.18

健康保険法施行規則及び厚生年
金保険法施行規則の一部を改正
する省令の公布について（公布
通知）

保険局 保険課 企画
法令第一係

登美 翼 H28.10.14
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1027第4号 H28.10.27
国民健康保険診療報酬特別審
査委員会の委員の内申について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.21 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発1027第5号 H28.10.26
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

大久保 武春 H28.10.25 北海道厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1031第1号 H28.10.27
「保険者番号等の設定について」
の一部改正について

保険局 医療課 企画
法令第一係

新保 陽人 H28.10.25
地方厚生（支）局長、都
道府県知事

厚生労働省
保険局長

保発1031第3号 H28.10.31
身分証明書発行等申請書につい
て(11月７日付採用に伴う新規作
成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.10.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発1101第1号 H28.10.24

平成28年度東日本大震災復興
特別会計歳出予算の移替えにつ
いて(国民健康保険特定健康診
査・保健指導補助金等)

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 H28.10.14 大臣官房会計課長 保険局長



保発1101第2号 H28.10.31
平成28年度(平成27年度からの
繰越分)国民健康保険団体連合
会等補助金の交付決定について

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H28.10.13
官署支出官都道府県
会計管理者、官署支出
官大臣官房会計課長

支出負担行
為担当官保
険局長

保発1101第3号 H28.10.31

平成28年度（平成27年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付決定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H28.10.13
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1101第4号 H28.10.31

平成28年度（平成27年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付決定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H28.10.13
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1101第5号 H28.11.1
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 H28.10.31 大臣官房人事課長 保険局長

保発1101第6号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 早稲田大学総長
厚生労働省
保険局長

保発1101第7号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 一橋大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1101第8号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発1101第9号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
全日本海員組合組合
長

厚生労働省
保険局長

保発1101第10号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 半田市長
厚生労働省
保険局長



保発1101第11号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発1101第12号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 日本医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発1101第13号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
日本医療法人協会会
長

厚生労働省
保険局長

保発1101第14号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 日本歯科医師会会長
厚生労働省
保険局長

保発1101第15号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 日本薬剤師会会長
厚生労働省
保険局長

保発1101第16号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
明洋株式会社代表取
締役社長執行役員

厚生労働省
保険局長

保発1101第17号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1101第18号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31 全日本病院協会会長
厚生労働省
保険局長

保発1101第19号 H28.11.1
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（医療機関等における消費
税負担に関する分科会）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.10.31
株式会社大黒代表取
締役社長

厚生労働省
保険局長



保発1104第1号 H28.11.2
身分証明書発行等申請について
(11月１日付採用に伴う新規作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.11.1 大臣官房人事課長 人事課長

保発1104第2号 H28.11.2
身分証明書発行等申請について
(11月7日付採用に伴う新規作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.11.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1104第3号 H28.11.4
「医療費適正化に関する施策に
ついての基本的な方針」の一部
改正について（通知）

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 H28.11.4 都道府県知事 保険局長

保発1107第1号 H28.11.7
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 H28.11.4 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1108第1号 H28.11.8

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
費用対効果評価専門組織、薬価
算定組織、保険医療材料等専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.7 東海大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1108第2号 H28.11.8

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
費用対効果評価専門組織、薬価
算定組織、保険医療材料等専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.7
国立保健医療科学院
院長

厚生労働省
保険局長

保発1108第3号 H28.11.8

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
費用対効果評価専門組織、薬価
算定組織、保険医療材料等専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.7
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科医院
長

厚生労働省
保険局長

保発1108第4号 H28.11.8

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
費用対効果評価専門組織、薬価
算定組織、保険医療材料等専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.7
東京大学政策ビジョン
研究センターセンター長

厚生労働省
保険局長



保発1108第5号 H28.11.8

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
費用対効果評価専門組織、薬価
算定組織、保険医療材料等専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.7 筑波大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1108第6号 H28.11.7

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金の交付額の
確定について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.7 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1108第7号 H28.11.7

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金の交付額の
確定について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.7 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1108第8号 H28.11.7
平成27年度健康保険組合事務
費負担金の交付額の確定につい
て（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.7 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1108第9号 H28.11.7
平成27年度健康保険組合事務
費負担金の交付額の確定につい
て（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.7 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1109第1号 H28.12.6
「平成２８年度薬局の機能に係る
実態調査業務」の契約締結につ
いて

保険局 医療課 石井 朋之 H28.11.9
みずほ情報総研株式会
社  代表取締役社長

保険局長

保発1109第2号 H28.12.6
「平成２８年度薬局の機能に係る
実態調査業務」の契約締結につ
いて

保険局 医療課 石井 朋之 H28.11.9
みずほ情報総研株式会
社  代表取締役社長

保険局長

保発1113第1号 H28.11.13
身分証発行等申請について(退
職に伴う廃止手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.11.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発1114第1号 H28.11.4

平成28年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の変更交付
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

金子 威士 H28.10.17
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1114第2号 H28.11.4

平成28年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の変更交付
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

金子 威士 H28.10.17
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1114第4号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 東京歯科大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1114第5号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11
東邦大学医療センター
大橋病院病院長

厚生労働省
保険局長

保発1114第6号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 日本医科大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1114第7号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11
弘前大学大学院医学
研究科大学院医学研
究科長

厚生労働省
保険局長

保発1114第8号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 帝京大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1114第9号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11
国立循環器病研究セン
ター理事長

厚生労働省
保険局長

保発1114第10号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 杏林大学学長
厚生労働省
保険局長



保発1114第11号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 東海大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1114第12号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11
国立国際医療研究セン
ター国府台病院院長

厚生労働省
保険局長

保発1114第13号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 東邦大学理事長
厚生労働省
保険局長

保発1114第14号 H28.11.14

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（保険医療材料等専門組
織、薬価算定組織、診療報酬調
査専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H28.11.11 杏林大学学長
厚生労働省
保険局長

保発1114第15号 H28.11.15
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成28年9月）につ
いて

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H28.11.14
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発1115第1号 H28.11.15
「入院医療等における実態調査」
に係る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 H28.11.11
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1116第1号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11 日本鍼灸師会会長
厚生労働省
保険局長

保発1116第2号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11 中村　聡
厚生労働省
保険局長



保発1116第3号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11
全日本鍼灸マッサージ
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1116第4号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11 住田　和章
厚生労働省
保険局長

保発1116第5号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11
日本あん摩マッサージ
指圧師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1116第6号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11 小谷田　作夫
厚生労働省
保険局長

保発1116第7号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11
日本盲人会連合会会
長

厚生労働省
保険局長

保発1116第8号 H28.11.14
社会保障審議会専門委員の就
任にかかる依頼について（医療
保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.11 糸数　三男
厚生労働省
保険局長

保発1116第9号 H28.11.14
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(９月分)

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

松野 佑真 H28.11.11
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1117第1号 H28.11.17 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 H28.11.15

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1117第2号 H28.11.17 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 H28.11.15
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長



保発1118第1号 H28.11.17
平成28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28年12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 H28.11.14
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発1118第3号 H28.11.18
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（株式会社ヨック
モッククレア他１件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H28.11.15 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1118第4号 H28.11.18
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（株式会社ヨック
モッククレア他１件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H28.11.15 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1118第5号 H28.11.18
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（株式会社ヨック
モッククレア他１件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H28.11.15 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1118第6号 H28.11.18
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（株式会社ヨック
モッククレア他１件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H28.11.15 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1118第7号 H28.11.18

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（被用者保険運営
円滑化推進事業）の交付額の確
定について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.18
健康保険組合連合会、
東京都総合組合保健
施設振興協会

厚生労働省
保険局長

保発1121第1号 H28.11.21
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年
度　平成28年10月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.11.18 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発1121第2号 H28.11.21
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議の構成員就任依頼に
ついて

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.11.14
全国健康保険協会理
事

保険局長

保発1121第3号 H28.11.21
レセプト情報等の提供に関する
有識者会議の構成員就任依頼に
ついて

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H28.11.14
全国健康保険協会理
事長

保険局長



保発1121第4号 H28.11.21

「重症度、医療・看護必要度等に
関する調査分析業務」に係る低
入札価格調査の結果及び落札者
の決定について

保険局 医療課 包括
医療推進係

下田 英和 H28.11.16

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1121第5号 H28.11.21

「重症度、医療・看護必要度等に
関する調査分析業務」に係る低
入札価格調査の結果及び落札者
の決定について

保険局 医療課 包括
医療推進係

下田 英和 H28.11.16
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1122第1号 H28.11.22

平成28年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付決定につい
て（高齢者医療支援金等負担金
助成事業）

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.10.28 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発1122第2号 H28.11.22

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決定
について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.22 健康保険組合連合会
厚生労働省
保険局長

保発1122第3号 H28.11.24

保険医療専門審査員の内申につ
いて（診療報酬調査専門組織、
薬価算定組織、保険医療材料等
専門組織、費用対効果評価専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.22 大臣官房人事課長 保険局長

保発1124第1号 H28.11.24
平成27年度年金特別会計健康
勘定財務書類について（誤謬訂
正）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.11.24 大臣官房会計課長 保険局長

保発1124第2号 H28.11.24
平成27年度年金特別会計健康
勘定財務書類について（誤謬訂
正）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.11.24
会計検査院事務総局
第２局長

保険局長

保発1124第4号 H28.11.24 職員人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.11.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発1124第5号 H28.11.21

太宰府病院診療費用問題事件
(平成２８年（行ウ）第52号)の調査
回報について（伺い）

保険局 医療課 島田 将広 H28.10.19
法務省訟務局長
福岡地方法務局長

厚生労働省
保険局長



保発1125第1号 H28.11.21
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 H28.11.18 大臣官房人事課長 保険局長

保発1128第1号 H28.11.28
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
の確認データの認証について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H28.11.15 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局長

保発1129第1号 H28.11.29

平成28年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)の
交付決定について

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 H28.11.25
北海道他45都道府県
会計管理者

保険局長

保発1129第2号 H28.11.29

平成28年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)の
交付決定について

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 H28.11.25 大臣官房会計課長 保険局長

保発1129第4号 H28.11.29
職員の永年勤続表彰について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.11.28 人事課長 保険局長

保発1129第5号 H28.11.29
社会保障審議会専門委員の内
申について（医療保険部会）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.11.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発1130第1号 H28.11.30
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

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.11.30 総務省行政局長
厚生労働省
保険局長

保発1201第1号 H28.11.29

平成28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（健康保険組合災害臨時特
例補助金）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.11.28 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長



保発1201第2号 H28.12.1 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 H28.12.1

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1201第3号 H28.12.1 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 H28.12.1
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1201第4号 H28.12.1
体外診断用医薬品の保険適用に
ついて

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H28.12.1
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発1201第5号 H28.12.13
保険者による健診・保健指導等
に関する検討会構成員の推薦依
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 H28.12.12
全国健康保険協会　理
事長

保険局長

保発1202第1号 H28.12.2
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 H28.11.29 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1202第2号 H28.12.2
身分証明書発行等申請について
(紛失に伴う再発行申請につい
て)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.11.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発1202第3号 H28.12.2
身分証明書発行等申請について
(12月1日付採用に伴う新規作成
分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H28.12.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発1205第1号 H28.12.5
公用旅券の未使用返納について
（医療課　荒川裕司）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.12.1 大臣官房国際課長 保険局長



保発1205第2号 H28.12.5

平成28年勧告改正法の施行に伴
いいわゆる現給補障額が減少し
た場合における職員に対する通
知について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.11.30 大臣官房人事課長 保険局長

保発1205第3号 H28.12.5
関東信越地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H28.12.5 大臣官房人事課長 保険局長

保発1205第4号 H28.12.5
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成28年10月）につ
いて

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H28.12.5
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発1207第1号 H28.12.7

「重症度、医療・看護必要度等に
関する調査分析業務」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 H28.12.5

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1207第4号 H28.12.7 職員の海外渡航について
保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H28.12.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発1207第5号 H28.12.7
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

白岩 誠司 H28.11.24 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1207第6号 H28.12.7

平成28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)の変更交付決定に
ついて

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H28.11.25
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1207第7号 H28.12.7
年金特別会計に係る支払元受高
配分請求について（平成28年度
第4四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.12.6 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発1208第1号 H28.12.8 職員の退職について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.12.7 大臣官房人事課長 保険局長



保発1208第2号 H28.12.7
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(１０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 H28.12.5
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1208第3号 H28.12.8
平成２８年度国民健康保険保険
基盤安定負担金の交付決定につ
いて

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H28.11.7 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発1208第4号 H28.12.8
平成２８年度国民健康保険保険
基盤安定負担金の交付決定につ
いて

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H28.11.7 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発1209第1号 H28.12.9
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 H28.12.9 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1212第1号 H28.12.12

平成28年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の交付決
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 H28.11.1
宮城県他3県会計管理
者

保険局長

保発1212第2号 H28.12.12

平成28年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の交付決
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 H28.11.1 東京都会計管理者 保険局長

保発1212第3号 H28.12.12

平成28年度東日本大震災復旧・
復興に係る国民健康保険特定健
康診査国庫補助金等の交付決
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 H28.11.1
大臣官房会計会計課
長

保険局長

保発1212第4号 H28.12.12 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 H28.12.12 大臣官房人事課長 保険局長



保発1214第1号 H28.12.9
平成28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1月4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 H28.12.7
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発1215第1号 H28.12.13 職員の昇給について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.12.12 大臣官房人事課長 保険局長

保発1215第2号 H28.12.15
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28年11月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H28.12.15 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発1216第1号 H28.12.15
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 H28.12.7 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1216第2号 H28.12.15
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 H28.12.7 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発1216第3号 H28.12.16 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 H28.12.16 大臣官房人事課長 保険局長

保発1216第4号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1216第5号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1216第6号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8 都道府県知事
厚生労働省
保険局長



保発1216第7号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発1216第8号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8

日本医師会長、日本産
婦人科学会理事長、日
本産婦人科医会長、日
本助産師会長

厚生労働省
保険局長

保発1216第9号 H28.12.17
「出産育児一時金等の支給申請
及び支払い方法について」の一
部改正について

保険局 保険課 中澤 悠 H28.12.8

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

厚生労働省
保険局長

保発1219第2号 H28.12.16
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.9

東北大学院医学系研
究科長、東北大学総
長、東京大学医学部付
属病院病院長、横浜市
立大学理事長、九州大
学大学院歯学研究院
長

保険局長

保発1220第1号 H28.12.20 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 H28.12.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発1220第2号 H28.12.20 職員の昇任について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.12.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発1220第3号 H28.12.20 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 H28.12.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発1220第4号 H28.12.20

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省
令の一部を改正する省令の施行
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

平川 星座 H28.12.19 都道府県知事 保険局長



保発1220第5号 H28.12.20

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省
令の一部を改正する省令の施行
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

平川 星座 H28.12.19

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
総務省自治行政局長
財務省主計局長
警察庁長官官房長
文部科学省高等教育
局長
文部科学省初等中等
教育局長

保険局長

保発1220第6号 H28.12.20
「後期高齢者支援金の加算・減
算制度の実施について」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

平川 星座 H28.12.19 都道府県知事 保険局長

保発1220第7号 H28.12.20
「後期高齢者支援金の加算・減
算制度の実施について」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

平川 星座 H28.12.19

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
総務省自治行政局長
財務省主計局長
警察庁長官官房長
文部科学省高等教育
局長
文部科学省初等中等
教育局長

保険局長



保発1221第1号 H28.12.20
中央社会保険医療協議会専門
委員の委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H28.12.14
ジョンソン・エンド・ジョン
ソン株式会社代表取締
役社長

厚生労働大
臣

保発1221第2号 H28.12.21

平成28年度国民健康保険調整
交付金の交付（追加交付・交付
決定一部取消）申請及び事業実
績報告について（通知）

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H28.12.13 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発1221第4号 H28.12.21

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）の交付決定等につ
いて（通知依頼）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H28.12.7 熊本県知事 保険局長

保発1221第5号 H28.12.21 復職時調整の発令について
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.12.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発1222第2号 H28.12.22
平成28年度国民健康保険財政
安定化基金補助金の交付決定に
ついて

保険局 国民健康保
険課

佐藤 和夫 H28.12.6 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発1222第4号 H28.12.22
健康保険組合予算編成基準の
一部改正通知について

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.12.22 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1222第5号 H28.12.22
健康保険組合予算編成基準の
一部改正通知について

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H28.12.22 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1226第1号 H28.12.19

「地域における医療及び介護を
総合的に確保するための基本的
な方針」（告示）の一部を改正す
る件について（告示改正通知）

保険局 医療介護連
携政策課 計画係

下田 大道 H28.12.15 各都道府県知事 保険局長

保発1226第3号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発1226第4号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1226第5号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発1226第6号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発1226第7号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
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1226第8号 H28.12.26
健康保険法施行令等の一部を改
正する政令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発1226第10号 H28.12.22
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.21 東北大学総長 保険局長

保発1226第11号 H28.12.22
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.21 東北大学総長 保険局長

保発1226第12号 H28.12.22
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.21
東京大学大学院医学
系研究科研究科長

保険局長

保発1226第13号 H28.12.22
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.21 横浜市立大学理事長 保険局長



保発1226第14号 H28.12.22
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H28.12.21 九州大学総長 保険局長

保発1227第1号 H28.12.27 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 H28.12.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発1227第2号 H28.12.27 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 H28.12.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発1227第3号 H28.12.27
海外渡航に伴う事務代理につい
て（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H28.12.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発1228第1号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1228第2号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1228第3号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発1228第4号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発1228第5号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
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1228第6号 H28.12.27

地方税法の一部を改正する法律
等の一部の施行に伴う厚生労働
省関係告示の整備に関する告示
の適用について（通知）

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.21
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発1228第7号 H28.12.28

健康保険法施行規則及び行政手
続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する
法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令の一部
を改正する省令等の公布につい
て

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発1228第8号 H28.12.28

健康保険法施行規則及び行政手
続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する
法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令の一部
を改正する省令等の公布につい
て

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.27 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発1228第9号 H28.12.28

健康保険法施行規則及び行政手
続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する
法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令の一部
を改正する省令等の公布につい
て

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.27 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長



保発1228第10号 H28.12.28

健康保険法施行規則及び行政手
続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する
法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令の一部
を改正する省令等の公布につい
て

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.27
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1228第11号 H28.12.28

健康保険法施行規則及び行政手
続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する
法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法
律の施行に伴う厚生労働省関係
省令の整備に関する省令の一部
を改正する省令等の公布につい
て

保険局 保険課 平塚 直樹 H28.12.27
健康保険組合連合会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0104第9号 H29.1.11
法制執務業務支援システム（e-
LAWS）に係る基準日以降公布法
令と再決裁法令の認証について

保険局 総務課 企画
調査係

沢井 俊介 H29.1.4 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局

保発0104第10号 H29.1.4
身分証発行等申請について(平
成29年1月1日採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.1.4 大臣官房人事課長 保険局長

保発0105第1号 H29.1.5

平成２８年度国民健康保険（組
合）災害臨時特例補助金の交付
決定、追加交付決定（交付決定
一部取消）等について（通知依
頼）

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H29.1.5 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長



保発0105第2号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第3号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第4号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第5号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第6号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第7号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長



保発0105第8号 H29.1.5

平成22年度、平成23年度、平成
24年度、平成25年度及び平成26
年度後期高齢者医療給付費等
国庫負担金（後期高齢者医療広
域連合分）の交付額の再確定に
ついて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.12.6
青森県会計管理者　他
２件

厚生労働省
保険局長

保発0105第10号 H29.1.5

平成２８年度国民健康保険（組
合）災害臨時特例補助金の交付
決定、追加交付決定（交付決定
一部取消）等について（通知依
頼）

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H29.1.5 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0106第1号 H29.1.6
人事院勧告反映に伴う退職手当
の追給について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.1.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0110第1号 H29.1.5
在外公館に対する便宜供与依頼
について（英国）

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.1.4 外務省欧州局長
厚生労働省
保険局長

保発0110第2号 H29.1.10 顧問の指名について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.1.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0111第2号 H29.1.11 職員の人事異動について（内申）
保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H29.1.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0111第3号 H29.1.11
身分証発行等申請について(退
職に伴う廃止手続)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.1.11 大臣官房人事課長 保険局長

保発0112第1号 H29.1.11

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

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.11 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長



保発0112第2号 H29.1.11

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

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.11 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0112第3号 H29.1.12
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について（内申）

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.5
人事課長、医療技術参
与、所属長

保険局長

保発0112第4号 H29.1.12
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.11 新潟大学学長 保険局長

保発0112第5号 H29.1.12
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.11
国立研究法人国立循
環器病理研究センター
理事長

保険局長

保発0113第2号 H29.1.17
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成28年11月）につ
いて

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H29.1.12
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長

保発0116第1号 H29.1.13
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（薬価算定組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.11
山口大学大学院医学
系研究科医学系研究
科長

厚生労働省
保険局長

保発0116第2号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0116第3号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0116第4号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0116第5号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10
日本中央競馬会健康
保険組合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0116第6号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10
野村證券健康保険組
合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0116第7号 H29.1.16
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（日本中央競馬
会他２件）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.10
駒井ハルテック健康保
険組合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0116第9号 H29.1.13
公用旅券の未使用返納について
（医療課　東健太郎）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.1.12 大臣官房国際課長 保険局長

保発0117第1号 H29.1.5
在外公館に対する便宜供与依頼
について（豪国）

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.1.4
外務省アジア大洋州局
長

厚生労働省
保険局長

保発0118第7号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16
京都府立医科大学学
長

厚生労働省
保険局長

保発0118第8号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16 中村　耕三
厚生労働省
保険局長

保発0118第9号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16 日本薬科大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0118第10号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16
東京女子医科大学先
端生命医科学研究所
所長

厚生労働省
保険局長



保発0118第11号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16
山梨大学融合研究臨
床応用推進センターセ
ンター長

厚生労働省
保険局長

保発0118第12号 H29.1.17
先進医療会議技術専門委員の
委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.1.16
東北大学大学病院臨
床研究推進センター

厚生労働省
保険局長

保発0118第13号 H29.1.17
平成28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2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 H29.1.12
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0118第14号 H29.1.18
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 H29.1.10 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長

保発0118第16号 H29.1.18

平成28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）の追加交付決定につぃ
て

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.13 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0118第17号 H29.1.18
国民健康保険法施行令の一部を
改正する政令の公布について
（通知）

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.1.18 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0119第1号 H29.1.19
平成28年度全国健康保険協会
本部実地監査の実施について

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 H28.12.2
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0119第2号 H29.1.19
身分証発行等申請について(平
成29年1月10日付新規作成に伴
う作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.1.18 大臣官房人事課長 保険局長

保発0119第3号 H29.1.19

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金交付額の確定につ
いて（高齢者医療支援金等負担
金助成事業）

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H28.11.24 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長



保発0119第4号 H29.1.19
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 H29.1.19 大臣官房人事課長 保険局長

保発0119第5号 H29.1.19 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 H29.1.16

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0119第6号 H29.1.19 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 H29.1.16
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0119第7号 H29.1.19
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 H29.1.16
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0120第1号 H29.1.23
医科歯科連携の在り方に関する
調査について（承認申請）

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.1.17
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0120第2号 H29.1.20
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28年12月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H29.1.19 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0123第1号 H29.1.23

平成28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）の変更交付決定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 財政係

椙山 優香 H29.1.10
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0123第2号 H29.1.23
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 H29.1.17 大臣官房人事課長 保険局長



保発0123第3号 H29.1.23
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 H29.1.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0123第4号 H29.1.23 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 H29.1.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0123第5号 H29.1.23 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 H29.1.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0124第1号 H29.1.5
在外公館に対する便宜供与依頼
について（仏国）

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.1.4 外務省欧州局長
厚生労働省
保険局長

保発0124第2号 H29.1.5
在外公館に対する便宜供与依頼
について（独国）

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.1.4 外務省欧州局長
厚生労働省
保険局長

保発0124第6号 H29.1.24 職員の退職について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.1.24 大臣官房人事課長 保険局長

保発0125第1号 H29.1.24
平成27年度後期高齢者医療制
度関係業務事業費補助金の交
付額の確定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H28.12.1 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0125第2号 H29.1.24
平成27年度後期高齢者医療制
度関係業務事業費補助金の交
付額の確定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H28.12.1 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0125第4号 H29.1.25
高齢者の医療の確保に関する法
律施行令の一部を改正する政令
の公布について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

多田 靜香 H29.1.25 都道府県知事
厚生労働省
保険局長



保発0126第1号 H29.1.26
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（科研製薬株式
会社）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.24 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0126第2号 H29.1.26
健康保険組合一括適用事業所
の承認について（科研製薬株式
会社）

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.1.24
科研製薬健康保険組
合理事長

厚生労働省
保険局長

保発0126第3号 H29.1.26 公印改刻の報告について
保険局 総務課 社会
保険審査調整室 審
査庶務係

森田 明夫 H29.1.25 大臣官房総務課長 保険局長

保発0126第4号 H29.1.24
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(１１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 H29.1.23
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0126第5号 H29.1.26

国民健康保険療養給付費等負
担金等の交付額の再確定につい
て（平成２２年度～平成２６年度
分）（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

金子 威士 H28.11.16
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0126第6号 H29.1.26 職員の退職について（内申）
保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.1.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0127第1号 H29.1.27
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 H29.1.26 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0130第1号 H29.1.27
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.24 医療技術参与、所属長 保険局長

保発0130第2号 H29.1.27
健康保険法施行規則の一部を改
正する省令等の施行について
（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.1.25
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0130第3号 H29.1.26
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 H29.1.26 大臣官房人事課長 保険局長

保発0130第5号 H29.1.30 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.24 人事課長 保険局長

保発0131第1号 H29.1.30
中央社会保険医療協議会専門
委員の委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.1.27
国立大学法人千葉大
学学長

厚生労働大
臣

保発0131第2号 H29.1.30

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
道府県分及び市町村分）の追加
交付決定（交付決定一部取消）に
ついて（局長通知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.1.30 都道府県会計管理者 保険局長

保発0131第3号 H29.1.31
社会保険診療報酬支払基金定
款の一部変更の認可について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.30
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0131第4号 H29.1.31
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

原 一雅 H29.1.27 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0131第5号 H29.2.2
医科歯科連携の在り方に関する
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 H29.1.30
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0201第1号 H29.1.23

平成28年度東日本大震災復興
特別会計歳出予算の移替えにつ
いて(国民健康保険団体連合会
等補助金)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.1.20 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0201第2号 H29.2.2
使用済タクシー乗車券点検・保存
結果理由書（平成28年12月）につ
いて

保険局 総務課 庶務
係

宮田 竜一 H29.2.1
支出負担行為担当官
大臣官房会計課長

保険局長



保発0201第3号 H29.2.1
医科歯科連携の在り方に関する
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 H29.2.1 日本医師会長 保険局長

保発0201第4号 H29.2.1
医科歯科連携の在り方に関する
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 H29.2.1 日本歯科医師会長 保険局長

保発0201第5号 H29.2.1
医科歯科連携の在り方に関する
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 H29.2.1 地方厚生局（支）局長 保険局長

保発0203第1号 H29.2.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.26 人事課長 保険局長

保発0203第2号 H29.2.2 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.1.31 人事課長 保険局長

保発0206第1号 H29.1.27
厚生労働大臣が定める現物給与
の価額について（通知）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.1.24 日本年金機構理事長
厚生労働省
保険局長

保発0206第2号 H29.1.27
厚生労働大臣が定める現物給与
の価額について（通知）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.1.24 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発0206第3号 H29.1.27
厚生労働大臣が定める現物給与
の価額について（通知）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.1.24
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0206第4号 H29.1.27
厚生労働大臣が定める現物給与
の価額について（通知）

保険局 保険課 中澤 悠 H29.1.24 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長



保発0206第5号 H29.2.6
東海北陸地方社会保険医療協
議会臨時委員の委嘱について
（内申）

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.2 大臣官房人事課長 保険局長

保発0206第6号 H29.2.6
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱に係る兼業依頼状の提出に
ついて

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.2.3
北海道大学大学院医
学研究科長

保険局長

保発0206第7号 H29.2.6

平成２８年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金の交
付決定及び追加交付決定につい
て

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

吉田 大介 H29.1.13
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0207第1号 H29.1.5
在外公館に対する便宜供与依頼
について（米国）

保険局 医療課 企画
法令第二係

冨山 千波 H29.1.4 外務省北米局長
厚生労働省
保険局長

保発0207第2号 H29.2.7

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額確定につ
いて（退職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 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H28.12.14 会計課長 保険局長

保発0207第3号 H29.2.7
平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金の交付
額の確定について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.12 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0207第4号 H29.2.7
平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金の交付
額の確定について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.1.12 大臣官房会計課長
厚生労働省
保険局長

保発0208第1号 H29.2.7

平成27年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の交付額の
確定並びに確定に伴う不足額に
係る追加交付及び超過交付に係
る返還について（大臣通知及び
局長通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

金子 威士 H29.1.13
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0208第2号 H29.2.7

平成27年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の交付額の
確定並びに確定に伴う不足額に
係る追加交付及び超過交付に係
る返還について（大臣通知及び
局長通知）

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

金子 威士 H29.1.13
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0208第3号 H29.2.7
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）
の交付決定について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.1.31
官署支出官　熊本県会
計管理者

支出負担行
為担当官　厚
生労働省保
険局長

保発0208第4号 H29.2.8 職員の無報酬兼業許可について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.1.20
学校法人産業医科大
学理事長

保険局長

保発0208第5号 H29.2.8
平成28年度後期高齢者医療災
害臨時特例補助金の交付決定
等について（第２回目）

保険局 高齢者医療
課 財政調整係

村上 智康 H29.1.16
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0209第1号 H29.2.9
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 H29.2.7 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0209第2号 H29.2.9
平成28年度国民健康保険団体
連合会等補助金(東日本大震災
対応分)の交付決定について

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.2
道府県会計管理者、大
臣官房会計課長

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0209第3号 H29.2.9

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変更交付
決定について(中央会分)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.1
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0209第5号 H29.2.9

平成２８年度国民健康保険保険
基盤安定負担金の交付決定・追
加交付決定及び交付決定一部取
消について（通知依頼書）（戻入
含む）

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H29.2.9 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長



保発0209第6号 H29.2.9
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 H29.2.2 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0210第1号 H29.2.10
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 H29.2.9 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0210第2号 H29.2.10
贈与等報告書の提出遅延につい
て（報告）

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.7 大臣官簿人事課長 保険局長

保発0213第1号 H29.2.10
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 庶務
係

青木 健 H29.2.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0213第2号 H29.2.13
平成28年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金の交付決定に
ついて（追加交付決定）

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.1.17
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0213第3号 H29.2.13
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 H29.2.13 大臣官房人事課長 保険局長

保発0214第1号 H29.2.10
平成28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3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 H29.2.8
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0214第2号 H29.2.14 過年度支出の申請について 保険局 総務課 新田 浩之 H29.2.14
官署支出官　大臣官房
会計課長

保険局長

保発0214第3号 H29.2.14 過年度支出の申請について 保険局 総務課 新田 浩之 H29.2.14
官署支出官　大臣官房
会計課長

保険局長



保発0214第4号 H29.2.14 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 H29.2.13
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0214第5号 H29.2.14
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 H29.2.13
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0214第6号 H29.3.6
平成28年度健康保険組合災害
臨時特例補助金の交付決定につ
いて（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.6 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0215第1号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11
北海道他46都道府県
会計管理者

保険局長

保発0215第2号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11
北海道他46都道府県
会計管理者

保険局長

保発0215第3号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11 大臣官房会計課長 保険局長

保発0215第4号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11 大臣官房会計課長 保険局長



保発0215第5号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11
北海道他46都道府県
会計管理者

保険局長

保発0215第6号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11
北海道他46都道府県
会計管理者

保険局長

保発0215第7号 H29.2.15
平成27年度国民健康保険特定
健康診査・保健指導国庫負担金
等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 H28.11.11 大臣官房会計課長 保険局長

保発0215第8号 H29.2.14
中央社会保険医療協議会公益
委員の委嘱に係る兼業届の提出
について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.2.14
横浜国立大学大学院
国際社会科学府・研究
院長

厚生労働省
保険局長

保発0216第4号 H29.2.16
先進医療会議技術専門委員の
内申について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.2.10 大臣官房人事課長 保険局長

保発0217第2号 H29.2.16
「統計調査に係る調査票情報の
提供について（申出）」

保険局 調査課 医療
機関医療費係

大和田 英男 H29.2.16
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0217第3号 H29.2.16
「統計調査に係る調査票情報の
提供について（申出）」

保険局 調査課 医療
機関医療費係

大和田 英男 H29.2.16
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0217第4号 H29.2.17

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
薬価算定組織、費用対効果評価
専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.2.16
国際医療福祉大学理
事長　他

厚生労働省
保険局長



保発0217第5号 H29.2.17

保険医療専門審査員の委嘱につ
いて（診療報酬調査専門組織、
薬価算定組織、費用対効果評価
専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.2.16
東京大学大学院医学
系研究科・医学部医学
系研究科長・医学部長

厚生労働省
保険局長

保発0217第6号 H29.2.17

平成28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)の変更交付決定に
ついて

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.15
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0217第7号 H29.2.17

平成28年度（平成27年度からの
繰越）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 高齢者医療
課

矢作 靖 H29.1.24
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0217第8号 H29.2.17
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
決定について

保険局 高齢者医療
課

矢作 靖 H29.1.24
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0217第9号 H29.2.17
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1月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H29.2.17 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0221第1号 H29.2.21

「厚生労働省保険局における医
療保険者等の番号制度導入等に
係る調査広報等支援業務」の再
委託に係る承認申請書の承認に
ついて

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H29.1.26
アクセンチュア（株）代
表取締役社長

厚生労働省
保険局長

保発0221第2号 H29.2.21 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 H29.2.20 大臣官房人事課長 保険局長

保発0221第3号 H29.2.21
社会保険審査会委員長の退職
手当の支給について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.2.21 大臣官房人事課長 保険局長



保発0222第1号 H29.2.21
国民健康保険法施行令の一部を
改正する政令の施行について

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.2.20 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0222第2号 H29.2.22

平成28年度（平成27年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の変更交付決
定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.1.30
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0222第3号 H29.2.22

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、国保連事業分及び
中央会事業分）の交付決定及び
追加交付決定について（局長通
知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.2.22
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0222第4号 H29.2.22

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、国保連事業分及び
中央会事業分）の交付決定及び
追加交付決定について（局長通
知）

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.2.22
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0222第5号 H29.2.22
国民健康保険療養給付費負担
金等の交付額の確定について
（再確定）

保険局 国民健康保
険課 財政第二係

磯部 真光 H29.1.10 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0222第7号 H29.2.22

平成27年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金（後期高齢者
医療広域連合分）の交付額の確
定について

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.1.16
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0222第8号 H29.2.22

平成27年度後期高齢者医療給
付費等国庫負担金（後期高齢者
医療広域連合分）の交付額の確
定について

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.1.16
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0223第1号 H29.2.23

平成28年度国民健康保険高額
医療費共同事業負担金の追加
交付決定（交付決定一部取消）に
ついて

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

金子 威士 H29.2.15
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0223第2号 H29.2.23
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(１２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 H29.2.8
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0223第3号 H29.2.23

平成２２年度国民健康保険療養
給付費等負担金等及び国民健康
保険組合特定健康診査・保険指
導補助金の交付額の確定につい
て(再確定)

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

吉田 大介 H29.2.23
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0223第4号 H29.2.23

「入院・在宅医療等に関する調
査・分析業務」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 H29.2.20
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0227第1号 H29.2.27
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 H29.2.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0227第2号 H29.2.27
中央社会保険医療協議会公益
委員の委嘱に係る兼業届の提出
について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.2.24

慶應義塾大学大学院
経営管理研究科委員
長

厚生労働省
保険局長

保発0227第3号 H29.2.27
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 H29.2.24 九州厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0227第4号 H29.2.27
健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（武富士健
康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.2.27 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0227第5号 H29.2.27
健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（武富士健
康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.2.27
武富士健康保険組合
理事長

厚生労働省
保険局長

保発0227第6号 H29.2.27
健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（武富士健
康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.2.27
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長



保発0227第7号 H29.2.27
健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（武富士健
康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.2.27

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

厚生労働省
保険局長

保発0227第8号 H29.2.27
後期高齢者医療の特別調整交
付金の算定基準について

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.2.24 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0227第9号 H29.2.27

平成28年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付（変更交
付）申請及び事業実績報告につ
いて

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.2.23
都道府県知事
都道府県後期高齢者
医療広域連合長

厚生労働省
保険局長

保発0227第10号 H29.2.27
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
法令第二係

西野 智樹 H29.2.27 総務省行政管理局
厚生労働省
保険局長

保発0301第1号 H29.3.1
平成28年度国民健康保険団体
連合会等補助金の追加交付決
定について

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.6
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0301第2号 H29.3.1
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 H29.3.1 東北厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0301第3号 H29.3.1
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

三谷 和令 H29.2.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0301第4号 H29.3.1
四国地方社会保険医療協議会
委員の委嘱について（内申）

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.28 大臣官房人事課長 保険局長



保発0301第5号 H29.3.1
身分証明書発行等申請について
(3月14日付採用に伴う作成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.2.23 大臣官房人事課長
厚生労働省
保険局長

保発0301第6号 H29.3.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.3.1 大臣官房人事課長 保険局長

保発0301第7号 H29.3.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0301第8号 H29.3.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0301第9号 H29.3.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.28 大臣官房人事課長 保険局長

保発0301第10号 H29.3.1 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.2.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0302第1号 H29.3.2

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金（広域連
合事業分）の交付額の確定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 財政係

椙山 優香 H29.1.25
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0302第2号 H29.3.2

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金（広域連
合事業分）の交付額の確定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 財政係

椙山 優香 H29.1.25
北海道会計管理者　他
46件

厚生労働省
保険局長

保発0302第3号 H29.3.2
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 H29.3.1 大臣官房人事課長 保険局長



保発0302第4号 H29.3.1
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

白岩 誠司 H29.2.22 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0302第6号 H29.3.1
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

白岩 誠司 H29.2.27 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0302第7号 H29.3.2
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 H29.2.24 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0303第1号 H29.2.3

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)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 H29.1.4 広島県会計管理者
支出負担行
為担当官保
険局長

保発0303第2号 H29.2.3

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)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 H29.1.4 大臣官房会計課長
支出負担行
為担当官保
険局長

保発0303第3号 H29.2.3

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)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 H29.1.4 広島県会計管理者
支出負担行
為担当官保
険局長

保発0303第4号 H29.2.3

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金(保険者協
議会等が行う事業及び糖尿病性
腎症患者の重症化予防事業)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 H29.1.4 大臣官房会計課長
支出負担行
為担当官保
険局長

保発0303第5号 H29.2.27
健康保険組合連合会に係る重要
財産処分の認可について

保険局 保険課 指導
調整係

山野井 仁美 H29.2.23
健康保険組合連合会
会長　大塚　陸毅

厚生労働省
保険局長



保発0303第6号 H29.3.3

平成28年度国民健康保険調整
交付金（直営診療施設整備分）
の追加交付決定及び交付決定の
取消（一部取消）について

保険局 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H29.3.3 都道府県知事 保険局長

保発0303第7号 H29.3.3

平成27年度全国健康保険協会
保険給付費等補助（負担）金の
交付額の確定並びに確定に伴う
追加交付及び超過交付に係る返
還について（大臣通知及び局長
通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

松野 佑真 H29.3.3
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0303第8号 H29.3.3

平成27年度全国健康保険協会
保険給付費等補助（負担）金の
交付額の確定並びに確定に伴う
追加交付及び超過交付に係る返
還について（大臣通知及び局長
通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

松野 佑真 H29.3.3
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0303第9号 H29.3.3

平成２８年度全国健康保険協会
保険給付費等国庫補助（負担）
金の交付決定の一部取消につい
て

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

松野 佑真 H29.3.3 全国健康保険協会
厚生労働省
保険局長

保発0303第10号 H29.3.3
平成27年度社会保障・税番号制
度システム整備費補助金の確定
について（翌債分）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.1.4
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0303第11号 H29.3.3
身分証明書発行等申請について
(平成29年3月1日付採用に伴う作
成分)

保険局 総務課 管理
係

越智 敬子 H29.3.2 大臣官房人事課長 保険局長

保発0306第1号 H29.3.6
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 庶務
係

青木 健 H29.3.3
全国健康保険協会理
事長

厚生労働大
臣

保発0306第2号 H29.3.6
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 庶務
係

青木 健 H29.3.3 半田市長
厚生労働大
臣



保発0306第5号 H29.3.6
平成29年度に実施する特定共同
指導等について（通知）

保険局 医療課 医療
指導監査室 指導監
査係

鈴木 章二 H29.3.2
地方厚生（支）局長、都
道府県知事

厚生労働省
保険局長

保発0306第6号 H29.3.6
平成29年度に実施する特定共同
指導等について（通知）

保険局 医療課 医療
指導監査室 指導監
査係

鈴木 章二 H29.3.2 日本医師会長
厚生労働省
保険局長

保発0306第7号 H29.3.6
平成29年度に実施する特定共同
指導等について（通知）

保険局 医療課 医療
指導監査室 指導監
査係

鈴木 章二 H29.3.2 日本歯科医師会長
厚生労働省
保険局長

保発0306第8号 H29.3.6
平成29年度に実施する特定共同
指導等について（通知）

保険局 医療課 医療
指導監査室 指導監
査係

鈴木 章二 H29.3.2 日本薬剤師会長
厚生労働省
保険局長

保発0306第9号 H29.3.6

保険医療専門審査員の内申につ
いて（診療報酬調査専門組織、
薬価算定組織、費用対効果評価
専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.3.6 大臣官房人事課長 保険局長

保発0306第10号 H29.3.6
平成28年度後期高齢者医療制
度事業費補助金の交付決定につ
いて(追加交付決定分）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.2.16
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0307第1号 H29.3.6
中央社会保険医療協議会専門
委員の委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.3.6
株式会社やよい代表取
締役社長

厚生労働大
臣

保発0308第1号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京大学国立研究開
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0308第2号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 埼玉大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第3号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
医療法人石郷岡病院
理事長

厚生労働省
保険局長

保発0308第4号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
日本大学医学部医学
部長

厚生労働省
保険局長

保発0308第5号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 金沢市立病院病院長
厚生労働省
保険局長

保発0308第6号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
国立がん研究センター
理事長

厚生労働省
保険局長

保発0308第7号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
埼玉県立小児医療セン
ター病院長

厚生労働省
保険局長

保発0308第8号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京慈恵医科大学学
長

厚生労働省
保険局長



保発0308第9号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 帝京大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第10号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 城西大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第11号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 杏雲堂病院院長
厚生労働省
保険局長

保発0308第12号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京大学医科研究所
所長

厚生労働省
保険局長

保発0308第13号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京女子大学付属八
千代医療センター院長

厚生労働省
保険局長

保発0308第14号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京都立駒込病院院
長

厚生労働省
保険局長

保発0308第15号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 北里大学薬学部長
厚生労働省
保険局長



保発0308第16号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 帝京大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第17号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
千葉県救急医療セン
ターセンター長

厚生労働省
保険局長

保発0308第18号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京大学大学院薬学
研究科研究科長

厚生労働省
保険局長

保発0308第19号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京大学大学院医学
系研究科研究科長

厚生労働省
保険局長

保発0308第20号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 滋賀医科大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第21号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 牧病院院長
厚生労働省
保険局長

保発0308第22号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
国立保健医療科学院
院長

厚生労働省
保険局長



保発0308第23号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
国立がん研究センター
理事長

厚生労働省
保険局長

保発0308第24号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
国立病院機構東京医
療センター病院長

厚生労働省
保険局長

保発0308第25号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
慶應義塾大学医学部
整形学科松本守雄

厚生労働省
保険局長

保発0308第26号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7 東京医科大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第27号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
日本歯科大学生命歯
学部長

厚生労働省
保険局長

保発0308第28号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科委員
長

厚生労働省
保険局長

保発0308第29号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京女子医科大学先
端生命医科学研究所
所長

厚生労働省
保険局長



保発0308第30号 H29.3.7

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.7
国立医薬品食品衛生
研究所所長

厚生労働省
保険局長

保発0308第31号 H29.3.7
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 庶務
係

青木　健 H29.3.7
山梨大学大学院総合
研究部医学域長

厚生労働省
保険局長

保発0308第32号 H29.3.7
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 庶務
係

青木　健 H29.3.7 茅ヶ崎中央病院院長
厚生労働省
保険局長

保発0308第33号 H29.3.7
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 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京医科歯科大学学
長

厚生労働省
保険局長

保発0308第34号 H29.3.7
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 庶務
係

青木　健 H29.3.7 帝京大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0308第35号 H29.3.7
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 庶務
係

青木　健 H29.3.7
東京医科歯科大学学
長

厚生労働省
保険局長

保発0308第36号 H29.3.6
平成27年度健康保険組合災害
臨時特例補助金の交付額の確
定について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.6 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0308第37号 H29.3.6
平成27年度健康保険組合災害
臨時特例補助金の交付額の確
定について（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.6 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0309第1号 H29.3.8
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.8 日本年金機構理事長
厚生労働省
保険局長、年
金局長



保発0309第2号 H29.3.8
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.8 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長、年
金局長

保発0309第3号 H29.3.8
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.8
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長、年
金局長

保発0309第4号 H29.3.8
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.8
健康保険組合連合会
長

厚生労働省
保険局長、年
金局長

保発0309第5号 H29.3.8
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.8 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長、年
金局長

保発0309第6号 H29.3.8
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

金子 浩好 H29.3.7 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0309第7号 H29.3.8
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

三谷 和令 H29.3.6 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0309第8号 H29.3.8 実地検査の結果について（回答）
保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.3.6
会計検査院事務総局
第２局長

厚生労働省
保険局長

保発0309第9号 H29.3.9
老人保健施設の財産処分に係る
返納額の国庫納付通知書等の
発行について

保険局 高齢者医療
課 財政係

椙山 優香 H29.3.8
社会保険診療報酬支
払基金

厚生労働省
保険局総務
課長

保発0310第1号 H29.3.9

平成28年度高齢者医療支援金
等負担金助成事業費（指定組
合）の交付決定にかかる支出負
担行為について

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.9
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0310第2号 H29.3.8
地方社会保険医療協議会委員
及び臨時委員の委嘱について
（通知）

保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.3.8 中国四国厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0310第3号 H29.3.8
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 H29.3.8 四国厚生支局長
厚生労働省
保険局長

保発0310第5号 H29.3.10

平成２８年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期
高齢者医療費支援金財政調整
交付金及び国民健康保険介護納
付金財政調整交付金の交付決
定一部取消及び戻入について

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H29.3.10 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0313第1号 H29.3.9
国民健康保険特定健康診査・保
健指導国庫負担金等の実績の
再確定について

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 H29.2.8
群馬県他５県会計管理
者

保険局長

保発0313第2号 H29.3.9
国民健康保険特定健康診査・保
健指導国庫負担金等の実績の
再確定について

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 H29.2.8 大臣官房会計課長 保険局長

保発0313第3号 H29.3.9
国民健康保険特定健康診査・保
健指導国庫負担金等の実績の
再確定について

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 H29.2.8
群馬県他５県会計管理
者

保険局長

保発0313第4号 H29.3.9
国民健康保険特定健康診査・保
健指導国庫負担金等の実績の
再確定について

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 H29.2.8 大臣官房会計課長 保険局長

保発0313第5号 H29.3.10
医療保険行政実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.9
健康保険組合連合会
理事長他２名

保険局長



保発0313第6号 H29.3.13
平成20年度老人医療給付費国
庫負担金の交付額の再確定につ
いて

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.2.13 長崎県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0313第8号 H29.3.13

平成２８年度国民健康保険療養
給付費等負担金等の追加交付
決定（交付決定一部取消）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

金子 威士 H29.2.22
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0313第9号 H29.3.14

平成28年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（レセプト・健診情
報等を活用したデータヘルス推
進事業）の交付決定について

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.14 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0313第10号 H29.3.14

平成28年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（短時間労働者の
適用拡大に伴う財政支援事業）
の交付決定について（保険局長
通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.14 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0314第1号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0314第2号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0314第3号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13 近畿厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0314第4号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13
宝幸健康保険組合理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0314第5号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13
中越運送健康保険組
合理事長

厚生労働省
保険局長



保発0314第6号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13
神戸屋健康保険組合
理事長

厚生労働省
保険局長

保発0314第7号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0314第8号 H29.3.14

健康保険組合の解散の認可承
認後の通知について（宝幸健康
保険組合、中越運送健康保険組
合、神戸屋健康保険組合）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.13

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

厚生労働省
保険局長

保発0314第9号 H29.3.14
保険局の内部組織に関する細則
の一部改正について（内申）

保険局 総務課 管理
係

塩入 雅彦 H29.3.13 厚生労働大臣 保険局長

保発0314第10号 H29.3.14
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1四半期分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H29.3.13 総括部局長年金局長
所管部局長
保険局長

保発0315第1号 H29.3.14
医療技術参与（顧問医師団）の
委嘱について（内申）

保険局 医療課 医療
指導監査室

村井 康平 H29.3.13
人事課長、医療技術参
与、所属長

保険局長

保発0315第2号 H29.3.15
平成28年度後期高齢者医療制
度関係業務事業費補助金の追
加交付決定について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.3.8
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0315第3号 H29.3.15 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 H29.3.10
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長

保発0315第4号 H29.3.15
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 H29.3.10
公益社団法人日本医
師会会長

厚生労働省
保険局長



保発0316第1号 H29.3.15
保険医療専門審査員の委嘱につ
いて
（費用対効果評価専門組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木　健 H29.3.15 岡山大学学長
厚生労働省
保険局長

保発0316第2号 H29.3.16
平成28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3月31日繰入）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第二係

俵 英高 H29.3.8
官署支出官　厚生労働
省大臣官房会計課長

厚生労働省
保険局長

保発0317第1号 H29.3.17
平成28年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金の交付額
の変更決定について

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 H29.3.16
宮城県会計管理者　他
８都道府県会計管理者

保険局長

保発0317第2号 H29.3.15

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（いすゞ自動
車健康保険組合及びアイメタル
テクノロジー健康保険組合　他２
件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.15 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0317第3号 H29.3.15

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（いすゞ自動
車健康保険組合及びアイメタル
テクノロジー健康保険組合　他２
件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.15 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0317第4号 H29.3.15

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（いすゞ自動
車健康保険組合及びアイメタル
テクノロジー健康保険組合　他２
件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.15 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0317第5号 H29.3.15

健康保険組合の合併の承認後に
かかる通知について（いすゞ自動
車健康保険組合及びアイメタル
テクノロジー健康保険組合　他２
件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.15

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

厚生労働省
保険局長



保発0317第6号 H29.3.17
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2月分）

保険局 総務課 医療
保険財政係

釜崎 紀浩 H29.3.16 総括部局長　年金局長
所管部局長
保険局長

保発0317第7号 H29.3.17

平成27年度(平成26年度からの
繰越分)高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金等における消費
税及び地方消費税に係る仕入控
除税額の確定に伴う返納金につ
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 H29.1.18
歳入徴収官大臣官房
会計課長

保険局長

保発0321第1号 H29.3.21

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）高齢者医療運営円滑化
等補助金の消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額の確定に
伴う国庫返納金について

保険局 医療介護連
携政策課 保険シス
テム高度化推進室
企画調整係

飯田 要 H29.3.21
歳入徴収官　大臣官房
会計課長

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0321第2号 H29.3.17
国民健康保険直営診療施設（建
物）の財産処分（無償譲渡）の承
認について（鹿児島県日置市）

保険局 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H29.3.6 都道府県 保険局長

保発0321第3号 H29.3.21

平成25年度（平成26年度への繰
越分）高齢者医療制度円滑運営
事業費補助金に係る消費税及び
地方消費税仕入控除税額確定に
伴う国庫返還金について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.2.14
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0321第5号 H29.3.21

平成27年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金に係る消
費税及び地方消費税仕入控除税
額確定に伴う国庫返還金につい
て

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.2.14
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0321第6号 H29.3.21

平成26年度高齢者医療制度円
滑運営臨時特例交付金に係る消
費税及び地方消費税仕入控除税
額確定に伴う国庫返還金につい
て

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.2.14
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0321第7号 H29.3.21

平成27年度（平成26年度からの
繰越分）社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金に係る消費
税及び地方消費税仕入控除税額
確定に伴う国庫返還金について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.2.14
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0321第8号 H29.3.22

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（レセプト・健診情
報等を活用したデータヘルス推
進事業）の交付額の確定につい
て（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.22 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0321第9号 H29.3.22

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金（レセプト・健診情
報等を活用したデータヘルス推
進事業）の交付額の確定につい
て（保険局長通知）

保険局 保険課 健康
保険組合係

井芹 将博 H29.3.22 健康保険組合
厚生労働省
保険局長

保発0323第1号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0323第2号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0323第3号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0323第4号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0323第5号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長



保発0323第6号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 関東信越厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0323第7号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21
日本マイクロソフト株式
会社

厚生労働省
保険局長

保発0323第8号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21
伊藤忠テクノソリュー
ションズ株式会社

厚生労働省
保険局長

保発0323第9号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21
パナソニックヘルスケア
株式会社

厚生労働省
保険局長

保発0323第10号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21 株式会社ザラ・ジャパン
厚生労働省
保険局長

保発0323第11号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21
株式会社クリーク・アン
ド・リバー社

厚生労働省
保険局長

保発0323第12号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21
アマゾンジャパン合同
会社

厚生労働省
保険局長

保発0323第13号 H29.3.23
健康保険組合の設立にかかる認
可承認について（マイクロソフト健
康保険組合　他５件）

保険局 保険課 指導
調整係

新津 久雄 H29.3.21

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

厚生労働省
保険局長



保発0323第14号 H29.3.23
平成28年度高齢者医療制度円
滑運営事業費補助金の交付申
請の取り下げについて

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 H29.1.20
ジブラルタ健康保険組
合他２組合

厚生労働大
臣

保発0323第15号 H29.3.23

「平成２８年度薬剤使用状況等に
関する調査研究業務」委託事業
の完了に伴う確認の結果につい
て

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.21 大臣官房会計課長 保険局長

保発0323第16号 H29.3.23

「平成２８年度薬剤使用状況等に
関する調査研究業務」委託事業
の完了に伴う確認の結果につい
て

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.21
一般財団法人医療経
済研究・社会保険福祉
協会　理事長

保険局長

保発0323第17号 H29.3.23
平成28年保険料等交付金の交
付額の通知について(１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 H29.3.17
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0323第18号 H29.3.24
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 庶務
係

青木 健 H29.3.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0323第19号 H29.3.24
中央社会保険医療協議会委員
の内申について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.3.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0323第20号 H29.3.23
老人医療給付費国庫負担金に係
る国庫返還について

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.3.8
北海道会計管理者　他
41件

厚生労働省
保険局長

保発0323第21号 H29.3.22
高齢者医療実務研修生の受入、
期間延長及び期間短縮について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.13
東京都国民健康保険
団体連合会　理事長

保険局長

保発0323第22号 H29.3.22
高齢者医療実務研修生の受入、
期間延長及び期間短縮について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.13 荒川区長 保険局長



保発0323第23号 H29.3.22
高齢者医療実務研修生の受入、
期間延長及び期間短縮について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.13 岐阜市長 保険局長

保発0323第24号 H29.3.22
高齢者医療実務研修生の受入、
期間延長及び期間短縮について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.13 小牧市長 保険局長

保発0323第25号 H29.3.23 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 H29.3.17 大臣官房人事課長 保険局長

保発0323第26号 H29.3.24

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、費用対効果評
価専門組織、診療報酬調査専門
組織）

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.3.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0324第1号 H29.3.24
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 H29.3.23 大臣官房人事課長 保険局長

保発0324第2号 H29.3.24

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

保険局 高齢者医療
課

矢作 靖 H29.3.9
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0324第3号 H29.3.24
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

保険局 高齢者医療
課

矢作 靖 H29.3.9
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0324第4号 H29.3.24
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 H29.3.22 東海北陸厚生局長
厚生労働省
保険局長

保発0324第5号 H29.3.24
平成27年度後期高齢者医療制
度事業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 H29.3.8
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0324第6号 H29.3.24
平成27年度後期高齢者医療制
度事業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 H29.3.8
歳入徴収官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　保
険局長

保発0324第7号 H29.3.24
国民健康保険の国庫負担金等
の算定に関する政令等の一部を
改正する政令の施行について

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.3.24 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0327第1号 H29.3.24

平成25年度(平成24年度からの
繰越分)高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金に係る消費税及
び地方消費税仕入控除税額確定
に伴う国庫返還金について

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.3.6
歳入徴収官　大阪府会
計管理者

支出負担行
為担当官保
険局長

保発0327第2号 H29.3.24
平成23年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
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0327第3号 H29.3.24
平成23年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
歳入徴収官都道府県
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0327第4号 H29.3.27
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 H29.3.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0327第5号 H29.3.27
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 H29.3.27 大臣官房人事課長 保険局長

保発0327第6号 H29.3.27
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

多田 靜香 H29.3.27 松山地方法務局長
厚生労働省
保険局長

保発0327第7号 H29.3.27 職員の無報酬兼業について
保険局 医療課 庶務
係

高橋 智明 H29.3.23 大臣官房人事課長 保険局長



保発0327第9号 H29.3.24
平成29年度高齢者医療運営円
滑化等事業の実施要綱について

保険局 高齢者医療
課 財政係

柴原 喜一郎 H29.2.3

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
事長、日本私立学校振
興・共済事業団理事
長、健康保険組合連合
会会長、国立大学法人
東京大学総長及び国立
大学法人東北大学総
長

厚生労働省
保険局長

保発0328第1号 H29.3.24

平成29年度国民健康保険団体
連合会等補助金(東日本大震災
対応分)交付要綱の取扱いにつ
いて

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.6
都道府県知事
国民健康保険中央会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0328第2号 H29.3.28

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H29.3.28 全国健康保険協会
厚生労働省
保険局長

保発0328第3号 H29.3.28

平成27年度高齢者医療運営円
滑化等補助金の交付額の確定
及び超過交付に係る返還につい
て（大臣通知及び局長通知）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

岡元 英晃 H29.3.28 全国健康保険協会
厚生労働省
保険局長

保発0328第4号 H29.3.23
平成29年度後期高齢者医療の
保険料軽減特例措置について
（実施要綱）

保険局 高齢者医療
課 財政係

椙山 優香 H29.2.7 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0328第5号 H29.3.27
平成29年度後期高齢者医療制
度関係業務事業の実施について
(実施要綱）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.2.3
都道府県知事
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0328第6号 H29.3.29
社会保険診療報酬支払基金定
款の一部変更の認可について

保険局 保険課 佐々木 典伯 H29.3.29
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0329第1号 H29.3.24
中央社会保険医療協議会専門
委員の委嘱について

保険局 医療課 庶務
係

青木 健 H29.3.24 全国町村会会長
厚生労働大
臣



保発0329第2号 H29.3.28
平成29年度国民健康保険制度
関係業務準備事業の実施につい
て（実施要綱）〈局長通知〉

保険局 国民健康保
険課 財政第一係

松浦 洋平 H29.2.23
都道府県知事
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0329第3号 H29.3.28

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
業務準備事業の実施について
（実施要綱）〈局長通知〉

保険局 国民健康保
険課

圖司 直太郎 H29.2.23
各都道府県知事
国民健康保険中央会
会長

厚生労働省
保険局長

保発0329第4号 H29.3.29
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変更
交付決定について(中央会分)

保険局 国民健康保
険課 監理係

大橋 史明 H29.2.28
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0329第5号 H29.3.27
平成29年度後期高齢者医療制
度事業の実施ついて(実施要綱）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.2.3 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0329第6号 H29.3.29
国民健康保険実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.28 尼崎市長 保険局長

保発0329第7号 H29.3.29
国民健康保険実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.28 熊本市長 保険局長

保発0329第8号 H29.3.29
国民健康保険実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.28 神戸市長 保険局長

保発0329第9号 H29.3.29
国民健康保険実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.28
国民健康保険中央会
理事長

保険局長

保発0329第10号 H29.3.29
国民健康保険実務研修生の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.28 呉市長 保険局長



保発0329第11号 H29.3.29
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
決定について（翌債分）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.2.15
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0329第12号 H29.3.29

国民健康保険直営診療施設（院
内託児所）の財産処分（取壊し）
にかかる債権発生通知について
（富山県黒部市）

保険局 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H29.1.24 富山県 保険局長

保発0329第13号 H29.3.29

国民健康保険直営診療施設（院
内託児所）の財産処分（取壊し）
にかかる債権発生通知について
（富山県黒部市）

保険局 国民健康保
険課 施設係

宇都 毅 H29.1.24 富山県 保険局長

保発0330第1号 H29.3.29
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 庶務
係

青木 健 H29.3.29
日本労働組合総連合
会会長

厚生労働大
臣

保発0330第4号 H29.3.30
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 H29.3.27 埼玉県知事
厚生労働省
保険局長

保発0330第5号 H29.3.30
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 H29.3.27
神奈川県後期高齢者
医療広域連合長

厚生労働省
保険局長

保発0330第6号 H29.3.30
平成26年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
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0330第7号 H29.3.30
平成26年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
歳入徴収官都道府県
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0330第8号 H29.3.30
平成27年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
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0330第9号 H29.3.30
平成27年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
歳入徴収官都道府県
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0330第10号 H29.3.30
平成24年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
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0330第11号 H29.3.30
平成24年度後期高齢者医療財
政調整交付金の交付額の確定に
ついて（再確定）

保険局 高齢者医療
課 広域連合係

高梨 大輔 H29.3.1
歳入徴収官都道府県
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0330第12号 H29.3.30
高齢者医療実務研修生等の受
入について（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.29
国民健康保険中央会
理事長

保険局長

保発0330第13号 H29.3.30

平成２３年度から平成２６年度国
民健康保険療養給付費等負担
金等、国民健康保険組合出産育
児一時金等補助金及び（中略）の
交付額の確定について(再確定)

保険局 国民健康保
険課 国民健康保険
組合係

吉田 大介 H29.3.14
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0330第14号 H29.3.30
「平成28年度薬局の機能に係る
実態調査業務」委託事業の完了
に伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.29 大臣官房会計課長 保険局長

保発0330第1５号 H29.3.30
「平成28年度薬局の機能に係る
実態調査業務」委託事業の完了
に伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.29
みずほ情報総研株式会
社  代表取締役社長

保険局長

保発0330第16号 H29.3.30

「平成２８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」委託事業の完了に
伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.29 大臣官房会計課長 保険局長



保発0330第17号 H29.3.30

「平成２８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」委託事業の完了に
伴う確認の結果について

保険局 医療課 石井 朋之 H29.3.29
みずほ情報総研株式会
社　代表取締役社長

保険局長

保発0331第1号 H29.3.23
平成28年度後期高齢者医療財
政調整交付金の変更交付決定
及び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 H29.3.14
官署支出官　都道府県
会計管理者

支出負担行
為担当官　厚
生労働省保
険局長

保発0331第2号 H29.3.29

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の財務
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 H29.3.29
財務大臣、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0331第3号 H29.3.23

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厚生労
働省関係省令の整備に関する省
令の一部を改正する省令の施行
について（通知）

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.16
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0331第4号 H29.3.27

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施行
について

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.3.27 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0331第5号 H29.3.27

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の一
部を改正する省令の施行につい
て

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.3.27 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0331第6号 H29.3.31
国民健康保険法施行規則の一
部を改正する省令の施行につい
て

保険局 国民健康保
険課

飯田 雅人 H29.3.30 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0331第7号 H29.3.30

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（全国健康保険協会災害臨
時特例補助金）

保険局 保険課 全国
健康保険協会管理
室 運営管理第三係

松野 佑真 H29.3.29 全国健康保険協会
厚生労働省
保険局長



保発0331第8号 H29.3.27

平成２８年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期
高齢者医療費支援金財政調整
交付金及び国民健康保険介護納
付金財政調整交付金の交付決
定・追加交付決定・交付決定一
部取消及び交付額

保険局 国民健康保
険課

村上 正和 H29.3.14 都道府県会計管理者
厚生労働省
保険局長

保発0331第9号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30
全国健康保険協会理
事長

厚生労働省
保険局長

保発0331第10号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30 健康保険組合理事長
厚生労働省
保険局長

保発0331第11号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30
健康保険組合連合会
長

厚生労働省
保険局長

保発0331第12号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30 地方厚生（支）局長
厚生労働省
保険局長

保発0331第13号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30
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0331第14号 H29.3.31
健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令の公布について

保険局 保険課 企画
法令第二係

西野 智樹 H29.3.30 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0331第15号 H29.3.30

高齢者の医療の確保に関する法
律による保険者の前期高齢者交
付金等の額の算定等に関する省
令の一部を改正する省令の公布
について

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

多田 靜香 H29.3.29 都道府県知事
厚生労働省
保険局長



保発0331第16号 H29.3.29
高齢者医療制度円滑運営事業
費補助金（平成28年度補正予算
分）実施について （実施要綱）

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.3.13

都道府県知事、公益社
団法人国民健康保険
中央会会長、全国健康
保険協会理事長

厚生労働省
保険局長

保発0331第18号 H29.3.30
平成29年度高齢者医療制度円
滑運営事業（システム改修分）の
実施について

保険局 高齢者医療
課 監理係

佐々木 亮 H29.2.24

都道府県知事、公益社
団法人国民健康保険
中央会会長、健康保険
組合連合会会長、全国
健康保険協会理事長、
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0331第19号 H29.3.31

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

多田 靜香 H29.3.29 都道府県知事
厚生労働省
保険局長

保発0331第20号 H29.3.31

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

多田 靜香 H29.3.29

健康保険組合連合会
長
健康保険組合理事長
全国健康保険協会理
事長
財務省主計局給与共
済課長
文部科学省高等教育
局私学行政課長
総務省自治行政局公
務員部福利課長
警察庁長官官房給与
厚生課長

厚生労働省
保険局長

保発0331第21号 H29.3.31

持続可能な医療保険制度を構築
するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備に関す
る政令等の施行について（通知）

保険局 高齢者医療
課 企画法令係

多田 靜香 H29.3.29
社会保険診療報酬支
払基金

厚生労働省
保険局長

保発0331第23号 H29.3.31

e-LAWS府省令・規則データ突合
結果の認証について（総務省　法
制執務業務支援システム（e-
LAWS）の整備に係る作業）

保険局 医療課 島田 将広 H29.3.27



保発0331第24号 H29.3.31
転写書類の利用後の処置につい
て（医療施設調査）

保険局 医療課 企画
法令第二係

櫻場 友康 H29.3.31
政策統括官（統計・情
報政策担当）

保険局長

保発0331第25号 H29.3.31
育児休業取消の申請について
（内申）

保険局 総務課 管理
係

小笠原 一希 H29.3.31 大臣官房人事課長 保険局長


