
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 独立行政法人国立病院機構法施行令 平成15年12月12日 政令 516 令和4年10月28日 政令 335

2 第１編　総則 第２章　総則
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
人に関する法律施行令

平成22年3月25日 政令 41 令和4年10月28日 政令 335

3 第２編　医政 第１章　医政 医療法施行規則 昭和23年11月5日 厚生省令 50 令和4年10月27日 厚生労働省令 152

4 第２編　医政 第１章　医政 医師法施行規則 昭和23年10月27日 厚生省令 47 令和4年10月4日 厚生労働省令 145

5 第２編　医政 第１章　医政 歯科医師法施行規則 昭和23年10月27日 厚生省令 48 令和4年10月4日 厚生労働省令 145

6 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4年10月11日 厚生労働省告示 313

7 第３編　健康 第１章　健康 予防接種法施行規則 昭和23年8月10日 厚生省令 36 令和4年10月13日 厚生労働省令 147

8 第３編　健康 第１章　健康 予防接種法施行規則 昭和23年8月10日 厚生省令 36 令和4年10月24日 厚生労働省令 150

9 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4年10月13日 厚生労働省令 147

10 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4年10月21日 厚生労働省令 149

11 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四十三条第一項の規定に基づき
検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬
品等

昭和38年6月24日 厚生省告示 279 令和4年10月6日 厚生労働省告示 312

12 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4年10月11日 厚生労働省告示 315

13 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4年10月11日 厚生労働省告示 314

14 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条第五項第三号の規定に基づ
き厚生労働大臣が指定する要指導医薬品

平成26年6月6日 厚生労働省告示 255 令和4年10月31日 厚生労働省告示 322
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15 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第二百十六条の二第一
項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及
び期間

平成26年9月26日 厚生労働省告示 367 令和4年10月31日 厚生労働省告示 323

16 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別表第四の二の規定によ
り厚生労働大臣が指定する医療機器

令和3年2月15日 厚生労働省告示 44 令和4年10月11日 厚生労働省告示 316

17 第４編　医薬食品 第１章　医薬食品 薬剤師法施行規則 昭和36年2月1日 厚生省令 5 令和4年10月4日 厚生労働省令 145

18 第４編　医薬食品 第２章　食品安全 食品衛生法施行規則 昭和23年7月13日 厚生省令 23 令和4年10月26日 厚生労働省令 151

19 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 令和4年10月26日 厚生労働省告示 318

20 第４編　医薬食品 第２章　食品安全
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を
損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生
労働大臣が定める物質

平成17年11月29日 厚生労働省告示 498 令和4年10月26日 厚生労働省告示 319

21 第５編　労働基準 第３章　安全衛生
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
規則

昭和48年3月24日 労働省令 3 令和4年10月18日 厚生労働省令 148

22 第５編　労働基準 第３章　安全衛生
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
規程

昭和48年6月8日 労働省告示 37 令和4年10月20日 厚生労働省告示 317

23 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 令和4年10月31日 内閣府・厚生労働省令 10

24 第５編　労働基準 第５章　勤労者生活

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行
法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働
金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本
の充実の状況が適当であるかどうかを判断するため
の基準

平成18年4月12日
厚生労働省・金融庁告
示

7 令和4年10月31日
厚生労働省・金融庁告
示

1

25 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 社会福祉法施行規則 昭和26年6月21日 厚生省令 28 令和4年10月12日 厚生労働省令 146

26 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 消費生活協同組合法施行規則 昭和23年9月30日
農林省・大蔵省・厚生
省・法務庁令

1 令和4年10月27日 厚生労働省令 152

27 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 昭和38年4月10日 政令 125 令和4年10月13日 政令 329

28 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 昭和40年6月1日 政令 183 令和4年10月13日 政令 329

29 第９編　社会・援護 第１章　社会・援護 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 昭和41年7月1日 政令 227 令和4年10月13日 政令 329
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30 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4年10月31日 厚生労働省告示 321
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