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地 域における公的介護施 設等の計画的な整 備等の促進に関する法 律（平成元年法律 第六十四号）（抄）

厚生労働大臣は 、公的介護施設等の整 備に関する基本方 針（以下「整備基本方 針」という。）を 定めなければならない 。

○

第三条
（略）

（整備基本方針 ）
２・３

特定民間施設 の整備の事業を行おう とする者（当該事業を 行う法人を設立し ようとする者を含む。） は、当該特定民 間施設の整

（整備計画の認 定等）
第十一 条

備の事業に 関する計画（以 下「整備計画」という。 ）を作成し、これを厚 生労働大臣に提出 して、当該整備計画が 適当である旨の認 定を
２

第 一項の認定（以下「計 画の認定」という 。）の申請は、その計 画に係る特定民間施設 の所在地を管轄する 都道府県知事を経由し てす

（略）

受けることがで きる。
３
るものとす る。

厚生労働大臣は、 計画の認定の申請があっ た場合において 、当該申請に係る整備計 画が次の各号に適合 すると認めるときは 、計

（ 認定の基準）
第十二条

前条第 二項第四号、第八号 及び第九号に掲げる 事項が当該特定民間施 設の整備の事業を 確実に遂行するため適 切なものであること。

間 施設の機能を発揮させ るため適切なもの であること。

前条第二項第一 号から第七号まで及 び第十号に掲げる事項 が基本方針に照ら し当該特定民間施設の 整備の目的を達成し、 当該特定民

画の認定をす るものとする。
一
二

（関係都道府県等の意 見の聴取）

厚生労働大臣は、 計画の認定をしよ うとするときは、あら かじめ、関係都道府県（ 対象地域の全部又 は一部が指定都市の区 域内

前項の場合に おいて、都道府県が意見 を述べようとす るときは、あらかじめ、 関係市町村（指定都市 を除く。以下同じ 。）の意見を聴

である場合 には、当該指定都市を 含む。以下同じ。） の意見を聴かなけれ ばならない。

第十三 条
２

かな ければならない。
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（認定の通 知）

厚生労 働大臣は、計画の認定を したときは、速 やかに、その旨を関係都 道府県に通知し なければならない。

前項の通知を受けた 都道府県は、速やかに 、当該通知に係る 事項を関係市町村に通 知しなければなら ない。

第十四条
２
（報告の徴 収）

厚生労 働大臣は、計画の認定を 受けた整備計画（前条 第一項の変更の認 定があったときは、そ の変更後のもの。 以下「認定計画

医 療法（昭和二十三年法 律第二百五号）（ 抄）

備の事業の 実施状況に関し 報告をさせることができ る。

」と いう。）に係る特 定民間施設の整備の事 業を行う者（以下「認 定事業者」という 。）に対し、当該認定計 画に係る特定民間 施設の整

第十六条

○

この 法律において、「病院」 とは、医師又は 歯科医師が、公衆又は特 定多数人のため医業 又は歯科医業を行う 場所であつて、

この法律 において、「診療所」 とは、医師又は歯科医 師が、公衆又は特 定多数人のため医業又 は歯科医業を行う場所 であつて、患者を

を与える ことを主たる目的 として組織され、かつ、 運営されるもの でなければならない。

二 十人以上の患者を入 院させるための施設を 有するものをいう 。病院は、傷病者が、 科学的でかつ適正な診療 を受けることが できる便宜

第一条の五

２

入院させるための施 設を有しないもの又 は十九人以下の患者を 入院させるための 施設を有するものをい う。

この 法律において、「 助産所」とは、助産師 が公衆又は特定多数人 のためその業務（ 病院又は診療所におい て行うものを除く。 ）

（略）

を行う場所をい う。

第二条
２

疾病 の治療（助産を含む。 ）をなす場所であ つて、病院又は診療所 でないものは、これに 病院、病院分院、 産院、療養所、診療所

診 療所は、これに病 院、病院分院、産院そ の他病院に紛らわ しい名称を附けてはな らない。

、診察所、医院 その他病院又は診療所に 紛らわしい名称を 附けてはならない。

第三条
２
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３

助 産所でないものは、こ れに助産所その他 助産師がその業務を行 う場所に紛らわし い名称を付けてはならな い。

（略）

（略）

２

地 域医療支援病院でない ものは、これに地域医療 支援病院又はこ れに紛らわしい名称を付 けてはならない。

第四条
３

（ 略）

（略 ）

２

特定機能 病院でないもの は、これに特定機能病院 又はこれに紛らわしい 名称を付けてはな らない。

第四条の二
３

病院、診療 所又は助産所（以 下この条において「病 院等」という。）の管 理者は、厚生労働 省令で定めるところに より、医療

病院 等の管理者は、第一 項の規定による書面の閲 覧に代えて、厚 生労働省令で定めるとこ ろにより、当該書面 に記載すべき事項を 電子

該 病院等の所在地の都 道府県知事に報告する とともに、同項に 規定する書面の記載を 変更しなければならない 。

病院等の管理 者は、前項の規定により 報告した事項に ついて変更が生じたとき は、厚生労働省令で 定めるところにより 、速やかに、当

するととも に、当該事項を記載し た書面を当該病院 等において閲覧に供し なければならない。

を受 ける者が病院等の選択 を適切に行うため に必要な情報として厚 生労働省令で定める事項 を当該病院等の所 在地の都道府県知事に 報告

第六条の三

２
３

情報処理組織 を使用する方法その 他の情報通信の技術を 利用する方法であ つて厚生労働省令で定 めるものにより提供する ことができる。

都道府県知事は 、第一項又は第二項の 規定による報告の内容 を確認するために 必要があると認めると きは、市町村その他 の官公署に対

都道府県 知事は、厚生労働 省令で定めるところに より、第一項及び第二 項の規定により報 告された事項を公表し なければならない。

４
５

都道府県知事 は、病院等の管理 者が第一項若しくは第 二項の規定による報告を せず、又は虚偽 の報告をしたときは、期 間を定めて、当

し、 当該都道府県の区域 内に所在する病院等 に関し必要な情報の提 供を求めることが できる。
６

病院又は診療所の管理 者は、患者を入院 させたときは、厚生労 働省令で定めるところ により、当該患者 の診療を担当する医師

該病院等の開設者に対 し、当該管理者をし てその報告を行わせ 、又はその報告の内容 を是正させること を命ずることができる 。
第六条の四

又は歯科医師に より、次に掲げる事項を 記載した書面の作 成並びに当該患者又は その家族への交付及び その適切な説明が 行われるように

しな ければならない。 ただし、患者が短期間 で退院することが見 込まれる場合その他 の厚生労働省令で定める 場合は、この限 りでない。
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２

３
４

５

五

四

三

二

一

その他厚生労働省令で 定める事項

入院中に行われる 検査、手術、投薬その 他の治療（入院中 の看護及び栄養管理を 含む。）に関する計 画

入院の原因 となつた傷病名及び主要 な症状

当該患 者の診療を主として担 当する医師又は歯 科医師の氏名

患者の氏名、生年月日 及び性別

病院又は 診療所の管理者は、患 者又はその家族の承諾 を得て、前項の書 面の交付に代えて、厚 生労働省令で定め るところにより、当該

書面に記載すべ き事項を電子情報処理組 織を使用する方法その 他の情報通信の技 術を利用する方法であ つて厚生労働省令 で定めるものに
より 提供することがで きる。

病院又は 診療所の管理者 は、患者を退院させると きは、退院後の療養に 必要な保健医療サ ービス又は福祉サービ スに関する事項を 記載
した書面の作成 、交付及び適切な 説明が行われるよう努 めなければならない。

病院又は診療所の管 理者は、第一項の 書面の作成に当たつて は、当該病院又は診療 所に勤務する医師 、歯科医師、薬剤師、 看護師その

他の 従業者の有する知見を 十分に反映させる とともに、当該書面に 記載された内容に基づき 、これらの者によ る有機的な連携の下で 入院
中の医療が 適切に提供されるよう 努めなければなら ない。

病院又は診療 所の管理者は、第三項の 書面の作成に当 たつては、当該患者の退 院後の療養に必要な 保健医療サービス又 は福祉サービス

医業若しくは歯科医業 又は病院若しくは診療 所に関しては、文 書その他いかなる方法 によるを問わず、何人 も次に掲げる事項

を 提供する者との連携 が図られるよう努めな ければならない。
第六条の五

を除くほか、これを 広告してはならない 。
（略）

入院設 備の有無、第七条第 二項に規定する病床 の種別ごとの数、医師 、歯科医師、薬剤 師、看護師その他の従 業者の員数その他の当

一～ 五
六
（略）

該病院又は診 療所における施設、設 備又は従業者に関 する事項
七～十三
（略）

第一項各 号に掲げる事項を広告 する場合には、そ の内容及び方法が、医 療に関する適切な選択 に関し必要な基準 として厚生労働省令で

２・３
４

定めるものに適 合するものでなければな らない。
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（略）

都道府県 知事、保健所を設置す る市の市長又は特 別区の区長は、医業、 歯科医業若しくは 助産師の業務又は病院 、診療所若しくは助産

第六条 の八
２

所に関する広告 が第六条の五第一項若し くは第四項又は 前条第一項若しくは第三 項の規定に違反し ていると認める場合に は、当該広告を

国並 びに都道府県、保健所を 設置する市及び特別区 は、医療の安全に 関する情報の提供、研 修の実施、意識の 啓発その他の医

（略）

行つた者に対し、期限 を定めて、当該広告を 中止し、又はその 内容を是正すべき旨を 命ずることができる 。
３・４
第六条の九

療の 安全の確保に関し 必要な措置を講ずるよ う努めなければならな い。
（ 略）

（略）

第六条の十一
２

都 道府県等は、一般社団 法人、一般財団法 人その他の厚生労働省 令で定める者に対し、 医療安全支援センタ ーにおける業務を委託 する

医療安全支援 センターの業務に従事す る職員（前項の 規定により委託を受けた 者（その者が法人で ある場合にあつては 、その役員）及

ことができ る。

３
４

病院 を開設しようとすると き、医師法（昭和二十 三年法律第二百一 号）第十六条の四第一 項の規定による登録を 受けた者（同法第

び その職員を含む。） 又はその職にあつた者 は、正当な理由が なく、その業務に関し て知り得た秘密を漏らし てはならない。
第七条

七条の二第一項の規 定による厚生労働大 臣の命令を受けた者に あつては、同条第 二項の規定による登録 を受けた者に限る。以 下「臨床研

修等 修了医師」という。 ）及び歯科医師法（ 昭和二十三年法律第二 百二号）第十六条 の四第一項の規定による 登録を受けた者（同法 第七

条の二第一 項の規定による厚生 労働大臣の命令を受 けた者にあつては、同 条第二項の規定に よる登録を受けた者に 限る。以下「臨床研修

等修了歯科医師 」という。）でない 者が診療所を開設し ようとするとき、又は助 産師（保健師助 産師看護師法（昭和二十 三年法律第二百

三号）第十五条の二第 一項の規定による厚 生労働大臣の命令を 受けた者にあつては、 同条第三項の規定 による登録を受けた者 に限る。以

下こ の条、第八条及び第十 一条において同じ。 ）でない者が助産所 を開設しようとするとき は、開設地の都道 府県知事（診療所又は 助産

所にあつて は、その開設地が保健 所を設置する市又は 特別区の区域にある 場合においては、当該 保健所を設置する 市の市長又は特別区の

区長。第八条か ら第九条まで、第十二条 、第十五条、第十 八条、第二十四条及び 第二十七条から第三十 条までの規定にお いて同じ。）の
許可 を受けなければな らない。
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２

３
４

５

病 院を開設した者が、病 床数、次の各号に 掲げる病床の種別（以 下「病床の種別」 という。）その他厚生労 働省令で定める事項を 変更

しようとす るとき、又は臨床研修 等修了医師及び臨 床研修等修了歯科医師 でない者で診療所を 開設したもの若しく は助産師でない者で助

産所を開設した ものが、病床数その他厚 生労働省令で定 める事項を変更しようと するときも、厚生 労働省令で定める場合 を除き、前項と
一

感染症 病床（病院の病床のう ち、感染症の予防及び 感染症の患者に対 する医療に関する法律 （平成十年法律第百 十四号）第六条第二

精神病床（病院の病床 のうち、精神疾患を有す る者を入院させ るためのものをいう。以 下同じ。）

同様とする。
二

項に規定する一 類感染症、同条第三項 に規定する二類感染症 （結核を除く。） 、同条第七項に規定す る新型インフルエン ザ等感染症及

び 同条第八項に規定 する指定感染症（同法 第七条の規定により同 法第十九条又は第 二十条の規定を準用する ものに限る。）の患 者（同

法第八条 （同法第七条にお いて準用する場合を含 む。）の規定により一 類感染症、二類感 染症、新型インフルエ ンザ等感染症又は指 定

感染症の患者 とみなされる者を 含む。）並びに同法第 六条第九項に規定する新 感染症の所見が ある者を入院させるため のものをいう。
結核病床（病院の病床 のうち、結核の患 者を入院させるための ものをいう。以下同じ。 ）

以下同じ。）
三

療養病 床（病院又は診療所の 病床のうち、前三 号に掲げる病床以外の 病床であつて、主とし て長期にわたり療 養を必要とする患者を
一般病床（病院又 は診療所の病床のうち 、前各号に掲げる 病床以外のものをいう 。以下同じ。）

入院させるた めのものをいう。以下同 じ。）

四
五

診療 所に病床を設けよう とするとき、又は診療所 の病床数、病床 の種別その他厚生労働省 令で定める事項を変 更しようとするとき は、

厚生労働省令 で定める場合を除き 、当該診療所の所在地 の都道府県知事の 許可を受けなければな らない。

都道府県知事又 は保健所を設置する市 の市長若しくは特別区 の区長は、前三項 の許可の申請があつた 場合において、その 申請に係る施

設の 構造設備及びその有 する人員が第二十一 条及び第二十三条の規 定に基づく厚生労 働省令並びに第二十一条 の規定に基づく都道府 県の
条例の定め る要件に適合すると きは、前三項の許可 を与えなければならな い。

営利を目的と して、病院、診療 所又は助産所を開設し ようとする者に対しては 、前項の規定に かかわらず、第一項の許 可を与えないこ

都道府県知事は、次に 掲げる者が病院の 開設の許可又は病院の 病床数の増加若しくは 病床の種別の変更 の許可の申請をした場

とができる。
第七条の二

合において、当 該申請に係る病院の所在 地を含む地域（当 該申請に係る病床が療 養病床又は一般病床（ 以下この条におい て「療養病床等

」と いう。）のみであ る場合は第三十条の四 第一項の規定により 当該都道府県が定め る医療計画（以下この条 において単に「 医療計画」
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とい う。）において定める 第三十条の四第二 項第九号に規定する区 域とし、当該申請に 係る病床が精神病床、 感染症病床又は結核病 床（

以下この項 において「精神病床等 」という。）のみ である場合は当該都道 府県の区域とし、当 該申請に係る病床が 療養病床等及び精神病

床等である場合 は同号に規定する区域及 び当該都道府県 の区域とする。）におけ る病院又は診療所 の病床の当該申請に係 る病床の種別に

応じた数（当該申請に 係る病床が療養病床等 のみである場合は 、その地域における療 養病床及び一般病床 の数）が、同条第五 項の厚生労

働省 令で定める基準に従い 医療計画において定める その地域の当該 申請に係る病床の種別に 応じた基準病床数 （当該申請に係る病床 が療

養病床等の みである場合は、その 地域における療養病床 及び一般病床に係 る基準病床数）に既に 達しているか、又は 当該申請に係る病院

の開設若しくは 病床数の増加若しくは病 床の種別の変更によつ てこれを超えるこ とになると認めるとき は、前条第四項の 規定にかかわら

四

三

二

一

私立学 校教職員共済法（昭和 二十八年法律第二 百四十五号）の規定に より私立学校教職員共 済制度を管掌する こととされた日本私立

前二号に掲げるものの ほか、政令で定め る法律に基づき設立さ れた共済組合及びその連 合会

地方公務員等共済 組合法（昭和三十 七年法律第百五十二号 ）の規定に基づき設立 された共済組合

国家公務員 共済組合法（昭和 三十三年法律第百二十 八号）の規定に基づき設 立された共済組 合及びその連合会

第三十 一条に規定する 者

ず、 同条第一項又は第 二項の許可を与えない ことができる。

五

七

六

国の委託 を受けて健康保険法 第百五十条及び船員保 険法（昭和十四年 法律第七十三号）第百 十一条の施設として病院 を開設する者

国民 健康保険法（昭和 三十三年法律第百九十二 号）の規定に基 づき設立された国民健康 保険組合及び国民健康 保険団体連合会

健康保険法（大正 十一年法律第七十号） の規定に基づき設 立された健康保険組合 及びその連合会

学校振興・共 済事業団

八
（略）

臨床研修 等修了医師、臨床研修等 修了歯科医師又 は助産師が診療所又は助 産所を開設したときは 、開設後十日以内 に、診療所又は

（ 略）

命令しようとするとき は、あらかじめ、都 道府県医療審議会の 意見を聴かなければな らない。

都道府県知事 は、第一項若しく は第二項の規定により 前条第一項から第三項ま での許可を与え ない処分をし、又は第三 項の規定により

の入所定員 数は、厚生労働省令 で定める基準に従い 都道府県の条例の定め るところにより、 既存の療養病床の病床 数とみなす。

第 一項から第三項ま での場合において、都 道府県知事は、当該地 域における既存の 病床数を算定するに当た つては、介護老人保 健施設

２～４
５
６
７
第八条

助産 所の所在地の都道 府県知事に届け出なけ ればならない。
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（略）

病院、診療所 又は助産所の開設者が、 その病院、診療 所又は助産所を休止した ときは、十日以 内に、都道府県知事に届 け出なければな

第八条の二
２
らない。休止した病院 、診療所又は助産所を 再開したときも、 同様とする。

病院 、診療所又は助産所の 開設者が、その病院、 診療所又は助産所 を廃止したときは、十 日以内に、都道府 県知事に届け出なけれ

病 院、診療所又は助 産所の開設者が死亡し 、又は失そうの宣告を 受けたときは、戸 籍法（昭和二十二年法律 第二百二十四号 ）の規定に

ばならない。

第九条
２

よる死亡又 は失そうの届出 義務者は、十日以内に、 その旨をその所在地の 都道府県知事に届 け出なければならない 。

病院又は診療所 の開設者は、その 病院又は診療所が医業 をなすものである場合 は臨床研修等修了 医師に、歯科医業をな すものであ

病院又は 診療所の開設者は、そ の病院又は診療所 が、医業及び歯科医業 を併せ行うものである 場合は、それが主 として医業を行うもの

る場 合は臨床研修等修了歯 科医師に、これを 管理させなければなら ない。

第十条
２

であるときは臨 床研修等修了医師に、主 として歯科医業 を行うものであるときは 臨床研修等修了歯科医 師に、これを管理 させなければな

助 産所の開設者は、助産 師に、これを管理させ なければならない 。

ら ない。
第十一条

病院、診療所 又は助産所の開設者が 、病院、診療所又は助 産所の管理者とな ることができる者である 場合は、自らその病 院、診

病院、診療所又は助 産所を管理する医 師、歯科医師又は助産 師は、その病院、診療 所又は助産所の所 在地の都道府県知事の 許可を受け

を管理させて差 支ない。

療所又は助 産所を管理しなけれ ばならない。但し、 病院、診療所又は助産 所所在地の都道府 県知事の許可を受けた 場合は、他の者にこれ

第十二 条

２

患者を 入院させるための施設を 有する診療所の 管理者は、入院患者の病 状が急変した場合にお いても適切な治療 を提供すること

た場 合を除くほか、他の病 院、診療所又は助産 所を管理しない者で なければならない。
第十三条

がで きるよう、当該診 療所の医師が速やかに 診療を行う体制を確 保するよう努めると ともに、他の病院又は診 療所との緊密な 連携を確保
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助産所 の管理者は、同時に十人 以上の妊婦、産 婦又はじよく婦を入所さ せてはならない 。ただし、他に入院させ 、又は入所させ

して おかなければならない 。
第十四条

るべき適当な施設がな い場合において、臨時 応急のため入所さ せるときは、この限り でない。

病院又は診療所の管 理者は、厚生労働省令 の定めるところに より、当該病院又は診 療所に関し次に掲 げる事項を当該病院又

三

二

一

前三号に掲げるも ののほか、厚生労 働省令で定める事項

医師又は歯 科医師の診療日及 び診療時間

診療に 従事する医師又 は歯科医師の氏名

管理者の氏名

助 産所の管理者は、厚生 労働省令の定める ところにより、当該助 産所に関し次に掲げる 事項を当該助産所内 に見やすいように掲示 しな

四

は診療所内に見 やすいよう掲示しなけれ ばならない。

第十四条の二

２

三

二

一

前三号に 掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める 事項

助産 師の就業の日時

業務に従事する助 産師の氏名

管理者の氏 名

ければなら ない。

四

病院又は診療 所の管理者は、その病 院又は診療所に勤務す る医師、歯科医師 、薬剤師その他の従業者 を監督し、その業務 遂行に

病 院又は診療所の管理者 は、病院又は診療 所に診療の用に供する エックス線装置を備えた ときその他厚生労 働省令で定める場合に おい

い。

助産所の管理 者は、助産所に勤 務する助産師その他の 従業者を監督し、その業 務遂行に遺憾の ないよう必要な注意をし なければならな

欠けるとこ ろのないよう必要な 注意をしなければな らない。

第十五 条
２
３

病院、診 療所又は助産所の管理 者は、病院、診療 所又は助産所の業務の うち、医師若しくは歯科 医師の診療若し くは助産師

ては、厚生 労働省令の定めるとこ ろにより、病院又は 診療所所在地の都道 府県知事に届け出なけ ればならない。
第十五 条の二
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の業 務又は患者、妊婦、産 婦若しくはじよく 婦の入院若しくは入所 に著しい影響を与え るものとして政令で定 めるものを委託しよう とす

るときは、 当該病院、診療所又は 助産所の業務の種 類に応じ、当該業務を 適正に行う能力のあ る者として厚生労働 省令で定める基準に適

医業を行う病院の 管理者は、病院に医師を 宿直させなけれ ばならない。但し、病院 に勤務する医師が 、その病院に隣接した 場所

合するものに委 託しなければならない。
第十六 条

に居住する 場合において、病院所 在地の都道府県知事の 許可を受けたとき は、この限りでない。

地域医療 支援病院の管理者は、 厚生労働省令の定める ところにより、次 に掲げる事項を行わなけ ればならない。

当該病 院の建物の全部 若しくは一部、設備、器 械又は器具を、当該病 院に勤務しない医 師、歯科医師、薬剤師 、看護師その他の 医療

三

二

第二十 二条第二号及び第三号 に掲げる諸記録を 体系的に管理すること 。

地域の医療従事者の資 質の向上を図るた めの研修を行わせるこ と。

救急医療を提供す ること。

従事者の診療 、研究又は研修の ために利用させること 。

四

当該地域医 療支援病院に患者を紹介 しようとする医 師その他厚生労働省令で 定める者から第二十二 条第二号又は第三 号に掲げる諸記

六

その他厚生労働 省令で定める事項

他の病院 又は診療所から紹介 された患者に対し、医 療を提供すること 。

地 域医療支援病院の 管理者は、居宅等にお ける医療を提供する医 療提供施設、介護 保険法第八条第四項に規 定する訪問看護を行 う同法

七

省令で定 めるものを閲覧 させること。

録 の閲覧を求められ たときは、正当の理由 がある場合を除き 、当該諸記録のうち患 者の秘密を害するおそれ のないものとし て厚生労働

五

一

第十六 条の二

２

第四十一条 第一項に規定する指 定居宅サービス事業 者その他の居宅等にお ける医療を提供す る者（以下この項にお いて「居宅等医療提供

施設等」という 。）における連携の 緊密化のための支援 、医療を受ける者又は地 域の医療提供施 設に対する居宅等医療提 供施設等に関す

る情報の提供その他の 居宅等医療提供施設 等による居宅等にお ける医療の提供の推進 に関し必要な支援 を行わなければならな い。

高度の医療 を提供すること。

特定機能病院の管理 者は、厚生労働省 令の定めるところによ り、次に掲げる事項を 行わなければなら ない。

一

高度の医療技術の 開発及び評価を行うこ と。

第十六条の三
二
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２

五

四

三

当該特定機 能病院に患者を紹介しよ うとする医師そ の他厚生労働省令で定め る者から第二十二 条の二第三号又は第四 号に掲げる諸記

第二十 二条の二第三号及び第 四号に掲げる諸記 録を体系的に管理する こと。

高度の医療に関する研 修を行わせること 。

録の閲覧を求められ たときは、正当の理由 がある場合を除き 、当該諸記録のうち患 者の秘密を害するおそ れのないものとし て厚生労働
六
その他厚生 労働省令で定める事項

他の病 院又は診療所から紹介 された患者に対し、医 療を提供すること 。

省令 で定めるものを閲覧 させること。
七

病院又 は診療所にあつて は、開設者は、厚生労 働省令で定める基準に 従い都道府県（診 療所にあつては、その所 在地が保健所を

特 定機能病院の管理 者は、第三十条の四第 二項第二号に規定する 医療連携体制が適 切に構築されるように配 慮しなければな らない。

第十八条

設置する市又は特別区 の区域にある場合 においては、当該保健 所を設置する市又は特 別区）の条例の定 めるところにより、専 属の薬剤師

病院は、厚生労 働省令（第一号に掲げる 従業者（医師及 び歯科医師を除く。）及 び第十二号に掲げる 施設にあつては、都 道府

助産所 の開設者は、厚生労働省 令で定めるとこ ろにより、嘱託する医師 及び病院又は診療所 を定めておかなけれ ばならない。

を置 かなければならない。 ただし、病院又は 診療所所在地の都道府 県知事の許可を受けた場 合は、この限りで ない。
第十九条
第二十一 条

県の条例）の 定めるところにより 、次に掲げる人員及び 施設を有し、かつ 、記録を備えて置かな ければならない。

当該病院の有す る病床の種別に応じ 、厚生労働省令で定め る員数の医師及び 歯科医師のほか、都道 府県の条例で定める員 数の看護師

六

五

四

三

二

調剤所

エック ス線装置

臨床検査施設

処置室

手術室

各科専 門の診察室

一

七

給食施設

そ の他の従業者

八
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２

３

九

診療に関する諸記録
療養病床 を有する病院にあつては 、機能訓練室

診療科 名中に産婦人科又は産 科を有する病院に あつては、分べん室及 び新生児の入浴施設

十一
その他都道府県 の条例で定める施設

十
十二

療 養病床を有する診療所 は、厚生労働省令（第一 号に掲げる従業 者（医師及び歯科医師を 除く。）及び第三 号に掲げる施設にあつ ては

二

一
その他 都道府県の条例 で定める施設

機能訓練室

厚生労働省 令で定める員数の医師及 び歯科医師のほか、都 道府県の条例で定 める員数の看護師及び 看護の補助その他 の業務の従業者

、都道府県 の条例）の定めるとこ ろにより、次に掲げる 人員及び施設を有 しなければならない。

三

都道府県が前 二項の条例を定め るに当たつては、病院 及び療養病床を有する 診療所の従業者及 びその員数（厚生労働省 令で定めるもの

に限る。）については 厚生労働省令で定 める基準に従い定める ものとし、その他の事 項については厚生 労働省令で定める基準 を参酌する
もの とする。

六

五

四

三

二

一

講義室

研究室

病理解剖室

化学、細菌及び 病理の検査施設

（略）

診療 に関する諸記録

（略）

（略 ）

七
図書室

第二十二条

八
（略）

（略）

九

（略）

第二十二条の二
一
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二

集中治療室
（ 略）

前条第四号 から第八号までに掲げる 施設

三・四
五
（略）

前三条に定めるものの ほか、病院、診療所又 は助産所の構造設 備について、換気、採 光、照明、防湿、 保安、避難及び清潔そ

六

（ 略）

都道府県知事は、 病院又は療養病床を有 する診療所について、 その人員の配置が 、第二十一条第一項（第 一号に係る部分

の他衛生上遺憾 のないように必要な基準 を厚生労働省令で定め る。

第二十三条
２
第二十三条の二

に限る。）又は第二項 （第一号に係る部 分に限る。）の規定に 基づく厚生労働省令又 は都道府県の条例 で定める基準に照らし て著しく不

十分 であり、かつ、適正な 医療の提供に著し い支障が生ずる場合と して厚生労働省令で定め る場合に該当する ときは、その開設者に 対し

、期限を定 めて、その人員の増員 を命じ、又は期間 を定めて、その業務の 全部若しくは一部の停 止を命ずることが できる。

都道府県知 事は、病院、診療所又 は助産所が清潔を 欠くとき、又はその構 造設備が第二十一条第 一項若しくは第二 項若しくは

厚 生労働大臣は、特 定機能病院の構造設備 が第二十二条の二の規 定に違反するとき は、その開設者に対し、 期限を定めて、その 修繕又

くは改築を命ずるこ とができる。

めるときは、 その開設者に対し、 期間を定めて、その全 部若しくは一部の 使用を制限し、若しく は禁止し、又は期限を定 めて、修繕若し

第二十二 条の規定若しくは 第二十三条第一項の規定 に基づく厚生労 働省令の規定に違反し、 若しくは衛生上有害若 しくは保安上危険 と認

第 二十四条

２

病院、患者 を入院させるため の施設を有する診療所 又は入所施設を有する 助産所は、その構 造設備について、その 所在地を管

は改築を命 ずることができる。
第二十七条

都道 府県知事は、病院、診療 所又は助産所の 管理者に、犯罪若しくは 医事に関する不正行為 があり、又はその 者が管理をなす

轄す る都道府県知事の検査 を受け、許可証の交 付を受けた後でなけ れば、これを使用しては ならない。
第二十八条

のに 適しないと認める ときは、開設者に対し 、期限を定めて、そ の変更を命ずること ができる。
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第二十九条

都道府県知事は、次の 各号のいずれかに 該当する場合において は、病院、診療所 若しくは助産所の開設 の許可を取り消し、又
（略）

は開設者に対し 、期間を定めて、その閉 鎖を命ずること ができる。
一～四
（ 略）
地域医療支 援病院が第四条第一項各 号に掲げる要件を欠く に至つたとき。

２
一

地域医療支援病院 の開設者が第十二条の 二第一項の規定に違反 したとき。

都道府県 知事は、次の各号のい ずれかに該当する場合 においては、地域 医療支援病院の承認を 取り消すことがで きる。
二
（略）

３

三

地域医療支 援病院の管理者が 第十六条の二第一項の 規定に違反したとき。
（略）

都道府県は、基本方 針に即して、かつ 、地域の実情に応じて 、当該都道府県におけ る医療提供体制の 確保を図るための計画

四
５・６

（略）

（以下「医療計 画」という。）を定める ものとする。

第三十条の四
２
（略）

次に掲げる医療の確 保に必要な事業（以 下「救急医療等確保事 業」という。）に 関する事項（ハに掲げる 医療については、その 確保

定めるものの治療又 は予防に係る事業 に関する事項

生活習慣 病その他の国民の健 康の保持を図るために 特に広範かつ継続 的な医療の提供が必要 と認められる疾病として 厚生労働省令で

一～三
四
五

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

イからホまでに 掲げるもののほか、都 道府県知事が当該都道 府県における疾病 の発生の状況等に照らし て特に必要と認 める医療

小児医療 （小児救急医療を含む。 ）

周産 期医療

へき地の医療

災害時における 医療

救急医療

が必要な 場合に限る。）

ヘ
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３

八

七

六

主として病院の病 床（次号に規定する病 床並びに精神病床 、感染症病床及び結核 病床を除く。）及び 診療所の病床の整備 を図るべき

医療の安全 の確保に関する事項

（略）

居宅等における医療の 確保に関する事項

二以上 の前号に規定する区域 を併せた区域であつて 、主として厚生労 働省令で定める特殊な 医療を提供する病院 の療養病床又は一般

地域 的単位として区分す る区域の設定に関する事 項

九
十

療養病床及び一 般病床に係る基準病床 数、精神病床に係る基 準病床数、感染症 病床に係る基準病床数並 びに結核病床に係 る基準病

病床であつて当 該医療に係るものの整 備を図るべき地域的単 位としての区域の 設定に関する事項
十一
床数に関 する事項
（略）

（略）
一
（略）

前号に掲げるもののほ か、医療提供体制 の確保に関し必要な事 項

４

第二項第九号 及び第十号に規定する区 域の設定並びに 同項第十一号に規定する 基準病床数に関する 基準（療養病床及び 一般病床に係る

第三十条の九

国は、医療計画 の達成を推進するため 、都道府県に対し、予 算の範囲内で、医 療計画に基づく事業に 要する費用の一部を 補

都道府県は 、次に掲げる者の 管理者その他の関係者 との協議の場を設け、こ れらの者の協力を 得て、救急医療等確保 事業

助することがで きる。
第三十 条の十二

に係る医療 従事者の確保その他当 該都道府県において 必要とされる医療の 確保に関する事項に関 し必要な施策を定 め、これを公表しなけ
特定機能病院

ればならない。
一
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二
５
（略）

基 準病床数に関する基 準にあつては、それぞ れの病床の種別に 応じ算定した数の合計 数を基にした基準）は、 厚生労働省令で 定める。
６～

都道府県は、 医療計画を定め、 又は第三十条の六の規 定により医療計画 を変更したときは、遅 滞なく、これを厚生労働 大臣に提出する

12

とともに、その内容 を公示しなければな らない。

13

２

八

七

六

五

四

三

二

その他厚生 労働省令で定める者

当該都 道府県知事の認定を受 けた第四十二条の二第 一項に規定する社 会医療法人

大学その他の医療従事 者の養成に関係する機関

診療に関する学識 経験者の団体

医師法第十 六条の二第一項に規定す る厚生労働大臣 の指定する病院

第三十 一条に規定する公的医 療機関

地域医療支援病院

前 項各号に掲げる者 の管理者その他の関係 者は、同項の規定に基 づき都道府県が行 う協議に参画するよう都 道府県から求め があつた場

医療法 人のうち、次に掲 げる要件に該当するも のとして、政令で定め るところにより都 道府県知事の認定を受 けたもの（

合には、こ れに協力するよ う努めなければならない 。
第四十二条の二

以下 「社会医療法人」とい う。）は、その開 設する病院、診療所又 は介護老人保健施設（指 定管理者として管 理する病院等を含む。 ）の

業務に支障 のない限り、定款又は 寄附行為の定める ところにより、その収 益を当該社会医療法人 が開設する病院、 診療所又は介護老人保

健施設の経営に 充てることを目的として 、厚生労働大臣 が定める業務（以下「収 益業務」という。）を 行うことができる 。
（略）

救急 医療等確保事業（ 当該医療法人が開設する 病院又は診療所 の所在地の都道府県が作 成する医療計画に記載 されたものに限る 。）

一 ～三
四

に係る業務を 当該病院又は診療 所の所在地の都道府県 において行つてい ること。

都 道府県知事は、前 項の認定をするに当た つては、あらかじめ、 都道府県医療審議 会の意見を聴かなければ ならない。

（略）

２
（略）

五
３

医療法人は 、都道府県知事の 認可を受けなければ、 これを設立することが できない。

医 療法人を設立しようと する者は、定款又 は寄附行為をもつて、 少なくとも次に掲げる事 項を定めなければ ならない。

第四十四条
２

（ 略）
（略）

解散に関す る規定

一～八
九

十～ 十一
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３

財 団たる医療法人を設立 しようとする者が 、その名称、事務所の 所在地又は理事の 任免の方法を定めないで 死亡したときは、都道 府県
医療法人の設 立当初の役員は、定款又 は寄附行為をも つて定めなければならな い。

知事は、利 害関係人の請求により 又は職権で、これ を定めなければならな い。
４

第二項第九号に掲げ る事項中に、残余財産 の帰属すべき者に 関する規定を設ける場 合には、その者は 、国若しくは地方公共 団体又は医
（略）

療法 人その他の医療を提供 する者であつて厚生労働 省令で定めるも ののうちから選定される ようにしなければ ならない。

５
６

都道府県知 事は、前条第一項の規 定による認可の申請が あつた場合には、 当該申請にかかる医療法 人の資産が第四 十一条の要

都道府県知事は、前 条第一項の規定に よる認可をし、又は認 可をしない処分をする に当たつては、あ らかじめ、都道府県医 療審議会の

なければならな い。

件に該当し ているかどうか 及びその定款又は寄附行 為の内容が法令の規定 に違反していない かどうかを審査した上 で、その認可を決 定し

第四十 五条

２

医療法人には、役員とし て、理事三人以 上及び監事一人以上を置 かなければならない 。ただし、理事につ いて、都道府県

意見 を聴かなければならな い。
第四十六条の二
（略）

知 事の認可を受けた場 合は、一人又は二人の 理事を置くをもつ て足りる。
２・３

医 療法人（次項に規定す る医療法人を除く。） の理事のうち一人 は、理事長とし、定款 又は寄附行為の定め るところによ

前条第一項た だし書の規定に基 づく都道府県知事の認 可を受けて一人の理事を 置く医療法人に あつては、この章（次条 第二項を除く。

ちから選出 することができる。

り、 医師又は歯科医師で ある理事のうちから 選出する。ただし、都 道府県知事の認可 を受けた場合は、医師又 は歯科医師でない理事 のう

第四十六条の三

２

（略）

）の規定の適用につい ては、当該理事を理 事長とみなす。
第四十六条の 四
（略）

理 事が欠けた場合に おいて、医療法人の業 務が遅滞すること により損害を生ずるお それがあるときは、都道 府県知事は、利 害関係人の

２～４
５
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６
７

請求 により又は職権で、仮 理事を選任しなけ ればならない。

医療法人 と理事との利益が相反 する事項について は、理事は、代理権を 有しない。この場 合においては、都道府 県知事は、利害関係人
の請求により又 は職権で、特別代理人を 選任しなければ ならない。

三

二

一

第一号又は第二号 の規定による監査の結 果、医療法人の業務又 は財産に関し不正 の行為又は法令若しくは 定款若しくは寄附 行為に違

（略）

医療法 人の財産の状況を監査 すること。

医療法人の業務を監査 すること。

（略）

四

医療法人は、そ の開設するすべて の病院、診療所又は介 護老人保健施設（指定 管理者として管理す る病院等を含む。）の 管理

（略）

反する重 大な事実があるこ とを発見したときは、 これを都道府県知事又 は社員総会若しく は評議員会に報告する こと。
五～七

（略）

事の認可を受け たときは、管理者（指定 管理者として管 理する病院等の管理者を 除く。）の一部を理事 に加えないことが できる。

者を理事に 加えなければならない 。ただし、医療法 人が病院、診療所又は 介護老人保健施設を二 以上開設する場合 において、都道府県知

第四十 七条

２
（略）

評議員会は、理 事の定数を超える数の 評議員（第四十六条の 二第一項ただし書 の認可を受けた医療法 人にあつては、三人 以上の評議員

第四十九条
２
（略 ）

）を もつて、組織する。
３～８

定款又は寄附 行為の変更（厚生 労働省令で定める事項 に係るものを除く。） は、都道府県知事 の認可を受けなければ 、その効力

医 療法人は、第一項 の厚生労働省令で定め る事項に係る定款 又は寄附行為の変更を したときは、遅滞なく、 その旨を都道府 県知事に届

令又は定款若し くは寄附行為に違反して いないかどうかを 審査した上で、その認 可を決定しなければな らない。

都道府県 知事は、前項の規定に よる認可の申請が あつた場合には、第四 十五条に規定する事項 及び定款又は寄附 行為の変更の手続が法

を生 じない。

第五十条
２
３
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４

け出 なければならない。

第四十四 条第五項の規定は、定 款又は寄附行為の 変更により、残余財産 の帰属すべき者に 関する規定を設け、又 は変更する場合につい
て準用する。

医療法人は、厚 生労働省令で定めるとこ ろにより、毎会 計年度終了後三月以内に 、次に掲げる書類 を都道府県知事に届け 出な

二

一

第五十 一条第三項の社 会医療法人にあつては、 公認会計士等の監査報 告書

監事の監査報告書

事業報告書 等

都道府県知事 は、定款若しくは 寄附行為又は前項の届 出に係る書類について 請求があつた場合 には、厚生労働省令で定 めるところによ

三

ければなら ない。

第五十 二条

２
り、これを閲覧に供し なければならない 。

三

二

一

（略）

社員 総会の決議

目的たる業務の成 功の不能

定款をもつ て定めた解散事由の発生

社団たる医療法人は、 次の事由によつて 解散する。

四
社員の欠亡

第五十五条

五
（略）

（略）

六・ 七
２

寄附行為をもつて 定めた解散事由の発 生

財団たる医療 法人は、次に掲げ る事由によつて解散す る。
一
（略）

３
二

第一項第二号 又は第三号に掲げる事由 による解散は、 都道府県知事の認可を受 けなければ、その効力 を生じない。

（略 ）

６

都 道府県知事は、前 項の認可をし、又は認 可をしない処分を するに当たつては、あ らかじめ、都道府県医療 審議会の意見を 聴かなけれ

４・５
７
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ばな らない。

清算人は 、第一項第一号若しく は第五号又は第三 項第一号に掲げる事由 によつて医療法人 が解散した場合には、 都道府県知事にその旨

清算中に就 職した清算人は、その氏 名及び住所を都 道府県知事に届け出なけ ればならない。

８

第五十 六条の六

清算が結了したときは 、清算人は、その旨を 都道府県知事に届 け出なければならない 。

を届け出なけれ ばならない。

第五十六条の十一
（略）

（略）

第五十六条の 十二
２

医療法人の解散及び 清算を監督する裁 判所は、医療法人の業 務を監督する都道府県 知事に対し、意見 を求め、又は調査を嘱 託すること

（略）

前項に規 定する都道府県知事は 、同項に規定する 裁判所に対し、意見を 述べることができる。

がで きる。

３
４
第 五十七条
（略）

合併は、 都道府県知事の認可を 受けなければ、その効 力を生じない。

２・３
４

第五十五条第七 項の規定は、前項の認 可について準用する。

医療法人は、前条 第四項に規定する都道 府県知事の認可があつ たときは、その認 可の通知のあつた日か ら二週間以内に、財 産

５
第五十八条

合併後存続する 医療法人又は合併 によつて設立した医療 法人は、合併によつて消 滅した医療法人の 権利義務（当該医療法 人が

目録及び貸借対 照表を作らなければ ならない。
第六十 一条

都道府県知 事は、医療法人の業務 若しくは会計が法 令、法令に基づく都道 府県知事の処分、定款若 しくは寄附行為 に違反して

その行う事 業に関し行政庁の認可 その他の処分に基い て有する権利義務を 含む。）を承継する。
第六十 三条
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２

いる 疑いがあり、又はその 運営が著しく適正 を欠く疑いがあると認 めるときは、当該医 療法人に対し、その業 務若しくは会計の状況 に関

し報告を求 め、又は当該職員に、 その事務所に立ち 入り、業務若しくは会 計の状況を検査させ ることができる。
（略）

都道府県知事は 、医療法人の業務若しく は会計が法令、 法令に基づく都道府県知 事の処分、定款若 しくは寄附行為に違反 し、

都道府県 知事は、前項の 規定により、業務の停止 を命じ、又は役員の解 任を勧告するに当 たつては、あらかじめ 、都道府県医療審 議会

、又 は役員の解任を勧 告することができる。

医療法人が前 項の命令に従わないとき は、都道府県知事は、 当該医療法人に対 し、期間を定めて業務 の全部若しくは一 部の停止を命じ

又はその運 営が著しく適正を欠く と認めるときは、当該 医療法人に対し、 期限を定めて、必要な 措置をとるべき旨を 命ずることができる 。

第六十 四条
２
３
の意見を聴かな ければならない。

都道府県知 事は、社会医療法 人が、次の各号のいず れかに該当する場合に おいては、社会医療 法人の認定を取り消し 、又

三

二

一

収益業務 の継続が、社会医療 法人が開設する病院、 診療所又は介護老 人保健施設（指定管理 者として管理する病院等 を含む。）の業

収益 業務から生じた収 益を当該社会医療法人が 開設する病院、 診療所又は介護老人保健 施設の経営に充てない とき。

定款又は寄附行為 で定められた業務以外 の業務を行つたと き。

第四十二条 の二第一項各号に掲げる 要件を欠くに至 つたとき。

五

この法 律若しくはこの法律 に基づく命令又はこ れらに基づく処分に違 反したとき。

不正の手段により第 四十二条の二第一項 の認定を受けたとき。

都道府県知事は 、医療法人が、成 立した後又はすべての 病院、診療所及び介護老 人保健施設を休止 若しくは廃止した後一 年以

都道府県知事 は、前項の規定に より認定を取り消すに 当たつては、あらかじめ 、都道府県医療 審議会の意見を聴かなけ ればならない。

六

務に支障があると認 めるとき。

四

は期間を定 めて収益業務の全部若 しくは一部の停止 を命ずることができる 。

第六十 四条の二

２
第六十 五条

内に正当の 理由がないのに病院、 診療所又は介護老人 保健施設を開設しな いとき、又は再開しな いときは、設立の 認可を取り消すことが
できる。
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都道府県知事は 、医療法人が法令 の規定に違反し、又は 法令の規定に基く 都道府県知事の命令に違 反した場合においては 、他

都道府県知事は、第四 十四条第一項、第五十 五条第六項若しく は第五十七条第四項の 規定による認可を しない処分をし、又は

都道府県知事 は、前項の規定により設 立の認可を取り 消すに当たつては、あら かじめ、都道府 県医療審議会の意見を聴 かなければなら

の方法によ り監督の目的を達する ことができないと きに限り、設立の認可 を取り消すことがで きる。

第六十 六条
２
ない。
第六十七条

第六十四条第二 項の規定により役員の解 任を勧告するに当たつ ては、当該処分の 名あて人又は当該勧告 の相手方に対し、 その指名した職

員又 はその他の者に対 して弁明する機会を与 えなければならない。 この場合において は、都道府県知事は、当 該処分の名あて人 又は当該

勧告の相手 方に対し、あら かじめ、書面をもつて、 弁明をするべき日時、 場所及び当該処分 又は当該勧告をするべ き事由を通知しな けれ
２

第 一項の規定による弁明 の聴取をした者は 、聴取書を作り、これ を保存するとともに、 報告書を作成し、か つ、当該処分又は当該 勧告

（略）

ばならない。
３

第五条第二 項若しくは第二十五条 第二項若しくは第 四項の規定による診療 録若しくは助産録の提 出又は同条第一項 若しくは第

をする必要 があるかどうかについ て都道府県知事に 意見を述べなければな らない。
第 七十二条

三項の規 定による診療録若 しくは助産録の検査に関 する事務に従事 した公務員又は公務員で あつた者が、その職務 の執行に関して知 り得

た医師、歯科 医師若しくは助産師 の業務上の秘密又は個 人の秘密を正当な 理由がなく漏らしたと きは、一年以下の懲役又 は五十万円以下
（略）

の罰金に処する。
２・３

一

第十四条の規定に違反 した者

第六条の五第三項 、第六条の六第四項 、第六条の七第二項 又は第七条第一項の規 定に違反した者

次の 各号のいずれかに 該当する者は、これを 六月以下の懲役又は三十 万円以下の罰金 に処する。

二
（略）

第七十三条

三
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○

介 護保険法（平成九年法 律第百二十三号） （抄）

（略）

（定義）
第七条
（略）

この法律 において「医療保険者 」とは、医療保険各法 の規定により医療 に関する給付を行う全 国健康保険協会、 健康保険組合、市町村

２～６
７
（略）

（特別区を含む 。）、国民健康保険組合 、共済組合又は日本私 立学校振興・共済 事業団をいう。
８・９
（略）
（略）

第八条
２～

（ 略）

この法律にお いて「認知症対応 型通所介護」とは、居 宅要介護者であっ て、認知症であるもの について、老人福祉法第 五条の二第三項

び機 能訓練を行うこと をいう。

の状態にある者 を除く。）について、そ の共同生活を営む べき住居において、入 浴、排せつ、食事等の 介護その他の日常 生活上の世話及

この法律 において「認知症対応 型共同生活介護」とは 、要介護者であっ て認知症であるもの（ その者の認知症の 原因となる疾患が急性

う。

拠点において、入浴、 排せつ、食事等の介 護その他の日常生活 上の世話であって厚生 労働省令で定める もの及び機能訓練を行 うことをい

、その者の選択 に基づき、その者の 居宅において、又は 厚生労働省令で定めるサ ービスの拠点に 通わせ、若しくは短期間 宿泊させ、当該

この法律 において「小規模多機 能型居宅介護」と は、居宅要介護者につ いて、その者の心 身の状況、その置かれ ている環境等に応じて

、食 事等の介護その他の 日常生活上の世話で あって厚生労働省令で 定めるもの及び機 能訓練を行うことをいう 。

の厚生労働省令で定 める施設又は同法第 二十条の二の二に規定 する老人デイサー ビスセンターに通わせ 、当該施設において入 浴、排せつ

～

生 活上の世話であって 厚生労働省令で定める もの、機能訓練及 び療養上の世話をいう 。

スの内容、これ を担当する者その他厚生 労働省令で定め る事項を定めた計画に基 づき行われる入浴、排 せつ、食事等の介 護その他の日常

施設でない ものをいい、「特定施 設入居者生活介護 」とは、特定施設に入 居している要介護者に ついて、当該特定 施設が提供するサービ

こ の法律において「特定 施設」とは、有料 老人ホームその他厚生 労働省令で定める施設で あって、第二十項 に規定する地域密着型 特定

10
16

- 23 -

11
17 12

18
19

こ の法律において「地域 密着型特定施設入 居者生活介護」とは、 有料老人ホームその他 第十一項の厚生労働 省令で定める施設であ って

、その入居 者が要介護者、その配 偶者その他厚生労 働省令で定める者に限 られるもの（以下「 介護専用型特定施設 」という。）のうち、

その入居定員が 二十九人以下であるもの （以下この項に おいて「地域密着型特定 施設」という。） に入居している要介護 者について、当

該地域密着型特定施設 が提供するサービスの 内容、これを担当 する者その他厚生労働 省令で定める事項を 定めた計画に基づき 行われる入
（略 ）

浴、 排せつ、食事等の介護 その他の日常生活上の世 話であって厚生 労働省令で定めるもの、 機能訓練及び療養 上の世話をいう。
・

「介護福祉施設 サービス」とは、介護老 人福祉施設に入所 する要介護者に対し、 施設サービス計画に基 づいて行われる入 浴、排せつ、食

、入浴、排 せつ、食事等の介護そ の他の日常生活上の 世話、機能訓練、健 康管理及び療養上の世 話を行うことを目 的とする施設をいい、

もの に限る。以下この項に おいて同じ。）であ って、当該特別養護 老人ホームに入所する要 介護者に対し、施 設サービス計画に基づ いて

この法律において「 介護老人福祉施設」と は、老人福祉法第 二十条の五に規定する 特別養護老人ホー ム（入所定員が三十人 以上である

他厚生労働省令 で定める事項を定め た計画をいう。

老人福祉施 設又は介護老人保健 施設に入所している 要介護者について、こ れらの施設が提供 するサービスの内容、 これを担当する者その

こ の法律において「施設 サービス」とは、 介護福祉施設サービス 及び介護保健施設 サービスをいい、「施設 サービス計画」とは、 介護

（略）

居宅介護支援 事業」とは、居宅介 護支援を行う事業をい う。

設への入 所を要する場合に あっては、地域密着型介 護老人福祉施設 又は介護保険施設への紹 介その他の便宜の提供 を行うことをいい 、「

ビ ス事業者その他の者 との連絡調整その他の 便宜の提供を行い 、並びに当該居宅要介 護者が地域密着型介護老 人福祉施設又は 介護保険施

の提供が確保さ れるよう、第四十一条第 一項に規定する 指定居宅サービス事業者 、第四十二条の二第一 項に規定する指定 地域密着型サー

一項第五号 及び別表において「居 宅サービス計画」 という。）を作成する とともに、当該居宅サ ービス計画に基づ く指定居宅サービス等

居宅 サービス等の種類及び 内容、これを担当 する者その他厚生労働 省令で定める事項を定め た計画（以下この 項、第百十五条の四十 五第

宅要介護者の依頼を受 けて、その心身の 状況、その置かれてい る環境、当該居宅要介 護者及びその家族 の希望等を勘案し、利 用する指定

療サービス又は 福祉サービス（以 下この項において「指 定居宅サービス等」とい う。）の適切な 利用等をすることができ るよう、当該居

護サービス 費に係る地域密 着型サービス若しくはこ れに相当するサービス 及びその他の居宅 において日常生活を営 むために必要な保 健医

に係 る居宅サービス若 しくはこれに相当する サービス、第四十二条 の二第一項に規定 する指定地域密着型サー ビス又は特例地域 密着型介

この法律におい て「居宅介護支援」と は、居宅要介護者が第 四十一条第一項に 規定する指定居宅サー ビス又は特例居宅介 護サービス費

22

事等 の介護その他の日 常生活上の世話、機能 訓練、健康管理及び 療養上の世話をいう 。
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20
23 21

25 24
26

こ の法律において「介護 老人保健施設」と は、要介護者（その治 療の必要の程度につき 厚生労働省令で定め るものに限る。以下こ の項

において同 じ。）に対し、施設サ ービス計画に基づ いて、看護、医学的管 理の下における介護 及び機能訓練その他 必要な医療並びに日常

生活上の世話を 行うことを目的とする施 設として、第九 十四条第一項の都道府県 知事の許可を受け たものをいい、「介護 保健施設サービ

ス」とは、介護老人保 健施設に入所する要介 護者に対し、施設 サービス計画に基づい て行われる看護、医 学的管理の下におけ る介護及び

（略 ）

機能 訓練その他必要な医療 並びに日常生活上の世話 をいう。
第八条の二
（略）

この法律において「 介護予防短期入所 生活介護」とは、居宅 要支援者について、老 人福祉法第五条の 二第四項の厚生労働省 令で定める

リハビリテーシ ョンをいう。

通わせ、当 該施設において、そ の介護予防を目的と して、厚生労働省令で 定める期間にわた り行われる理学療法、 作業療法その他必要な

で定 める基準に適合して いると認めたものに 限る。）について、介 護老人保健施設、 病院、診療所その他の厚 生労働省令で定める施 設に

この法律におい て「介護予防通所リハ ビリテーション」とは 、居宅要支援者（ 主治の医師がその治療 の必要の程度につき 厚生労働省令

（略）

、薬剤師 その他厚生労働省 令で定める者により行わ れる療養上の管 理及び指導であって、厚 生労働省令で定めるも のをいう。

この法律において「 介護予防居宅療養管理 指導」とは、居宅 要支援者について、そ の介護予防を目的とし て、病院等の医師 、歯科医師

める期間にわた り行われる理学療法、作 業療法その他必 要なリハビリテーション をいう。

で定める基 準に適合していると認 めたものに限る。 ）について、その者の 居宅において、その介 護予防を目的とし て、厚生労働省令で定

こ の法律において「介護 予防訪問リハビリ テーション」とは、居 宅要支援者（主治の医 師がその治療の必要 の程度につき厚生労働 省令

る者により、厚生労働 省令で定める期間 にわたり行われる療養 上の世話又は必要な診 療の補助をいう。

適合していると 認めたものに限る 。）について、その者 の居宅において、その介 護予防を目的と して、看護師その他厚生 労働省令で定め

この法律 において「介護 予防訪問看護」とは、居 宅要支援者（主治の医 師がその治療の必 要の程度につき厚生労 働省令で定める基 準に

２・３
４

５

６
７
８

９

施設 又は同法第二十条の三 に規定する老人短期 入所施設に短期間入 所させ、その介護予防を 目的として、厚生 労働省令で定める期間 にわ

たり、当該 施設において入浴、排 せつ、食事等の介護 その他の日常生活上 の支援及び機能訓練を 行うことをいう。

この法律にお いて「介護予防短期入所 療養介護」とは、居 宅要支援者（その治 療の必要の程度につき 厚生労働省令で定 めるものに限る

。） について、介護老 人保健施設その他の厚 生労働省令で定める 施設に短期間入所さ せ、その介護予防を目的 として、厚生労 働省令で定
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27
10

める 期間にわたり、当該施 設において看護、 医学的管理の下におけ る介護及び機能訓練 その他必要な医療並び に日常生活上の支援を 行う
ことをいう 。

この法律にお いて「介護予防特定施設 入居者生活介護 」とは、特定施設（介護 専用型特定施設を除 く。）に入居してい る要支援者につ

いて、その介護予防を 目的として、当該特定 施設が提供するサ ービスの内容、これを 担当する者その他厚 生労働省令で定める 事項を定め

た計 画に基づき行われる入 浴、排せつ、食事等の介 護その他の日常 生活上の支援であって厚 生労働省令で定め るもの、機能訓練及び 療養
上の世話を いう。

この法律におい て「介護予防福祉用具 貸与」とは、居宅要支 援者について福祉 用具のうちその介護予 防に資するものとし て厚生労働大

臣が 定めるものの政令 で定めるところにより 行われる貸与をいう。

この法律 において「特定介 護予防福祉用具販売」 とは、居宅要支援者に ついて福祉用具の うちその介護予防に資 するものであって入 浴

又は排せつの用 に供するものその 他の厚生労働大臣が定 めるもの（以下「特定介 護予防福祉用具 」という。）の政令で定 めるところによ
り行われる販売をいう 。

こ の法律において「地域 密着型介護予防サ ービス」とは、介護予 防認知症対応型通所介護 、介護予防小規模 多機能型居宅介護及び 介護

予防認知症 対応型共同生活介護を いい、「地域密着 型介護予防サービス事 業」とは、地域密着型 介護予防サービス を行う事業をいう。

この法律にお いて「介護予防認知症対 応型通所介護」 とは、居宅要支援者であ って、認知症であるも のについて、その 介護予防を目的

と して、老人福祉法第 五条の二第三項の厚生 労働省令で定める 施設又は同法第二十条 の二の二に規定する老人 デイサービスセ ンターに通

わせ、当 該施設において、 厚生労働省令で定める期 間にわたり、入 浴、排せつ、食事等の介 護その他の日常生活上 の支援であって厚 生労
働省令で定め るもの及び機能訓練 を行うことをいう。

この法律において「 介護予防小規模多 機能型居宅介護」とは 、居宅要支援者に ついて、その者の心身 の状況、その置かれて いる環境等

に応 じて、その者の選択 に基づき、その者の 居宅において、又は厚 生労働省令で定め るサービスの拠点に通わ せ、若しくは短期間宿 泊さ

せ、当該拠 点において、その介 護予防を目的として 、入浴、排せつ、食事 等の介護その他の 日常生活上の支援であ って厚生労働省令で定
めるもの及び機 能訓練を行うことを いう。

この法律において「 介護予防認知症対応型 共同生活介護」と は、要支援者（厚生労 働省令で定める要 支援状態区分に該当す る状態であ

る者 に限る。）であって認 知症であるもの（そ の者の認知症の原因 となる疾患が急性の状態 にある者を除く。 ）について、その共同 生活

を営むべき 住居において、その介 護予防を目的として 、入浴、排せつ、食 事等の介護その他の日 常生活上の支援及 び機能訓練を行うこと
をいう。
（ 略）
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11
12
13
14
15
16
17
18

次に掲 げる施設（以下「住所地 特例対象施設」 という。）に入所又は入 居（以下この条 において「入所等」とい う。）をするこ

（住所地特 例対象施設に入所又は 入居中の被保険者 の特例）

二

一

（ 略）

老人福祉法 第二十条の四に規定する 養護老人ホーム

特定継続入所被保険 者のうち、次の各号に 掲げるものは、第 九条の規定にかかわら ず、当該各号に定める 市町村が行う介護 保険の被保

（ 略）

当該他の市町村

村をいう。） の区域内に住所を有して いたと認められるも の

当該他の市町村

地特例対 象被保険者であって、 最後に行った特定住所 変更に係る継続入 所等の際他の市町村（ 現入所施設が所在 する市町村以外の市町

他 の住所地特例対象施設 の所在する場所への住 所の変更（以下こ の号において「特定住所 変更」という。） を行ったと認められる 住所

等をすること（以下 この号において「継続 入所等」という。 ）により当該一の住所 地特例対象施設の 所在する場所以外の場 所から当該

継続して入 所等をしている二以 上の住所地特例対象 施設のうち一の住所地特 例対象施設から 継続して他の住所地特例 対象施設に入所

られるも の

特 例対象施設に入所等を した際他の市町村 （現入所施設が所在す る市町村以外の市 町村をいう。）の区域内 に住所を有していたと 認め

する場所に順次住所 を変更したと認め られる住所地特例対象 被保険者であって 、当該二以上の住所地 特例対象施設のうち最 初の住所地

継続して 入所等をしている二 以上の住所地特例対象 施設のそれぞれに 入所等をすることによ りそれぞれの住所地特例 対象施設の所在

険者とす る。

三

一・二

おい て「特定継続入所被保 険者」という。） については、この限り でない。

ぞれに入所等をするこ とにより直前入所 施設及び現入所施設の それぞれの所在する場 所に順次住所を変 更したと認められるも の（次項に

）に入所等をす る直前に入所等を していた住所地特例対 象施設（以下この項にお いて「直前入所 施設」という。）及び現 入所施設のそれ

る住所地特 例対象被保険者 であって、現に入所等を している住所地特例対 象施設（以下この 項及び次項において「 現入所施設」とい う。

規定 にかかわらず、当 該他の市町村が行う介 護保険の被保険者とす る。ただし、二以 上の住所地特例対象施設 に継続して入所等 をしてい

市町村（当該住 所地特例対象施設が所在 する市町村以外の市町 村をいう。）の区 域内に住所を有してい たと認められるも のは、第九条の

られた者に 限る。以下この条にお いて「住所地特例対象 被保険者」という 。）であって、当該住 所地特例対象施設に 入所等をした際他の

該施 設の所在する場所に住 所を変更したと認められ る被保険者にあ っては、老人福祉法第十 一条第一項第一号 の規定による入所措置 がと

とにより当該住所地特 例対象施設の所在する 場所に住所を変更 したと認められる被保 険者（第三号に掲げ る施設に入所するこ とにより当

第十三条

２

３
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（保険給付 の種類）
一
被保険者の要支援状態 に関する保険給付（以下 「予防給付」と いう。）

被保険者の要介護 状態に関する保険給付 （以下「介護給付 」という。）

この法 律による保険給付は、次 に掲げる保険給 付とする。

二
（略）

第十八条

三

介 護給付又は予防 給付（以下「介護給付等 」という。）は、当該 要介護状態等につ き、労働者災害補償保 険法（昭和二十二 年法

（他 の法令による給付 との調整）
第二十条

律第五十号）の 規定による療養補 償給付若しくは療養給 付その他の法令に基づく 給付であって政 令で定めるもののうち介 護給付等に相当

するものを受けること ができるときは政 令で定める限度におい て、又は当該政令で定 める給付以外の給 付であって国若しくは 地方公共団
体の 負担において介護給付 等に相当するもの が行われたときはその 限度において、行わない 。

市町村は、 保険給付に関して必要 があると認めると きは、当該保険給付を 受ける者若しくは当該 保険給付に係る居 宅サービス

（文書の提出等 ）
第 二十三条

等（居宅 サービス（これに 相当するサービスを含む 。）、地域密着 型サービス（これに相当 するサービスを含む。 ）、居宅介護支援 （こ

れに相当する サービスを含む。） 、施設サービス、介護 予防サービス（こ れに相当するサービス を含む。）、地域密着型 介護予防サービ

ス（これに相当する サービスを含む。） 若しくは介護予防支援 （これに相当する サービスを含む。）を いう。以下同じ。）を 担当する者

若し くは保険給付に係る 第四十五条第一項に 規定する住宅改修を行 う者又はこれらの 者であった者（第二十四 条の二第一項第一号に おい

て「照会等 対象者」という。） に対し、文書その他 の物件の提出若しくは 提示を求め、若し くは依頼し、又は当該 職員に質問若しくは照
会をさせること ができる。

厚生労働大臣又は都道 府県知事は、介護 給付等（居宅介護住宅 改修費の支給及び介護 予防住宅改修費の 支給を除く。次項及び

（帳 簿書類の提示等）
第二十四条

第二百八条にお いて同じ。）に関して必 要があると認める ときは、居宅サービス 等を行った者又はこれ を使用する者に対 し、その行った

居宅 サービス等に関し 、報告若しくは当該居 宅サービス等の提供 の記録、帳簿書類そ の他の物件の提示を命じ 、又は当該職員 に質問させ
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２

３
４

るこ とができる。

厚生労働 大臣又は都道府県知事 は、必要があると 認めるときは、介護給 付等を受けた被保 険者又は被保険者であ った者に対し、当該介

護給付等に係る 居宅サービス等（以下「 介護給付等対象 サービス」という。）の 内容に関し、報告 を命じ、又は当該職員 に質問させるこ
とができる。

前 二項の規定による質問 を行う場合においては、 当該職員は、そ の身分を示す証明書を携 帯し、かつ、関係 人の請求があるときは 、こ
れを提示し なければならない。
第一項及び第 二項の規定による権限は 、犯罪捜査のために認 められたものと解 釈してはならない。

市町村は、次に掲 げる事務の一部を、法 人であって厚生労働省 令で定める要件に 該当し、当該事務を適正 に実施すること

（指定市町 村事務受託法人 ）
第二十四条の二

ができると認められる ものとして都道府 県知事が指定するもの （以下この条において 「指定市町村事務 受託法人」という。） に委託する
第二十 三条に規定する事務（ 照会等対象者の選 定に係るものを除く。 ）

こと ができる。
一

第二十七条 第二項（第二十八条第四 項、第二十九条 第二項、第三十条第二項 、第三十一条第二項及 び第三十二条第二 項（第三十三条

（略）

その他厚 生労働省令で定める 事務

を含む。 ）の規定による 調査に関する事務

第 四項、第三十三条 の二第二項、第三十三 条の三第二項及び 第三十四条第二項にお いて準用する場合を含む 。）において準 用する場合

二

三
２～６

市町 村は、要介護認定 を受けた被保険者（以 下「要介護被保険者」と いう。）のうち 居宅において介護を受け るもの（以下「

（居宅介護 サービス費の支給）
第四十一条

居宅要介護被保険者」 という。）が、都道 府県知事が指定する 者（以下「指定居宅サ ービス事業者」と いう。）から当該指定 に係る居宅

サー ビス事業を行う事業所 により行われる居宅 サービス（以下「指 定居宅サービス」という 。）を受けたとき は、当該居宅要介護被 保険

者に対し、 当該指定居宅サービス に要した費用（特定 福祉用具の購入に要 した費用を除き、通所 介護、通所リハビ リテーション、短期入

所生活介護、短 期入所療養介護及び特定 施設入居者生活介 護に要した費用につい ては、食事の提供に要 する費用、滞在に 要する費用その

他の 日常生活に要する 費用として厚生労働省 令で定める費用を除 く。以下この条にお いて同じ。）について、 居宅介護サービ ス費を支給
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する 。ただし、当該居宅要 介護被保険者が、 第三十七条第一項の規 定による指定を受け ている場合において、 当該指定に係る種類以 外の
居宅サービ スを受けたときは、こ の限りでない。
（略）

居宅介護サービス費 の額は、次の各号に掲 げる居宅サービス の区分に応じ、当該各 号に定める額とす る。

２・３
４

これらの居宅サービス の種類ごとに、当該居 宅サービスの種類 に係る指定居宅サービ スの内容、当該指定居 宅サービスの事業

訪問介護、訪問入浴介 護、訪問看護、訪問リハ ビリテーション 、居宅療養管理指導、通 所介護、通所リハ ビリテーション及び福 祉用
具貸与

を行う事業所の 所在する地域等を勘案 して算定される当該指 定居宅サービスに 要する平均的な費用（ 通所介護及び通所リ ハビリテーシ

ョ ンに要する費用に ついては、食事の提供 に要する費用その他の 日常生活に要する 費用として厚生労働省令 で定める費用を除く 。）の

額を勘案 して厚生労働大臣 が定める基準により算 定した費用の額（その 額が現に当該指定 居宅サービスに要した 費用の額を超えると き

これらの居 宅サービスの種類 ごとに、要介護状態区 分、当該居

は、当該現に 指定居宅サービス に要した費用の額とす る。）の百分の九十に相 当する額
短期入所生活介護 、短期入所療養介 護及び特定施設入居者 生活介護

宅 サービスの種類に係る 指定居宅サービス の事業を行う事業所の 所在する地域等を勘案し て算定される当該 指定居宅サービスに要 する

平均的な 費用（食事の提供に要 する費用、滞在に 要する費用その他の日 常生活に要する費用と して厚生労働省令 で定める費用を除く。

）の額を勘案 して厚生労働大臣が定め る基準により算 定した費用の額（その額 が現に当該指定居宅サ ービスに要した費 用の額を超える
と きは、当該現に指 定居宅サービスに要し た費用の額とする 。）の百分の九十に相 当する額
（略）

市町村は、 次に掲げる場合には、 居宅要介護被保険者に 対し、特例居宅介 護サービス費を支給する 。

居宅要 介護被保険者が、当 該要介護認定の効力 が生じた日前に、緊急 その他やむを得な い理由により指定居宅 サービスを受けた場合
において、必 要があると認めるとき 。

居宅要介護被保険 者が、指定居宅サー ビス以外の居宅サー ビス又はこれに相当す るサービス（指定 居宅サービスの事業に 係る第七十

四 条第一項の都道府県の 条例で定める基準及び 同項の都道府県の 条例で定める員数並びに 同条第二項に規定 する指定居宅サービス の事

業の設備 及び運営に関する基準 のうち、都道府県の条 例で定めるものを 満たすと認められる事 業を行う事業所に より行われるものに限

る。次号及び 次項において「基準該当 居宅サービス」とい う。）を受けた場合 において、必要がある と認めるとき。

指定居宅サービス 及び基準該当居宅サー ビスの確保が著しく 困難である離島その 他の地域であって厚生労 働大臣が定める 基準に該当
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一

二

５～

三

二

一

第四十 二条

（特例居宅介護サー ビス費の支給）

12

す るものに住所を有する 居宅要介護被保険 者が、指定居宅サービ ス及び基準該当居宅サ ービス以外の居宅サ ービス又はこれに相当 する
サービス を受けた場合において 、必要があると認 めるとき。
（略）

その他政令 で定めるとき。

２

特 例居宅介護サービス費 の額は、当該居宅サービ ス又はこれに相 当するサービスについて 前条第四項各号の 厚生労働大臣が定める 基準

四
３

により算定 した費用の額（その額 が現に当該居宅サービ ス又はこれに相当 するサービスに要した 費用（特定福祉用具 の購入に要した費用

を除き、通所介 護、通所リハビリテーシ ョン、短期入所生活介 護、短期入所療養 介護及び特定施設入居 者生活介護並びに これらに相当す

るサ ービスに要した費 用については、食事の 提供に要する費用、滞 在に要する費用そ の他の日常生活に要する 費用として厚生労 働省令で

定める費用 を除く。）の額 を超えるときは、当該現 に居宅サービス又はこ れに相当するサー ビスに要した費用の額 とする。）の百分 の九
（略）

十に相当する額 を基準として、市 町村が定める。
４・５
（地域密着 型介護サービス費の支 給）
（略）

定期 巡回・随時対応型 訪問介護看護及び複合型 サービス

これ らの地域密着型サービス の種類ごとに、当該地 域密着型サービス の種

地域密着型介護サー ビス費の額は、次の各 号に掲げる地域密 着型サービスの区分に 応じ、当該各号に定め る額とする。

第四十二条の二
２
一

類に係る指定 地域密着型サービ スの内容、要介護状態 区分、当該指定地 域密着型サービスの事 業を行う事業所の所在す る地域等を勘案

して算定される当該 指定地域密着型サ ービスに要する平均的 な費用（複合型サ ービス（厚生労働省令 で定めるものに限る。 次条第二項

に おいて同じ。）に要す る費用については 、食事の提供に要する 費用、宿泊に要す る費用その他の日常生活 に要する費用として厚 生労

働省令で 定める費用を除く。） の額を勘案して厚 生労働大臣が定める基 準により算定した 費用の額（その額が現 に当該指定地域密着型
（略）

サービスに要 した費用の額を超える ときは、当該現に 指定地域密着型サービス に要した費用の 額とする。）の百分の九 十に相当する額
二

小規模多機能型居宅介 護、認知症対応型共 同生活介護、地域密 着型特定施設入居者生活 介護及び地域密着 型介護老人福祉施設入 所者

これらの地域密着型 サービスの種類ごとに 、要介護状態区分 、当該地域密着型サー ビスの種類に係る 指定地域密着型サービ

三
生活介護

スの事業を行 う事業所の所在する地域 等を勘案して算定さ れる当該指定地域密 着型サービスに要する 平均的な費用（食 事の提供に要す

る 費用、居住に要す る費用その他の日常生 活に要する費用として 厚生労働省令で定 める費用を除く。）の額 を勘案して厚生 労働大臣が
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３～

定 める基準により算定し た費用の額（その 額が現に当該指定地域 密着型サービスに要し た費用の額を超える ときは、当該現に指定 地域
密着型サ ービスに要した費用の 額とする。）の百 分の九十に相当する額
（略）

居宅要介護被保険者が 居宅サービス等区分（ 居宅サービス（こ れに相当するサービス を含む。以下この 条において同じ。）及

（居 宅介護サービス費等に 係る支給限度額）
第四十三条

び地域密着型サ ービス（これに相当する サービスを含み、地域 密着型介護老人福 祉施設入所者生活介護 を除く。以下この 条において同じ。

）に ついて、その種類 ごとの相互の代替性の 有無等を勘案して厚生 労働大臣が定める 二以上の種類からなる区 分をいう。以下同 じ。）ご

とに月を単 位として厚生労 働省令で定める期間にお いて受けた一の居宅サ ービス等区分に係 る居宅サービスにつき 支給する居宅介護 サー

ビス費の額の総 額及び特例居宅介 護サービス費の額の総 額並びに地域密着型サー ビスにつき支給 する地域密着型介護サー ビス費の額の総

額及び特例地域密着型 介護サービス費の 額の総額の合計額は、 居宅介護サービス費等 区分支給限度基準 額を基礎として、厚生 労働省令で
（略 ）

定め るところにより算定し た額の百分の九十 に相当する額を超える ことができない。
２・３

市町村は、居 宅要介護被保険者が居宅 サービス及び地 域密着型サービスの種類 （居宅サービス等区 分に含まれるもので あって厚生労働

（略）

４

大 臣が定めるものに限 る。次項において同じ 。）ごとに月を単 位として厚生労働省令 で定める期間において受 けた一の種類の 居宅サービ

スにつき 支給する居宅介護 サービス費の額の総額及 び特例居宅介護 サービス費の額の総額の 合計額並びに一の種類 の地域密着型サー ビス

につき支給す る地域密着型介護サ ービス費の額の総額及 び特例地域密着型 介護サービス費の額の 総額の合計額について、 居宅介護サービ

ス費等種類支給限度 基準額を基礎として 、厚生労働省令で定め るところにより算 定した額の百分の九十 に相当する額を超える ことができ
５

居宅介護サー ビス費若しくは特 例居宅介護サービス費 又は地域密着型介護サー ビス費若しくは 特例地域密着型介護サー ビス費を支給す

ない こととすることがで きる。
６

ることにより第一項に 規定する合計額が同 項に規定する百分の 九十に相当する額を超 える場合又は第四 項に規定する合計額が 同項に規定

する 百分の九十に相当する 額を超える場合にお ける当該居宅介護サ ービス費若しくは特例居 宅介護サービス費 又は地域密着型介護サ ービ

ス費若しく は特例地域密着型介護 サービス費の額は、 第四十一条第四項各 号若しくは第四十二条 第三項又は第四十 二条の二第二項各号若
しくは第四項若 しくは前条第二項の規定 にかかわらず、政 令で定めるところによ り算定した額とする。

- 32 -

10

（居 宅介護福祉用具購入費 の支給）
２

居宅介護福祉用具購 入費の額は、現に当該 特定福祉用具の購 入に要した費用の額の 百分の九十に相当 する額とする。

（略）

（略）

３

居 宅要介護被保険者が月 を単位として厚生労働省 令で定める期間 において購入した特定福 祉用具につき支給 する居宅介護福祉用具 購入

第四十四条

４

費の額の総 額は、居宅介護福祉用 具購入費支給限度基準 額を基礎として、 厚生労働省令で定める ところにより算定し た額の百分の九十に
相当する額を超 えることができない。
（略）

居宅介護 福祉用具購入費 を支給することにより第 四項に規定する総額が 同項に規定する百 分の九十に相当する額 を超える場合にお ける

５・６
７

当該居宅介護福 祉用具購入費の額 は、第三項の規定にか かわらず、政令で定める ところにより算 定した額とする。
（居 宅介護住宅改修費の支 給）
２

居宅介護住宅改修費 の額は、現に当該住宅 改修に要した費用 の額の百分の九十に相 当する額とする。

（略）

（略）

３

居宅 要介護被保険者が行 った一の種類の住宅改修 につき支給する 居宅介護住宅改修費の額 の総額は、居宅介護 住宅改修費支給限度 基準

第四十五条

４

額を基礎とし て、厚生労働省令で 定めるところにより算 定した額の百分の 九十に相当する額を超 えることができない。
（略）

居 宅介護住宅改修費 を支給することにより 第四項に規定する総額 が同項に規定する 百分の九十に相当する額 を超える場合におけ る当該

５・６
７
（略）

居宅介護住 宅改修費の額は、第 三項の規定にかかわ らず、政令で定めると ころにより算定し た額とする。
８・９

（施 設介護サービス費の支 給）
（略）

施設介護サー ビス費の額は、施設サー ビスの種類ごと に、要介護状態区分、当 該施設サービスの種類 に係る指定施設サ ービス等を行う

第四十八条
２

介護 保険施設の所在す る地域等を勘案して算 定される当該指定施 設サービス等に要す る平均的な費用（食事の 提供に要する費 用、居住に
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要す る費用その他の日常生 活に要する費用と して厚生労働省令で定 める費用を除く。） の額を勘案して厚生労 働大臣が定める基準に より

算定した費 用の額（その額が現に 当該指定施設サー ビス等に要した費用の 額を超えるときは、 当該現に指定施設サ ービス等に要した費用
（略）

の額とする。） の百分の九十に相当する 額とする。
３～８
（特例施設 介護サービス費の支給 ）
（略 ）

特 例施設介護サービ ス費の額は、当該施設 サービスについて前条 第二項の厚生労働 大臣が定める基準により 算定した費用の 額（その額

第四十九条
２

が現に当該 施設サービスに 要した費用（食事の提供 に要する費用、居住に 要する費用その他 の日常生活に要する費 用として厚生労働 省令

で定める費用を 除く。）の額を超 えるときは、当該現に 施設サービスに要した費 用の額とする。 ）の百分の九十に相当す る額を基準とし
（略）

て、市町村が定める。
３・４

市町村 は、要介護被保険者の うち所得の状況そ の他の事情をしん酌し て厚生労働省令で定め るものが、次に掲 げる指定施

（特定入所者介 護サービス費の支給）
第 五十一条の三

設サービ ス等、指定地域密 着型サービス又は指定居 宅サービス（以 下この条及び次条第一項 において「特定介護サ ービス」という。 ）を

受けたときは 、当該要介護被保険 者（以下この条及び次 条第一項において 「特定入所者」という 。）に対し、当該特定介 護サービスを行

う介護保険施設、指 定地域密着型サービ ス事業者又は指定居宅 サービス事業者（ 以下この条において「 特定介護保険施設等」 という。）

にお ける食事の提供に要 した費用及び居住又 は滞在（以下「居住等 」という。）に要 した費用について、特定 入所者介護サービス費 を支

給する。た だし、当該特定入所 者が、第三十七条第 一項の規定による指定 を受けている場合 において、当該指定に 係る種類以外の特定介

四

三

二

一

短期入所療養介護

短期入所生 活介護

地域密 着型介護老人福祉施設 入所者生活介護

介護保健施設サービス

指定介護福祉施設 サービス

護サービスを受 けたときは、この限 りでない。

五
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２～９

（略）

（ 略）

その他政令 で定めるとき。

、必要が あると認めるとき。

特定入所者が、当該要 介護認定の効力が生じた 日前に、緊急そ の他やむを得ない理由に より特定介護サー ビスを受けた場合にお いて

市町村 は、次に掲げる場合に は、特定入所者に 対し、特例特定入所者 介護サービス費を 支給する。

（特例特定入所 者介護サービス費の支給 ）

二

一

第五十一条の四

２
（介護予防サー ビス費の支給）
（略）

一

介護予防短 期入所生活介護、介護予 防短期入所療養 介護及び介護予防特定施 設入居者生活介護

（略）

こ れらの介護予防サ ービスの種類ご

介 護予防サービス費の額 は、次の各号に掲 げる介護予防サービス の区分に応じ、当該各 号に定める額とする 。

第五十三条
２
二

と に、要支援状態区 分、当該介護予防サー ビスの種類に係る 指定介護予防サービス の事業を行う事業所の所 在する地域等を 勘案して算

定される 当該指定介護予 防サービスに要する平均 的な費用（食事 の提供に要する費用、滞 在に要する費用その他 の日常生活に要す る費

用として厚生 労働省令で定める 費用を除く。）の額を 勘案して厚生労働 大臣が定める基準によ り算定した費用の額（そ の額が現に当該

指定介護予防サービ スに要した費用の 額を超えるときは、当 該現に指定介護予 防サービスに要した費 用の額とする。）の百 分の九十に
（略 ）

相 当する額
３～８

（地域密着型介護予防 サービス費の支給）
（略）

介護予防認 知症対応型通所介護

介 護予防認知症対応 型通所介護に係る指定 地域密着型介護予防サ ービスの内容、当 該指定地域密着

地域密着 型介護予防サービス費 の額は、次の各号 に掲げる地域密着型介 護予防サービスの区分 に応じ、当該各号 に定める額とする。

第五十 四条の二
２
一

型 介護予防サービス の事業を行う事業所の 所在する地域等を勘案 して算定される当 該指定地域密着型介護予 防サービスに要 する平均的
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二

３～

な 費用（食事の提供に要 する費用その他の 日常生活に要する費用 として厚生労働省令で 定める費用を除く。 ）の額を勘案して厚生 労働

大臣が定 める基準により算定し た費用の額（その 額が現に当該指定地域 密着型介護予防サービ スに要した費用の 額を超えるときは、当

これ らの地域密着型介護 予防サービスの種類 ごとに、要

該現に指定地 域密着型介護予防サービ スに要した費用 の額とする。）の百分の 九十に相当する額
介護予防小規模多 機能型居宅介護及び介 護予防認知症対応 型共同生活介護

支援 状態区分、当該地域 密着型介護予防サービス の種類に係る指 定地域密着型介護予防サ ービスの事業を行う 事業所の所在する地 域等

を勘案し て算定される当該指定 地域密着型介護予防サ ービスに要する平 均的な費用（食事の提 供に要する費用その他 の日常生活に要す

る費用として厚 生労働省令で定める費 用を除く。）の額を勘 案して厚生労働大 臣が定める基準により 算定した費用の額（ その額が現に

当 該指定地域密着型 介護予防サービスに要 した費用の額を超える ときは、当該現に 指定地域密着型介護予防 サービスに要した費 用の額
とする。 ）の百分の九十に 相当する額
（略）

居宅要支援被保険者が 介護予防サービス 等区分（介護予防サー ビス（これに相当する サービスを含む。 以下この条において同

（介 護予防サービス費等に 係る支給限度額）
第五十五条

じ。）及び地域 密着型介護予防サービス （これに相当す るサービスを含む。以下 この条において同じ。 ）について、その 種類ごとの相互

の 代替性の有無等を勘 案して厚生労働大臣が 定める二以上の種 類からなる区分をいう 。以下この条において同 じ。）ごとに月 を単位とし

て厚生労 働省令で定める期 間において受けた一の介 護予防サービス 等区分に係る介護予防サ ービスにつき支給する 介護予防サービス 費の

額の総額及び 特例介護予防サービ ス費の額の総額並びに 地域密着型介護予 防サービスにつき支給 する地域密着型介護予防 サービス費の額

の総額及び特例地域 密着型介護予防サー ビス費の額の総額の合 計額は、介護予防 サービス費等区分支給 限度基準額を基礎とし て、厚生労
働省 令で定めるところに より算定した額の百 分の九十に相当する額 を超えることがで きない。
（略 ）

市町村は、居 宅要支援被保険者 が介護予防サービス及 び地域密着型介護予防サ ービスの種類（ 介護予防サービス等区分 に含まれるもの

２・３
４

であって厚生労働大臣 が定めるものに限る 。次項において同じ 。）ごとに月を単位と して厚生労働省令 で定める期間において 受けた一の

種類 の介護予防サービスに つき支給する介護予 防サービス費の額の 総額及び特例介護予防サ ービス費の額の総 額の合計額並びに一の 種類

の地域密着 型介護予防サービスに つき支給する地域密 着型介護予防サービ ス費の額の総額及び特 例地域密着型介護 予防サービス費の額の

総額の合計額に ついて、介護予防サービ ス費等種類支給限 度基準額を基礎として 、厚生労働省令で定め るところにより算 定した額の百分
の九 十に相当する額を 超えることができない こととすることがで きる。
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10

６

５

介護予防 サービス費若しくは特 例介護予防サービ ス費又は地域密着型介 護予防サービス費 若しくは特例地域密着 型介護予防サービス費

（ 略）

を支給すること により第一項に規定する 合計額が同項に 規定する百分の九十に相 当する額を超える 場合又は第四項に規定 する合計額が同

項に規定する百分の九 十に相当する額を超え る場合における当 該介護予防サービス費 若しくは特例介護予 防サービス費又は地 域密着型介

護予 防サービス費若しくは 特例地域密着型介護予防 サービス費の額 は、第五十三条第二項各 号若しくは第五十 四条第三項又は第五十 四条

の二第二項 各号若しくは第四項若 しくは前条第二項の規 定にかかわらず、 政令で定めるところに より算定した額とす る。
（介 護予防福祉用具購 入費の支給）
２

介護予防福祉用具購 入費の額は、現に 当該特定介護予防福祉 用具の購入に要した費 用の額の百分の九 十に相当する額とする 。

（略）

（略）

３

居 宅要支援被保険者が月 を単位として厚生 労働省令で定める期間 において購入した特定 介護予防福祉用具に つき支給する介護予防 福祉

第五十六条

４

用具購入費 の額の総額は、介護予 防福祉用具購入費 支給限度基準額を基礎 として、厚生労働省令 で定めるところに より算定した額の百分
の九十に相当す る額を超えることができ ない。
（略）

介護 予防福祉用具購入費 を支給することにより第 四項に規定する 総額が同項に規定する百 分の九十に相当する 額を超える場合にお ける

５ ・６
７

当該介護予防 福祉用具購入費の額 は、第三項の規定にか かわらず、政令で 定めるところにより算 定した額とする。
（介 護予防住宅改修費の 支給）
２

介護予防住宅改修費 の額は、現に当該 住宅改修に要した費用 の額の百分の九十に相 当する額とする。

（略）

（略）

３

居 宅要支援被保険者が行 った一の種類の住 宅改修につき支給する 介護予防住宅改修費の額 の総額は、介護予 防住宅改修費支給限度 基準

第五十七条

４

額を基礎と して、厚生労働省令で 定めるところにより 算定した額の百分の 九十に相当する額を超 えることができな い。
（略）

介 護予防住宅改修費 を支給することにより 第四項に規定する 総額が同項に規定する 百分の九十に相当する額 を超える場合に おける当該

５・６
７
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（略 ）

介護 予防住宅改修費の額は 、第三項の規定に かかわらず、政令で定 めるところにより算 定した額とする。
８・９

市町村は、 居宅要支援被保険者のう ち所得の状況そ の他の事情をしん酌して 厚生労働省令で定 めるものが、次に掲げ る指

（特定入所者介護予防 サービス費の支給）
第六十 一条の三

定介護予防 サービス（以下この条 及び次条第一項におい て「特定介護予防 サービス」という。） を受けたときは、当 該居宅要支援被保険

者（以下この条 及び次条第一項において 「特定入所者」という 。）に対し、当該 特定介護予防サービス を行う指定介護予 防サービス事業

者（ 以下この条におい て「特定介護予防サー ビス事業者」という。 ）における食事の 提供に要した費用及び滞 在に要した費用に ついて、

特定入所者 介護予防サービ ス費を支給する。ただし 、当該特定入所者が、 第三十七条第一項 の規定による指定を受 けている場合にお いて
介護予防短期入所 生活介護

、当該指定に係 る種類以外の特定 介護予防サービスを受 けたときは、この限りで ない。
一
介護予防短期入所療養 介護
（略 ）

二
２～９

特例特定 入所者介護予防サ ービス費の額は、当該 食事の提供に要した費 用について食費の 基準費用額から食費の 負担限度額を控除し た

その他政令で定める とき。

いて、必要があると 認めるとき。

特定入所 者が、当該要支援認 定の効力が生じた日前 に、緊急その他や むを得ない理由により 特定介護予防サービスを 受けた場合にお

市町村は、 次に掲げる場合には、特 定入所者に対し 、特例特定入所者介護予 防サービス費を支給 する。

（ 特例特定入所者介護 予防サービス費の支給 ）

二

一

第六十一 条の四

２

額及び当該滞在 に要した費用につい て滞在費の基準費用 額から滞在費の負担限度 額を控除した額 の合計額を基準として、 市町村が定める。

第六十九条の二第 一項の登録を受け ている者は、都道府県 知事に対し、介護支援 専門員証の交付を 申請することができる 。

（介 護支援専門員証の交付 等）
（略）

第六十九条の 七
２～８
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第四十一条第一項本 文の指定は、六年 ごとにその更新を受け なければ、その期 間の経過によって、そ の効力を失う。

（指 定の更新）
（略）

第七十条の二
２～４

都道府県知事は、次の 各号のいずれかに該当 する場合において は、当該指定居宅サー ビス事業者に係る 第四十一条第一項本文

（指 定の取消し等）
第七十七条

の指定を取り消 し、又は期間を定めてそ の指定の全部若しくは 一部の効力を停止 することができる。

指定居宅サービス 事業者が、第七十条第 二項第四号から第五号 の二まで、第十号 （第五号の三に該当する 者のあるものであ るときを

指定居宅サービス 事業者が、第七十 条第八項の規定により 当該指定を行うに当た って付された条件 に違反したと認められ るとき。

一

除く。） 、第十号の二（第 五号の三に該当する者 のあるものであるとき を除く。）、第十 一号（第五号の三に該 当する者であるとき を
二

指定居宅サービス事業 者が、当該指定に 係る事業所の従業者の 知識若しくは技能又は人 員について、第七 十四条第一項の都道府 県の

除く。）又は 第十二号（第五号 の三に該当する者であ るときを除く。）のいず れかに該当する に至ったとき。
三

条例で定 める基準又は同項の都 道府県の条例で定 める員数を満たすこと ができなくなったとき 。

指定居宅サ ービス事業者が、第七十 四条第二項に規 定する指定居宅サービス の事業の設備及び運営 に関する基準に従 って適正な指定

五

居宅介護 サービス費の請求に 関し不正があったとき 。

指定 居宅サービス事業 者が、第七十四条第六項 に規定する義務 に違反したと認められる とき。

四

六

指定居宅サービ ス事業者が、第七十 六条第一項の規定によ り報告又は帳簿書 類の提出若しくは提示 を命ぜられてこれに従 わず、又は

居 宅サービスの事業 の運営をすることがで きなくなったとき 。

七
虚 偽の報告をしたとき。

指定居 宅サービス事業者又 は当該指定に係る事 業所の従業者が、第七 十六条第一項の規 定により出頭を求めら れてこれに応ぜず、同

指定居 宅サービス事業者が、 不正の手段により第 四十一条第一項本文 の指定を受けたとき。

八

項の規定によ る質問に対して答弁せ ず、若しくは虚偽 の答弁をし、又は同項の 規定による検査 を拒み、妨げ、若しくは 忌避したとき。

ただし、当該指定に 係る事業所の従業者が その行為をした場 合において、その行為 を防止するため、 当該指定居宅サービス 事業者が相
九

前各号に掲 げる場合のほか、指定居 宅サービス事業者 が、この法律その他国 民の保健医療若しくは 福祉に関する法律 で政令で定める

当 の注意及び監督を尽く したときを除く。
十

も の又はこれらの法 律に基づく命令若しく は処分に違反したとき 。
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２

十二

十一

指定 居宅サービス事業者が 法人である場合に おいて、その役員等の うちに指定の取消し 又は指定の全部若し くは一部の効力の停止

前各号に掲げる場合 のほか、指定居宅 サービス事業者が、居 宅サービス等に関し 不正又は著しく不当な 行為をしたとき。

指定居宅サービ ス事業者が法人でない 事業所である場合 において、その管理者 が指定の取消し又は 指定の全部若しくは 一部の効力

をしようとす るとき前五年以内に居宅 サービス等に関 し不正又は著しく不当な 行為をした者がある とき。
十三

の停 止をしようとすると き前五年以内に居宅サー ビス等に関し不 正又は著しく不当な行為 をした者であるとき 。
（略）
（略）

前項に規 定するもののほ か、指定地域密着型サー ビスの事業の設備及び 運営に関する基準 は、市町村の条例で定 める。

第七十 八条の四
２
（略）

市町村は、第三項の 規定にかかわらず 、同項第一号から第四 号までに掲げる事項に ついては、厚生労 働省令で定める範囲内 で、当該市

３・４
５

町村 における指定地域密着 型サービスに従事 する従業者に関する基 準及び指定地域密着型サ ービスの事業の設 備及び運営に関する基 準を
（略）

定めること ができる。
６～８

市町村長は、次の 各号のいずれかに該当 する場合において は、当該指定地域密着 型サービス事業者に係 る第四十二条の二

（指定の 取消し等）
第七十八条の 十

指定地域密着型サー ビス事業者が、第七 十八条の二第四項第四 号の二から第五号 の二まで、第九号（第五 号の三に該当する者の ある

第一項本文の指定を 取り消し、又は期間 を定めてその指定の全 部若しくは一部の 効力を停止することが できる。
一

ものであ るときを除く。）、第 十号（第五号の三 に該当する者のあるも のであるときを除 く。）、第十一号（第 五号の三に該当する者

指定地域密着型サ ービス事業者が、第 七十八条の二第六項 第三号から第三号の四 までのいずれかに 該当するに至ったとき 。

であるときを 除く。）又は第十二号 （第五号の三に該 当する者であるときを除 く。）のいずれ かに該当するに至ったと き。
二

指定地域密着型サービ ス事業者が、第七十 八条の二第八項の規 定により当該指定を行う に当たって付され た条件に違反したと認 めら

指定地域密 着型サービス事業者が、 当該指定に係る事 業所の従業者の知識若 しくは技能又は人員に ついて、第七十八 条の四第一項の

れるとき 。

三
四

市 町村の条例で定め る基準若しくは同項の 市町村の条例で定める 員数又は同条第五 項に規定する指定地域密 着型サービスに 従事する従
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業 者に関する基準を満た すことができなく なったとき。

指定地 域密着型サービス事業 者が、第七十八条 の四第二項又は第五項 に規定する指定地域 密着型サービスの事 業の設備及び運営に関

指定地域密着型サ ービス事業者が、第七 十八条の四第八項 に規定する義務に違反 したと認められると き。

五
六

指定地域密着型サービ ス事業者（地域密着型介 護老人福祉施設 入所者生活介護を行うも のに限る。）が、 第二十八条第五項（第 二十

する基準に従 って適正な指定地域密着 型サービスの事 業の運営をすることがで きなくなったとき。
七

九条第二 項、第三十条第二項、 第三十一条第二項、第 三十三条第四項、 第三十三条の二第二項 、第三十三条の三第二 項及び第三十四条

第二項において 準用する場合を含む。 第八十四条、第九十二 条及び第百四条に おいて同じ。）の規定 により調査の委託を 受けた場合に
八

指定地域密 着型サービス事業 者が、第七十八条の七 第一項の規定により報告 又は帳簿書類の 提出若しくは提示を命ぜ られてこれに従

地域密 着型介護サービ ス費の請求に関し不正が あったとき。

お いて、当該調査の 結果について虚偽の報 告をしたとき。
九
わず、又は虚偽の報 告をしたとき。

指定地域密着型サービ ス事業者又は当該 指定に係る事業所の従 業者が、第七十八条の七 第一項の規定によ り出頭を求められてこ れに

指 定地域密着型サー ビス事業者が、不正の手 段により第四十 二条の二第一項本文の指 定を受けたとき。

十

応ぜず、 同項の規定による質問 に対して答弁せず 、若しくは虚偽の答弁 をし、又は同項の規定 による検査を拒み 、妨げ、若しくは忌避

したとき。た だし、当該指定に係る事 業所の従業者が その行為をした場合にお いて、その行為を防止 するため、当該指 定地域密着型サ
十一

前各号 に掲げる場合のほか 、指定地域密着型サー ビス事業者が、こ の法律その他国民の保 健医療若しくは福祉に関 する法律で政令

ー ビス事業者が相当 の注意及び監督を尽く したときを除く。
十二
十三

指定 地域密着型サービス 事業者が法人である 場合において、その役 員等のうちに指定 の取消し又は指定の全 部若しくは一部の効力

前各号に掲げる場 合のほか、指定地域 密着型サービス事業者 が、居宅サービス 等に関し不正又は著しく 不当な行為をしたとき 。

で定めるもの又はこ れらの法律に基づ く命令若しくは処分に 違反したとき。
十四

指定地域密着型 サービス事業者が法 人でない事業所であ る場合において、その 管理者が指定の取 消し又は指定の全部若 しくは一部

の停止をしよ うとするとき前五年以 内に居宅サービス 等に関し不正又は著しく 不当な行為をし た者があるとき。
十五

第七 十条の二、第七十一条 及び第七十二条の 規定は、第四十二条の 二第一項本文の指定につ いて準用する。 この場合に

の 効力の停止をしようと するとき前五年以内に 居宅サービス等に 関し不正又は著しく不当 な行為をした者で あるとき。
（準用）
第七十 八条の十二
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（略 ）

おい て、これらの規定に関 し必要な技術的読 替えは、政令で定める 。
第八十一条
（略）

（略）

の他 の便宜の提供を行 わなければならない。

提供を希望する 者に対し、必要な居宅サ ービス等が継続的に提 供されるよう、他 の指定居宅介護支援事 業者その他関係者 との連絡調整そ

宅介護支援 を受けていた者であっ て、当該事業の廃止又 は休止の日以後に おいても引き続き当該 指定居宅介護支援に 相当するサービスの

指 定居宅介護支援事業者 は、次条第二項の規定に よる事業の廃止 又は休止の届出をしたと きは、当該届出の 日前一月以内に当該指 定居

２～４
５

６
（開設許可）

介護老人保健施 設を開設しようと する者は、厚生労働省 令で定めるところによ り、都道府県知事の 許可を受けなければな らな

（略）

第九十 四条
い。
２～６

指定介護予 防サービス事業者は、当 該指定に係る事 業所ごとに、都道府県の 条例で定める基準に 従い都道府県の条例 で定

都道府県 が前二項の条例を 定めるに当たっては、 第一号から第三号まで に掲げる事項につ いては厚生労働省令で 定める基準に従い定 め

スの 事業の設備及び運営 に関する基準は、都 道府県の条例で定める 。

前項に規定する もののほか、指定介護 予防サービスに係る介 護予防のための効 果的な支援の方法に関 する基準及び指定介 護予防サービ

める員数の当 該指定介護予防サー ビスに従事する従業者 を有しなければな らない。

第百十五 条の四
２
３

るものとし、第 四号に掲げる事項に ついては厚生労働省 令で定める基準を標準と して定めるもの とし、その他の事項につ いては厚生労働

二

一

指定介護予 防サービスの事業の運営 に関する事項であ って、利用する要支援 者のサービスの適切な 利用、適切な処遇 及び安全の確保

指定介 護予防サービスの事業 に係る居室、療養室 及び病室の床面積

指定介護予防サービス に従事する従業者に 係る基準及び当該従 業者の員数

省令で定める基準を参 酌するものとする。

三

並 びに秘密の保持等 に密接に関連するもの として厚生労働省令で 定めるもの
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４
５

６

四

指定介護予防サービス の事業に係る利用 定員

厚生労働 大臣は、前項に規定す る厚生労働省令で 定める基準（指定介護 予防サービスの取 扱いに関する部分に限 る。）を定めようとす
るときは、あら かじめ社会保障審議会の 意見を聴かなけ ればならない。

指定介護予防サービ ス事業者は、次条第二 項の規定による事 業の廃止又は休止の届 出をしたときは、 当該届出の日前一月以 内に当該指

定介 護予防サービスを受け ていた者であって、当該 事業の廃止又は 休止の日以後においても 引き続き当該指定 介護予防サービスに相 当す

るサービス の提供を希望する者に 対し、必要な居宅サー ビス等が継続的に 提供されるよう、指定 介護予防支援事業者 、他の指定介護予防
サービス事業者 その他関係者との連絡調 整その他の便宜の提供 を行わなければな らない。

指 定介護予防サービ ス事業者は、要支援者 の人格を尊重するとと もに、この法律又 はこの法律に基づく命令 を遵守し、要支 援者のため
忠実にその 職務を遂行しな ければならない。
（略 ）

前 項に規定するもののほ か、指定地域密着 型介護予防サービスに 係る介護予防のための 効果的な支援の方法 に関する基準及び指定 地域

第百十五条の十四
２

密着型介護 予防サービスの事業の 設備及び運営に関 する基準は、市町村の 条例で定める。
（略）

市町村は、第三項の 規定にかかわらず、同 項第一号から第四 号までに掲げる事項に ついては、厚生労働省 令で定める範囲内 で、当該市

３・４
５

町村にお ける指定地域密着 型介護予防サービスに従 事する従業者に 関する基準並びに指定地 域密着型介護予防サー ビスに係る介護予 防の
（略）

市町村長は、 次の各号のいずれかに 該当する場合においては 、当該指定介護 予防支援事業者に係る第 五十八条第一項

ための効果的 な支援の方法に関す る基準及び指定地域密 着型介護予防サー ビスの事業の設備及び 運営に関する基準を定め ることができる 。
６～８
（指定の取 消し等）
第百十五条の二十 九

指定介護予防支援 事業者が、当該指定に 係る事業所の従業者 の知識若しくは技能 又は人員について、第百 十五条の二十四 第一項の厚

三に該当する 者であるときを除く。） のいずれかに該当す るに至ったとき。

項第三号 の二から第四号の二ま で、第八号（同項第四 号の三に該当する 者のあるものであると きを除く。）又は 第九号（同項第四号の

指定介護予防支援事業 者が、第百十五条の 二十二第二項第四号 、第四号の二又は第八号 （ハに該当する者 が第百十五条の二十二 第二

の指定を取り消し、又 は期間を定めてその 指定の全部若しくは 一部の効力を停止する ことができる。
一

二
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生 労働省令市町村の条例 で定める基準又は 同項の厚生労働省令市 町村の条例で定める員 数を満たすことがで きなくなったとき。

指定介 護予防支援事業者が、 第百十五条の二十 四第二項に規定する指 定介護予防支援に係 る介護予防のための 効果的な支援の方法に

指定介護予防支援事業 者が、第百十五条の二十 四第五項第百十 五条の二十四第六項に規 定する義務に違反 したと認められるとき 。

三

関する基準又 は指定介護予防支援の事 業の運営に関す る基準に従って適正な指 定介護予防支援の事 業の運営をすること ができなくなっ
四
介護予 防サービス計画費の請 求に関し不正があった とき。

たとき。
五

指定介護予 防支援事業者が、第百十 五条の二十七第一項の 規定により報告又 は帳簿書類の提出若し くは提示を命ぜら れてこれに従わ

指定介 護予防支援事業 者又は当該指定に係る事 業所の従業者が、第百 十五条の二十七第 一項の規定により出頭 を求められてこれ に応

ず 、又は虚偽の報告 をしたとき。

六
七

ぜず、同項の 規定による質問に 対して答弁せず、若し くは虚偽の答弁をし、又 は同項の規定に よる検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し

たとき。ただし、当 該指定に係る事業 所の従業者がその行為 をした場合において、 その行為を防止す るため、当該指定介護 予防支援事
指定介 護予防支援事業者が、 不正の手段により 第五十八条第一項の指 定を受けたとき。

業 者が相当の注意及び監 督を尽くしたとき を除く。
八

前各号に掲 げる場合のほか、指定介 護予防支援事業 者が、この法律その他国 民の保健医療若しくは 福祉に関する法律 で政令で定める

指定介 護予防支援事業者の 役員等のうちに、指定 の取消し又は指定 の全部若しくは一部の 効力の停止をしようとす るとき前五年以

前各 号に掲げる場合の ほか、指定介護予防支援 事業者が、居宅 サービス等に関し不正又 は著しく不当な行為を したとき。

も の又はこれらの法 律に基づく命令若しく は処分に違反した とき。

九
十
十一

第七十条の二 の規定は、第五十八条 第一項の指定について準 用する。この場 合において、必要な技術 的読替えは、政

内に居宅サービス等 に関し不正又は著 しく不当な行為をした 者があるとき。
（準用）
第百十五条の三十 一
令で定める。

指定居宅サービス事 業者、指定地域 密着型サービス事業者、 指定居宅介護支援事業 者、指定介護予防 サービス事業者

（業務管理 体制の整備等）
第百十五条の三十 二

、指 定地域密着型介護 予防サービス事業者及 び指定介護予防支援 事業者並びに指定介 護老人福祉施設及び介護 老人保健施設の 開設者（以
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下「 介護サービス事業者」 という。）は、第 七十四条第六項、第七 十八条の四第八項、 第八十一条第五項、第 八十八条第六項、第九 十七

条第七項、 第百十五条の四第六項 、第百十五条の十 四第八項又は第百十五 条の二十四第五項に 規定する義務の履行 が確保されるよう、厚
（略）

市町村は、被保険者 が要介護状態等となる ことを予防すると ともに、要介護状態等 となった場合にお いても、可能な

生労働省令で定 める基準に従い、業務管 理体制を整備し なければならない。
２～５
（地域支援 事業）
第百十五条の四十 五
（ 略）

限り 、地域において自 立した日常生活を営む ことができるよう支援 するため、地域支 援事業として、次に掲げ る事業を行うもの とする。
一・二

被保険者の 心身の状況、その 居宅における生活の実 態その他の必要な実情の 把握、保健医療 、公衆衛生、社会福祉そ の他の関連施策

被保険 者に対する虐待の防止 及びその早期発見 のための事業その他の 被保険者の権利擁護の ため必要な援助を 行う事業

三

に関する総合的な情 報の提供、関係機 関との連絡調整その他 の被保険者の保健医療 の向上及び福祉の 増進を図るための総合 的な支援を
四

保健医療及 び福祉に関する専門的知 識を有する者に よる被保険者の居宅サー ビス計画及び施設サー ビス計画の検証、 その心身の状況

行 う事業
五

、 介護給付等対象サ ービスの利用状況その 他の状況に関する 定期的な協議その他の 取組を通じ、当該被保険 者が地域におい て自立した
（略）

日常生活 を営むことがで きるよう、包括的かつ継 続的な支援を行 う事業
２

介護給付等に要する 費用の適正化のため の事業

市町村は、第一 項各号及び前項各号に 掲げる事業のほか、地 域支援事業として 、次に掲げる事業を行 うことができる。
一

介護方 法の指導その他の要 介護被保険者を現に 介護する者の支援のた め必要な事業

３
二

その他介護 保険事業の運営の安 定化及び被保険者の 地域における自立した日 常生活の支援の ため必要な事業
（略）

三
４

市 町村は、地域支援事業 の利用者に対し、 厚生労働省令で定める ところにより、利用料を 請求することがで きる。
（略 ）

５
６・７

（地 域包括支援センタ ー）
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（略）

（略）

（略）

市町村は 、地域包括支援センタ ーを設置すること ができる。

第百十 五条の四十六
２
３～９
（実 施の委託）
第百十五条の 四十七
（略）

受 託者は、介護予防 ・日常生活支援総合事 業の利用者に対し、厚 生労働省令で定め るところにより、利用料 を請求すること ができる。

２～７
８

市町村は、 基本指針に即して 、三年を一期とする当 該市町村が行う介護保 険事業に係る保険 給付の円滑な実施に関 する計画（

（市町村介護保 険事業計画）
第百十七条
（略 ）
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以下 「市町村介護保険事業 計画」という。） を定めるものとする。
２～

都道府県は、基 本指針に即して、三年を 一期とする介護 保険事業に係る保険給付 の円滑な実施の支援 に関する計画（以下 「都

道府県介護保 険事業支援計画」と いう。）を定めるもの とする。

都道府県介護保 険事業支援計画におい ては、当該都道府県が 定める区域ごとに 当該区域における各年 度の介護専用型特定 施設入居者生

活介 護、地域密着型特定 施設入居者生活介護 及び地域密着型介護老 人福祉施設入所者 生活介護に係る必要利用 定員総数、介護保険施 設の
種類ごとの 必要入所定員総数そ の他の介護給付等対 象サービスの量の見込 みを定めるものと する。
（略）

前条第一項の規定に より納付金の納付 を督促したときは、支 払基金は、その督促に 係る納付金の額に つき年十四・五パーセ

る納 付金の額が千円未 満であるときは、この 限りでない。

ントの割合で、 納付期日の翌日からその 完納又は財産差押 えの日の前日までの日 数により計算した延滞 金を徴収する。た だし、督促に係

第百五十七条

（延 滞金）

３～７

２

第百十八 条

（ 都道府県介護保険事 業支援計画）

10

（略）

健康保険法等の一部 を改正する法律（平成 十八年法律第八十 三号）附則第百三十条 の二第一項の規定 によりなお効力を有す るものとさ

２～７

○

れた 同法第二十六条の規定 による改正前の介護保険 法（平成九年法 律第百二十三号）（抄）

（略）

（居宅介護サー ビス費の支給）
第四十 一条
（略 ）

居宅介護サー ビス費の額は、次 の各号に掲げる居宅サ ービスの区分に応じ、 当該各号に定める 額とする。

これらの居宅サ ービスの種類ごと に、当該居宅サービス の種類に係る指定居宅サ ービスの内容、当 該指定居宅サービスの 事業

訪問介護、訪問入 浴介護、訪問看護 、訪問リハビリテーシ ョン、居宅療養管理指 導、通所介護、通 所リハビリテーション 及び福祉用
具 貸与

を行う事 業所の所在する地域等 を勘案して算定さ れる当該指定居宅サー ビスに要する平均的な 費用（通所介護及 び通所リハビリテーシ

ョンに要する 費用については、食事の 提供に要する費 用その他の日常生活に要 する費用として厚生労 働省令で定める費 用を除く。）の

額 を勘案して厚生労 働大臣が定める基準に より算定した費用 の額（その額が現に当 該指定居宅サービスに要 した費用の額を 超えるとき

これらの居宅サービス の種類ごとに、要介護状 態区分、当該居

は、当該 現に指定居宅サ ービスに要した費用の額 とする。）の百 分の九十に相当する額
短期入所 生活介護、短期入所 療養介護及び特定施設 入居者生活介護

宅サービスの種類に 係る指定居宅サー ビスの事業を行う事業 所の所在する地域 等を勘案して算定され る当該指定居宅サービ スに要する

平 均的な費用（食事の提 供に要する費用、 滞在に要する費用その 他の日常生活に要 する費用として厚生労働 省令で定める費用を除 く。

）の額を 勘案して厚生労働大臣 が定める基準によ り算定した費用の額（ その額が現に当該 指定居宅サービスに要 した費用の額を超える
ときは、当該 現に指定居宅サービス に要した費用の額 とする。）の百分の九十 に相当する額
（略）

（ 略）

（略 ）
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２・３
４
一

二

５～

２

第四十二条

（特例居宅 介護サービス費の支給 ）

12

３

４

市 町村長は、特例居宅介 護サービス費の支 給に関して必要がある と認めるときは、 当該支給に係る居宅サー ビス若しくはこれに相 当す

るサービス を担当する者若しくは 担当した者（以下 この項において「居宅 サービス等を担当す る者等」という。） に対し、報告若しくは

帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若 しくは出頭を求 め、又は当該職員に関係 者に対して質問さ せ、若しくは当該居宅 サービス等を担

当する者等の当該支給 に係る事業所に立ち入 り、その設備若し くは帳簿書類その他の 物件を検査させるこ とができる。
（ 略）
（地域密着型介 護サービス費の支給）
（略）

こ れらの地域密着型サービ スの種類ごとに 、当該地域密着型サービ スの種類に係る

地域密着 型介護サービス 費の額は、次の各号に掲 げる地域密着型サービ スの区分に応じ、 当該各号に定める額と する。
夜間対応型 訪問介護及び認知 症対応型通所介護

指定地域密着型サー ビスの内容、当該 指定地域密着型サービ スの事業を行う事業所 の所在する地域等 を勘案して算定される 当該指定地

域 密着型サービスに要す る平均的な費用（ 認知症対応型通所介護 に要する費用については 、食事の提供に要 する費用その他の日常 生活

に要する 費用として厚生労働省 令で定める費用を 除く。）の額を勘案し て厚生労働大臣が定め る基準により算定 した費用の額（その額

が現に当該指 定地域密着型サービスに 要した費用の額 を超えるときは、当該現 に指定地域密着型サー ビスに要した費用 の額とする。）
の 百分の九十に相当 する額

こ れらの地域密着型 サービスの種類ごとに 、要介護状態区分 、当該地域密着型サー ビスの種類に係る指定地 域密着型サービ

小規 模多機能型居宅介 護、認知症対応型共同生 活介護、地域密 着型特定施設入居者生活 介護及び地域密着型介 護老人福祉施設入 所者
生活介護

スの事業を行う事業 所の所在する地域 等を勘案して算定され る当該指定地域密 着型サービスに要する 平均的な費用（食事の 提供に要す

る 費用、居住に要する費 用その他の日常生 活に要する費用として 厚生労働省令で定 める費用を除く。）の額 を勘案して厚生労働大 臣が

定める基 準により算定した費用 の額（その額が現 に当該指定地域密着型 サービスに要した 費用の額を超えるとき は、当該現に指定地域
密着型サービ スに要した費用の額と する。）の百分の 九十に相当する額
（略）
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第四十 二条の二
２
一

二

３～

居宅 要介護被保険者が居宅サ ービス等区分（ 居宅サービス（これに相 当するサービスを含む 。以下この条にお いて同じ。）及

び地 域密着型サービス （これに相当するサー ビスを含み、地域密 着型介護老人福祉施 設入所者生活介護を除く 。以下この条に おいて同じ。

第四十三条

（居宅介護 サービス費等に係る支 給限度額）

10

）に ついて、その種類ごと の相互の代替性の 有無等を勘案して厚生 労働大臣が定める二 以上の種類からなる区 分をいう。以下同じ。 ）ご

とに月を単 位として厚生労働省令 で定める期間にお いて受けた一の居宅サ ービス等区分に係る 居宅サービスにつき 支給する居宅介護サー

ビス費の額の総 額及び特例居宅介護サー ビス費の額の総 額並びに地域密着型サー ビスにつき支給す る地域密着型介護サー ビス費の額の総

額及び特例地域密着型 介護サービス費の額の 総額の合計額は、 居宅介護サービス費等 区分支給限度基準額 を基礎として、厚生 労働省令で
（略 ）

定め るところにより算定し た額の百分の九十に相当 する額を超える ことができない。
２・３

市町村は、居 宅要介護被保険者が居宅 サービス及び地域密着 型サービスの種類 （居宅サービス等区分 に含まれるもので あって厚生労働

（略）

４

大臣 が定めるものに限 る。次項において同じ 。）ごとに月を単位と して厚生労働省令 で定める期間において受 けた一の種類の居 宅サービ

スにつき支 給する居宅介護 サービス費の額の総額及 び特例居宅介護サービ ス費の額の総額の 合計額並びに一の種類 の地域密着型サー ビス

につき支給する 地域密着型介護サ ービス費の額の総額及 び特例地域密着型介護サ ービス費の額の 総額の合計額について、 居宅介護サービ

ス費等種類支給限度基 準額を基礎として 、厚生労働省令で定め るところにより算定し た額の百分の九十 に相当する額を超える ことができ
５

居宅介護サー ビス費若しくは特例居宅 介護サービス費 又は地域密着型介護サー ビス費若しくは特例 地域密着型介護サー ビス費を支給す

ない こととすることができ る。
６

る ことにより第一項に 規定する合計額が同項 に規定する百分の 九十に相当する額を超 える場合又は第四項に規 定する合計額が 同項に規定

する百分 の九十に相当する 額を超える場合における 当該居宅介護サ ービス費若しくは特例居 宅介護サービス費又は 地域密着型介護サ ービ

ス費若しくは 特例地域密着型介護 サービス費の額は、第 四十一条第四項各 号若しくは第四十二条 第三項又は第四十二条の 二第二項各号若
しくは第四項若しく は前条第二項の規定 にかかわらず、政令で 定めるところによ り算定した額とする。
（居宅介護 福祉用具購入費の支 給）
２

居 宅介護福祉用具購入費 の額は、現に当該 特定福祉用具の購入に 要した費用の額の百分の 九十に相当する額 とする。

（略）

（略 ）

３

居宅要介 護被保険者が月を単位 として厚生労働省 令で定める期間におい て購入した特定福祉用 具につき支給する 居宅介護福祉用具購入

第四十四条

４

費の額の総額は 、居宅介護福祉用具購入 費支給限度基準額 を基礎として、厚生労 働省令で定めるところ により算定した額 の百分の九十に
相当 する額を超えるこ とができない。
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（略）

居宅介護 福祉用具購入費を支給 することにより第 四項に規定する総額が 同項に規定する百 分の九十に相当する額 を超える場合における

５・６
７

当該居宅介護福 祉用具購入費の額は、第 三項の規定にか かわらず、政令で定める ところにより算定 した額とする。
（居 宅介護住宅改修費の支 給）
２

居 宅介護住宅改修費 の額は、現に当該住宅 改修に要した費用の額 の百分の九十に相 当する額とする。

（略）

（略）

３

居宅要介 護被保険者が行 った一の種類の住宅改修 につき支給する居宅介 護住宅改修費の額 の総額は、居宅介護住 宅改修費支給限度 基準

第四十五条

４

額を基礎として 、厚生労働省令で 定めるところにより算 定した額の百分の九十に 相当する額を超 えることができない。
（略）

居 宅介護住宅改修費を支 給することにより 第四項に規定する総額 が同項に規定する百分 の九十に相当する額 を超える場合における 当該

５・６
７
（略）

居宅介護住 宅改修費の額は、第三 項の規定にかかわ らず、政令で定めると ころにより算定した額 とする。
８・９
（施設介 護サービス費の支 給）
（略）

施設介護サービ ス費の額は、施設サー ビスの種類ごとに、要 介護状態区分、当 該施設サービスの種類 に係る指定施設サー ビス等を行う

第四十八条
２

介護 保険施設の所在する 地域等を勘案して算 定される当該指定施設 サービス等に要す る平均的な費用（食事の 提供に要する費用、居 住に

要する費用 その他の日常生活に 要する費用として厚 生労働省令で定める費 用を除く。）の額 を勘案して厚生労働大 臣が定める基準により

算定した費用の 額（その額が現に当 該指定施設サービス 等に要した費用の額を超 えるときは、当 該現に指定施設サービス 等に要した費用
（略）

の額とする。）の百分 の九十に相当する額 とする。
３～８

（略）

（特例施設介護 サービス費の支給）
第四十 九条
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２

特 例施設介護サービス費 の額は、当該施設 サービスについて前条 第二項の厚生労働 大臣が定める基準により 算定した費用の額（そ の額

が現に当該 施設サービスに要した 費用（食事の提供 に要する費用、居住に 要する費用その他の 日常生活に要する費 用として厚生労働省令

で定める費用を 除く。）の額を超えると きは、当該現に 施設サービスに要した費 用の額とする。） の百分の九十に相当す る額を基準とし
て、市町村が定める。
（略）

この法律 において「看護師 」とは、厚生労働大臣 の免許を受けて、傷病 者若しくはじよく 婦に対する療養上の世話 又は診療の補助

保 健師助産師看護師 法（昭和二十三年法律 第二百三号）（抄）

３・４

○
第五条

厚生労働大臣は、第 十四条第一項第一 号若しくは第二号に掲 げる処分を受けた保健 師、助産師若しく は看護師又は同条第三

を行うことを業とする 者をいう。
第十五条の二

項の規定により 保健師、助産師若しくは 看護師に係る再 免許を受けようとする者 に対し、保健師、助産 師若しくは看護師 としての倫理の

保 持又は保健師、助産 師若しくは看護師とし て必要な知識及び 技能に関する研修とし て厚生労働省令で定める もの（以下「保 健師等再教
２

厚生労働大臣は 、第一項の規定による 保健師等再教育研修を 修了した者につい て、その申請により、 保健師等再教育研修 を修了した旨

（略）

育研修」 という。）を受け るよう命ずることができ る。
３

助産師でない 者は、第三条に規 定する業をしてはなら ない。ただし、医師法 （昭和二十三年法 律第二百一号）の規定 に基づいて

（略 ）

を保 健師籍、助産師籍又 は看護師籍に登録す る。
４～７
第三十条

看護 師でない者は、第五条に 規定する業をし てはならない。ただし、 医師法又は歯科医師法 （昭和二十三年法 律第二百二号）

行う 場合は、この限りでな い。
第三十一条

の規 定に基づいて行う 場合は、この限りでな い。
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２

（ 略）

第三十二条

准看 護師でない者は、第六条 に規定する業を してはならない。ただし 、医師法又は歯 科医師法の規定に基づい て行う場合は、

第三十五条

保健師は、 その業務に関して就業 地を管轄する保健所の 長の指示を受けた ときは、これに従わなけ ればならない。 ただし、前

保健師は、傷病者の療 養上の指導を行うに当 たつて主治の医師 又は歯科医師があると きは、その指示を 受けなければならない 。

この限りでない。

第三十 六条

保健師、助 産師、看護師又は 准看護師は、主治の医 師又は歯科医師の指示 があつた場合を除 くほか、診療機械を使 用し、医薬

条の規定の 適用を妨げない 。
第三十七条

品を 授与し、医薬品につい て指示をしその他 医師又は歯科医師が行 うのでなければ衛生上危 害を生ずるおそれ のある行為をしてはな らな

い。ただし 、臨時応急の手当をし 、又は助産師がへ その緒を切り、浣腸を 施しその他助産師の業 務に当然に付随す る行為をする場合は、

助産師は、妊婦 、産婦、じよく婦、胎児 又は新生児に異 常があると認めたときは 、医師の診療を求め させることを要し、 自ら

この限りでない 。
第三十八 条

これらの者に 対して処置をしては ならない。ただし、臨 時応急の手当につ いては、この限りでな い。

助産師が分 べんの介助をしたとき は、助産に関する事項 を遅滞なく助産録 に記載しなければならな い。

第一項の規定による 助産録の記載事項 に関しては、厚生労働 省令でこれを定める。

において、その 他の助産に関するも のは、その助産師に おいて、五年間これを保 存しなければな らない。

前項の助 産録であつて病院 、診療所又は助産所に 勤務する助産師が行つ た助産に関するも のは、その病院、診療 所又は助産所の管理 者

第四十 二条
２
３

助産師でない 者は、助産師又はこれに 紛らわしい名称 を使用してはならない。

保健師でない者は 、保健師又はこれ に紛らわしい名称を使 用してはならない。

２

看 護師でない者は、 看護師又はこれに紛ら わしい名称を使用 してはならない。

第四十二条の 三
３
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４

歯科衛生士法（昭和 二十三年法律第二百四 号）（抄）

准 看護師でない者は、准 看護師又はこれに 紛らわしい名称を使用 してはならない。

歯 科衛生士でなければ、 第二条第一項に規定す る業をしてはなら ない。但し、歯科医師 法（昭和二十三年 法律第二百二号）の規

○
第十三条

歯科衛生士は 、正当な理由がなく、そ の業務上知り得た人の 秘密を漏らしては ならない。歯科衛生士 でなくなつた後に おい

定に基いてなす 場合は、この限りでない 。
第十三条の五

歯科衛生士で ない者は、歯科衛 生士又はこれに紛らわ しい名称を使用しては ならない。

ても、同様とす る。

則

第十三 条の六
附
（略）

前項の国の貸 付金の償還期間は 、五年（二年以内の据 置期間を含む。）以内で 政令で定める期 間とする。

は当該設置 者に対し当該都道府 県が補助する費用に 充てる資金の一部を、 予算の範囲内にお いて、無利子で貸し付 けることができる。

道府 県が自ら行う場合に あつてはその要する 費用に充てる資金の一 部を、都道府県以 外の歯科衛生士養成所の 設置者が行う場合にあ つて

用による社会資本の 整備の促進に関する 特別措置法（昭和六十 二年法律第八十六 号）第二条第一項第二 号に該当するものにつ き、当該都

国は、当 分の間、都道府県に対 し、第十二条第二号に 規定する歯科衛生 士養成所の整備で日本 電信電話株式会社の株 式の売払収入の活

１・２
３

４
（略）

生活保護法（ 昭和二十五年法律第百四 十四号）（抄）

５～７

○
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厚生労働大臣によ る前条の指定は、 厚生労働省令で定める ところにより、病 院若しくは診療所又は 薬局の開設者の申請に

（指 定の申請及び基準）
第四十九条の 二
（略）

より行う。
２

厚 生労働大臣は、第一項 の申請があつた場合にお いて、当該申請 に係る病院若しくは診療 所又は薬局が次の 各号のいずれかに該当 する

二

一

（略）

前号の ほか、医療扶助 のための医療を担当させ る機関として著しく不 適当と認められる ものであるとき。

と き。

被保護者の 医療について、その内容 の適切さを欠くおそれ があるとして重ね て第五十条第二項の規 定による指導を受 けたものである

ときは、前 条の指定をしないこと ができる。

３

４
（指 定医療機関の義務）

第 四十九条の規定により 指定を受けた医療 機関（以下「指定医療 機関」という。）は、 厚生労働大臣の定 めるところにより、懇

指定医療機関は、被 保護者の医療について 、厚生労働大臣又 は都道府県知事の行う 指導に従わなければな らない。

切丁寧に被保護 者の医療を担当しなけれ ばならない。

第五十条
２

指定 医療機関は、当該指定 医療機関の名称その他 厚生労働省令で定 める事項に変更があつ たとき、又は当該指 定医療機関の

（変更の届出 等）
第五十条の二

事業 を廃止し、休止し、 若しくは再開したと きは、厚生労働省令で 定めるところによ り、十日以内に、その旨 を第四十九条の指定を した
厚生労働大 臣又は都道府県知事 に届け出なければな らない。
（指定の辞退及び取消 し）
指定医療機関は 、三十日以上の予 告期間を設けて、その 指定を辞退することがで きる。

指定医療 機関が、次の各号のい ずれかに該当する ときは、厚生労働大臣 の指定した医療機関に ついては厚生労働 大臣が、都道府県知事

第五十 一条
２

の指定した医療 機関については都道府県 知事が、その指定 を取り消し、又は期間 を定めてその指定の全 部若しくは一部の 効力を停止する
こと ができる。
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五

四

三

二

一

指定医療機関が、第五 十四条第一項の規定によ り報告若しくは 診療録、帳簿書類その他 の物件の提出若し くは提示を命ぜられて これ

指定医療機関の診 療報酬の請求に関し不 正があつたとき。

指定医療機 関が、第五十条又は次条 の規定に違反し たとき。

指定医 療機関が、第四十九条 の二第三項各号の いずれかに該当するに 至つたとき。

指定医療機関が、第四 十九条の二第二項 第一号から第三号まで 又は第九号のいずれ かに該当するに至つた とき。

に従わず 、又は虚偽の報告をし たとき。

指定医療機 関の開設者又は従業者が 、第五十四条第一項の 規定により出頭を 求められてこれに応ぜ ず、同項の規定に よる質問に対し

指定医療機関が、 不正の手段により 第四十九条の指定を受 けたとき。

六

て 答弁せず、若しく は虚偽の答弁をし、又 は同項の規定による検 査を拒み、妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、当該指定医 療機関

の従業者 がその行為をした 場合において、その行 為を防止するため、当 該指定医療機関の 開設者が相当の注意及 び監督を尽くしたと き
七

前各号に掲げる場合の ほか、指定医療機 関が、この法律その他 国民の保健医療若しくは 福祉に関する法律 で政令で定めるもの又 はこ

を除く。
八
九

指定医療機関の管 理者が指定の取消し又 は指定の全部若し くは一部の効力の停止 をしようとするとき前五 年以内に被保護 者の医療に

前各号に掲 げる場合のほか、指定医 療機関が、被保 護者の医療に関し不正又 は著しく不当な行為を したとき。

れらの法 律に基づく命令若しく は処分に違反した とき。
十

関し不正 又は著しく不当 な行為をした者であると き。
（診療方針及び診療 報酬）

指定医療機 関の診療方針及び診療 報酬は、国民健康保険 の診療方針及び診 療報酬の例による。

前項に規 定する診療方針及 び診療報酬によること のできないとき、及び これによることを 適当としないときの診 療方針及び診療報酬 は

第五十 二条
２

、厚生労働大臣 の定めるところによ る。
（医 療費の審査及び支払）

都道府県知事は、指定 医療機関の診療内 容及び診療報酬の請求 を随時審査し、且つ、 指定医療機関が前 条の規定によつて請求

指 定医療機関は、都 道府県知事の行う前項 の決定に従わなけ ればならない。

することのでき る診療報酬の額を決定す ることができる。

第五十三条
２
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３

４
５

都 道府県知事は、第一項 の規定により指定 医療機関の請求するこ とのできる診療報 酬の額を決定するに当つ ては、社会保険診療報 酬支

払基金法（ 昭和二十三年法律第百 二十九号）に定め る審査委員会又は医療 に関する審査機関で 政令で定めるものの 意見を聴かなければな
らない。

都道府県、市及び福 祉事務所を設置する町 村は、指定医療機 関に対する診療報酬の 支払に関する事務 を、社会保険診療報酬 支払基金又
は厚 生労働省令で定める者 に委託することができる 。

第一項の 規定による診療報酬の 額の決定については、 行政不服審査法（ 昭和三十七年法律第百 六十号）による不 服申立てをすることが
できない。
（報告等）

都道 府県知事（厚生労 働大臣の指定に係る指 定医療機関については 、厚生労働大臣又 は都道府県知事）は、医 療扶助に関して

第二 十八条第三項及び第 四項の規定は、前項の規 定による検査に ついて準用する。

の 他の物件を検査させ ることができる。

を求め、又は当 該職員に、関係者に対し て質問させ、若 しくは当該指定医療機関 について実地に、その 設備若しくは診療 録、帳簿書類そ

若しくは提 示を命じ、指定医療機 関の開設者若しく は管理者、医師、薬剤 師その他の従業者（開 設者であつた者等 を含む。）に対し出頭

下こ の項において「開設者 であつた者等」と いう。）に対して、必 要と認める事項の報告若 しくは診療録、帳 簿書類その他の物件の 提出

必要があると認めると きは、指定医療機 関若しくは指定医療機 関の開設者若しくは管 理者、医師、薬剤 師その他の従業者であ つた者（以

第五十四条

２
（介護機関の指定等 ）
（略）

介護機関 について、別表第 二の上欄に掲げる介護 機関の種類に応じ、そ れぞれ同表の中欄 に掲げる指定又は許可 があつたときは、そ の

第五十 四条の二
２

介護機関は、そ の指定又は許可の時 に前項の指定を受け たものとみなす。ただし 、当該介護機関 （地域密着型介護老人福 祉施設及び介護
（略）

老人福祉施設を除く。 ）が、厚生労働省令 で定めるところによ り、あらかじめ、別段 の申出をしたとき は、この限りではない 。
３・４

（略）

（助産機関及び 施術機関の指定等）
第五十 五条
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２

第 四十九条の二第一項、 第二項（第一号、 第四号ただし書、第七 号及び第九号を除 く。）及び第三項の規定 は、前項の指定につい て、

第五十条、 第五十条の二、第五十 一条（第二項第四 号、第六号ただし書及 び第十号を除く。） 及び第五十四条の規 定は、前項の規定によ

り指定を受けた 助産師並びにあん摩マツ サージ指圧師、 はり師、きゆう師及び柔 道整復師について 準用する。この場合に おいて、第四十

九条の二第一項及び第 二項中「厚生労働大臣 」とあるのは「都 道府県知事」と、同項 第四号中「者（当該 取消しの処分に係る 行政手続法

第十 五条の規定による通知 があつた日前六十日以内 に当該指定を取 り消された病院若しくは 診療所又は薬局の 管理者であつた者で当 該取

消しの日か ら起算して五年を経過 しないものを含む。） 」とあるのは「者 」と、同条第三項中「 厚生労働大臣」とあ るのは「都道府県知

事」と、第五十 条第一項中「医療機関（ 以下「指定医療機関」 とあるのは「助産 師又はあん摩マツサー ジ指圧師、はり師 、きゆう師若し

くは 柔道整復師（以下 それぞれ「指定助産機 関」又は「指定施術機 関」と、同条第二 項中「指定医療機関」と あるのは「指定助 産機関又

は指定施術 機関」と、「厚 生労働大臣又は都道府県 知事」とあるのは「都 道府県知事」と、 第五十条の二中「指定 医療機関は」とあ るの

は「指定助産機 関又は指定施術機 関は」と、「指定医療 機関の」とあるのは「指 定助産機関若し くは指定施術機関の」と 、「厚生労働大

臣又は都道府県知事」 とあるのは「都道 府県知事」と、第五十 一条第一項中「指定医 療機関」とあるの は「指定助産機関又は 指定施術機

関」 と、同条第二項中「指 定医療機関が、次 の」とあるのは「指定 助産機関又は指定施術機 関が、次の」と、 「厚生労働大臣の指定 した

医療機関に ついては厚生労働大臣 が、都道府県知事 の指定した医療機関に ついては都道府県知事 が」とあるのは「 都道府県知事は」と、

同項第一号から 第三号まで及び第五号中 「指定医療機関 」とあるのは「指定助産 機関又は指定施術機関 」と、同項第六号 中「指定医療機

関 の開設者又は従業者 」とあるのは「指定助 産機関又は指定施 術機関」と、同項第七 号から第九号までの規定 中「指定医療機 関」とある

のは「指 定助産機関又は指 定施術機関」と、第五十 四条第一項中「 都道府県知事（厚生労働 大臣の指定に係る指定 医療機関について は、

厚生労働大臣 又は都道府県知事） 」とあるのは「都道府 県知事」と、「指 定医療機関若しくは指 定医療機関の開設者若し くは管理者、医

師、薬剤師その他の 従業者であつた者（ 以下この項において「 開設者であつた者 等」という。）」とあ り、及び「指定医療機 関の開設者

若し くは管理者、医師、 薬剤師その他の従業 者（開設者であつた者 等を含む。）」と あるのは「指定助産機関 若しくは指定施術機関 若し

くはこれら であつた者」と、「 当該指定医療機関」 とあるのは「当該指定 助産機関若しくは 指定施術機関」と読み 替えるものとするほか
、必要な技術的 読替えは、政令で定 める。

第五十二条及び第 五十三条の規定は 、医療保護施設につい て準用する。

（医 療保護施設への準用）
第五十五条の 二
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○

診 療放射線技師法（昭和 二十六年法律第二 百二十六号）（抄）
（定義）
（略）

こ の法律で「診療放射線 技師」とは、厚生労働大 臣の免許を受け て、医師又は歯科医師の 指示の下に、放射 線を人体に対して照射 （撮

第二条
２

影を含み、 照射機器又は放射性同 位元素（その化合物及 び放射性同位元素 又はその化合物の含有 物を含む。）を人体 内にそう入して行な
うものを除く。 以下同じ。）することを 業とする者をいう。
（受験資格 ）
（略）

試験は 、次の各号のいず れかに該当する者でな ければ受けることがで きない。

一

外国の診療放射線技術 に関する学校若し くは養成所を卒業し、 又は外国で第三条の規定 による免許に相当 する免許を受けた者で 、厚

第二十条
二

生労働大 臣が前号に掲げる者と 同等以上の学力及 び技能を有するものと 認めたもの

診療放射線 技師は、第二条第二項に 規定する業務の ほか、保健師助産師看護 師法（昭和二十三年 法律第二百三号）第 三十

（ 画像診断装置を用い た検査の業務）
第二十四 条の二

一条第一項及 び第三十二条の規定 にかかわらず、診療の 補助として、磁気 共鳴画像診断装置その 他の画像による診断を行 うための装置で

あつて政令で定める ものを用いた検査（ 医師又は歯科医師の指 示の下に行うもの に限る。）を行うこと を業とすることができ る。
（業務上の 制限）

診療 放射線技師は、医 師又は歯科医師の具体 的な指示を受けなければ 、放射線を人体 に対して照射してはなら ない。

多数の者の 健康診断を一時に行う場 合において、医師 又は歯科医師の立会い の下に百万電子ボルト 未満のエネルギー を有するエツク

るエツク ス線を照射する場合

医師又は歯科医師が診 察した患者について 、その医師又は歯科 医師の指示を受け、出張 して百万電子ボル ト未満のエネルギーを 有す

診療放射線技師は、 病院又は診療所以 外の場所においてその 業務を行つてはならな い。ただし、次に 掲げる場合はこの限り でない。

第二十六条
２
一
二

ス 線を照射するとき 。
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診療 放射線技師は、その業務 を行うに当たつ ては、医師その他の医療 関係者との緊密 な連携を図り、適正な医 療の確保に努め

（他の医療 関係者との連携）
第二十七条
なければならない。

第二十四条 の規定に違反した者

次の各号のいずれかに 該当する者は、一年以 下の懲役若しくは 五十万円以下の罰金に 処し、又はこれを 併科する。

一
（略）

第三十一条
二

第二 十一条第一項の規 定に違反して、故意若 しくは重大な過失によ り事前に試験問題 を漏らし、又は故意に不 正の採点をした

歯科技工士法 （昭和三十年法律第百六 十八号）（抄）

者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下 の罰金に処する。

第三十二条

○

厚生 労働省に歯科技工士名 簿を備え、免許に関す る事項を登録する 。

（歯科技 工士名簿）
第五条
（登 録、免許証の交付及 び届出）
厚生労働大臣 は、免許を与えた ときは、歯科技工士免 許証（以下「免許証」と いう。）を交付 する。

免許 は、試験に合格し た者の申請により、歯 科技工士名簿に登録す ることによつて行 う。

２
（略）

第六条
３
（免許の取 消等）
（略）

（ 略）

第八条
２
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３

第 一項の規定により免許 を取り消された者 であつても、その者が その取消しの理由 となつた事項に該当しな くなつたとき、その他 その

後の事情に より再び免許を与える のが適当であると 認められるに至つたと きは、再免許を与え ることができる。こ の場合においては、第
六条第一項及び 第二項の規定を準用する 。

試 験は、厚生労働大臣が 、毎年少なくとも一回 行う。

（試 験の実施）

（略）

るこ とができる。

前項の規定に より厚生労働大臣が行う 試験に関する事務の全 部又は一部は、政 令の定めるところによ り、都道府県知事 が行うこととす

第十二条
２
３
（受験資格）

試験は、次の各号 の一に該当する者 でなければ、受けるこ とができない。

文部科 学大臣の指定した歯科 技工士学校を卒業 した者

第十四 条
一

厚生労働大 臣の指定した歯科技工士 養成所を卒業し た者
（略）

二
三 ・四

歯科医師 又は歯科技工士は、厚 生労働省令で定める事 項を記載した歯科 医師の指示書によらな ければ、業として歯 科技工を行つ

（歯科技工指 示書）
第十八条

ては ならない。ただし、 病院又は診療所内の 場所において、かつ、 患者の治療を担当 する歯科医師の直接の指 示に基いて行う場合は 、こ
の限りでな い。

病院、診療所又は 歯科技工所の管理 者は、当該病院、診療 所又は歯科技工所で行わ れた歯科技工に係 る前条の指示書を、当 該歯

（指示書の保存義務）
第十九 条

次の各号のい ずれかに該当する者は 、六箇月以下の懲 役若しくは三十万円以 下の罰金に処し、又はこ れを併科する。

科技工が終 了した日から起算して 二年間、保存しなけ ればならない。
第三十 条
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（略）

第二十 五条の規定による処分 に違反した者

一・ 二
三
次の各号の いずれかに該当する者 は、三十万円以下 の罰金に処する。

第十九 条、第二十一条第一項 若しくは第二項、第二 十二条又は第二十 六条の規定に違反した 者

（略）

三

第二十七条 第一項の規定による報告 を怠り、若しくは虚偽 の報告をし、又は 当該職員の検査を拒み 、妨げ、若しくは 忌避した者

臨床検査技師 等に関する法律（ 昭和三十三年法律第七 十六号）（抄）

四

一・ 二

第三十二条

○

この 法律で「臨床検査技師 」とは、厚生労働 大臣の免許を受けて、 臨床検査技師の名称を 用いて、医師又は 歯科医師の指示の下に

（定 義）
第二条

、微生物学的検 査、血清学的検査、血液 学的検査、病理 学的検査、寄生虫学的検 査、生化学的検査及び 厚生労働省令で定 める生理学的検

臨床検査技師は、保 健師助産師看護師法（ 昭和二十三年法律 第二百三号）第三十一 条第一項及び第三十二 条の規定にかかわ

査 を行うことを業とす る者をいう。
第二十条の二

らず、診療の補助と して採血（医師又は 歯科医師の具体的な指 示を受けて行うも のに限る。）及び第二 条の厚生労働省令で定 める生理学
２

老 人福祉法（昭和三十八 年法律第百三十三 号）（抄）

前項の規 定は、第八条第一 項の規定により臨床検 査技師の名称の使用の 停止を命ぜられて いる者については、適 用しない。

的検 査を行うことを業と することができる。

○

国及び都道府 県以外の者は、厚生労 働省令の定めると ころにより、あらかじ め、厚生労働省令で定め る事項を都道府 県知事に届

（老人居宅生活 支援事業の開始）
第十四 条
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け出 て、老人居宅生活支援 事業を行うことが できる。
（施設の設置）
都道府県は、 老人福祉施設を設置す ることができる。

市町村及び地 方独立行政法人（地方独 立行政法人法（平成十 五年法律第百十八 号）第二条第一項に規 定する地方独立行 政法人をいう。

、老人デイ サービスセンター、老 人短期入所施設又は老 人介護支援センタ ーを設置することがで きる。

国 及び都道府県以外の者 は、厚生労働省令の定め るところにより 、あらかじめ、厚生労働 省令で定める事項 を都道府県知事に届け 出て

第十五条
２
３

第十 六条第二項におい て同じ。）は、厚生労 働省令の定めるところ により、あらかじ め、厚生労働省令で定め る事項を都道府県 知事に届
（略）

け出て、養 護老人ホーム又 は特別養護老人ホームを 設置することができる 。
４～６

特別養護老人ホーム は、第十一条第一 項第二号の措置に係る 者又は介護保険法の規 定による地域密着 型介護老人福祉施設入

（特 別養護老人ホーム）
第二十条の五

所者生活介護に 係る地域密着型介護サー ビス費若しくは 介護福祉施設サービスに 係る施設介護サービス 費の支給に係る者 その他の政令で
定 める者を入所させ、 養護することを目的と する施設とする。

軽費 老人ホームは、無料又 は低額な料金で、老人 を入所させ、食事 の提供その他日常生活 上必要な便宜を供与 することを目

（軽費老人ホ ーム）
第二十条の六

的と する施設（第二十条 の二の二から前条ま でに定める施設を除く 。）とする。
（老人介護支援 センター）

老人 介護支援センター は、地域の老人の福祉 に関する各般の問題に つき、老人、その 者を現に養護する者、 地域住民そ

老 人介護支援センタ ーの設置者（設置者が 法人である場合に あつては、その役員） 若しくはその職員又はこ れらの職にあつ た者は、正

との連絡調整そ の他の厚生労働省令で定 める援助を総合的 に行うことを目的とす る施設とする。

、老人居宅 生活支援事業を行う者 、老人福祉施設、医 療施設、老人クラブ その他老人の福祉を増 進することを目的 とする事業を行う者等

の他 の者からの相談に応じ 、必要な助言を行う とともに、主として 居宅において介護を受け る老人又はその者 を現に養護する者と市 町村

第二十条の七の二

２
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当な 理由なしに、その業務 に関して知り得た 秘密を漏らしてはなら ない。
（国の補助）
（略）

国 は、前項に規定するも ののほか、都道府県又は 市町村に対し、 この法律に定める老人の 福祉のための事業 に要する費用の一部を 補助

第二十六条
２

有料老人ホーム （老人を入居させ、入浴 、排せつ若しくは食事 の介護、食事の提 供又はその他の日常生 活上必要な便宜で あつ

することが できる。
（届 出等）
第二十九条

て厚生労働省令 で定めるもの（以 下「介護等」という。 ）の供与（他に委託して 供与をする場合 及び将来において供与を することを約す

る場合を含む。）をす る事業を行う施設 であつて、老人福祉施 設、認知症対応型老人 共同生活援助事業 を行う住居その他厚生 労働省令で

五

四

三

二

一

施設において供与さ れる介護等の内容

施設の管理者の 氏名及び住所

事業開始 の予定年月日

条例 、定款その他の基 本約款

設置しようとする 者の氏名及び住所又は 名称及び所在地

施設の名称 及び設置予定地
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定め る施設でないものをい う。以下同じ。） を設置しようとする者 は、あらかじめ、その施 設を設置しようと する地の都道府県知事 に、

六

その他 厚生労働省令で定め る事項

次の各号に 掲げる事項を届け出な ければならない。

七
（略）

高齢者の 医療の確保に関する法 律（昭和五十七年 法律第八十号）（抄）
（延 滞金）

２～

○

12

第四十 五条

前条第一項の規 定により前期高齢 者納付金等の納付を督 促したときは、支 払基金は、その督促に係 る前期高齢者納付金等 の額

につき年十 四・五パーセントの割 合で、納付期日の 翌日からその完納又は 財産差押えの日の前 日までの日数により 計算した延滞金を徴収
（略）

する。ただし、 督促に係る前期高齢者納 付金等の額が千 円未満であるときは、こ の限りでない。
２～５
（被保険者 ）
後期高齢者医療広 域連合の区域内に住所 を有する七十五歳以上 の者

次の各 号のいずれかに該当する 者は、後期高齢者医療 広域連合が行う後 期高齢者医療の被保険 者とする。

一

後期高 齢者医療広域連 合の区域内に住所を有す る六十五歳以上七十五 歳未満の者であつ て、厚生労働省令で定 めるところにより 、政

第五十条
二

令で定める程 度の障害の状態に ある旨の当該後期高齢 者医療広域連合の認定を 受けたもの

（ 略）

（略）
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（保 険医療機関等の診療報 酬）
第七十条
（略）
（略）

後期高齢者医療広域 連合は、前項の規定に よる審査及び支払 に関する事務を支払基 金又は国保連合会に委 託することができ る。

２～３
４
５～７
（入院時食事療養費 ）
（略）

（略 ）

第七十 四条
２～９

健康保険法第 六十四条並びに本法第 六十四条第三項、 第六十六条、第七十条第 二項から第七項 まで及び第七十二条の規 定は、保険医療

第七十 五条

（入院時生活療 養費）

な技 術的読替えは、政令で 定める。

機関等について受けた 食事療養及びこれに 伴う入院時食事療養 費の支給について準用 する。この場合に おいて、これらの規定 に関し必要

10

（略）

健康保険 法第六十四条並びに本 法第六十四条第三 項、第六十六条、第七 十条第二項から第 七項まで、第七十二条 及び前条第五項から第

２～６
７

七項までの規定 は、保険医療機関等につ いて受けた生活 療養及びこれに伴う入院 時生活療養費の支 給について準用する。 この場合におい
て、これらの規定に関 し必要な技術的読替え は、政令で定める 。
（保険外併 用療養費）
（略 ）

（略）

第七十六条
２～５

健康保険 法第六十四条並 びに本法第六十四条第三 項、第六十六条、第七 十条第二項から第 七項まで、第七十二条 及び第七十四条第 五項

から第七項まで の規定は、保険医 療機関等について受け た評価療養及び選定療養 並びにこれらに 伴う保険外併用療養費の 支給について準
用する。この場合にお いて、これらの規 定に関し必要な技術的 読替えは、政令で定め る。
（ 略）
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６

７

（略）

（訪問看護療養 費）
第 七十八条
（略）

第七十条 第四項から第七項まで 及び第七十四条第五項 から第七項までの 規定は、指定訪問看護 事業者について受けた 指定訪問看護及び

２～７
８
（略）

則

第四十一 条及び第四十三条 から第四十六条までの 規定は、後期高齢者支 援金等について準 用する。

これに伴う訪問看護 療養費の支給につい て準用する。この場合 において、これら の規定に関し必要な技 術的読替えは、政令で 定める。
９～

（準 用）

附

第百二十四条

（準用）

11

第四十一条、第四十 三条から第四十六 条まで、第百三十四条 第二項及び第三項 、第百五十九条から第百 六十一条まで並びに第 百六

外国医師 等が行う臨床修練に係 る医師法第十七条等の 特例等に関する法 律（昭和六十二年法律 第二十九号）（抄 ）

定める。

十八条第一 項 同
( 項第二号を除く 。 の
) 規定は、病床 転換支援金等について 準用する。この場合 において、必要な技 術的読替えは、政令で

第十条

○
（定 義）

この 法律において、 次の各号に掲げる用語の 意義は、当該各号に定 めるところによる 。
外国医師

外 国において歯科医 師に相当する資格を有 する者をいう。

第二条
一
外国歯科医師

外国に おいて助産師、看 護師、歯科衛生士、診 療放射線技師、歯科技工 士、臨床検査技師 、理学療法士、作業療 法士

外国において医師 に相当する資格を有す る者をいう。

二
外国看護師等
臨床修練

医療に関する知識及び技 能の修得を目的 として本邦に入国した外 国医師若しくは外国歯 科医師又は外国看 護師等（外国に

、視能訓 練士、臨床工学技士、 義肢装具士、言語 聴覚士又は救急救命士 に相当する資格を有す る者をいう。

三
四

お いて救急救命士に 相当する資格を有する 者（以下「外国救 急救命士」という。を 除く。以下この号におい て同じ。）が厚 生労働大臣

の指定す る病院（以下こ の号において「指定病院 」という。）に おいて臨床修練指導医若 しくは臨床修練指導歯 科医又は臨床修練 指導

者（当該外国 看護師等が外国に おいて有する資格に相 当する次のハから カまでに掲げる資格を 有する者に限る。）の実 地の指導監督の

下にその外国におい て有する次のイか らカまでに掲げる資格 に相当する資格の 区分に応じ、それぞれ イからカまでに定める 業を行うこ

と 並びに医療に関する知 識及び技能の修得 を目的として本邦に入 国した外国救急救 命士が指定病院に救急救 命士法（平成三年法律 第三

十六号） 第二条第一項に規定す る重度傷病者（以 下この号において「重 度傷病者」という 。）を搬送する同法第 四十四条第二項に規定

する救急用自 動車等（以下この号に おいて「救急用自 動車等」という。）にお いて、又は当該 指定病院への搬送のため 重度傷病者を救

急用自動車等に乗せ るまでの間において同 法第二条第一項に 規定する救急救命処置 を行うことが必要 と認められる場合に臨 床修練指導

者 （医師又は救急救命士 に限る。）の実地の指 導監督の下に次の ヨに定められる業を行う ことをいう。
助産師

保健師 助産師看護師法第五条 に規定する業

保健師助産師看護師法第 三条及び第五条に規 定する業

（略）

ハ

看護師

イ・ロ
ニ
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カ

ワ

ヲ

ル

ヌ

リ

チ

ト

ヘ

ホ

救急救命士

言語聴覚 士

義肢 装具士

臨床工学技士

視能訓練士

作業 療法士

理学療法士

臨床検査技師

歯科技工 士

言語聴覚士法 （平成九年法律第百三 十二号）第四十二条第一 項に規定する業

義肢装具 士法（昭和六十二年法 律第六十一号）第三十 七条第一項に規定 する業

視能訓練士法（昭和 四十六年法律第六十四 号）第十七条第二 項に規定する業

理学療法士及 び作業療法士法第十五 条第一項に規定す る業（作業療法に限る 。）

理学療 法士及び作業療法士法（ 昭和四十年法律 第百三十七号）第十五条 第一項に規定する業 （理学療法に限る。 ）

診療 放射線技師

歯科衛生士

救 急救命士法第四十 三条第一項に規定する 業

歯科衛 生士法（昭和二十 三年法律第二百四号） 第二条第一項及び第二 項に規定する業

ヨ
（略）

臨床工学技士法（昭和 六十二年法律第六十号 ）第三十七条第一 項に規定する業

臨床検査技師等に関す る法律（昭和三十 三年法律第七十六号） 第二十条の二第一項に 規定する業

歯科技工士法（昭和 三十年法律第百 六十八号）第二条第二項 に規定する業

診療放射 線技師法（昭和二 十六年法律第二百二十 六号）第二条第二項及 び第二十四条の二 に規定する業

五～ 十
（臨床修練の許 可）
（略）

一

許可の申請に係る前 条第四号イからヨま でに掲げる資格の区分 に応じそれぞれ医 業若しくは歯科医業を行 うのに必要な医学若し くは

（略）

歯科医学 に関する知識及び技能 又は同号ハからヨ までに定める業に関す る必要な知識及び 技能を有すること。

許可の申請 に係る前条第四号イ からヨまでに掲げる 資格の区分に応じそれぞ れ外国において 医師若しくは歯科医師に 相当する資格を

取得した後三年以上 診療した経験又は外国 において同号ハか らヨまでに掲げる資格 に相当する資格を 取得した後三年以上当 該資格に係
（略）

る 業務に従事した経験を 有すること。
四

患者に与え た損害を賠償する能力を 有すること。

厚 生労働大臣は、許 可を受けようとする者 が前項各号に掲げ る基準に適合している と認める場合であつても 、次の各号のい ずれか（外

五

三

二

ければ、許可 を与えてはならない 。

厚生 労働大臣は、前項の 許可（以下「許可」とい う。）を受けよ うとする者が次の各号に 掲げる基準に適合し ていると認めるとき でな

第 三条
２

３
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４

５
６

医師法 第三条又は歯科医師法 第三条に規定する 者

国看 護師等にあつては、第 二号）に該当する 者には、許可を与えて はならない。
一

外国の法令 による処分であつて、医 師法第七条第二 項、歯科医師法第七条第 二項、保健師助産 師看護師法第十四条第 一項、歯科衛生

成年被後見人又は 被保佐人と外国の法令 上同様に取り扱われて いる者

に相当するもの を受け、当該外国にお いてその者が有する資 格に係る業務を行 うことができない者

項、義肢 装具士法第八条第一項 、言語聴覚士法第九条 第一項若しくは救 急救命士法第九条第一 項の規定による名称の 使用の停止の命令

師等 に関する法律第八条 第一項、理学療法士及び 作業療法士法第 七条第一項、視能訓練士 法第八条第一項、臨 床工学技士法第八条 第一

士法第八条第一項、 診療放射線技師法第九 条第一項若しくは 歯科技工士法第八条第 一項の規定による業務 の停止の命令又は 臨床検査技

二

三

厚生労働 大臣は、許可を 受けようとする者が第二 項各号に掲げる基準に 適合していると認 める場合であつても、 次の各号のいずれ かに

罰金以上の 刑に相当する外国の法令 による刑に処せ られた者（許可の申請に 係る資格の区分が前条 第四号ヘからチま でに掲げるもの

四条各号 、臨床工学技士法第四 条各号、義肢装具 士法第四条各号、言語 聴覚士法第四条各号又 は救急救命士法第 四条各号に掲げる者

各 号、歯科技工士法第四 条各号、臨床検査 技師等に関する法律第 四条各号、理学療法士及 び作業療法士法第 四条各号、視能訓練士 法第

医師法第四条各号 、歯科医師法第四 条各号、保健師助産師 看護師法第九条各号、 歯科衛生士法第四 条各号、診療放射線技 師法第四条

該当する者には 、許可を与えない ことができる。
一

二
で ある場合を除く。 ）

許可 の有効期間は、許可 の日から起算して二年（ 外国看護師等に あつては、一年）を超え ない範囲内において 厚生労働大臣が定め る期
間とする。
（略）

許可には、条件 を付し、及びこれを変 更することができる。

７・８

許可を受けた者 は、その許可の効 力が失われたときは、 五日以内に、臨床修練 許可証を厚生労働 大臣に返納しなければ ならない。

（許可証の返納 ）
第七条

厚生労働 大臣は、その申請に基づ き、第二条第四 号イからヨまでに掲げる 資格を有する者（同号 イからニまでに掲 げる資格を有す

（臨床修練 指導医及び臨床修練指 導歯科医並びに臨床 修練指導者の認定）
第八条

る者 であつて、医師法 第七条の二第一項、歯 科医師法第七条の二 第一項又は保健師助 産師看護師法第十五条の 二第一項の規定 による厚生
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労働 大臣の命令を受けたも のにあつては、そ れぞれ医師法第七条の 二第二項、歯科医師 法第七条の二第二項又 は保健師助産師看護師 法第

十五条の二 第三項の規定による登 録を受けた者に限 る。）であつて次の各 号に掲げる基準に適 合すると認める者を 臨床修練指導医若しく
は臨床修練指導 歯科医又は臨床修練指導 者として認定す る。

医学若しくは歯科 医学に関する専門的な 知識及び技能又は 第二条第四号ハからヨ までに定める業に関 する専門的な知識及 び技能を有
（略）

一
二
臨床修練の 指導監督について熱意と 識見を有すること。

する こと。
三
（認定の取 消し）

厚生労働 大臣は、臨床修練 指導医若しくは臨床修 練指導歯科医又は臨床 修練指導者が次の 各号のいずれかに該当す るに至つたとき

一

医師法 第七条第二項第一号若 しくは第二号、歯 科医師法第七条第二項 第一号若しくは第二号 若しくは保健師助 産師看護師法第十四条

（略）

（略）

は救急救命士 法第九条第一項の 規定による名称の使用 の停止を命ぜられ たとき。

条第一項 、視能訓練士法 第八条第一項、臨床工学 技士法第八条第 一項、義肢装具士法第八 条第一項、言語聴覚士 法第九条第一項若 しく

歯 科技工士法第八条 第一項の規定による業 務の停止又は臨床 検査技師等に関する法 律第八条第一項、理学療 法士及び作業療 法士法第七

第一項第一号 若しくは第二号に掲げる 戒告若しくは業 務の停止、歯科衛生士法 第八条第一項、診療放 射線技師法第九条 第一項若しくは

二

は、その認定を取り消 すものとする。

第十条

２

臨床修 練外国医師又は臨 床修練外国歯科医師は 、臨床修練を行う場合に は、診療放射線 技師法第二十四条の規定 にかかわらず、

（診療放射 線技師法の特例）
第二十条

同法第二条第二項に規 定する業務を行うこ とができる

臨床 修練外国歯科医師が臨床 修練において患 者のために自ら行う歯科 技工士法第二条第一項 本文に規定する行 為は、同項ただ

（歯科技工 士法の特例）
第二十一条

し書 に規定する行為と みなす。
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第二十五条

第十七条の規定に違反 して人の秘密を漏 らした臨床修練外国医 師若しくは臨床修 練外国歯科医師若しく は臨床修練外国助産師

２
前 二項の罪は、告訴がな ければ公訴を提起するこ とができない。

（略）

若しくは臨床修 練外国看護師又はこれら であつた者は、 六月以下の懲役又は十万 円以下の罰金に処 する。
３

第十一条第一項に おいて準用する医師法 第二十四条又は歯科医 師法第二十三条の 規定に違反した者

次の 各号のいずれかに該当す る者は、五十万円以下 の罰金に処する。

一

第十二 条第一項におい て準用する保健師助産師 看護師法第四十二条の 規定に違反した者

看 護師等の人材確保の促 進に関する法律（ 平成四年法律第八十六 号）（抄）

二

第二十六条

○
（業務）

病院 等における看護師 等の確保の動向及び就業 を希望する看護 師等の状況に関する調査 を行うこと。

都道府県セン ターは、当該都道府県 の区域内において 、次に掲げる業務を行 うものとする。

一

訪問看護 （傷病者等に対し、 その者の居宅において 看護師等が行う療 養上の世話又は必要な 診療の補助をいう。）そ の他の看護につ

第 十五条
二
三

第十二 条第一項に規定する 病院その他の病院等 の開設者、管理者、看 護師等確保推進者 等に対し、看護師等の 確保に関する情報の提

前号に掲げるものの ほか、看護師等に対 し、看護についての知 識及び技能に関す る情報の提供、相談その 他の援助を行うこと。

いての知識及び技能 に関し、看護師等 に対して研修を行うこ と。
四

六

五

前各号 に掲げるもののほか、 看護師等の確保を図 るために必要な業務 を行うこと。

看護に関する啓発活動 を行うこと。

看護師等について 、無料の職業紹介事 業を行うこと。

供、相談その 他の援助を行うこと。

七

（事 業計画等）
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都道府県センター は、毎事業年度、 厚生労働省令で定める ところにより、事 業計画書及び収支予算書 を作成し、都道府県知 事に

都道府県セン ターは、厚生労働省令で 定めるところに より、毎事業年度終了後 、事業報告書及 び収支決算書を作成し、 都道府県知事に

提出しなけ ればならない。これを 変更しようとする ときも、同様とする。

第十七 条
２
提出しなければならな い。

都道府 県知事は、この節の規定 を施行するために必要 な限度において、 都道府県センターに対 し、監督上必要な 命令をすること

（監督命令 ）
第十八条
がで きる。
（業務）

三

二

一

二以上の都道府県 の区域における看護に 関する啓発活動を 行うこと。

都道府県セ ンターの業務に関する情 報及び資料を収 集し、並びにこれを都道 府県センターその他の 関係者に対し提供 すること。

都道府 県センターの業務につ いて、連絡調整を 図り、及び指導その他 の援助を行うこと。

都道府県センターの業 務に関する啓発活 動を行うこと。

中央センタ ーは、次に掲げる 業務を行うものとする 。

四

前各 号に掲げるものの ほか、都道府県センター の健全な発展及 び看護師等の確保を図る ために必要な業務を行 うこと。

第二十一条

五
（準用）

第十四条第 三項から第五項まで、 第十七条、第十八条並 びに第十九条第二 項及び第三項の規定は、 中央センターについ て準用

船 員保険法（昭和十 四年法律第七十三号） （抄）

同条 第三項中「前二項」と あるのは「前項」と 読み替えるものとす る。

下この条において「指 定」という。）を」 と、「第十五条各号 」とあるのは「第二十 一条各号」と、「 この節」とあるのは「 次節」と、

第二十条」と、 第十八条中「この節 」とあるのは「次節 」と、第十九条第二項中 「指定を」とあ るのは「第二十条の規定 による指定（以

する。この 場合において、これ らの規定中「都道府 県知事」とあるのは「 厚生労働大臣」と 、第十四条第三項中「 第一項」とあるのは「

第二十 二条

○
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（定義）
（略）

この法律において「 疾病任意継続被保険者 」とは、船舶所有 者に使用されなくなっ たため、被保険者 （独立行政法人等職員 被保険者を

第二条
２

除く 。）の資格を喪失した 者であって、喪失の日の 前日まで継続し て二月以上被保険者（疾 病任意継続被保険 者又は国家公務員共済 組合

法（昭和三 十三年法律第百二十八 号）若しくは地方公務 員等共済組合法（ 昭和三十七年法律第百 五十二号）に基づく 共済組合の組合員で

ある被保険者を 除く。）であったものの うち、健康保険法（大 正十一年法律第七 十号）による全国健康 保険協会に申し出 て、継続して被

保険 者になった者をい う。ただし、健康保険 の被保険者（同法第三 条第二項に規定す る日雇特例被保険者を除 く。以下同じ。） 又は後期

高齢者医療 の被保険者（高 齢者の医療の確保に関す る法律（昭和五十七年 法律第八十号）第 五十条の規定による被 保険者をいう。） 若し

くは同条各号の いずれかに該当す る者であって同法第五 十一条の規定により後期 高齢者医療の被 保険者とならないもの（ 独立行政法人等

職員被保険者を除く。 以下「後期高齢者 医療の被保険者等」と 総称する。）である者 は、この限りでな い。
（略）

この 法律で、学校とは、幼 稚園、小学校、中学校 、高等学校、中等 教育学校、特別支援学 校、大学及び高等専門 学校とする。

学校教育法（昭和二 十二年法律第二十六号 ）（抄）

３～９

○
第一条

地方自治 法（昭和二十二年 法律第六十七号）（抄 ）
地方公共団体は 、法人とする。

○
第二条
（略）

法律又はこ れに基づく政令により都 道府県、市町村又 は特別区が処理するこ ととされる事務のうち 、国が本来果たす べき役割に係る

この法律 において「法定受託事 務」とは、次に掲 げる事務をいう。

②～⑧
⑨
一

も のであつて、国に おいてその適正な処理 を特に確保する必要が あるものとして法 律又はこれに基づく政令 に特に定めるも の（以下「
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二

（略）
（略）

普通地方公共団体 は、条例の定めるとこ ろにより、特定の 目的のために財産を維 持し、資金を積み 立て、又は定額の資金

第 一号法定受託事務」と いう。）
⑩～⑰
（基 金）
第二百四十一 条
２

第一項の 規定により特定 の目的のために財産を取 得し、又は資金を積み 立てるための基金 を設けた場合において は、当該目的のた めで

基 金は、これを前項 の条例で定める特定の 目的に応じ、及び確実 かつ効率的に運用 しなければならない。

を運用するため の基金を設けることがで きる。
３

基金の運用から生ず る収益及び基金の 管理に要する経費は、 それぞれ毎会計年度の 歳入歳出予算に計 上しなければならない 。

なければこれを 処分することがで きない。
４

第 一項の規定により特定 の目的のために定 額の資金を運用するた めの基金を設けた場合 においては、普通地 方公共団体の長は、毎 会計
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５

年度、その 運用の状況を示す書類 を作成し、これを 監査委員の審査に付し 、その意見を付けて、 第二百三十三条第 五項の書類と併せて議
前項の規定による意 見の決定は、監査委員 の合議によるもの とする。

会に提出しなけ ればならない。
６

基金 の管理については、 基金に属する財産の種類 に応じ、収入若 しくは支出の手続、歳計 現金の出納若しくは 保管、公有財産若し くは

第二項から前項 までに定めるもののほ か、基金の管理及び処 分に関し必要な事 項は、条例でこれを定 めなければならない 。

物品の管理若 しくは処分又は債権 の管理の例による。

７
８

（公の施設 の設置、管理及び廃 止）
（略）

（略）

２

普 通地方公共団体は、公 の施設の設置の目 的を効果的に達成する ため必要があると認める ときは、条例の定 めるところにより、法 人そ

第二百四十四条の 二
３

の他の団体 であつて当該普通地方 公共団体が指定する もの（以下本条及び 第二百四十四条の四に おいて「指定管理 者」という。）に、当
（略）

該公の施設の管 理を行わせることができ る。
４～

11

（指定都市 の権能）

（略）

一～十三

（略）

政令で指定する人 口五十万以上の 市（以下「指定都市」と いう。）は、次 に掲げる事務のうち都道 府県が法律又は

り、 処理することができる 。

これに基づく政令の定 めるところにより処理 することとされて いるものの全部又は一 部で政令で定めるも のを、政令で定める ところによ

第二百五十二条の 十九

２
（中核市の 権能）

政令で指 定する人口三十万以上 の市（以下「中核市」 という。）は、第 二百五十二条の十九第一 項の規定により

職業安定 法（昭和二十二年法律 第百四十一号）（抄）

（略）

ることがで きる。

的な 事務その他の中核市に おいて処理するこ とが適当でない事務以 外の事務で政令で定める ものを、政令で定 めるところにより、処 理す

指定都市が処理するこ とができる事務の うち、都道府県がその 区域にわたり一体的に 処理することが中 核市が処理することに 比して効率

第二百五十二条の 二十二

２

○

無料の職業紹介事 業（職業安定機関の行 うものを除く。以下同 じ。）を行おうと する者は、次条から第 三十三条の四までの 規

（無 料職業紹介事業）
第三十三条
（略）

定により行う場 合を除き、厚生労働 大臣の許可を受けな ければならない。
②～⑤

地方公共団体は、当該地 方公共団体の区 域内における福祉サービ スの利用者の支援に関 する施策、企業の 立地の促進を図

（地方公共 団体の行う無料職業紹 介事業）
第三十三条の四

るた めの施策その他当 該区域内の住民の福祉 の増進、産業経済の 発展等に資する施策 に関する業務に附帯する 業務として無料 の職業紹介
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②

地 方財政法（昭和二十三 年法律第百九号）（抄）

（略）

事業 を行う必要があると認 めるときは、厚生 労働大臣に届け出て、 当該無料の職業紹介 事業を行うことができ る。

○

地方公共団体が 法令に基づいて実施し なければならない事務 であつて、国と地 方公共団体相互の利害に 関係がある事務 のうち、そ

（国がその全部 又は一部を負担する法令 に基づいて実施しなけ ればならない事務 に要する経費）
第十条

の円滑な運 営を期するため には、なお、国が進んで 経費を負担する必要が ある次に掲げるも のについては、国が、 その経費の全部又 は一
部を負担する。
（略）

児童一時保護所、未熟 児、身体障害児及 び骨関節結核その他の 結核にかかつている児 童の保護、児童福祉 施設（地方公共団体の 設置

一～十三
十四
する保育所 を除く。）並びに里親 に要する経費
（略 ）

医師法（ 昭和二十三年法律第二 百一号）（抄）

十五～三十

○

厚生労働大 臣は、前条第二項第一 号若しくは第二号に掲 げる処分を受けた 医師又は同条第三項の規 定により再免許を受 けよう

医師で なければ、医業をなして はならない。

（略）

厚生労働大臣は、前 項の規定による再 教育研修を修了した者 について、その申請に より、再教育研修 を修了した旨を医籍に 登録する。

「再教育研修」 という。）を受ける よう命ずることがで きる。

とする者に 対し、医師としての 倫理の保持又は医師 として具有すべき知識 及び技能に関する 研修として厚生労働省 令で定めるもの（以下

第七条 の二

２
３～５
第十七条
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医師は、診療を したときは、遅滞 なく診療に関する事項 を診療録に記載し なければならない。

歯科医師 法（昭和二十三年法律 第二百二号）（抄）

診療に関するも のは、その医師において 、五年間これを 保存しなければならない 。

前項の診 療録であつて、病院又 は診療所に勤務す る医師のした診療に関 するものは、その 病院又は診療所の管理 者において、その他の

第二十 四条
２

○

厚生労働大 臣は、前条第二項第一 号若しくは第二号に掲 げる処分を受けた 歯科医師又は同条第三項 の規定により再 免許を受け

歯科医師でな ければ、歯科医業をな してはならない。

（略 ）

厚生労働大臣は、前 項の規定による再 教育研修を修了した者 について、その申請に より、再教育研修 を修了した旨を歯科医 籍に登録す

るもの（以下「 再教育研修」とい う。）を受けるよう命 ずることができる。

ようとする 者に対し、歯科 医師としての倫理の保持 又は歯科医師として具 有すべき知識及び 技能に関する研修とし て厚生労働省令で 定め

第七条 の二

２
る。
３～５
第 十七条

歯科医師は、診療をし たときは、遅滞なく診 療に関する事項を 診療録に記載しなけれ ばならない。

社会福祉法（昭和二 十六年法律第四十 五号）（抄）

他の 診療に関するものは 、その歯科医師にお いて、五年間これを保 存しなければなら ない。

前項の診療録で あつて、病院又は診療 所に勤務する歯科医師 のした診療に関す るものは、その病院又 は診療所の管理者に おいて、その

第二十三条
２

○

市町 村又は社会福祉法人は、 施設を設置して 、第一種社会福祉事業を 経営しようとするとき は、その事業の開 始前に、その施

（施設の設 置）
第六十二条

設（ 以下「社会福祉施 設」という。）を設置 しようとする地の都 道府県知事に、次に 掲げる事項を届け出なけ ればならない。
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七

六

五

四

三

二

一

福祉サービ スを必要とする者に対す る処遇の方法

施設の 管理者及び実務を担当 する幹部職員の氏名及 び経歴

事業開始の予定年月日

建物その他の設備 の規模及び構造

条例、定款 その他の基本約款

設置者 の氏名又は名称、住所 、経歴及び資産状 況

施設の名称及び種類

（略）

出入国管理及び難民 認定法（昭和二十 六年政令第三百十九号 ）（抄）

２～６

○

法務 大臣は、法務省令で定め るところにより 、本邦に上陸しようとす る外国人（本邦にお いて別表第一の三の 表の短期滞在の

（在留資格 認定証明書）
第七条の二

項 の下欄に掲げる活動 を行おうとする者を除 く。）から、あら かじめ申請があつたと きは、当該外国人が前条 第一項第二号に 掲げる条件
２

租税特別 措置法（昭和三十 二年法律第二十六号） （抄）

（略）

に適合し ている旨の証明書 を交付することができる 。

○

財団たる医 療法人又は社団た る医療法人で持分の定 めがないもの（清算中の ものを除く。）の うち、その事業が医療 の普

（特定の医療法人の法 人税率の特例）
第六十 七条の二

及及び向上 、社会福祉への貢献そ の他公益の増進に著 しく寄与し、かつ、 公的に運営されている ことにつき政令で 定める要件を満たすも

のとして、政令 で定めるところにより国 税庁長官の承認を 受けたもの（医療法（ 昭和二十三年法律第二 百五号）第四十二 条の二第一項に

規定 する社会医療法人 を除く。）の当該承認 を受けた後に終了し た各事業年度の所得 については、法人税法第 六十六条第一項 又は第二項
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（略 ）

の規 定にかかわらず、百分 の十九の税率によ り、法人税を課する。
２～５
（利子税の割合の特例 ）
（略）

前項に規 定する特例基準割合と は、各年の前々年の十 月から前年の九月 までの各月における短 期貸付けの平均利 率（当該各月において

第九十 三条
２

銀行が新たに行 つた貸付け（貸付期間が 一年未満のものに限る 。）に係る利率の 平均をいう。）の合計 を十二で除して計 算した割合（当

該割 合に〇・一パーセ ント未満の端数がある ときは、これを切り捨 てる。）として各 年の前年の十二月十五日 までに財務大臣が 告示する
割合に、年 一パーセントの 割合を加算した割合をい う。
（略）

薬事法（ 昭和三十五年法律第百 四十五号）（抄）
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３～６

○
（ 定義）

この法律で「医薬品 」とは、次に掲げる物を いう。
日本薬局 方に収められている 物

第二条
一

人又は動物の疾 病の診断、治療又は 予防に使用されること が目的とされてい る物であつて、機械器 具、歯科材料、医療用 品及び衛生

人又は 動物の身体の構造又 は機能に影響を及ぼ すことが目的とされて いる物であつて、 機械器具等でないもの （医薬部外品及び化粧

用 品（以下「機械器具等 」という。）でな いもの（医薬部外品を 除く。）

二
三
品を除く。）
（略）

こ の法律で「医療機器」 とは、人若しくは 動物の疾病の診断、治 療若しくは予防に使用さ れること、又は人 若しくは動物の身体の 構造

２・３
４
（略）

若しくは機 能に影響を及ぼすこと が目的とされている 機械器具等であつて 、政令で定めるものを いう。
５～
16

○

（略）

理学療法 士及び作業療法士法（ 昭和四十年法律第 百三十七号）（抄）
（業務）

第十五 条

理学療法 士が、病院若しくは診 療所において、又は医 師の具体的な指示 を受けて、理学療法と して行なうマツサ ージについては、あん
（ 略）

２
３

労働者派遣事業の適 正な運営の確保及 び派遣労働者の保護等 に関する法律（昭和六 十年法律第八十八 号）（抄）

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 二十二年法律第二 百十七号）第一条の規 定は、適用しない 。

○

第五条
（略）

一般労働 者派遣事業を行おうとす る者は、厚生労 働大臣の許可を受けなけ ればならない。

（一般労働 者派遣事業の許可）
２ ～５

特定労働 者派遣事業を行おうと する者は、第五条第二 項各号に掲げる事 項を記載した届出書を 厚生労働大臣に提出 しなければな

（特定労働者 派遣事業の届出）
第十六条

らな い。この場合におい て、同項第三号中「 一般労働者派遣事業」 とあるのは、「特 定労働者派遣事業」とす る。
（略 ）

救 急救命士法（平成三年 法律第三十六号） （抄）

２・３

○

この法律で「救 急救命処置」とは、そ の症状が著しく悪 化するおそれがあり、 又はその生命が危険な状 態にある傷病者 （以下この

（定義）
第二条
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２

項及 び第四十四条第二項に おいて「重度傷病 者」という。）が病院 又は診療所に搬送さ れるまでの間に、当該 重度傷病者に対して行 われ

る気道の確 保、心拍の回復その他 の処置であって、 当該重度傷病者の症状 の著しい悪化を防止 し、又はその生命の 危険を回避するために
緊急に必要なも のをいう。
（略）
（特定行為 等の制限）

救急 救命士は、医師の具体的 な指示を受けなければ 、厚生労働省令で 定める救急救命処置を 行ってはならない 。

救 急救命士は、救急 用自動車その他の重度 傷病者を搬送するため のものであって厚 生労働省令で定めるもの （以下この項及 び第五十三

第四十四条
２

条第二号に おいて「救急用 自動車等」という。）以 外の場所においてその 業務を行ってはな らない。ただし、病院 又は診療所への搬 送の

ため重度傷病者 を救急用自動車等 に乗せるまでの間にお いて救急救命処置を行う ことが必要と認 められる場合は、この限 りでない。

救急救命士は、その業 務を行うに当たっ ては、医師その他の医 療関係者との緊密な連 携を図り、適正な 医療の確保に努めなけ

（他 の医療関係者との連携 ）
第四十五条
ればならない。
（救急救 命処置録）

救急救命士は、救急救 命処置を行ったときは 、遅滞なく厚生労 働省令で定める事項を 救急救命処置録に記載 しなければならな

高齢者の 居住の安定確保に関す る法律（平成十三 年法律第二十六号）（ 抄）

保存しなければ ならない。

厚生労働大 臣が指定する者にお いて、その他の救急 救命処置に関するもの はその救急救命士 において、その記載の 日から五年間、これを

前 項の救急救命処置 録であって、厚生労働 省令で定める機関に勤 務する救急救命士 のした救急救命処置に関 するものはその機関 につき

い。

第四十六条
２

○

（サ ービス付き高齢者 向け住宅事業の登録）
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第五条

高齢者向けの賃貸住 宅又は老人福祉法 第二十九条第一項に規 定する有料老人ホ ーム（以下単に「有料老 人ホーム」という。） であ

って居住の 用に供する専用部分を 有するものに高齢 者（国土交通省令・厚 生労働省令で定める 年齢その他の要件に 該当する者をいう。以

下この章におい て同じ。）を入居させ、 状況把握サービ ス（入居者の心身の状況 を把握し、その状 況に応じた一時的な便 宜を供与するサ

ービスをいう。以下同 じ。）、生活相談サー ビス（入居者が日 常生活を支障なく営む ことができるように するために入居者か らの相談に

応じ 必要な助言を行うサー ビスをいう。以下同じ。 ）その他の高齢 者が日常生活を営むため に必要な福祉サー ビスを提供する事業（ 以下

「サービス 付き高齢者向け住宅事 業」という。）を行う 者は、サービス付 き高齢者向け住宅事業 に係る賃貸住宅又は 有料老人ホーム（以

下「サービス付 き高齢者向け住宅」とい う。）を構成する建築 物ごとに、都道府 県知事の登録を受ける ことができる。
（略）

国家戦略特別区域法 （平成二十五年法 律第百七号）（抄）

（略 ）
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２～４

○
（区域計画 の認定）
（略）

一

第六条第 二項第一号の目標を 達成するために国家戦 略特別区域におい て実施し又はその実施 を促進しようとする特定 事業の内容及び

（略）

第八条
２
二
実施主体に関する事 項
（略）

（略 ）

三～ 六
３～
10

