
法令改正一覧

№ 編 章 法令名称 制定年月日 法令種別名称 番号 改正年月日 法令種別名称 番号

1 第３編　健康 第１章　健康 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 平成26年11月12日 厚生労働省令 121 平成30年8月9日 厚生労働省令 107

2 第３編　健康 第１章　健康 インフルエンザに関する特定感染症予防指針 平成11年12月21日 厚生省告示 247 平成30年8月22日 厚生労働省告示 308

3 第３編　健康 第１章　健康
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技
術上の指針

平成15年7月25日 厚生労働省告示 264 平成30年8月3日 厚生労働省告示 297

4 第３編　健康 第１章　健康
人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生
労働大臣が指定する病原体等

平成19年5月31日 厚生労働省告示 200 平成30年8月23日 厚生労働省告示 309

5 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬
物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用
途を定める省令

平成19年2月28日 厚生労働省令 14 平成30年8月22日 厚生労働省令 109

6 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品
厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生
物由来製品

平成15年5月20日 厚生労働省告示 209 平成30年8月8日 厚生労働省告示 300

7 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規
定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機
器、管理医療機器及び一般医療機器

平成16年7月20日 厚生労働省告示 298 平成30年8月8日 厚生労働省告示 298

8 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第
一号イ（１）の規定に基づき特別の注意を要するものと
して厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器

平成16年12月24日 厚生労働省告示 430 平成30年8月8日 厚生労働省告示 299

9 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき
厚生労働大臣の指定する医薬品

平成17年2月10日 厚生労働省告示 24 平成30年8月21日 厚生労働省告示 305

10 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一
号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区
分を定める省令第二条第一項の規定に基づき品目ご
とに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定す
る医療機器又は体外診断用医薬品

平成26年8月6日 厚生労働省告示 317 平成30年8月8日 厚生労働省告示 301

11 第４編　医薬食品 第２章　食品安全 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 昭和26年12月27日 厚生省令 52 平成30年8月8日 厚生労働省令 106

12 第４編　医薬食品 第２章　食品安全 食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日 厚生省告示 370 平成30年8月8日 厚生労働省告示 302

13 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 労働安全衛生規則 昭和47年9月30日 労働省令 32 平成30年8月9日 厚生労働省令 108
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14 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 フオークリフト運転技能講習規程 昭和47年9月30日 労働省告示 111 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

15 第５編　労働基準 第３章　安全衛生
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転技能講習規程

昭和47年9月30日 労働省告示 112 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

16 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 シヨベルローダー等運転技能講習規程 昭和52年12月28日 労働省告示 119 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

17 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習規程 昭和52年12月28日 労働省告示 120 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

18 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 車両系建設機械（解体用）運転技能講習規程 平成2年9月26日 労働省告示 65 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

19 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 不整地運搬車運転技能講習規程 平成2年9月26日 労働省告示 66 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

20 第５編　労働基準 第３章　安全衛生 高所作業車運転技能講習規程 平成2年9月26日 労働省告示 67 平成30年8月13日 厚生労働省告示 303

21 第５編　労働基準 第５章　勤労者生活 労働金庫法施行令 昭和57年3月27日 政令 46 平成30年8月15日 政令 242

22 第５編　労働基準 第５章　勤労者生活 労働金庫法施行規則 昭和57年3月31日 大蔵省・労働省令 1 平成30年8月15日 内閣府・厚生労働省令 6

23 第６編　職業安定 第１章　職業安定
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施行令第二条第二項の市
町村を定める省令

平成18年3月31日 厚生労働省令 70 平成30年8月30日 厚生労働省令 110

24
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

児童福祉法施行規則 昭和23年3月31日 厚生省令 11 平成30年8月9日 厚生労働省令 107

25
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

保育分野に係る事業分野別指針 平成28年7月1日 厚生労働省告示 282 平成30年7月6日 厚生労働省告示 265

26
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

子ども・子育て支援法施行令 平成26年6月13日 政令 213 平成30年8月31日 政令 249

27
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

子ども・子育て支援法施行規則 平成26年6月9日 内閣府令 44 平成30年8月31日 内閣府令 42

28 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 昭和62年12月15日 厚生省令 50 平成30年8月7日 厚生労働省令 104

29 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 平成20年3月24日
文部科学省・厚生労働
省令

2 平成30年8月7日
文部科学省・厚生労働
省令

3

30 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第六条第
二項及び第三項に規定する文部科学大臣及び厚生
労働大臣が別に定める基準

平成20年8月18日
文部科学省・厚生労働
省告示

1 平成30年8月7日
文部科学省・厚生労働
省告示

4

31 第９編　社会・援護
第２章　障害保健福
祉

身体障害者福祉法施行規則 昭和25年4月6日 厚生省令 15 平成30年8月3日 厚生労働省令 103

32 第９編　社会・援護
第２章　障害保健福
祉

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律施行規則

平成18年2月28日 厚生労働省令 19 平成30年8月9日 厚生労働省令 107
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33 第１０編　老健 第１章　老健 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 昭和41年7月1日 厚生省令 19 平成30年8月2日 厚生労働省令 102

34 第１１編　保険 第１章　保険
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等

平成18年3月6日 厚生労働省告示 107 平成30年8月28日 厚生労働省告示 310

35 第１１編　保険 第１章　保険 使用薬剤の薬価（薬価基準） 平成20年3月5日 厚生労働省告示 60 平成30年8月28日 厚生労働省告示 310

36 第１１編　保険 第１章　保険 使用薬剤の薬価（薬価基準） 平成20年3月5日 厚生労働省告示 60 平成30年8月28日 厚生労働省告示 311

37 第１１編　保険 第１章　保険
特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基
準）

平成20年3月5日 厚生労働省告示 61 平成30年8月31日 厚生労働省告示 313

38 第１１編　保険 第１章　保険
特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基
準）

平成20年3月5日 厚生労働省告示 61 平成30年8月31日 厚生労働省告示 314

39 第１１編　保険 第１章　保険
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定
義副傷病名

平成20年3月19日 厚生労働省告示 95 平成30年8月28日 厚生労働省告示 312

40 第１１編　保険 第１章　保険
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に
要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に
基づき厚生労働大臣が別に定める者

平成24年3月19日 厚生労働省告示 140 平成30年8月28日 厚生労働省告示 312

41 第１２編　年金 第１章　年金 国民年金法施行規則 昭和35年4月23日 厚生省令 12 平成30年8月8日 厚生労働省令 105
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