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

H30.4.5 保発0405第1号

社会保険医療担当者の監査後の措
置について
（保険医ー福本　潤　（福本認知脳神
経内科））

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長
厚生労働省保
険局長

H30.4.5 保発0405第2号
国民健康保険団体連合会等補助金
の取扱いについて

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

都道府県知事、公益社団
法人国民健康保険中央会
会長

保険局長

H30.4.5 保発0405第3号
新医薬品、医療機器及び体外診断
用医薬品の保険適用について

高橋 秀彰 保険局 医療課

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

厚生労働省保
険局長

H30.4.5 保発0405第4号
新医薬品、医療機器及び体外診断
用医薬品の保険適用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.4.5 保発0405第5号
新医薬品、医療機器及び体外診断
用医薬品の保険適用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.4.5 保発0405第8号
平成30年度高齢者医療制度円滑運
営臨時特例交付金（支払基金事業）
の交付決定について

佐々木 典伯 保険局 保険課 大臣官房　会計課長 保険局長

H30.4.6 保発0406第2号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について（発行に伴う手続きにつ
いて）

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.6 保発0406第3号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.9 保発0409第1号

「第２１回医療経済実態調査（医療機
関等調査）の調査及び報告等業務」
委託事業の完了に伴う確認の結果
について

角 恒毅 保険局 医療課
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

H30.4.9 保発0409第2号

「第２１回医療経済実態調査（医療機
関等調査）の調査及び報告等業務」
委託事業の完了に伴う確認の結果
について

角 恒毅 保険局 医療課

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

支出負担行為
担当官　保険局
長

H30.4.9 保発0409第3号

「平成２８年度診療報酬改定の結果
検証に係る特別調査（平成２９年度
調査）」委託事業の完了に伴う確認
の結果について

若山 大輔 保険局 医療課
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



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

H30.4.9 保発0409第4号

「平成２８年度診療報酬改定の結果
検証に係る特別調査（平成２９年度
調査）」委託事業の完了に伴う確認
の結果について

若山 大輔 保険局 医療課
三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社　代
表取締役　村林　聡

支出負担行為
担当官保険局
長

H30.4.9 保発0409第6号
保険医療専門審査員の内申につい
て（薬価算定組織会議）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.9 保発0409第7号 職員の海外渡航について 糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.10 保発0410第2号
「医療技術の評価・再評価に関する
支援事業」完了に伴う確認の結果に
ついて

高橋 秀彰 保険局 医療課 大臣官房会計課長 保険局長

H30.4.10 保発0410第3号
「医療技術の評価・再評価に関する
支援事業」完了に伴う確認の結果に
ついて

高橋 秀彰 保険局 医療課
三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社　代表
取締役　村林聡

保険局長

H30.4.10 保発0410第5号
平成３０年度国民健康保険療養給付
費等負担金等の交付決定について
（大臣通知及び局長通知）

関 健太
保険局 国民健康保険
課 財政第一係

官署支出官 
都道府県会計管理者

保険局長

H30.4.11 保発0411第1号

平成２９年度国民健康保険制度関係
業務準備事業費補助金（その他制度
改正に伴い必要となる事業）（中央会
事業分）の交付額の確定について
（大臣通知及び局長通知）

関 健太
保険局 国民健康保険
課 財政第一係

官署支出官大臣官房会計
課長

保険局長

H30.4.11 保発0411第2号

平成29年度（平成28年度からの繰越
分）国民健康保険制度関係業務準備
事業費補助金（中央会事業分）の交
付額の確定について（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

会計課長 保険局長

H30.4.11 保発0411第3号

平成29年度国民健康保険制度関係
業務準備事業費補助金（国保標準事
務処理システムの構築に係る事業）
（中央会事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

会計課長 保険局長

H30.4.11 保発0411第4号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課 橋本　幸夫
厚生労働省保
険局長



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

H30.4.11 保発0411第5号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京都後期高齢者医療広
域連合広域連合長　西川
太一郎

厚生労働省保
険局長

H30.4.11 保発0411第6号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課 松井　博
厚生労働省保
険局長

H30.4.11 保発0411第7号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（費用対効果評価分科会、ＤＰＣ評
価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
新潟県聖籠町町長　渡邊
廣吉

厚生労働省保
険局長

H30.4.11 保発0411第8号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（費用対効果評価分科会、ＤＰＣ評
価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本心臓血圧研究振興会
附属榊原記念病院院長
磯部光章

厚生労働省保
険局長

H30.4.11 保発0411第9号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（費用対効果評価分科会、ＤＰＣ評
価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
武蔵野赤十字病院院長
泉並木

厚生労働省保
険局長

H30.4.11 保発0411第10号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（費用対効果評価分科会、ＤＰＣ評
価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 杏林大学学長　大瀧純一
厚生労働省保
険局長

H30.4.13 保発0413第11号

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

松本 直也 保険局 医療課
株式会社健康保険医療情
報総合研究所

厚生労働省保
険局長

H30.4.13 保発0413第12号

「入院医療における重症度、医療・看
護必要度及び医療区分ADL区分等
のデータ分析業務」委託事業完了に
伴う確認

松本 直也 保険局 医療課 みずほ情報総研株式会社
厚生労働省保
険局長

H30.4.13 保発0413第13号
「入院医療等における実態調査」委
託事業完了に伴う確認の結果につい
て

松本 直也 保険局 医療課 みずほ情報総研株式会社
厚生労働省保
険局長

H30.4.13 保発0413第14号
「入院時食事療養の収支等に関する
実態調査」委託事業完了に伴う確認
の結果について

松本 直也 保険局 医療課 みずほ情報総研株式会社
厚生労働省保
険局長

H30.4.13 保発0413第15号
「電子レセプトデータ等に係る集計・
分析業務」委託事業完了に伴う確認
の結果について

松本 直也 保険局 医療課 みずほ情報総研株式会社
厚生労働省保
険局長

H30.4.16 保発0416第1号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.4.16 保発0416第2号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.16 保発0416第5号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学院医学系研
究科長

厚生労働省保
険局長

H30.4.17 保発0417第1号

平成30年度全国健康保険協会保険
給付費等国庫補助（負担）金の交付
決定について（大臣通知及び局長通
知）

松野 佑真
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

大臣官房会計課長 厚生労働大臣

H30.4.17 保発0417第3号
徴収済額集計表及び支出済額集計
表の送付について
（平成29年度　平成30年3月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.4.17 保発0417第14号
レセプト情報等の提供に関する有識
者会議、審査分科会の構成員就任
依頼について

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

八木弘殿
厚生労働省保
険局長

H30.4.17 保発0417第15号
レセプト情報等の提供に関する有識
者会議、審査分科会の構成員就任
依頼について

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

全国後期高齢者医療広域
連合協議会会長

厚生労働省保
険局長

H30.4.17 保発0417第17号
新医薬品及び医療機器の保険適用
について

高橋 秀彰 保険局 医療課

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

厚生労働省保
険局長

H30.4.17 保発0417第18号
新医薬品及び医療機器の保険適用
について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.4.19 保発0419第2号

平成29年度高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金（日本健康会議等開
催事業及び公募事業）の交付額の確
定について

藤野 亜莉沙
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

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

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

国立社会保障・人口問題
研究所所長

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長



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

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

高知市長
厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

学校法人武蔵野大学学長
厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

学校法人産業医科大学理
事長

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

国立大学法人東京大学医
科学研究所所長

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

国立大学法人東京大学大
学院医学系研究科長

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

健康保険組合連合会会長
厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.20 保発0420第3号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

一般財団法人医療情報シ
ステム開発センター理事
情

厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.4.23 保発0423第6号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.23 保発0423第7号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（とうしんクリニック）

高橋 盛志郎
保険局 医療課 医療指
導監査室

近畿厚生局長 保険局長



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

H30.4.23 保発0423第8号
平成30年度高齢者医療制度円滑運
営臨時特例交付金（国保連合会事業
分）の交付決定について（局長通知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

都道府県会計管理者  
保険局長

H30.4.26 保発0426第6号
平成29年度保険料等交付金の交付
額の通知について(2月分)

松野 佑真
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.4.27 保発0427第4号
職員の無報酬兼業について（東京医
科歯科大学）

永島 僚祐 保険局 医療課 東京医科歯科大学 保険局長

H30.4.27 保発0427第6号
職員の無報酬兼業について（岩手医
科大学）

永島 僚祐 保険局 医療課 岩手医科大学 保険局長

H30.4.27 保発0427第7号
職員の無報酬兼業について（岩手医
科大学）

永島 僚祐 保険局 医療課 岩手医科大学 保険局長

H30.4.27 保発0427第8号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（医療法人中央橋眼科）

坂井 寿
保険局 医療課 医療指
導監査室

九州厚生局長 保険局長

H30.4.27 保発0427第10号

電子情報処理組織の使用による費
用の請求に関して厚生労働大臣が
定める事項及び方式並びに光ディス
ク等を用いた費用の請求に関し
て厚生労働大臣が定める事項、方式
及び規格について

岩佐 真吾 保険局 医療課
各都道府県知事・各厚生
（支）局長

保険局長

H30.4.27 保発0427第11号

電子情報処理組織の使用による費
用の請求に関して厚生労働大臣が
定める事項及び方式並びに光ディス
ク等を用いた費用の請求に関し
て厚生労働大臣が定める事項、方式
及び規格について

岩佐 真吾 保険局 医療課 関係機関 保険局長

H30.4.27 保発0427第12号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.4.27 保発0427第13号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.4.27 保発0427第14号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.1 保発0501第1号
職員の無報酬兼業について（迫井正
深、東京大学医学部）

高橋 智明 保険局 医療課 庶務係 東京大学医学部長
厚生労働省保
険局長

H30.5.1 保発0501第2号
職員の無報酬兼業について（迫井正
深、広島大学医学部）

高橋 智明 保険局 医療課 庶務係 広島大学医学部長
厚生労働省保
険局長

H30.5.1 保発0501第3号
職員の無報酬兼業について（古元重
和、三重大学医学部・大学院医学系
研究科）

高橋 智明 保険局 医療課 庶務係
三重大学医学部長
三重大学大学院医学系研
究科長

厚生労働省保
険局長

H30.5.1 保発0501第4号
職員の無報酬兼業について（迫井正
深、京都大学大学院）

高橋 智明 保険局 医療課 庶務係
京都大学大学院医学研究
科長

厚生労働省保
険局長

H30.5.7 保発0507第4号

平成３０年度（平成２９年度からの繰
越分）社会保障・税番号制度システ
ム整備事業（医療費通知を活用した
医療費控除の簡素化分）の実施につ
いて（実施要綱）

木藤 正行
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

全国健康保険協会理事長
及び各健康保険組合理事
長

厚生労働省保
険局長

H30.5.7 保発0507第5号

平成３０年度（平成２９年度からの繰
越分）社会保障・税番号制度システ
ム整備事業（中間サーバー分）の実
施について（実施要綱）

木藤 正行
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

社会保険診療報酬支払基
金理事長及び公益社団法
人国民健康保険中央会会
長

厚生労働省保
険局長

H30.5.8 保発0508第2号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.8 保発0508第3号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.8 保発0508第4号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.8 保発0508第5号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.8 保発0508第6号
高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループに係る構成員の
変更について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

兵庫県後期高齢者医療広
域連合長

厚生労働省保
険局長

H30.5.10 保発0510第4号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行に伴う手続きにつ
いて)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.5.10 保発0510第5号

平成３０年度国民健康保険組合療養
給付費補助金等の交付決定につい
て（大臣通知及び局長通知） 

関 健太
保険局 国民健康保険
課 財政第一係

都道府県知事 保険局長

H30.5.11 保発0511第1号
刑罰等調書及び除籍抄本の交付申
請について（依頼）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 船橋市長 保険局長

H30.5.14 保発0514第1号

「後期高齢者医療毎月事業状況報告
書（事業月報）について」及び
「後期高齢者医療事業状況報告書
（事業年報）について」の一部改正に
ついて

奥村 実香
保険局 調査課 高齢者
医療調査係

都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.5.14 保発0514第4号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.15 保発0515第2号
保険医療専門審査員の内申につい
て（保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.15 保発0515第3号
マイナンバー身分証明書発行等申請
書について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.16 保発0516第5号 医療機器の保険適用について 高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.5.17 保発0517第2号
職員の無報酬兼業について（迫井正
深、東京大学大学院）

高橋 智明 保険局 医療課 庶務係
東京大学大学院医学系研
究科公共健康医学専攻長

厚生労働省保
険局長

H30.5.18 保発0518第2号

臨床研究法第二十四条第二号の国
民の保健医療に関する法律等を定
める政令の公布に伴うe-LAWS法令
データベースの整備について

島田 将広 保険局 医療課 ― 保険局長

H30.5.18 保発0518第3号
臨床研究法施行規則の公布に伴う
e-LAWS法令データベースの整備に
ついて

島田 将広 保険局 医療課 ― 保険局長

H30.5.18 保発0518第4号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行に伴う手続きにつ
いて)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.5.21 保発0521第5号
徴収済額集計表及び支出済額集計
表の送付について
（平成29・30年度　平成30年４月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.5.22 保発0522第2号

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

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

有限会社南堂薬局　伊澤
慶彦

厚生労働省保
険局長

H30.5.22 保発0522第3号

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

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

全国町村会会長
厚生労働省保
険局長

H30.5.22 保発0522第4号
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

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

全国町村会会長
厚生労働省保
険局長

H30.5.22 保発0522第5号

医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議開催要綱及び構成
員への就任依頼について（構成員の
追加）

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

栃木県知事
厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.5.23 保発0523第3号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.23 保発0523第4号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.24 保発0524第1号
柔道整復師の施術に係る療養費の
算定基準の一部改正について（通
知）

橋本 直希 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

保険局長

H30.5.24 保発0524第2号
「柔道整復師の施術に係る療養費に
ついて」の一部改正について

橋本 直希 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

保険局長

H30.5.24 保発0524第3号
はり師、きゅう師及びあん摩・マッ
サージ・指圧師の施術に係る療養費
の支給について（通知）

橋本 直希 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

保険局長

H30.5.25 保発0525第1号
健康保険組合の設立認可承認にか
かる通知について（尼崎中央病院健
康保険組合)

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

近畿厚生局長 保険局長



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

H30.5.25 保発0525第2号
健康保険組合の設立認可承認にか
かる通知について（尼崎中央病院健
康保険組合)

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

社会医療法人　中央会理
事長　吉田純一

保険局長

H30.5.25 保発0525第3号
健康保険組合の設立認可承認にか
かる通知について（尼崎中央病院健
康保険組合)

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

健康保険組合連合会会長 保険局長

H30.5.25 保発0525第3号
健康保険組合の設立認可承認にか
かる通知について（尼崎中央病院健
康保険組合)

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

社会保険診療報酬支払基
金理事長

保険局長

H30.5.25 保発0525第3号
健康保険組合の設立認可承認にか
かる通知について（尼崎中央病院健
康保険組合)

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

国民健康保険中央会会長 保険局長

H30.5.25 保発0525第4号
平成29年度後期高齢者医療財政調
整交付金の事業実績報告について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

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

H30.5.25 保発0525第5号
「諸外国における費用対効果評価に
関する状況調査等一式」の契約締結
等について

若山 大輔 保険局 医療課
クレコンメディカルアセスメ
ント株式会社代表取締役
社長　　木村　仁

支出負担行為
担当官保険局
長

H30.5.25 保発0525第7号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.25 保発0525第8号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.25 保発0525第9号
特例身分証明書発行等申請につい
て(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.28 保発0528第4号

平成30年度（平成29年度からの繰越
分）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
（実施要綱）

大熊 直樹
保険局 高齢者医療課
監理係

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

H30.5.28 保発0528第5号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.5.29 保発0529第1号
平成３０年度国民健康保険組合出産
育児一時金等補助金の交付決定等
について（大臣通知及び局長通知）

木藤 正行
保険局 国民健康保険
課 国民健康保険組合
係

都道府県知事 厚生労働大臣



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

H30.5.29 保発0529第5号
平成30年度全国健康保険協会災害
臨時特例補助金の交付決定につい
て（大臣通知及び局長通知）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官大臣
支出負担行為
担当官保険局
長

H30.5.29 保発0529第5号
平成30年度全国健康保険協会災害
臨時特例補助金の交付決定につい
て（大臣通知及び局長通知）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長
支出負担行為
担当官保険局
長

H30.5.29 保発0529第6号
平成３０年度国民健康保険組合出産
育児一時金等補助金の交付決定等
について（大臣通知及び局長通知）

木藤 正行
保険局 国民健康保険
課 国民健康保険組合
係

官署支出官都道府県名会
計管理者

保険局長

H30.5.31 保発0531第1号
医療機器及び体外診断薬の保険適
用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.5.31 保発0531第2号
医療機器及び体外診断薬の保険適
用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第1号
平成30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

井上 一広
保険局 高齢者医療課
財政調整係

大臣官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第4号
中央社会保険医療協議会専門委員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 日本看護協会会長
厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第5号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
広島大学名誉教授　赤川
安正

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第6号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 順天堂大学学長　新井一
厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第7号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
ＮＴＴ東日本関東病院院長
亀山周二

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第8号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東北大学病院病院長　八
重樫伸生

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第9号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本心臓血圧研究振興会
附属榊原記念病院院長
磯部光章

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第10号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
埼玉県病院事業管理者
岩中督

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第11号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 新潟大学学長　髙橋姿
厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第12号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第13号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 帝京大学学長　沖永佳史
厚生労働省保
険局長



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

H30.6.1 保発0601第14号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第15号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
京都府立医科大学学長
竹中洋

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第16号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
医療法人伯鳳会東京曳舟
病院院長　山本保博

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第17号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
神戸市立医療センター中
央市民病院院長　細谷亮

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第18号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
淀川キリスト病院院長　渡
辺直也

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第19号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
大阪大学総長　西尾章治
郎

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第20号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
立正佼成会附属佼成病院
院長　甲能直幸

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第21号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
理化学研究所理事長　松
本紘

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第22号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京医科歯科大学学長
吉澤靖之

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第23号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
京都府立医科大学学長
竹中洋

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第24号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第25号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国際医療福祉大学学長
大友邦

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第26号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
一般財団法人国際医学情
報センター理事長　戸山
芳昭

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第27号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学院医学系研
究科研究科長宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第28号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
杏林大学学長　大瀧　純
一

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第29号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 九州大学総長　久保千春
厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第30号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
京都大学医学部付属病院
病院長　稲垣暢也

厚生労働省保
険局長



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

H30.6.1 保発0601第31号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第32号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京女子医科大学学長
吉岡俊正

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第33号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第34号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本薬科大学学長　丁宗
鐵

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第35号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
杏林大学学長　大瀧　純
一

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第36号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学院医学系研
究科研究科長宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第37号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立国際医療研究セン
ター理事長　國土典宏

厚生労働省保
険局長

H30.6.1 保発0601第39号
平成３０年度国民健康保険高額医療
費負担金の交付決定について（大臣
通知及び局長通知）

関 健太
保険局 国民健康保険
課 財政第一係

官署支出官 
都道府県会計管理者

保険局長

H30.6.4 保発0604第2号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（おおかわ歯科）

坂井 寿
保険局 医療課 医療指
導監査室

九州厚生局長 保険局長

H30.6.5 保発0605第1号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.6 保発0606第1号
中央社会保険医療協議会専門委員
の内申について

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.6 保発0606第2号
平成29年度保険料等交付金の交付
額の通知について(3月分)

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.6.7 保発0607第１号
 社会保険審査会委員の海外渡航申
請について

森田 明夫
保険局 総務課 社会保
険審査調整室 審査庶
務係

大臣官房人事課長
厚生労働省保
険局長

H30.6.12 保発0612第1号
年金特別会計に係る支払元受高配
分請求について（平成30年度第2四
半期分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長保
険局長



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

H30.6.12 保発0612第2号
はり師、きゅう師及びあん摩マッサー
ジ指圧師の施術に係る療養費に関
する受領委任の取扱いについて

三谷 和令 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

厚生労働省保
険局長

H30.6.12 保発0612第3号
はり師、きゅう師及びあん摩マッサー
ジ指圧師の施術に係る療養費の審
査委員会の設置基準について

三谷 和令 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

厚生労働省保
険局長

H30.6.12 保発0612第4号
はり師、きゅう師及びあん摩マッサー
ジ指圧師の施術に係る療養費に関
する指導及び監査について

三谷 和令 保険局 医療課
都道府県知事及び地方厚
生（支）局長

厚生労働省保
険局長

H30.6.12 保発0612第5号
患者申出療養評価会議技術専門員
の委嘱に係る兼業届の提出について

白瀬 賢一 保険局 医療課
大阪大学総長　西尾章治
郎

保険局長

H30.6.13 保発0613第1号

マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第2号

マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第3号

マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第4号

マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第5号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第6号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.13 保発0613第7号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.6.13 保発0613第8号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.14 保発0614第2号
平成30年度国民健康保険調整交付
金の交付（当初交付）申請について
（通知）

垣内　彩佳
保険局　国民健康保険
課　財政第二係

都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.6.15 保発0615第12号
社会保障審議会臨時委員の就任に
かかる依頼について（医療保険部
会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係
池端幸彦
秋山智弥

厚生労働省保
険局長

H30.6.15 保発0615第13号
社会保障審議会臨時委員の就任に
かかる依頼について（医療保険部
会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係
日本慢性期医療協会会長
日本看護協会会長

厚生労働省保
険局長

H30.6.15 保発0615第2号

社会保障に関する日本国とチェコ共
和国との間の協定を改正する議定書
の発効に伴う実施事務の取扱いにつ
いて

田島 瑞保
保険局 総務課 企画調
査係

日本年金機構理事長
保険局長
年金局長

H30.6.15 保発0615第3号

社会保障に関する日本国とチェコ共
和国との間の協定を改正する議定書
の発効に伴う実施事務の取扱いにつ
いて

田島 瑞保
保険局 総務課 企画調
査係

地方厚生（支）局長
保険局長
年金局長

H30.6.15 保発0615第4号

社会保障に関する日本国とチェコ共
和国との間の協定を改正する議定書
の発効に伴う実施事務の取扱いにつ
いて

田島 瑞保
保険局 総務課 企画調
査係

都道府県知事
保険局長
年金局長

H30.6.15 保発0615第5号

社会保障に関する日本国とチェコ共
和国との間の協定を改正する議定書
の発効に伴う実施事務の取扱いにつ
いて

田島 瑞保
保険局 総務課 企画調
査係

全国健康保険協会 保険局長

H30.6.15 保発0615第6号

社会保障に関する日本国とチェコ共
和国との間の協定を改正する議定書
の発効に伴う実施事務の取扱いにつ
いて

田島 瑞保
保険局 総務課 企画調
査係

健康保険組合理事長 保険局長

H30.6.19 保発0619第1号
平成30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30年
7月2日繰入分）

菊池 渉
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第二係

官署支出官　厚生労働大
臣

厚生労働省保
険局長

H30.6.19 保発0619第1号
平成30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30年
7月2日繰入分）

菊池 渉
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第二係

官房会計課長
厚生労働省保
険局長



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

H30.6.21 保発0621第1号
マイナンバー身分証等発行等申請書
について(発行に伴う手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.21 保発0621第2号
特例身分証明書発行等申請につい
て(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.22 保発0622第2号
徴収済額集計表及び支出済額集計
表の送付について
（平成29・30年度　平成30年5月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.6.25 保発0625第1号

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）
の交付額の確定について（局長通
知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

都道府県会計管理者 保険局長

H30.6.25 保発0625第2号
平成29年度国民健康保険財政安定
化基金補助金の交付額の確定につ
いて

渡邊 憲一郎
保険局 国民健康保険
課 指導調査係

都道府県会計管理者 保険局長

H30.6.26 保発0626第2号
平成29年度保険料等交付金の交付
額の通知について（平成30年４月分）
（出納整理期）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.6.26 保発0626第3号

平成２９年度（平成２８年度からの繰
越分）高齢者医療制度円滑運営事業
費補助金の交付額の確定について
（大臣通知及び局長通知）（協会分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官大臣 厚生労働大臣

H30.6.26 保発0626第3号

平成２９年度（平成２８年度からの繰
越分）高齢者医療制度円滑運営事業
費補助金の交付額の確定について
（大臣通知及び局長通知）（協会分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長 厚生労働大臣

H30.6.26 保発0626第4号

平成２９年度（平成２８年度からの繰
越分）高齢者医療制度円滑運営事業
費補助金の交付額の確定について
（大臣通知及び局長通知）（協会分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官大臣 厚生労働大臣



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

H30.6.26 保発0626第4号

平成２９年度（平成２８年度からの繰
越分）高齢者医療制度円滑運営事業
費補助金の交付額の確定について
（大臣通知及び局長通知）（協会分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長 厚生労働大臣

H30.6.28 保発0628第1号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.28 保発0628第2号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.28 保発0628第3号
特例身分証明書発行等申請につい
て(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.6.29 保発0629第3号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
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

H30.6.29 保発0629第4号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立大学法人千葉大学学
長　徳久剛史

厚生労働省保
険局長

H30.6.29 保発0629第5号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
健康保険組合連合会会長
大塚陸毅

厚生労働省保
険局長

H30.6.29 保発0629第6号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
聖路加国際大学学長　福
井次矢

厚生労働省保
険局長

H30.6.29 保発0629第7号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京医科歯科大学学長
井出吉信

厚生労働省保
険局長

H30.6.29 保発0629第9号
平成30年度後期高齢者医療災害臨
時特例補助金の取り扱いについて
（取扱要領）

井上 一広
保険局 高齢者医療課
財政調整係

都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.7.2 保発0702第1号
平成３０年度特別会計歳出予算の移
替えについて（国民健康保険（組合）
災害臨時特例補助金）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

大臣官房会計課長 保険局長



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

H30.7.2 保発0702第2号
平成３０年度後期高齢者医療財政調
整交付金の交付決定等について（概
算交付分）

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

都道府県会計管理者
厚生労働省保
険局長

H30.7.3 保発0703第1号
「全国健康保険協会業績評価に関す
る検討会」ご参画の依頼について

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

労働者福祉中央協議会
会長　神津　里季生

厚生労働省保
険局長

H30.7.3 保発0703第2号
平成30年度国民健康保険（組合）災
害臨時特例補助金の取扱について

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.7.4 保発0704第4号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.5 保発0705第1号
中央社会保険医療協議会委員の委
嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長　横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.7.5 保発0705第2号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（医療機関における消費税負担に
関する分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長 横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.7.9 保発0709第1号
中央社会保険医療協議会委員の内
申について

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.9 保発0709第2号
保険医療専門審査員の内申につい
て（医療機関等における消費税負担
に関する分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.9 保発0709第3号
保険医療専門審査員の内申につい
て（入院医療等の調査・評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.9 保発0709第4号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.10 保発0710第1号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（岡本クリニック）

高橋 盛志郎
保険局 医療課 医療指
導監査室

近畿厚生局長 保険局長

H30.7.10 保発0710第2号

医療介護提供体制改革推進交付
金、地域医療対策支援臨時特例交
付金及び地域介護対策支援臨時特
例交付金の運営について（管理運営
要領）の一部改正について

小野　厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

各都道府県知事 保険局長



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

H30.7.10 保発0710第4号
平成30年度（平成29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

大熊 直樹
保険局 高齢者医療課
監理係

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

H30.7.10 保発0710第7号

平成29年度社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金（オンライン資格
確認システム整備事業（仕様検討））
の交付額の確定について（局長通
知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

大臣官房会計課長 保険局長

H30.7.10 保発0710第8号
平成29年度社会保障・税番号制度シ
ステム整備費補助金（中間サーバ－
分）の交付額の確定について

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

大臣官房会計課長 保険局長

H30.7.11 保発0711第1号
障害者である職員の任免に関する状
況の通報について（回答）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.12 保発0712第1号
新医薬品及び医療機器の保険適用
について

高橋 秀彰 保険局 医療課

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

H30.7.12 保発0712第2号
新医薬品及び医療機器の保険適用
について

高橋 秀彰 保険局 医療課

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

H30.7.12 保発0712第3号
損害賠償等請求事件の指定代理人
の指定について（依頼）

相原 光
保険局 高齢者医療課
企画法令係

高松法務局長
厚生労働省保
険局長

H30.7.12 保発0712第4号 訴訟事件の調査回報について 相原 光
保険局 高齢者医療課
企画法令係

法務省訟務局長
高松法務局長

厚生労働省保
険局長

H30.7.12 保発0712第5号
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

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

齋藤俊哉殿
厚生労働省保
険局長

H30.7.12 保発0712第6号
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

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

国民健康保険中央会会長
厚生労働省保
険局長



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

H30.7.13 保発0713第1号
「健康保険法施行令等の一部を改正
する政令の公布について」について
（保険局長通知）

川田　さくら
保険局 総務課 企画調
査係

各都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.7.13 保発0713第2号

国家公務員倫理法第22条の規定に
基づく端緒の報告及び同法第23条第
1項の規定に基づく調査開始の通知
について

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.13 保発0713第3号
未払室料請求訴訟の調査回報につ
いて（伺い）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

法務省訟務局長
厚生労働省保
険局長

H30.7.13 保発0713第3号
未払室料請求訴訟の調査回報につ
いて（伺い）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

東京法務局長
厚生労働省保
険局長

H30.7.18 保発0718第1号
平成30年度国民健康保険保険者努
力支援交付金の交付決定について
（大臣通知及び局長通知）

鈴木　秀男
保険局 国民健康保険
課

官署支出官 
都道府県会計管理者

保険局長

H30.7.18 保発0718第2号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（マツタニ歯科クリニック）

高橋 盛志郎
保険局 医療課 医療指
導監査室

近畿厚生局長
厚生労働省保
険局長

H30.7.19 保発0719第1号
国家公務員倫理法第２３条第３項の
規定に基づく任命権者による調査の
結果の報告に係る通知について

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.19 保発0719第2号
平成30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30年
8月1日繰入分）

菊池 渉
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第二係

官署支出官　厚生労働大
臣

厚生労働省保
険局長

H30.7.19 保発0719第2号
平成30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30年
8月1日繰入分）

菊池 渉
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第二係

官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H30.7.19 保発0719第3号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（薬価算定組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立がん研究センター　理
事長　中釜斉

厚生労働省保
険局長

H30.7.19 保発0719第4号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（薬価算定組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立大学法人岡山大学学
長　槙野博史

厚生労働省保
険局長

H30.7.19 保発0719第5号
保険医療専門審査員の委嘱につい
て（薬価算定組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課
帝京大学医学部附属溝口
病院病院長　冲永惠津子

厚生労働省保
険局長



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

H30.7.19 保発0719第6号
保険医療専門審査員の内申につい
て（保険医療材料等専門組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.20 保発0720第1号
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30年度　平
成30年6月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.7.20 保発0720第2号

平成29年度高齢者医療制度円滑運
営臨時特例交付金（国保連合会事業
分）の交付額の確定について（局長
通知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

都道府県会計管理者 保険局長

H30.7.20 保発0720第3号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本医師会
会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第3号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本薬剤師
会会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第3号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

一般社団法人日本病院会
会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第3号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本歯科医
師会会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第3号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本看護協
会会長

保険局長



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

H30.7.20 保発0720第4号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本医師会
会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第4号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本薬剤師
会会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第4号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

一般社団法人日本病院会
会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第4号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本歯科医
師会会長

保険局長

H30.7.20 保発0720第4号

平成30年度オンライン資格確認等検
討会議（仮称）及びオンライン資格確
認等検討会議実務者ワーキンググ
ループ（仮称）の推薦について（依
頼）

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険システム高
度化推進室

公益社団法人日本看護協
会会長

保険局長

H30.7.23 保発0723第2号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.23 保発0723第3号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.24 保発0724第1号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.24 保発0724第2号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.25 保発0725第1号
保険局内の内部組織に関する細則
の一部改正について（内申）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 厚生労働大臣 保険局長



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

H30.7.27 保発0727第3号
平成30年度保険料等交付金の交付
額の通知について（平成30年5月分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

全国社会保険労務士会連
合会会長　大西　健造

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

日本労働組合総連合会
会長　神津　里季生

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

全国社会保険委員会連合
会会長　山本　萬造

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

全国商工会連合会会長
森　義久

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

全国中小企業団体中央会
会長　大村　功作

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

日本商工会議所会頭　三
村　明夫

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

埼玉県立大学理事長　田
中　滋

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

産業医科大学理事長　森
山　寛

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

法政大学総長　田中　優
子

厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

小磯　優子
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

平川　則男
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦



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

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

西　安津子
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

関戸　昌邦
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

小林　則夫
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

中村　節雄
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

田中　滋
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

松田　晋哉
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第4号
全国健康保険協会運営委員会委員
の委嘱について（依頼）

円谷 高史
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室

菅原　琢磨
厚生労働省保
険局長　鈴木俊
彦

H30.7.27 保発0727第6号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.30 保発0730第1号
「社会保障各制度における利用者等
への必要な情報の伝達の徹底につ
いて」の発出について

相原 光
保険局 高齢者医療課
企画法令係

各都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第2号
保険医療専門審査員の内申につい
て（薬価算定組織）

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

鎌田　久美子
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

中野　透
厚生労働省保
険局長



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

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

岩澤　勝
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

河本　滋史
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

藤原　保幸
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第3号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

尾崎　正直
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

日本看護協会会長
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

国民健康保険中央会会長
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

全国町村会会長
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

健康保険組合連合会会長
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

全国後期高齢者医療広域
連合協議会会長

厚生労働省保
険局長



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

H30.7.30 保発0730第4号
「保険者による健診・保健指導等に
関する検討会」構成員及び開催要綱
の改正について

鈴木 啓記

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

全国知事会会長
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第5号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
岐阜県歯科医師会会長
阿部義和

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第6号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課 一橋大学学長　菱沼宏一
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第7号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医療法人協会会長
加納繁照

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第8号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
連合総合生活開発研究所
理事長　古賀伸明

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第9号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
全国健康保険協会理事長
小林剛

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第10号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長　横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第11号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課 京都大学総長　山極壽一
厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第12号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
健康保険組合連合会会長
大塚陸毅

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第13号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本経済団体連合会会長
榊原定征

厚生労働省保
険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

国民健康保険中央会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

全国国民健康保険組合協
会

保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

健康保険組合連合会 保険局長



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

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

全国健康保険協会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

共済組合連盟 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本私立学校振興・共済
事業団

保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

地方公務員共済組合協議
会

保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

都道府県国民健康保険主
管課

保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本医師会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本歯科医師会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

全国労働衛生団体連合会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

全日本病院協会 保険局長



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

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本人間ドック学会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

予防医学事業中央会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

結核予防会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本病院会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本総合健診医学会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本看護協会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

日本栄養士会 保険局長

H30.7.30 保発0730第14号

特定健康診査及び特定保健指導に
係る自己負担額の医療費控除の取
扱いの一部変更について（局長通
知）

塩崎 敬之

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

社会保険診療報酬支払基
金

保険局長

H30.7.30 保発0730第15号
電子処方せんの運用ガイドラインの
一部改正について（通知）

島田 将広 保険局 医療課
都道府県知事　
地方厚生支局長

厚生労働省保
険局長等

H30.7.30 保発0730第19号
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（省令）

相原 光
保険局 高齢者医療課
企画法令係

各都道府県知事
厚生労働省保
険局長



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

H30.7.30 保発0730第21号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（トパーズ歯科クリニック）

川勝 誠
保険局 医療課 医療指
導監査室

九州厚生局長 保険局長

H30.7.31 保発0731第2号 取引関係通知書の送付について 黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

日本銀行
所管部局長
保険局長

H30.8.2 保発0802第1号
職員の無報酬兼業許可申請につい
て（内申）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.2 保発0802第2号
平成29年度国民健康保険保険基盤
安定負担金の交付額の確定につい
て（通知依頼）

垣内　彩佳
保険局　国民健康保険
課　財政第二係

都道府県知事 厚生労働大臣

H30.8.3 保発0803第1号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（土井クリニック戸坂）

川勝 誠
保険局 医療課 医療指
導監査室

中国四国厚生局長 保険局長

H30.8.3 保発0803第2号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（あじさい薬局）

川勝 誠
保険局 医療課 医療指
導監査室

中国四国厚生局長 保険局長

H30.8.9 保発0809第1号
社会保険医療担当者の指導後の措
置について（あんじゅの杜診療所）

與坂 和人
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長
厚生労働省保
険局長

H30.8.9 保発0809第2号
社会保障審議会臨時委員の就任に
係る依頼について（医療保険部会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係
松原　謙二
森　昌平

厚生労働省保
険局長

H30.8.9 保発0809第3号
社会保障審議会臨時委員の就任に
係る依頼について（医療保険部会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係
日本医師会会長
日本薬剤師会会長

厚生労働省保
険局長

H30.8.9 保発0809第4号

平成30年度（平成29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（中間サーバー分）の
交付決定について（局長通知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

大臣官房会計課長 保険局長

H30.8.9 保発0809第7号
患者申出療養評価会議構成員及び
専門員の内申について

白瀬 賢一 保険局 医療課 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第1号
訴訟事件の調査回報について（損害
賠償請求事件（平成30年（行ワ）第
150号））

堀 俊太郎 保険局 医療課 法務省訴訟局長
厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第2号
訴訟事件の調査回報について（損害
賠償請求事件（平成30年（行ワ）第
150号））

堀 俊太郎 保険局 医療課 横浜地方法務局長
厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第3号
「高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施に関する有識者会議」の
構成員への就任・推薦依頼について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

構成員候補者本人
厚生労働省保
険局長



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

H30.8.17 保発0817第3号
「高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施に関する有識者会議」の
構成員への就任・推薦依頼について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

各団体所属長
厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第3号
「高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施に関する有識者会議」の
構成員への就任・推薦依頼について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

千葉大学学長
厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第3号
「高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施に関する有識者会議」の
構成員への就任・推薦依頼について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

公益社団法人日本歯科医
師会会長
全国町村会会長

厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第3号
「高齢者の保健事業と介護予防の一
体的な実施に関する有識者会議」の
構成員への就任・推薦依頼について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

日本医師会会長
厚生労働省保
険局長

H30.8.17 保発0817第5号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第6号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第7号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第8号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第9号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第10号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第11号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第12号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第13号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長



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

H30.8.17 保発0817第14号
特例身分証明書発行等申請書につ
いて(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第15号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.17 保発0817第16号
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30年度　平成30年7月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.8.17 保発0817第17号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.20 保発0820第1号
平成30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30年
9月3日繰入分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官　厚生労働大
臣

厚生労働省保
険局長

H30.8.20 保発0820第1号
平成30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30年
9月3日繰入分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H30.8.20 保発0820第2号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(発行の手続きについ
て)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.21 保発0821第1号
特例身分証明書発行等申請書につ
いて(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.8.22 保発0822第1号
刑罰等調書及び戸籍抄本の交付申
請について（依頼）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 佐伯市 保険局長

H30.8.27 保発0827第1号
平成30年度保険料等交付金額の訂
正について（平成30年5月分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.8.28 保発0828第1号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（笠松クリニック）

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長、近畿
厚生局長

厚生労働省保
険局長

H30.8.28 保発0828第2号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（笠松クリニック）

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長、近畿
厚生局長

厚生労働省保
険局長

H30.8.28 保発0828第3号
平成３０年度国民健康保険特別高額
医療費共同事業負担金の交付決定
について（大臣通知及び局長通知）

関 健太
保険局 国民健康保険
課 財政第一係

官署支出官 
都道府県会計管理者

保険局長



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

H30.8.29 保発0829第3号 

平成30年度国民健康保険財政調整
交付金（保健事業分を除く）、国民健
康保険後期高齢者医療費支援金財
政調整交付金及び介護納付金財政
調整交付金の交付決定等について
（通知）

垣内　彩佳
保険局　国民健康保険
課　財政第二係

都道府県知事 厚生労働大臣

H30.8.29 保発0829第5号 
平成30年度国民健康保険（組合）災
害臨時特例補助金の交付決定等に
ついて（通知依頼）

垣内　彩佳
保険局　国民健康保険
課　財政第二係

福島県知事 厚生労働大臣

H30.8.29 保発0829第6号
【8月27日期限】会計検査院の実地検
査の結果について（回答）

永島 僚祐
保険局 医療課 医療指
導監査室

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.8.29 保発0829第7号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課 保険局長

H30.8.30 保発0830第2号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医科大学千葉北総病
院院長　清野精彦

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第3号
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）

白瀬 賢一 保険局 医療課
順天堂大学医学附属順天
堂東京江東高齢者医療セ
ンター院長　津田裕士

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第4号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立成育医療研究セン
ター理事長　五十嵐隆

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第5号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長　横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第6号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
名古屋大学医学部長　門
松健治

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第7号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
横浜労災病院病院長　梅
村敏

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第8号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立がん研究センター理
事長　中釜斉

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第9号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
聖路加国際大学学長　福
井次矢

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第10号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立保健医療科学院院長
新村和哉

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第11号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立がん研究センター　理
事長　中釜斉

厚生労働省保
険局長



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

H30.8.30 保発0830第12号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
がん研究有明病院病院長
佐野武

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第13号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立循環器研究センター
理事長　小川久雄

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第14号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
広島大学名誉教授　赤川
安正

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第15号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
順天堂大学理事長　小川
秀興

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第16号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
ＮＴＴ東日本関東病院院長
亀山周二

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第17号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
埼玉県病院事業管理者
岩中督

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第18号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 新潟大学学長　高橋姿
厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第19号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第20号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 帝京大学学長　沖永佳史
厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第21号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第22号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
医療法人伯鳳会東京曳舟
病院院長　山本保博

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第23号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
神戸市立医療センター中
央市民病院院長　細谷亮

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第24号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
淀川キリスト病院院長　渡
辺直也

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第25号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
大阪大学総長　西尾章治
郎

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第26号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
立正佼成会附属佼成病院
院長　甲能直幸

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第27号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
理化学研究所理事長　松
本紘

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第28号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京医科歯科大学学長吉
澤靖之

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第29号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
京都府立医科大学学長
竹中洋

厚生労働省保
険局長



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

H30.8.30 保発0830第30号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第31号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国際医療福祉大学学長
大友邦

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第32号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
一般財団法人国際医学情
報センター理事長　戸山
芳昭

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第33号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学院医学系研
究科研究科長　宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第34号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 杏林大学学長　大瀧純一
厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第35号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
九州大学大学院医学研究
科研究科長　住本英樹

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第36号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立循環器病研究セン
ター理事長　小川久雄

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第37号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
京都大学医学部附属病院
病院長　稲垣暢也

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第38号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第39号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第40号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学医学系研究
科研究科長　宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第41号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 杏林大学学長　大瀧純一
厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第42号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学医学系研究
科研究科長　宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.8.30 保発0830第43号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立国際医療研究セン
ター理事長　國土典宏

厚生労働省保
険局長

H30.8.31 保発0831第1号
医療・介護データ等の解析基盤に関
する有識者会議の構成員の交代に
係る就任依頼について

佐藤 和夫
保険局 医療介護連携
政策課 庶務係

栃木県知事
厚生労働省老
健局長・厚生労
働省保険局長

H30.8.31 保発0831第2号
不詳事件に係る指定代理人の変更
について（依頼）

梶原 崚
保険局 保険課 企画法
令第一係

東京法務局長
厚生労働省保
険局長



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

H30.8.31 保発0831第3号 体外診断薬の保険適用について 高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.8.31 保発0831第4号

平成30年度国民健康保険組合出産
育児一時金等補助金（国保組合高額
医療費共同事業分）の交付決定につ
いて（大臣通知及び局長通知）

木藤 正行
保険局 国民健康保険
課 国民健康保険組合
係

都道府県知事 厚生労働大臣

H30.9.3 保発0903第3号
平成30年度国民健康保険実態調査
の実施について（依頼）

松田 真由美
保険局 調査課 数理第
二係

都道府県知事
厚生労働省保
険局長

H30.9.3 保発0903第31号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第32号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第33号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第34号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第35号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第36号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第37号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第38号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第39号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第40号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第41号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第42号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第43号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第44号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長



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

H30.9.3 保発0903第45号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第46号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第47号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第48号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第49号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第50号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第51号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第52号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第53号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第54号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第55号
会計実地検査の結果について（回
答）

真保栄 京
保険局 国民健康保険
課 財政第二係

会計検査院事務総局第２
局長

保険局長

H30.9.3 保発0903第56号
平成30年度保険料等交付金の交付
額の通知について（平成30年6月分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.9.4 保発0904第1号
社会保険診療報酬支払基金理事会
参与の委嘱について（依頼）

小林 盛正
保険局 高齢者医療課
庶務係

社会保険診療報酬支払基
金理事長伊藤文郎

保険局長　樽見
英樹

H30.9.4 保発0904第2号
マイナンバー身分証明書等発行等申
請書について(返却手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.9.5 保発0905第3号

平成30年度高齢者医療運営円滑化
等補助金の交付決定について（大臣
通知及び局長通知）（全国健康保険
協会が実施する事業分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官大臣 厚生労働大臣

H30.9.5 保発0905第3号

平成30年度高齢者医療運営円滑化
等補助金の交付決定について（大臣
通知及び局長通知）（全国健康保険
協会が実施する事業分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長 厚生労働大臣



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

H30.9.5 保発0905第4号
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及び推薦
依頼について

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険データ企画
室

山本隆一他３２件
厚生労働省保
険局長

H30.9.5 保発0905第5号
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及び推薦
依頼について

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険データ企画
室

山本隆一他３２件
厚生労働省保
険局長

H30.9.5 保発0905第6号
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及び推薦
依頼について

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険データ企画
室

日本医師会会長
厚生労働省保
険局長

H30.9.6 保発0906第1号
平成30年度国民健康保険関係功績
者厚生労働大臣表彰の被表彰者の
決定について

渡邊 憲一郎
保険局 国民健康保険
課 指導調査係

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

厚生労働省保
険局長

H30.9.7 保発0907第1号
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

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

各団体所属長
厚生労働省保
険局長

H30.9.7 保発0907第2号
高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループに係る構成員の
変更について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

各団体所属長
厚生労働省保
険局長

H30.9.7 保発0907第2号
高齢者の保健事業のあり方検討
ワーキンググループに係る構成員の
変更について

秋本 真志
保険局 高齢者医療課
広域連合係

公益社団法人日本医師会
常任理事

厚生労働省保
険局長

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

安藤　伸樹 保険局長

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

石本　淳也 保険局長

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

尾﨑　正直 保険局長

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

河本　滋史 保険局長



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

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

齋藤　訓子 保険局長

H30.9.7 保発0907第4号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

座小田　孝安 保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

全国健康保険協会理事長 保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

公益社団法人日本介護福
祉士会会長

保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

全国知事会長 保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

健康保険組合連合会会長 保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

公益社団法人日本看護協
会会長

保険局長

H30.9.7 保発0907第5号
医療介護総合確保促進会議におけ
る構成員の就任依頼について（構成
員の交代）

小野 厚隆
保険局 医療介護連携
政策課 計画係

一般社団法人シルバー
サービス振興会理事長

保険局長

H30.9.10 保発0910第2号

平成30年度高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金（システム改修分）
の交付決定について（中央会・国保
分）（局長通知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

大臣官房会計課長 保険局長

H30.9.10 保発0910第3号

平成30年度（平成29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（システム改修分）の交付決
定について（中央会・国保分）（局長
通知）

小林 賢司
保険局 国民健康保険
課 監理係

大臣官房会計課長 保険局長

H30.9.10 保発0910第4号
平成30年度後期高齢者医療災害臨
時特例補助金の交付決定について

井上 一広
保険局 高齢者医療課
財政調整係

福島県会計管理者
厚生労働省保
険局長



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

H30.9.12 保発0912第1号
年金特別会計に係る支払元受高配
分請求について（平成30年度第3四
半期分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長保
険局長

H30.9.13 保発0913第5号
未払室料請求事件に係る指定代理
人の変更について（依頼）

梶原 崚
保険局 保険課 企画法
令第一係

東京法務局長
厚生労働省保
険局長

H30.9.13 保発0913第7号
社会保険診療報酬支払基金関係功
績者厚生労働大臣表彰に係る被表
彰者の決定について

菊地 博史 保険局 保険課 庶務係
社会保険診療報酬支払基
金理事長

厚生労働省保
険局長

H30.9.13 保発0913第9号
健康保険組合関係功績者厚生労働
大臣表彰に係る被表彰者の決定に
ついて

菊地 博史 保険局 保険課 庶務係 健康保険組合連合会会長
厚生労働省保
険局長

H30.9.13 保発0913第10号
国民健康保険における被保険者証と
高齢受給者証の一体化の推進（あっ
せん）への措置結果の報告

菅原 祐二
保険局 国民健康保険
課

総務省行政評価局長
厚生労働省保
険局長

H30.9.14 保発0914第4号

平成29年度国民健康保険制度関係
業務準備事業費補助金（国保標準事
務処理システムの構築に係る事業）
（市町村事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

都道府県会計管理者 保険局長

H30.9.14 保発0914第5号

平成29年度国民健康保険制度関係
業務準備事業費補助金（国保標準事
務処理システムの構築に係る事業）
（市町村事業分）の交付額の確定に
ついて（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

都道府県会計管理者 保険局長

H30.9.14 保発0914第6号

平成29年度（平成28年度からの繰越
分）国民健康保険制度関係業務準備
事業費補助金（市町村事業分及び国
保連事業分）の交付額の確定につい
て（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

都道府県会計管理者 保険局長

H30.9.14 保発0914第7号

平成29年度（平成28年度からの繰越
分）国民健康保険制度関係業務準備
事業費補助金（市町村事業分及び国
保連事業分）の交付額の確定につい
て（局長通知）

圖司 直太郎
保険局 国民健康保険
課

都道府県会計管理者 保険局長



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

H30.9.14 保発0914第8号
 社会保険審査会委員の海外渡航申
請について

森田 明夫
保険局 総務課 社会保
険審査調整室 審査庶
務係

大臣官房人事課長
厚生労働省保
険局長

H30.9.18 保発0918第1号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

関東信越厚生局長 保険局長

H30.9.18 保発0918第2号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

関東信越厚生局長 保険局長

H30.9.18 保発0918第3号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

近畿厚生局長 保険局長

H30.9.18 保発0918第4号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

関東信越厚生局長 保険局長

H30.9.18 保発0918第5号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

新日鐵住金健康保険組合
理事長

保険局長

H30.9.18 保発0918第6号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

東京文具販売健康保険組
合理事長

保険局長

H30.9.18 保発0918第7号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

クボタ健康保険組合理事
長

保険局長

H30.9.18 保発0918第8号
健康保険一括適用事業所の承認後
の通知について（日鉄住金防蝕株式
会社外３件）

山野井 仁美
保険局 保険課 指導調
整係

ＮＩＰＰＯ健康保険組合理
事長

保険局長

H30.9.18 保発0918第9号
医療機器及び体外診断薬の保険適
用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.9.18 保発0918第10号
医療機器及び体外診断薬の保険適
用について

高橋 秀彰 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長

厚生労働省保
険局長

H30.9.18 保発0918第13号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学医学部医学
部長　天谷雅行

厚生労働省保
険局長

H30.9.18 保発0918第14号
先進医療会議構成員及び技術専門
委員の委嘱について

白瀬 賢一 保険局 医療課 広島大学学長　越智光夫
厚生労働省保
険局長



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

H30.9.19 保発0919第1号
平成30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30年
10月1日繰入分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官　厚生労働大
臣

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第1号
平成30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30年
10月1日繰入分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長
厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第2号

平成30年度（平成29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（中間サーバー分）の
交付決定について

佐々木 典伯 保険局 保険課 官署支出官大臣 保険局長

H30.9.19 保発0919第2号

平成30年度（平成29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（中間サーバー分）の
交付決定について

佐々木 典伯 保険局 保険課 官房会計課長 保険局長

H30.9.19 保発0919第3号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
法政大学経済学部長　鈴
木豊

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第4号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長　横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第5号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本慢性期医療協会会長
武久洋三

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第6号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
全日本病院協会会長　猪
口雄二

厚生労働省保
険局長



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

H30.9.19 保発0919第7号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
学校法人産業医科大学理
事長　森山寛

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第8号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 筑波大学学長　永田恭介
厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第9号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東邦大学医療センター大
森病院病院長　瓜田純久

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第10号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京大学大学院医学系研
究科研究科長　宮園浩平

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第11号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本大学松戸歯学部学部
長　渋谷鑛

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第12号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 群馬大学学長　平塚浩士
厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第13号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医科大学学長　弦間
昭彦

厚生労働省保
険局長



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

H30.9.19 保発0919第14号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立がん研究センター　理
事長　中釜斉

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第15号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京医科歯科大学学長
吉澤靖之

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第16号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
横浜市立大学学長　窪田
吉信

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第17号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医療法人協会会長
加納繁照

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第18号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
全日本病院協会会長　猪
口雄二

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第19号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
明祥株式会社代表取締役
社長執行役員折本健次

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第20号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 半田市市長　榊原純夫
厚生労働省保
険局長



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

H30.9.19 保発0919第21号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
全日本海員組合組合長
森田保己

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第22号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
早稲田大学総長　田中愛
治

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第23号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医師会会長　横倉義
武

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第24号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本薬剤師会会長　山本
信夫

厚生労働省保
険局長

H30.9.19 保発0919第25号

保険医療専門審査員の委嘱につい
て（入院医療等に関する調査・評価
分科会、薬価算定組織、医療機関等
における消費税負担に関する分科
会、医療技術評価分科会）

白瀬 賢一 保険局 医療課 一橋大学学長　菱沼宏一
厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第1号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
公益社団法人日本医師会
会長　横倉義武

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第2号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課 日本医師会会長
厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第3号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
公益社団法人国民健康保
険中央会会長　岡崎誠也

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第4号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国家公務員共済組合連合
会虎ノ門病院病院長　大
内尉義

厚生労働省保
険局長



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

H30.9.20 保発0920第5号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
国立循環器病センター理
事長　小川久雄

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第6号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課 千葉大学学長　徳久剛史
厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第7号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本大学医学部医学部長
高山忠利

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第8号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶應義塾大学病院長　竹
内勤

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第9号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
山梨大学医学部医学部長
武田正之

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第10号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
独立行政法人国立病院機
構村山医療センター院長
朝妻孝仁

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第11号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
順天堂大医学部附属順天
堂医院院長　天野篤

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第12号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
帝京大学ちば相応医療セ
ンター病院長　和田佑一

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第13号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
東京慈恵医科大学葛飾医
療センター病院長　伊藤
洋

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第14号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
日本医科大学理事長　坂
本篤裕

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第15号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
昭和大学歯学部歯学部長
宮崎隆

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第16号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
聖路加国際病院院長　福
井次矢

厚生労働省保
険局長



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

H30.9.20 保発0920第17号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
自治医科大学付属病院院
長　佐田尚宏

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第18号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
昭和大学医学部長　小川
良雄

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第19号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
慶応義塾大学病院病院長
北川雄光

厚生労働省保
険局長

H30.9.20 保発0920第20号
国民健康保険診療報酬特別審査委
員会における委員の推薦について

白瀬 賢一 保険局 医療課
公立福生病院病院長　松
山健

厚生労働省保
険局長

H30.9.21 保発0921第1号
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30年度　平成30年8月分）

黒田 宏
保険局 総務課 医療保
険財政係

総括部局長　年金局長
所管部局長　保
険局長

H30.9.21 保発0921第3号

平成30年度（平成29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（システム改修分）の交付決
定について（大臣通知及び局長通
知）（全国健康保険協会が実施する
事業分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官署支出官　大臣
支出負担行為
担当官　保険局
長

H30.9.21 保発0921第3号

平成30年度（平成29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（システム改修分）の交付決
定について（大臣通知及び局長通
知）（全国健康保険協会が実施する
事業分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

官房会計課長
支出負担行為
担当官　保険局
長

H30.9.21 保発0921第6号
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）

糟谷 昌芳 保険局 総務課 管理係 厚生労働大臣 保険局長

H30.9.25 保発0925第3号
社会保障審議会臨時委員の就任に
係る依頼について（医療保険部会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係 村上　英人
厚生労働省保
険局長

H30.9.25 保発0925第4号
社会保障審議会臨時委員の就任に
係る依頼について（医療保険部会）

馬場 智子 保険局 総務課 庶務係 全国町村会会長
厚生労働省保
険局長

H30.9.25 保発0925第5号
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

志村 明洋
保険局 医療介護連携
政策課 保険データ企画
室

石川広己殿
厚生労働省保
険局長



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

H30.9.25 保発0925第8号
特例身分証明書発行等申請につい
て(発行手続き)

越智 敬子 保険局 総務課 管理係 大臣官房人事課長 保険局長

H30.9.26 保発0926第3号
平成29年度病床転換助成事業交付
金の交付額の確定について

藤野 亜莉沙
保険局医療介護連携政
策課医療費適正化対策
推進室

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

H30.9.26 保発0926第7号
平成30年度保険料等交付金の交付
額の通知について（平成30年7月分）

石川 よしえ
保険局 保険課 全国健
康保険協会管理室 運
営管理第三係

全国健康保険協会理事長
厚生労働省保
険局長

H30.9.27 保発0927第1号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（心療内科オークヒルズク
リニック）

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長、近畿
厚生局長、関東信越厚生
局長

厚生労働省保
険局長

H30.9.27 保発0927第2号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（心療内科オークヒルズク
リニック）

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長、近畿
厚生局長、関東信越厚生
局長

厚生労働省保
険局長

H30.9.27 保発0927第3号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（心療内科オークヒルズク
リニック）

平 和也
保険局 医療課 医療指
導監査室

東海北陸厚生局長、近畿
厚生局長、関東信越厚生
局長

厚生労働省保
険局長

H30.9.27 保発0927第5号
社会保険医療担当者の監査後の措
置について（アルファスデンタルクリ
ニック）

與坂 和人
保険局 医療課 医療指
導監査室

関東信越厚生局長
厚生労働省保
険局長


