
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１編　総則 第２章　総則 厚生労働省組織令 平成12年6月7日 政令 252 令和3年9月13日 政令 254

2 第１編　総則 第２章　総則 厚生労働省組織規則 平成12年8月14日
平成１３年厚生労働省
令

1 令和3年9月13日 厚生労働省令 153

3 第１編　総則 第２章　総則 独立行政法人福祉医療機構法施行令 平成15年9月3日 政令 393 令和3年9月27日 政令 272

4 第１編　総則 第２章　総則
医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬
品等

平成16年4月1日 厚生労働省告示 185 令和3年9月27日 厚生労働省告示 345

5 第１編　総則 第２章　総則 沖縄振興特別措置法施行令 平成14年3月31日 政令 102 令和3年9月24日 政令 261

6 第１編　総則 第２章　総則 沖縄振興特別措置法施行令 平成14年3月31日 政令 102 令和3年9月29日 政令 274

7 第１編　総則 第２章　総則 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務 平成12年6月8日 厚生省告示 261 令和3年9月27日 厚生労働省告示 351

8 第１編　総則 第２章　総則 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務 平成12年6月9日 厚生省告示 262 令和3年9月27日 厚生労働省告示 351

9 第１編　総則 第２章　総則 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務 平成12年6月12日 厚生省告示 265 令和3年9月27日 厚生労働省告示 351

10 第１編　総則 第２章　総則 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務 平成20年3月31日 厚生労働省告示 163 令和3年9月27日 厚生労働省告示 351

11 第２編　医政 第１章　医政

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の
規定に基づく医業、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所に関して広告すること
ができる事項

平成19年3月30日 厚生労働省告示 108 令和3年9月27日 厚生労働省告示 347

12 第２編　医政 第１章　医政
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規
定に基づき厚生労働大臣が定める方法

平成26年9月25日 厚生労働省告示 362 令和3年9月24日 厚生労働省告示 344

13 第２編　医政 第１章　医政
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基
づき厚生労働大臣が定める方法

平成27年3月31日 厚生労働省告示 194 令和3年9月24日 厚生労働省告示 344

14 第３編　健康 第１章　健康
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大
臣が指定する地域

平成16年9月15日 厚生労働省告示 340 令和3年9月29日 厚生労働省告示 355

15 第３編　健康 第１章　健康 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針 平成27年4月28日 厚生労働省告示 260 令和3年9月14日 厚生労働省告示 334

16 第３編　健康 第１章　健康 予防接種実施規則 昭和33年9月17日 厚生省令 27 令和3年9月21日 厚生労働省令 157

17 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
保等に関する法律施行規則

昭和36年2月1日 厚生省令 1 令和3年9月27日 厚生労働省令 161
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18 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 令和3年9月8日 厚生労働省令 152

19 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 令和3年9月27日 厚生労働省告示 349

20 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 令和3年9月28日 厚生労働省告示 353

21 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八項の規定により厚生労
働大臣が指定する特定保守管理医療機器

平成16年7月20日 厚生労働省告示 297 令和3年9月3日 厚生労働省告示 329

22 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 令和3年9月3日 厚生労働省告示 328

23 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 令和3年9月27日 厚生労働省告示 350

24 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品 放射性医薬品基準 平成25年3月29日 厚生労働省告示 83 令和3年9月27日 厚生労働省告示 352

25 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品 厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品 平成26年8月6日 厚生労働省告示 318 令和3年9月27日 厚生労働省告示 346

26 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
保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三
項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品

令和2年5月8日 厚生労働省告示 204 令和3年9月28日 厚生労働省告示 354

27 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行
令附則第三項の表ＰＦＯＳ又はその塩の項又はＰＦＯＡ
又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬
剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省
令

平成22年9月3日
総務省・厚生労働省・
経済産業省・国土交通
省・環境省・防衛省令

1 令和3年9月21日
総務省・厚生労働省・
経済産業省・国土交通
省・環境省・防衛省令
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28 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行
令附則第三項の表ＰＦＯＳ又はその塩の項又はＰＦＯＡ
又はその塩の項に規定する製品でＰＦＯＳ又はその塩
又はＰＦＯＡ又はその塩が使用されているものの容器、
包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環
境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき
事項

平成23年3月31日
厚生労働省・経済産業
省・環境省告示

6 令和3年9月21日
厚生労働省・経済産業
省・環境省告示

5

29 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原
料を指定する政令

平成2年8月1日 政令 238 令和3年9月8日 政令 250

30 第５編　労働基準 第１章　労働基準
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時
間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等
に関する指針

平成30年9月7日 厚生労働省告示 323 令和3年9月14日 厚生労働省告示 335

31 第５編　労働基準 第１章　労働基準
労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八
条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に
当たり用いる率

平成31年3月31日 厚生労働省告示 212 令和3年9月29日 厚生労働省告示 357

32 第５編　労働基準 第１章　労働基準 社会保険労務士法施行規則 昭和43年11月28日 厚生省・労働省令 1 令和3年9月30日 厚生労働省令 166

33 第５編　労働基準 第３章　安全衛生
労働安全衛生法第五十七条の四第一項に規定する
新規化学物質

平成20年9月26日 厚生労働省告示 460 令和3年9月27日 厚生労働省告示 348

34 第５編　労働基準 第５章　勤労者生活 中小企業退職金共済法施行規則 昭和34年9月1日 労働省令 23 令和3年9月27日 厚生労働省令 159

35 第６編　職業安定 第１章　職業安定 職業安定法施行令 昭和28年8月31日 政令 242 令和3年9月27日 政令 268

36 第６編　職業安定 第１章　職業安定
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律施行規則

平成23年7月25日 厚生労働省令 93 令和3年9月28日 厚生労働省令 162

37 第６編　職業安定 第１章　職業安定
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

昭和41年7月21日 労働省令 23 令和3年9月3日 厚生労働省令 151

38 第６編　職業安定 第１章　職業安定 雇用保険法施行規則 昭和50年3月10日 労働省令 3 令和3年9月15日 厚生労働省令 155

39 第６編　職業安定 第１章　職業安定 雇用保険法施行規則 昭和50年3月10日 労働省令 3 令和3年9月27日 厚生労働省令 160

40 第６編　職業安定 第１章　職業安定 雇用保険法施行規則 昭和50年3月10日 労働省令 3 令和3年9月30日 厚生労働省令 166

41 第６編　職業安定 第１章　職業安定 雇用保険法施行規則 昭和50年3月10日 労働省令 3 令和3年9月30日 厚生労働省令 170
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42 第６編　職業安定 第１章　職業安定
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため
の雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則

令和2年6月12日 厚生労働省令 125 令和3年9月15日 厚生労働省令 156

43 第６編　職業安定
第２章　高齢・障害
者雇用対策

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二
十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規
定する厚生労働大臣が定める研修

令和3年3月31日 厚生労働省告示 157 令和3年9月30日 厚生労働省告示 363

44
第７編　職業能力開
発

第１章　職業能力開
発

職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二
項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する
専修学校又は各種学校を定める告示

昭和54年10月4日 労働省告示 112 令和3年9月30日 厚生労働省告示 364

45
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律施行規則

平成3年10月15日 労働省令 25 令和3年9月30日 厚生労働省令 166

46
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律施行規則

平成3年10月15日 労働省令 25 令和3年9月30日 厚生労働省令 169

47
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう
にするために事業主が講ずべき措置等に関する指針

平成21年12月28日 厚生労働省告示 509 令和3年9月30日 厚生労働省告示 365

48
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう
にするために事業主が講ずべき措置等に関する指針

平成21年12月28日 厚生労働省告示 509 令和3年9月30日 厚生労働省告示 366

49
第８編　雇用均等・
児童家庭

第１章　雇用均等・
児童家庭

母子保健法施行規則 昭和40年12月28日 厚生省令 55 令和3年9月22日 厚生労働省令 158

50
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 令和3年9月27日 政令 270

51 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定め
る情報を定める省令

平成26年6月30日 厚生労働省令 72 令和3年9月30日 厚生労働省令 166

52 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 生活困窮者自立支援法施行規則 平成27年2月4日 厚生労働省令 16 令和3年9月30日 厚生労働省令 164

53 第１０編　老健 第１章　老健 介護保険法施行規則 平成11年3月31日 厚生省令 36 令和3年9月30日 厚生労働省令 167

54 第１０編　老健 第１章　老健
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律施行令

平成1年6月30日 政令 205 令和3年9月27日 政令 272

55 第１０編　老健 第１章　老健
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律施行規則

平成1年6月30日 厚生省令 34 令和3年9月30日 厚生労働省令 167
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56 第１０編　老健 第１章　老健
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補
助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める
省令

令和1年9月13日 厚生労働省令 44 令和3年9月30日 厚生労働省令 167

57 第１０編　老健 第１章　老健
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補
助業務に係る財務及び会計に関する省令

令和1年9月13日 厚生労働省令 45 令和3年9月30日 厚生労働省令 167

58 第１０編　老健 第１章　老健
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律第三十三条第三項第一号の規定に基づき
厚生労働大臣が指定する有価証券

令和1年9月13日 厚生労働省告示 114 令和3年9月29日 厚生労働省告示 356

59 第１０編　老健 第１章　老健
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律第三十三条第三項第二号の規定に基づき
厚生労働大臣が指定する金融機関

令和1年9月13日 厚生労働省告示 115 令和3年9月29日 厚生労働省告示 356

60 第１１編　保険 第１章　保険
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に
関する省令

昭和51年8月2日 厚生省令 36 令和3年9月29日 厚生労働省令 163

61 第１１編　保険 第１章　保険 基本診療料の施設基準等 平成20年3月5日 厚生労働省告示 62 令和3年9月30日 厚生労働省告示 359

62 第１１編　保険 第１章　保険
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養
並びに施設基準

平成20年3月27日 厚生労働省告示 129 令和3年9月16日 厚生労働省告示 337

63 第１１編　保険 第１章　保険
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養
並びに施設基準

平成20年3月27日 厚生労働省告示 129 令和3年9月30日 厚生労働省告示 360

64 第１１編　保険 第１章　保険 船員保険法施行令 昭和28年8月31日 政令 240 令和3年9月10日 政令 253

65 第１１編　保険 第１章　保険 国民健康保険法施行令 昭和33年12月27日 政令 362 令和3年9月10日 政令 253

66 第１１編　保険 第１章　保険 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 昭和34年3月24日 政令 41 令和3年9月10日 政令 253

67 第１１編　保険 第１章　保険
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38年3月23日 厚生省令 10 令和3年9月15日 厚生労働省令 154

68 第１１編　保険 第１章　保険
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47年3月31日 厚生省令 11 令和3年9月15日 厚生労働省令 154

69 第１１編　保険 第１章　保険
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事
業費納付金及び標準保険料率に関する省令

平成29年10月13日 厚生労働省令 111 令和3年9月15日 厚生労働省令 154

70 第１１編　保険 第１章　保険 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 平成19年10月19日 政令 318 令和3年9月27日 政令 271

71 第１２編　年金 第１章　年金
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴
う経過措置に関する政令

平成26年3月24日 政令 74 令和3年9月10日 政令 253
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72 第１２編　年金 第１章　年金

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴
う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関す
る省令

平成26年3月24日 厚生労働省令 20 令和3年9月27日 厚生労働省令 159

73 第１２編　年金 第１章　年金
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条
に規定する責任準備金相当額の算出方法

平成26年3月24日 厚生労働省告示 95 令和3年9月29日 厚生労働省告示 358

74 第１２編　年金 第１章　年金 確定給付企業年金法施行規則 平成14年3月5日 厚生労働省令 22 令和3年9月27日 厚生労働省令 159

75 第１２編　年金 第１章　年金 確定拠出年金法施行規則 平成13年7月23日 厚生労働省令 175 令和3年9月27日 厚生労働省令 159

76 第１２編　年金 第１章　年金 特別会計に関する法律施行令 平成19年3月31日 政令 124 令和3年9月10日 政令 253
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