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○
○

改正前の独 立行政法人年金 ・健康保険福祉施設整理 機構法（平成十七 年法律第七十一号）（ 抄）
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119

○

国 民健康保険法（昭和三 十三年法律第百九 十二号）（抄）

この法律は、国 民健康保険事業の健全 な運営を確保し、 もつて社会保障及び国 民保健の向上に寄 与することを目的とす る。

（この法律の目 的）
第一条
（保険者）
（略）

国 民健康保険組合は 、この法律の定めると ころにより、国民健康 保険を行うことが できる。

第三条
２
（適用除外）
一

船員保 険法（昭和十四年法律 第七十三号）の規 定による被保険者

健康保険法（大正十一 年法律第七十号） の規定による被保険者 。ただし、同法第三条第 二項の規定による 日雇特例被保険者を除 く。

（略）

二

国家公務員 共済組合法（昭和三十三 年法律第百二十 八号）又は地方公務員等 共済組合法（昭和三十 七年法律第百五十 二号）に基づく

第六条

三

六

五

四

健康保険法第百二十 六条の規定により日 雇特例被保険者手帳の 交付を受け、その 手帳に健康保険印紙をは り付けるべき余白がな くな

船員保険法、国 家公務員共済組合法 （他の法律において準 用する場合を含む 。）又は地方公務員等 共済組合法の規定によ る被扶養者

健康保険 法の規定による被扶 養者。ただし、同法第 三条第二項の規定 による日雇特例被保険 者の同法の規定による被 扶養者を除く。

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 規定による私立学校教職 員共済制度の加入者

共 済組合の組合員

七

るに至る までの間にある者及び 同法の規定による その者の被扶養者。た だし、同法第三条 第二項ただし書の規定 による承認を受けて同

項の規定によ る日雇特例被保険者と ならない期間内に ある者及び同法第百二十 六条第三項の規 定により当該日雇特例被 保険者手帳を返
八

生活保 護法（昭和二十五年法 律第百四十四号）に よる保護を受けてい る世帯（その保護を停 止されている世帯 を除く。）に属する者

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 ）の規定による被保険者

納した者並びに同法 の規定によるその者の 被扶養者を除く。
九

国民健康保 険組合の被保険者
その他特別の理 由がある者で厚生労働 省令で定めるもの

十
十一
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（略）

（届出等）
第九条
（略）

市 町村は、前項に規定す る厚生労働省令で定める 期間が経過しな い場合においても、同項 に規定する世帯主 に対し被保険者証の返 還を

２・３
４

前二項の規定 により被保険者証の返還 を求められた世帯主は 、市町村に当該被 保険者証を返還しなけ ればならない。

求めること ができる。ただし、同 項に規定する政令で定 める特別の事情が あると認められるとき は、この限りでない 。
５

前 項の規定により世 帯主が被保険者証を返 還したときは、市町村 は、当該世帯主に 対し、その世帯に属する 被保険者（原爆 一般疾病医

療費の支給 等を受けること ができる者及び十八歳に 達する日以後の最初の 三月三十一日まで の間にある者を除く。 ）に係る被保険者 資格

証明書（その世 帯に属する被保険 者の一部が原爆一般疾 病医療費の支給等を受け ることができる 者又は十八歳に達する日 以後の最初の三

月三十一日までの間に ある者であるとき は当該被保険者資格証 明書及びそれらの者に 係る被保険者証（ 十八歳に達する日以後 の最初の三

月三 十一日までの間にある 者（原爆一般疾病 医療費の支給等を受け ることができる者を除く 。）にあつては、 有効期間を六月とする 被保

険者証。以 下この項において同じ 。）、その世帯に 属するすべての被保険 者が原爆一般疾病医療 費の支給等を受け ることができる者又は

十八歳に達する 日以後の最初の三月三十 一日までの間に ある者であるときはそれ らの者に係る被保険者 証）を交付する。

市町村は、被保険者 資格証明書の交付を受 けている世帯主が 滞納している保険料を 完納したとき又はその 者に係る滞納額の 著しい減少

、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、当 該世帯主に対し、その世 帯に属するすべての被 保険者に係る被保 険者
証を交付する 。

世帯主が被保険 者資格証明書の交付を 受けている場合におい て、その世帯に属 する被保険者が原爆一 般疾病医療費の支給 等を受けるこ

とが できる者となつたと きは、市町村は、当 該世帯主に対し、当該 被保険者に係る被 保険者証を交付する。

世帯主は 、その世帯に属す る被保険者がその資格 を喪失したときは、厚 生労働省令の定め るところにより、速や かに、市町村にその 旨
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６

７

８
９

を届け出るとと もに、当該被保険者 に係る被保険者証又 は被保険者資格証明書を 返還しなければ ならない。
（略）

市 町村は、前項の規定に より被保険者証又は被 保険者資格証明書 の有効期間を定める場合 （被保険者証につ き特別の有効期間を定 める

第 十項の規定による 厚生労働大臣の通知の 権限に係る事務は、日 本年金機構に行わ せるものとする。

以後の最初の三 月三十一日までの間にあ る者その他厚生労 働省令で定める者を除 く。）について同一の 有効期間を定めな ければならない。

場合を含む 。）には、同一の世帯 に属するすべての被 保険者（同項ただし 書に規定する場合にお ける当該世帯に属 する十八歳に達する日

11 10
12

国 民年金法第百九条の四 第三項、第四項、 第六項及び第七項の規 定は、前項の通知の権 限について準用する 。この場合において、 必要

な技術的読 替えは、政令で定める 。

住民基本台帳 法（昭和四十二年法律第 八十一号）第二 十二条から第二十四条ま で、第二十五条、第 三十条の四十六又は 第三十条の四十

七の規定による届出が あつたとき（当該届出 に係る書面に同法 第二十八条の規定によ る付記がされたとき に限る。）は、その 届出と同一
の事 由に基づく第一項又は 第九項の規定による届出 があつたものと みなす。

前各項に 規定するもののほか、 被保険者に関する届出 並びに被保険者証 及び被保険者資格証明 書に関して必要な事項 は、厚生労働省令

国民健 康保険組合（以下 「組合」という。）は 、同種の事業又は業務 に従事する者で当 該組合の地区内に住所を 有するものを組

で定める。
（組織）
第十三条
（略）

合員として組織する。
２～４
（設立）

組合を設立し ようとするときは、主 たる事務所の所在 地の都道府県知事の認 可を受けなければなら ない。

組合は、設立の 認可を受けた時に成立 する。

（略）

前項 の認可の申請は、十 五人以上の発起人が規約 を作成し、組合 員となるべき者三百人以 上の同意を得て行う ものとする。

第 十七条
２
３
４
（資格喪失 の時期）
（略 ）

組合が行う国民健康 保険の被保険者は 、第六条第九号に該当 するに至つた日から、 その資格を喪失す る。

第二十一条
２

（組合会の 議決事項）
次の 各号に掲げる事項は、組 合会の議決を経 なければならない。

規約の変更

第二十七条
一
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13
14
15

八

七

六

五

四

三

二

前各号に掲 げる事項のほか、規約で 組合会の議決を経なけ ればならないもの と定めた事項

訴訟の 提起及び和解

準備金その他重要な財 産の処分

予算をもつて定め るものを除くほか、組 合の負担となるべ き契約

決算

収入支 出の予算

借入金の借入及びその 方法並びに借入金 の利率及び償還方法

前 項第一号、第二号 及び第六号に掲げる事 項（同項第一号及び第 二号に掲げる事項 のうち、合併により消滅 する組合の地区 を合併後存

（略）

２

続する組合 の地区の一部と する地区の拡張に係る規 約の変更その他の厚生 労働省令で定める ものを除く。）の議決 は、都道府県知事 の認
３

組 合は、第一項第三号に 掲げる事項及び第 二項に規定する厚生労 働省令で定める事項の 議決をしたときは、 遅滞なく、その旨を都 道府

可を受けなけれ ば、その効力を生 じない。
４
県知事に届 け出なければならない 。
（ 解散）

二

一
（略）

規約で定めた解 散理由の発生

組合会の 議決

（略）

三
合併

組合は、前項 第一号又は第二号 に掲げる理由により解 散しようとするときは、 厚生労働省令の 定めるところにより、都 道府県知事の認

四

第三十二 条

２

可を受けなければなら ない。
（清算人及 び解散の届出）
（略）

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。

第三十二条の七
２
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３

（ 略）

清算 人の選任の裁判に対し ては、不服を申し 立てることができない 。

（不服申立ての 制限）
第三十二条の十四

裁判所は、第三十二条 の五の規定により清算 人を選任した場合 には、組合が当該清算 人に対して支払う 報酬の額を定め

（裁判所の 選任する清算人の報酬 ）
第三十二条の十五

るこ とができる。この 場合においては、裁判 所は、当該清算人及び 監事の陳述を聴か なければならない。

裁判 所は、組合の解散 及び清算の監督に必要 な調査をさせるため、 検査役を選任する ことができる。

（検査役の選任 ）
（ 略）

第三十二条の十七
２
（療養の給付）

市町村及び 組合（以下「保険者」 という。）は、被 保険者の疾病及び負傷 に関しては、次の各号 に掲げる療養の給 付を行う。

四

三

二

一

病院又は診療所へ の入院及びその療養 に伴う世話その他の 看護

居宅におけ る療養上の管理及び その療養に伴う世話 その他の看護

処置、 手術その他の治療

薬剤又は治療材料の 支給

診察

食事の 提供たる療養であつて 前項第五号に掲げる 療養と併せて行うも の（医療法（昭和二十 三年法律第二百五 号）第七条第二項第四

次 に掲げる療養に係る給 付は、前項の給付 に含まれないものとす る。

五

ない。

ただし、 当該被保険者の属 する世帯の世帯主又は組 合員が当該被保 険者に係る被保険者資格 証明書の交付を受けて いる間は、この限 りで

第 三十六条

２
一

号に規定する 療養病床への入院及びそ の療養に伴う世話そ の他の看護であつて 、当該療養を受ける際 、六十五歳に達す る日の属する月

の 翌月以後である被 保険者（以下「特定長 期入院被保険者」とい う。）に係るもの を除く。以下「食事療養 」という。）
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３

二

次に掲げる療養であつ て前項第五号に掲 げる療養と併せて行う もの（特定長期入院 被保険者に係るものに 限る。以下「生活療養 」と
食事の提 供たる療養

いう。）
イ

評価療養（健康保険法 第六十三条第二項第三号 に規定する評価 療養をいう。以下同じ。 ）

温度、照明及び 給水に関する適切な療 養環境の形成たる 療養

三
（略）

ロ
四

被保険者が第 一項の給付を受けようと するときは、自己の選 定する保険医療機 関又は保険薬局（健康 保険法第六十三条 第三項第一号に

規定 する保険医療機関 又は保険薬局をいう。 以下同じ。）に被保険 者証を提出して、 そのものについて受ける ものとする。ただ し、厚生
労働省令で 定める場合に該 当するときは、被保険者 証を提出することを要 しない。
（保険医療機関等の責 務）

保険医療機関若し くは保険薬局（以 下「保険医療機関等」 という。）又は保険医 若しくは保険薬剤師 （健康保険法第六十四 条に

前項の場合において 、同項に規定する厚生 労働省令の例によ り難いとき又はよるこ とが適当と認められな いときの準則につ いては、厚

当たる場合の準 則については、同法第七 十条第一項及び 第七十二条第一項の規定 による厚生労働省令の 例による。

規定する保 険医又は保険薬剤師を いう。以下同じ。 ）が、国民健康保険の 療養の給付を担当し、 又は国民健康保険 の診療若しくは調剤に

第四十 条

２
生労働省 令で定める。
（厚生労働大臣又は 都道府県知事の指導 ）

保険医療機 関等は療養の給付に関 し、保険医及び保険薬 剤師は国民健康保 険の診療又は調剤に関し 、厚生労働大臣又は 都道府

厚生労働大臣 又は都道府県知事 は、前項の指導をする 場合において、必要があ ると認めるとき は、診療又は調剤に関す る学識経験者を

県知事の指 導を受けなければな らない。

第四十 一条
２

その関係団体の指定に より指導に立ち会わ せるものとする。た だし、関係団体が指定 を行わない場合又 は指定された者が立ち 会わない場
合は 、この限りでない。

第三十六条 第三項の規定により保 険医療機関等につ いて療養の給付を受け る者は、その給付を受け る際、次の各号 の区分に従

（療養の給付を 受ける場合の一部負担金 ）
第四十 二条
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２

い、 当該給付につき第四十 五条第二項又は第 三項の規定により算定 した額に当該各号に 掲げる割合を乗じて得 た額を、一部負担金と して

六歳に達す る日以後の最初の三月三 十一日の翌日以 後であつて七十歳に達す る日の属する月以 前である場合

、当該保険 医療機関等に支払わな ければならない。
一
六歳に達する日以 後の最初の三月三十一 日以前である場合

十分の 三

二

七十歳に達する日の属 する月の翌月以後である 場合（次号に掲 げる場合を除く。）

十分の二

三

七十歳 に達する日の属する月 の翌月以後である場合 であつて、当該療 養の給付を受ける者の 属する世帯に属する 被保険者（七十歳に

十 分の二

四
十分の三

達する日の属す る月の翌月以後である 場合に該当する者その 他政令で定める者 に限る。）について政 令の定めるところに より算定した

（略）

所 得の額が政令で定 める額以上であるとき
（略）

第四十三条
（略）

前条の規 定は、第二項の場合に おける一部負担金 の支払について準用す る。

２・３
４

一

一部負担 金の支払を免除する こと。

一部 負担金を減額する こと。

（略）

二

保険医療機関等 に対する支払に代え て、一部負担金を直接 に徴収することと し、その徴収を猶予す ること。

第四十二条の二の規 定は、前項の場合 における一部負担金の 支払について準用する 。

部負担金を保険 医療機関等に支払う ことを要しない。

は、その減 額された一部負担金 を保険医療機関等に 支払うをもつて足り、 同項第二号又は第 三号の措置を受けた被 保険者にあつては、一

前 項の措置を受けた 被保険者は、第四十二 条第一項及び前条第二 項の規定にかかわ らず、前項第一号の措置 を受けた被保険者に あつて

三

第 四十四条

２

３

保険 者は、療養の給付に関す る費用を保険医 療機関等に支払うものと し、保険医療機関等が 療養の給付に関し 保険者に請求す

（保険医療 機関等の診療報酬）
第四十五条

るこ とができる費用の 額は、療養の給付に要 する費用の額から、 当該療養の給付に関 し被保険者（第五十七条 に規定する場合 にあつては
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前項の療 養の給付に要する費用 の額の算定につい ては、健康保険法第七 十六条第二項の規 定による厚生労働大臣 の定めの例による。

、世 帯主又は組合員）が当 該保険医療機関等 に対して支払わなけれ ばならない一部負担 金に相当する額を控除 した額とする。
２

保険者は、都 道府県知事の認可を受け 、保険医療機関 等との契約により、当該 保険医療機関等 において行われる療養の 給付に関する第

保 険者は、保険医療機関 等から療養の給付に関す る費用の請求が あつたときは、第四十条 に規定する準則並 びに第二項に規定する 額の

一項の療養の給付に要 する費用の額につき、 前項の規定により 算定される額の範囲内 において、別段の定 めをすることができ る。

３
４
（略）

算定方法及 び前項の定めに照らし て審査した上、支払う ものとする。
５

国 民健康保険団体連 合会は、前項の規定及 び健康保険法第七十六 条第五項の規定に よる委託を受けて行う診 療報酬請求書の 審査に関す

前各項に規定 するもののほか、保険医 療機関等の療養 の給付に関する費用の請 求に関して必要な事 項は、厚生労働省令 で定める。

省令で定め る要件に該当する者に 行わせなければな らない。

前 項の規定により厚生労 働大臣の定める診 療報酬請求書の審査に 係る事務の委託を受け た者は、当該診療報 酬請求書の審査を厚生 労働

働大臣が指定するもの に委託することが できる。

の他の事項につ き厚生労働省令で 定める要件に該当し、 当該事務を適正かつ確実 に実施すること ができると認められるも のとして厚生労

る事務のう ち厚生労働大臣 の定める診療報酬請求書 の審査に係るものを、 一般社団法人又は 一般財団法人であつて 、審査に関する組 織そ

６

７
８

厚生労働大臣又は 都道府県知事は、療養 の給付に関して必 要があると認めるとき は、保険医療機関等若 しくは保険医療機

（保険医 療機関等の報告等 ）
第四十五条の 二

関等の開設者若しく は管理者、保険医、 保険薬剤師その他の従 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。）

に対 し報告若しくは診療 録その他の帳簿書類 の提出若しくは提示を 命じ、保険医療機 関等の開設者若しくは管 理者、保険医、保険薬 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 しくは保険医療機関等
について設備若 しくは診療録、帳簿 書類その他の物件を 検査させることができる 。
第 四十一条第二項の規定 は、第一項の規定 による質問又は検査に ついて準用する。

（略）

４

都道府県 知事は、保険医療機関 等につきこの法律 による療養の給付に関 し健康保険法第八十条 の規定による処分 が行われる必要がある

２・３
５

と認めるとき、 又は保険医若しくは保険 薬剤師につきこの 法律による診療若しく は調剤に関し健康保険 法第八十一条の規 定による処分が

行わ れる必要があると 認めるときは、理由を 付して、その旨を厚 生労働大臣に通知し なければならない。
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（略 ）

（入院時食 事療養費）
第五十二条

入院時食事療養費の 額は、当該食事療養に つき健康保険法第 八十五条第二項の規定 による厚生労働大 臣の定める基準の例に より算定し

（略）

２

た費 用の額（その額が現に 当該食事療養に要した費 用の額を超える ときは、当該現に食事療 養に要した費用の 額とする。）から、同 項に
３

前 項の規定による支 払があつたときは、世 帯主又は組合員に対し 入院時食事療養費 の支給があつたものとみ なす。

規定する食 事療養標準負担額（以 下単に「食事療養標準 負担額」という。 ）を控除した額とする 。
４

保険医療 機関は、食事療 養に要した費用につき、 その支払を受ける際、 当該支払をした世 帯主又は組合員に対し 、厚生労働省令の 定め

健康保険法第六十四 条並びに本法第三 十六条第三項、第四十 条、第四十一条、第四 十五条第三項から 第八項まで及び第四十 五条の二の

るところにより 、領収証を交付し なければならない。

５
６

規定 は、保険医療機関につ 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 必要な技術的読替えは 、政令で定める。
（ 入院時生活療養費）
（略）

健康保険 法第六十四条並び に本法第三十六条第三 項、第四十条、第四十 一条、第四十五条 第三項から第八項まで 、第四十五条の二及 び

項に 規定する生活療養標 準負担額（以下「生 活療養標準負担額」と いう。）を控除し た額とする。

定した費用の額（そ の額が現に当該生活 療養に要した費用の額 を超えるときは、 当該現に生活療養に要 した費用の額とする。 ）から、同

入院時生 活療養費の額は、当該 生活療養につき健康保 険法第八十五条の 二第二項の規定による 厚生労働大臣の定める 基準の例により算

第五十二 条の二
２

３

前条第三項から 第五項までの規定は 、保険医療機関につ 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 ）

保 険外併用療養費の 額は、第一号に規定す る額（当該療養に 食事療養が含まれると きは、当該額及び第二号 に規定する額の 合算額、当

第五十三条
２
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３

４

当該生活療 養につき健康保険 法第八十五条の二第二 項の規定による厚生労働 大臣の定める基 準の例により算定した費 用の額（その額

た額

に 当該食事療養に要 した費用の額を超える ときは、当該現に食事 療養に要した費用 の額とする。）から、食 事療養標準負担額を 控除し

当該食事療 養につき健康保険法第八 十五条第二項の規定に よる厚生労働大臣 の定める基準の例によ り算定した費用の 額（その額が現

措置が採 られるべきときは、当 該措置が採られたもの とした場合の額と する。）を控除した額

、当 該減ぜられた割合と する。）を乗じて得た額 （療養の給付に 係る第四十二条第一項の 一部負担金について 第四十四条第一項各 号の

に第四十二条第一項 各号の区分に応じ、同 項各号に掲げる割 合（第四十三条第一項 の規定により一部負担 金の割合が減ぜら れたときは

算定した費用 の額（その額が現に当該 療養に要した費 用の額を超えるときは、 当該現に療養に要し た費用の額とする。 ）から、その額

当該療 養（食事療養及び生活 療養を除く。）に つき健康保険法第八十 六条第二項第一号の 規定による厚生労働 大臣の定めの例により

該療 養に生活療養が含まれ るときは、当該額 及び第三号に規定する 額の合算額）とする 。
一

二

三

が現に当該生活療養 に要した費用の額 を超えるときは、当該 現に生活療養に要した 費用の額とする。 ）から、生活療養標準 負担額を控
除 した額

健康保険 法第六十四条並びに本 法第三十六条第三 項、第四十条、第四十 一条、第四十五条第三 項から第八項まで 、第四十五条の二及び

第五十二条第三 項から第五項までの規定 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。

第四 十二条の二の規定は 、前項において準用する 第五十二条第三 項の場合において当該療 養につき第二項の規 定により算定した費 用の

額（その額が 現に療養に要した費 用の額を超えるときは 、当該現に療養に 要した費用の額とする 。）から当該療養に要し た費用について

（略 ）

保険外併用療養費と して支給される額に 相当する額を控除した 額の支払について 準用する。
（療養費）
第五十四条
（略）

前 項の費用の額の算定に ついては、療養の 給付を受けるべき場合 においては第四十五条第 二項の規定を、入 院時食事療養費の支給 を受

２・３
４

けるべき場 合においては第五十二 条第二項の規定を、 入院時生活療養費の 支給を受けるべき場合 においては第五十 二条の二第二項の規定

を、保険外併用 療養費の支給を受けるべ き場合においては 前条第二項の規定を準 用する。ただし、その 額は、現に療養に 要した費用の額
を超 えることができな い。
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（訪問看護 療養費）
（略）

（略）

２

被 保険者が指定訪問看護 を受けようとするときは 、自己の選定す る指定訪問看護事業者に 被保険者証を提出 して、そのものについ て受

第五十四条の二
３
けるものと する。

訪問看護療養 費の額は、当該指定訪問 看護につき健康保険法 第八十八条第四項 の規定による厚生労働 大臣の定めの例に より算定した費

（略）

４

用の 額から、その額に 第四十二条第一項各号 の区分に応じ、同項各 号に掲げる割合（ 第四十三条第一項の規定 により一部負担金 の割合が

減ぜられた ときは、当該減 ぜられた割合とする。） を乗じて得た額（療養 の給付について第 四十四条第一項各号の 措置が採られるべ きと
５

前 項の規定による支払が あつたときは、世 帯主又は組合員に対し 訪問看護療養費の支給 があつたものとみな す。
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きは、当該措置 が採られたものと した場合の額とする。 ）を控除した額とする。
６

第四十二 条の二の規定は、第五 項の場合において 第四項の規定により算 定した費用の額から当 該指定訪問看護に 要した費用について訪

（略）

省令の定 めるところにより 、領収証を交付しなけれ ばならない。

指定訪問看護事業者 は、指定訪問看護に要 した費用につき、 その支払を受ける際、 当該支払をした世帯主 又は組合員に対し 、厚生労働

問看護療養費と して支給される額に相当 する額を控除し た額の支払について準用 する。

７
８
９

指定訪問看護事業者 が、国民健康保険 の指定訪問看護を提供 する場合の準則に ついては、健康保険法 第九十二条第二項に規 定する指定

（特別療養費）
第五十 四条の三

（略）

びこ 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。

健康保険法第九十二 条第三項及び本法第四 十五条第五項から 第八項までの規定は、 指定訪問看護事業 者について受けた指定 訪問看護及

指定訪問看護 は、第三十六条第一項 各号に掲げる療養 に含まれないものとする 。

ことが適当 と認められないとき の準則については、 厚生労働省令で定める 。

訪問 看護の事業の運営に 関する基準（指定訪 問看護の取扱いに関す る部分に限る。） の例によるものとし、こ れにより難いとき又は よる

10
12 11

２

健 康保険法第六十四条並 びに本法第三十六 条第三項、第四十条、 第四十一条、第四 十五条第三項、第四十五 条の二、第五十二条第 五項

、第五十三 条第二項、第五十四条 の二第三項、第八 項及び第十項、第五十 四条の二の二並びに 前条の規定は、保険 医療機関等又は指定訪

問看護事業者に ついて受けた特別療養費 に係る療養及び これに伴う特別療養費の 支給について準用 する。この場合におい て、第五十三条

第二項中「保険外併用 療養費の額」とあるの は「特別療養費の 額」と、「健康保険法 第八十六条第二項第 一号」とあるのは「 、被保険者

証が 交付されているならば 療養の給付を受けること ができる場合は 健康保険法第七十六条第 二項の規定による 厚生労働大臣の定めの 例に

より、被保 険者証が交付されてい るならば保険外併用療 養費の支給を受け ることができる場合は 同法第八十六条第二 項第一号の規定によ

る厚生労働大臣 の定めの例により、被保 険者証が交付されてい るならば訪問看護 療養費の支給を受ける ことができる場合 は同法第八十八
条第 四項」と読み替え るほか、その他の規定 に関し必要な技術的読 替えは、政令で定 める。
（略 ）

第五十四条第 三項及び第四項の 規定は、前二項の規定 による療養費について 準用する。この場 合において、同条第四項 中「療養の給付

３・４
５

を受けるべき場合」と あるのは「被保険 者証が交付されている ならば療養の給付を受 けることができる 場合」と、「入院時食 事療養費の

支給 を受けるべき場合」と あるのは「被保険 者証が交付されている ならば入院時食事療養費 の支給を受けるこ とができる場合」と、 「入

院時生活療 養費の支給を受けるべ き場合」とあるの は「被保険者証が交付 されているならば入院 時生活療養費の支 給を受けることができ

る場合」と、「 保険外併用療養費の支給 を受けるべき場 合」とあるのは「被保険 者証が交付されている ならば保険外併用 療養費の支給を
受 けることができる場 合」と読み替えるもの とする。

（略）

（被保険者が 日雇労働者又はその 被扶養者となつた場合 ）
（ 略）

当該疾 病又は負傷につき、 健康保険法第五章の 規定による療養の給付 、入院時食事療養 費の支給、入院時生活 療養費の支給、保険外

併用療養費の 支給、訪問看護療養費 の支給、移送費の 支給、家族療養費の支給 、家族訪問看護 療養費の支給又は家族移 送費の支給を受
二
（略）

その者が、第六条第一 号から第六号まで、 第八号、第九号又は 第十一号のいずれかに該 当するに至つたと き。

けることができるに 至つたとき。
三

被保険者の 資格を喪失した日から起 算して六箇月を経 過したとき。

第 一項の規定による 療養の給付、入院時食 事療養費の支給、 入院時生活療養費の支 給、保険外併用療養費の 支給、訪問看護 療養費の支

四

一

第五十五条
２

３
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４

給、 特別療養費の支給又は 移送費の支給は、 当該疾病又は負傷につ き、健康保険法第五 章の規定による特別療 養費の支給又は移送費 の支
給若しくは 家族移送費の支給を受 けることができる 間は、行わない。

第一項の規定 による療養の給付、入院 時食事療養費の 支給、入院時生活療養費 の支給、保険外 併用療養費の支給、訪問 看護療養費の支

給又は特別療養費の支 給は、当該疾病又は負 傷につき、介護保 険法の規定によりそれ ぞれの給付に相当す る給付を受けること ができる場
合に は、行わない。

療養の給付 又は入院時食事療養費 、入院時生活療養費、 保険外併用療養費 、訪問看護療養費、特別 療養費若しくは 移送費の支

（他の法令によ る医療に関する給付との 調整）
第五十 六条

給は、被保 険者の当該疾病 又は負傷につき、健康保 険法、船員保険法、国 家公務員共済組合 法（他の法律において 準用し、又は例に よる

場合を含む。） 、地方公務員等共 済組合法若しくは高齢 者の医療の確保に関する 法律の規定によ つて、医療に関する給付 を受けることが

できる場合又は介護保 険法の規定によつ て、それぞれの給付に 相当する給付を受ける ことができる場合 には、行わない。労働 基準法（昭

和二 十二年法律第四十九号 ）の規定による療 養補償、労働者災害補 償保険法（昭和二十二年 法律第五十号）の 規定による療養補償給 付若

しくは療養 給付、国家公務員災害 補償法（昭和二十 六年法律第百九十一号 。他の法律において準 用する場合を含む 。）の規定による療養

補償、地方公務 員災害補償法（昭和四十 二年法律第百二 十一号）若しくは同法に 基づく条例の規定によ る療養補償その他 政令で定める法

令 による医療に関する 給付を受けることがで きるとき、又はこ れらの法令以外の法令 により国若しくは地方公 共団体の負担に おいて医療
に関する 給付が行われたと きも、同様とする。
（略 ）

前項の規定によ り保険医療機関等に対 して費用が支払われた ときは、その限度 において、被保険者に 対し第二項の規定に よる支給が行

２・３
４
われ たものとみなす。

一部負担金 の支払又は納付、 第四十三条第三項又は 前条第二項の規定によ る差額の支給及び 療養費の支給に関して は、当該疾

（世帯主又は組 合員でない被保険者 に係る一部負担金等 ）
第五十七条

病又 は負傷が世帯主又は組 合員でない被保険者 に係るものであると きは、これらの事項に関 する各本条の規定 にかかわらず、当該被 保険

者の属する 世帯の世帯主又は組合 員が一部負担金を支 払い、又は納付すべ き義務を負い、及び当 該世帯主又は組合 員に対して第四十三条
第三項若しくは 前条第二項の規定による 差額又は療養費を 支給するものとする。

- 13 -

（高 額療養費）
（略）

高額療養費の 支給要件、支給額その他 高額療養費の支 給に関して必要な事項は 、療養に必要な 費用の負担の家計に与え る影響及び療養

第五十七条の 二
２
に要した費用の額を考 慮して、政令で定める 。
（高額介護 合算療養費）
（略）

保険 者は、被保険者の 出産及び死亡に関して は、条例又は規約の定 めるところにより 、出産育児一時金の支給 又は葬祭費の支

前 条第二項の規定は 、高額介護合算療養費 の支給について準用す る。

第五十七条の三
２
第五十八条

保 険者は、前項の保険給 付のほか、条例又 は規約の定めるところ により、傷病手当金の 支給その他の保険給 付を行うことができる 。

給若しくは葬祭の給付 を行うものとする 。ただし、特別の理由 があるときは、その全 部又は一部を行わ ないことができる。
２
（略）

（略）

前期高齢者交 付金（以下「前期高齢 者交付金」という 。）がある場合には、こ れを控除した額 ）

前期高 齢者納付金及び後期 高齢者支援金並びに 介護納付金の納付に要 する費用の額（高 齢者の医療の確保に関 する法律の規定による

一 に相当する額を控除し た額

する費用の額の合算 額から第七十二条 の三第一項の規定によ る繰入金及び第七 十二条の四第一項の規 定による繰入金の合算 額の二分の

院時生活療養 費、保険外併用療 養費、療養費、訪問看 護療養費、特別療 養費、移送費、高額療 養費及び高額介護合算療 養費の支給に要

被保 険者に係る療養の 給付に要する費用の額か ら当該給付に係 る一部負担金に相当する 額を控除した額並びに 入院時食事療養費 、入

（略）

３

二

一

第 七十条

２

（国庫負担 金の減額）
（略 ）

前 項の規定により減 額する額は、不当に確 保しなかつた額を こえることができない 。

第七十一条
２
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（調整交付 金等）

（略）

（略 ）

一

第七十 二条の三第一項の規定 による繰入金及び第七 十二条の四第一項 の規定による繰入金の 合算額の総額の四分 の一に相当する額

（略）

第七十二条
２
二
（国 民健康保険に関す る特別会計への繰入れ 等）
（略）

都道府県は、 政令の定めるとこ ろにより、前項の規定 による繰入金の四分の 三に相当する額を 負担する。

第七十二条の 三
２

国は、政 令の定めるところによ り、前項の規定に よる繰入金の二分の一 に相当する額を負担す る。

（略）

２

都道府県は、 政令の定めるところによ り、第一項の規 定による繰入金の四分の 一に相当する額を負 担する。

第七十 二条の四
３
（組合に 対する補助）
（略）

前期 高齢者納付金及び後期 高齢者支援金並びに介 護納付金の納付に 要する費用の額（前期 高齢者交付金があ る場合には、これを控

いて同 じ。）に係る額として 政令の定めるとこ ろにより算定した額（ 以下この条において「 特定給付額」とい う。）を控除した額

受けて同法の被保険者 とならないことによ り当該組合の被保険 者である者及びその世帯 に属する当該組合 の被保険者をいう。ロ にお

額の合算額から、 当該合算額のうち 組合特定被保険者（健 康保険法第三条第一項 第八号又は同条第 二項ただし書の規定に よる承認を

費、保険外 併用療養費、療養費 、訪問看護療養費、 特別療養費、移送費、高 額療養費及び高 額介護合算療養費の支給 に要する費用の

療養の給付に要する 費用の額から当該 給付に係る一部負担金 に相当する額を控 除した額並びに入院時食 事療養費、入院時生活 療養

（略）

第七十三条
一
イ

ロ

除した額）から、 当該費用の額のうち組 合特定被保険者に 係る費用の額として政 令の定めるところにより 算定した額（以 下この条に
おいて 「特定納付費用 額」という。）を控除し た額
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２

３

４
５

二

特定給付額及び特定納 付費用額のそれぞ れに特定割合を乗じて 得た額の合算額

前項第二 号の特定割合は、百分 の三十二を下回る 割合であつて、健康保 険法による健康保 険事業に要する費用（ 前期高齢者納付金及び

後期高齢者支援 金並びに介護納付金の納 付に要する費用 を含む。）に対する国の 補助の割合を勘案 して、特定給付額及び 特定納付費用額
のそれぞれについて、 政令で定めるものとす る。

第 四十三条第一項の規定 により一部負担金の割合 を減じている組 合及び組合員の全部又は 一部について、そ の一部負担金に相当す る額

の全部又は 一部を負担することと している組合に対する 第一項の規定の適 用については、同項第 一号イに掲げる額及 び特定給付額は、当

該一部負担金の 割合の軽減又は一部負担 金に相当する額の全部 若しくは一部の負 担の措置が講ぜられな いものとして、政 令の定めるとこ
ろに より算定した同号 イに掲げる額及び特定 給付額に相当する額と する。

保険 者は、国民健康保険事業 に要する費用（ 前期高齢者納付金等及び 後期高齢者支援金等 並びに介護納付金の 納付に要する費

国は、第 一項の補助をす る場合において、政令の 定めるところにより、 組合の財政力等を 勘案して、同項の補助 の額を増額するこ とが
できる。
（略）
（保険料）

（略）

でない。

め、世帯 主又は組合員から 保険料を徴収しなければ ならない。ただ し、地方税法の規定によ り国民健康保険税を課 するときは、この 限り

用 を含み、健康保険法 第百七十九条に規定す る組合にあつては 、同法の規定による日 雇拠出金の納付に要する 費用を含む。） に充てるた

第七十六条

２
（保険料の 徴収の方法）
（略）

前項の老齢等年金給 付は、国民年金法 による老齢基礎年金そ の他の同法又は厚生年 金保険法（昭和二 十九年法律第百十五号 ）による老

第七十六条の三
２

齢、 障害又は死亡を支給事 由とする年金たる給 付であつて政令で定 めるもの及びこれらの年 金たる給付に類す る老齢若しくは退職、 障害

（略）

又は死亡を 支給事由とする年金た る給付であつて政令 で定めるものをいう 。
第八十 二条
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２

保 険者は、被保険者の療 養のために必要な 用具の貸付けその他の 被保険者の療養環 境の向上のために必要な 事業、保険給付のため に必

要な事業、 被保険者の療養又は出 産のための費用に 係る資金の貸付けその 他の必要な事業を行 うことができる。
（略）

前項の指針は、健康 増進法（平成十四年法 律第百三号）第九 条第一項に規定する健 康診査等指針と調 和が保たれたものでな ければなら

３・４
５
ない 。
（設立、人格及 び名称）
２

連合会は、そ の名称中に「国民 健康保険団体連合会」 という文字を用いなけ ればならない。

連合会は 、法人とする。

（略）

３

連合会でない者は、 「国民健康保険団 体連合会」という名称 又はこれに類する名称 を用いてはならな い。

第八十 三条

４

連合 会を設立しようとすると きは、当該連合 会の区域をその区域に含 む都道府県を統轄す る都道府県知事の認 可を受けなけれ

（設立の認 可等）
第八十四条
２
（略）

連合 会は、設立の認可を 受けた時に成立する。

ば ならない。
３
（審 査委員会）
（略）

連合会は、前 項の規定による事 務の遂行に支障のない 範囲内で、健康保険法第 七十六条第五項 の規定による委託を受け て行う診療報酬

第八十七条
２

請求書の審査を審査委 員会に行わせること ができる。
（審査委員 会の組織）
（略 ）

委 員は、都道府県知 事が委嘱する。

第八十八条
２
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３

前 項の委嘱は、保険医及 び保険薬剤師を代 表する委員並びに保険 者を代表する委員 については、それぞれ関 係団体の推薦によつて 行わ
なければな らない。
（管轄審査会）
（略）

事 件が移送されたと きは、はじめから、移 送を受けた審査会に審 査請求があつたも のとみなす。

ならない。

審査請求 が管轄違であるときは 、審査会は、すみやか に、事件を所轄の 審査会に移送し、かつ 、その旨を審査請 求人に通知しなければ

第九十 八条
２
３

審査会は、審 理を行うため必要 があると認めるときは 、審査請求人若しくは 関係人に対して報 告若しくは意見を求め 、その出頭

（審理のための 処分）

（略）

を命 じて審問し、又は医師 若しくは歯科医師 に診断若しくは検案を させることができる。

第百一条
２
（ 報告の徴収等）
（略）

第 一項の規定による 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。

を提示しなければな らない。

前項の規 定による検査を行う場 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

第百六条
２
３

（略）

（組合等に対す る監督）
第百八条

組 合若しくは連合会又は その役員が前項の 命令に違反したときは 、厚生労働大臣又は都道 府県知事は、当該 組合又は連合会に対し 、期

組合又は連合 会が前項の命令に違反し たときは、厚生 労働大臣又は都道府県知 事は、同項の命令に係 る役員を改任する ことができる。

２
３

（ 略）

間を定めて 、その役員の全部又は 一部の改任を命ずる ことができる。
４
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保険 者は、被保険者の資格、 保険給付及び保 険料に関して必要がある と認めるときは 、世帯主若しくは組合員 又はこれらであ

（文書の提 出等）
第百十三条

つた者に対し、文書そ の他の物件の提出若し くは提示を命じ、 又は当該職員に質問さ せることができる。
（診療録の 提示等）

厚生 労働大臣又は都道府県知 事は、保険給付に関し て必要があると認 めるときは、医師、歯 科医師、薬剤師若 しくは手当を行

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、療養の給付 又は入院時食事療 養費、入院時生活療養費 、保険外併用療

を命じ、又 は当該職員に質 問させることができる。

つた 者又はこれを使用 する者に対し、その行 つた診療、薬剤の支給 又は手当に関し、 報告若しくは診療録、帳 簿書類その他の物 件の提示

第百十四条

２

養費、訪問看護療養費 若しくは特別療養 費の支給を受けた被保 険者又は被保険者であ つた者に対し、当 該療養の給付又は入院 時食事療養

費、 入院時生活療養費、保 険外併用療養費、 訪問看護療養費若しく は特別療養費の支給に係 る診療、調剤又は 指定訪問看護の内容に 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。

修学のため一の 市町村の区域内に住所を 有する被保険者 であつて、修学していな いとすれば他の市町 村の区域内に住所を 有す

（ 修学中の被保険者の 特例）
第百十六 条

る他人と同一 の世帯に属するもの と認められるものは、 第五条の規定にか かわらず、当該他の市 町村の行なう国民健康保 険の被保険者と
し、かつ、この法律 の適用については、 当該世帯に属するもの とみなす。

次の各号に掲げる 入院、入所又は入居（ 以下この条において「入 院等」という。 ）をしたことにより、当 該各号に規定す

（病院等に 入院、入所又は入居 中の被保険者の特例 ）
第百十六条の二

る病院、診療所又は施 設（以下この条にお いて「病院等」とい う。）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 であつて、

当該 病院等に入院等をした 際他の市町村（当該 病院等が所在する市 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、 第五条の規定にかかわ らず、当該他の市町 村が行う国民健康保 険の被保険者とする。 ただし、二以上の 病院等に継続して入院

等をしている被 保険者であつて、現に入 院等をしている病 院等（以下この条にお いて「現入院病院等」 という。）に入院 等をする直前に

入院 等をしていた病院 等（以下この項におい て「直前入院病院等 」という。）及び現 入院病院等のそれぞれに 入院等をしたこ とにより直
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２

３

前入 院病院等及び現入院病 院等のそれぞれの 所在する場所に順次住 所を変更したと認め られるもの（次項にお いて「特定継続入院等 被保
病院又は診 療所への入院

険者」とい う。）については、こ の限りでない。
一

児童福祉法（昭和 二十二年法律第百六十 四号）第七条第一 項に規定する児童福祉 施設への入所（同法 第二十七条第一項第 三号又は同

介護保険法第八条第十 一項に規定する特 定施設への入居又は同 条第二十五項に規定する 介護保険施設への 入所

の入所（同法第十一 条第一項第一号又 は第二号の規定による 入所措置がとられた場 合に限る。）

老人福祉法 （昭和三十八年法 律第百三十三号）第二 十条の四又は第二十条の 五に規定する養 護老人ホーム又は特別養 護老人ホームへ

国立重度 知的障害者総合施 設のぞみの園の設置す る施設への入所

独立行政法人国立 重度知的障害者総合施 設のぞみの園法（平成 十四年法律第百六 十七号）第十一条第一号 の規定により独立 行政法人

援施設又は同条 第一項の厚生労働省令 で定める施設への入所

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（平成 十七年法律第百二十三 号）第五条第十一項 に規定する障害者支

法第 二十七条の二の規定 による入所措置がとられ た場合に限る。 ）

二
三
四
五
六

特定継続 入院等被保険者のうち 、次の各号に掲げ るものは、第五条の規 定にかかわらず、当該 各号に定める市町 村が行う国民健康保険

当該他の市町 村

継続して入院等 をしている二以上の 病院等のうち一の病院 等から継続して他 の病院等に入院等をす ること（以下この号に おいて「継

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

したと認 められる被保険 者であつて、当該二以上 の病院等のうち 最初の病院等に入院等を した際他の市町村（現 入院病院等が所在 する

継続して入院等を している二以上の病院 等のそれぞれに入 院等をすることにより それぞれの病院等の所在 する場所に順次 住所を変更

の被保険者とす る。
一

二

続 入院等」という。）に より当該一の病院 等の所在する場所以外 の場所から当該他 の病院等の所在する場所 への住所の変更（以下 この

当 該他の市町村

号におい て「特定住所変更」と いう。）を行つた と認められる被保険者 であつて、最後に 行つた特定住所変更に 係る継続入院等の際他

の市町村（現 入院病院等が所在する 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

前二項の規定の適用 を受ける被保険者 が入院等をしている病 院等は、当該病院等の 所在する市町村及 び当該被保険者に対し 国民健康保

則

険を 行う市町村に、必要な 協力をしなければな らない。
附

- 20 -

（略）

当 該他の市町村

当該他

前 二項の規定の適用を受 ける被保険者につ いては、変更後地域密 着型介護老人福祉施設 を病院等とみなして 、第百十六条の二の規 定を

の市町村

の市町村（変 更前介護老人福祉 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

号におい て「特定住所変更 」という。）を行つた と認められる被保険者 であつて、最後に 行つた特定住所変更に 係る継続入院等の際 他

続 入院等」という。 ）により当該一の病院 等の所在する場所以外 の場所から当該他 の病院等の所在する場所 への住所の変更（以 下この

継続して入 院等をしていた二以上の 病院等のうち一の病院 等から継続して他 の病院等に入院等をす ること（以下この 号において「継

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

した と認められる被保険 者であつて、当該二以上 の病院等のうち 最初の病院等に入院等を した際他の市町村（ 変更前介護老人福祉 施設

継続して入院等を していた二以上の病院 等のそれぞれに入 院等をすることにより それぞれの病院等の 所在する場所に順次 住所を変更

（略）

（指 定介護老人福祉施設に 入所中の被保険者 の特例）

二

一

第五条の二
２

３
適用する。
（ 退職被保険者等の経 過措置）

七

六

五

四

三

二

一

地方公 務員の退職年金に関す る条例

私立学校教職員共済法

地方公務員等共済 組合法の長期給付等 に関する施行法（昭 和三十七年法律第百五 十三号）

地方公務員 等共済組合法

国家公 務員共済組合法の長 期給付に関する施行 法（昭和三十三年法律 第百二十九号）

国家公務員共済組合 法

恩給法（大正十 二年法律第四十八号 。他の法律において準 用する場合を含む 。）

厚生年金 保険法

（略）

八

旧令による 共済組合等からの年金受 給者のための特別 措置法（昭和二十五年 法律第二百五十六号）
（ 略）

九

第六条

２
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一
二
三

退職被保険者の直系尊 属、配偶者（届出 をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事 情にある者を含む。以 下この項において同じ 。）

その他三 親等内の親族であつて 、その退職被保険 者と同一の世帯に属し 、主としてその者によ り生計を維持する もの

退職被保険 者の配偶者で届出をして いないが事実上 婚姻関係と同様の事情に あるものの父母及 び子であつて、その退 職被保険者と同
一の世帯に属し、主 としてその者により生 計を維持するもの

前号の配偶者の死亡後 における父母及び子であ つて、引き続き その退職被保険者と同一 の世帯に属し、主 としてその者により生 計を
維持する もの

退職被保険 者等に係る療養の 給付に要する費用の額 から当該給付に係る一部 負担金に相当す る額を控除した額並びに 入院時食事療養

（略 ）

（療 養給付費等交付金 ）
一

二

給 に要する費用の額の合 算額

調整対 象基準額及び後期高齢 者支援金の額の合 算額に当該退職被保険 者等所属市町村に係る 被保険者の総数に 対する退職被保険者等

の総数の割合 として厚生労働省令の定 めるところによ り算定した割合（以下「 退職被保険者等所属割 合」という。）を 乗じて得た額

退職被保険者等に 係る保険料に相当する 額の合算額から当 該保険料に係る介護納 付金の納付に要する費用 に相当する額の 合算額を控
除した額

前項の療 養給付費等交付金（以 下「療養給付費等交付 金」という。）は 、附則第十条の規定に より支払基金が徴収す る療養給付費等拠

第 一項第二号に規定 する調整対象基準額は 、療養給付費等交付金 の交付を受ける年 度の概算調整対象基準額 （高齢者の医療の確 保に関

出金をもつて充てる 。

三

費、入院時生活療養 費、保険外併用療 養費、療養費、訪問看 護療養費、特別療養費 、移送費、高額療 養費及び高額介護合算 療養費の支

第七条

２
３

する法律第 三十四条第三項に規 定する概算調整対象 基準額をいう。以下こ の項において同じ 。）とする。ただし、 当該年度の前々年度の

概算調整対象基 準額が当該年度の前 々年度の確定調整対 象基準額（同法第三十五 条第三項に規定 する確定調整対象基準額 をいう。以下こ

の項において同じ。） を超えるときは、当 該年度の概算調整対 象基準額からその超え る額とその超える 額に係る調整対象基準 調整金額（

当該 年度の前々年度におけ るすべての退職被保 険者等所属市町村に 係る概算調整対象基準額 と確定調整対象基 準額との過不足額につ き生

ずる利子そ の他の事情を勘案して 厚生労働省令で定め るところにより各退 職被保険者等所属市町 村ごとに算定され る額をいう。以下この

項において同じ 。）との合計額を控除し て得た額とするも のとし、当該年度の前 々年度の概算調整対象 基準額が当該年度 の前々年度の確

定調 整対象基準額に満 たないときは、当該年 度の概算調整対象基 準額にその満たない 額とその満たない額に係 る調整対象基準 調整金額と
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の合 計額を加算して得た額 とする。
（療養給付費等 交付金の減額）
（略）

前 項の規定により減額す る額は、不当に確保しな かつた額又は不 当に支出した額を超える ことができない。

第八条
２
（国の負担等の 経過措置に関する読替え ）

退職被保険者等 所属市町村については 、第七十条第一項第一 号中「被保険者」 とあるのは「一般被保険 者（附則第六条 の規定によ

次条第三 項の規定により厚生労 働大臣が定める組 合にあつては、第七十 六条第一項中「保険者 」とあるのは「附 則第十条第三項の規定

保険 者」とあるのは「一般 被保険者」とする 。

期高齢者支援金の額の 合算額に同号に規 定する退職被保険者等 所属割合を乗じて得た 額を控除した額」 と、第七十二条の三第 一項中「被

高齢者支援金」 とあるのは「後期 高齢者支援金の納付に 要する費用の額から、附 則第七条第一項 第二号に規定する調整対 象基準額及び後

る退職被保 険者又は退職被 保険者の被扶養者以外の 被保険者をいう。第七 十二条の三第一項 において同じ。）」と 、同項第二号中「 後期

第九条

２

により厚生労働 大臣が定める組合」と、 「並びに介護納 付金の納付に要する費用 を含み、健康保険法第 百七十九条に規定 する組合にあつ
て は、同法」とあるの は「、介護納付金、同 条第一項の規定に よる拠出金並びに健康 保険法」とする。
（拠出金の徴 収及び納付義務）
被 用者保険等保険者 は、拠出金を納付する 義務を負う。

（略）

２
（略）

第十条
３

前条第一項の規定 により被用者保険 等保険者から徴収する 療養給付費等拠出金の額 は、当該年度の概 算療養給付費等拠出金 の額

（療養給付費等拠出金 の額）
第十一 条

とする。た だし、前々年度の概算 療養給付費等拠出金 の額が前々年度の確 定療養給付費等拠出金 の額を超えるとき は、当該年度の概算療

養給付費等拠出 金の額からその超える額 とその超える額に 係る拠出金調整金額と の合計額を控除して得 た額とするものと し、前々年度の

概算 療養給付費等拠出 金の額が前々年度の確 定療養給付費等拠出 金の額に満たないと きは、当該年度の概算療 養給付費等拠出 金の額にそ
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２

の満 たない額とその満たな い額に係る拠出金 調整金額との合計額を 加算して得た額とす る。
（略）
（概算療養給付費等拠 出金）

前条第一項の概算 療養給付費等拠出金の額 は、被用者保険 等保険者ごとの当該年度 の標準報酬総額（ 健康保険法の規定によ る保

前 項の概算拠出率は、厚 生労働省令で定め るところにより、当該 年度の各退職被保険者 等所属市町村におけ る被用者保険等拠出対 象額

下同じ。）の見込額と して厚生労働省令 で定めるところにより 算定される額に概算拠 出率を乗じて得た 額とする。

するものとして 厚生労働省令で定 めるものの当該年度の 合計額の総額を、それぞ れ政令で定める ところにより補正して得 た額とする。以

教職員共済 法に規定する標 準報酬月額及び標準賞与 額の当該年度の合計額 の総額を、組合に あつては、組合員ごと のこれらの報酬に 相当

準報 酬の月額及び標準 期末手当等の額の当該 年度の合計額の総額を 、日本私立学校振 興・共済事業団にあつて は、加入者ごとの 私立学校

いう。）の当該 年度の合計額の総額とし 、第六条第三号に規定 する共済組合にあ つては、組合員ごとの 同号に規定する法 律に規定する標

険者又は船 員保険法の規定による 保険者にあつては、被 保険者ごとのこれ らの法律に規定する標 準報酬（標準報酬月 額及び標準賞与額を

第十二 条

２

の見込額の 合計額を当該年度の被 用者保険等保険者 の標準報酬総額の見込 額の合計額で除して得 た率とする。
（ 確定療養給付費等拠 出金）

附則第十一条第一 項の確定療養給付費等拠 出金の額は、各 被用者保険等保険者の前 々年度の標準報酬総 額に確定拠出率を乗 じて

前項の確定拠出 率は、厚生労働省令で 定めるところにより、 前々年度の各退職 被保険者等所属市町村 における被用者保険 等拠出対象額

得た額とする 。

第十三条
２

の合 計額を前々年度の被 用者保険等保険者の 標準報酬総額の合計額 で除して得た率と する。

附則第十条第 一項の規定により 各被用者保険等保険者 から徴収する事務費拠 出金の額は、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、

（事務費拠出金 の額）
第十四条

当該 年度における附則第十 七条に規定する支払 基金の業務に関する 事務の処理に要する費用 の見込額に前々年 度の各被用者保険等保 険者

の標準報酬 総額を前々年度の被用 者保険等保険者の標 準報酬総額の合計額 で除して得た率を乗じ て得た額とする。
（支 払基金の業務）
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第十七 条

支払基金は、社会 保険診療報酬支払 基金法第十五条に規定 する業務のほか、 この法律の目的を達成す るため、次の業務（以 下「

二

一
前二号に掲げる業務に 附帯する業務を行うこと 。

退職被保険者等所 属市町村に対し附則第 七条第一項の療養 給付費等交付金を交付 すること。

被用者保険 等保険者から拠出金を徴 収すること。

退職者医療 関係業務」という。） を行う。

三

（略）

（特例退職被保 険者等の経過措置）

三

二

一

特定健康保険 組合が納付する確定療養 給付費等拠出金 の額は、附則第十三条第 一項の規定により算定 した額から、第一 号及び第二号に

より算定 される額

収 した場合における当該 控除した額の特例退職 被保険者及びその 被扶養者に係る合算額の 見込額として厚生 労働省令で定めるとこ ろに

均の保険料の額から 当該平均の保険料の額 に係る介護納付金 の納付に要する平均の 費用に相当する額 を控除した額をこれら の者から徴

特例退職被 保険者及びその被扶 養者が退職被保険者 等であり、かつ、これら の者を管掌する 国民健康保険の退職被保 険者等に係る平

算定した 割合（以下「特例退職 被保険者等所属割 合」という。）を乗じ て得た額

合 に係る被保険者及びそ の被扶養者の総数 に対する特例退職被保 険者及びその被扶 養者の総数の割合として 政令の定めるところに より

当該特定健康保 険組合に係る調整対 象基準額及び当該特定 健康保険組合が負 担する後期高齢者支援 金の合算額に当該特定 健康保険組

額の合算額

療養費、 移送費、家族療 養費、家族訪問看護療養 費、家族移送費 、高額療養費及び高額介 護合算療養費の支給に 要する費用の額の 見込

る 一部負担金に相当 する額の見込額を控除 した額並びに入院 時食事療養費、入院時 生活療養費、保険外併用 療養費、療養費 、訪問看護

当該特定健 康保険組合が負担する特 例退職被保険者 及びその被扶養者に係る 療養の給付に要する費 用の額の見込額か ら当該給付に係

掲げる額の 合算額から第三号に掲 げる額を控除した 額を控除した額とする 。

特 定健康保険組合が納付 する概算療養給付 費等拠出金の額は、附 則第十二条第一項の規 定により算定した額 から、第一号及び第二 号に

生労働省令で定める事 項を通知しなけれ ばならない。

、支払基金に対 し、各年度におけ る特例退職被保険者及 びその被扶養者に係る療 養の給付その他 医療に関する給付に要し た費用その他厚

健康保険 法附則第三条第 一項に規定する健康保険 組合（以下「特定健康 保険組合」という 。）は、厚生労働省令 で定めるところに より

第二十 一条
２

３

４

掲げ る額の合算額から 第三号に掲げる額を控 除した額を控除した 額とする。
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５

６

○

一

二
三

当該特定健康保険組合 が負担した特例退 職被保険者及びその被 扶養者に係る療養の 給付に要した費用の額 から当該給付に係る一 部負

担金に相 当する額を控除した額 並びに入院時食事 療養費、入院時生活療 養費、保険外併用療養 費、療養費、訪問 看護療養費、移送費、

家族療養費、 家族訪問看護療養費、家 族移送費、高額 療養費及び高額介護合算 療養費の支給に要し た費用の額の合算額

当該特定健康保険 組合に係る調整対象基 準額及び当該特定 健康保険組合が負担し た後期高齢者支援金 の合算額に特例退職 被保険者等
所属 割合を乗じて得た額

特例退 職被保険者及びその被 扶養者が退職被保険者 等であり、かつ、 これらの者を管掌する 国民健康保険の退職 被保険者等に係る平

均の保険料の額 から当該平均の保険料 の額に係る介護納付金 の納付に要する平 均の費用に相当する額 を控除した額をこれ らの者から徴

収 した場合における 当該控除した額の当該 特例退職被保険者及び その被扶養者に係 る合算額として厚生労働 省令で定めるところ により
算定され る額

第三項第二号 及び前項第二号に 規定する調整対象基準 額は、当該年度の概算 調整対象基準額（ 高齢者の医療の確保に関 する法律第三十

四条第三項に規定する 概算調整対象基準 額をいう。以下この項 において同じ。）とす る。ただし、当該 年度の前々年度の概算 調整対象基

準額 が当該年度の前々年度 の確定調整対象基 準額（同法第三十五条 第三項に規定する確定調 整対象基準額をい う。以下この項におい て同

じ。）を超 えるときは、当該年度 の概算調整対象基 準額からその超える額 とその超える額に係る 調整対象基準調整 金額（当該年度の前々

年度におけるす べての特定健康保険組合 に係る概算調整 対象基準額と確定調整対 象基準額との過不足額 につき生ずる利子 その他の事情を

勘 案して厚生労働省令 で定めるところにより 各特定健康保険組 合ごとに算定される額 をいう。以下この項にお いて同じ。）と の合計額を

控除して 得た額とするもの とし、当該年度の前々年 度の概算調整対 象基準額が当該年度の前 々年度の確定調整対象 基準額に満たない とき

は、当該年度 の概算調整対象基準 額にその満たない額と その満たない額に 係る調整対象基準調整 金額との合計額を加算し て得た額とする 。

第一項から前項 までの規定は、国家公 務員共済組合法附則第 十二条及び地方公 務員等共済組合法附則 第十八条に規定する 特定共済組合

並び に特例退職組合員及 びその被扶養者並び に私立学校教職員共済 法第二十五条にお いて読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 附則
第十二条に 規定する事業団並び に特例退職加入者及 びその被扶養者につい て準用する。

健 康保険法（大正十一年 法律第七十号）（ 抄）

この法律におい て「被保険者」とは、 適用事業所に使用 される者及び任意継続 被保険者をいう。ただし 、次の各号のい ずれかに該

（定義）
第三条
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当す る者は、日雇特例被保 険者となる場合を 除き、被保険者となる ことができない。
（ 略）

（略 ）

（略）

べき期間に限る。）

厚生労働大 臣、健康保険組合又は共 済組合の承認を 受けた者（健康保険の被 保険者でないこと により国民健康保険の 被保険者である

一～七
八
九
２～
（標 準報酬月額）
（略）

（ 略）

２

厚生労働大臣は、前 項の政令の制定又 は改正について立案を 行う場合には、社会保 障審議会の意見を 聴くものとする。

第四十条
３
（標準賞与 額の決定）
（略 ）

第四十条第三項の規 定は前項の政令の制定 又は改正について 、前条の規定は標準賞 与額の算定について準 用する。

第四十五条
２

（略）

（任意継続被 保険者の標準報酬月 額）

（略）

当該任意継続被保険 者が被保険者の資格 を喪失したときの標準 報酬月額

第四十七条
一
二
（療養の給付）
一

薬剤又は治 療材料の支給

診察

被保険者の疾病 又は負傷に関して は、次に掲げる療養の 給付を行う。

二

処置、手術その他 の治療

第六十 三条

三
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10

２

３

四
病院又 は診療所への入院及び その療養に伴う世 話その他の看護

居宅における療養上の 管理及びその療養 に伴う世話その他の看 護

次に掲げる療養で あって前項第五号に掲 げる療養と併せて行う もの（特定長期入 院被保険者に係るものに 限る。以下「生活 療養」と

事療養」という 。）

、六十五 歳に達する日の属する 月の翌月以後である被 保険者（以下「特 定長期入院被保険者」 という。）に係るもの を除く。以下「食

四号 に規定する療養病床 （以下「療養病床」とい う。）への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護であっ て、当該療養を受け る際

食事の提供である 療養であって前項第五 号に掲げる療養と 併せて行うもの（医療 法（昭和二十三年法 律第二百五号）第七 条第二項第

次に掲げる療 養に係る給付は、前項の 給付に含まれな いものとする。

五
一

二
食事の提 供である療養

いう。）
イ
（略）

温度、照明及び 給水に関する適切 な療養環境の形成であ る療養

三

被保険 者の選定に係る特別の 病室の提供その他 の厚生労働大臣が定め る療養（以下「選定療 養」という。）

ロ
四

第一項の給付 を受けようとする者は、 厚生労働省令で 定めるところにより、次 に掲げる病院若しく は診療所又は薬局の うち、自己の選
定 するものから受ける ものとする。

厚生 労働大臣の指定を 受けた病院若しくは診療 所（第六十五条 の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定 を受けたときは、 その

特定の保険者が 管掌する被保険者に 対して診療又は調剤を 行う病院若しくは 診療所又は薬局であっ て、当該保険者が指定 したもの

一
二

健康保険組合である 保険者が開設する病 院若しくは診療所又は 薬局

除外された病 床を除く。以下「 保険医療機関」という 。）又は薬局（以 下「保険薬局」という 。）
三

保険医療機 関において健康保 険の診療に従事する医 師若しくは歯科医師又 は保険薬局におい て健康保険の調剤に従 事する薬剤

（保険医又は保 険薬剤師）
第六十四条

師は 、厚生労働大臣の登録 を受けた医師若しく は歯科医師（以下「 保険医」と総称する。） 又は薬剤師（以下 「保険薬剤師」という 。）
でなければ ならない。
（保 険医療機関又は保 険薬局の責務）
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保険医療機関又は 保険薬局は、当該 保険医療機関において 診療に従事する保 険医又は当該保険薬局に おいて調剤に従事する 保険

保険医療機関又は保 険薬局は、前項（第八 十五条第九項、第 八十五条の二第五項、 第八十六条第四項 、第百十条第七項及び 第百四十九

り、療養の給付 を担当しなければならな い。

薬剤師に、 第七十二条第一項の厚 生労働省令で定め るところにより、診療 又は調剤に当たらせ るほか、厚生労働省 令で定めるところによ

第七十 条

２

条に おいて準用する場合を 含む。）の規定によるほ か、船員保険法 、国民健康保険法、国家 公務員共済組合法 （昭和三十三年法律第 百二

十八号。他 の法律において準用し 、又は例による場合を 含む。）又は地方 公務員等共済組合法（ 以下「この法律以外 の医療保険各法」と

いう。）による 療養の給付並びに被保険 者及び被扶養者の療養 並びに高齢者の医 療の確保に関する法律 による療養の給付 、入院時食事療

養費 に係る療養、入院 時生活療養費に係る療 養及び保険外併用療養 費に係る療養を担 当するものとする。

保険医療機 関において診療に 従事する保険医又は保 険薬局において調剤に 従事する保険薬剤 師は、厚生労働省令で 定めるとこ

（保険医又は保 険薬剤師の責務）

（略）

ろに より、健康保険の診療 又は調剤に当たら なければならない。

第七十二条
２
（ 厚生労働大臣の指導 ）

保険医療機関及 び保険薬局は療養の給付 に関し、保険医 及び保険薬剤師は健康保 険の診療又は調剤に 関し、厚生労働大臣 の指

厚生労働大臣は 、前項の指導をする場 合において、必要があ ると認めるときは 、診療又は調剤に関す る学識経験者をその 関係団体の指

導を受けなけ ればならない。

第七十三 条
２

定に より指導に立ち会わ せるものとする。た だし、関係団体が指定 を行わない場合又 は指定された者が立ち会 わない場合は、この限 りで
ない。
（療養の給付に関する 費用）

保険者は、療養 の給付に関する費 用を保険医療機関又は 保険薬局に支払うものと し、保険医療機関 又は保険薬局が療養の 給付

前 項の療養の給付に 要する費用の額は、厚 生労働大臣が定め るところにより、算定 するものとする。

関又は保険薬局 に対して支払わなければ ならない一部負担 金に相当する額を控除 した額とする。

に関し保険 者に請求することがで きる費用の額は、療 養の給付に要する費 用の額から、当該療養 の給付に関し被保 険者が当該保険医療機

第七十 六条

２
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３

保 険者は、厚生労働大臣 の認可を受けて、 保険医療機関又は保険 薬局との契約によ り、当該保険医療機関又 は保険薬局において行 われ

る療養の給 付に関する第一項の療 養の給付に要する 費用の額につき、前項 の規定により算定さ れる額の範囲内にお いて、別段の定めをす
ることができる 。

保険者は、保険医療 機関又は保険薬局から 療養の給付に関す る費用の請求があった ときは、第七十条 第一項及び第七十二条 第一項の厚
（略）

４
５

前各項に定め るもののほか、保険医療 機関又は保険薬局の療 養の給付に関する 費用の請求に関して必 要な事項は、厚生 労働省令で定め

生労 働省令並びに前二項の 定めに照らして審査の上 、支払うものと する。
６
る。

厚生労働大 臣は、前条第二項 の定めのうち薬剤に関 する定めその他厚生労 働大臣の定めを適 正なものとするため、 必要な調査

（薬価調査等に ついての厚生労働 大臣の権限）
第七十七条
を行 うことができる。
（保険医療機関 又は保険薬局の報告等）

厚生労働大 臣は、療養の給付に関 して必要があると 認めるときは、保険医 療機関若しくは保険薬 局若しくは保険医 療機関若し

第七条の 三十八第二項及び 第七十三条第二項の規 定は前項の規定による 質問又は検査につ いて、第七条の三十八 第三項の規定は前項 の

若し くは保険医療機関若 しくは保険薬局につ いて設備若しくは診療 録、帳簿書類その 他の物件を検査させるこ とができる。

者、保険医、保険薬 剤師その他の従業者 （開設者であった者等 を含む。）に対し 出頭を求め、又は当該 職員に関係者に対して 質問させ、

いう。）に対 し報告若しくは診療 録その他の帳簿書類の 提出若しくは提示 を命じ、保険医療機関 若しくは保険薬局の開設 者若しくは管理

くは保険 薬局の開設者若し くは管理者、保険医、保 険薬剤師その他 の従業者であった者（以 下この項において「開 設者であった者等 」と

第 七十八条

２

規定による権限 について準用する。
（社 会保険医療協議会への 諮問）
（略）

厚生労働大臣 は、保険医療機関若しく は保険薬局に係 る第六十三条第三項第一 号の指定を行おうとす るとき、若しくは その指定を取り

第八十二条
２

消そ うとするとき、又 は保険医若しくは保険 薬剤師に係る第六十 四条の登録を取り消 そうとするときは、政令 で定めるところ により、地
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方社 会保険医療協議会に諮 問するものとする 。

第六十三条 第三項第二号及び第三 号に掲げる病院若 しくは診療所又は薬局 において行われる 療養の給付及び健康保 険の診療又

（保険者が指定 する病院等における療養 の給付）
第八十四条
（略 ）

は調 剤に関する準則につい ては、第七十条第一項及 び第七十二条第 一項の厚生労働省令の例 による。
２・３

被保険者（特定 長期入院被保険者を除く 。以下この条において 同じ。）が、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、第六十 三条

（入 院時食事療養費）
第八十五条

第三項各号に掲 げる病院又は診療 所のうち自己の選定す るものから同条第一項第 五号に掲げる療 養の給付と併せて受けた 食事療養に要し

４

３

２

被保険者が第六十三 条第三項第一号又は第 二号に掲げる病院 又は診療所から食事療 養を受けたときは、保 険者は、その被保 険者が当該

（略）

厚生労働 大臣は、前項の基準を 定めようとすると きは、中央社会保険医 療協議会に諮問するも のとする。

（ 略）

た費用について、入院 時食事療養費を支 給する。

５

病院又は 診療所に支払うべ き食事療養に要した費用 について、入院 時食事療養費として被保 険者に対し支給すべき 額の限度において 、被

前項の規定によ る支払があったときは 、被保険者に対し入院 時食事療養費の支 給があったものとみな す。

保険者に代わ り、当該病院又は診 療所に支払うことがで きる。
６

被 保険者が第六十三 条第三項第三号に掲げ る病院又は診療所から 食事療養を受けた 場合において、保険者が その被保険者の支払 うべき

第六十四 条、第七十条第一項、 第七十二条第一項 、第七十三条、第七十 六条第三項から第六項 まで、第七十八条 及び前条第一項の規定

し、 厚生労働省令で定める ところにより、領収 証を交付しなければ ならない。

第六十三条第三項各 号に掲げる病院又 は診療所は、食事療養 に要した費用につき、 その支払を受ける 際、当該支払をした被 保険者に対

の支給があった ものとみなす。

食事療養に 要した費用のうち入 院時食事療養費とし て被保険者に支給すべ き額に相当する額 の支払を免除したとき は、入院時食事療養費

７

８
９

は、第六十三条 第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受 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。
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（入 院時生活療養費）
（略）

入院時生活療 養費の額は、当該生活療 養につき生活療 養に要する平均的な費用 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

第八十五条の 二
２

た費用の額（その額が 現に当該生活療養に要 した費用の額を超 えるときは、当該現に 生活療養に要した費 用の額）から、平均 的な家計に

おけ る食費及び光熱水費の 状況並びに病院及び診療 所における生活 療養に要する費用につい て介護保険法第五 十一条の三第二項第一 号に

規定する食 費の基準費用額及び同 項第二号に規定する居 住費の基準費用額 に相当する費用の額を 勘案して厚生労働大 臣が定める額（所得

の状況、病状の 程度、治療の内容その他 の事情をしん酌して厚 生労働省令で定め る者については、別に 定める額。以下「 生活療養標準負
担額 」という。）を控 除した額とする。
（略 ）

第六十四条、 第七十条第一項、 第七十二条第一項、第 七十三条、第七十六条 第三項から第六項 まで、第七十八条、第八 十四条第一項及

３・４
５

び前条第五項から第八 項までの規定は、 第六十三条第三項各号 に掲げる病院又は診療 所から受けた生活 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。

（略）

（保険外併用療 養費）

三

二

一

厚 生労働大臣は、前 項第一号の定めをしよ うとするときは、 中央社会保険医療協議 会に諮問するものとする 。

費用の額を超 えるときは、当該現に生 活療養に要した費用 の額）から生活療養 標準負担額を控除した 額

当該生 活療養につき前条第二 項に規定する厚生労 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 当該生活療養に要した

要 した費用の額を超える ときは、当該現に食事 療養に要した費用 の額）から食事療養標準 負担額を控除した 額

当該食事療養につ き第八十五条第二項 に規定する厚生労働 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 食事療養に

二第一項各号 の措置が採られるべき ときは、当該措置 が採られたものとした場 合の額）を控除 した額

項各号に 掲げる場合の区分に応 じ、同項各号に定 める割合を乗じて得た 額（療養の給付に 係る同項の一部負担金 について第七十五条の

費 用の額（その額が現に 当該療養に要した 費用の額を超えるとき は、当該現に療養 に要した費用の額）から 、その額に第七十四条 第一

当該療養（食事 療養及び生活療養を 除く。）につき第七十 六条第二項の定め を勘案して厚生労働大 臣が定めるところによ り算定した

に生活療養が 含まれるときは当該 額及び第三号に掲げる 額の合算額）とす る。

保険 外併用療養費の額は 、第一号に掲げる額（当 該療養に食事療 養が含まれるときは当該 額及び第二号に掲げ る額の合算額、当該 療養

第 八十六条
２

３
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５

４

第七十五 条の規定は、前項の規 定により準用する 第八十五条第五項の場 合において第二項 の規定により算定した 費用の額（その額が現

（ 略）

に療養に要した 費用の額を超えるときは 、当該現に療養 に要した費用の額）から 当該療養に要した 費用について保険外併 用療養費として
支給される額に相当す る額を控除した額の支 払について準用す る。

被保 険者が、厚生労働大臣が 指定する者（以下「指 定訪問看護事業者 」という。）から当該 指定に係る訪問看 護事業（疾病又

（訪問看護 療養費）
第八十八条

は負 傷により、居宅に おいて継続して療養を 受ける状態にある者（ 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

に適合して いると認めたも のに限る。）に対し、そ の者の居宅において看 護師その他厚生労 働省令で定める者が行 う療養上の世話又 は必

要な診療の補助 （保険医療機関等 又は介護保険法第八条 第二十八項に規定する介 護老人保健施設 によるものを除く。以下 「訪問看護」と

いう。）を行う事業を いう。）を行う事 業所により行われる訪 問看護（以下「指定訪 問看護」という。 ）を受けたときは、そ の指定訪問

第九十条

指定訪 問看護事業者は、第九十 二条第二項に規 定する指定訪問看護の事 業の運営に関する基準 に従い、訪問看護 を受ける者の心

身の 状況等に応じて自 ら適切な指定訪問看護 を提供するものとす る。
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看護 に要した費用について 、訪問看護療養費 を支給する。
（略 ）

訪問看護療養 費の額は、当該指定訪問 看護につき指定 訪問看護に要する平均的 な費用の額を勘案し て厚生労働大臣が定 めるところによ

２・３
４

り 算定した費用の額か ら、その額に第七十四 条第一項各号に掲 げる場合の区分に応じ 、同項各号に定める割合 を乗じて得た額 （療養の給

付に係る 同項の一部負担金 について第七十五条の二 第一項各号の措 置が採られるべきときは 、当該措置が採られた ものとした場合の 額）
（略）

を控除した額 とする。
５～９

保 険者は、指定訪問看護 事業者から訪問看 護療養費の請求があっ たときは、第四項 の定め及び第九十二条第 二項に規定する指定訪 問看

（略）

保険者は、前 項の規定による審査及 び支払に関する事 務を基金又は国保連合会 に委託すること ができる。
13

（指定訪問 看護事業者の責務）

・

護の事業の 運営に関する基準（ 指定訪問看護の取扱 いに関する部分に限る 。）に照らして審 査の上、支払うものと する。

10
12 11

２

（ 略）
（指定訪問看護 事業者の指定の取消し）
（略）

指定訪問看護事業 者が、前条第一項 （第百十一条第三項及 び第百四十九条におい て準用する場合を 含む。以下この条にお いて同じ。

正があったと き。

第八十 八条第六項（第 百十一条第三項及び第百 四十九条において準用 する場合を含む。 ）の規定による支払に 関する請求につい て不

問 看護の事業の運営 に関する基準に従って 適正な指定訪問看護事 業の運営をするこ とができなくなったとき 。

指定訪問看 護事業者が、第九十二条 第二項（第百十一条第 三項及び第百四十 九条において準用する 場合を含む。）に 規定する指定訪

る基準又 は同項の厚生労働省令 で定める員数を満たす ことができなくな ったとき。

指定訪問看護事業者が 、当該指定に係る訪問看 護事業所の看護 師その他の従業者につい て、第九十二条第 一項の厚生労働省令で 定め

第九十五条
一
二
三
四

） の規定により報告若し くは帳簿書類の提 出若しくは提示を命ぜ られてこれに従わず、又 は虚偽の報告をし たとき。

指定訪 問看護事業者又は当該 指定に係る訪問看 護事業所の看護師その 他の従業者が、前条第 一項の規定により 出頭を求められてこれ

（略）

五

に応ぜず、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（当該指 定に係る訪問看護事業 所の看護師その他 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
六

指定訪問看護事 業者が、不正の手段 により指定訪問看護事 業者の指定を受け たとき。

指定訪問 看護事業者が相 当の注意及び監督を尽く したときを除く 。）。
七

指定訪問看護事業者 が、この法律その他 国民の保健医療に関す る法律で政令で定 めるものの規定により罰 金の刑に処せられ、そ の執

前各号に掲げる場合の ほか、指定訪問看護 事業者が、この法律 その他国民の保健医療に 関する法律で政令 で定めるもの又はこれ らの

たとき。

指定訪問看 護事業者が、禁錮以 上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は 執行を受けるこ とがなくなるまでの者に 該当するに至っ

行を終わ り、又は執行を受ける ことがなくなるま での者に該当するに至 ったとき。

八
九
十

法律に基 づく命令若しくは処分 に違反したとき。
（傷 病手当金）
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（略）

傷病手当 金の支給期間は、同一 の疾病又は負傷及 びこれにより発した疾 病に関しては、そ の支給を始めた日から 起算して一年六月を超

第九十 九条
２
えないものとす る。

（ 略）

（傷 病手当金又は出産手当 金と報酬等との調整）
第百八条
（略）

年金保険 者（厚生労働大臣を除 く。）は、厚生労働大 臣の同意を得て、 前項の規定による資料 の提供の事務を厚生労 働大臣に委託して

付の支給 状況につき、必要 な資料の提供を求めるこ とができる。

お いて「年金保険者」 という。）に対し、第 二項の障害厚生年 金若しくは障害基礎年 金、第三項の障害手当金 又は前項の老齢 退職年金給

保険者は、前 三項の規定により傷病手 当金の支給を行 うにつき必要があると認 めるときは、老齢退 職年金給付の支払を する者（次項に

する。

職年 金給付の額の合算額） につき厚生労働省 令で定めるところによ り算定した額が、傷病手 当金の額より少な いときは、その差額を 支給

支給しない。ただし、 その受けることが できる老齢退職年金給 付の額（当該老齢退職 年金給付が二以上 あるときは、当該二以 上の老齢退

政令で定めるも の（以下この項及 び次項において「老齢 退職年金給付」という。 ）の支給を受け ることができるときは、 傷病手当金は、

民年金法又 は厚生年金保険 法による老齢を支給事由 とする年金たる給付そ の他の老齢又は退 職を支給事由とする年 金である給付であ って

傷 病手当金の支給を 受けるべき者（第百四 条の規定により受ける べき者であって、 政令で定める要件に該当 するものに限る 。）が、国

２・３
４

５

６
行わせることができ る。
（ 略）

前項の規定に より保険者が支給 した金額は、事業主か ら徴収する。

第百九条
２
（家 族療養費）

被 保険者の被扶養者が保 険医療機関等のう ち自己の選定するもの から療養を受けたとき は、被保険者に対 し、その療養に要した

家 族療養費の額は、 第一号に掲げる額（当 該療養に食事療養 が含まれるときは当該 額及び第二号に掲げる額 の合算額、当該 療養に生活

費用について、 家族療養費を支給する。

第百十条
２
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イ

被扶養者が六歳 に達する日以後の最初 の三月三十一日の 翌日以後であって七十 歳に達する日の属する 月以前である場合

百分の七

被扶 養者が六歳に達する日 以後の最初の三月三十 一日以前である場 合

百分の八十

ロ

被扶養者（ ニに規定する被扶養者 を除く。）が七十歳に 達する日の属する 月の翌月以後である場 合

百分の八十

ハ

第七十四条第一 項第三号に掲げる場合 に該当する被保険者そ の他政令で定める 被保険者の被扶養者が七 十歳に達する日の属 する月
百分 の七十

当該食事療 養につき算定した 費用の額（その額が現 に当該食事療養に要した 費用の額を超え るときは、当該現に食事 療養に要した費

の翌月以後 である場合

ニ

十

該現に療養に 要した費用の額）に次の イからニまでに 掲げる場合の区分に応じ 、当該イからニまで に定める割合を乗じ て得た額

当該療 養（食事療養及び生活 療養を除く。）に つき算定した費用の額 （その額が現に当該 療養に要した費用の 額を超えるときは、当

療養 が含まれるときは当該 額及び第三号に掲 げる額の合算額）とす る。
一

二
用の額）から食事療 養標準負担額を控 除した額

当該生活療養につき算 定した費用の額（ その額が現に当該生活 療養に要した費用の額を 超えるときは、当 該現に生活療養に要し た費
（略）

三
３

被扶養者が第六十三 条第三項第一号又は第 二号に掲げる病院 若しくは診療所又は薬 局から療養を受けたと きは、保険者は、 その被扶養

用の額） から生活療養標準負担 額を控除した額
４

者が当該 病院若しくは診療 所又は薬局に支払うべき 療養に要した費 用について、家族療養費 として被保険者に対し 支給すべき額の限 度に
前項の規定によ る支払があったときは 、被保険者に対し家族 療養費の支給があ ったものとみなす。

おいて、被保 険者に代わり、当該 病院若しくは診療所又 は薬局に支払うこ とができる。
５

被 扶養者が第六十三 条第三項第三号に掲げ る病院若しくは診療所 又は薬局から療養 を受けた場合において、 保険者がその被扶養 者の支

第七十五 条の規定は、第四項の 場合において療養 につき第三項の規定に より算定した費用の額 （その額が現に療 養に要した費用の額を

四条 第一項、第八十五条第 八項、第八十七条及 び第九十八条の規定 は、家族療養費の支給及 び被扶養者の療養 について準用する。

第六十三条、第六十 四条、第七十条第 一項、第七十二条第一 項、第七十三条、第七 十六条第三項から 第六項まで、第七十八 条、第八十

療養費の支給が あったものとみなす 。

払うべき療 養に要した費用のう ち家族療養費として 被保険者に支給すべき 額に相当する額の 支払を免除したときは 、被保険者に対し家族

６

７
８

超えるときは、 当該現に療養に要した費 用の額）から当該 療養に要した費用につ いて家族療養費として 支給される額に相 当する額を控除
した 額の支払について 準用する。
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（家族訪問 看護療養費）
（略）

（略 ）

２

第 八十八条第二項、第三 項、第六項から第十一項 まで及び第十三 項、第九十条第一項、第 九十一条、第九十 二条第二項及び第三項 、第

第百十一条
３

日雇特例 被保険者の保険の保険 者は、協会とする。

九十四条並 びに第九十八条の規定 は、家族訪問看護療養 費の支給及び被扶 養者の指定訪問看護に ついて準用する。

（略）

第百二 十三条
２
（保険外併用療養費）
（略）

第百二十 九条第二項、第四項及 び第五項の規定は 、保険外併用療養費の 支給について準用する 。

第百三 十一条
２
（略）

保険 者は、被保険者等の 療養のために必要な費用 に係る資金若し くは用具の貸付けその他 の被保険者等の療養 若しくは療養環境の 向上

第 百五十条
２

又は被保険者 等の出産のために必 要な費用に係る資金の 貸付けその他の被 保険者等の福祉の増進 のために必要な事業を行 うことができる 。
（略）

国庫は、毎年 度、予算の範囲内 において、健康保険事 業の事務（前期高齢者納 付金等、後期高齢 者支援金等及び第百七 十三

前 項の指針は、健康 増進法（平成十四年法 律第百三号）第九条第 一項に規定する健 康診査等指針と調和が保 たれたものでなけれ ばなら

３～５
６
ない。
（国庫負担）
第百五 十一条

条の規定に よる拠出金並びに介護 納付金の納付に関す る事務を含む。）の 執行に要する費用を負 担する。
（国 庫補助）
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（略）

国庫は、 第百五十一条及び前項 に規定する費用の ほか、協会が拠出すべ き前期高齢者納付 金（日雇特例被保険者 に係るものを除く。）

第百五 十三条
２

及び高齢者の医 療の確保に関する法律の 規定による後期 高齢者支援金（日雇特例 被保険者に係るも のを除く。）並びに介 護納付金（日雇

特例被保険者に係るも のを除く。）の納付に 要する費用の額の 合算額（当該前期高齢 者納付金の額に給付 費割合を乗じて得た 額を除き、

前期 高齢者交付金がある場 合には、当該前期高齢者 交付金の額から 当該額に給付費割合を乗 じて得た額を控除 して得た額を当該合算 額か
ら控除した 額）に同項の政令で定 める割合を乗じて得た 額を補助する。

国庫は、 第百五十一条及び前条 に規定する費用のほか 、毎年度、健康保 険事業の執行に要する費 用のうち、日雇 特例被保険

国庫は、 第百五十一条、前条及 び前項に規定する費用 のほか、協会が拠 出すべき前期高齢者納 付金及び高齢者の医療 の確保に関する法

規定する 政令で定める割合 を乗じて得た額を補助す る。

延 べ納付日数を当該年 度に納付された日雇特 例被保険者に関す る保険料の総延べ納付 日数で除して得た率を乗 じて得た額に前 条第一項に

一条第二項及び 第三項において同じ。） を設立する事業 主以外の事業主から当該 年度に納付された日雇 特例被保険者に関 する保険料の総

額を控除し た額）に健康保険組合 （第三条第一項第 八号の承認を受けた者 の国民健康保険を行う 国民健康保険の保 険者を含む。第百七十

割合 を乗じて得た額の合算 額（前期高齢者交 付金がある場合には、 当該合算額から当該前期 高齢者交付金の額 に給付費割合を乗じて 得た

養の給付については、 一部負担金に相当 する額を控除するもの とする。）の額並びに 前期高齢者納付金 の納付に要する費用の 額に給付費

出産手当金、家 族療養費、家族訪 問看護療養費、家族移 送費、特別療養費、高額 療養費及び高額 介護合算療養費の支給に 要する費用（療

者に係る療 養の給付並びに 入院時食事療養費、入院 時生活療養費、保険外 併用療養費、療養 費、訪問看護療養費、 移送費、傷病手当 金、

第百五 十四条

２

律の規定による後期 高齢者支援金並びに 介護納付金のうち日雇 特例被保険者に係 るものの納付に要する 費用の額の合算額（当 該前期高齢

者納 付金の額に給付費割 合を乗じて得た額を 除き、前期高齢者交付 金がある場合には 、当該前期高齢者交付金 の額から当該額に給付 費割

合を乗じて 得た額を控除して得 た額を当該合算額か ら控除した額）に同項 に規定する率を乗 じて得た額に同条第一 項に規定する政令で定
める割合を乗じ て得た額を補助する 。
（保 険料）

保険者等は、健康保 険事業に要する費 用（前期高齢者納付金 等及び後期高齢者支援 金等並びに介護納 付金並びに健康保険組

前 項の規定にかかわ らず、協会が管掌する 健康保険の任意継 続被保険者に関する保 険料は、協会が徴収する 。

合においては、 第百七十三条の規定によ る拠出金の納付に 要する費用を含む。） に充てるため、保険料 を徴収する。

第百五十五条
２
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（保険料率 ）
（略 ）

第五十二条第一号 に掲げる療養の給付そ の他の厚生労働省令で 定める保険給付（ 以下この項及び次項にお いて「療養の給付 等」とい

う。）の うち、当該支部被 保険者に係るものに要 する費用の額（当該支 部被保険者に係る 療養の給付等に関する 第百五十三条第一項 の

規定による国 庫補助の額を除く 。）に次項の規定に基 づく調整を行うことによ り得られると見 込まれる額

保険給付（支部被 保険者に係る療養 の給付等を除く。）、 前期高齢者納付金等及 び後期高齢者支援 金等に要する費用の予 想額（第百

五 十三条及び第百五十四 条の規定による国 庫補助の額（前号の国 庫補助の額を除く。）並 びに第百七十三条 の規定による拠出金の 額を

除く。） に総報酬按分率（当該 都道府県の支部被 保険者の総報酬額（標 準報酬月額及び標準賞 与額の合計額をい う。以下同じ。）の総
額を協会が管 掌する健康保険の被保険 者の総報酬額の 総額で除して得た率をい う。）を乗じて得た額

保健事業及び福祉 事業に要する費用の額 （第百五十四条の 二の規定による国庫補 助の額を除く。）並びに 健康保険事業の 事務の執行

に要する 費用及び次条の 規定による準備金の積立 ての予定額（第 百五十一条の規定による 国庫負担金の額を除く 。）のうち当該支 部被
保険者が分担 すべき額として協 会が定める額

協会は、支部被 保険者及びその被扶養 者の年齢階級別の分布 状況と協会が管掌 する健康保険の被保険 者及びその被扶養者 の年齢階級別

協会が都道府 県単位保険料率を変更し ようとするとき は、あらかじめ、理事長 が当該変更に係る都道 府県に所在する支 部の支部長の意

収支の見通 しを作成し、公表する ものとする。

に要 する費用の額、保険料 の額（各事業年度に おいて財政の均衡を 保つことができる保険料 率の水準を含む。 ）その他の健康保険事 業の

協会は、二年ごとに 、翌事業年度以降 の五年間についての協 会が管掌する健康保険 の被保険者数及び 総報酬額の見通し並び に保険給付

被保険者を単位 とする健康保険の財 政の調整を行うもの とする。

する健康保 険の被保険者の総報 酬額の平均額との差 異によって生ずる財政 力の不均衡を是正 するため、政令で定め るところにより、支部

の分 布状況との差異によ って生ずる療養の給 付等に要する費用の額 の負担の不均衡並 びに支部被保険者の総報 酬額の平均額と協会が 管掌

三

二

一

のとなるよう、 政令で定めるところによ り算定するものとする 。

都道府県 単位保険料率は、支部 被保険者を単位として 、次に掲げる額に 照らし、毎事業年度に おいて財政の均衡 を保つことができるも

に適 用する。

前項の規定により支 部被保険者を単位とし て決定する一般保 険料率（以下「都道府 県単位保険料率」 という。）は、当該支 部被保険者

第百六十条
２
３

４

５

６

見を 聴いた上で、運営 委員会の議を経なけれ ばならない。
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支 部長は、前項の意見を 求められた場合の ほか、都道府県単位保 険料率の変更が必 要と認める場合には、あ らかじめ、当該支部に 設け

協会が都道府 県単位保険料率を変更し ようとするとき は、理事長は、その変更 について厚生労 働大臣の認可を受けなけ ればならない。

７
８

厚生労働大臣は、前 項の認可をしたときは 、遅滞なく、その 旨を告示しなければな らない。

られた評議 会の意見を聴いた上で 、理事長に対し、 当該都道府県単位保険 料率の変更について 意見の申出を行うも のとする。
９

厚生 労働大臣は、都道府 県単位保険料率が、当該 都道府県におけ る健康保険事業の収支の 均衡を図る上で不適 当であり、協会が管 掌す

る健康保険 の事業の健全な運営に 支障があると認めると きは、協会に対し 、相当の期間を定めて 、当該都道府県単位 保険料率の変更の認
可を申請すべき ことを命ずることができ る。

厚 生労働大臣は、協 会が前項の期間内に同 項の申請をしないとき は、社会保障審議 会の議を経て、当該都道 府県単位保険料率を 変更す

ることがで きる。
第九項の規定 は、前項の規定に より行う都道府県単位 保険料率の変更について 準用する。

第一項及び第八項の 規定は、健康保険 組合が管掌する健康保 険の一般保険料率につ いて準用する。こ の場合において、第一 項中「支部

被保 険者（各支部の都道府 県に所在する適用 事業所に使用される被 保険者及び当該都道府県 の区域内に住所又 は居所を有する任意継 続被

保険者をい う。以下同じ。）を単 位として協会が決 定するものとする」と あるのは「決定するも のとする」と、第 八項中「都道府県単位
保険料率」とあ るのは「健康保険組合が 管掌する健康保 険の一般保険料率」と読 み替えるものとする。

特 定保険料率は、各 年度において保険者が 納付すべき前期高 齢者納付金等の額及び 後期高齢者支援金等の額 （協会が管掌す る健康保険

及び日雇 特例被保険者の保 険においては、その額か ら第百五十三条 及び第百五十四条の規定 による国庫補助額を控 除した額）の合算 額（

前期高齢者交 付金がある場合には 、これを控除した額） を当該年度におけ る当該保険者が管掌す る被保険者の総報酬額の 総額の見込額で
除して得た率を基準 として、保険者が定 める。
基 本保険料率は、一般保 険料率から特定保 険料率を控除した率を 基準として、保険 者が定める。

介護保険 料率は、各年度におい て保険者が納付す べき介護納付金（日雇 特例被保険者に係 るものを除く。）の額 （協会が管掌する健康

保険においては 、その額から第百五 十三条第二項の規定 による国庫補助額を控除 した額）を当該 年度における当該保険者 が管掌する介護

保険第二号被保険者で ある被保険者の総報 酬額の総額の見込額 で除して得た率を基準 として、保険者が 定める。

協 会は、第十四項及び第 十五項の規定により基 本保険料率及び特 定保険料率を定め、又は 前項の規定により 介護保険料率を定めた とき

は、遅滞な く、その旨を厚生労働 大臣に通知しなけれ ばならない。
（準 備金）
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10
11
13 12
14
16 15
17

第百六 十条の二

保険者は、 政令で定めるとこ ろにより、健康保険事 業に要する費用の 支出に備えるため、毎事 業年度末において、準 備金

を積み立て なければならない。

第三条第一項 第八号の承認を受けた者 の国民健康保険 を行う国民健康保険の保 険者は、健康保険 組合とみなして、第百 七十

（国民健康保険の保険 者への適用）
第百七 十九条

則

三条から前 条までの規定を適用す る。
附

厚生労働省令で 定める要件に該当 するものとして厚生労 働大臣の認可を受けた 健康保険組合（以 下この条において「特 定健康保険

（特定健康保険 組合）
第三条

組合 」という。）の組合員 である被保険者で あった者であって、改 正法第十三条の規定によ る改正前の国民健 康保険法第八条の二第 一項

に規定する 退職被保険者であるべ きもののうち当該 特定健康保険組合の規 約で定めるものは、当 該特定健康保険組 合に申し出て、当該特

定健康保険組合 の被保険者（以下この条 において「特例 退職被保険者」という。 ）となることができる 。ただし、任意継 続被保険者であ

４

３

２

第 百四条の規定にか かわらず、特例退職被 保険者には、傷病手当 金は、支給しない 。

（略）

特例退職 被保険者は、第一項の 申出が受理された日か ら、その資格を取 得する。

特例 退職被保険者は、同 時に二以上の保険者（共 済組合を含む。 ）の被保険者となること ができない。

る ときは、この限りで ない。

５

特例退職 被保険者は、この 法律の規定（第三十八 条第二号、第四号及び 第五号を除く。） の適用については、任 意継続被保険者とみ な

（略）

特例退職 被保険者に対する保険 給付の特例その他 特例退職被保険者に関 して必要な事項は、政 令で定める。

「保 険者」とあるのは「附 則第三条第一項に規 定する特定健康保険 組合」とする。

規定による改正前の国 民健康保険法第八条 の二第一項に規定す る退職被保険者である べき者に該当しな くなったとき」と、同 条第三号中

す。この場合に おいて、同条第一号 中「任意継続被保険 者となった日から起算し て二年を経過し たとき」とあるのは「改 正法第十三条の

６

７
第八条 の五
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○

２

船員保険法（昭和十 四年法律第七十三号） （抄）

協 会については、平成二 十五年度及び平成 二十六年度においては 、第百六十条の二 の規定は適用しない。

（標準報酬 月額）
（略）

前 項の規定による標 準報酬月額の等級区分 は、被保険者の受ける 報酬の水準に著し い変動があった場合にお いては、変動後 の水準に照

第十六条
２
らし、速や かに、改定を行 うものとする。
（標準賞与額の決定）
（略）

前条第二 項の規定は、標準賞与 額の算定について 準用する。

第二十 一条
２
（ 療養の給付）

四

三

二

一

病院又は診 療所への入院及びそ の療養に伴う世話そ の他の看護

居宅に おける療養上の管理 及びその療養に伴う 世話その他の看護

処置、手術その他の 治療

薬剤又は治療材 料の支給

診察

被保険者又は被 保険者であった者の給付 対象傷病に関し ては、次に掲げる療養の 給付を行う。

五

自宅以外の場所に おける療養に必要な 宿泊及び食事の支給

食事の 提供である療養であっ て前項第五号に掲げ る療養と併せて行う もの（医療法（昭和二 十三年法律第二百 五号）第七条第二項第

次 に掲げる療養に係る給 付は、前項の給付 に含まれないものとす る。

六

第五十三 条

２
一

四号に規定す る療養病床への入院及び その療養に伴う世話 その他の看護であっ て、当該療養を受ける 際、六十五歳に達 する日の属する

月 の翌月以後である 被保険者又は被保険者 であった者（以下「特 定長期入院被保険 者等」という。）に係る ものを除く。以 下「食事療
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３

二

養 」という。）

次に掲 げる療養であって前項 第五号に掲げる療 養と併せて行うもの（ 特定長期入院被保険 者等に係るものに限 る。以下「生活療養」
食事の提供であ る療養

という。）
イ

評価療 養（健康保険法第六十 三条第二項第三号に規 定する評価療養を いう。以下同じ。）

温度、照明及び給水 に関する適切な療養環境 の形成である療 養

三
（略）

ロ
四
次号に 掲げる者以外の 被保険者

第 一項の給付対象傷 病は、次の各号に掲げ る被保険者又は被保険 者であった者の区 分に応じ、当該各号に定 める疾病又は負 傷とする。
一
後期高齢者 医療の被保険者等 である被保険者

雇入 契約存続中の職務外の事 由による疾病若 しくは負傷又はこれによ り発した疾病（

職務外の事由 による疾病又は負傷

二

被保険者の資格を 喪失する前に発した職 務外の事由による疾病若 しくは負傷又はこ れにより発した疾病

当該疾病又は負傷に ついて下船後の療 養補償を受けることが できるものに限る。）
被保険者であった者

前項の規 定にかかわらず、第一 項第六号に掲げる 給付は、職務上の事由 又は通勤による疾病又 は負傷についても 行うものとする。

三
４

被保険者であ った者に対する第三項第 三号に規定する 疾病又は負傷に関する療 養の給付については 、健康保険法第三条 第二項に規定す

一

船員保 険の被保険者に対し て診療又は調剤を行 う病院若しくは診療所 又は薬局であって 、協会が指定したもの

保険医療機関又は保 険薬局

第一項第六号 に掲げる給付を受 けようとする者は、厚 生労働省令で定めるとこ ろにより、協会 の指定した施設のうち、 自己の選定する

二

所又は薬局のうち、 自己の選定するもの から受けるものとする 。

第一項第 一号から第五号までに 掲げる給付を受けよう とする者は、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、次に掲げる 病院若しくは診療

、下船後 の療養補償を受け ることができる場合にお けるその療養補 償に相当する療養の給付 については、この限り でない。

る 日雇特例被保険者又 はその被扶養者となっ た場合に限り、そ の資格を喪失した後の 期間に係る療養の給付を 行うことができ る。ただし

５

６

７

ものから受けるものと する。

保険 医療機関若しくは保険薬 局又は保険医若 しくは健康保険法第六十 四条に規定する保険薬 剤師が船員保険の 療養の給付を担

（診療規則 ）
第五十四条

当し 、又は船員保険の 診療若しくは調剤に当 たる場合の準則につ いては、同法第七十 条第一項及び第七十二条 第一項の規定に よる厚生労
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２

働省 令の例による。

前項の場 合において、同項に規 定する厚生労働省 令の例により難いとき 、又はよることが 適当と認められないと きの準則については、
厚生労働省令で 定める。
（療 養の給付に関する費用 ）
（略）

協会は、厚生 労働大臣の認可を 受けて、保険医療機関 又は保険薬局との契約 により、当該保険 医療機関又は保険薬局に おいて行われる

ころにより 、これを算定す るものとする。

とし 、これにより難い とき、又はよることが 適当と認められないと きにおける療養の 給付に要する費用の額は 、厚生労働大臣が 定めると

前項の療養の 給付に要する費用の額の 算定については、健康 保険法第七十六条 第二項の規定による厚 生労働大臣の定め の例によるもの

第五十八条
２

３

療養の給付に関する第 一項の療養の給付 に要する費用の額につ き、前項の規定により 算定される額の範 囲内において、別段の 定めをする
こと ができる。

健康保険法 第六十四条、第七十三 条、第七十六条第 四項から第六項まで、 第七十八条及び第八十 二条第一項の規定 は、この法

（健康保険法の 準用）
第 五十九条
律による 療養の給付につい て準用する。

第五十三条第 六項第二号に掲げる病 院若しくは診療所又は 薬局において行わ れる療養の給付及び診療 又は調剤に関する準 則につ

（協会が指定する病 院等における療養の 給付）

（略）

ることが適当と 認められないときの 準則については、第 五十四条第二項の規定に よる厚生労働省 令の例による。

いては、健 康保険法第七十条第 一項及び第七十二条 第一項の規定による厚 生労働省令の例に よるものとし、これに より難いとき、又はよ

第六十 条

２

（入院時食 事療養費）
（略 ）

入 院時食事療養費の 額は、当該食事療養に つき健康保険法第 八十五条第二項の規定 による厚生労働大臣が定 める基準の例に より算定し

第六十一条
２
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た費 用の額（その額が現に 当該食事療養に要 した費用の額を超える ときは、当該現に食 事療養に要した費用の 額。以下「入院時食事 療養
３

第一項の場合におい て、協会は、その食事 療養を受けた者が 当該病院又は診療所に 支払うべき食事療 養に要した費用につい て、入院時

（略）

費算定額」 という。）から食事療 養標準負担額（同 項に規定する食事療養 標準負担額をいう。 以下同じ。）を控除 した額とする。
４

食事 療養費として被保険者 又は被保険者であった者 に対し支給すべ き額の限度において、被 保険者又は被保険 者であった者に代わり 、当
該病院又は 診療所に支払うことが できる。
（略）

健 康保険法第六十四 条、第七十三条、第七 十六条第四項から第六 項まで及び第七十 八条の規定並びに第五十 三条第五項、第 五十四条、

５・６
７

第五十八条 第三項及び前条 第一項の規定は、第五十 三条第六項各号に掲げ る病院又は診療所 から受けた食事療養及 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 。

（略）

（入 院時生活療養費）
第六十二条

入院時生活療 養費の額は、当該生活療 養につき健康保 険法第八十五条の二第二 項の規定による厚生 労働大臣が定める基 準の例により算

（略）

２

定 した費用の額（その 額が現に当該生活療養 に要した費用の額 を超えるときは、当該 現に生活療養に要した費 用の額。以下「 入院時生活
３

健康保険法第六 十四条、第七十三条、 第七十六条第四項から 第六項まで及び第 七十八条の規定並びに 第五十三条第五項、 第五十四条、

療養費算 定額」という。） から生活療養標準負担額 （同項に規定す る生活療養標準負担額を いう。以下同じ。）を 控除した額とする 。
４

第五 十八条第三項、第六 十条第一項及び前条 第四項から第六項まで の規定は、第五十 三条第六項各号に掲げる 病院又は診療所から受 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。
（保険外併用療養費）
（略）

保険外併 用療養費の額は、第一 号に掲げる額（当 該療養に食事療養が含 まれるときは当該額及 び第二号に掲げる 額の合算額、当該療養

第六十 三条
２

当該療養（食事療 養及び生活療養を除く 。）につき健康保険 法第八十六条第二項 第一号の規定による厚生 労働大臣の定め の例により

に生活療養が含 まれるときは当該額及び 第三号に掲げる額 の合算額）とする。
一
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算 定した費用の額（その 額が現に当該療養 に要した費用の額を超 えるときは、当該現に 療養に要した費用の 額。次項において「保 険外

併用療養 費算定額」という。） からその額に第五 十五条第一項各号に掲 げる場合の区分に応じ 、同項各号に定め る割合を乗じて得た額

（療養の給付 に係る同項の一部負担金 について第五十 七条第一項各号に掲げる 措置が採られるべき ときは、当該措置が 採られたものと
二

当該生 活療養につき入院時生 活療養費算定額から生 活療養標準負担額 を控除した額

当該食事療養につき入 院時食事療養費算定額か ら食事療養標準 負担額を控除した額

した場合の額）を控 除した額
三

前項の規定に かかわらず、下船後の療 養補償に相当する保険 外併用療養費の額 については、保険外併 用療養費算定額（ 当該療養に食事

（略）

３

療養 が含まれるときは 当該保険外併用療養費 算定額及び入院時食事 療養費算定額の合 算額、当該療養に生活療 養が含まれるとき は当該保
４

第五十六条の規定は 、前項の規定によ り準用する第六十一条 第四項の場合において 算定費用額から当 該療養に要した費用に ついて保険

険外併用療 養費算定額及び 入院時生活療養費算定額 の合算額。以下「算定 費用額」という。 ）とする。
５
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外併 用療養費として支給さ れる額に相当する 額を控除した額の支払 について準用する。
（訪問看護療養 費）

（傷病手当 金）
（略 ）

規定 によりその資格を 喪失した後の期間に係 る傷病手当金の支給 を受けるには、被保 険者の資格を喪失した日 （疾病任意継続 被保険者の

被保険者であ った者がその資格を喪失 する前に発した 職務外の事由による疾病 若しくは負傷又はこれ により発した疾病 に関し第一項の

いものとす る。

傷 病手当金の支給期間は 、同一の疾病又は 負傷及びこれにより発 した疾病に関しては、そ の支給を始めた日 から起算して三年を超 えな

（略）

第六十九条
２
３
４

（略）

（略）

第 六十五条
２～

健康保険法第 八十八条第十項、 第十一項及び第十三項 、第九十一条、第 九十二条第三項並びに 第九十四条の規定並びに 第五十三条第五

11

項の規定は、この法 律による訪問看護療 養費の支給及び指定訪 問看護について準 用する。

12

５

資格 を喪失した者にあって は、その資格を取 得した日）前における 被保険者（疾病任意 継続被保険者を除く。 ）であった期間が、そ の日

前一年間に おいて三月以上又はそ の日前三年間にお いて一年以上（第七十 三条第二項及び第七 十四条第二項におい て「支給要件期間」と
いう。）である ことを要する。

傷病手当金の支給は 、高齢者の医療の確保 に関する法律の規 定により傷病手当金の 支給があったとき は、その限度において 、行わない。

（略）

（傷病手当 金と報酬等との調整）
第七十条
（略）

年 金保険者（厚生労働大 臣を除く。）は、 厚生労働大臣の同意を 得て、前項の規定によ る資料の提供の事務 を厚生労働大臣に委託 して

の支給状況につき、必 要な資料の提供を 求めることができる。

いて「年金保険 者」という。）に 対し、第二項の障害厚 生年金若しくは障害基礎 年金、第三項の 障害手当金又は前項の老 齢退職年金給付

協会は、 前三項の規定に より傷病手当金の支給を 行うにつき必要がある と認めるときは、 老齢退職年金給付の支 払をする者（次項 にお

２～４
５

６
行わせるこ とができる。
（略）

前項 の規定により協会が 支給した金額は、船舶所 有者から徴収す る。

第 七十一条
２
（家族療養費）

被扶養者が 保険医療機関等のうち 自己の選定するものか ら療養（第五十三 条第一項第六号に掲げる 療養を除く。）を受 けたと

家族療養費の 額は、第一号に掲 げる額（当該療養に食 事療養が含まれるときは 当該額及び第二 号に掲げる額の合算額、 当該療養に生活

きは、被保 険者に対し、その療 養に要した費用につ いて、家族療養費を支 給する。

第七十 六条
２

当該療養（食事療養及 び生活療養を除く。 ）につき算定した費 用の額（その額が現に当 該療養に要した費 用の額を超えるときは 、当

療養が含まれるときは 当該額及び第三号に 掲げる額の合算額） とする。
一

被扶養者 が六歳に達する日以後の 最初の三月三十一日 の翌日以後であって 七十歳に達する日の属 する月以前である 場合

百分の七

該現に療 養に要した費用の額） に次のイからニまでに 掲げる場合の区分 に応じ、当該イからニ までに定める割合 を乗じて得た額
イ
十
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二

被扶養者が六歳に達 する日以後の最初 の三月三十一日以前で ある場合

百分の八十

ロ

被扶 養者（ニに規定する被 扶養者を除く。） が七十歳に達する日の 属する月の翌月以後で ある場合

百分の 八十

ハ

第五十五 条第一項第三号に掲げる 場合に該当する 被保険者その他政令で定 める被保険者の被扶 養者が七十歳に達す る日の属する月
百分の七十

ニ
の翌月以後である場合

当該食事療養につき算 定した費用の額（その額 が現に当該食事 療養に要した費用の額を 超えるときは、当 該現に食事療養に要し た費
用の額） から食事療養標準負担 額を控除した額

当該生活療 養につき算定した費用の 額（その額が現に当該 生活療養に要した 費用の額を超えるとき は、当該現に生活 療養に要した費
（略）

三
３

第一項の場合 において、協会は 、その療養を受けた者 が当該病院若しくは診 療所又は薬局に支 払うべき療養に要した費 用について、家

用 の額）から生活療 養標準負担額を控除し た額
４

族療養費として被保険 者又は被保険者で あった者に対し支給す べき額の限度において 、被保険者又は被 保険者であった者に代 わり、当該

前項の規 定による支払があった ときは、被保険者 又は被保険者であった 者に対し家族療養費の 支給があったもの とみなす。

病院 若しくは診療所又は薬 局に支払うことが できる。
５

第五十三条第 一項、第二項、第六項及 び第八項、第五 十四条、第五十八条第三 項、第五十九条、第 六十条第一項、第六 十一条第六項並

第五 十六条の規定は、第 四項の場合において療養 につき第三項の 規定により算定した費用 の額（その額が現に 療養に要した費用の 額を

び に第六十四条の規定 は、家族療養費の支給 及び被扶養者の療 養について準用する。

６
７

超えるときは 、当該現に療養に要 した費用の額）から当 該療養に要した費 用について家族療養費 として支給される額に相 当する額を控除
した額の支払につい て準用する。
（家族訪問 看護療養費）
（略）

（略 ）

２

健 康保険法第八十八条第 十項、第十一項及 び第十三項、第九十一 条、第九十二条第三項並 びに第九十四条の 規定並びに第六十五条 第二

第七十八条
３

項、第三項 及び第六項から第十項 までの規定は、家族 訪問看護療養費の支 給及び被扶養者の指定 訪問看護について 準用する。
（休 業手当金）
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（略）

標準報酬 日額

休業手当金は、 被保険者又は被保 険者であった者が職務 上の事由又は通勤 による疾病又は負傷及び これにより発した疾病 につ

一

療養のため労働するこ とができないために報酬 を受けない四月 以内の期間（前号及び第 四号に掲げる期間 を除く。）

（略）

き療養のた め労働することができ ないために報酬を 受けない日について、 支給する。

第八十 五条
２
二

の百分の 四十に相当する金額（ 同一の事由について労 働者災害補償保険 法第二十九条第一項第 二号に掲げる事業とし て支給が行われる
三

療養の ため労働するこ とができないために報酬 を受けない四月以内の 期間であって、療 養を開始した日から起 算して一年六月を 経過

（略）

給付金であって 厚生労働省令で定める ものを受けることがで きるときは、当該 給付の水準を勘案して 、厚生労働省令で定 める金額）
四
前二 号に定める額の合 算額

した日以後の 期間（第一号に掲 げる期間を除き、標準 報酬日額が労働者災害補 償保険法第八条 の二第二項第二号に定め る額より多い場
合に限る。）
（略）

協会は、被保 険者等の療養のために必 要な費用に係る 資金若しくは用具の貸付 けその他の被保険者 等の療養若しくは療 養環境の向上又

第百十一条
２

は 被保険者等の出産の ため必要な費用に係る 資金の貸付けその 他の被保険者等の福祉 の増進のために必要な事 業を行うことが できる。
（略）

前項の指 針は、健康増進法（平 成十四年法律第百三号 ）第九条第一項に 規定する健康診査等指 針と調和が保たれたも のでなければなら

３・４
５
ない。
（国庫負担 ）
（略 ）

国庫は、毎年度、予 算の範囲内におい て、船員保険事業の事 務（高齢者の医療の確 保に関する法律の 規定による前期高齢者 納付金等（

第百十二条
２

以下 「前期高齢者納付金等 」という。）及び同 法の規定による後期 高齢者支援金等（以下「 後期高齢者支援金 等」という。）並びに 介護

保険法の規 定による納付金（以下 「介護納付金」とい う。）の納付に関す る事務を含む。）の執 行に要する費用を 負担する。
（保 険料の徴収）
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厚生労働大臣は 、船員保険事業に 要する費用（前期高齢 者納付金等及び後 期高齢者支援金等並びに 介護納付金の納付に要 する

前項の規定に かかわらず、疾病任意継 続被保険者に関 する保険料は、協会が徴 収する。

費用を含む 。）に充てるため、保 険料を徴収する。

第百十 四条
２
（疾 病保険料率）
（略）

疾病保険料率 は、次に掲げる額に照ら し、毎事業年度におい て財政の均衡を保 つことができるよう、 政令で定めるとこ ろにより算定す

第百二十一条
２

二

一

船員保険事業の事 務の執行に要する 費用（次条第二項第四 号に掲げる費用を除く 。）の予定額及び 第百二十四条の規定に よる準備金

前期高齢者 納付金等及び後期 高齢者支援金等に要す る費用の予想額（第百十 三条の規定によ るその額に係る国庫補助 の額を除く。）

第二十 九条第一項各号 及び第三十条に掲げる保 険給付（次条第二項第 二号に掲げるもの を除く。）に要する費 用の予想額

るも のとする。

三

理事長は、前項の規 定による船員保険協議 会の意見を尊重し なければならない。
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の 積立ての予定額（第百 十二条第二項の規 定による国庫負担金の 額を除く。）

協会が疾 病保険料率を変更しよ うとするときは、 あらかじめ、理事長が 船員保険協議会の意見 を聴いた上で、運 営委員会の議を経なけ

４

協会 が疾病保険料率を変 更しようとするときは、 理事長は、その 変更について厚生労働大 臣の認可を受けなけ ればならない。

３

５

厚生労働 大臣は、前項の認可を したときは、遅滞なく 、その旨を告示し なければならない。

ればならない。

６

厚生労働大臣は 、疾病保険料率が、船 員保険事業の収支の均 衡を図る上で不適 当であり、船員保険事 業の健全な運営に支 障があると認

第六項の規定は、前 項の規定により行 う疾病保険料率の変更 について準用する。

できる。

厚生労働 大臣は、協会が前 項の期間内に同項の申 請をしないときは、社 会保障審議会の議 を経て、当該疾病保険 料率を変更すること が

める ときは、協会に対し 、相当の期間を定め て、当該疾病保険料率 の変更の認可を申 請すべきことを命ずるこ とができる。

７
８
９

協 会は、第一項の規定に より疾病保険料率を決 定した場合におい て、第二項第二号に掲げ る額に照らし、政 令で定めるところによ り算

協 会は、前項の規定 により特定保険料率及 び基本保険料率を算出 したときは、遅滞 なく、その旨を厚生労働 大臣に通知しな ければなら

基本保険料率」 という。）とを算出する ものとする。

定した率（ 以下この項及び次項に おいて「特定保険料 率」という。）及び 疾病保険料率から特定 保険料率を控除し た率（次項において「

10
11

ない 。
附

則

（障 害前払一時金及び遺族 前払一時金）

協会 は、当分の間、第八十 七条の規定に基づく障 害年金を受けるこ とができる者（同一の 事由について労働 者災害補償保険法の規

協会は、当分 の間、第九十七条 の規定に基づく遺族年 金を受けることができ る者（同一の事由 について労働者災害補償 保険法の規定に

標準報酬日 額に障害の程度 に応じ別表第五に定める 日数を乗じて得た額を 限度とする。

とき は、厚生労働省令 で定める額を障害前払 一時金としてその者に 支給する。この場 合において、その者に支 給する額は、その 者の最終

定による障害補 償年金前払一時金又は障 害年金前払一時金の支 給を受ける場合に 限る。）が、厚生労働 省令で定める期間 内に請求をした

第五条

２

よる遺族補償年金前払 一時金又は遺族年 金前払一時金の支給を 受ける場合に限る。） が、厚生労働省令 で定める期間内に請求 をしたとき
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は、 厚生労働省令で定める 額を遺族前払一時 金として、その者に支 給する。この場合におい て、その者に支給 する額は、その者の最 終標
（略）

準報酬日額 の千日分に相当する額 を限度とする。
３～

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）
（定 義）
健康保険法 （大正十一年法律第 七十号）

この 法律において「医 療保険各法」とは、次 に掲げる法律をいう。

一

国家公 務員共済組合法（昭和 三十三年法律第百二 十八号）

船員保険法（昭和 十四年法律第七十三 号）

四

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）

二

五

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）

国民健康保険法（昭和 三十三年法律第百九 十二号）

六

三

第七条

○

11

一
船員保険法の規定 による被保険者

健康保険法 の規定による被保険者。 ただし、同法第 三条第二項の規定による 日雇特例被保険者 を除く。

（ 略）

二
国民健康保険法の規定 による被保険者

２

三

国家公 務員共済組合法又は地 方公務員等共済組合法 に基づく共済組合 の組合員

この法律 において「加入者」と は、次に掲げる者 をいう。

四

私立学校教 職員共済法の規定による 私立学校教職員共済制 度の加入者

３

五

健康保険法、船員 保険法、国家公務員共 済組合法（他の法律に おいて準用する場 合を含む。）又は地方公 務員等共済組合法 の規定に

健康保険法 第百二十六条の規 定により日雇特例被保 険者手帳の交付を受け、 その手帳に健康 保険印紙をはり付けるべ き余白がなくな

よる被扶 養者。ただし、健 康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例 被保険者の同法の 規定による被扶養者を 除く。

六
七

るに至るまでの間に ある者及び同法の 規定によるその者の被 扶養者。ただし、同法 第三条第二項ただ し書の規定による承認 を受けて同

項 の規定による日雇特例 被保険者とならな い期間内にある者及び 同法第百二十六条第三項 の規定により当該 日雇特例被保険者手帳 を返
納した者 並びに同法の規定によ るその者の被扶養 者を除く。
（ 医療費適正化基本方 針及び全国医療費適正 化計画）
（略）

医療費適 正化基本方針において は、次に掲げる事項を 定めるものとする 。

次条第一項に規 定する都道府県医療 費適正化計画において 定めるべき目標に 係る参酌すべき標準そ の他の当該計画の作成 に当たつて

二

医療に要す る費用の調査及び分 析に関する基本的な 事項

次条第 一項に規定する都道 府県医療費適正化計 画の達成状況の評価に 関する基本的な事 項

指 針となるべき基本的な 事項
三

前三号に掲げるも ののほか、医療費適 正化の推進に関する 重要事項

全 国医療費適正化計 画においては、次に掲 げる事項を定める ものとする。

らない。

項に規定す る基本指針及び健康増 進法（平成十四年法 律第百三号）第七条 第一項に規定する基本 方針と調和が保た れたものでなければな

医 療費適正化基本方針は 、医療法第三十条 の三第一項に規定する 基本方針、介護保険法（ 平成九年法律第百 二十三号）第百十六条 第一

四

一

第八条
２

３

４
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５
６
７

二

一
医療の 効率的な提供の推進に 関し、国が達成す べき目標に関する事項

国民の健康の保持の推 進に関し、国が達 成すべき目標に関する 事項

計画の達成状況の 評価に関する事項

（略）

六
前各号に掲げるものの ほか、医療費適正化の推 進のために必要 な事項

三～五
七

厚生労働 大臣は、医療費適正化 基本方針及び全国医療 費適正化計画を定 め、又はこれを変更し ようとするときは 、あらかじめ、関係行
政機関の長に協 議するものとする。

厚 生労働大臣は、医 療費適正化基本方針及 び全国医療費適正化計 画を定め、又はこ れを変更したときは、遅 滞なく、これを 公表するも
のとする。
（略）
（都 道府県医療費適正化計 画）
（略 ）

（略）

第九条
２

住民 の健康の保持の推 進に関し、当該都道府県 において達成す べき目標に関する事項

都道府県医療費適正 化計画においては、前 項に規定する事項 のほか、おおむね次に 掲げる事項について定 めるものとする。
一

医療の効 率的な提供の推進に 関し、当該都道府県に おいて達成すべき 目標に関する事項

３
二

当該都道府県におけ る医療に要する費用 の調査及び分析に関す る事項

（略）

五

計画の 達成状況の評価に関 する事項

三・四
六
（略）

（略）

働大 臣に提出するものとす る。

都道府県は、都道府 県医療費適正化計 画を定め、又はこれを 変更したときは、遅滞 なく、これを公表 するよう努めるととも に、厚生労

４・５
６
７

（計 画の実績に関する 評価）
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第十二 条

都道府県は、厚生 労働省令で定める ところにより、都道府 県医療費適正化計 画の期間の終了の日の属 する年度の翌年度にお いて

（略）

、当該計画 に掲げる目標の達成状 況及び施策の実施 状況に関する調査及び 分析を行い、当該計 画の実績に関する評 価を行うものとする。
２

厚生労働大臣は、厚 生労働省令で定めると ころにより、全国 医療費適正化計画の期 間の終了の日の属 する年度の翌年度にお いて、当該

（ 略）

とする。

に、前項の 報告を踏まえ、関係都 道府県の意見を聴いて 、各都道府県にお ける都道府県医療費適 正化計画の実績に関 する評価を行うもの

計画 に掲げる目標の達成状 況及び施策の実施状況に 関する調査及び 分析を行い、全国医療費 適正化計画の実績 に関する評価を行うと とも

３

４
（診療報酬に係 る意見の提出等）
（略）

厚 生労働大臣は、前項の 規定により都道府 県から意見が提出され たときは、当該意見に 配慮して、診療報酬 を定めるように努めな けれ

第十三条
２
ばならない 。
（ 診療報酬の特例）
（略）

厚生労働 大臣は、前項の定めを するに当たつては、あ らかじめ、関係都 道府県知事に協議する ものとする。

第十四条
２

（医 療費適正化計画の作 成等のための調査及 び分析等）

厚 生労働大臣は、全 国医療費適正化計画及 び都道府県医療費適正 化計画の作成、実 施及び評価に資するた め、次に掲げる事項 に

一

医療の提供に関する地 域別の病床数の推移 の状況その他の厚生 労働省令で定める事項

医療に要する費用 に関する地域別、年 齢別又は疾病別の状 況その他の厚生労働省 令で定める事項

保険者及 び第四十八条に規定す る後期高齢者医療 広域連合は、厚生労働 大臣に対し、前項に規 定する調査及び分 析に必要な情報を、厚

二

関する情報につ いて調査及び分析を 行い、その結果を公 表するものとする。

第十六条

２

生労働省令で定 める方法により提供しな ければならない。
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（特 定健康診査等基本指針 ）
（ 略）

一
特定健康診査等の実施 及びその成果に係る目標 に関する基本的 な事項

（略）

特定健康診査 等基本指針においては、 次に掲げる事項 を定めるものとする。

第十八条
２
二
（略）
（略）

三
３～５
（特定健康 診査等実施計画 ）
（略）

二

一

前二号に掲 げるもののほか、特定健 康診査等の適切 かつ有効な実施のために 必要な事項

特定健 康診査等の実施及びそ の成果に関する具 体的な目標

特定健康診査等の具体 的な実施方法に関 する事項

保険者は、特定健康 診査等実施計画を定め 、又はこれを変更 したときは、遅滞なく 、これを公表しなけれ ばならない。

三

特定健康診査等実施 計画においては、 次に掲げる事項を定め るものとする。

第十九条
２

３

保険者は 、特定健康診査等実施 計画に基づき、厚生労 働省令で定めると ころにより、四十歳以 上の加入者に対し、 特定健康診査

（特定健康診 査）
第二十条

を行 うものとする。ただ し、加入者が特定健 康診査に相当する健康 診査を受け、その 結果を証明する書面の提 出を受けたとき、又は 第二
十六条第二 項の規定により特定 健康診査に関する記 録の送付を受けたとき は、この限りでな い。

保険者は、特定 健康診査等実施計 画に基づき、厚生労働 省令で定めるところによ り、特定保健指導 を行うものとする。

（特定保健指導）
第二十 四条

（略）

（特定健康診査 等に関する記録の提供）
第二十 七条

- 55 -

２
３

保 険者は、加入者を使用 している事業者等 又は使用していた事業 者等に対し、厚生 労働省令で定めるところ により、労働安全衛生 法そ

の他の法令 に基づき当該事業者等 が保存している当 該加入者に係る健康診 断に関する記録の写 しを提供するよう求 めることができる。

前二項の規定 により、特定健康診査若 しくは特定保健 指導に関する記録又は健 康診断に関する 記録の写しの提供を求め られた他の保険
者又は事業者等は、厚 生労働省令で定めると ころにより、当該 記録の写しを提供しな ければならない。
（関係者と の連携）
（略 ）

保 険者は、前項に規 定するもののほか、特 定健康診査の効率的な 実施のために、他 の保険者、医療機関その 他の関係者との 連携に努め

第二十九条
２
なければな らない。
（前期高齢者交付金）

支払基金は、各 保険者に係る加入 者の数に占める前期高 齢者である加入者（六 十五歳に達する日の 属する月の翌月（その 日が

前項 の前期高齢者交付金 は、第三十六条第一項の 規定により支払 基金が徴収する前期高齢 者納付金をもつて充 てる。

前 期高齢者交付金を交 付する。

省令で定めるも のをいう。以下同じ。） の数の割合に係 る負担の不均衡を調整す るため、政令で定める ところにより、保 険者に対して、

月の初日で あるときは、その日の 属する月）以後で ある加入者であつて、 七十五歳に達する日の 属する月以前であ るものその他厚生労働

第三十 二条

２
（前期高齢者交付金 の額）

前条第一項 の規定により各保険者 に対して交付される前 期高齢者交付金の 額は、当該年度の概算前 期高齢者交付金の額 とする。

前項に規 定する前期高齢者交付 調整金額は、前々 年度におけるすべての 保険者に係る概算前期 高齢者交付金の額 と確定前期高齢者交付

とそ の満たない額に係る前 期高齢者交付調整金 額との合計額を加算 して得た額とする。

期高齢者交付金の額が 前々年度の確定前期 高齢者交付金の額に 満たないときは、当該 年度の概算前期高 齢者交付金の額にその 満たない額

金の額からその 超える額とその超え る額に係る前期高齢 者交付調整金額との合計 額を控除して得 た額とするものとし、前 々年度の概算前

ただし、前 々年度の概算前期高 齢者交付金の額が前 々年度の確定前期高齢 者交付金の額を超 えるときは、当該年度 の概算前期高齢者交付

第三十 三条

２

金の額との過不 足額につき生ずる利子そ の他の事情を勘案 して厚生労働省令で定 めるところにより各保 険者ごとに算定さ れる額とする。
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（概 算前期高齢者交付金）

前条第一項の概算前期 高齢者交付金の額 は、第一号及び第二号 に掲げる額の合計 額から第三号に掲げる 額を控除して得た額（

二

一
当該年 度における概算調整対 象基準額

（略）

当該年度における 当該保険者に係る調整 対象給付費見込額

当該保険者が概算基準 超過保険者（イに 掲げる額をロに掲げる 額で除して得た率が、す べての保険者に係 る前期高齢者である加 入者

及び第五項において 「前期高齢者給付 費見込額」という。）

る費用」とい う。）の見込額の うち前期高齢者である 加入者に係るものとして 厚生労働省令で 定めるところにより算定 される額（次号

の給付及 びこれに相当する 給付を除く。）のうち 厚生労働省令で定める ものに該当するも のに要する費用（以下 「保険者の給付に要 す

当該年度における 当該保険者の給付であ つて医療保険各法の規 定による医療に関 する給付（健康保険法第 五十三条に規定す るその他

前項第一号の 調整対象給付費見込額は 、第一号に掲げる額か ら第二号に掲げる 額を控除して得た額と する。

三

当該額が零を下 回る場合には、零とする 。）とする。

第三十四条

２
一

二

一人当た りの前期高齢者給付費 見込額の分布状況 等を勘案して政令で定 める率を超える保険者 をいう。）である 場合における当該保険

者に係る前期 高齢者給付費見込額のう ち、ロに掲げる 額に当該政令で定める率 を乗じて得た額を超え る部分として厚生 労働省令で定め

（略）

一人平均前期高 齢者給付費見込額

れる額

一の 保険者に係る前 期高齢者である加入者一 人当たりの前期 高齢者給付費見込額とし て厚生労働省令で定め るところにより算 定さ

る ところにより算定 される額
イ
ロ
３～５

第三十三条 第一項の確定前期 高齢者交付金の額は、 第一号及び第二号に掲 げる額の合計額か ら第三号に掲げる額を 控除して得

（確定前期高齢 者交付金）
第三十五条

二

一

前々年度における 確定調整対象基準額

（略）

前々年 度における当該保険者 に係る調整対象給付 費額

た額 （当該額が零を下回る 場合には、零とする 。）とする。

三
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２
一
二

前 項第一号の調整対象給 付費額は、第一号 に掲げる額から第二号 に掲げる額を控除 して得た額とする。

前々年 度における当該保険者 の給付に要する費 用の額のうち前期高齢 者である加入者に係 るものとして厚生労 働省令で定めるところ
により算定さ れる額（次号及び第五項 において「前期 高齢者給付費額」という 。）

当該保険者が確定 基準超過保険者（イに 掲げる額をロに掲 げる額で除して得た率 が、前条第二項第二 号の政令で定める率 を超える保

険者 をいう。）である場 合における当該保険者に 係る前期高齢者 給付費額のうち、ロに掲 げる額に当該政令で 定める率を乗じて得 た額

額
（略）

一人 平均前期高齢者給 付費額

一の保険者 に係る前期高齢者であ る加入者一人当たりの 前期高齢者給付費 額として厚生労働省令 で定めるところによ り算定される

を超える 部分として厚生労働省 令で定めるところによ り算定される額
イ
ロ
３～５
（前 期高齢者納付金の額）

前条第一項の規定によ り各保険者から徴 収する前期高齢者納付 金の額は、当該年度の 概算前期高齢者納 付金の額とする。ただ

前項に規定する 前期高齢者納付調整金 額は、前々年度におけ るすべての保険者 に係る概算前期高齢者 納付金の額と確定前 期高齢者納付

の満たない額 に係る前期高齢者納 付調整金額との合計額 を加算して得た額 とする。

齢者納付 金の額が前々年度 の確定前期高齢者納付金 の額に満たない ときは、当該年度の概算 前期高齢者納付金の額 にその満たない額 とそ

額 からその超える額と その超える額に係る前 期高齢者納付調整 金額との合計額を控除 して得た額とするものと し、前々年度の 概算前期高

し、前々年度の 概算前期高齢者納付金の 額が前々年度の 確定前期高齢者納付金の 額を超えるときは、当 該年度の概算前期 高齢者納付金の

第三十七条

２

金の 額との過不足額につ き生ずる利子その他 の事情を勘案して厚生 労働省令で定める ところにより各保険者ご とに算定される額とす る。
（概算前期高齢 者納付金）

前条第一項 の概算前期高齢者 納付金の額は、次の各 号に掲げる保険者の区 分に応じ、当該各 号に掲げる額とする。

負担調整前概算 前期高齢者納付金相当 額から負担調整対 象見込額（イに掲げる

概算負担調整基準超過 保険者（負担調整前 概算前期高齢者納付 金相当額が零を超える保 険者のうち、イに 掲げる合計額がロに掲 げる

第三十八条
一

額を超え るものをいう。以下こ の条において同じ。）

合計額からロ に掲げる額を控除して得 た額（当該額が負担 調整前概算前期高齢 者納付金相当額を上回 るときは、負担調 整前概算前期高

齢 者納付金相当額と する。）をいう。第三 項において同じ。）を 控除して得た額と 負担調整見込額との合計 額
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２

二

イ

ロ

⑴
（略）

当該年 度における負担調整前概 算前期高齢者納 付金相当額

次に掲げる額の合計 額
⑵
⑴
（略）

イ に掲げる合計額

負担調整前概 算前期高齢者納付 金相当額と負担調整見 込額との合計額

次に掲げる額の 合計額に負担調整基準 率を乗じて得た額
⑵
概算負担調 整基準超過保険者以外の 保険者

前 項第一号の負担調 整前概算前期高齢者納 付金相当額は、第三十 四条第一項第三号 の概算調整対象基準額か ら、当該保険者 に係る同項

第一号の調 整対象給付費見 込額及び前期高齢者に係 る後期高齢者支援金の 概算額の合計額を 控除して得た額（当該 額が零を下回る場 合に
（略）

は、零とする。 ）とする。
３・４

負担調整 前確定前期高齢者納付金 相当額から負担調整対 象額（イに掲げる 合計

⑴
（略）

前々年 度における負担調整 前確定前期高齢者納 付金相当額

次に掲げる額の合計 額
⑵
⑴

（略）

イ に掲げる合計額

負担調整 前確定前期高齢者納付 金相当額と負担調整額 との合計額

次に掲げる額の 合計額に前々年度の前 条第四項の規定に より定められた負担調 整基準率を乗じて 得た額
⑵

確定負担調 整基準超過保険者以外の 保険者

前 項第一号の負担調 整前確定前期高齢者納 付金相当額は、第 三十五条第一項第三号 の確定調整対象基準額か ら、当該保険者 に係る同項

ロ

イ

納付金相当額とする 。）をいう。第三 項において同じ。）を 控除して得た額と 負担調整額との合計額

額からロに掲 げる額を控除して 得た額（当該額が負担 調整前確定前期高 齢者納付金相当額を上 回るときは、負担調整前 確定前期高齢者

額を超え るものをいう。 以下この条において同じ 。）

確定負担調整基準 超過保険者（負担調整 前確定前期高齢者 納付金相当額が零を超 える保険者のうち、イに 掲げる合計額が ロに掲げる

第三 十七条第一項の確定前期 高齢者納付金の 額は、次の各号に掲げる 保険者の区分に応じ 、当該各号に掲げる 額とする。

（確定前期 高齢者納付金）

二

一

第三十九条

２
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３

第一 号の調整対象給付費額 及び前期高齢者に 係る後期高齢者支援金 の確定額の合計額を 控除して得た額（当該 額が零を下回る場合に は、
零とする。 ）とする。
（略）

市町村は、後期高齢者 医療の事務（保険料の 徴収の事務及び被 保険者の便益の増進に 寄与するものとし て政令で定める事務を

（広 域連合の設立）
第四十八条

除く。）を処理 するため、都道府県の区 域ごとに当該区域内の すべての市町村が 加入する広域連合（以 下「後期高齢者医 療広域連合」と
いう 。）を設けるもの とする。
（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

後期高齢者医療広域連 合が行う後期高齢者医 療の被保険者は、 次の各号のいずれかに 該当するに至つた日又 は前条各号のいず

（資格取 得の時期）
第五十二条

二

一

当該後期高 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 未満の者が、第 五十条第二号の認定を受 けたとき。

七十五 歳以上の者が当該後 期高齢者医療広域連 合の区域内に住所を有 するに至つたとき 。

当該後期高齢者医療 広域連合の区域内に 住所を有する者（第五 十条第二号の認定 を受けた者を除く。）が 七十五歳に達したとき 。

れにも該当しなくな つた日から、その資 格を取得する。

三

（病 院等に入院、入所又は 入居中の被保険者の 特例）
病院又は診 療所への入院

（略）

一

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（平成十七年法律 第百二十三号）第五条第 十一項に規定す る障害者支

第五十五条
二
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２

３

三
四
五

援 施設又は同条第一項の 厚生労働省令で定 める施設への入所

独立行 政法人国立重度知的障 害者総合施設のぞ みの園法（平成十四年 法律第百六十七号） 第十一条第一号の規 定により独立行政法人
国立重度知的 障害者総合施設のぞみの 園の設置する施 設への入所

老人福祉法（昭和 三十八年法律第百三十 三号）第二十条の 四又は第二十条の五に 規定する養護老人ホ ーム又は特別養護老 人ホームへ
の入 所（同法第十一条第 一項第一号又は第二号の 規定による入所 措置が採られた場合に限 る。）

介護保 険法第八条第十一項に 規定する特定施設への 入居又は同法第八 条第二十五項に規定す る介護保険施設への 入所

特定継続入院 等被保険者のうち、次の 各号に掲げるものは、 第五十条の規定に かかわらず、当該各号 に定める後期高齢 者医療広域連合

継続し て入院等をしている二 以上の病院等のう ち一の病院等から継続 して他の病院等に入院 等をすること（以 下この号において「継

当 該他の後期高齢者医療 広域連合

病院等が所在する後 期高齢者医療広域 連合以外の後期高齢者 医療広域連合をいう。 ）の区域内に住所 を有していたと認めら れるもの

したと認めら れる被保険者であ つて、当該二以上の病 院等のうち最初の病院等 に入院等をした 際他の後期高齢者医療広 域連合（現入院

継続し て入院等をして いる二以上の病院等のそ れぞれに入院等をする ことによりそれぞ れの病院等の所在する 場所に順次住所を 変更

が行 う後期高齢者医療 の被保険者とする。
一

二

続入院等」と いう。）により当該一の 病院等の所在す る場所以外の場所から当 該他の病院等の所在す 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 行つたと認められ る被保険者であつて、 最後に行つた特定住所変 更に係る継続入 院等の際他
当該他の後期高齢 者医療広域連合

の後期高 齢者医療広域連 合（現入院病院等が所在 する後期高齢者 医療広域連合以外の後期 高齢者医療広域連合を いう。）の区域内 に住
所を有してい たと認められるも の

前二項の規定の 適用を受ける被保険者 が入院等をしている病 院等は、当該病院 等の所在する後期高齢 者医療広域連合及び 当該被保険者
に対 し後期高齢者医療を 行う後期高齢者医療 広域連合に、必要な協 力をしなければな らない。

被保険者に 係るこの法律によ る給付（以下「後期高 齢者医療給付」という 。）は、次のとお りとする。

（後期高齢者医 療給付の種類）
第五十六条

療養の給付並びに入院 時食事療養費、入院 時生活療養費、保険 外併用療養費、療養費、 訪問看護療養費、 特別療養費及び移送費 の支
高額療養費 及び高額介護合算療養費 の支給

一
二

前二号に掲げるも ののほか、後期高齢者 医療広域連合の条例 で定めるところによ り行う給付

給
三

- 61 -

療養 の給付又は入院時食事療 養費、入院時生 活療養費、保険外併用療 養費、療養費、 訪問看護療養費、特別療 養費若しくは移

（他の法令 による医療に関する給 付との調整）
第五十七条

送費の支給は、被保険 者の当該疾病又は負傷 につき、労働者災 害補償保険法（昭和二 十二年法律第五十号 ）の規定による療養 補償給付若

しく は療養給付、国家公務 員災害補償法（昭和二十 六年法律第百九 十一号。他の法律におい て準用する場合を 含む。）の規定による 療養

補償、地方 公務員災害補償法（昭 和四十二年法律第百二 十一号）若しくは 同法に基づく条例の規 定による療養補償そ の他政令で定める法

令に基づく医療 に関する給付を受けるこ とができる場合、介護 保険法の規定によ つて、それぞれの給付 に相当する給付を 受けることがで

きる 場合又はこれらの 法令以外の法令により 国若しくは地方公共団 体の負担において 医療に関する給付が行わ れた場合には、行 わない。

後期高齢 者医療広域連合 は、前項に規定する法令 による給付が医療に関 する現物給付であ る場合において、その 給付に関し一部負 担金

（略 ）

２

の支払若しくは 実費徴収が行われ 、かつ、その一部負担 金若しくは実費徴収の額 が、その給付が この法律による療養の給 付として行われ

たものとした場合にお けるこの法律によ る一部負担金の額を超 えるとき、又は同項に 規定する法令（介 護保険法を除く。）に よる給付が

医療 費の支給である場合に おいて、その支給 額が、当該療養につき この法律による入院時食 事療養費、入院時 生活療養費、保険外併 用療

養費、療養 費、訪問看護療養費、 特別療養費又は移 送費の支給をすべきも のとした場合における 入院時食事療養費 、入院時生活療養費、

保険外併用療養 費、療養費、訪問看護療 養費、特別療養 費又は移送費の額に満た ないときは、それぞれ その差額を当該被 保険者に支給し
３

前項の規 定により保険医療機関 等に対して費用が支払 われたときは、そ の限度において、被保 険者に対し第二項の規 定による支給が行

な ければならない。
４
われたものとみなす 。

後期 高齢者医療広域連 合は、被保険者の疾病 又は負傷に関しては、次 に掲げる療養の 給付を行う。ただし、当 該被保険者が被

（療養の給 付）
第六十四条

三

二

一

居宅における療養 上の管理及びその療養 に伴う世話その他の 看護

処置、手術 その他の治療

薬剤又 は治療材料の支給

診察

保険者資格証明書の交 付を受けている間は 、この限りでない。

四
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２

３

五
一
二

病院又は診療所への入 院及びその療養に 伴う世話その他の看護
次に掲げ る療養に係る給付は、 前項の給付に含ま れないものとする。

食事の提供 である療養であつて前項 第五号に掲げる 療養（医療法第七条第二 項第四号に規定す る療養病床への入院及 びその療養に伴

う世話その他の看護 （以下「長期入院療養 」という。）を除 く。）と併せて行うも の（以下「食事療養」 という。）
食事 の提供である療養

次に掲げる療養であつ て前項第五号に掲げる療 養（長期入院療 養に限る。）と併せて行 うもの（以下「生 活療養」という。）
イ
（略）

温度、照明 及び給水に関する適切 な療養環境の形成であ る療養

三

被保険 者の選定に係る 特別の病室の提供その他 の厚生労働大臣が定め る療養（以下「選 定療養」という。）

ロ
四

被保険者が第 一項の給付を受け ようとするときは、自 己の選定する保険医療 機関等に被保険者 証を提出して受けるもの とする。ただし
、厚生労働省令で定め る場合に該当する ときは、被保険者証を 提出することを要しな い。
（厚生労働 大臣又は都道府県知事 の指導）

保険 医療機関等は療養の給付 に関し、保険医 等は後期高齢者医療の診 療又は調剤に関し、 厚生労働大臣又は都 道府県知事の指

厚生 労働大臣又は都道府 県知事は、前項の指導を する場合におい て、必要があると認める ときは、診療又は調 剤に関する学識経験 者を

導 を受けなければなら ない。

第六十六条
２

その関係団体 の指定により立ち会 わせるものとする。た だし、関係団体が 指定を行わない場合又 は指定された者が立ち会 わない場合は、
この限りでない。
（保険医療 機関等の診療報酬）
（略）

後期高齢者医 療広域連合は、保険医療 機関等から療養 の給付に関する費用の請 求があつたときは、次 条第一項の療養の 給付の取扱い及

る。

の給 付に関する前項の療養 の給付に要する費用 につき、同項の規定 により算定される額の範 囲内において、別 段の定めをすることが でき

後期高齢者医療広域 連合は、都道府県 知事の認可を受け、保 険医療機関等との契約 により、当該保険 医療機関等において行 われる療養

第七十条
２

３

び担 当に関する基準並 びに療養の給付に要す る費用の額の算定に 関する基準及び前項 の定めに照らして審査し た上、支払うも のとする。
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４

前項の規 定による委託を受けた 国保連合会は、当 該委託を受けた審査に 関する事務のうち 厚生労働大臣の定める 診療報酬請求書の審査

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。

前各項に規定 するもののほか、保険医 療機関等の療養の給付 に関する費用の請 求に関して必要な事項 は、厚生労働省令 で定める。

生労働省令 で定める要件に該当す る者に行わせなければ ならない。

前 項の規定により厚生労 働大臣の定める診療報酬 請求書の審査に 係る事務の委託を受けた 指定法人は、当該 診療報酬請求書の審査 を厚

ができる。

に係るものを、 国民健康保険法第四十五 条第六項に規定 する厚生労働大臣が指定 する法人（以下「 指定法人」という。） に委託すること

５

６
７

療養 の給付の取扱い及 び担当に関する基準並 びに療養の給付に要す る費用の額の算定 に関する基準については 、厚生労働大臣

（療養の給 付に関する基準 ）

（ 略）

が中央社会保険医療協 議会の意見を聴い て定めるものとする。

第七十一条
２
（保険医療機関 等の報告等）

厚生労働大 臣又は都道府県知事は 、療養の給付に関 して必要があると認め るときは、保険医療機 関等若しくは保険 医療機関等

都道府県知事は、保 険医療機関等につ きこの法律の規定によ る療養の給付に関し健 康保険法第八十条 の規定による処分が行 われる必要

る権限について 、準用する。

第六十一 条第三項及び第六 十六条第二項の規定は 前項の規定による質問 又は検査について 、第六十一条第四項の 規定は前項の規定に よ

録、 帳簿書類その他の物 件を検査させること ができる。

あつた者等を含む。 ）に対し出頭を求め 、又は当該職員に関係 者に対して質問さ せ、若しくは保険医療 機関等について設備若 しくは診療

くは診療録そ の他の帳簿書類の提 出若しくは提示を命じ 、保険医療機関等 の開設者若しくは管理 者、保険医等その他の従 業者（開設者で

の開設者 若しくは管理者、 保険医等その他の従業員 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。）に対し報告 若し

第 七十二条

２
３

があ ると認めるとき、又は 保険医等につきこの 法律の規定による診 療若しくは調剤に関し健 康保険法第八十一 条の規定による処分が 行わ
れる必要が あると認めるときは、 理由を付して、その 旨を厚生労働大臣に 通知しなければならな い。
（入 院時食事療養費）
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第七十 四条

後期高齢者医療 広域連合は、被保 険者（長期入院療養を 受ける被保険者（ 次条第一項において「長 期入院被保険者」とい う。

）を除く。 以下この条において同 じ。）が、保険医 療機関等（保険薬局を 除く。以下この条及 び次条において同じ 。）のうち自己の選定

するものについ て第六十四条第一項第五 号に掲げる療養 の給付と併せて受けた食 事療養に要した費 用について、当該被保 険者に対し、入

院時食事療養費を支給 する。ただし、当該被 保険者が被保険者 資格証明書の交付を受 けている間は、この 限りでない。
（略）

被 保険者が保険医療 機関等について食事療 養を受けたときは、後 期高齢者医療広域 連合は、その被保険者が 当該保険医療機 関等に支払

養の取扱い及び 担当に関する基準に従い 、入院時食事療養費に 係る療養を取り扱 い、又は担当しなけれ ばならない。

保険医療 機関等及び保険医等（ 保険薬剤師を除く。次 条第四項において 同じ。）は、厚生労働 大臣が定める入院 時食事療養費に係る療

２・３
４
５

うべき食事 療養に要した費 用について、入院時食事 療養費として被保険者 に対し支給すべき 額の限度において、被 保険者に代わり、 当該

前項の規定による支 払があつたときは 、被保険者に対し入院 時食事療養費の支給が あつたものとみな す。

保険医療機関等 に支払うことがで きる。
６

保 険医療機関等は、食事 療養に要した費用 につき、その支払を受 ける際、当該支払をし た被保険者に対し、 厚生労働省令で定める とこ
ろにより、 領収書を交付しなけれ ばならない。

厚生労働大臣 は、第二項の規定による 基準及び第四項 に規定する入院時食事療 養費に係る療養の取 扱い及び担当に関す る基準を定めよ
う とするときは、あら かじめ中央社会保険医 療協議会の意見を 聴かなければならない 。

第七 十一条第二項の規定 は、前項に規定する事項 に関する中央社 会保険医療協議会の権限 について準用する。

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

（略）

（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

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。
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７
８
９

７

２～６

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 ）

（保険外併 用療養費）

三

二

一

保険医療機関等及び 保険医等は、厚生労働 大臣が定める保険 外併用療養費に係る療 養の取扱い及び担当に 関する基準に従い 、保険外併

費用の額を超 えるときは、当該現に生 活療養に要した 費用の額）から生活療養 標準負担額を控除した 額

当該生 活療養につき前条第二 項に規定する厚生 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 当該生活療養に要した

要 した費用の額を超える ときは、当該現に 食事療養に要した費用 の額）から食事療養標準 負担額を控除した 額

当該食事療養につ き第七十四条第二 項に規定する厚生労働 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 食事療養に

を控除した額

給付に係 る同項の一部負担 金について第六十九条 第一項各号の措置が採 られるべきときは 、当該措置が採られた ものとした場合の額 ）

に 要した費用の額） から、その額に第六十 七条第一項各号に掲げ る場合の区分に応 じ、同項各号に定める割 合を乗じて得た額（ 療養の

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 該療養に要した費用の 額を超えるときは、 当該現に療養

当該療 養（食事療養及び生活 療養を除く。）につき 第七十一条第一項 に規定する療養の給付 に要する費用の額の 算定に関する基準を

に生 活療養が含まれるとき は当該額及び第三号に掲 げる額の合計額 ）とする。

保険外併用療養費の 額は、第一号に掲げる 額（当該療養に食 事療養が含まれるとき は当該額及び第二 号に掲げる額の合計額 、当該療養

第七十六条
２

３

用療養費 に係る療養を取り 扱い、又は担当しなけれ ばならない。

厚生労働 大臣は、評価療養（第 六十四条第二項第三号 に規定する高度の 医療技術に係るものを 除く。）、選定療養、 第二項第一号の規

５
（略）

第七十一 条第二項の規定は 、前項に規定する事項 に関する中央社会保険 医療協議会の権限 について準用する。

４

定による基準並びに 前項に規定する保険 外併用療養費に係る療 養の取扱い及び担 当に関する基準を定め ようとするときは、あ らかじめ中

６

第六十八条の規定は 、前項の規定によ り準用する第七十四条 第五項の場合において 当該療養につき第 二項の規定により算定 した費用の

央社 会保険医療協議会の 意見を聴かなければ ならない。

７

額（ その額が現に療養に要 した費用の額を超え るときは、当該現に 療養に要した費用の額） から当該療養に要 した費用について保険 外併
用療養費と して支給される額に相 当する額を控除した 額の支払について準 用する。
（訪 問看護療養費）
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第七十 八条

（略）

（略 ）

訪問看護療養 費の額は、当該指定訪問 看護につき平均 訪問看護費用額（指定訪 問看護に要する 平均的な費用の額をいう 。）を勘案して

２・３
４

厚生労働大臣が定める 基準により算定した費 用の額から、その 額に第六十七条第一項 各号に掲げる場合の 区分に応じ、同項各 号に定める

割合 を乗じて得た額（療養 の給付について第六十九 条第一項各号の 措置が採られるべきとき は、当該措置が採 られたものとした場合 の額
）を控除し た額とする。
（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

５～７
８
（略）

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～
（国 の負担）

国は、政令で定めると ころにより、後期 高齢者医療広域連合に 対し、被保険者に係る 療養の給付に要す る費用の額から当該給

国は、前項に掲 げるもののほか、政令 で定めるところにより 、後期高齢者医療 広域連合に対し、後期 高齢者医療の財政の 安定化を図る

う。）を控除 した額（以下「負担 対象額」という。）の 十二分の三に相当 する額を負担する。

」という 。）から第六十七 条第一項第二号に掲げる 場合に該当する 者に係る療養の給付等に 要する費用の額（以下 「特定費用の額」 とい

費 、特別療養費、移送 費、高額療養費及び高 額介護合算療養費 の支給に要する費用の 額の合計額（以下「療養 の給付等に要す る費用の額

付に係る一部負 担金に相当する額を控除 した額並びに入 院時食事療養費、入院時 生活療養費、保険外併 用療養費、療養費 、訪問看護療養

第九十三条

２

ため 、被保険者に係るす べての医療に関する 給付に要する費用の額 に対する高額な医 療に関する給付の割合等 を勘案して、高額な医 療に

関する給付 の発生による後期高 齢者医療の財政に与 える影響が著しいもの として政令で定め るところにより算定す る額以上の高額な医療

に関する給付に 要する費用の合計額 に次に掲げる率の合 計を乗じて得た額（第九 十六条第二項に おいて「高額医療費負担 対象額」という。

第百条 第一項の後期高齢者負 担率

負担対象額の十二分の 一に相当する額を療 養の給付等に要する 費用の額で除して得た率

）の四分の一に相当す る額を負担する。
一
二
（保 険料）
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11

第百四 条

市町村は、後期高 齢者医療に要する 費用（財政安定化基金 拠出金及び第百十 七条第二項の規定による 拠出金の納付に要する 費用
（略）

を含む。） に充てるため、保険料 を徴収しなければ ならない。
２・３
（後 期高齢者支援金等の徴 収及び納付義務）

支払基金は、第百三十 九条第一項第二号に掲 げる業務に要する 費用に充てるため、年 度ごとに、保険者 から、後期高齢者支援

保 険者は、後期高齢 者支援金等を納付する 義務を負う。

金及び後期高齢 者関係事務費拠出金（以 下「後期高齢者支援金 等」という。）を 徴収する。

第百十八条
２
（後期高齢者支 援金の額）

前条第一項 の規定により各保 険者から徴収する後期 高齢者支援金の額は、 当該年度の概算後 期高齢者支援金の額と する。ただ

前項 に規定する後期高齢 者調整金額は、前々年度 におけるすべて の保険者に係る概算後期 高齢者支援金の額と 確定後期高齢者支援 金の

た ない額に係る後期高 齢者調整金額との合計 額を加算して得た 額とする。

支援金の額が前 々年度の確定後期高齢者 支援金の額に満 たないときは、当該年度 の概算後期高齢者支援 金の額にその満た ない額とその満

額からその 超える額とその超える 額に係る後期高齢 者調整金額との合計額 を控除して得た額とす るものとし、前々 年度の概算後期高齢者

し、 前々年度の概算後期高 齢者支援金の額が 前々年度の確定後期高 齢者支援金の額を超える ときは、当該年度 の概算後期高齢者支援 金の

第百十九条

２

額との過不足 額につき生ずる利子 その他の事情を勘案し て厚生労働省令で 定めるところにより各 保険者ごとに算定される 額とする。

前条第一項の概算 後期高齢者支援金の額 は、当該年度における すべての後期高齢 者医療広域連合の保険 納付対象額の見込額 の

（概 算後期高齢者支援金 ）

（略）

率を 乗じて得た額とする。

働省令で定めるところ により算定した当該 年度における当該保 険者に係る加入者の見 込数を乗じて得た 額に、概算後期高齢者 支援金調整

総額を厚生労働 省令で定めるところ により算定した当該 年度におけるすべての保 険者に係る加入 者の見込総数で除して得 た額に、厚生労

第百二十条

２

（確 定後期高齢者支援 金）
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（ 略）

第百十九条第 一項の確定後期高 齢者支援金の額は、前 々年度におけるす べての後期高齢者医療広 域連合の保険納付対象 額の

て得た額とする。

令で定めるとこ ろにより算定した前々年 度における当該 保険者に係る加入者の数 を乗じて得た額に 、確定後期高齢者支援 金調整率を乗じ

総額を厚生 労働省令で定めるとこ ろにより算定した 前々年度におけるすべ ての保険者に係る加 入者の総数で除して 得た額に、厚生労働省

第百二 十一条

２
（ 略）

後 期高齢者医療広域 連合は、被保険者の療 養のために必要な用具 の貸付けその他の 被保険者の療養環境の向 上のために必要 な事業、後

第百二十五条
２
（略）

期高齢者医 療給付のために 必要な事業、被保険者の 療養のための費用に係 る資金の貸付けそ の他の必要な事業を行 うことができる。
３・４
（報 告の徴収等）

厚生労働大臣又は都 道府県知事は、後 期高齢者医療広域連合 又は市町村について、 この法律を施行す るために必要があると

第六十一 条第三項の規定は前二 項の規定による検査に ついて、同条第四 項の規定は前二項の規 定による権限について 、準用する。

るときは 、その業務に関す る報告を徴し、又は当該 職員に実地にそ の状況を検査させること ができる。

厚生労働大臣又は都 道府県知事は、保険者 に対し、前期高齢 者納付金等及び後期高 齢者支援金等の額の算 定に関して必要が あると認め

認めるときは、 その事業及び財産の状況 に関する報告を 徴し、又は当該職員に実 地にその状況を検査さ せることができる 。

第百三十四条
２
３

後期高齢者医療 広域連合は、被保険者 の資格、後期高齢者医 療給付及び保険料 に関して必要があると 認めるときは、被保 険

（資 料の提供等）
第百三十八条

者、被保険者の 配偶者若しくは被保 険者の属する世帯の 世帯主その他その世帯に 属する者の資産 若しくは収入の状況又は 被保険者に対す

る第百七条第二項に規 定する老齢等年金給 付の支給状況につき 、市町村その他の官公 署若しくは年金保 険者に対し必要な文書 の閲覧若し
２

市町村は、保 険料の徴収に関して必要 があると認める ときは、被保険者、被保 険者の配偶者若しくは 被保険者の属する 世帯の世帯主そ

（略）

くは 資料の提供を求め、又 は銀行、信託会社そ の他の機関若しくは 被保険者の雇用主その他 の関係人に報告を 求めることができる。
３

の他 その世帯に属する 者の資産若しくは収入 の状況又は被保険者 に対する第百七条第 二項に規定する老齢等年 金給付の支給状 況につき、
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官公 署若しくは年金保険者 に対し必要な文書 の閲覧若しくは資料の 提供を求め、又は銀 行、信託会社その他の 機関若しくは被保険者 の雇
用主その他 の関係人に報告を求め ることができる。
（支払基金の業務）

支払基金は、 社会保険診療報酬支払基 金法第十五条に 規定する業務のほか、第 一条に規定する目 的を達成するため、次 に掲

一

保険者から後期高 齢者支援金等を徴収し 、後期高齢者医療広域 連合に対し後期高 齢者交付金を交付する業 務及びこれに附帯 する業務

（略）

前二項に規定する業 務は、高齢者医療 制度関係業務という。

ことができる。

支払基金 は、前項の業務 に支障のない限りにおい て、厚生労働大臣の認 可を受けて、第一 条に規定する目的の達 成に資する事業を 行う

二

げる業務を 行う。

第百三 十九条

２
３
（保険者協 議会）

保険者及び後期高齢者 医療広域連合は 、共同して、加入者の高 齢期における健康の 保持のために必要な 事業の推進並び

一

保険者に対する 必要な助言又は援助

特定健康 診査等の実施、高齢 者医療制度の運営その 他の事項に関する 保険者その他の関係者 間の連絡調整

前項 の保険者協議会は、 次に掲げる業務を行う。

に 高齢者医療制度の円 滑な運営及び当該運営 への協力のため、 都道府県ごとに、保険 者協議会を組織するよう 努めなければな らない。

第百五十七条の二
２
二

医療に要する費用そ の他の厚生労働省令 で定める事項に関する 情報についての調 査及び分析
則

三
附

（病 床転換支援金の徴収及 び納付義務）
（略 ）

保険者は、病 床転換支援金等を納付す る義務を負う。

第七条
２
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前条 第一項の規定により各 保険者から徴収す る病床転換支援金の額 は、当該年度にお ける病床転換助成事業 に要する費用の二十七

（病 床転換支援金の額）
第八条

分の十二に相当 する額を、厚生労働省令 で定めるところ により算定した当該年度 におけるすべての 保険者に係る加入者の 見込総数で除し

て得た額に、厚生労働 省令で定めるところに より算定した当該 年度における当該保険 者に係る加入者の見 込数を乗じて得た額 とする。
（前期高齢 者交付金及び前期高齢 者納付金の額の算定の 特例）
（略）

国 民健康保険法附則 第十条第一項の規定に より支払基金が同項に 規定する拠出金を 徴収する間、同項に規定 する被用者保険 等保険者に

第十三条
２

係る第三十 八条第一項又は 第三十九条第一項の規定 の適用については、第 三十八条第一項第 一号ロ⑵中「納付に要 する費用を」とあ るの

は、「納付に要 する費用及び国民 健康保険法附則第十一 条第一項に規定する療養 給付費等拠出金 の納付に要する費用を」 とする。

第四十五条第一 項（第百二十四条 及び附則第十条におい て準用する場合を含む 。）に規定する延 滞金の年十四・五パー

（延 滞金の割合の特例）
第十三条の五 の六

セントの割合は 、当分の間、同項の規定 にかかわらず、 各年の特例基準割合（租 税特別措置法（昭和三 十二年法律第二十 六号）第九十三

条 第二項に規定する特 例基準割合をいう。以 下この条において 同じ。）が年七・二パ ーセントの割合に満たな い場合には、そ の年中にお
いては、 当該特例基準割合 に年七・三パーセントの 割合を加算した 割合とする。

健康保険の被 保険者又は被扶養者で あつて第二十五条第一 項各号のいずれか に該当するものが、施行 日前に受けた療養に 係る療

（健康保険法の一部 改正に伴う経過措置 ）
第十九 条

養費若しく は高額療養費又は家 族療養費若しくは家 族高額療養費の支給に ついては、なお従 前の例による。

健康保険法第 四十三条第三項第 一号に規定する保険医 療機関又は保険薬局が施 行日前にした詐 欺その他不正の行為によ り支払われた療
（ 略）

２
３

施行日前 にした行為に対する健 康保険法の規定に よる罰則の適用につい ては、なお従前の例に よる。

養の給付又は家族療養 費の支給に関する費 用の返還については 、なお従前の例による 。
４
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○
基金は 、第一条の目的を達成す るため、次の業 務を行う。

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） （抄）

第十五条

各保険者から、毎 月、その保険者が過去 三箇月において最 高額の費用を要した月 の診療報酬の政令で 定める月数分に相当 する金額の

三

二

前二号に準じ、訪 問看護療養費又は家族 訪問看護療養費の支払 及び審査を行うこ と。

診療担当者 の提出する診療報酬請求 書の審査（その審査に ついて不服の申出 があつた場合の再審査 を含む。以下同じ 。）を行うこと。

診療担 当者の提出する診療報 酬請求書に対して、厚 生労働大臣の定め るところにより算定し たる金額を支払うこ と。

一

四
前各号 の業務に附帯す る業務

委託 を受けること。

五

前各号に掲 げるもののほか、 第一条の目的を達成す るために必要な業務
（略）

六
２

基 金は、前二項に定める 業務の遂行に支障 のない範囲内で、国、 都道府県、市町村又は 独立行政法人（独立 行政法人通則法（平成 十一

（略）

働大臣若しく は都道府県知事とそ れぞれ契約を締結する ものとする。

基金 は、前三項の業務を 行う場合には、定款の定 めるところによ り、保険者、国、都道府 県、市町村若しくは 独立行政法人又は厚 生労

事 務を行うことができ る。

が行う医療に関 する給付であつて厚生労 働大臣の定める ものについて医療機関が 請求することができる 費用の額の審査及 び支払に関する

年法律第百 三号）第二条第一項に 規定する独立行政 法人をいう。以下同じ 。）の委託を受けて、 国、都道府県、市 町村又は独立行政法人

３

４
５

基 金は、前条第一項 第三号及び第四号、第 二項並びに第三項の審 査（厚生労働大臣 の定める診療報酬請求 書の審査を除く。） を

基金は、第 十六条第一項に規定す る厚生労働大臣の 定める診療報酬請求書 について第十五条第一項 第三号及び第四 号、第二項

前項の委 嘱は、診療担当者を代 表する者及び保険 者を代表する者につい ては、それぞれ所属団 体の推薦により行 わなければならない。

れ同 数を幹事長が委嘱する 。

審査委員会の委員は 、診療担当者を代 表する者、保険者を代 表する者及び学識経験 者のうちから、定 款の定めるところによ り、それぞ

行うため、従た る事務所ごとに、審 査委員会を設けるも のとする。

第十六条
２
３
第二十 一条
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２

○

並び に第三項の審査を行う ため、主たる事務 所に、特別審査委員会 を設けるものとする 。

第十六条 第二項及び第三項並び に第十七条から前 条までの規定は、特別 審査委員会につい て準用する。この場合 において、第十六条第

二項中「幹事長 」とあるのは「理事長」 と、第十七条中 「従たる事務所の幹事」 とあるのは「理事 」と読み替えるものと する。

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）（抄）
（給 付）

七

六

五

四

三

二

一

傷病手当 金

家族 埋葬料

埋葬料

家族出産費

出産費

高額療養費及び高額介 護合算療養費

家族療養費、家族 訪問看護療養費及 び家族移送費

療養の給付 、入院時食事療養 費、入院時生活療養費 、保険外併用療養費、療 養費、訪問看護 療養費及び移送費

こ の法律による短 期給付は、次のとおりと する。

八
出産手当金

第二十条

九
弔慰 金

休業手当金

十一
家族弔慰 金

十
十二
（ 略）

災害見舞金

２

事業団は 、政令で定めるところ により、第一項各 号に掲げる給付に併せ て、これに準ずる短期 給付を行うことが できる。

十三
３

（標 準報酬月額）
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第二十 二条

標準報酬月額は 、加入者の報酬月 額に基づき次の等級区 分（第三項又は第 四項の規定により標準報 酬月額の等級区分の改 定が

第一級

標準報酬月額の 等級
（略）

九八、〇〇〇 円

標準報 酬月額

六〇五、〇〇 〇円以上

（略）

一 〇一、〇〇〇円未満

報酬月額

行われたと きは、改定後の等級区 分）により定め、 各等級に対応する標準 報酬日額は、その月 額の二十二分の一に 相当する額とする。

（略 ）
六二〇、〇〇〇円

（略）

第三十級
２

短 期給付等事務に関 する前項の規定により 読み替えられた第一項 の規定による標準 報酬月額の等級区分につ いては、国家公 務員共済組

事業団は、加入 者が毎年七月一日現に 使用される学校法人等 において同日前三 月間（その学校法人等 で継続して使用され た期間に限る

はならない。

級のうち の最高等級の標準 報酬月額は、同条第一項 及び第四項の規 定による標準報酬の等級 のうちの最高等級の標 準報酬の月額を超 えて

の 規定による標準報酬 月額の等級の最高等級 の上に更に等級を 加える改定を行うこと ができる。ただし、当該 改定後の標準報 酬月額の等

家公務員共済組 合法第四十条第四項の規 定による標準報 酬の区分の改定措置その 他の事情を勘案して、 政令で定めるとこ ろにより第一項

退職等年 金給付の額の算定及び 退職等年金給付に 係る掛金の徴収に関す る第一項の規定による 標準報酬月額の等 級区分については、国

条第 一項の規定及び同条第 三項の規定による 標準報酬の等級のうち の最高等級の標準報酬の 月額を超えてはな らない。

とができる。ただし、 当該改定後の標準 報酬月額の等級のうち の最高等級の標準報酬 月額は、同条第二 項の規定により読み替 えられた同

ところにより前 項の規定により読 み替えられた第一項の 規定による標準報酬月額 の等級の最高等 級の上に更に等級を加え る改定を行うこ

合法（昭和 三十三年法律第 百二十八号）第四十条第 三項の規定による標準 報酬の区分の改定 措置その他の事情を勘 案して、政令で定 める

３

４

５

もの とし、かつ、報酬の 支払の基礎となつた 日数が十七日未満であ る月があるときは 、その月を除く。）に受 けた報酬の総額をその 期間

前項の規定に よつて定められた 標準報酬月額は、その 年の九月から翌年の八月 までの各月の標 準報酬月額とする。

の月数で除 して得た額を報酬月 額として、標準報酬 月額を定める。
６

第五項の規定は、六 月一日から七月一 日までの間に加入者の 資格を取得した者並び に第十項又は第十 二項及び第十三項若し くは第十四

事業団は、加 入者の資格を取得した者 があるときは、 その資格を取得した日の 現在により標準報酬月 額を定める。この 場合において、

い。

項及 び第十五項の規定によ り七月から九月まで のいずれかの月から 標準報酬月額が改定され る加入者について は、その年に限り適用 しな

７

８

週そ の他月以外の一定 期間により支給される 報酬については、そ の報酬の額をその支 給される期間の総日数を もつて除して得 た額の三十
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９

倍に 相当する額を報酬月額 とする。

前項の規 定によつて定められた 標準報酬月額は、 加入者の資格を取得し た月からその年の 八月（六月一日から十 二月三十一日までの間
に加入者の資格 を取得した者については 、翌年の八月） までの各月の標準報酬月 額とする。

事業団は、加入者が 現に使用される学校法 人等において継続 した三月間（各月とも 、報酬の支払の基礎と なつた日数が、十 七日以上で

なけ ればならない。）に受 けた報酬の総額を三で除 して得た額が、 その者の標準報酬月額の 基礎となつた報酬 月額に比べて著しく高 低を

生じ、文部 科学省令で定める程度 に達したときは、その 額を報酬月額とし て、その著しく高低を 生じた月の翌月から 標準報酬月額を改定
するものとする 。

前 項の規定によつて 改定された標準報酬月 額は、その年の八月（ 七月から十二月ま でのいずれかの月から改 定されたものについ ては、

翌年の八月 ）までの各月の 標準報酬月額とする。

事業団は、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 る法律第二条第 一号に規定する育児休業 又は同法第二十

三条第二項の育児休業 に関する制度に準 ずる措置若しくは同法 第二十四条第一項（第 二号に係る部分に 限る。）の規定により 同項第二号

に規 定する育児休業に関す る制度に準じて講 ずる措置による休業（ 以下「育児休業等」とい う。）を終了した 加入者が、当該育児休 業等

を終了した 日（以下この項及び次 項において「育児 休業等終了日」という 。）において当該育児 休業等に係る三歳 に満たない子を養育す

る場合において 、事業団に申出をしたと きは、育児休業 等終了日の翌日が属する 月以後三月間（育児休 業等終了日の翌日 において使用さ

れ る学校法人等で継続 して使用された期間に 限るものとし、か つ、報酬の支払の基礎 となつた日数が十七日未 満である月があ るときは、

その月を 除く。）に受けた 報酬の総額をその期間の 月数で除して得 た額を報酬月額として、 標準報酬月額を改定す る。ただし、育児 休業
等終了日の翌 日に第十四項に規定 する産前産後休業を開 始している加入者 は、この限りでない。

前項の規定によつて 改定された標準報 酬月額は、育児休業等 終了日の翌日から 起算して二月を経過し た日の属する月の翌月 からその年

の八 月（当該翌月が七月 から十二月までのい ずれかの月である場合 は、翌年の八月） までの各月の標準報酬月 額とする。

事業団は 、産前産後休業（出産 の日（出産の日が 出産の予定日後である ときは、出産の予 定日）以前四十二日（ 多胎妊娠の場合にあつ

ては、九十八日 ）から出産の日後五 十六日までの間にお いて勤務に服さないこと （妊娠又は出産 に関する事由を理由とし て勤務に服さな

い場合に限る。）をい う。以下同じ。）を 終了した加入者が、 当該産前産後休業を終 了した日（以下こ の項及び次項において 「産前産後

休業 終了日」という。）に おいて当該産前産後 休業に係る子を養育 する場合において、事業 団に申出をしたと きは、産前産後休業終 了日

の翌日が属 する月以後三月間（産 前産後休業終了日の 翌日において使用さ れる学校法人等で継続 して使用された期 間に限るものとし、か

つ、報酬の支払 の基礎となつた日数が十 七日未満である月 があるときは、その月 を除く。）に受けた報 酬の総額をその期 間の月数で除し

て得 た額を報酬月額と して、標準報酬月額を 改定する。ただし、 産前産後休業終了日 の翌日に育児休業等を開 始している加入 者は、この
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10
11
12
13
14

限り でない。

前項の規 定によつて改定された 標準報酬月額は、 産前産後休業終了日の 翌日から起算して二月 を経過した日の属 する月の翌月からその

年の八月（当該 翌月が七月から十二月ま でのいずれかの 月である場合は、翌年の 八月）までの各月 の標準報酬月額とする 。

加入者の報酬月額が 、第五項、第八項、第 十二項若しくは第 十四項の規定によつて 算定することが困難で あるとき、又は第 五項、第八

項、 第十項、第十二項若し くは第十四項の規定によ つて算定すると すれば著しく不当である ときは、これらの 規定にかかわらず、同 様の

業務に従事 し、かつ、同様の報酬 を受ける他の教職員等 の報酬月額その他 の事情を考慮して理事 長が適正と認めて算 定する額をこれらの
規定による当該 加入者の報酬月額とする 。
（標準賞与 額の決定）

事業 団は、加入者が賞 与を受けた月において 、その月に当該加入者 が受けた賞与の額 に基づき、これに千円未 満の端数を生じ

前条第十 六項の規定は、標準賞 与額の算定について準 用する。

酬月額の 等級区分の改定が 行われたときは、政令で 定める額。以下 この項において同じ。） を」とする。

掛 金の徴収に関する標 準賞与額については、 第一項後段中「百 五十万円を」とあるの は、「百五十万円（前条 第四項の規定に よる標準報

前条第四項の 規定による標準報酬月額 の等級区分の改 定が行われた場合におけ る退職等年金給付の 額の算定及び退職等 年金給付に係る

（略）

これ を百五十万円とする。

たときはこれを切り捨 てて、その月にお ける標準賞与額を決定 する。この場合におい て、当該標準賞与 額が百五十万円を超え るときは、

第二十三条

２
３

４
（福 祉事業）

四

三

二

一

加入者の臨 時の支出に対する貸付け

加入者 の貯金の受入れ又はそ の運用

加入者の利用に供する 財産の取得、管理又 は貸付け

加入者の保養若し くは宿泊又は教養の ための施設の経営

（略）

（略）

五

加入者の需要する 生活必需物資の供給

第二十六条

六
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15
16

七

その他加入者の福祉の 増進に資する事業 で共済規程で定めるも の

事業団は 、加入者であつた者の 福祉を増進するた め、前項各号に掲げる 事業に準ずる事業 であつて政令で定める ものを行うことができ
（略）

２
３

前 項の指針は、健康増進 法（平成十四年法律第百 三号）第九条第 一項に規定する健康診査 等指針と調和が保 たれたものでなければ なら

る。
４
ない。
（秘 密保持義務）

事業団の役 員若しくは職員又はこれ らの職にあつた者は、 共済業務に関して 職務上知り得た秘密を 漏らし、又は盗用 して

国家公務 員共済組合法（昭和三 十三年法律第百二 十八号）（抄）

はならない。

第四十七条の 三

○

標準報酬の等級及 び月額は、組合員の報酬 月額に基づき次 の区分（第三項又は第四 項の規定により標準 報酬の区分の改定が 行わ

（ 標準報酬）
第四十条

れたときは、 改定後の区分）によ つて定め、各等級に対 応する標準報酬の 日額は、その月額の二 十二分の一に相当する金 額（当該金額に

第一級

標準 報酬の等級

（略 ）

九八、〇〇〇円

標準報酬の月 額

（略）

一〇一 、〇〇〇円未満

報 酬月額

五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。

（略）

六 〇五、〇〇〇円 以上

（ 略）

六二〇、〇 〇〇円

２

短期給付 等事務に関する前項の 規定により読み替 えられた第一項の規定 による標準報酬の区分 については、健康 保険法（大正十一年法

第三〇級
３

律第七十号）第 四十条第二項の規定によ る標準報酬月額の 等級区分の改定措置そ の他の事情を勘案して 、政令で定めると ころにより、前

項の 規定により読み替 えられた第一項の規定 による標準報酬の等 級の最高等級の上に 更に等級を加える改定を 行うことができ る。ただし
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４

５

、当 該改定後の標準報酬の 等級のうちの最高 等級の標準報酬の月額 は、同条の規定によ る標準報酬月額等級の うちの最高等級の標準 報酬
月額を超え てはならない。

退職等年金給 付の額の算定並びに退職 等年金給付に係 る掛金及び負担金の徴収 に関する第一項 の規定による標準報酬の 区分については

、厚生年金保険法第二 十条第二項の規定によ る標準報酬月額の 等級区分の改定措置そ の他の事情を勘案し て、政令で定めると ころにより

、第 一項の規定による標準 報酬の等級の最高等級の 上に更に等級を 加える改定を行うことが できる。ただし、 当該改定後の標準報酬 の等

級のうちの 最高等級の標準報酬の 月額は、同条の規定に よる標準報酬月額 等級のうちの最高等級 の標準報酬月額を超 えてはならない。

組合は、毎年 七月一日において、現に 組合員である者の同日 前三月間（同日に 継続した組合員であつ た期間に限るもの とし、かつ、報

酬支 払の基礎となつた 日数が十七日未満であ る月があるときは、そ の月を除く。）に 受けた報酬の総額をその 期間の月数で除し て得た額

前項の規定に よつて決定された 標準報酬は、その年の 九月一日から翌年の八 月三十一日までの 標準報酬とする。

を報酬月額 として、標準報 酬を決定する。
６

第五項の規定は、六 月一日から七月一 日までの間に組合員の 資格を取得した者並び に第十項又は第十 二項及び第十三項若し くは第十四

項及 び第十五項の規定によ り七月から九月ま でのいずれかの月から 標準報酬を改定され又は 改定されるべき組 合員については、その 年に
限り適用し ない。

組合は、組合 員の資格を取得した者が あるときは、そ の資格を取得した日の現 在の報酬の額により 標準報酬を決定する 。この場合にお

い て、週その他月以外 の一定期間により支給 される報酬につい ては、政令で定めると ころにより算定した金額 をもつて報酬月 額とする。

前項 の規定によつて決定 された標準報酬は、組合 員の資格を取得 した日からその年の八月 三十一日（六月一日 から十二月三十一日 まで
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７

８
９

の間に組合員 の資格を取得した者 については、翌年の八 月三十一日）まで の標準報酬とする。

組合は、組合員が継 続した三月間（各 月とも、報酬支払の基 礎となつた日数が 、十七日以上でなけれ ばならない。）に受け た報酬の総

（平 成三年法律第百八 号）第三条第一項の規 定による育児休業、 国家公務員の育児休 業等に関する法律（平成 三年法律第百九 号）第三条

限る。）の規定 により同項第二号に規定 する育児休業に関 する制度に準じて講ず る措置による休業、国 会職員の育児休業 等に関する法律

よる育児休 業若しくは同法第二十 三条第二項の育児休 業に関する制度に準 ずる措置若しくは同法 第二十四条第一項 （第二号に係る部分に

組 合は、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（平成 三年法律第七十六 号）第二条第一号の規 定に

は、翌年の八月三十一 日）までの標準報酬 とする。

前項の規定に よつて改定された標準 報酬は、その年の 八月三十一日（七月から 十二月までのい ずれかの月から改定され たものについて

、その額を 報酬月額として、そ の著しく高低を生じ た月の翌月から標準報 酬を改定するもの とする。

額を 三で除して得た額が 、その者の標準報酬 の基礎となつた報酬月 額に比べて著しく 高低を生じ、財務省令で 定める程度に達したと きは

10
11
12

第一 項（同法第二十七条第 一項及び裁判所職 員臨時措置法（昭和二 十六年法律第二百九 十九号）（第七号に係 る部分に限る。）にお いて

準用する場 合を含む。）の規定に よる育児休業又は 裁判官の育児休業に関 する法律（平成三年 法律第百十一号）第 二条第一項の規定によ

る育児休業（以 下「育児休業等」という 。）を終了した 組合員が、当該育児休業 等を終了した日（ 以下この項及び次項に おいて「育児休

業等終了日」という。 ）において当該育児休 業等に係る三歳に 満たない子を養育する 場合において、組合 に申出をしたときは 、育児休業

等終 了日の翌日が属する月 以後三月間（育児休業等 終了日の翌日に おいて継続して組合員で あつた期間に限る ものとし、かつ、報酬 支払

の基礎とな つた日数が十七日未満 である月があるときは 、その月を除く。 ）に受けた報酬の総額 をその期間の月数で 除して得た額を報酬

月額として、標 準報酬を改定するものと する。ただし、育児休 業等終了日の翌日 に第十四項に規定する 産前産後休業を開 始している組合
員は 、この限りでない 。

前項の規 定によつて改定さ れた標準報酬は、育児 休業等終了日の翌日か ら起算して二月を 経過した日の属する月 の翌月からその年の 八

月三十一日（七 月から十二月まで のいずれかの月から改 定されたものについては 、翌年の八月三 十一日）までの標準報酬 とする。

組合は、産前産後休 業（出産の日（出 産の日が出産の予定日 後であるときは、出産 の予定日）以前四 十二日（多胎妊娠の場 合にあつて

は、 九十八日）から出産の 日後五十六日まで の間において勤務に服 さないこと（妊娠又は出 産に関する事由を 理由として勤務に服さ ない

場合に限る 。）をいう。以下同じ 。）を終了した組 合員が、当該産前産後 休業を終了した日（以 下この項及び次項 において「産前産後休

業終了日」とい う。）において当該産前 産後休業に係る 子を養育する場合におい て、組合に申出をした ときは、産前産後 休業終了日の翌

日 が属する月以後三月 間（産前産後休業終了 日の翌日において 継続して組合員であつ た期間に限るものとし、 かつ、報酬支払 の基礎とな

つた日数 が十七日未満であ る月があるときは、その 月を除く。）に 受けた報酬の総額をその 期間の月数で除して得 た額を報酬月額と して

、標準報酬を 改定するものとする 。ただし、産前産後休 業終了日の翌日に 育児休業等を開始して いる組合員は、この限り でない。

前項の規定によつて 改定された標準報 酬は、産前産後休業終 了日の翌日から起 算して二月を経過した 日の属する月の翌月か らその年の

八月 三十一日（七月から 十二月までのいずれ かの月から改定された ものについては、 翌年の八月三十一日）ま での標準報酬とする。

組合員の 報酬月額が第五項、第 八項、第十二項若 しくは第十四項の規定 によつて算定する ことが困難であるとき 、又は第五項、第八項

、第十項、第十 二項若しくは第十四 項の規定によつて算 定するとすれば著しく不 当であるときは 、これらの規定にかかわ らず、同様の職

務に従事する職員の報 酬月額その他の事情 を考慮して組合の代 表者が適当と認めて算 定する額をこれら の規定による当該組合 員の報酬月
額と する。

組合は、組 合員が期末手当等を受 けた月において、 その月に当該組合員が 受けた期末手当等の額に 基づき、これに 千円未満の

（標準期末手当 等の額の決定）
第四十 一条
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13
14
15
16

端数 を生じたときはこれを 切り捨てて、その 月における標準期末手 当等の額を決定する 。この場合において、 当該標準期末手当等の 額が
（略）

百五十万円 を超えるときは、これ を百五十万円とす る。
２

前条第四項の規定に よる標準報酬の区分の 改定が行われた場 合における退職等年金 給付の額の算定並 びに退職等年金給付に 係る掛金及

前条第十六項 の規定は、標準期末手当 等の額の算定について 準用する。

による標準 報酬の区分の改定が行 われたときは、政令で 定める金額。以下 この項において同じ。 ）を」とする。

び負 担金の徴収に関する標 準期末手当等の額につい ては、第一項後 段中「百五十万円を」と あるのは、「百五 十万円（前条第四項の 規定

３

４
（短期給付 の種類等）

療養の給付、入院 時食事療養費、入 院時生活療養費、保険 外併用療養費、療養費 、訪問看護療養費 及び移送費

この法 律による短期給付 は、次のとおりとする 。

一
家族療養費、家族訪問 看護療養費及び家 族移送費

第五十条
二

八

七

六

五

四

三

出産手 当金

傷病手当金

家族埋葬料

埋葬料

削除

家族出産費

出産費

高 額療養費及び高額介護 合算療養費

九
休業手当金

二の二

十

育児休業手当 金
弔慰 金

十の二
十一

家族弔慰 金

介護休業手当金

十二

災害見舞金

十の 三

十三
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２～４

（略）

（療養の給付）

三

二

一

居宅における療養 上の管理及びその療養 に伴う世話その他の看 護

処置、手術 その他の治療

薬剤又 は治療材料の支給

診察

組合は、組 合員の公務によらない 病気又は負傷につ いて次に掲げる療養の 給付を行う。

四

病院又 は診療所への入 院及びその療養に伴う世 話その他の看護

次に掲げる 療養であつて前項第五号 に掲げる療養と 併せて行うもの（特定長 期入院組合員に係るも のに限る。以下「 生活療養」とい

の翌月以 後である組合員（以下 「特定長期入院組 合員」という。）に係 るものを除く。以下「 食事療養」という 。）

四 号に掲げる療養病床へ の入院及びその療 養に伴う世話その他の 看護であつて、当該療養 を受ける際、六十 五歳に達する日の属す る月

食事の提供である 療養であつて前項 第五号に掲げる療養と 併せて行うもの（医療 法（昭和二十三年 法律第二百五号）第七 条第二項第

次に掲げる療 養に係る給付は、 前項の給付に含まれな いものとする。

五

第五十四条

２
一

二
食事 の提供である療 養

う 。）
イ

健康保険法第六 十三条第二項第三号 に掲げる療養（以下「 評価療養」という 。）

温度、照 明及び給水に関す る適切な療養環境の形 成である療養

三
（略）

ロ
四

（療養の機関及 び費用の負担）
組合又は連合会の経営 する医療機関又は薬 局

組合員は、 前条第一項各号に 掲げる療養の給付を受 けようとするときは、 次に掲げる医療機 関又は薬局から受ける ものとする。

一

組合員 （地方公務員等共済組 合法第三条第一項に 規定する地方公務員 共済組合（以下「地方 の組合」という。 ）で療養の給付に相当

第五十五条
二

する給付を行 うものの組合員及び私立 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 による私立学校教 職員共済制度の

加 入者（以下「私学 共済制度の加入者」と いう。）を含む。）に 対し療養を行う医 療機関又は薬局で組合員 の療養について 組合が契約
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三

し ているもの

保険医 療機関又は保険薬局（ 健康保険法第六十 三条第三項第一号に規 定する保険医療機関 又は保険薬局をいう 。以下同じ。）
（略）

（略）

たところに より算定した金額）と する。

額（ 当該金額の範囲内にお いて組合が第一項第二号 又は第三号の医 療機関又は薬局との契約 により別段の定め をした場合には、その 定め

前項に規定する療養 に要する費用の額は、 健康保険法第七十 六条第二項の規定に基 づき厚生労働大臣 が定めるところにより 算定した金

２～５
６

７
（入院時食 事療養費）
（略）

入院時食事療養費の 額は、当該食事療 養について健康保険法 第八十五条第二項に規 定する厚生労働大 臣が定める基準により される算定

第五十五条の三
２

の例 により算定した費用の 額（その額が現に 当該食事療養に要した 費用の額を超えるときは 、当該現に食事療 養に要した費用の額） から
（略）

同項に規定 する食事療養標準負担 額（以下「食事療 養標準負担額」という 。）を控除した金額と する。
３～６

（略）

（入院時 生活療養費）

（略）

から同項に 規定する生活療養標 準負担額（以下「生 活療養標準負担額」と いう。）を控除し た金額とする。

算定 の例により算定した 費用の額（その額が 現に当該生活療養に要 した費用の額を超 えるときは、当該現に生 活療養に要した費用の 額）

入院時生活療養 費の額は、当該生活療 養について健康保険法 第八十五条の二第 二項に規定する厚生労 働大臣が定める基準 によりされる

第五十五条の 四
２

３

（保 険外併用療養費）
（略）

保険外併用療 養費の額は、第一号に掲 げる金額（当該 療養に食事療養が含まれ るときは当該金額及び 第二号に掲げる金 額との合算額、

第五十五条の 五
２

当該 療養に生活療養が 含まれるときは当該金 額及び第三号に掲げ る金額との合算額） とする。
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一

二

当該療養（食事療養及 び生活療養を除く 。）について健康保険 法第八十六条第二項 第一号に規定する厚生 労働大臣が定めるとこ ろに

よりされ る算定の例により算定 した費用の額（そ の額が現に当該療養に 要した費用の額を超え るときは、当該現 に療養に要した費用の

額）から、そ の額に第五十五条第二項 各号に掲げる場 合の区分に応じ、同項各 号に定める割合を乗 じて得た額（療養の 給付に係る同項

の一部負担金につい て第五十五条の二第一 項各号の措置が採 られるときは、当該措 置が採られたものとし た場合の額）を控 除した金額

当該食事療養について 健康保険法第八十五条第 二項に規定する 厚生労働大臣が定める基 準によりされる算 定の例により算定した 費用

の額（そ の額が現に当該食事療 養に要した費用の額を 超えるときは、当 該現に食事療養に要し た費用の額）から食事 療養標準負担額を
控除した金額

当該生活療養につ いて健康保険法第八十 五条の二第二項に規定 する厚生労働大臣 が定める基準によりされ る算定の例により 算定した

第五十五条の三第三 項から第六項まで の規定は、保険外併用 療養費の支給について 準用する。

三

費用の額 （その額が現に当 該生活療養に要した費 用の額を超えるときは 、当該現に生活療 養に要した費用の額） から生活療養標準負 担
３

第 五十五条第七項の規定 は、前項において 準用する第五十五条の 三第四項の場合におい て、第二項の規定に より算定した費用の額 （そ

額を控除した 金額
４

の額が現に 療養に要した費用の額 を超えるときは、 当該現に療養に要した 費用の額）から当該療 養に要した費用に つき保険外併用療養費
として支給され る金額に相当する金額を 控除した金額の 支払について準用する。
（家族療 養費）

被扶養者が保険医療機 関等から療養を受けた ときは、その療養 に要した費用について 組合員に対し家族療養 費を支給する。

家族療養費の額 は、第一号に掲げる金 額（当該療養に食事療 養が含まれるとき は当該金額及び第二号 に掲げる金額の合算 額、当該療養

第五十七条
２

当該療 養（食事療養及び生 活療養を除く。）に ついて算定した費用の 額（その額が現に 当該療養に要した費用 の額を超えるときは、

に生 活療養が含まれると きは当該金額及び第 三号に掲げる金額の合 算額）とする。
一

百 分の八十

被扶養者が六歳に達 する日以後の最初の三 月三十一日の翌日 以後であつて七十歳に達 する日の属する月 以前である場合

百分 の七

当該現に療養 に要した費用の額）に 次のイからニまで に掲げる場合の区分に応 じ、それぞれイ からニまでに定める割合 を乗じて得た金
額
イ

被扶養者 が六歳に達する日以後の 最初の三月三十一日 以前である場合

十
ロ

被扶養者（ニに 規定する被扶養者を除 く。）が七十歳に達す る日の属する月の 翌月以後である場合

百 分の八十

ハ
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二

ニ
百分の七十

第五十五条第二項第 三号に掲げる場合 に該当する組合員その 他政令で定める組合員 の被扶養者が七十歳 に達する日の属する月 の翌
月以後であ る場合

当該食事療 養について算定した費用 の額（その額が 現に当該食事療養に要し た費用の額を超え るときは、当該現に食 事療養に要した
費用の額）から食事 療養標準負担額を控除 した金額

当該生活療養について 算定した費用の額（その 額が現に当該生 活療養に要した費用の額 を超えるときは、 当該現に生活療養に要 した
（略）

三
３

被 扶養者が第五十五 条第一項第一号に掲げ る医療機関又は薬局か ら療養を受けた場 合において、組合がその 被扶養者の支払 うべき療養

費用の額 ）から生活療養標準負 担額を控除した金額
４

に要した費 用のうち家族療 養費として組合員に支給 すべき金額に相当する 金額の支払を免除 したときは、組合員に 対し家族療養費を 支給
したものとみな す。

被扶養者が第五十五 条第一項第二号又 は第三号に掲げる医療 機関又は薬局から療養 を受けた場合には 、組合は、療養に要し た費用のう
前項の規 定による支払があつた ときは、組合員に 対し家族療養費を支給 したものとみなす。

５
６

第五十五条の 三第六項並びに第五十六 条第一項及び第 二項の規定は、家族療養 費の支給について準 用する。

ち家 族療養費として組合員 に支給すべき金額 に相当する金額を、組 合員に代わり、これらの 医療機関又は薬局 に支払うことができる 。
７

前項において準用す る第五十六条第一項又 は第二項の規定に より支給する家族療養 費の額は、第二項の規 定の例により算定 した金額（

第五十五 条第七項の規定は、第 五項の場合において、 療養につき第三項 の規定により算定した 費用の額（その額が現 に療養に要した費

同条第一 項の規定による場 合には、当該金額の範囲 内で組合が定め る金額）とする。

８
９

用の額を超えるとき は、当該現に療養に 要した費用の額）から 当該療養に要した 費用につき家族療養費 として支給される金額 に相当する
金額 を控除した金額の支 払について準用する 。

組合員が資 格を喪失し、かつ 、健康保険法第三条第 二項に規定する日雇特 例被保険者又はそ の被扶養者（次項にお いて「日雇

（組合員が日雇 特例被保険者又はそ の被扶養者となつた 場合等の給付）
第五十九条

特例 被保険者等」という。 ）となつた場合にお いて、その者が退職 した際に療養の給付、入 院時食事療養費、 入院時生活療養費、保 険外

併用療養費 、療養費、訪問看護療 養費、家族療養費若 しくは家族訪問看護 療養費又は介護保険法 の規定による居宅 介護サービス費（同法

の規定による当 該給付のうち療養に相当 する同法第四十一 条第一項に規定する指 定居宅サービスに係る ものに限る。以下 この条において

同じ 。）、特例居宅介 護サービス費（同法の 規定による当該給付 のうち療養に相当す る同法第八条第一項に規 定する居宅サー ビス又はこ
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２

３

れに 相当するサービスに係 るものに限る。以 下この条において同じ 。）、地域密着型介 護サービス費（同法の 規定による当該給付の うち

療養に相当 する同法第四十二条の 二第一項に規定す る指定地域密着型サー ビスに係るものに限 る。以下この条にお いて同じ。）、特例地

域密着型介護サ ービス費（同法の規定に よる当該給付の うち療養に相当する同法 第八条第十四項に 規定する地域密着型サ ービス又はこれ

に相当するサービスに 係るものに限る。以下 この条において同 じ。）、施設介護サー ビス費（同法の規定 による当該給付のう ち療養に相

当す る同法第四十八条第一 項に規定する指定施設サ ービス等に係る ものに限る。以下この条 において同じ。） 若しくは特例施設介護 サー

ビス費（同 法の規定による当該給 付のうち療養に相当す る同法第八条第二 十六項に規定する施設 サービスに係るもの に限る。以下この条

において同じ。 ）若しくは介護予防サー ビス費（同法の規定に よる当該給付のう ち療養に相当する同法 第五十三条第一項 に規定する指定

介護 予防サービスに係 るものに限る。以下こ の条において同じ。） 若しくは特例介護 予防サービス費（同法の 規定による当該給 付のうち

療養に相当 する同法第八条 の二第一項に規定する介 護予防サービス又はこ れに相当するサー ビスに係るものに限る 。以下この条にお いて

同じ。）を受け ているとき（その 者が退職した際にその 被扶養者が同法の規定に よる居宅介護サ ービス費、特例居宅介護 サービス費、地

域密着型介護サービス 費、特例地域密着 型介護サービス費、施 設介護サービス費若し くは特例施設介護 サービス費又は介護予 防サービス

費若 しくは特例介護予防サ ービス費を受けて いるときを含む。）に は、当該病気又は負傷及 びこれらにより生 じた病気について継続 して

療養の給付 、入院時食事療養費、 入院時生活療養費 、保険外併用療養費、 療養費、訪問看護療養 費、移送費、家族 療養費、家族訪問看護
療養費又は家族 移送費を支給する。

組合員が死亡により 資格を喪失し、又は組 合員であつた者が 死亡により前項の規定 の適用を受けることが できないこととな つた場合で

あつて、 かつ、当該組合員 又は組合員であつた者の 被扶養者が日雇 特例被保険者等となつた 場合において、当該組 合員又は組合員で あつ

た者が死亡し た際に家族療養費又 は家族訪問看護療養費 を受けているとき （当該組合員又は組合 員であつた者が死亡した 際に当該被扶養

者が介護保険法の規 定による居宅介護サ ービス費、特例居宅介 護サービス費、地 域密着型介護サービス 費、特例地域密着型介 護サービス

費、 施設介護サービス費 若しくは特例施設介 護サービス費又は介護 予防サービス費若 しくは特例介護予防サー ビス費を受けていると きを

含む。）に は、当該病気又は負 傷及びこれらにより 生じた病気について、 継続して家族療養 費、家族訪問看護療養 費又は家族移送費を当

（略）

項に規定する 家族移送費を除く。）の 支給を受けることが できるに至つたとき 。

費、療養 費、訪問看護療養費、 移送費（次項に規定す る移送費を除く。 ）、家族療養費、家族 訪問看護療養費若 しくは家族移送費（同

当該病気又は負傷につ いて、健康保険法第 五章の規定による療 養の給付又は入院時食事 療養費、入院時生 活療養費、保険外併用 療養

前二項の規定による 給付は、次の各号 のいずれかに該当する に至つたときは、行わ ない。

該組合員であつ た者の被扶養者とし て現に療養を受けて いる者に支給する。
一

二
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４

三

組合員の資格を喪失し た日から起算して 六月を経過したとき。

第一項及 び第二項の規定による 給付は、当該病気 又は負傷について、健 康保険法第五章の 規定による特別療養費 （同法第百四十五条第

六項において準 用する同法第百三十二条 の規定により支 給される療養費を含む。 ）又は移送費若し くは家族移送費（当該 特別療養費に係

る療養を受けるための 移送に係る移送費又は 家族移送費に限る 。）の支給を受けるこ とができる間は、行 わない。
（傷病手当 金）
（ 略）

（略 ）

２

一年以上 組合員であつた 者が退職した際に傷病手 当金を受けている場合 には、その者が退 職しなかつたとしたな らば前項の規定に より

第六十六条
３

受けることがで きる期間、継続し てこれを支給する。た だし、その者が他の組合 の組合員の資格 を取得したときは、この 限りでない。
（略）

年 金支給実施機関（厚生 労働大臣を除く。 ）は、厚生労働大臣の 同意を得て、前項の規 定による資料の提供 の事務を厚生労働大臣 に委
託すること ができる。

厚生労働大臣 は、日本年金機構に、前 項の規定により 委託を受けた資料の提供 に係る事務（当該資 料の提供を除く。） を行わせるもの

（略）
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４～７
８
９
と する。

厚生年金 保険法第百条の 十第二項及び第三項の規 定は、前項の事 務について準用する。こ の場合において、必要 な技術的読替えは 、政

（略）

高齢者 の医療の確保に関する法 律第二十条の規定 による特定健康診査及 び同法第二十四条の規 定による特定保健 指導（第九十九

条 の二において「特 定健康診査等」という 。）

一の二

一

第九十 八条

（福祉事業）

らに相当す る補償が行われると きは、支給しない。

傷 病手当金は、同一の傷 病に関し、国家公 務員災害補償法の規定 による通勤による 災害に係る休業補償若し くは傷病補償年金又は これ

（略）

令で定める。

10
12 11

七

六

五

四

三

二

前各号に掲 げる事業に附帯する事業

その他 組合員の福祉の増進に 資する事業で定款で定 めるもの

組合員の需要する生活 必需物資の供給

組合員の臨時の支 出に対する貸付け

組合員の貯 金の受入れ又はその運用

組合員 の利用に供する財産の 取得、管理又は貸 付け

組合員の保養若しくは 宿泊又は教養のた めの施設の経営

（ 略）

八
２

前項の指 針は、健康増進 法（平成十四年法律第百 三号）第九条第一項に 規定する健康診査 等指針と調和が保たれ たものでなければ なら

則

３
ない。
附

財務省令で定 める要件に該当するも のとして財務大臣 の認可を受けた組合（ 以下この条において「 特定共済組合」と いう。）の

（特例退職組合 員に対する短期給付等）

（ 略）

及び健康保険の 被保険者（健康保険法第 三条第二項に規定 する日雇特例被保険者 を除く。）を含む。） となることができ ない。

特例退職 組合員は、同時に二以 上の組合の組合員 （地方の組合で短期給 付に相当する給付を行 うものの組合員、 私学共済制度の加入者

員」 という。）は、第一項 の申出が受理された 日からその資格を取 得するものとする。

前項の規定により特 定共済組合の組合 員であるものとみなさ れた者（以下この条及 び附則第十四条の 二第二項において「特 例退職組合

特定共済組合の 組合員であるものと みなす。

前項本文 の規定により申出 をした者は、この法律 の規定中短期給付に係 る部分の適用につ いては、別段の定めが あるものを除き、当 該

六条 の五第二項に規定す る任意継続組合員で あるときは、この限り でない。

、当該特定共済組合 の組合員として短期 給付を受けることを希 望する旨を当該特 定共済組合に申し出る ことができる。ただし 、第百二十

八条の二第一 項に規定する退職被 保険者であるべきもの のうち当該特定共 済組合の定款で定める ものは、財務省令で定め るところにより

組合員で あつた者で健康保 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）第十 三条の規定による改正 前の国民健康保険 法第

第 十二条

２
３
４
５
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６

７
８

特 例退職組合員は、当該 特定共済組合が、 その者の短期給付に係 る掛金及び国の負 担金（介護保険第二号被 保険者の資格を有する 特例

退職組合員 にあつては、介護納付 金に係る掛金及び 国の負担金を含む。） の合算額を基礎とし て定款で定める金額 を、毎月、政令で定め
るところにより 、当該特定共済組合に払 い込まなければ ならない。

第六十六条、第六十 八条から第六十八条の 三まで、第七十条 及び第七十一条の規定 にかかわらず、特 例退職組合員について は、傷病手

当金 、休業手当金、育児休 業手当金、介護休業手当 金、弔慰金及び 家族弔慰金並びに災害見 舞金は、支給しな い。

特例退職 組合員は、第百二十六 条の五第二項に規定す る任意継続組合員 とみなして同条第三項 、第四項並びに第 五項第一号及び第三号

の規定を適用す る。この場合において、 同条第四項中「第一項 」とあるのは「附 則第十二条第一項」と 、同条第五項第一 号中「任意継続

組合 員となつた日から 起算して二年を経過し たとき」とあるのは「 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）第

十三条の規 定による改正前 の国民健康保険法第八条 の二第一項に規定する 退職被保険者であ るべき者に該当しなく なつたとき」と読 み替
えるものとする 。
第百条の二及び第百 条の二の二の規定 は、特例退職組合員に ついては、適用しない 。

特 例退職組合員に対する 短期給付の支給の 特例その他特例退職組 合員に関し必要な事項は 、政令で定める。

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） （抄）

標準報 酬の等級及び月額は、 組合員の報酬月額に基 づき次の区分（第 三項又は第四項の規定 により標準報酬の区 分の改定が行

われ たときは、改定後の 区分）によつて定め 、各等級に対応する標 準報酬の日額は、 その月額の二十二分の一 に相当する金額（当該 金額

に五円未満 の端数があるときは 、これを切り捨て、 五円以上十円未満の端 数があるときは、 これを十円に切り上げ るものとする。）とす

（略）

第一 級

標準報酬の等級

六二〇 、〇〇〇円

（略）

九八、〇〇〇円

標準報酬の 月額

六〇五、〇〇〇円 以上

（略）

一〇一 、〇〇〇円未満

報 酬月額

る。

第三〇級
（ 略）
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９

○

２

第四十三条

（標準報酬）

10

３

４

５

短 期給付等事務に関する 前項の規定により 読み替えられた第一項 の規定による標準 報酬の区分については、 健康保険法（大正十一 年法

律第七十号 ）第四十条第二項の規 定による標準報酬 月額の等級区分の改定 措置その他の事情を 勘案して、政令で定 めるところにより、前

項の規定により 読み替えられた第一項の 規定による標準 報酬の等級の最高等級の 上に更に等級を加 える改定を行うことが できる。ただし

、当該改定後の標準報 酬の等級のうちの最高 等級の標準報酬の 月額は、同条の規定に よる標準報酬月額等 級のうちの最高等級 の標準報酬
月額 を超えてはならない。

退職等年 金給付の額の算定並び に退職等年金給付に係 る掛金及び負担金 の徴収に関する第一項 の規定による標準 報酬の区分については

、厚生年金保険 法第二十条第二項の規定 による標準報酬月額の 等級区分の改定措 置その他の事情を勘案 して、政令で定め るところにより

、第 一項の規定による 標準報酬の等級の最高 等級の上に更に等級を 加える改定を行う ことができる。ただし、 当該改定後の標準 報酬の等

級のうちの 最高等級の標準 報酬の月額は、同条の規 定による標準報酬月額 等級のうちの最高 等級の標準報酬月額を 超えてはならない 。

組合は、毎年 七月一日において 、現に組合員である者 の同日前三月間（同日 に継続した組合員 であつた期間に限るもの とし、かつ、報

酬支払の基礎となつた 日数が十七日未満 である月があるときは 、その月を除く。）に 受けた報酬の総額 をその期間の月数で除 して得た額

前項の規 定によつて決定された 標準報酬は、その 年の九月一日から翌年 の八月三十一日までの 標準報酬とする。
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を報 酬月額として、標準報 酬を決定する。
６

第五項の規定 は、六月一日から七月一 日までの間に組 合員の資格を取得した者 並びに第十項又は第 十二項及び第十三項 若しくは第十四

前 項の規定によつて 決定された標準報酬は 、組合員の資格を取得 した日からその年 の八月三十一日（六月一 日から十二月三十一 日まで

いて、週その他月以 外の一定期間により 支給される報酬につい ては、政令で定め るところにより算定し た金額をもつて報酬月 額とする。

組合は、 組合員の資格を取得し た者があるときは、そ の資格を取得した 日の現在の報酬の額に より標準報酬を決定す る。この場合にお

限り適用 しない。

項 及び第十五項の規定 により七月から九月ま でのいずれかの月 から標準報酬を改定さ れ又は改定されるべき組 合員については 、その年に

７

８
９

の間に組合 員の資格を取得した 者については、翌年 の八月三十一日）まで の標準報酬とする 。

組合は、組合 員が継続した三月間（ 各月とも、報酬支 払の基礎となつた日数が 、十七日以上で なければならない。）に 受けた報酬の総

組 合は、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 （平成三年法律第七十六 号）第二条第一 号の規定に

は、翌年の八月 三十一日）までの標準報 酬とする。

前項の規 定によつて改定された 標準報酬は、その年の 八月三十一日（七 月から十二月までのい ずれかの月から改 定されたものについて

、そ の額を報酬月額として 、その著しく高低を 生じた月の翌月から 標準報酬を改定するもの とする。

額を三で除して得た額 が、その者の標準報 酬の基礎となつた報 酬月額に比べて著しく 高低を生じ、総務 省令で定める程度に達 したときは

10
11
12

よる 育児休業若しくは同法 第二十三条第二項 の育児休業に関する制 度に準ずる措置若し くは同法第二十四条第 一項（第二号に係る部 分に

限る。）の 規定により同項第二号 に規定する育児休 業に関する制度に準じ て講ずる措置による 休業又は地方公務員 の育児休業等に関する

法律（平成三年 法律第百十号）第二条第 一項の規定によ る育児休業（以下「育児 休業等」という。 ）を終了した組合員が 、当該育児休業

等を終了した日（以下 この項及び次項におい て「育児休業等終 了日」という。）にお いて当該育児休業等 に係る三歳に満たな い子を養育

する 場合において、組合に 申出をしたときは、育児 休業等終了日の 翌日が属する月以後三月 間（育児休業等終 了日の翌日において継 続し

て組合員で あつた期間に限るもの とし、かつ、報酬支払 の基礎となつた日 数が十七日未満である 月があるときは、そ の月を除く。）に受

けた報酬の総額 をその期間の月数で除し て得た額を報酬月額と して、標準報酬を 改定するものとする。 ただし、育児休業 等終了日の翌日
に第 十四項に規定する 産前産後休業を開始し ている組合員は、この 限りでない。

前項の規 定によつて改定さ れた標準報酬は、育児 休業等終了日の翌日か ら起算して二月を 経過した日の属する月 の翌月からその年の 八

月三十一日（七 月から十二月まで のいずれかの月から改 定されたものについては 、翌年の八月三 十一日）までの標準報酬 とする。

組合は、産前産後休 業（出産の日（出 産の日が出産の予定日 後であるときは、出産 の予定日）以前四 十二日（多胎妊娠の場 合にあつて

は、 九十八日）から出産の 日後五十六日まで の間において勤務に服 さないこと（妊娠又は出 産に関する事由を 理由として勤務に服さ ない

場合に限る 。）をいう。以下同じ 。）を終了した組 合員が、当該産前産後 休業を終了した日（以 下この項及び次項 において「産前産後休

業終了日」とい う。）において当該産前 産後休業に係る 子を養育する場合におい て、組合に申出をした ときは、産前産後 休業終了日の翌

日 が属する月以後三月 間（産前産後休業終了 日の翌日において 継続して組合員であつ た期間に限るものとし、 かつ、報酬支払 の基礎とな

つた日数 が十七日未満であ る月があるときは、その 月を除く。）に 受けた報酬の総額をその 期間の月数で除して得 た額を報酬月額と して

、標準報酬を 改定するものとする 。ただし、産前産後休 業終了日の翌日に 育児休業等を開始して いる組合員は、この限り でない。

前項の規定によつて 改定された標準報 酬は、産前産後休業終 了日の翌日から起 算して二月を経過した 日の属する月の翌月か らその年の

八月 三十一日（七月から 十二月までのいずれ かの月から改定された ものについては、 翌年の八月三十一日）ま での標準報酬とする。

組合員の 報酬月額が第五項、第 八項、第十二項若 しくは第十四項の規定 によつて算定する ことが困難であるとき 、又は第五項、第八項

、第十項、第十 二項若しくは第十四 項の規定によつて算 定するとすれば著しく不 当であるときは 、これらの規定にかかわ らず、同様の職

務に従事する職員の報 酬月額その他の事情 を考慮して組合が適 当と認めて算定する額 をこれらの規定に よる当該組合員の報酬 月額とする。

組合 は、組合員が期末手当等 を受けた月にお いて、その月に当該組合 員が受けた期末手当等 の額に基づき、こ れに千円未満の

（標準期末 手当等の額の決定）
第四十四条

端数 を生じたときはこ れを切り捨てて、その 月における標準期末 手当等の額を決定す る。この場合において、 当該標準期末手 当等の額が
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13
14
15
16

（略）

百五 十万円を超えるときは 、これを百五十万 円とする。
２

前条第四項の 規定による標準報酬の区 分の改定が行わ れた場合における退職等 年金給付の額の 算定並びに退職等年金給 付に係る掛金及

前条第十 六項の規定は、標準期 末手当等の額の算定に ついて準用する。

によ る標準報酬の区分の改 定が行われたときは、政 令で定める金額 。以下この項において同 じ。）を」とする 。

び負担金の徴収に関す る標準期末手当等の額 については、第一 項後段中「百五十万円 を」とあるのは、「 百五十万円（前条第 四項の規定

３

４
（短 期給付の種類等）

療養の給付 、入院時食事療養 費、入院時生活療養費 、保険外併用療養費、療 養費、訪問看護 療養費及び移送費

この法律による 短期給付は、次のとおり とする。

一
家族療養費、家族 訪問看護療養費及 び家族移送費

第五十三条
二

七

六

五

四

三

傷病手当金

家族埋葬 料

埋葬 料

削除

家族出産費

出産費

高額療養費及び高 額介護合算療養費

八
出産手当金

二の 二

九
休業手 当金
休業手 当金

十
十の二
弔慰金

介護休業手当 金

十一

家族 弔慰金

十の三
十二

災害見舞 金
（略）

十三
２～４
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（療養の給 付）

三

二

一

居宅におけ る療養上の管理及びその 療養に伴う世話その他 の看護

処置、 手術その他の治療

薬剤又は治療材料の支 給

診察

組合 は、組合員の公務によら ない病気又は負 傷について次に掲げる療 養の給付を行う 。

四
病院又は診療所へ の入院及びその療養に 伴う世話その他の看護

次に掲 げる療養であつて前項 第五号に掲げる療 養と併せて行うもの（ 特定長期入院組合員に 係るものに限る。 以下「生活療養」とい

の 翌月以後である組合員 （以下「特定長期 入院組合員」という。 ）に係るものを除く。以 下「食事療養」と いう。）

四号に掲げる療養病 床への入院及びそ の療養に伴う世話その 他の看護であつて、当 該療養を受ける際 、六十五歳に達する日 の属する月

食事の提供 である療養であつ て前項第五号に掲げる 療養と併せて行うもの（ 医療法（昭和二 十三年法律第二百五号） 第七条第二項第

次に掲げ る療養に係る給 付は、前項の給付に含ま れないものとする。

五

第五十六条

２
一

二
食事の提供であ る療養

う。）
イ

健康保険 法第六十三条第二項 第三号に掲げる療養（ 以下「評価療養」 という。）

温度 、照明及び給水 に関する適切な療養環境 の形成である療 養

三
（略）

ロ
四
（療養の機 関及び費用の負担）

組合 員は、前条第一項 各号に掲げる療養の給 付を受けようとするとき は、次に掲げる 医療機関又は薬局から受 けるものとする。

組合の経営する医 療機関又は薬局

第五十七条
一

組合員（国家公務員共 済組合法第三条第一 項に規定する国家公 務員共済組合（以下「国 の組合」という。 ）の組合員及び私立学 校教

保険医療機関又は 保険薬局（健康保険法 第六十三条第三項第 一号に規定する保険 医療機関又は保険薬局を いう。以下同じ 。）

う。）を含む 。）に対し療養を行う医 療機関又は薬局で組 合員の療養について 組合が契約しているも の

職員共済 法（昭和二十八年法律 第二百四十五号）の規 定による私立学校 教職員共済制度の加入 者（以下「私学共 済制度の加入者」とい

二

三
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（略）

（ 略）

たところにより算定し た金額）とする。

額（当該金額の 範囲内において組合が第 一項第二号又は 第三号の医療機関又は薬 局との契約により 別段の定めをした場合 には、その定め

前項に規 定する療養に要する費 用の額は、健康保 険法第七十六条第二項 の規定に基づき厚 生労働大臣が定めると ころにより算定した金

２～５
６

７
（入院時食事療 養費）
（略）

入院時食 事療養費の額は 、当該食事療養について 健康保険法第八十五条 第二項に規定する 厚生労働大臣が定める 基準によりされる 算定

第五十 七条の三
２

の例により算定 した費用の額（そ の額が現に当該食事療 養に要した費用の額を超 えるときは、当 該現に食事療養に要した 費用の額）から
（略）

同項に規定する食事療 養標準負担額（以 下「食事療養標準負担 額」という。）を控除 した金額とする。
３～６

（略）

（入院時生活療 養費）

（ 略）

から同項に規定する 生活療養標準負担額 （以下「生活療養標準 負担額」という。 ）を控除した金額とす る。

算定の例によ り算定した費用の額 （その額が現に当該生 活療養に要した費 用の額を超えるときは 、当該現に生活療養に要 した費用の額）

入院 時生活療養費の額は 、当該生活療養について 健康保険法第八 十五条の二第二項に規定 する厚生労働大臣が 定める基準によりさ れる

第 五十七条の四
２

３
（保険外併用療 養費）
（略）

保 険外併用療養費の額は 、第一号に掲げる 金額（当該療養に食事 療養が含まれるときは当 該金額及び第二号 に掲げる金額の合算額 、当

第五十七条の五
２

当該療養（ 食事療養及び生活療養を 除く。）について 健康保険法第八十六条 第二項第一号に規定す る厚生労働大臣が 定めるところに

該療養に生 活療養が含まれるとき は当該金額及び第三 号に掲げる金額の合 算額）とする。
一

よ りされる算定の例 により算定した費用の 額（その額が現に当該 療養に要した費用 の額を超えるときは、当 該現に療養に要 した費用の
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二

額 ）から、その額に第五 十七条第二項各号 に掲げる場合の区分に 応じ、同項各号に定め る割合を乗じて得た 額（療養の給付に係る 同項

の一部負 担金について第五十七 条の二第一項各号 の措置が採られるとき は、当該措置が採られ たものとした場合 の額）を控除した金額

当該食事療 養について健康保険法第 八十五条第二項 に規定する厚生労働大臣 が定める基準によ りされる算定の例によ り算定した費用

の額（その額が現に 当該食事療養に要した 費用の額を超える ときは、当該現に食事 療養に要した費用の額 ）から食事療養標 準負担額を
控除 した金額

当該生 活療養について健康保 険法第八十五条の二第 二項に規定する厚 生労働大臣が定める基 準によりされる算定 の例により算定した

第五十七 条の三第三項か ら第六項までの規定は、 保険外併用療養費の支 給について準用す る。

三

費用の額（その 額が現に当該生活療養 に要した費用の額を超 えるときは、当該 現に生活療養に要した 費用の額）から生活 療養標準負担
３

第五十七条第 七項の規定は、前 項において準用する第 五十七条の三第四項の 場合において第二 項の規定により算定した 費用の額（その

額 を控除した金額
４

額が現に療養に要した 費用の額を超える ときは、当該現に療養 に要した費用の額）か ら当該療養に要し た費用につき保険外併 用療養費と
して 支給される金額に相当 する金額を控除し た金額の支払について 準用する。
（家族療養費）

被扶養者が 保険医療機関等から療 養を受けたときは 、その療養に要した費 用について組合員に家 族療養費を支給す る。

家族 療養費の額は、第一 号に掲げる金額（当該療 養に食事療養が 含まれるときは当該金額 及び第二号に掲げる 金額の合算額、当該 療養

第 五十九条
２

当該療養（食事 療養及び生活療養を 除く。）について算定 した費用の額（そ の額が現に当該療養に 要した費用の額を超え るときは、

に生活療養が 含まれるときは当該 金額及び第三号に掲げ る金額の合算額） とする。
一

被扶養者 が六歳に達する日以後 の最初の三月三十 一日の翌日以後であつて 七十歳に達する 日の属する月以前である 場合

百分の七

当 該現に療養に要した費 用の額）に次のイ からニまでに掲げる場 合の区分に応じ、 それぞれイからニまでに 定める割合を乗じて得 た金
額
イ
十
被扶養者が六歳に達 する日以後の最初の三 月三十一日以前で ある場合

百分の八十

ロ

被扶 養者（ニに規定する被 扶養者を除く。）が七 十歳に達する日の 属する月の翌月以後で ある場合

百分の 八十

ハ

第五十七 条第二項第三号に掲げる 場合に該当する組合 員その他政令で定め る組合員の被扶養者が 七十歳に達する日 の属する月の翌
百 分の七十

ニ

月以後 である場合
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二

当該食事療養について 算定した費用の額 （その額が現に当該食 事療養に要した費用 の額を超えるときは、 当該現に食事療養に要 した
費用の額 ）から食事療養標準負 担額を控除した金 額

当該生活療 養について算定した費用 の額（その額が 現に当該生活療養に要し た費用の額を超え るときは、当該現に生 活療養に要した
（ 略）

三
３

被扶養者 が第五十七条第一項第 一号に掲げる医療機関 又は薬局から療養 を受けた場合において 、組合がその被扶 養者の支払うべき療養

費用の額）から生活 療養標準負担額を控除 した金額
４

に要した費用の うち家族療養費として組 合員に支給すべき金額 に相当する金額の 支払を免除したときは 、組合員に対し家 族療養費を支給
した ものとみなす。

被扶養者 が第五十七条第 一項第二号又は第三号に 掲げる医療機関又は薬 局から療養を受け た場合には、組合は、 療養に要した費用 のう
前項の規定による支 払があつたときは 、組合員に対し家族療 養費を支給したものと みなす。

５
６

第 五十七条の三第六項並 びに第五十八条第 一項及び第二項の規定 は、家族療養費の支給 について準用する。

ち家族療養費と して組合員に支給 すべき金額に相当する 金額を、組合員に代わり 、これらの医療 機関又は薬局に支払うこ とができる。
７

前項にお いて準用する第五十八 条第一項又は第二 項の規定により支給す る家族療養費の額は、 第二項の規定の例 により算定した金額（

第五十七条第七項の 規定は、第五項の場合 において療養につ き第三項の規定により 算定した費用の額（そ の額が現に当該療 養に要した

同条第一項の規 定による場合には、当該 金額の範囲内で 組合が定める金額）とす る。

８
９

費用の額 を超えるときは、 当該現に療養に要した費 用の額）から当 該療養に要した費用につ き家族療養費として支 給される金額に相 当す
る金額を控除 した金額の支払につ いて準用する。

組合員が資格を喪 失し、かつ、健康保険 法第三条第二項に規定 する日雇特例被保 険者又はその被扶養者 （次項において「日 雇

（組 合員が日雇特例被保 険者又はその被扶養 者となつた場合等の給 付）
第六十一条

特例被保険者等 」という。）となつ た場合において、そ の者が退職した際に療養 の給付、入院時 食事療養費、入院時生活 療養費、保険外

併用療養費、療養費、 訪問看護療養費、家 族療養費若しくは家 族訪問看護療養費又は 介護保険法の規定 による居宅介護サービ ス費（同法

の規 定による当該給付のう ち療養に相当する同 法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サー ビスに係るものに 限る。以下この条にお いて

同じ。）、 特例居宅介護サービス 費（同法の規定によ る当該給付のうち療 養に相当する同法第八 条第一項に規定す る居宅サービス又はこ

れに相当するサ ービスに係るものに限る 。以下この条にお いて同じ。）、地域密 着型介護サービス費（ 同法の規定による 当該給付のうち

療養 に相当する同法第 四十二条の二第一項に 規定する指定地域密 着型サービスに係る ものに限る。以下この条 において同じ。 ）、特例地
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２

３

４

域密 着型介護サービス費（ 同法の規定による 当該給付のうち療養に 相当する同法第八条 第十四項に規定する地 域密着型サービス又は これ

に相当する サービスに係るものに 限る。以下この条 において同じ。）、施 設介護サービス費（ 同法の規定による当 該給付のうち療養に相

当する同法第四 十八条第一項に規定する 指定施設サービ ス等に係るものに限る。 以下この条におい て同じ。）若しくは特 例施設介護サー

ビス費（同法の規定に よる当該給付のうち療 養に相当する同法 第八条第二十六項に規 定する施設サービス に係るものに限る。 以下この条

にお いて同じ。）若しくは 介護予防サービス費（同 法の規定による 当該給付のうち療養に相 当する同法第五十 三条第一項に規定する 指定

介護予防サ ービスに係るものに限 る。以下この条におい て同じ。）若しく は特例介護予防サービ ス費（同法の規定に よる当該給付のうち

療養に相当する 同法第八条の二第一項に 規定する介護予防サー ビス又はこれに相 当するサービスに係る ものに限る。以下 この条において

同じ 。）を受けている とき（その者が退職し た際にその被扶養者が 同法の規定による 居宅介護サービス費、特 例居宅介護サービ ス費、地

域密着型介 護サービス費、 特例地域密着型介護サー ビス費、施設介護サー ビス費若しくは特 例施設介護サービス費 又は介護予防サー ビス

費若しくは特例 介護予防サービス 費を受けているときを 含む。）には、当該病気 又は負傷及びこ れらにより生じた病気に ついて継続して

療養の給付、入院時食 事療養費、入院時 生活療養費、保険外併 用療養費、療養費、訪 問看護療養費、移 送費、家族療養費、家 族訪問看護
療養 費又は家族移送費を支 給する。

組合員が 死亡により資格を喪失 し、又は組合員で あつた者が死亡により 前項の規定の適用を受 けることができな いこととなつた場合で

あつて、かつ、 当該組合員又は組合員で あつた者の被扶 養者が日雇特例被保険者 等となつた場合におい て、当該組合員又 は組合員であつ

た 者が死亡した際に家 族療養費又は家族訪問 看護療養費を受け ているとき（当該組合 員又は組合員であつた者 が死亡した際に 当該被扶養

者が介護 保険法の規定によ る居宅介護サービス費、 特例居宅介護サ ービス費、地域密着型介 護サービス費、特例地 域密着型介護サー ビス

費、施設介護 サービス費若しくは 特例施設介護サービス 費又は介護予防サ ービス費若しくは特例 介護予防サービス費を受 けているときを

含む。）には、当該 病気又は負傷及びこ れらにより生じた病気 について、継続し て家族療養費、家族訪 問看護療養費又は家族 移送費を当
該組 合員であつた者の被 扶養者として現に療 養を受けている者に支 給する。
前二項の 規定による給付は 、次の各号のいずれか に該当するに至つたと きは、行わない。

当該病気又 は負傷について、健 康保険法第五章の規 定による療養の給付又は 入院時食事療養 費、入院時生活療養費、 保険外併用療養

（略）

一

費、療養費、訪問看 護療養費、移送費（次 項に規定する移送 費を除く。）、家族療 養費、家族訪問看 護療養費若しくは家族 移送費（同
二

組合員の資 格を喪失した日から起算 して六月を経過し たとき。

項 に規定する家族移送費 を除く。）の支給を受 けることができる に至つたとき。
三

第 一項及び第二項の 規定による給付は、当 該病気又は負傷に ついて、健康保険法第 五章の規定による特別療 養費（同法第百 四十五条第
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六項 において準用する同法 第百三十二条の規 定により支給される療 養費を含む。）又は 移送費若しくは家族移 送費（当該特別療養費 に係

る療養を受 けるための移送に係る 移送費又は家族移 送費に限る。）の支給 を受けることができ る間は、行わない。
（傷病手当金）
（略）

（略）

２

一年以上組合 員であつた者が退職した 際に傷病手当金を受け ている場合には、 その者が退職しなかつ たとしたならば前 項の規定により

第六十 八条
３

受け ることができる期 間、継続してこれを支 給する。ただし、その 者が他の組合の組 合員の資格を取得したと きは、この限りで ない。
（略 ）

傷病手当金は 、同一の傷病に関 し、地方公務員災害補 償法の規定による通勤 による災害に係る 休業補償若しくは傷病補 償年金又はこれ

４～８
９
らに相当する補償が行 われるときは、支 給しない。
（福祉事業 ）
（略 ）

（略）

第百十二条
一

四

三

二

組合員 の需要する生活必需 物資の供給

組合員の臨時の支出 に対する貸付け

組合員の貯金の 受入れ又はその運用

組合員の 利用に供する財産の 取得、管理又は貸付け

組合員の保健、保 養若しくは宿泊又は教養 のための施設の 経営

五

その他組合 員の福祉の増進に資 する事業で定款で定 めるもの

一の二

六

組合は、前項各号に 掲げる事業を行う に当たつては、他の組 合と共同して行う等組 合員の福祉を増進 するための事業が総合 的に行われ
（略）

２
３

前項の指針は 、健康増進法（平成十四 年法律第百三号 ）第九条第一項に規定す る健康診査等指針と調 和が保たれたもの でなければなら

るよ うに努めなければなら ない。
４
ない 。
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５
則

（ 略）
附
（特 例退職組合員に対する 短期給付等）

主 務省令で定める要件に 該当するものとして主 務大臣の認可を受 けた組合（以下この条 において「特定共 済組合」という。）の

前項の規 定により特定共済組合 の組合員であるも のとみなされた者（以 下この条において「特 例退職組合員」と いう。）は、第一項の

特定 共済組合の組合員であ るものとみなす。

前項本文の規定によ り申出をした者は 、この法律の規定中短 期給付に係る部分の適 用については、別 段の定めがあるものを 除き、当該

四条の二第二項 に規定する任意継 続組合員であるときは 、この限りでない。

、当該特定 共済組合の組合 員として短期給付を受け ることを希望する旨を 当該特定共済組合 に申し出ることができ る。ただし、第百 四十

八条 の二第一項に規定 する退職被保険者であ るべきもののうち当該 特定共済組合の定 款で定めるものは、主務 省令で定めるとこ ろにより

組合員であつた 者で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）第十三条の規定 による改正前の国 民健康保険法第

第十八条

２
３

申出が受理され た日からその資格を取得 するものとする 。

特例退職組合員は、 同時に二以上の組合の 組合員（国の組合 の組合員、私学共済制 度の加入者及び健康保 険の被保険者（健 康保険法第
（略）

４
５

第六十八条、第 七十条から第七十条の 三まで、第七十二条及 び第七十三条の規 定にかかわらず、特例 退職組合員について は、傷病手当

三条第二 項に規定する日雇 特例被保険者を除く。） を含む。）とな ることができない。
６

金、 休業手当金、育児休 業手当金、介護休業 手当金、弔慰金及び家 族弔慰金並びに災 害見舞金は、支給しない 。

特例退職 組合員は、第百四 十四条の二第二項に規 定する任意継続組合員 とみなして同条第 三項、第四項並びに第 五項第一号及び第三 号

第百十四条の 二及び第百十四条の二の 二の規定は、特 例退職組合員については 、適用しない。

７

の規定を適用す る。この場合におい て、同条第四項中「 第一項」とあるのは「附 則第十八条第一 項」と、同条第五項第一 号中「任意継続

組合員となつた日から 起算して二年を経過 したとき」とあるの は「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）第

十三 条の規定による改正前 の国民健康保険法第 八条の二第一項に規 定する退職被保険者であ るべき者に該当し なくなつたとき」と読 み替
８

特 例退職組合員に対 する短期給付の支給の 特例その他特例退 職組合員に関し必要な 事項は、政令で定める。

えるものと する。
９
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○

労働基準法（ 昭和二十二年法律第四十 九号）（抄）
（年 次有給休暇）

使用者は、その雇入れ の日から起算して六箇 月間継続勤務し全 労働日の八割以上出勤 した労働者に対し て、継続し、又は分割

五年

四年

三年

二年

一年

六箇月経 過日から起算した継続 勤務年数

十労働日

八労働日

六労働日

四労 働日

二労働日

一労働日

労働 日

次に掲げ る労働者（一週間 の所定労働時間が厚生 労働省令で定める時間 以上の者を除く。 ）の有給休暇の日数に ついては、前二項の 規

六年 以上

日の 八割未満である者に対 しては、当該初日 以後の一年間において は有給休暇を与えること を要しない。

年ごとに区分した各期 間（最後に一年未 満の期間を生じたとき は、当該期間）の初日 の前日の属する期 間において出勤した日 数が全労働

の区分に応じ同 表の下欄に掲げる 労働日を加算した有給 休暇を与えなければなら ない。ただし、 継続勤務した期間を六箇 月経過日から一

過日」とい う。）から起算 した継続勤務年数一年ご とに、前項の日数に、 次の表の上欄に掲 げる六箇月経過日から 起算した継続勤務 年数

使 用者は、一年六箇 月以上継続勤務した労 働者に対しては、雇入 れの日から起算し て六箇月を超えて継続勤 務する日（以下 「六箇月経

した十労働日の 有給休暇を与えなければ ならない。

第三十九条
②

③

定にかかわらず 、これらの規定によ る有給休暇の日数を 基準とし、通常の労働者 の一週間の所定 労働日数として厚生労働 省令で定める日

数（第一号において「 通常の労働者の週所 定労働日数」という 。）と当該労働者の一 週間の所定労働日 数又は一週間当たりの 平均所定労
一

週以外の期 間によつて所定労働日数 が定められている 労働者については、一 年間の所定労働日数が 、前号の厚生労働 省令で定める日

一週間 の所定労働日数が通常 の労働者の週所定労 働日数に比し相当程 度少ないものとして厚 生労働省令で定め る日数以下の労働者

働日 数との比率を考慮して 厚生労働省令で定め る日数とする。
二

数 に一日を加えた日 数を一週間の所定労働 日数とする労働者の一 年間の所定労働日 数その他の事情を考慮し て厚生労働省令 で定める日
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④

⑤

数 以下の労働者

使用者は 、当該事業場に、労働 者の過半数で組織 する労働組合があると きはその労働組合 、労働者の過半数で組 織する労働組合がない

ときは労働者の 過半数を代表する者との 書面による協定 により、次に掲げる事項 を定めた場合にお いて、第一号に掲げる 労働者の範囲に

属する労働者が有給休 暇を時間を単位として 請求したときは、 前三項の規定による有 給休暇の日数のうち 第二号に掲げる日数 については

二

一
その他厚生労働省 令で定める事項

時間を単位 として与えることができ ることとされる有給休 暇の日数（五日以 内に限る。）

時間を 単位として有給休暇を 与えることができるこ ととされる労働者 の範囲

、こ れらの規定にかかわら ず、当該協定で定めると ころにより時間 を単位として有給休暇を 与えることができ る。

三

使用者は 、前各項の規定 による有給休暇を労働者 の請求する時季に与え なければならない 。ただし、請求された 時季に有給休暇を 与え
ることが事業の 正常な運営を妨げ る場合においては、他 の時季にこれを与えるこ とができる。

使用者は、当該事業 場に、労働者の過 半数で組織する労働組 合がある場合において はその労働組合、 労働者の過半数で組織 する労働組

（略）

⑥

合が ない場合においては労 働者の過半数を代 表する者との書面によ る協定により、第一項か ら第三項までの規 定による有給休暇を与 える

時季に関す る定めをしたときは、 これらの規定によ る有給休暇の日数のう ち五日を超える部分に ついては、前項の 規定にかかわらず、そ
⑦

労働 者が業務上負傷し、 又は疾病にかかり療養の ために休業した 期間及び育児休業、介護 休業等育児又は家族 介護を行う労働者の 福祉

の定めにより有 給休暇を与えることがで きる。
⑧

に関する法律 第二条第一号に規定 する育児休業又は同条 第二号に規定する 介護休業をした期間並 びに産前産後の女性が第 六十五条の規定
によつて休業した期 間は、第一項及び第 二項の規定の適用につ いては、これを出 勤したものとみなす。

地方自治法（ 昭和二十二年法律 第六十七号）（抄）
（略）

○
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
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⑩

二

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「
第一号法 定受託事務」という。 ）

法律又はこ れに基づく政令により市 町村又は特別区 が処理することとされる 事務のうち、都道 府県が本来果たすべき 役割に係るもの

であつて、都道府県 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
「第 二号法定受託事務」 という。）

この法律 又はこれに基づく政令 に規定するもののほか 、法律に定める法 定受託事務は第一号法 定受託事務にあつ ては別表第一の上欄に

掲げる法律につ いてそれぞれ同表の下欄 に、第二号法定受託事 務にあつては別表 第二の上欄に掲げる法 律についてそれぞ れ同表の下欄に
掲げ るとおりであり、 政令に定める法定受託 事務はこの法律に基づ く政令に示すとお りである。
（略 ）

社 会保険医療協議会法（ 昭和二十五年法律 第四十七号）（抄）

⑪～⑰

○
（所掌事務）
（略）

健康 保険法（大正十一 年法律第七十号）第七十 六条第二項の規 定による定め、同法第八 十五条第二項の規定に よる基準、同法第 八十

五条の二第二 項の規定による基 準、同法第八十六条第 二項第一号の規定 による定め及び船員保 険法（昭和十四年法律第 七十三号）第五
健康保険法第八十八 条第四項の規定によ る定めに関する事項

十八条第二項の規定 による定めに関す る事項
二
（略）

生活保護法（ 昭和二十五年法律第百四 十四号）（抄）

臣の諮問に応じて審議 し、及び文書をもつ て答申するほか、自 ら厚生労働大臣に、文 書をもつて建議す ることができる。

地方協議会は 、保険医療機関及 び保険薬局の指定及び 指定の取消し並びに保険 医及び保険薬剤 師の登録の取消しについ て、厚生労働大

三

一

第 二条

２

○
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（資 料の提供等）

保護の実施機関及び福 祉事務所長は、保 護の決定若しくは実施 又は第七十七条若 しくは第七十八条の規 定の施行のために必要

要保護 者又は被保護者であつ た者

氏名及び住所又 は居所、資産及び 収入の状況、健康状態 、他の保護の実施機 関における保護の決

定及び実施の状 況その他政令で定める 事項（被保護者であつ た者にあつては、 氏名及び住所又は居所 、健康状態並びに他 の保護の実施

氏名及び住所又 は居所、資産及び収入 の状況その他政令 で定める事項（被保護 者であつた者の扶 養義

機 関における保護の 決定及び実施の状況を 除き、保護を受けてい た期間における事 項に限る。）
前号に 掲げる者の扶養 義務者

務者にあつて は、氏名及び住所 又は居所を除き、当該 被保護者であつた者が保 護を受けていた 期間における事項に限る 。）

別表第一の上欄に掲 げる官公署の長、 日本年金機構又は共済 組合等は、それぞれ同 表の下欄に掲げる 情報につき、保護の実 施機関又は

登録 免許税法（昭和四十 二年法律第三十五号）（ 抄）

提供を行う ものとする。

福祉 事務所長から前項の規 定による求めがあ つたときは、速やかに 、当該情報を記載し、若 しくは記録した書 類を閲覧させ、又は資 料の

二

一

料の 提供を求め、又は銀行 、信託会社、次の各号に 掲げる者の雇主 その他の関係人に、報告 を求めることがで きる。

法律第百四十一号）第 三条第二項に規定する 共済組合等（次項 において「共済組合等 」という。）に対し 、必要な書類の閲覧 若しくは資

があると認める ときは、次の各号に掲げ る者の当該各号 に定める事項につき、官 公署、日本年金機 構若しくは国民年金法 （昭和三十四年

第二十九条

２

○

（公共法人等が受け る登記等の非課税）
（略）

住民基本 台帳法（昭和四十二年 法律第八十一号） （抄）

附があるものに 限る旨の規定がある 登記等にあつては、 当該書類を添附して受け るものに限る。 ）については、登録免許 税を課さない。

別表第三 の第一欄に掲げる 者が自己のために受け るそれぞれ同表の第三 欄に掲げる登記等 （同表の第四欄に財務 省令で定める書類の 添

第四条
２

○

（国 の機関等への本人 確認情報の提供）
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第三十 条の九

機構は、別表 第一の上欄に掲げ る国の機関又は法人か ら同表の下欄に掲 げる事務の処理に関し求 めがあつたときは、政 令で

定めるとこ ろにより、第三十条の 七第三項の規定に より機構が保存する本 人確認情報であつて 同項の規定による保 存期間が経過していな

いもの（以下「 機構保存本人確認情報」 という。）のう ち住民票コード以外のも のを提供するもの とする。ただし、個人 番号については

、当該別表第一の上欄 に掲げる国の機関又は 法人が番号利用法 第九条第一項の規定に より個人番号を利用 することができる場 合に限り、
提供 するものとする。

機構 は、第三十条の九又は 第三十条の九の二第一 項に規定する求め を行う別表第一の上欄に 掲げる国の機関 若しくは法

（本人確認情報 等の提供に関する手数料 ）
第三十 条の二十三

人又は総務 省から、総務大 臣の認可を受けて定める 額の手数料を徴収する ことができる。

第三十条 の九、第三十条の 十から第三十条の十四 まで若しくは第三十条 の十五第二項の規定 により本人確認情報の 提供

（受領者等による本人 確認情報等の安全 確保）

（略）

じなければな らない。

は、受領 した本人確認情報 等の漏えい、滅失及び毀 損の防止その他 の当該受領した本人確認 情報等の適切な管理の ために必要な措置 を講

を 受けた本人確認情報 又は住民票コード（以 下「受領した本人 確認情報等」という。 ）の電子計算機処理等を 行うに当たつて は、受領者

くは法人又は第 三十条の九の二の規定に より住民票コー ドの提供を受けた総務省 （以下「受領者」とい う。）がこれらの 規定により提供

を受けた市 町村長その他の市町村 の執行機関、都道 府県知事その他の都道 府県の執行機関若しく は別表第一の上欄 に掲げる国の機関若し

第三十 条の二十八

２

（略）

（本人確認 情報等の電子計算機 処理等に従事する受 領者の職員等の秘密保 持義務）

（ 略）

秘密又は本人確 認情報等の電子計算機処 理等に関する秘密 を漏らしてはならない 。

は職員若し くはこれらの職にあつ た者又は総務省の職 員若しくは職員であ つた者は、その事務に 関して知り得た本 人確認情報等に関する

報等 の電子計算機処理等に 関する事務に従事す る同欄に掲げる国の 機関の職員若しくは職員 であつた者、同欄 に掲げる法人の役員若 しく

第三十条の九又は第 三十条の九の二の 規定により別表第一の 上欄に掲げる国の機関 若しくは法人又は 総務省が提供を受けた 本人確認情

第三十条の三十
２

３
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○

介護保険法（ 平成九年法律第百二十三 号）（抄）

市町村は、要介護 被保険者のうち所得及 び資産の状況その 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

（特 定入所者介護サービス 費の支給）
第五十一条の 三

る指定施設サー 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

三

二

一

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

の特 定介護サービスを受け たときは、この限 りでない。

四
短期入所 療養介護
（略）

五
２～９

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 定めるところに

（医療保険 各法の規定による保 険料等に未納がある 者に対する保険給付の 一時差止）
第六十八条

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 において「未納医療保 険料

等」という 。）がある場合におい ては、未納医療保険 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 該被保険者証に、 第四十一条第六

項、 第四十二条の二第 六項、第四十六条第四 項、第四十八条第四 項、第五十一条の三 第四項、第五十三条第四 項、第五十四条 の二第六項
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２

、第 五十八条第四項及び第 六十一条の三第四 項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「保険給付差止の 記載」という。） をすることができる。

市町村は、前 項の規定により保険給付 差止の記載を受 けた要介護被保険者等が 、未納医療保険 料等を完納したとき、又 は当該要介護被

保険者等に係る未納医 療保険料等の著しい減 少、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、当該保険給付 差止の記載

第六十六 条第四項の規定は、第 一項の規定により保険 給付差止の記載を 受けた要介護被保険者 等について準用す る。

を消 除するものとする。
３

市町村は、第 一項の規定により保険給 付差止の記載を受けた 要介護被保険者等 について、保険給付の 全部又は一部の支 払を一時差し止
める ものとする。
（略）

市町村 は、被保険者（当 該市町村が行う介護保 険の住所地特例適用被 保険者を除き、当該 市町村の区域内に所在 する

４
５
（地域支援事業）
第百十 五条の四十五

住所地特例 対象施設に入所等をし ている住所地特例 適用被保険者を含む。 第三項第三号及び第百 十五条の四十九を 除き、以下この章にお

いて同じ。）の 要介護状態等となること の予防又は要介 護状態等の軽減若しくは 悪化の防止及び地域に おける自立した日 常生活の支援の

た めの施策を総合的か つ一体的に行うため、 厚生労働省令で定 める基準に従って、地 域支援事業として、次に 掲げる事業（以 下「介護予

居宅要支 援被保険者その他の 厚生労働省令で定める 被保険者（以下「 居宅要支援被保険者等 」という。）に対して、 次に掲げる事業

防・日常 生活支援総合事業 」という。）を行うもの とする。
一

居宅要支援被保 険者等（指定介護予防 支援又は特例介護予防 サービス計画費に 係る介護予防支援を受け ている者を除く 。）の介護

として厚生労働省 令で定めるものを行う 事業（ニにおいて 「第一号生活支援事業 」という。）

は第一号通 所事業と一体的に行われ る場合に効果があ ると認められる居宅要 支援被保険者等の地域 における自立した 日常生活の支援

厚生労働省令で定め る基準に従って、介護 予防サービス事業 若しくは地域密着型介護 予防サービス事業 又は第一号訪問事業若 しく

労働省令で定める期間 にわたり日常生活上 の支援又は機能訓練 を行う事業（以下この項 において「第一号 通所事業」という。）

居宅要支 援被保険者等の介護予 防を目的として、 厚生労働省令で定める施 設において、厚 生労働省令で定める基準 に従って、厚生

、厚生労働 省令で定める期間に わたり日常生活上の 支援を行う事業（以下こ の項において「 第一号訪問事業」という 。）

居宅要支援被保険者 等の介護予防を目 的として、当該居宅要 支援被保険者等の 居宅において、厚生労働 省令で定める基準に従 って

を行う事業（以下「 第一号事業」とい う。）
イ
ロ
ハ

ニ
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２

二

予防を 目的として、厚生労働 省令で定める基準 に従って、その心身の 状況、その置かれ ている環境その他の状 況に応じて、その選択

に基づき、 第一号訪問事業、第一号 通所事業又は第 一号生活支援事業その他 の適切な事業が包 括的かつ効率的に提供 されるよう必要
な援助を行う事業 （以下「第一号介護予 防支援事業」とい う。）

被保険者（第一号 被保険者に限る。）の 要介護状態等とな ることの予防又は要介 護状態等の軽減若し くは悪化の防止のた め必要な事

業（ 介護予防サービス事 業及び地域密着型介護予 防サービス事業 並びに第一号訪問事業及 び第一号通所事業を 除く。）

市町村は 、介護予防・日常生活 支援総合事業のほか、 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

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

事業 を行うものとする 。
一

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

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

行う事業
二

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

保健医 療及び福祉に関する 専門的知識を有する 者による認知症の早期 における症状の悪 化の防止のための支援 その他の認知症である

係 る体制の整備その他の これらを促進する 事業

被保険者の地域 における自立した日 常生活の支援及び要介 護状態等となるこ との予防又は要介護状 態等の軽減若しくは悪 化の防止に

るものとして 厚生労働省令で定 める事業（前号に掲げ る事業を除く。）

医療 に関する専門的知 識を有する者が、介護サ ービス事業者、 居宅における医療を提供 する医療機関その他の 関係者の連携を推 進す

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

、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

三

四
五
六
（略）

又はその疑い のある被保険者に対す る総合的な支援を 行う事業
３～５

厚生 労働大臣は、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（平成元年 法律第六十四号） 第三条第一項に

（基本指針 ）
第百十六条

規定 する総合確保方針 に即して、介護保険事 業に係る保険給付の 円滑な実施を確保す るための基本的な指針（ 以下「基本指針 」という。
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則

（略 ）

）を 定めるものとする。
２～４
附

（略）

（被用者保 険等保険者に係る納付 金の額の算定の特例）

六

五

四

三

二

一

（ 略）
健康保 険法の規定による被保 険者

（略）

（略）

その 同法に規定する標 準報酬月額と、同法に 規定する標準賞与額の当 該各年度の合計 額を当該各

その同法に規定す る標準報酬の月額と、 同法に規定する標準期末 手当等の額の当

その同法 に規定する標準報 酬の月額と、同法に規定 する標準期末手当等の 額の

その 同法に規定する 標準報酬月額と、同法に 規定する標準賞

与額の当該各年度の 合計額を当該各年度の 加入月数で除して 得た額との合計額が、 十万千円に満たな い者及びその被扶養者

私立学校教 職員共済法の規定に よる私立学校教職員 共済制度の加入者

当該各年 度の合計額を当該各年 度の加入月数で除 して得た額との合計額 が、十万千円に満 たない者及びその被扶 養者

地方公務員等共済組 合法に基づく共済組 合の組合員

該各年度の合計額を 当該各年度の加入 月数で除して得た額と の合計額が、十万 千円に満たない者及び その被扶養者

国家公務 員共済組合法に基づ く共済組合の組合員

年度の加 入月数で除して 得た額との合計額が、十 万千円に満たな い者及びその被扶養者

船員保険法の規定 による被保険者

年度の加入月 数で除して得た額との合 計額が、十万千 円に満たない者及びその 被扶養者

その同法に 規定する標準報酬月額 と、同法に規定する標 準賞与額の当該各 年度の合計額を当該各

用者保険等保険者に係 る第二号被保険者 の見込数の総数を乗じ て得た額とする。

険者に係る第二 号被保険者の見込 数の総数で除して得た 額に、厚生労働省令で定 めるところによ り算定した当該各年度に おける全ての被

常生活支援 総合事業医療保 険納付対象額の見込額の 総額を厚生労働省令で 定めるところによ り算定した当該各年度 における全ての医 療保

前 項の被用者保険等 保険者に係る補正前概 算納付金総額は、当該 各年度における全 ての市町村の医療保険納 付対象額及び介 護予防・日

第十一条
２

３

４
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○

独 立行政法人地域医療機 能推進機構法（平 成十七年法律第七十一 号）（抄）

機構は、通則 法第二十九条第二項第 一号に規定する中 期目標の期間（以下こ の項において「中 期目標の期間」という 。）の最後

（積立金の処分 ）
第十六条

の事 業年度に係る通則法第 四十四条第一項又は第二 項の規定による 整理を行った後、同条第 一項の規定による 積立金があるときは、 その

額に相当す る金額のうち厚生労働 大臣の承認を受けた金 額を、当該中期目 標の期間の次の中期目 標の期間に係る通則 法第三十条第一項の

認可を受けた中 期計画（同項後段の規定 による変更の認可を受 けたときは、その 変更後のもの）の定め るところにより、 当該次の中期目
標の 期間における第十 三条に規定する業務の 財源に充てることがで きる。

機構は、 前項に規定する 積立金の額に相当する金 額から同項の規定によ る承認を受けた金 額を控除してなお残余 があるときは、そ の残
（略）

２
３

社会保障協定 の実施に伴う厚生年金保 険法等の特例等 に関する法律（平成十九 年法律第百四号）（ 抄）

余の額を年金特 別会計に納付しな ければならない。

○
（略）

日本国の 領域内において就労 する者であって、医療 保険制度適用調整 規定により相手国法令 の規定の適用を受けるも の（第三号に掲

第一号又は前号の いずれかに該当する者 の配偶者（婚姻の届 出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を 含む。以下

又は第五十四 条第一項の規定により私 立学校教職員共済法 の短期給付に関する 規定を適用しないこと とされた者

とされた 者、第四十九条の規定 により地方公務員等共 済組合法の規定（ 長期給付に関する規定 を除く。）を適用 しないこととされた者

と しないこととされた者 、第四十五条の規定に より国家公務員共 済組合法の規定（長期給 付に関する規定を 除く。）を適用しない こと

された者、前条第一 項の規定により船員保 険の被保険者とし ないこととされた者、 次条第一項の規定 により後期高齢者医療 の被保険者

第三条第一 項の規定により健康 保険の被保険者とし ないこととされた者、同 条第二項の規定 により日雇特例被保険者 としないことと

る者を除 く。）

相手国の領域内にお いて就労する者であ って、医療保険制度適 用調整規定により 相手国法令の規定の適用 を受けるもの（次号に 掲げ

げる者を除き、政令 で定める社会保障 協定に係る場合にあっ ては、政令で定め る者に限る。）

第五条
一
二
三

四
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２

日 本年金機構法（平成十 九年法律第百九号）（抄 ）

前項に規 定する者の国民健康保 険の被保険者の資 格の取得及び喪失に関 し必要な事項は、 政令で定める。

同 じ。）又は子であって 政令で定めるもの

○
（業務の範囲）
機構は、第 一条の目的を達成する ため、次の業務を行う 。

厚生年 金保険法第百条 の四第一項に規定する権 限に係る事務、同法第 百条の十第一項に 規定する事務、同法第 七十九条第一項各 号に

掲げる事業及 び同条第二項に規 定する運用並びに同法 第百条の十一第一項に規 定する収納を行 うこと。

国民年金法第百九 条の四第一項に規 定する権限に係る事務 、同法第百九条の十第 一項に規定する事 務、同法第七十四条第 一項各号に

掲 げる事業及び同条第二 項に規定する運用 並びに同法第百九条の 十一第一項に規定する収 納を行うこと。
前二号 に掲げる業務に附帯す る業務を行うこと 。
機構は、前項 の業務のほか、次の業務 を行う。

子ども・子育て支 援法第七十一条第三項 に規定する権限に 係る事務及び同条第八 項に規定する事務を行う こと。

三

二

一

第二十 七条

２
一

健康 保険法第二百四条 第一項に規定する権限に 係る事務、同法 第二百五条の二第一項に 規定する事務及び同法 第二百四条の六第 一項

イ

国民健康保険法 （昭和三十三年法律第 百九十二号）第九 条第十二項に規定する 権限に係る事務

（略）

（略）

第 一項に規定する収納を 行うこと。

船員保険法第百 五十三条第一項に規 定する権限に係る事務 、同法第百五十三 条の八第一項に規定す る事務及び同法第百五 十三条の六

に規定する収 納を行うこと。

二
三
四
ロ

介護保険法（平成九 年法律第百二十三号） その他の法律の規 定による厚生年金保険法 による年金たる保 険給付及び国民年金法 によ

社会保障協定の 実施に伴う厚生年金保 険法等の特例等に関す る法律（平成十九 年法律第百四号）第六十 二条第一項に規 定する権限

の他の金銭の徴収 及び納入に係る事務

る年金たる 給付（次条並びに第三十 八条第五項第二号 及び第三号において「 年金給付」という。） の支払をする際に おける保険料そ

ハ

ニ
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○

五

ホ

に係る 事務及び同法第六十三 条第一項に規定す る事務

厚生 年金保険の保険給付及 び国民年金の給付 の支払の遅延に係る加 算金の支給に関する法 律（平成二十一年 法律第三十七号）第十

三条第一項に規定 する権限に係る事務、 同法第十七条第一 項に規定する事務及び 同法第十八条第一 項に規定する収納に係 る事務
前各号に掲げる業 務に附帯する業務を行 うこと。

則

被用者年金制 度の一元化等を図るため の厚生年金保険法等の 一部を改正する法 律（平成二十四年法律 第六十三号）（抄 ）
附

改正前国共済施 行法その他の政令 で定める法令の規定に より国家公務員共済組 合の組合員期間に算 入するものとされた期 間（

（追加費用対象期間を 有する者の特例等 ）

（略）

給しない。

て、 国家公務員共済組合 連合会が支給する。 この場合において、同 法の規定による老 齢厚生年金、障害厚生年 金又は遺族厚生年金は 、支

生年金、障害厚生年 金又は遺族厚生年金 として算定されること となる額を、それ ぞれ退職共済年金、障 害共済年金又は遺族共 済年金とし

はその適用後 の期間とする。以下 同じ。）を計算の基礎 として、厚生年金 保険法の規定を適用す るとしたならば同法の規 定による老齢厚

年金被保 険者期間及び追加 費用対象期間をいい、昭 和六十年国共済 改正法附則第三十二条第 一項又は第二項の規定 の適用があった場 合に

定 により当該年金であ る給付とみなされたも のを含む。）の受 給権を有する者を除く 。）については、国共済 組合員等期間（ 第二号厚生

ある給付（他の 法令の規定により当該年 金である給付と みなされたものを含む。 ）及び旧国共済法によ る年金である給付 （他の法令の規

以下この項 及び附則第四十六条か ら第四十八条まで において「追加費用対 象期間」という。）を 有する者（改正前 国共済法による年金で

第四十 一条

２

改正前地共済施行法そ の他の政令で定め る法令の規定により地 方公務員共済組合の組 合員期間に算入す るものとされた期間（

（追 加費用対象期間を有す る者の特例等）
第六十五条

以下この項及び 附則第七十二条から第七 十四条までにおい て「追加費用対象期間 」という。）を有する 者（改正前地共済 法による年金で

ある 給付（他の法令の 規定により当該年金で ある給付とみなされ たものを含む。）及 び旧地共済法による年金 である給付（他 の法令の規

- 110 -

定に より当該年金である給 付とみなされたも のを含む。）の受給権 を有する者を除く。 ）については、地共済 組合員等期間（第三号 厚生

年金被保険 者期間及び追加費用対 象期間をいい、昭 和六十年地共済改正法 附則第三十五条第一 項又は第二項の規定 の適用があった場合に

はその適用後の 期間とする。以下同じ。 ）を計算の基礎 として、厚生年金保険法 の規定を適用する としたならば同法の規 定による老齢厚

生年金、障害厚生年金 又は遺族厚生年金とし て算定されること となる額を、それぞれ 退職共済年金、障害 共済年金又は遺族共 済年金とし
２

行政手続 における特定の 個人を識別するための番 号の利用等に関する法 律（平成二十五年 法律第二十七号）（抄 ）

（略）

て、 組合が支給する。この 場合において、同法の規 定による老齢厚 生年金、障害厚生年金又 は遺族厚生年金は 、支給しない。

○

別表第一の上欄に掲 げる行政機関、地 方公共団体、独立行政 法人等その他の行政事 務を処理する者（法 令の規定により同表の 下欄

（利用範囲）
第九条

に掲げる事 務の全部又は一部を行 うこととされてい る者がある場合にあっ ては、その者を含む。 第三項において同 じ。）は、同表の下欄

に掲げる事務の 処理に関して保有する特 定個人情報ファ イルにおいて個人情報を 効率的に検索し、及び 管理するために必 要な限度で個人
２

健康保険 法（大正十一年法律第 七十号）第四十八条若 しくは第百九十七 条第一項、相続税法（ 昭和二十五年法律第七 十三号）第五十九

（略 ）

番 号を利用することが できる。当該事務の全 部又は一部の委託 を受けた者も、同様と する。
３

条第一項から第三項 まで、厚生年金保険 法（昭和二十九年法律 第百十五号）第二 十七条、第二十九条第 三項若しくは第九十八 条第一項、

租税 特別措置法（昭和三 十二年法律第二十六 号）第九条の四の二第 二項、第二十九条 の二第五項若しくは第六 項、第二十九条の三第 四項

若しくは第 五項、第三十七条の 十一の三第七項若し くは第三十七条の十四 第九項、第十三項 若しくは第二十五項、 所得税法（昭和四十年

法律第三十三号 ）第五十七条第二項 若しくは第二百二十 五条から第二百二十八条 の三の二まで、 雇用保険法（昭和四十九 年法律第百十六

号）第七条又は内国税 の適正な課税の確保 を図るための国外送 金等に係る調書の提出 等に関する法律（ 平成九年法律第百十号 ）第四条第

一項 若しくは第四条の三第 一項その他の法令又 は条例の規定により 、別表第一の上欄に掲げ る行政機関、地方 公共団体、独立行政法 人等

その他の行 政事務を処理する者又 は地方公共団体の長 その他の執行機関に よる第一項又は前項に 規定する事務の処 理に関して必要とされ

る他人の個人番 号を記載した書面の提出 その他の他人の個 人番号を利用した事務 を行うものとされた者 は、当該事務を行 うために必要な
限度 で個人番号を利用 することができる。当 該事務の全部又は一 部の委託を受けた者 も、同様とする。
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（略）

持続可能な社会保障 制度の確立を図るため の改革の推進に関 する法律（平成二十五 年法律第百十二号 ）（抄）

４・５

○
（医療制度 ）

政府は、 高齢化の進展、高度な医 療の普及等による医療 費の増大が見込ま れる中で、医療保険各 法（高齢者の医療 の確保に関する

政府は、医療従 事者、医療施設等の確 保及び有効活用等を図 り、効率的かつ質 の高い医療提供体制を 構築するとともに、 今後の高齢化

講ずるものと する。

保険者を いう。）、事業者 等の多様な主体による保 健事業等の推進 、後発医薬品の使用及び 外来受診の適正化の促 進その他必要な措 置を

す るため、情報通信技 術、診療報酬請求書等 を適正に活用しな がら、地方公共団体、 保険者（高齢者医療確保 法第七条第二項 に規定する

政府は、健康 の維持増進、疾病の予防 及び早期発見等 を積極的に促進すること により、国民負担の 増大を抑制しつつ必 要な医療を確保

康の維持増 進への取組を奨励する ものとする。

政 府は、個人の選択を尊 重しつつ、個人の 健康管理、疾病の予防 等の自助努力が喚起さ れる仕組みの検討等 を行い、個人の主体的 な健

うものとする。

原則として全て の国民が加入する 仕組みを維持すること を旨として、医療制度に ついて、この条 に定めるところにより、 必要な改革を行

において同 じ。）による医 療保険制度及び高齢者医 療確保法による後期高 齢者医療制度（同 項において「医療保険 制度等」という。 ）に

法律 （昭和五十七年法 律第八十号。以下「高 齢者医療確保法」とい う。）第七条第一 項に規定する医療保険各 法をいう。第七項 第二号ニ

第四条

２
３

４

の進 展に対応して地域包 括ケアシステム（地 域の実情に応じて、高 齢者が、可能な限 り、住み慣れた地域でそ の有する能力に応じ自 立し

た日常生活 を営むことができる よう、医療、介護、 介護予防（要介護状態 若しくは要支援状 態となることの予防又 は要介護状態若しくは

要支援状態の軽 減若しくは悪化の防 止をいう。次条にお いて同じ。）、住まい及 び自立した日常 生活の支援が包括的に確 保される体制を

いう。次項及び同条第 二項において同じ。 ）を構築することを 通じ、地域で必要な医 療を確保するため 、次に掲げる事項及び 診療報酬に

病院又は 診療所（以下このイにお いて「病院等」とい う。）の管理者が、 当該病院等が有する病 床の機能に関する 情報を、当該病

病床の 機能の分化及び連携並 びに在宅医療及び在 宅介護を推進するた めに必要な次に掲げる 事項

係る 適切な対応の在り方そ の他の必要な事項に ついて検討を加え、 その結果に基づいて必要 な措置を講ずるも のとする。
一
イ

院等の 所在地の都道府 県知事に報告する制度の 創設
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５
６
７

ロ
ハ

イに規定する制度に より得られる病床 の機能に関する情報等 を活用した都道府県に よる地域の医療提供 体制の構想の策定及び 必要

地域に おける医師、看護師その 他の医療従事者の確保 、医療機関の施設 及び設備の整備等の推 進

次条 第二項において同じ。 ）の充実

病床の機能の分化 及び連携等に伴う介護サ ービス（介護保 険の保険給付の対象とな る保健医療サービ ス及び福祉サービスを いう。

次に掲げ る事項に係る新たな財政 支援の制度の創 設

な病床の適 切な区分の設定、都道府 県の役割の強化 その他の当該構想を実現 するために必要な 方策
⑴
⑵

地域における医師 、看護師その他の医療 従事者の確保及び勤務 環境の改善

医療法人間 の合併及び権利の移転 に関する制度等の見直 し

二
医療従 事者の業務の範 囲及び業務の実施体制の 見直し

ニ
三

政府は、前項 の医療提供体制及 び地域包括ケアシステ ムの構築に当たっては 、個人の尊厳が重 んぜられ、患者の意思が より尊重され、
人生の最終段階を穏や かに過ごすことが できる環境の整備を行 うよう努めるものとす る。

政 府は、第四項の措置を 平成二十九年度ま でを目途に順次講ずる ものとし、このために 必要な法律案を平成 二十六年に開会される 国会
の常会に提 出することを目指すも のとする。

政府は、持続 可能な医療保険制度等を 構築するため、 次に掲げる事項その他必 要な事項について検 討を加え、その結果 に基づいて必要

ハ

ロ

イ

医療保険の保険料 に係る国民の負担に関 する公平の確保につ いての次に掲げる事 項

健康保険 法等の一部を改正する法 律（平成二十五年法 律第二十六号）附則 第二条に規定する所要 の措置

適切に役割 を分担するために必要な 方策

事業の 実施等に関する市町村 （特別区を含む。 ）の役割が積極的に果 たされるよう、都道府 県と市町村（特別 区を含む。）において

康保険の運営について 、財政運営をはじめ として都道府県が担 うことを基本としつつ、 国民健康保険の保 険料の賦課及び徴収、 保健

ことにより国民健 康保険の更なる財 政基盤の強化を図り、 国民健康保険の財政上 の構造的な問題を 解決することとした上 で、国民健

よる国民健 康保険税を含む。以 下この号及び次号に おいて同じ。）の適正化 等の取組を推進 するとともに、イに掲げ る措置を講ずる

国民健康保険の保険 者、運営等の在り 方に関し、国民健康保 険の保険料（地方 税法（昭和二十五年法律 第二百二十六号）の規 定に

おいて同じ。）に対 する財政支援の拡充

国民健康 保険（国民健康保 険法（昭和三十三年法 律第百九十二号） 第三条第一項の規定に より行われるものに限る 。以下この項に

医療 保険制度等の財政 基盤の安定化についての 次に掲げる事項

な 措置を講ずるものと する。
一

二
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三

ハ

ロ

イ

国民健康保険の 保険料の賦課限度額及 び標準報酬月額等 （医療保険各法（国民 健康保険法を除く。） に規定する標準報 酬月額及び

被保険者 の所得水準の高い国民健 康保険組合に対 する国庫補助の見直し

（略 ）

国民健康保険の保険 料及び後期高齢者 医療の保険料に係る低 所得者の負担の軽減

医療 提供施設相互間の 機能の分担を推進する 観点からの外来に関す る給付の見直し及 び在宅療養との公平を 確保する観点からの 入

める観 点からの高額療 養費の見直し

低所得者の 負担に配慮しつつ行う 七十歳から七十四歳ま での者の一部負担 金の取扱い及びこれと 併せた負担能力に応 じた負担を求

医療保 険の保険給付の対象と なる療養の範囲の適正 化等についての次 に掲げる事項

標準報 酬の月額をいう。）の 上限額の引上げ

ニ

イ
ロ
院に関する給付の 見直し

政府は、前項の措置 を平成二十六年度 から平成二十九年度ま でを目途に順次講ずる ものとし、このた めに必要な法律案を平 成二十七年
に開 会される国会の常会に 提出することを目 指すものとする。

政府は、 第七項の措置の実施状 況等を踏まえ、高 齢者医療制度の在り方 について、必要に応じ 、見直しに向けた 検討を行うものとする 。

二

一

新制度の対 象となる患者の認定 基準の見直し

新制度 の対象となる疾患の 拡大

新制度を制度として 確立された医療の社 会保障給付とすること 。
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８
９

政府は、この 法律の施行の際現に実施 されている難病 及び小児慢性特定疾患（ 児童福祉法第二十一条 の五に規定する医 療の給付の対象

三

新制度の自己負担 の新制度以外の医療 費に係る患者の負担 の軽減を図る制度との 均衡を考慮した見 直し

出すること を目指すものとする。

政 府は、前項の措置を平 成二十六年度を目途に 講ずるものとし、 このために必要な法律案 を平成二十六年に 開会される国会の常会 に提

四

る。

め、新制度の 確立に当たって、次 に掲げる事項その他必 要な事項について 検討を加え、その結果 に基づいて必要な措置を 講ずるものとす

、難病及 び小児慢性特定疾 患に係る新たな公平かつ 安定的な医療費 助成の制度（以下この項 において「新制度」と いう。）を確立す るた

と なる疾患をいう。以 下この項において同じ 。）に係る医療費 助成について、難病対 策に係る都道府県の超過 負担の解消を図 るとともに

10
11

○

労 働者災害補償保険法（ 昭和二十二年法律 第五十号）（抄）
（略 ）

休業補償給付等を支 給すべき事由が生じた 日が当該休業補償 給付等に係る療養を開 始した日から起算 して一年六箇月を経過 した日以後

第八条の二
②

の日 である場合において、 次の各号に掲げる場合に 該当するときは 、前項の規定にかかわら ず、当該各号に定 める額を休業給付基礎 日額
（略）

とする。
一

前項の規定により 休業給付基礎日額とし て算定した額が、年齢 階層ごとに休業給 付基礎日額の最高限度額 として厚生労働大 臣が定め

当該年齢階層 に

二

る額のう ち、当該休業補償 給付等を受けるべき労 働者の基準日における 年齢の属する年齢 階層に係る額を超える 場合
係る額
（略）

児童福祉法（ 昭和二十二年法律第百六 十四号）（抄）

③・④

○

（略）

（略）

②

都道府県知事は 、第一項の規定により 指定小児慢性特定疾病 医療機関が請求す ることができる小児慢 性特定疾病医療費の 額を決定する

第十九条 の二十
③

に当 たつては、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、国民健 康保険法（昭和三十三 年法
（略）

第 十九条の十二及び 第十九条の二十の規定 は指定障害児通所支援事 業者等に対する肢 体不自由児通所医療費 の支

律第百九十 二号）に定める国民 健康保険診療報酬審 査委員会その他政令で 定める医療に関す る審査機関の意見を聴 かなければならない。
④・⑤

第二十 一条の五の二十九

給について 、第二十一条の規定は 指定障害児通所支援 事業者等について、 それぞれ準用する。こ の場合において、 必要な技術的読替えは
、政令で定める 。
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○

医療法（ 昭和二十三年法律第二 百五号）（抄）

四

三

二

一

厚生労 働省令で定める 数以上の患者を入院させ るための施設を有する こと。

その診療科名中に 、厚生労働省令の定め るところにより、厚生 労働省令で定める 診療科名を有すること。

高度の医療 に関する研修を行わせる 能力を有すること。

高度の 医療技術の開発及び評 価を行う能力を有する こと。

高度の医療を提供する 能力を有すること。

病院であつ て、次に掲げる要件に 該当するものは、 厚生労働大臣の承認を 得て特定機能病院 と称することができる 。

五

その有する 人員が第二十二条 の二の規定に基づく厚 生労働省令で定める要件 に適合するもの であること。

第四条の二

六

第二十一条第一項 第二号から第八号 まで及び第十号から第 十二号まで並びに第二 十二条の二第二号 、第五号及び第六号に 規定する施

その施 設の構造設備が第二十 一条第一項及び第 二十二条の二の規定に 基づく厚生労働省令並 びに同項の規定に 基づく都道府県の条例

設 を有すること。

七
八

病院であつて、臨床研 究の実施の中核的な役 割を担うことに関 する次に掲げる要件に 該当するものは、厚生 労働大臣の承認を

（略）

で定める要件 に適合するものであるこ と。
２ ・３
第四条の三

他の病院又 は診療所と共同して 特定臨床研究を実施 する場合にあつては、特 定臨床研究の実 施の主導的な役割を果た す能力を有する

有するこ と。

特定臨床研究（厚生 労働省令で定める基 準に従つて行う臨床研 究をいう。以下同 じ。）に関する計画を立 案し、及び実施する能 力を

得て臨床研究中核病 院と称することがで きる。
一
二
こと。

他の病院又は診療所に 対し、特定臨床研究 の実施に関する相談 に応じ、必要な情報の提 供、助言その他の 援助を行う能力を有す るこ
特定臨床研 究に関する研修を行う能 力を有すること。

三
四

その診療科名中に 厚生労働省令で定める 診療科名を有するこ と。

と。
五
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七

六

第二十一条 第一項第二号から第八号 まで及び第十号 から第十二号まで並びに 第二十二条の三第 二号、第五号及び第六 号に規定する施

その有 する人員が第二十二条 の三の規定に基づ く厚生労働省令で定め る要件に適合するも のであること。

厚生労働省令で定める 数以上の患者を入 院させるための施設を 有すること。

（略）

前各号に掲 げるもののほか、特定臨 床研究の実施に関する 厚生労働省令で定 める要件に適合するも のであること。

で定める 要件に適合するもので あること。

その施設の構造設備が 第二十一条第一項及び第 二十二条の三の 規定に基づく厚生労働省 令並びに同項の規 定に基づく都道府県の 条例

設を有すること。

八
九
十
２・３

厚 生労働大臣は、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（ 平成元年法律第六十四号 ）第三条第一項

に規定する総合確保方 針に即して、良質 かつ適切な医療を効率 的に提供する体制（以 下「医療提供体制 」という。）の確保を 図るための
基本 的な方針（以下「基本 方針」という。） を定めるものとする。
基本方針 においては、次に掲げ る事項について定 めるものとする。
（略）

地域における病床 の機能（病院又は診療 所の病床において 提供する患者の病状に 応じた医療の内容をいう 。以下同じ。） の分化及び

一～五
六
（略 ）

連携並び に医療を受ける 者に対する病床の機能に 関する情報の提 供の推進に関する基本的 な事項
七～九
（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
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第三十条の三

２

３
第三十条の四

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（平成元年法律 第六十四号）（抄）

（略）

（以下「医療計 画」という。）を定 めるものとする。
２～

○

15

この 法律において「地域包 括ケアシステム」 とは、地域の実情に応 じて、高齢者が、 可能な限り、住み慣れ た地域でその有する能

（定 義）
第二条

力に応じ自立し た日常生活を営むことが できるよう、医 療、介護、介護予防（要 介護状態若しくは 要支援状態となること の予防又は要介

護状態若しくは要支援 状態の軽減若しくは悪 化の防止をいう。 ）、住まい及び自立し た日常生活の支援が 包括的に確保される 体制をいう。
（略）

独 立行政法人通則法 （平成十一年法律第百 三号）（抄）

２～４

○
（不要財産に係 る国庫納付等）

独立行 政法人は、不要財 産であって、政府から の出資又は支出（金銭 の出資に該当する ものを除く。）に係る もの（以下

独立行政法人は、前 項の場合において 、政府出資等に係る不 要財産の譲渡により生 じた簿価超過額が あるときは、遅滞なく 、これを国

号の計画を定め た場合であって、こ れらの計画に従って 当該金額を国庫に納付す るときは、主務 大臣の認可を受けること を要しない。

の中長期計 画において第三十五 条の五第二項第五号 の計画を定めた場合又 は行政執行法人の 事業計画において第三 十五条の十第三項第五

に納 付することができる 。ただし、中期目標 管理法人の中期計画に おいて第三十条第 二項第五号の計画を定め た場合、国立研究開発 法人

次項において「簿価 超過額」という。） がある場合には、その 額を除く。）の範 囲内で主務大臣が定め る基準により算定した 金額を国庫

代えて、主務 大臣の認可を受けて 、政府出資等に係る不 要財産を譲渡し、 これにより生じた収入 の額（当該財産の帳簿価 額を超える額（

独立 行政法人は、前項の 規定による政府出資等に 係る不要財産（ 金銭を除く。以下この項 及び次項において同 じ。）の国庫への納 付に

場 合であって、これら の計画に従って当該政 府出資等に係る不 要財産を国庫に納付す るときは、主務大臣の認 可を受けること を要しない。

いて第三十五条 の五第二項第五号の計画 を定めた場合又 は行政執行法人の事業計 画において第三十五条 の十第三項第五号 の計画を定めた

とする。た だし、中期目標管理法 人の中期計画にお いて第三十条第二項第 五号の計画を定めた場 合、国立研究開発 法人の中長期計画にお

この 条において「政府出資 等に係る不要財産 」という。）について は、遅滞なく、主務大臣 の認可を受けて、 これを国庫に納付する もの

第四十六条の二

２

３

庫に 納付するものとする。 ただし、その全部又 は一部の金額につい て国庫に納付しないこと について主務大臣 の認可を受けた場合に おけ
（略）

る当該認可 を受けた金額について は、この限りでない 。
４・５
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○
則

雇用保険 法等の一部を改正する 法律（平成十九年 法律第三十号）（抄）
附
（船員保険 の職務上の事由による 保険給付に関する経過 措置）

附則 第一条第三号に掲げる規 定の施行の日前に発生 した事故に起因す る職務上の事由若しく は通勤による負傷 、障害若しくは

独立行政法人年金・ 健康保険福祉施設整理 機構法の一部を改 正する法律（平成二十 三年法律第七十三号） 第二条の規定によ る改正前の

が当 該給付を支給する。

従前の例によるものと された年金たる給 付を除く。）について は、給付の費用に関す る事項を除き、な お従前の例によるもの とし、協会

より支給する支 給金を含み、国民 年金法等の一部を改正 する法律（昭和六十年法 律第三十四号） 附則第八十七条第一項の 規定によりなお

険法の規定 による保険給付 （平成二十二年改正前船 員保険法第五十七条ノ 二第三項に規定す る事業として厚生労働 省令で定めるとこ ろに

死亡 又は職務上の事由 による行方不明及び同 日前にその発生が確定 した疾病又は当該 疾病による死亡に関する 平成二十二年改正 前船員保

第三十九条

○

独立行政 法人年金・健康保 険福祉施設整理機構法（ 平成十七年法律 第七十一号）（抄）

機構は、前条 各号に定める勘定にお いて、毎事業年度、当 該事業年度に行っ た年金福祉施設等の譲渡 により生じた収入の 総額か

（国庫納付金）
第十五 条

ら政令で定 めるところにより厚 生労働大臣が定める 額を控除してなお残余 があるときは、そ の残余の額を翌事業年 度の三月三十一日まで
（略）

にそれぞれ年金 特別会計の厚生年金 勘定、国民年金勘定 又は健康勘定に納付しな ければならない 。
２～４
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