︵略︶

正

○介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶︵抄︶

改

︵第二条関係︶

目次
保険給付

第一章〜第三章
第四章

案
目次

現

保険給付

第一章〜第三章
第四章

︵略︶
︵略︶

行

︵傍線の部分は改正部分︶

介護給付︵第四十条︱第五十一条︶

第一節・第二節
第三節

︵略︶

介護給付︵第四十条︱第五十一条の三︶

第一節・第二節
第三節

︵略︶

予防給付︵第五十二条︱第六十一条︶
第五節・第六節

︵略︶

第四節

︵略︶

第五章〜第十四章

予防給付︵第五十二条︱第六十一条の三︶

第五節・第六節
︵略︶

第四節
第五章〜第十四章

附則

︵略︶

︵略︶

附則

第七条

︵定義︶

︵略︶

２〜

この法律において﹁通所介護﹂とは︑居宅要介護者等について

︵略︶

︵定義︶
第七条
２〜

〜

︵略︶

省令で定めるもの並びに機能訓練を行うことをいう︒

伴う介護を含む︒︶その他の日常生活上の世話であって厚生労働

ターに通わせ︑当該施設において入浴及び食事の提供︵これらに

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

︑老人福祉法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める

ターに通わせ︑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世話であって厚生労働省令で定めるもの及び
︵略︶

機能訓練を行うことをいう︒
〜

︵略︶

３

２

︵略︶

市町村は︑第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業

︵略︶

︵不正利得の徴収等︶

市町村は︑第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業

第二十二条

12

︵略︶

︵不正利得の徴収等︶

26

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

11

26

第二十二条
２
３

10

︑老人福祉法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める

この法律において﹁通所介護﹂とは︑居宅要介護者等について

10

11
12

きは︑当該指定居宅サービス事業者等に対し︑その支払った額に

項において準用する場合を含む︒︶の規定による支払を受けたと

四十八条第四項又は第五十一条の二第四項︵第六十一条の二第四

第四項︵第五十八条第四項において準用する場合を含む︒︶︑第

第五十三条第四項において準用する場合を含む︒︶︑第四十六条

という︒︶が︑偽りその他不正の行為により第四十一条第六項︵

護保険施設︵以下この項において﹁指定居宅サービス事業者等﹂

者︑第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介

ことができる︒

か︑その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせる

宅サービス事業者等に対し︑その支払った額につき返還させるほ

第四十八条第五項の規定による支払を受けたときは︑当該指定居

第四項︵第五十八条第四項において準用する場合を含む︒︶又は

第五十三条第四項において準用する場合を含む︒︶︑第四十六条

という︒︶が︑偽りその他不正の行為により第四十一条第六項︵

護保険施設︵以下この項において﹁指定居宅サービス事業者等﹂

者︑第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者又は介

介護給付は︑次に掲げる保険給付とする︒
︵略︶

︵居宅介護サービス費の支給︶

一〜九

第四十条

︵介護給付の種類︶

つき返還させるほか︑その返還させる額に百分の四十を乗じて得
た額を支払わせることができる︒

介護給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

︵介護給付の種類︶
第四十条
︵略︶
特例特定入所者介護サービス費の支給

特定入所者介護サービス費の支給

一〜九
十
十一
︵居宅介護サービス費の支給︶

用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所生活介護︑短

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

ビス︵以下﹁指定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当

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

する者︵以下﹁指定居宅サービス事業者﹂という︒︶から当該指

以下﹁居宅要介護被保険者﹂という︒︶が︑都道府県知事が指定

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︵

期入所療養介護︑認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者

用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所生活介護︑短

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

ビス︵以下﹁指定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当

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

する者︵以下﹁指定居宅サービス事業者﹂という︒︶から当該指

以下﹁居宅要介護被保険者﹂という︒︶が︑都道府県知事が指定

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︵

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者︵以下﹁要介

期入所療養介護︑認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者

生活介護に要した費用については︑日常生活に要する費用として

第四十一条

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

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︒︶

市町村は︑要介護認定を受けた被保険者︵以下﹁要介

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

について︑居宅介護サービス費を支給する︒ただし︑当該居宅要

第四十一条

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 ︑

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

居宅介護サービス費を支給する︒ただし︑当該居宅要介護被保険

たときは︑この限りでない︒

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

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

︵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

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

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

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

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

び福祉用具貸与

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︒︶

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︑日常

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

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

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

び福祉用具貸与

４

２・３

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

２・３
４

訪問介護︑訪問入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーショ

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

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

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

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

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

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

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居

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

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

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居

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
する額

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

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︵

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

種類ごとに︑要介護状態区分︑当該居宅サービスの種類に係る

活介護及び特定施設入所者生活介護

︒︶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

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

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︵

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

種類ごとに︑要介護状態区分︑当該居宅サービスの種類に係る

活介護及び特定施設入所者生活介護

短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症対応型共同生

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

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

短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症対応型共同生

する︒︶の百分の九十に相当する額
二

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

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

訪問介護︑訪問入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーショ

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

二

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

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

これらの居宅サービスの

︵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

額とする︒︶の百分の九十に相当する額

これらの居宅サービスの

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

５〜

２

︒︶の百分の九十に相当する額
︵略︶

︵略︶

５〜

︵略︶

︵略︶

︵特例居宅介護サービス費の支給︶
第四十二条

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

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

対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに

ビリテーション︑短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準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

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

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

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

相当するサービスに要した費用については︑日常生活に要する費

対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに

ビリテーション︑短期入所生活介護︑短期入所療養介護︑認知症

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準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

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

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

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

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

２

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

町村が定める︒

る︒
︵施設介護サービス費の支給︶

︵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

該要介護被保険者に対し︑当該指定施設サービス等に要した費用

ス︵以下﹁指定施設サービス等﹂という︒︶を受けたときは︑当

︒以下こ の条において 同じ︒︶について ︑施設介護サービス費を

︵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

該要介護被保険者に対し︑当該指定施設サービス等に要した費用

ス︵以下﹁指定施設サービス等﹂という︒︶を受けたときは︑当

市町村は︑要介護被保険者が︑次に掲げる施設サービ

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

支給する︒ただし︑当該要介護被保険者が︑第三十七条第一項の

第四十八条

条において同じ︒︶について ︑施設介護サービス費を支給する︒

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

︵略︶

施設介護サービス費の額は︑第一号に規定する額及び第二号に

一〜三

ただし︑当該要介護被保険者が︑第三十七条第一項の規定による

︵略︶

サービスを受けたときは︑この限りでない︒
一〜三

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

２

以外の施設サービスを受けたときは︑この限りでない︒

市町村は︑要介護被保険者が︑次に掲げる施設サービ

︵施設介護サービス費の支給︶

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

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

12

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施設

第四十八条

２

第四十二条

︵特例居宅介護サービス費の支給︶

12

３

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
一

規定する額の合計額とする︒

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

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

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

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

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

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

食事の提供を除く︒︶に要する平均的な費用︵日常生活に要す

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︵

ビスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所

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

を行う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

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

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

厚生労働大臣は︑標準負担額を定めた後に食費の状況その他の

︒以下﹁標準負担額﹂という︒︶を控除した額

令で定める者については︑厚生労働大臣が別に定める額とする

が定める額︵所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省

ら︑平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣

るときは︑当該現に食事の提供に要した費用の額とする︒︶か

用の額︵その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超え

用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

前号の介護保険施設における食事の提供に要する平均的な費

︶の百分の九十に相当する額

設サービス等に要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当す

二

きは︑当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする︒

３

事情が著しく変動したときは︑速やかにその額を改定しなければ
ならない︒

厚生労働大臣は︑第二項各号の基準を定めようとするときは︑
︵略︶

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︒
５・６

４

る額とする︒

厚生労働大臣は︑前項の基準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︒
︵略︶

二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基

たときは︑第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第

る基準︵指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る

条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関す

たときは︑第二項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八

市町村は︑介護保険施設から施設介護サービス費の請求があっ

準︵指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る︒︶

︒︶︑第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び

７

︑第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営

運営に関する基準︵介護保健施設サービスの取扱いに関する部分

市町村は︑介護保険施設から施設介護サービス費の請求があっ

４・５
６

に関する基準︵介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限

に関する部分に限る︒︶に照らして審査した上︑支払うものとす

設備及び運営に関する基準︵指定介護療養施設サービスの取扱い

る︒︶又は第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の

扱いに関する部分に限る︒︶に照らして審査した上︑支払うもの

設の設備及び運営に関する基準︵指定介護療養施設サービスの取

に限る︒︶又は第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施

︵略︶

第四十九条

︵略︶

︵特例施設介護サービス費の支給︶

８・９

とする︒
︵略︶

る︒
７・８
︵特例施設介護サービス費の支給︶
︵略︶

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

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︵

要した費用︵日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める

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

供を除く︒︶について 前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める

特例施設介護サービス費の額は︑当該施設サービス︵食事の提

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

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

２

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

した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額及び当該食事

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

第四十九条
２

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

の提供について同項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算

︵居宅介護サービス費等の額の特例︶

︶から標準負担額を控除した額を基準として︑市町村が定める︒

を超えるときは︑当該現に食事の提供に要した費用の額とする︒

定した費用の額︵その額が現に当該食事の提供に要した費用の額

当する額を基準として︑市町村が定める︒

︵居宅介護サービス費等の額の特例︶

含む︒︶若しくは施設サービス︑特定福祉用具の購入又は住宅改

情があることにより︑居宅サービス︵これに相当するサービスを

修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保

含む︒︶若しくは施設サービス︑特定福祉用具の購入又は住宅改

情があることにより︑居宅サービス︵これに相当するサービスを

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保

険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定め

第五十条

険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定め

る規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十

市町村が︑災害その他の厚生労働省令で定める特別の事

る規定を適用する場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十

﹂とあるのは︑﹁百分の九十を超え百分の百以下の範囲内におい

第五十条

﹂とあるのは︑﹁百分の九十を超え百分の百以下の範囲内におい

︵略︶
施設介護サービス費の支給

一・二
三

第四十八条第二項第一号

て市町村が定めた割合﹂とする︒
第四十八条第二項

て市町村が定めた割合﹂とする︒
︵略︶
施設介護サービス費の支給

一・二
三

四〜六
第五十一条

︵略︶
︵略︶

︵特定入所者介護サービス費の支給︶
市町村は︑要介護被保険者のうち所得の状況その

四

三

二

一

短期入所療養介護

短期入所生活介護

指定介護療養施設サービス

介護保健施設サービス

指定介護福祉施設サービス

特定入所者介護サービス費の額は︑第一号に規定する額及び第

五

ときは︑この限りでない︒

において ︑当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けた

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

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

及び居住又は滞在︵以下﹁居住等﹂という︒︶に要した費用につ

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

保険施設又は指定居宅サービス事業者︵以下この条において﹁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

︑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

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

指定施設サービス等又は指定居宅サービス︵以下この条及び次条

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

第五十一条の二

２

特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費

二号に規定する額の合計額とする︒
一

用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額︵その額が現
に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは︑当該現に
食事の提供に要した費用の額とする︒以下この条及び次条第二
項において﹁食費の基準費用額﹂という︒︶から︑平均的な家

四〜六
第五十一条

︵略︶
︵略︶

３

４

５
６

二

計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事
情を勘案して厚生労働大臣が定める額︵以下この条及び次条第
二項において﹁食費の負担限度額﹂という︒︶を控除した額
特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の
額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定め
る費用の額︵その額が現に当該居住等に要した費用の額を超え
るときは︑当該現に居住等に要した費用の額とする︒以下この
条及び次条第二項において﹁居住費の基準費用額﹂という︒︶
から︑特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労
働大臣が定める額︵以下この条及び次条第二項において﹁居住
費の負担限度額﹂という︒︶を控除した額
厚生労働大臣は︑食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額
又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後
に︑特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居
住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは︑
速やかにそれらの額を改定しなければならない︒
特定入所者が︑特定介護保険施設等から特定介護サービスを受
けたときは︑市町村は︑当該特定入所者が当該特定介護保険施設
等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用
について ︑特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対
し支給すべき額の限度において︑当該特定入所者に代わり︑当該
特定介護保険施設等に支払うことができる︒
前項の規定による支払があったときは︑特定入所者に対し特定
入所者介護サービス費の支給があったものとみなす︒
市町村は︑第一項の規定にかかわらず︑特定入所者が特定介護
保険施設等に対し︑食事の提供に要する費用又は居住等に要する
費用として︑食費の基準費用額又は居住費の基準費用額︵前項の
規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみな
された特定入所者にあっては︑食費の負担限度額又は居住費の負
担限度額︶を超える金額を支払った場合には︑特定入所者介護サ

７

８

９

ービス費を支給しない︒
市町村は︑特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費
の請求があったときは︑第一項︑第二項及び前項の定めに照らし
て審査の上︑支払うものとする︒
第四十一条第三項︑第十項及び第十一項の規定は特定入所者介
護サービス費の支給について ︑同条第八項の規定は特定介護保険
施設等について準用する︒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︒
前各項に規定するもののほか︑特定入所者介護サービス費の支
給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に
関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑特定入所者に対

︵特例特定入所者介護サービス費の支給︶

二

一

特例特定入所者介護サービス費の額は︑当該食事の提供に要し

その他政令で定めるとき︒

において︑必要があると認めるとき︒

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

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

し︑特例特定入所者介護サービス費を支給する︒

第五十一条の三

２

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
た額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額か
ら居住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︒
予防給付

第四節

予防給付

︵略︶

予防給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

第四節

一〜七

第五十二条

︵予防給付の種類︶
予防給付は︑次に掲げる保険給付とする︒

︵予防給付の種類︶
第五十二条

︵略︶
特定入所者支援サービス費の支給

一〜七
八

九

特例特定入所者支援サービス費の支給

︵居宅支援サービス費の支給︶

︵居宅支援サービス費の支給︶

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

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

生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要し

スに要した費用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所

たときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑当該指定居宅サービ

対応型共同生活介護を除く︒以下こ の節において 同じ︒︶を受け

︒︶が︑指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス︵認知症

おいて日常生活を営むもの︵以下﹁居宅要支援被保険者﹂という

ービス費を支給する︒ただし︑当該居宅要支援被保険者が︑第三

定める費用を除く︒次項において 同じ︒︶について︑居宅支援サ

た費用については︑日常生活に要する費用として厚生労働省令で

生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要し

スに要した費用︵通所介護︑通所リハビリテーション︑短期入所

たときは︑当該居宅要支援被保険者に対し︑当該指定居宅サービ

対応型共同生活介護を除く︒以下この節において同じ︒︶を受け

︒︶が︑指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス︵認知症

おいて 日常生活を営むもの︵以下﹁居宅要支援被保険者﹂という

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者のうち居宅に

を除く︒次項において同じ︒︶について︑居宅支援サービス費を

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

第五十三条

支給する︒ただし︑当該居宅要支援被保険者が︑第三十七条第一

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

市町村は︑要支援認定を受けた被保険者のうち居宅に

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

居宅支援サービス費の額は︑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︒

訪問介護︑訪問入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーショ

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

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

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

び福祉用具貸与

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︑日常

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

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

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

び福祉用具貸与

一

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

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︒︶

２

ない︒

居宅支援サービス費の額は︑次の各号に掲げる居宅サービスの

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︒

第五十三条

２

訪問介護︑訪問入浴介護︑訪問看護︑訪問リハビリテーショ

区分に応じ︑当該各号に定める額とする︒
一

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

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

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

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

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

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

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

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

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居

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

する︒︶の百分の九十に相当する額

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居

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

二

する額

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

活介護

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

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

活介護

短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生

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︵日常生活に要する費用として厚生労働省令で定

二

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

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

短期入所生活介護︑短期入所療養介護及び特定施設入所者生

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

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

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居宅サービ

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

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

これらの居宅サービスの種類ごとに︑当該居宅サービ

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

に要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額
︵略︶

第五十四条

︵略︶

︵特例居宅支援サービス費の支給︶

３・４

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
︵略︶

費用の額とする︒︶の百分の九十に相当する額
３・４
︵特例居宅支援サービス費の支給︶
︵略︶

施設入所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

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

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準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

相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定め

用については︑日常生活に要する費用として厚生労 働省令で 定め

施設入所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

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

又はこれに相当するサービスに要した費用︵通所介護︑通所リハ

る基準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

相当するサービスについて 前条第二項各号の厚生労 働大臣が定め

特例居宅支援サービス費の額は︑当該居宅サービス又はこれに

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

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

２

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

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

特例居宅支援サービス費の額は︑当該居宅サービス又はこれに

第五十四条
２

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

︵略︶

九十に相当する額を基準として ︑市町村が定める︒

第六十一条

当するサービスに要した費用の額とする︒︶の百分の九十に相当

︵略︶

する額を基準として ︑市町村が定める︒
第六十一条

︵特定入所者支援サービス費の支給︶

市町村は︑居宅要支援被保険者のうち所得の状況

一
短期入所療養介護

短期入所生活介護
特定入所者支援サービス費の額は︑第一号に規定する額及び第

二

きは︑この限りでない︒

おいて︑当該指定に係る種類以外の特定居宅サービスを受けたと

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

て︑特定入所者支援サービス費を支給する︒ただし︑当該特定入

︶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

業者︵以下この条において﹁特定居宅サービス事業者﹂という︒

う︒︶に対し︑当該特定居宅サービスを行う指定居宅サービス事

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

定居宅サービス﹂という︒︶を受けたときは︑当該居宅要支援被

げる指定居宅サービス︵以下こ の条及び次条第一項において﹁特

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

第六十一条の二

２

額
特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用

条第二項において﹁食費の負担限度額﹂という︒︶を控除した

の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額︵以下この条及び次

な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他

第二項において﹁食費の基準費用額﹂という︒︶から︑平均的

現に食事の提供に要した費用の額とする︒以下この条及び次条

が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは︑当該

な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額︵その額

特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的

二号に規定する額の合計額とする︒
一

二

の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が
定める費用の額︵その額が現に当該滞在に要した費用の額を超
えるときは︑当該現に滞在に要した費用の額とする︒以下この
条及び次条第二項において﹁滞在費の基準費用額﹂という︒︶

３

４

から︑特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労
働大臣が定める額︵以下この条及び次条第二項において﹁滞在
費の負担限度額﹂という︒︶を控除した額
厚生労働大臣は︑食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額
又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後
に︑特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する費用又
は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは
︑速やかにそれらの額を改定しなければならない︒
第五十一条の二第四項から第九項までの規定は︑特定入所者支
援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者について準用す
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︒

市町村は︑次に掲げる場合には︑特定入所者に対

︵特例特定入所者支援サービス費の支給︶

二

一

特例特定入所者支援サービス費の額は︑当該食事の提供に要し

その他政令で定めるとき︒

において︑必要があると認めるとき︒

その他やむを得ない理由により特定居宅サービスを受けた場合

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

し︑特例特定入所者支援サービス費を支給する︒

第六十一条の三

２

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︒
︵保険料滞納者に係る支払方法の変更︶

市町村は︑保険料を滞納して いる第一号被保険者であ

︵保険料滞納者に係る支払方法の変更︶
第六十六条

る要介護被保険者等︵原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

市町村は︑保険料を滞納している第一号被保険者であ

る要介護被保険者等︵原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

︵平成六年法律第百十七号︶による一般疾病医療費の支給その他

第六十六条

︵平成六年法律第百十七号︶による一般疾病医療費の支給その他

条の二第四項︵第六十一条の二第四項において準用する場合を含

おいて準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十一

用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項に

被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において準

り︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当該

情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところによ

は︑当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事

期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において

のを除く︒︶が︑当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める

厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるも

用しない旨の記載︵以下この条及び次条第三項において﹁支払方

おいて準用する場合を含む ︒︶及び第四十八条第五項の規定を適

用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項に

被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において 準

り︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当該

情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところによ

は︑当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事

期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において

のを除く︒︶が︑当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める

厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるも

︵略︶

法変更の記載﹂という︒︶をするものとする︒
２・３

む︒︶の規定を適用しない旨の記載︵以下この条及び次条第三項
において﹁支払方法変更の記載﹂という︒︶をするものとする︒
︵略︶

画費の支給︑施設介護サービス費の支給並びに特定入所者介護サ

の支給︑居宅介護サービス計画費の支給及び居宅支援サービス計

ビス等に係る居宅介護サービス費の支給及び居宅支援サービス費

に受けた指定居宅サービス︑指定居宅介護支援及び指定施設サー

介護被保険者等が︑当該支払方法の変更の記載がなされている間

一条第六項︵第五十三条第四項において準用する場合を含む︒︶

画費の支給並びに施設介護サービス費の支給については︑第四十

の支給︑居宅介護サービス計画費の支給及び居宅支援サービス計

ビス等に係る居宅介護サービス費の支給及び居宅支援サービス費

に受けた指定居宅サービス︑指定居宅介護支援及び指定施設サー

介護被保険者等が︑当該支払方法の変更の記載がなされている間

第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要

ービス費の支給及び特定入所者支援サービス費の支給については

︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項において準用する場合を

４

︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において 準用する場合を

含む︒︶及び第四十八条第五項の規定は適用しない︒

第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要

２・３
４

含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項において準用す
る場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項
︵第六十一条の二第四項において準用する場合を含む ︒︶の規定

︵医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保

は適用しない︒
︵医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保

市町村は︑保険給付を受けることができる第二号被保

険者である要介護被保険者等について ︑医療保険各法の定めると

第六十八条

険給付の一時差止︶
市町村は︑保険給付を受けることができる第二号被保

険給付の一時差止︶
第六十八条

険者である要介護被保険者等について︑医療保険各法の定めると

含む︒︶の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の

一条の二第四項︵第六十一条の二第四項において 準用する場合を

において準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第四項及び第五十

準用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項

該被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において

より︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当

事情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところに

医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の

て﹁未納医療保険料等﹂という︒︶がある場合においては︑未納

払込期限までに納付しなかったもの︵以下この項及び次項におい

よる国民健康保険税を含む︒︶又は掛金であってその納期限又は

保険料︵地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶の規定に

ころにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う

︶をすることができる︒

旨の記載︵以下この条において﹁保険給付差止の記載﹂という︒

適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める

において準用する場合を含む︒︶及び第四十八条第五項の規定を

準用する場合を含む︒︶︑第四十六条第四項︵第五十八条第四項

該被保険者証に︑第四十一条第六項︵第五十三条第四項において

より︑当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め︑当

事情があると認める場合を除き︑厚生労働省令で定めるところに

医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の

て﹁未納医療保険料等﹂という︒︶がある場合においては︑未納

払込期限までに納付しなかったもの︵以下この項及び次項におい

よる国民健康保険税を含む︒︶又は掛金であってその納期限又は

保険料︵地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶の規定に

ころにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う

︵略︶

︵保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例︶

２〜５

支払を差し止める旨の記載︵以下こ の条において﹁保険給付差止
︵略︶

の記載﹂という︒︶をすることができる︒
２〜５

︵保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例︶

めるところにより算定された期間をいう︒以下この項において同

を徴収する権利が時効によって消滅して いる期間につき政令で定

保険者等について保険料徴収権消滅期間︵当該期間に係る保険料

た場合において︑当該認定に係る第一号被保険者である要介護被

支援更新認定︵以下この項において単に﹁認定﹂という︒︶をし

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定又は要

第二項において準用する第二十七条第十項若しくは第三十条第一

じ︒︶があるときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該

めるところにより算定された期間をいう︒以下こ の項において 同

を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定

保険者等について保険料徴収権消滅期間︵当該期間に係る保険料

た場合において︑当該認定に係る第一号被保険者である要介護被

支援更新認定︵以下この項において単に﹁認定﹂という︒︶をし

項の規定による要介護状態区分の変更の認定︑要支援認定又は要

第二項において準用する第二十七条第十項若しくは第三十条第一

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

じ︒︶があるときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該

要介護被保険者等の被保険者証に︑当該認定に係る第二十七条第

第六十九条

要介護被保険者等の被保険者証に︑当該認定に係る第二十七条第

十項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用

市町村は︑要介護認定︑要介護更新認定︑第二十九条

十項後段︵第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用

する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しくは第三十五条第

第六十九条

する場合を含む︒︶︑第三十条第一項後段若しくは第三十五条第

で定めるところにより︑保険料徴収権消滅期間に応じて定める期

行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間︵市町村が︑政令

所者支援サービス費及び特例特定入所者支援サービス費の支給を

入所者介護サービス費︑特例特定入所者介護サービス費︑特定入

びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費並びに特定

定入所者支援サービス費の支給を除く︒︶の額の減額を行う旨並

サービス費の支給︑特定入所者支援サービス費の支給及び特例特

給並びに特定入所者介護サービス費の支給︑特例特定入所者介護

給︑高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支

支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支

ービス計画費の支給︑特例居宅介護サービス計画費の支給︑居宅

第六項後段の規定による記載に併せて ︑介護給付等︵居宅介護サ

準用する場合を含む︒︶若しくは第三十五条第二項後段若しくは

四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条第四項において

の事情があると認めるときは︑この限りでない︒

当該要介護被保険者等について︑災害その他の政令で定める特別

﹁給付額減額等の記載﹂という︒︶をするものとする︒ただし︑

いて﹁給付額減額期間﹂という︒︶の記載︵以下この条において

険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう︒以下この条にお

措置がとられる期間︵市町村が︑政令で定めるところにより︑保

及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの

の支給を除く︒︶の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費

給並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費

支援サービス計画費の支給及び特例居宅支援サービス計画費の支

ービス計画費の支給︑特例居宅介護サービス計画費の支給︑居宅

第六項後段の規定による記載に併せて︑介護給付等︵居宅介護サ

準用する場合を含む︒︶若しくは第三十五条第二項後段若しくは

四項後段又は第三十二条第六項後段︵第三十三条第四項において

間をいう︒以下この条において﹁給付額減額期間﹂という︒︶の
記載︵以下この条において﹁給付額減額等の記載﹂という︒︶を
するものとする︒ただし︑当該要介護被保険者等について︑災害
その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは︑この限
︵略︶

りでない︒
２

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

︵略︶
者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス︵これ

２

付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス︵これ

に相当するサービスを含む︒次項において同じ︒︶及び施設サー

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

に相当するサービスを含む︒次項において同じ︒︶及び施設サー

ビス︑購入した特定福祉用具並びに行った住宅改修に係る次の各

３

ビス︑購入した特定福祉用具並びに行った住宅改修に係る次の各

号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する

場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁

３

場合においては︑これらの規定中﹁百分の九十﹂とあるのは︑﹁

︵略︶
施設介護サービス費の支給

一・二
三

第四十八条第二項第一号

百分の七十﹂とする︒
第四十八条第二項

百分の七十﹂とする︒
︵略︶
施設介護サービス費の支給

一・二
三

４

四〜十

︵略︶

四〜十

︵略︶

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

者等が︑当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給

付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設

４

付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス及び施設

サービスに要する費用については︑第五十一条第一項及び第六十

第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険

サービスに要する費用については︑第五十一条第一項︑第五十一

一条第一項の規定は︑適用しない︒

国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

連合会は︑国民健康保険法の規定による業務のほか

︵連合会の業務︶
第百七十六条

︑次に掲げる業務を行う︒

おいて 準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第七項︑第五十一

三条第四項において 準用する場合を含む ︒︶の規定により市町

おいて準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第八項及び第五十

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条第四項に

条の二第八項︵第六十一条の二第四項において準用する場合を

村から委託を受けて行う居宅介護サービス費︑居宅介護サービ

一

含む︒︶及び第五十三条第四項において準用する場合を含む︒

ス計画費︑施設介護サービス費︑居宅支援サービス費及び居宅

︵略︶

︵略︶

︶の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス
者介護サービス費︑居宅支援サービス費︑居宅支援サービス計
画費及び特定入所者支援サービス費の請求に関する審査及び支
払
︵略︶
︵略︶

二

支援サービス計画費の請求に関する審査及び支払

２

費︑居宅介護サービス計画費︑施設介護サービス費︑特定入所

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条第四項に

第十章

条の二第一項︑第五十一条の三第一項︑第六十一条第一項︑第六
十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は︑適用しな
い︒

市町村は︑普通徴収の方法によって徴収する保

︵保険料の収納の委託︶
第百四十四条の二

険料の収納の事務については︑収入の確保及び第一号被保険者の
便益の増進に寄与すると認める場合に限り︑政令で定めるところ

国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

により︑私人に委託することができる︒
第十章

連合会は︑国民健康保険法の規定による業務のほか

︵連合会の業務︶

二

一

︑次に掲げる業務を行う︒

第百七十六条

２

第十一章

介護給付費審査委員会

︵給付費審査委員会︶

第十一章

介護給付費審査委員会

︵給付費審査委員会︶

第四項において準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第七項︑第

第五十三条第四項において 準用する場合を含む ︒︶の規定による

第四項において準用する場合を含む︒︶︑第四十八条第八項及び

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条

五十一条の二第八項︵第六十一条の二第四項において準用する場

委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため︑連合会に︑介

第百七十九条

合を含む︒︶及び第五十三条第四項において準用する場合を含む

護給付費審査委員会︵以下﹁給付費審査委員会﹂という︒︶を置

第四十一条第十項︵第四十六条第七項︵第五十八条

︒︶の規定による委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うた

く︒

第百七十九条

め︑連合会に︑介護給付費審査委員会︵以下﹁給付費審査委員会
﹂という︒︶を置く︒

