平成  年  月  日

木曜日

官

報

(号外第  号)





平成  年  月  日

木曜日

官

報

(号外第  号)
第四号書式を次のように改める︒

改

後

歯科医師は︑その交付する死亡診断書に︑次に掲げる事項を記載し︑記名押印又

正

歯科医師法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第四十八号︶の一部を次のように改正する︒

︵歯科医師法施行規則の一部改正︶

２

︵略︶

死亡の場所及びその種別︵病院︑診療所︑介護老人保健施設︑介護医療院︑助産所︑養護

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

歯科医師は︑その交付する死亡診断書に︑次に掲げる事項を記載し︑記名押印又

︵死亡診断書の記載事項等︶

第十九条の二

は署名しなければならない︒

︵略︶

死亡の場所及びその種別︵病院︑診療所︑介護老人保健施設︑助産所︑養護老人ホーム︑

一・二

三

︵略︶

︵略︶

特別養護老人ホーム︑軽費老人ホーム又は有料老人ホーム︵以下﹁病院等﹂という︒︶で死亡

２

四〜十三

老人ホーム︑特別養護老人ホーム︑軽費老人ホーム又は有料老人ホーム︵以下﹁病院等﹂と

︵略︶

したときは︑その名称を含む︒︶

︵略︶

四〜十三

いう︒︶で死亡したときは︑その名称を含む︒︶

三

一・二

は署名しなければならない︒

第十九条の二

︵死亡診断書の記載事項等︶

次の表のように改正する︒

第十二条


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日



平成  年  月  日

木曜日

官

報

(号外第  号)
第二号書式を次のように改める︒

平成  年  月  日

木曜日

官

報

(号外第  号)





平成  年  月  日

木曜日

官

報

(号外第  号)
第四号書式を次のように改める︒

︵社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正︶

正

後

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

審査委員会は︑前条の審査をするときは︑次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書につい

て︑それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定︑契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生

第四条

社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程︵昭和二十三年厚生省令第五十六号︶の一部を次の表のように改正する︒

改
審査委員会は︑前条の審査をするときは︑次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書につい

︵略︶

労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき︑診療報酬請求の適否を

︵略︶

生活保護法︵昭和二十五年法

審査するものとする︒
︵略︶

法第十五条第二項に掲げる規定又は特定Ｂ型

第十七条第一項の規定により診療報酬を請求

者の自立の支援に関する法律

中国残留邦人等及び特定配偶

国の促進並びに永住帰国した

定医療機関﹂という︒︶の提出する診療報酬請

することとなる医療機関その他の者︵以下﹁指

第十七条第一項の規定により診療報酬を請求

者の自立の支援に関する法律

中国残留邦人等及び特定配偶

国の促進並びに永住帰国した

︵略︶

︵略︶
生活保護法︵昭和二十五年法

律第百四十四号︶第五十二条

労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき︑診療報酬請求の適否を

︵略︶
法第十五条第二項に掲げる規定又は特定Ｂ型

肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する

することとなる医療機関その他の者︵以下﹁指

︵平成六年法律第三十号︶第

特別措置法︵平成二十三年法律第百二十六号︶ ︵中国残留邦人等の円滑な帰

律第百四十四号︶第五十二条

定医療機関﹂という︒︶の提出する診療報酬請

求書

住帰国後の自立の支援に関す

等の円滑な帰国の促進及び永

︵平成十九年法律第百二十七

る法律の一部を改正する法律

住帰国後の自立の支援に関す

等の円滑な帰国の促進及び永

十四条第四項︵中国残留邦人

︵平成六年法律第三十号︶第

る法律の一部を改正する法律

号︶附則第四条第二項におい

ための法律︵平成十七年法律

︵平成十九年法律第百二十七

第百二十三号︶第五十八条第

号︶附則第四条第二項におい

ための法律︵平成十七年法律

三項及び第四項︵同法第七十

て準用する場合を含む︒︶にお

第百二十三号︶第五十八条第

条第二項及び第七十一条第二

いてその例による場合を含

三項及び第四項︵同法第七十

項において準用する場合を含

て準用する場合を含む︒︶にお

条第二項及び第七十一条第二

む︒︶並びに第六十二条︵同法

いてその例による場合を含

項において準用する場合を含

第七十二条において準用する

社会生活を総合的に支援する

む︒︶並びに第六十二条︵同法

む︒︶︑障害者の日常生活及び

第七十二条において準用する

場合を含む︒︶︑児童福祉法︵昭

社会生活を総合的に支援する

場合を含む︒︶︑児童福祉法︵昭

む︒︶︑障害者の日常生活及び

十四条第四項︵中国残留邦人

求書

特別措置法︵平成二十三年法律第百二十六号︶ ︵中国残留邦人等の円滑な帰

肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する

審査するものとする︒

て︑それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定︑契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生

第四条

第十三条


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


者に対する医療等に関する法

第四号︶第十二条︑難病の患

関する法律︵平成十八年法律

石綿による健康被害の救済に

年法律第百十号︶第八十三条︑

察等に関する法律︵平成十五

行為を行った者の医療及び観

神喪失等の状態で重大な他害

て準用する場合を含む︒︶︑心

及び同法附則第十一項におい

十四条︵同法第二十条第三項

十八年法律第百六十八号︶第

戦傷病者特別援護法︵昭和三

第十四号︶第五十八条の十四︑

薬取締法︵昭和二十八年法律

十九条の六︑麻薬及び向精神

五年法律第百二十三号︶第二

福祉に関する法律︵昭和二十

条︑精神保健及び精神障害者

年法律第百十四号︶第四十一

る医療に関する法律︵平成十

予防及び感染症の患者に対す

十七号︶第十四条︑感染症の

する法律︵平成六年法律第百

爆弾被爆者に対する援護に関

準用する場合を含む︒︶︑原子

号︶第二十条第七項において

︵昭和四十年法律第百四十一

合を含む︒︶並びに母子保健法

四第二項において適用する場

十一︵同法第二十四条の二十

五の三十及び第二十四条の二

二十一条の二︑第二十一条の

号︶第十九条の十二︵同法第

和二十二年法律第百六十四

条︑難病の患者に対する医療

成十八年法律第四号︶第十二

被害の救済に関する法律︵平

第八十三条︑石綿による健康

︵平成十五年法律第百十号︶

療及び観察等に関する法律

大な他害行為を行った者の医

む︒︶︑心神喪失等の状態で重

において準用する場合を含

第三項及び同法附則第十一項

号︶第十四条︵同法第二十条

和三十八年法律第百六十八

四︑戦傷病者特別援護法︵昭

律第十四号︶第五十八条の十

神薬取締法︵昭和二十八年法

二十九条の六︑麻薬及び向精

十五年法律第百二十三号︶第

者福祉に関する法律︵昭和二

一条︑精神保健及び精神障害

十年法律第百十四号︶第四十

する医療に関する法律︵平成

の予防及び感染症の患者に対

百十七号︶第十四条︑感染症

関する法律︵平成六年法律第

子爆弾被爆者に対する援護に

て準用する場合を含む︒︶︑原

一号︶第二十条第七項におい

法︵昭和四十年法律第百四十

場合を含む︒︶並びに母子保健

十四第二項において適用する

二十一︵同法第二十四条の二

五の二十九及び第二十四条の

二十一条の二︑第二十一条の

号︶第十九条の十二︵同法第

和二十二年法律第百六十四



正

別措置法第十二条第三項及び

者給付金等の支給に関する特

又は特定Ｂ肝炎ウイルス感染

号︶第五条第二項及び第三項

律︵平成二十六年法律第五十

給に関する特別措置法第十二

ウイルス感染者給付金等の支

項及び第三項又は特定型肝炎

年法律第五十号︶第五条第二

等に関する法律︵平成二十六

︵傍線部分は改正部分︶

条第三項及び第四項若しくは

前

第四項若しくは第十三条第二

正

第十三条第二項及び第三項

改

項及び第三項

後

生活保護法施行規則︵昭和二十五年厚生省令第二十一号︶の一部を次のように改正する︒

︵生活保護法施行規則の一部改正︶

改

法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定

︵指定介護機関の指定の申請等︶
第十条の六

介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は介護老

法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定

介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老人

轄する地方厚生局長に提出しなければならない︒

人保健施設の開設者は︑次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を︑当該施設の所在地を管

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の施設の種類並び

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の管理者の氏名︑

当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は介護老人保健施設が︑

生年月日及び住所

二

に名称及び所在地

一

保健施設又は介護医療院の開設者は︑次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を︑当該施設

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老人保健施設又は介護医療院の施

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老人保健施設又は介護医療院の管

三

介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四

当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老人保健施設又は
介護医療院が︑介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又

︵略︶

法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一

﹁居宅介護支援事業者﹂という︒︶にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業︵居宅介護支援

﹁居宅介護事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として居宅介護支援計画を作成する者︵以下

は当該申請に係る居宅介護事業︵居宅介護を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下

機関の所在地︵その事業として居宅介護を行う者︵以下﹁居宅介護事業者﹂という︒︶にあつて

を受けようとする介護機関の開設者は︑次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護

計画を作成する事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁居宅介護支援事業所﹂という︒︶

﹁居宅介護支援事業者﹂という︒︶にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業︵居宅介護支援

﹁居宅介護事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として居宅介護支援計画を作成する者︵以下

は当該申請に係る居宅介護事業︵居宅介護を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下

機関の所在地︵その事業として居宅介護を行う者︵以下﹁居宅介護事業者﹂という︒︶にあつて

を受けようとする介護機関の開設者は︑次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護

項又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定

２

四・五

条第一項の許可を受けている場合は︑その旨

︵略︶

法第五十四条の二第四項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一

計画を作成する事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁居宅介護支援事業所﹂という︒︶

項又は法第五十四条の二第五項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定

２

四・五

は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は︑その旨

三

理者の氏名︑生年月日及び住所

二

設の種類並びに名称及び所在地

一

の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない︒

第十条の六

︵指定介護機関の指定の申請等︶

次の表のように改正する︒

第十四条

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日


予防・日常生活支援事業所﹂という︒︶の所在地︵次条において同じ︒︶︶を管轄する都道府県知

第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護

じ︒︶にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業︵介護保険法第百十五条の四十五

援事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう︒以下同

事業所︵以下﹁特定介護予防福祉用具販売事業所﹂という︒︶の所在地︑介護予防・日常生活支

八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う

をいう︒以下同じ︒︶にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業︵介護保険法第

防福祉用具販売事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者

いう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護予防支援事業所﹂という︒︶の所在地︑特定介護予

以下同じ︒︶にあつては当該申請に係る介護予防支援事業︵介護予防支援計画を作成する事業を

条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者︵以下﹁介護予防支援事業者﹂という︒

下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護予防事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として法第十五

防事業者﹂という︒︶にあつては当該申請に係る介護予防事業︵介護予防を行う事業をいう︒以

定福祉用具販売事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として介護予防を行う者︵以下﹁介護予

条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁特

業者をいう︒以下同じ︒︶にあつては︑当該申請に係る特定福祉用具販売事業︵介護保険法第八

の所在地︑特定福祉用具販売事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事

予防・日常生活支援事業所﹂という︒︶の所在地︵次条において同じ︒︶︶を管轄する都道府県知

第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護

じ︒︶にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業︵介護保険法第百十五条の四十五

援事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう︒以下同

事業所︵以下﹁特定介護予防福祉用具販売事業所﹂という︒︶の所在地︑介護予防・日常生活支

八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う

をいう︒以下同じ︒︶にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業︵介護保険法第

防福祉用具販売事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者

いう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護予防支援事業所﹂という︒︶の所在地︑特定介護予

以下同じ︒︶にあつては当該申請に係る介護予防支援事業︵介護予防支援計画を作成する事業を

条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者︵以下﹁介護予防支援事業者﹂という︒

下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁介護予防事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として法第十五

防事業者﹂という︒︶にあつては当該申請に係る介護予防事業︵介護予防を行う事業をいう︒以

定福祉用具販売事業所﹂という︒︶の所在地︑その事業として介護予防を行う者︵以下﹁介護予

条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう︒以下同じ︒︶を行う事業所︵以下﹁特

業者をいう︒以下同じ︒︶にあつては︑当該申請に係る特定福祉用具販売事業︵介護保険法第八

の所在地︑特定福祉用具販売事業者︵法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあつては︑当該

二〜四

︵略︶

施設の種類並びに名称及び所在地

一

事に提出しなければならない︒

地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老人保健又は介護医療院にあつて

事に提出しなければならない︒
一

︵略︶

は︑当該施設の種類並びに名称及び所在地
二〜四

十六条第一項︑第四十八条第一項第一号︑第五十三条第一項︑第五十四条の二第一項︑第五

当該申請に係る介護機関が︑介護保険法第四十一条第一項︑第四十二条の二第一項︑第四

十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項の許

五

十六条第一項︑第四十八条第一項第一号︑第五十三条第一項︑第五十四条の二第一項︑第五

可を受けている場合は︑その旨

当該申請に係る介護機関が︑介護保険法第四十一条第一項︑第四十二条の二第一項︑第四

十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項若し

五

くは第百七条第一項の許可を受けている場合は︑その旨

六・七

︵略︶

六・七

︵指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出︶

︵略︶

︵指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出︶

法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は︑次に掲げる事項を記

載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事︵国の開設した介護老人保健施

第十条の七

載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事︵国の開設した介護老人保健施

設にあつては︑当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長︶に提出することにより行うものと

法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は︑次に掲げる事項を記

設又は介護医療院にあつては︑当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長︶に提出することに

する︒

第十条の七

より行うものとする︒

一〜四

︵略︶

︵略︶

一〜四
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厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三︵同条第一号の場合に限る︒︶の規

︵指定の告示︶
第十二条

厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三︵同条第一号の場合に限る︒︶の規

︵指定の告示︶
第十二条

︵略︶
二

一

病院︑診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設若しくは

︵略︶

定により告示する事項は︑次に掲げる事項とする︒

一
病院︑診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介護老

定により告示する事項は︑次に掲げる事項とする︒
二
︵略︶

介護老人保健施設にあつてはその名称及び所在地
三・四

︵略︶

人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
三・四

十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて︑国の開設した病院若しくは診療所又

て準用する場合を含む︒次項において同じ︒︶に規定する厚生労働省令で定める事項は︑法第四

くは診療所︵生活保護法施行令第四条各号に掲げるものを含む︒︶又は薬局にあつては同条第二

は薬局にあつては第十条第一項各号︵第四号を除く︒︶に掲げる事項とし︑それ以外の病院若し

十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて︑国の開設した病院若しくは診療所又

て準用する場合を含む︒次項において同じ︒︶に規定する厚生労働省令で定める事項は︑法第四

法第五十条の二︵法第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項におい

︵変更等の届出︶

は薬局にあつては第十条第一項各号︵第四号を除く︒︶に掲げる事項とし︑それ以外の病院若し

項各号︵第六号を除く︒︶に掲げる事項とし︑法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を

第十四条

くは診療所︵生活保護法施行令第四条各号に掲げるものを含む︒︶又は薬局にあつては同条第二

受けた介護機関であつて︑国の開設した地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設又は

法第五十条の二︵法第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項におい

︵変更等の届出︶

項各号︵第六号を除く︒︶に掲げる事項とし︑法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を

第十四条

受けた介護機関であつて︑国の開設した地域密着型介護老人福祉施設︑介護老人福祉施設︑介

以外の介護機関にあつては同条第二項各号︵第六号を除く︒︶に掲げる事項とし︑法第五十五条

介護老人保健施設にあつては第十条の六第一項各号︵第四号を除く︒︶に掲げる事項とし︑それ

第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の

護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号︵第四号を除く︒︶に掲げる事
法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつ

八第一項第一号及び第三号に掲げる事項︵次項において﹁届出事項﹂という︒︶とする︒

項とし︑それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号︵第六号を除く︒︶に掲げる事項とし︑
ては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項︵次項において﹁届出事項﹂という︒︶と
する︒

号︶第七条第一項若しくは第二項︑介護保険法第七十七条第一項︑第七十八条の十第一項︑第

三年法律第二百一号︶第七条第一項若しくは第二項︑歯科医師法︵昭和二十三年法律第二百二

法律第七十二条第四項︑第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項︑医師法︵昭和二十

条︑健康保険法第九十五条︑医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する

いう︒︶は︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第二十四条︑第二十八条若しくは第二十九

第百十四条第一項︑第百十五条の九第一項︑第百十五条の十九第一項︑第百十五条の二十九第

八十四条第一項︑第九十二条第一項︑第百一条︑第百二条︑第百三条第三項︑第百四条第一項︑

号︶第七条第一項若しくは第二項︑介護保険法第七十七条第一項︑第七十八条の十第一項︑第

三年法律第二百一号︶第七条第一項若しくは第二項︑歯科医師法︵昭和二十三年法律第二百二

法律第七十二条第四項︑第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項︑医師法︵昭和二十

条︑健康保険法第九十五条︑医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する

いう︒︶は︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第二十四条︑第二十八条若しくは第二十九

指定医療機関︑指定介護機関︑指定助産機関又は指定施術機関︵以下﹁指定医療機関等﹂と

八十四条第一項︑第九十二条第一項︑第百一条︑第百二条︑第百三条第三項︑第百四条第一項︑

一項若しくは第百十五条の三十五第六項︑保健師助産師看護師法︵昭和二十三年法律第二百三

︵略︶

第百十四条第一項︑第百十四条の六第一項︑第百十五条の九第一項︑第百十五条の十九第一項︑

号︶第十四条第一項︑あん摩マツサージ指圧師︑はり師︑きゆう師等に関する法律︵昭和二十

３

第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項︑保健師助産師看護師法︵昭和

二年法律第二百十七号︶第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法︵昭和四十五

２

二十三年法律第二百三号︶第十四条第一項︑あん摩マツサージ指圧師︑はり師︑きゆう師等に

年法律第十九号︶第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは︑その旨を

指定医療機関︑指定介護機関︑指定助産機関又は指定施術機関︵以下﹁指定医療機関等﹂と

関する法律︵昭和二十二年法律第二百十七号︶第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道

記載した届書により︑十日以内に︑法第四十九条︑第五十四条の二第一項又は第五十五条第一

︵略︶

整復師法︵昭和四十五年法律第十九号︶第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受

項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない︒

３

けたときは︑その旨を記載した届書により︑十日以内に︑法第四十九条︑第五十四条の二第一

２

項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならな
い︒
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様式第三号を次のように改める︒

改

正

後

法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は︑次の各号に掲げるものとする︒

︵略︶

介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者
︵略︶

介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを行う者

改

正

後

法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は︑次のとおり

︵法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶
第五条の五

児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︶第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医

とする︒
一

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

法第三十三条の五の厚生労働省令で定める者は︑次の各号に掲げるものとする︒

︵略︶

︵略︶

改

正

前

法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は︑次のとおり

︵傍線部分は改正部分︶

介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者

一〜九

第十五条の五
十
︵新設︶
十一〜十五

第五条の五

児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︶第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医

とする︒

二十四第二項において適用する場合を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の

療費の支給︑同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八

一

第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の

︵略︶

二〜十二

︵略︶

令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関す

二〜十二

第二十七条の十二

︵令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶

令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関す

医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給︑同法第二十条第二項の

る給付は︑次のとおりとする︒

しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合

一

医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給︑同法第二十条第二項の
しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合

︵略︶

を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給︑同法第二十条第二項の

︵略︶

︵略︶

しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合

２

二〜八

しくは同法第二十四条の二十第一項︵同法第二十四条の二十四第二項において適用する場合

︵略︶

︵略︶

を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十八第一項の肢体不自由児通所医療費若

一

は︑被保険者が保険医療機関等について受ける療養については︑次のとおりとする︒

令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付

二〜十一

児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給︑同法第二十条第二項の

第二十七条の十五

︵令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶

︵略︶
令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付

二〜十一

２

二〜八

を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若

一

は︑被保険者が保険医療機関等について受ける療養については︑次のとおりとする︒

第二十七条の十五

︵令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶

を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

一

る給付は︑次のとおりとする︒

第二十七条の十二

︵令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶

二十四第二項において適用する場合を含む︒︶の障害児入所医療費の支給

療費の支給︑同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九

︵法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付︶

︵国民健康保険法施行規則の一部改正︶
第十六条 国民健康保険法施行規則︵昭和三十三年厚生省令第五十三号︶の一部を次の表のように改正する︒

十二〜十六

十一

十

一〜九

第十五条の五

︵精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正︶
第十五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則︵昭和二十五年厚生省令第三十一号︶の一部を次の表のように改正する︒


(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

準用介護保険法第百三十八条第一項︵令第二十九条の十八から第二十九条

︵市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等︶

︵略︶

の二十二までにおいて準用する場合を含む︒︶の厚生労働省令で定める場合は︑次のとおりとす

第三十二条の二十六
る︒
一〜三
当該特別徴収対象被保険者が︑法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける

︵略︶

規定により読み替えて適用される場合を含む︒︶の規定の適用を受けないとき︒

場合であつて︑介護保険法第十三条第一項及び第二項︵介護保険法施行法第十一条第三項の

四

五

則

改

正

後

準用介護保険法第百三十八条第一項︵令第二十九条の十八から第二十九条

︵市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等︶

︵略︶

の二十二までにおいて準用する場合を含む︒︶の厚生労働省令で定める場合は︑次のとおりとす

第三十二条の二十六
る︒
一〜三

当該特別徴収対象被保険者が︑法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける

︵略︶

則

改

正

前

︵傍線部分は改正部分︶

場合であつて︑介護保険法第十三条第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき︒

四

五

附

︵病床転換支援金等を納付する市町村の調整交付金の特例︶

平成三十年三月三十一日までの間︑市町村︵退職被保険者等所属市町村を除く︒︶につい

て︑第四条の規定を適用する場合においては︑第四条第一項第二号中﹁後期高齢者支援金﹂と

平成三十六年三月三十一日までの間︑都道府県︵退職被保険者等所属都道府県を除く︒︶ 第三条

あるのは﹁後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金﹂とする︒

読み替えられた第四条の規定を適用する場合においては︑前条の規定により読み替えられた第

平成三十年三月三十一日までの間︑退職被保険者等所属市町村について︑前条の規定により

について︑第四条の規定を適用する場合においては︑同条第一項第二号イ中﹁後期高齢者支援
る︒
平成三十六年三月三十一日までの間︑退職被保険者等所属都道府県について︑前条の規定に
より読み替えられた第四条の規定を適用する場合においては︑前条の規定により読み替えられ

２

高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金︵以下この号において﹁病床転換支援金﹂とい

四条第一項第二号中﹁︶の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金﹂とあるのは﹁︶及び

改

正

後

一〜五十四

︵略︶

別表︵第一条関係︶

正

前

同法

︵傍線部分は改正部分︶

介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶及び同法に基づく命令に係る申請等

条第八項の住宅改修を行う者等の報告等︑同法第四十七条第四項の居宅介護支援等を担当す

同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等︑同法第四十五

た被保険者等の報告等︑同法第四十二条第四項の居宅サービス等を担当する者等の報告等︑

る者等の報告等︑同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等︑同法第五

条第八項の住宅改修を行う者等の報告等︑同法第四十七条第四項の居宅介護支援等を担当す

同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等︑同法第四十五

た被保険者等の報告等︑同法第四十二条第四項の居宅サービス等を担当する者等の報告等︑

第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等︑同条第二項の介護給付等を受け

五十五

改

う︒︶の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金﹂とする︒

﹁︶及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金︵以下この号において﹁病床転換支援

︵略︶

介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶及び同法に基づく命令に係る申請等

一〜五十四

別表︵第一条関係︶
五十五

る者等の報告等︑同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等︑同法第五

第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等︑同条第二項の介護給付等を受け

同法

︵社会保険労務士法施行規則の一部改正︶
厚生省令第一号︶の一部を次の表のように改正する︒
第十八条 社会保険労務士法施行規則︵昭和四十三年労
働省

金﹂という︒︶の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金﹂とする︒

た第四条第一項第二号イ中﹁︶の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金﹂とあるのは

２

金﹂とあるのは﹁後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金﹂とす

第三条

︵病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例︶

附

︵国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正︶
第十七条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令︵昭和三十八年厚生省令第十号︶の一部を次の表のように改正する︒

(号外第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日



(号外第  号)

報

用する場合を含む︒︶の指定調査機関等の報告等︑同法第百十五条の四十五の七第一項の指定

事業者の報告等︑同法第百十五条の四十第一項︵同法第百十五条の四十二第三項において準

一項の指定介護予防支援事業者等の報告等︑同法第百十五条の三十三第一項の介護サービス

七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等︑同法第百十五条の二十七第

同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等︑同法第百十五条の十

保健施設の開設者等の報告等︑同法第百十四条の二第一項の介護医療院の開設者等の報告等︑

等︑同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等︑同法第百条第一項の介護老人

着型サービス事業者等の報告等︑同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告

六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等︑同法第七十八条の七第一項の指定地域密

施機関等の報告等︑同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等︑同法第七十

の三十第一項︵同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む︒︶の指定試験実

法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関の報告等︑同法第六十九条

を行う者等の報告等︑同法第五十九条第四項の介護予防支援等を担当する者等の報告等︑同

地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等︑同法第五十七条第八項の住宅改修

十四条第四項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等︑同法第五十四条の三第三項の

サービス事業者等の報告等︑同条第二項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告

十五条の四十五の七第一項の指定事業者等の報告等︑同法第百八十一条第一項の指定居宅

十五条の四十二第三項において準用する場合を含む︒︶の指定調査機関等の報告等︑同法第百

条の三十三第一項の介護サービス事業者の報告等︑同法第百十五条の四十第一項︵同法第百

告等︑同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等︑同法第百十五

等の報告等︑同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報

人保健施設の開設者等の報告等︑同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者

告等︑同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等︑同法第百条第一項の介護老

密着型サービス事業者等の報告等︑同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報

十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等︑同法第七十八条の七第一項の指定地域

実施機関等の報告等︑同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等︑同法第七

条の三十第一項︵同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む︒︶の指定試験

法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関等の報告等︑同法第六十九

を行う者等の報告等︑同法第五十九条第四項の介護予防支援等を担当する者等の報告等︑同

地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等︑同法第五十七条第八項の住宅改修

十四条第四項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等︑同法第五十四条の三第三項の

︵略︶

等︑介護保険法施行令︵平成十年政令第四百十二号︶第十一条の四の指定市町村事務受託法

五十六

事業者等の報告等︑同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等︑同条第

後

改

︵傍線部分は改正部分︶

人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等

正

則

前

二項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等︑介護保険法施行令︵平成十年政

改

附

︵病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例︶

正

令第四百十二号︶第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の
︵略︶

指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
五十六

︵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改正︶

則

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︵昭和四十七年厚生省令第十一号︶の一部を次の表のように改正する︒

附

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては︑これらの規定のうち次の表の上欄に

平成三十年三月三十一日までの間︑第二条︑第七条︑第七条の四から第七条の七まで︑

第十三条及び第十四条の規定を適用する場合においては︑これらの規定のうち次の表の上欄に

︵表略︶

平成三十六年三月三十一日までの間︑第二条︑第七条︑第七条の四から第七条の九まで︑ 第四条

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

︵平成二十九年度における組合に対する補助の特例︶

第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条﹂とする︒

並びに第十三条第二項第二号ロ及び第三号イからハまで中﹁附則第十三条﹂とあるのは︑﹁附則

び第十三条を適用する場合においては︑前条の規定により読み替えられた第七条︑第七条の九

平成二十九年度において︑前条の規定により読み替えられた第七条︑第七条の九及

︵表略︶
令で定める算定方法の特例︶
平成三十六年三月三十一日までの間︑都道府県︵退職被保険者等所属都道府県を除

く︒︶について︑第六条の二を適用する場合においては︑同条第一号ロ挏中﹁後期高齢者支援金﹂

第四条の二

とあるのは﹁後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金﹂とする︒

第四条の二

︵病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省

第四条

︵病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例︶

第十九条

官
木曜日
平成  年  月  日

