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沖縄の復 帰に伴う 特別措置 に関する 法律（昭 和四十六年法 律第百二 十九号） （抄）

自 衛隊法（ 昭和二十 九年法律第 百六十五 号）（抄）

良質な 医療を提 供する体 制の確立を 図るため の医療法等 の一部を 改正する 法律（平成 十八年法 律第八十四 号）（抄 ）

地域にお ける医療及 び介護の総 合的な確 保の促進 に関する 法律施行令 （平成元年 政令第二 百五号） （抄）

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）

救急救命 士法（平 成三年法 律第三十六 号）（抄）

臨 床工学技 士法（昭 和六十二年法 律第六十 号）（抄 ）

臨床検 査技師等 に関する法 律（昭和 三十三年 法律第七十 六号）（抄 ）

診療放射線 技師法（ 昭和二十六 年法律第 二百二十 六号）（抄 ）

歯科医 師法（昭 和二十三 年法律第 二百二号） （抄）

医師法（ 昭和二十 三年法律第 二百一号） （抄）

労 働安全衛生 法（昭和四 十七年法 律第五十 七号）（ 抄）

労働基準 法（昭和 二十二年 法律第四 十九号）（ 抄）
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厚生労 働大臣は、 調査等業 務の適正 な運営を 確保するた めに必要が あると認 めるとき は、医療 事故調査・ 支援センタ ーに対し 、調

○ 医 療法（昭和 二十三年 法律第二 百五号）（ 抄）

第六 条の二十 四

査等業務 若しくは 資産の状況 に関し必 要な報告 を命じ、又 は当該職 員に、医療 事故調査 ・支援セ ンターの事 務所に立 ち入り、調 査等業務 の状況若
２

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。

前項の規 定により 立入検査 をする職 員は、その 身分を示す 証明書を 携帯し、 かつ、関 係人にこれ を提示しな ければな らない。

しく は帳簿書 類その他 の物件を検 査させるこ とができ る。
３

都道府 県知事は 、次に掲 げる者が病 院の開設の 許可又は 病院の病 床数の増 加若しくは 病床の種別 の変更の 許可の申 請をした 場合におい

（略）

都道府県 知事は、 第一項各 号に掲げる 者が開設す る病院（ 療養病床 等を有す るものに限 る。）又は 診療所（ 前条第三 項の許可 を得て病床 を設置

同条 第三項の 許可を与え ないことが できる。

るか、又 は当該申請 に係る病 床の設置 若しくは 病床数の増 加によつて これを超 えること になると 認めるとき は、前条第 四項の規 定にかか わらず、

数が 、同条第 八項の厚 生労働省令 で定める 基準に従い 医療計画 において 定める当該 区域の療 養病床及び 一般病床 に係る基 準病床数に 既に達し てい

る診療所 の所在地 を含む地 域（医療計 画におい て定める第 三十条の 四第二項 第十四号に 規定する 区域をいう 。）にお ける療養 病床及び一 般病床の

都道府県 知事は、 前項各号に 掲げる者が 診療所の 病床の設 置の許可 又は診療所 の病床数の 増加の許 可の申請 をした場 合において 、当該申請 に係

一～ 八

を与えない ことがで きる。

増加 若しくは 病床の種 別の変更に よつてこれ を超える ことにな ると認め るときは、 前条第四項 の規定に かかわら ず、同条 第一項又は 第二項の許 可

ある場合 は、その 地域におけ る療養病 床及び一 般病床に係 る基準病 床数）に既 に達して いるか、 又は当該申 請に係る 病院の開設 若しくは 病床数の

で 定める基準 に従い医 療計画にお いて定め るその地 域の当該申 請に係る 病床の種別 に応じた 基準病床 数（当該申 請に係る 病床が療養 病床等の みで

に応じた 数（当該 申請に係 る病床が 療養病床等 のみである 場合は、 その地域 における 療養病床及 び一般病床 の数）が 、同条第 八項の厚 生労働省令

及 び精神病 床等であ る場合は 同号に規定す る区域及 び当該都 道府県の 区域とする 。）におけ る病院又 は診療所 の病床の 当該申請に 係る病床の 種別

病床 又は結核 病床（以下 この項にお いて「精 神病床等 」という 。）のみであ る場合は 当該都道 府県の区 域とし、 当該申請に係 る病床が 療養病床 等

という。 ）のみであ る場合は 医療計画 において 定める第三 十条の四第 二項第十 四号に規 定する区 域とし、当 該申請に係 る病床が 精神病床 、感染症

て、 当該申請 に係る病 院の所在地 を含む地 域（当該申 請に係る 病床が療 養病床又は 一般病床 （以下この 条及び次 条第一項 において「 療養病床 等」

第七条の二

２

３

するもの に限る。 ）の所在 地を含む 地域（医療 計画におい て定める 第三十条 の四第二 項第十四号 に規定する 区域をい う。）に おける療 養病床及び

一 般病床の数 が、同条 第八項の厚 生労働省 令で定め る基準に従 い医療計 画において 定める当 該区域の 療養病床及 び一般病 床に係る基 準病床数 を既
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に 超えてい る場合に おいて、当 該病院又は 診療所が 、正当な 理由がな く、前条第 一項若しく は第二項 の許可に 係る療養 病床等又は 同条第三項 の許

可を受け た病床に 係る業務 の全部又 は一部を行 つていない ときは、 当該業務 を行つて いない病床 数の範囲内 で、当該 病院又は 診療所の 開設者又は
（ 略）

管 理者に対し 、病床数 を削減する ことを内 容とする 許可の変更 のための 措置をとる べきこと を命ずる ことができ る。
４～７

病院 （第三項 の厚生労 働省令で 定める病院 を除く。次 項におい て同じ。 ）又は診 療所の開設 者は、その 病院又は 診療所が 医業をな すもので

医師の確保 を特に図 るべき区域 における 医療の確 保のために 必要な支 援を行う病 院その他 の厚生労 働省令で定 める病院 の開設者は 、その病 院が

きは臨床 研修等修 了医師に 、主として 歯科医業 を行うもの であると きは臨床 研修等修了 歯科医師 に、これを 管理させ なければ ならない。

病院又は 診療所の 開設者は、 その病院又 は診療所 が、医業 及び歯科 医業を併せ 行うもので ある場合 は、それ が主とし て医業を行 うものであ ると

ある 場合は臨床研 修等修了 医師に、 歯科医業 をなすもの である場合 は臨床研 修等修了 歯科医師 に、これを 管理させな ければな らない。

第十条
２
３

医業をな すものであ る場合又 は医業及 び歯科医 業を併せ行 うものであ つて主と して医業 を行うも のである場 合は、臨床 研修等修 了医師で あつて第

五条 の二第一 項の認定を 受けたもの に、これ を管理さ せなけれ ばならない。 ただし、 地域にお ける医療 の提供に 影響を与える 場合その 他の厚生 労

働 省令で定 める場合 は、臨床 研修等修了医 師であつ て当該認 定を受け ていないも のに、これ を管理さ せること ができる 。

都道府 県知事は、 病院、診 療所若し くは助産 所の業務が 法令若しく は法令に 基づく処 分に違反 し、又はそ の運営が著 しく適正 を欠

前項の開 設者が同 項の規定 による命 令に従わ ないときは、 都道府県 知事は、 当該開設 者に対し、 期間を定め て、その 開設する 病院、診 療所又は

産所 の開設者 に対し、 期限を定め て、必要な 措置をと るべきこ とを命ず ることがで きる。

くと認め るとき（ 第二十三条 の二又は 前条第一 項に規定す る場合を 除く。）は 、この法 律の施行 に必要な限 度におい て、当該病 院、診療 所又は助

第二 十四条の 二

２

助産 所の業務の全 部又は一 部の停止 を命ずる ことがで きる。
（略）

（略）

第二十九条
２

都道府 県知事は 、次の各号 のいずれ かに該当 する場合に おいては 、地域医療 支援病院 の承認を 取り消すこ とができる 。
（略 ）

地域医 療支援病 院の開設 者が第二十四 条第一項 又は第三 十条の十 三第五項 の規定に基づ く命令に 違反した とき。
（略）

厚生労働 大臣は、次 の各号のい ずれかに 該当する 場合にお いては、特 定機能病院 の承認を 取り消す ことがで きる。

四～七

三

一・ 二

３

４
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（ 略）

都 道府県知 事は、行 政手続法 （平成五年 法律第八十 八号）第 十三条第 二項第一 号の規定に より、あら かじめ弁 明の機会 の付与又 は聴聞を

（ 略）

（略 ）

特定 機能病院 の開設者 が第二十 四条第二項 又は第三十 条の十三 第五項の 規定に基 づく命令に 違反したと き。

一 ・二
三
四 ～七
５～７
第三十条

行わ ないで第二十 三条の二 、第二十 四条第一 項、第二十 四条の二、 第二十八 条又は第 二十九条 第一項若し くは第三項 の規定に よる処分 をしたと き

は 、当該処 分をした後 三日以内に 、当該処 分を受け た者に対 し、弁明の 機会の付与 を行わな ければな らない。

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

（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
（略）

厚生労働 大臣は、 前条第二項 第五号又は 第六号に 掲げる事 項を定め 、又はこれ を変更する ために必 要がある と認める ときは、都

外来医療 に係る医 療提供体制 の確保に関 する基本 的な事項
（ 略）

八～十一

七

六

一～五

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。

下「 基本方針 」という。 ）を定める ものとす る。

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

第三 十条の三

２

３
第三十条の 三の二

道府 県知事又 は第三十 条の十三第 一項に規 定する病床 機能報告 対象病院 等の開設者 若しくは 管理者に対 し、厚生 労働省令 で定めると ころによ り、
同項の規 定による報 告の内容 その他の 必要な情 報の提供を 求めること ができる 。

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（ 以下「

医療計画 においては 、次に掲げ る事項を 定めるも のとする 。

医療計画 」という 。）を定 めるもの とする。

第三 十条の四
２
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二

一

第四 号及び第 五号の事 業並びに 居宅等にお ける医療の 確保に係 る医療連 携体制（ 医療提供施 設相互間の 機能の分 担及び業 務の連携 を確保する

（略）
た めの体制を いう。以下 同じ。） に関する 事項
（略）

次に掲げ る医療の 確保に必要 な事業（以 下「救急 医療等確 保事業」 という。） に関する事 項（ハに 掲げる医 療につい ては、その確 保が必要 な

三・四
五

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

イ からホま でに掲げ るもののほ か、都道 府県知事が 当該都道 府県におけ る疾病の 発生の状 況等に照ら して特に 必要と認め る医療

小児 医療（小児 救急医療を 含む。）

周産期医療

へき 地の医療

災害時 における医 療

救 急医療

場合に限る 。）

ヘ
（略）

（略 ）
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六 ～十七
３

都道府県 は、第二項 第二号に掲 げる事項 を定める に当たつ ては、次に 掲げる事項 に配慮し なければ ならない 。

医療 連携体制 の構築の具 体的な方 策につい て、第二項 第四号の 厚生労働省 令で定め る疾病又 は同項第五 号イから ヘまでに掲 げる医療 若しくは

４
一

（略）

（ 略）

居宅等 における 医療ごと に定める こと。
二～四
５～

都道 府県は、 医療計画 を作成し、 又は医療計 画に基づ く事業を 実施する ために必要 があると認 めるとき は、市町 村その他 の官公署、

都道 府県は、 三年ごと に第三十 条の四第二 項第六号及 び第十一 号に掲げ る事項並 びに次の各 号に掲げる 事項のう ち同項第 六号及び 第

十 一号に掲げ る事項そ の他厚生労 働省令で 定める事 項に関する もの（次 項において 「特定事 項」とい う。）につ いて、調 査、分析及 び評価を 行い

第三十条 の六

こと ができる 。

療提供施 設の開設者 若しくは 管理者に 対し、当 該都道府県 の区域内に おける医 療提供施 設の機能 に関する情 報その他の 必要な情 報の提供 を求める

介護 保険法第 七条第七 項に規定す る医療保 険者（第三 十条の十 四第一項 及び第三十 条の十八 の二第一項 において 「医療保 険者」とい う。）又 は医

第三十条の 五

18

２

一

医療計画 に第三十 条の四第三 項各号に 掲げる事 項を定める 場合にあ つては、当 該各号に 掲げる事 項

第三 十条の四 第二項各 号（第六 号及び第十 一号を除く 。）に掲 げる事項

、 必要があ ると認め るときは、 当該都道府 県の医療 計画を変 更するも のとする。
二

都道府 県は、六 年ごとに 前項各号に 掲げる事 項（特定事 項を除く 。）につ いて、調査 、分析及 び評価を行 い、必要 があると認 めるとき は、当該
都道 府県の医 療計画を 変更するも のとする。

病院又は診 療所であ つて一般 病床又は 療養病床を 有するもの （以下「 病床機能 報告対象 病院等」と いう。）の 管理者は 、地域に お

三

二

一

その 他厚生労 働省令で 定める事 項

当該病 床機能報 告対象病 院等に入院す る患者に 提供する 医療の内 容

基準日か ら厚生労働 省令で定め る期間が 経過した 日におけ る病床の機能 の予定（ 以下「基 準日後病 床機能」 という。）

厚生 労働省令で 定める日 （次号に おいて「 基準日」と いう。）に おける病 床の機能 （以下「 基準日病床 機能」とい う。）

都 道府県知 事は、前 二項の規定 による報 告の内容を 確認する ために必 要があると 認めるとき は、市町 村その他 の官公署 に対し、当 該都道府県 の

で定める ときは、 厚生労働省 令で定め るところ により、速 やかに当 該病床機能 報告対象 病院等の 所在地の都 道府県知 事に報告し なければ ならない 。

病床機能 報告対象病 院等の管理 者は、前 項の規定 により報 告した基準 日後病床機 能につい て変更が 生じたと 認められる ときとして 厚生労働 省令

四

けれ ばならな い。

令で定め る区分（ 以下「病 床の機能区 分」とい う。）に従 い、次に 掲げる事 項を当該病 床機能報 告対象病院 等の所在 地の都道 府県知事に 報告しな

け る病床の 機能の分化 及び連携の 推進のた め、厚生 労働省令 で定めると ころにより 、当該病 床機能報 告対象病 院等の病床 の機能に応 じ厚生労 働省

第三十 条の十三

２
３

都 道府県知事 は、厚生労 働省令で 定めると ころによ り、第一項 及び第二項 の規定に より報告 された事 項を公表し なければな らない。

区域内に所 在する病 床機能報 告対象病 院等に関し 必要な情報 の提供を 求めるこ とができ る。
４

都道府県 知事は、 病床機能報 告対象病院 等の管理 者が第一 項若しく は第二項の 規定による 報告をせ ず、又は 虚偽の報 告をしたと きは、期間 を定

都道府 県知事は 、前項の規 定による 命令をし た場合にお いて、そ の命令を受 けた病床 機能報告 対象病院等 の開設者が これに従 わなかつ たときは

でき る。

めて、当 該病床機 能報告対 象病院等の 開設者に 対し、当該 管理者を してその 報告を行わ せ、又は その報告の 内容を是 正させる ことを命ず ることが

５

６

都 道府県は 、構想区 域その他 の当該都道 府県の知事 が適当と 認める区 域（第三 十条の十六 第一項及び 第三十条 の十八の 二第三項 に

、そ の旨を公 表すること ができる。
第三十条 の十四

お いて「構想 区域等」 という。） ごとに、 診療に関 する学識経 験者の団 体その他の 医療関係 者、医療 保険者その 他の関係 者（以下こ の条にお いて
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「 関係者」 という。 ）との協議 の場（第三 十条の十 八の二第 一項及び 第二項並び に第三十条 の二十三 第一項を 除き、以 下「協議の 場」という 。）

を設け、 関係者と の連携を 図りつつ 、医療計画 において定 める将来 の病床数 の必要量 を達成する ための方策 その他の 地域医療 構想の達 成を推進す
（ 略）

る ために必要 な事項に ついて協議 を行うも のとする 。
２・３

都道府県 は、第三 十条の四第 二項第十四 号に規定 する区域 その他の 当該都道府 県の知事が 適当と認 める区域 （第三項 において

第三十条 の四第二 項第十一号 ロに規定 する指標に よつて示 される医 師の数に関 する情報 を踏まえた 外来医療 に係る医 療提供体制 の状況に 関す

三

二

医療 提供施設 の建物の 全部又は 一部、設備 、器械及び 器具の効 率的な活 用に関す る事項

複数の 医師が連 携して行 う診療の推進 に関する 事項

病院及び 診療所の機 能の分化及 び連携の 推進に関 する事項

る事項

四

その他外 来医療に 係る医療提 供体制を 確保する ために必要 な事項

前項に規 定する場 合には、第 三十条の十 四第一項 に規定す る関係者 は、前項の 規定に基づ き都道府 県が行う 協議に参 加するよう 都道府県か ら求

いて 、同項各号に 掲げる事 項につい て協議を 行うこと ができる。

都道府県 は、対象 区域が構 想区域等 と一致す る場合には、 当該対象 区域にお ける第一 項の協議に 代えて、当 該構想区 域等にお ける協議 の場にお

当該 協議の場 において 関係者間の 協議が調つ た事項に ついては 、その実 施に協力す るよう努め なければ ならない 。

関係者 は、前項 の規定に 基づき都道 府県が行 う協議に参 加するよ う都道府 県から求め があつた 場合には、 これに協 力するよ う努めると ともに、

五

一

医療に係 る医療提 供体制の 確保に関す るものに 限る。第三 項におい て同じ。 ）について 協議を行 い、その結 果を取り まとめ、 公表するも のとする 。

「 関係者」 という。） との協議の 場を設け 、関係者 との連携 を図りつつ 、次に掲げ る事項（ 第二号か ら第四号 までに掲げ る事項につ いては、 外来

「対 象区域」とい う。）ご とに、診 療に関す る学識経験 者の団体そ の他の医 療関係者 、医療保 険者その他 の関係者（ 以下この 項及び次 項におい て

第三十条の十 八の二

２
３
４

めがあつ た場合に は、これ に協力する よう努め るとともに 、当該協 議の場に おいて当該 関係者間 の協議が調 つた事項 について は、その実 施に協力
する よう努め なければ ならない。

一

病院 又は診療 所に勤務 する医療 従事者の勤 務環境の改 善に関す る調査及 び啓発活 動を行うこ と。

病院又 は診療所 に勤務す る医療従事者 の勤務環 境の改善 に関する 相談に応 じ、必要な情 報の提供 、助言そ の他の援 助を行うこ と。

都道 府県は、医療 従事者の 勤務環境 の改善を 促進する ため、次に掲 げる事務 を実施す るよう努 めるものと する。

二

前二号に 掲げるも ののほか、 医療従事 者の勤務 環境の改善 のために 必要な支援 を行うこ と。

第三十 条の二十 一

三
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３

２

都道 府県又は前 項の規定 による委 託を受け た者は、第 一項各号に 掲げる事 務又は当 該委託に 係る事務を 実施するに 当たり、 次に掲げ る事項に つ

都道府県 は、前項 各号に掲 げる事務の 全部又は一 部を厚生 労働省令 で定める 者に委託す ることがで きる。

医師 の確保を 特に図るべ き区域に 派遣され る医師が勤 務するこ ととなる病 院又は診 療所にお ける勤務環 境の改善 の重要性

い て特に留意 するもの とする。
一
医療従事 者の勤務 環境の改善 を促進する ための拠 点として の機能の 確保の重要 性
（略 ）

都 道府県は、 次に掲げる 者の管理 者その他 の関係者 との協議の 場（次項に おいて「 地域医療 対策協議 会」という 。）を設け 、こ

二
４・５
第三 十条の二 十三

れらの者 の協力を 得て、同 項各号に掲 げる医療 計画におい て定める 医師の確 保に関する 事項の実 施に必要な 事項につ いて協議 を行い、当 該協議が

（略）

（略）

調つ た事項に ついて、 公表しなけ ればなら ない。
一～九
２～４

（略）

厚生労 働大臣又 は都道府 県知事は 、公的医療 機関の開設 者又は管 理者に対 して、次 の事項を命 ずることが できる。

一

（略）
（ 略）

医療法 人は、そ の主たる 事務所の所 在地の都道 府県知事 （以下こ の章（第 三項及び第 六十六条の 三を除く 。）にお いて単に 「都道府県

の二第 一項の規 定による 臨床研修 を行わせる のに必要な 条件を整 備するこ と。

医師 法第十一 条第二号若 しくは歯 科医師法 第十一条第 二号の規 定による実 地修練又 は医師法 第十六条の 二第一項 若しくは歯 科医師法 第十六条

三

二

第三十五 条

２
第四十四条

知事 」という 。）の認 可を受けな ければ、 これを設立 すること ができな い。
（ 略）

（略 ）

の 他の医療 を提供す る者であ つて厚生労働 省令で定 めるもの のうちか ら選定さ れるようにし なければ ならない 。

第 二項第十 号に掲げ る事項中に、 残余財産 の帰属す べき者に 関する規 定を設ける場 合には、 その者は 、国若し くは地方公 共団体又は 医療法人 そ

２～４
５
６
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第五 十四条

第三十条の 十三第五項 の規定に よる命令 に違反し た者は、三 十万円以下 の過料に 処する。

医療法人 は、剰余 金の配当を してはなら ない。

則

第九 十二条
附

都道府 県は、平成 二十五年 四月一日 から平成 三十五年三 月三十一日 までの間 、医療計 画を作成 するに当た つては、離 島振興法 （昭和二 十

感 染症の予 防及び感 染症の患者に 対する医 療に関す る法律（ 平成十年法 律第百十四 号）（抄 ）

医師等の 確保、病 床の確保 等により必 要な医療 が確保され るよう適 切な配慮 をするもの とする。

八 年法律第 七十二号） 第二条第一 項の規定 により離 島振興対 策実施地域 として指定 された地 域におけ る医療の 特殊事情に 鑑み、当該 地域にお いて

第百四 条

○

この 法律におい て「感染症 」とは、 一類感染 症、二類 感染症、三 類感染症、 四類感染 症、五類 感染症、 新型インフ ルエンザ等 感染症、 指定

（定義等 ）
第六 条

この法律 において 「指定感 染症」とは 、既に知ら れている 感染性の 疾病（一 類感染症、 二類感染症 、三類感 染症及び 新型イン フルエンザ 等感染

の全国 的かつ急 速なまん 延により国 民の生命 及び健康に 重大な影 響を与え るおそれが あると認 められるも のをいう 。）

労働大臣 が定めるも のが再興し たもので あって、 一般に現 在の国民の 大部分が当 該感染症 に対する 免疫を獲 得していな いことから 、当該感 染症

再興型イ ンフルエ ンザ（かつ て世界的 規模で流行 したイン フルエン ザであって その後流 行すること なく長期 間が経過 しているも のとして 厚生

それがあ ると認め られるも のをいう。 ）

当 該感染症 に対する免 疫を獲得し ていない ことから 、当該感 染症の全国 的かつ急速 なまん延 により国 民の生命 及び健康に 重大な影響 を与える お

新型インフル エンザ（ 新たに人 から人に 伝染する 能力を有する こととな ったウイ ルスを病 原体とする インフルエ ンザであ って、一 般に国民 が

この法律 において 「新型イ ンフルエ ンザ等感 染症」とは、 次に掲げ る感染性 の疾病を いう。

（略）

感染症及 び新感染 症をいう。

二

一

２～６
７

８

症を除く 。）であ って、第 三章から 第七章まで の規定の全 部又は一 部を準用 しなけれ ば、当該疾 病のまん延 により国 民の生命 及び健康 に重大な影
響 を与えるお それがあ るものとし て政令で 定めるも のをいう。
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９

この法律 において 「新感染 症」とは、 人から人に 伝染する と認めら れる疾病 であって、 既に知られ ている感 染性の疾 病とその 病状又は治 療の結

果が明ら かに異な るもので 、当該疾 病にかかっ た場合の病 状の程度 が重篤で あり、か つ、当該疾 病のまん延 により国 民の生命 及び健康 に重大な影
（ 略）

響 を与えるお それがあ ると認めら れるもの をいう。
～

介 護保険法（ 平成九年法 律第百二 十三号） （抄）
（医療法 の準用）

医療 法（昭和 二十三年法 律第二百 五号）第 九条第二項 の規定は 、介護老人 保健施設 の開設者 について、 同法第十 五条第一項 及び第三 項の

則

医療法 第九条第二 項の規定 は、介護 医療院の 開設者につ いて、同法 第十五条 第一項及 び第三項 の規定は、 介護医療院 の管理者 につ

都道府 県は、平 成二十四年 度に限り 、第百四 十七条第一 項の規定 にかかわら ず、政令 で定める ところによ り、財政 安定化基金 の一部を 取り
（略）

（ 略）

（平成二 十九年度 及び平成 三十年度 の各年度の 被用者保険 等保険者 に係る概 算納付金 の額の算定 の特例）

２～５

崩すこと ができる。

第十 条

（財政安 定化基金 の特例）

附

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 。

いて、同 法第三十 条の規定は 、第百十 四条の三 、第百十四 条の四第 一項、第百 十四条の 五第三項 及び第百十 四条の六 第一項の規 定による 処分につ

第百 十四条の 八

（医療法 の準用）

よる 処分につ 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。

規定は、 介護老人保 健施設の 管理者に ついて、 同法第三十 条の規定は 、第百一 条、第百 二条第一 項、第百三 条第三項及 び第百四 条第一項 の規定に

第百 五条

○

24

第十 一条
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10

２

前項各号 の概算総 報酬割納 付金の額は 、当該各年 度におけ る被用者 保険等保 険者に係る 補正前概算 納付金総 額に二分 の一を乗 じて得た額 を当該

（略 ）

（略）

額の見込 額をいう 。次号及び 次項並びに 附則第十 三条第二 項各号及 び第三項に おいて同じ 。）の合 計額

全ての被 用者保険 等保険者に 係る第二 号被保険 者標準報酬 総額の見 込額（第百 五十二条 第一項第 一号イに規 定する第 二号被保険 者標準報 酬総

各年度に おける第 一号に掲 げる額で 除して得た 数に、当該 各年度に おける第 二号に掲 げる額を乗 じて得た額 とする。
一
二
３～９

（ 平成二十 九年度及び 平成三十年 度の各年 度の被用 者保険等 保険者に係 る確定納付 金の額の 算定の特 例）
（略）

前項各号の 確定総報 酬割納付金 の額は、 当該各年 度における 被用者保 険等保険者 に係る補 正前確定 納付金総額 に二分の 一を乗じて 得た額を 当該

第十二条
２

（略 ）

（略 ）

び 次項並び に附則第 十四条第二 項各号及び 第三項に おいて同 じ。）の 合計額

全ての被 用者保険等 保険者に係 る第二号 被保険者 標準報酬 総額（第百五 十二条第 二項に規 定する第 二号被保 険者標準報酬 総額をい う。次号 及

各年度に おける第一 号に掲げ る額で除 して得た 数に、当該 各年度にお ける第二 号に掲げ る額を乗 じて得た額 とする。
一
二
３～ ８

（令 和元年度 の被用者 保険等保険 者に係る概 算納付金 の額の算 定の特例 ）
（ 略）

前 項各号の概 算総報酬割 納付金の 額は、令 和元年度 における被 用者保険等 保険者に 係る補正 前概算納 付金総額（ 附則第十一 条第七項 に規定す る

第十三条
２

被 用者保険 等保険者に 係る補正前 概算納付 金総額を いう。第 六項におい て同じ。） に四分の 三を乗じ て得た額 を同年度に おける第一 号に掲げ る額
（略 ）

で除して 得た数に 、同年度 における第 二号に掲 げる額を乗 じて得た 額とする 。
一・ 二
（ 略）

第 一項各号 の負担調 整見込額は、 令和元年 度におけ る全ての 概算負担 調整基準超過 保険者に 係る前項 に規定す る負担調整 対象見込額 の総額を 厚

３・４
５

生 労働省令 で定める ところに より算定した 同年度に おける全 ての被用 者保険等 保険者に係る 補正後第 二号被保 険者見込 数（附則第 十一条第八 項に

規定する 補正後第 二号被保 険者見込 数をいう。 以下この項 及び次項 において 同じ。） 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 算定した同 年度にお ける当該被 用者保険 等保険者 に係る補正 後第二号 被保険者見 込数を乗 じて得た 額とする。
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６

（略）
（ 令和元年度 の被用者 保険等保険 者に係る 確定納付 金の額の算 定の特例 ）
（略）

前 項各号の 確定総報 酬割納付金 の額は、令 和元年度 における 被用者保 険等保険者 に係る補正 前確定納 付金総額 （附則第 十二条第七 項に規定す る

第十四条
２

被用者保険 等保険者 に係る補 正前確定 納付金総額を いう。第 六項にお いて同じ 。）に四 分の三を乗じ て得た額 を同年度 における 第一号に掲 げる額
（ 略）

で除 して得た数に 、同年度 における 第二号に 掲げる額を 乗じて得た 額とする 。
一 ・二
（ 略）

（略 ）

に おける当 該被用者 保険等保 険者に係る補 正後第二 号被保険 者数を乗 じて得た額 とする。

後第 二号被保 険者数をい う。以下こ の項及び 次項にお いて同じ 。）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 した同年 度

令で定め るところに より算定 した同年 度におけ る全ての被 用者保険等 保険者に 係る補正 後第二号 被保険者数 （附則第十 二条第八 項に規定 する補正

第一項各号 の負担調 整額は、令 和元年度 における 全ての確定 負担調整 基準超過保 険者に係 る前項に 規定する負 担調整対 象額の総額 を厚生労 働省

３・４
５

６
（延滞金 の割合の 特例）

第百 五十七条 第一項に規 定する延 滞金の年十 四・五パ ーセント の割合は、 当分の間、 同項の規 定にかか わらず、 各年の延滞 税特例基準 割

労働基準法 （昭和二 十二年法律 第四十九 号）（抄 ）

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 、当該延 滞税特例 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。

合（租税特 別措置法 （昭和三 十二年法 律第二十六 号）第九十 四条第一 項に規定 する延滞 税特例基準割 合をいう 。以下こ の条にお いて同じ 。）が年

第十五 条

○
（労 働時間）

使用者は 、労働者 に、休憩時 間を除き一 週間につ いて四十 時間を超 えて、労働 させてはな らない。

使用 者は、一週 間の各日 について は、労働 者に、休憩 時間を除き 一日につ いて八時 間を超え て、労働さ せてはなら ない。

第三 十二条
②
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（ 災害等に よる臨時 の必要があ る場合の時 間外労働 等）

災害そ の他避け ることの できない 事由によつ て、臨時の 必要があ る場合に おいては 、使用者は 、行政官庁 の許可を 受けて、 その必要 の

公 務のために 臨時の必要 がある場 合におい ては、第 一項の規定 にかかわら ず、官公 署の事業 （別表第 一に掲げる 事業を除く 。）に従 事する国 家

時間に相当 する休憩 又は休日 を与える べきことを、 命ずるこ とができ る。

前 項ただし 書の規定 による届出 があつた場 合におい て、行政 官庁がそ の労働時間 の延長又は 休日の労 働を不適 当と認め るときは、 その後にそ の

迫のため に行政官 庁の許可を 受ける暇 がない場 合において は、事後 に遅滞なく 届け出な ければな らない。

限 度において 第三十二 条から前条 まで若し くは第四 十条の労働 時間を延 長し、又は 第三十五 条の休日 に労働させ ることが できる。た だし、事 態急

第三十三 条

②
③

公 務員及び 地方公務員 については 、第三十 二条から 前条まで 若しくは第 四十条の労 働時間を 延長し、 又は第三 十五条の休 日に労働さ せること がで
きる。
（時間外 及び休日の 労働）

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

一

対象期間（こ の条の規 定により 労働時間 を延長し 、又は休日に 労働させ ることが できる期 間をいい、 一年間に限 るものと する。第 四号及び 第

この条 の規定に より労働 時間を延 長し、又は 休日に労働 させるこ とができ ることと される労働者 の範囲

三

対象期間 における 一日、一箇 月及び一 年のそれぞ れの期間 について 労働時間を 延長して 労働させる ことがで きる時間 又は労働さ せること がで

労働 時間を延 長し、又 は休日に労 働させる ことができ る場合
きる休日 の日数
労働時間 の延長及び 休日の労働 を適正な ものとす るために 必要な事項 として厚生 労働省令 で定める 事項

前項第四 号の労働 時間を延 長して労働 させること ができる 時間は、 当該事業 場の業務量 、時間外労 働の動向 その他の 事情を考 慮して通常 予見さ

前項の限 度時間は、 一箇月につ いて四十 五時間及 び一年に ついて三百 六十時間（ 第三十二 条の四第 一項第二 号の対象期 間として三 箇月を超 える

れる時間 外労働の 範囲内に おいて、 限度時間を 超えない時 間に限る 。

五

四

六 項第三号 において同 じ。）

二

前 項の協定 において は、次に掲 げる事項 を定めるも のとする 。

ことがで きる。

以 下この条に おいて「 休日」とい う。）に 関する規 定にかかわ らず、そ の協定で定 めるとこ ろによつ て労働時間 を延長し 、又は休日 に労働さ せる

合におい ては、第 三十二条 から第三 十二条の五 まで若しく は第四十 条の労働 時間（以 下この条に おいて「労 働時間」 という。 ）又は前 条の休日（

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 協定をし、 厚生労働省 令で定め るところ によりこ れを行政官 庁に届け出 た場

第三十 六条

②

③
④
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⑤

⑥

期 間を定め て同条の 規定により 労働させる 場合にあ つては、 一箇月に ついて四十 二時間及び 一年につ いて三百 二十時間 ）とする。

第一 項の協定に おいては 、第二項 各号に掲 げるものの ほか、当該 事業場に おける通 常予見す ることので きない業務 量の大幅 な増加等 に伴い臨 時

的 に第三項の 限度時間 を超えて労 働させる 必要があ る場合にお いて、一 箇月につい て労働時 間を延長 して労働さ せ、及び 休日におい て労働さ せる

ことがで きる時間 （第二項第 四号に関 して協定 した時間を 含め百時 間未満の範 囲内に限 る。）並 びに一年に ついて労 働時間を延 長して労 働させる

こと ができる 時間（同 号に関して 協定した時 間を含め 七百二十 時間を超 えない範囲 内に限る。 ）を定め ることが できる。 この場合にお いて、第 一

項の協定に 、併せて 第二項第 二号の対 象期間におい て労働時 間を延長 して労働 させる時 間が一箇月に ついて四 十五時間 （第三十 二条の四第 一項第

二号 の対象期間と して三箇 月を超え る期間を 定めて同条 の規定によ り労働さ せる場合 にあつて は、一箇月 について四 十二時間 ）を超え ることが で
き る月数（ 一年につい て六箇月以 内に限る 。）を定 めなけれ ばならない 。

二時間を 超えない

使用者 は、第一 項の協定 で定める ところによ つて労働時 間を延長 して労働 させ、又 は休日にお いて労働さ せる場合 であつて も、次の 各号に掲げ

坑内 労働その他 厚生労働 省令で定 める健康 上特に有害 な業務につ いて、一 日につい て労働時 間を延長し て労働させ た時間

る時 間につい て、当該 各号に定め る要件を 満たすもの としなけ ればなら ない。
一
こと。
一箇月 について 労働時間 を延長して労 働させ、 及び休日 において 労働させた 時間

百時 間未満で あること 。

二

対象 期間の初 日から一 箇月ごと に区分した 各期間に当 該各期間 の直前の 一箇月、 二箇月、三 箇月、四箇 月及び五 箇月の期 間を加え たそれぞれ

八 十時間を超 えないこ と。

三

則

（ 略）

の 期間におけ る労働時間 を延長し て労働さ せ、及び 休日におい て労働させ た時間の 一箇月当 たりの平 均時間
⑦～⑪
附

医業に 従事する医 師（医療提 供体制の 確保に必 要な者と して厚生労 働省令で定 める者に 限る。） に関する 第三十六条 の規定の適 用に

前 項の場合 において 、第三十六条 第一項の 協定に、 同条第二 項各号に 掲げるものの ほか、当 該事業場 における 通常予見す ることので きない業 務

号及び第 三号に係る 部分に限 る。）の 規定は適 用しない。

項中 「限度時 間」とあ るのは「限 度時間並 びに労働者 の健康及 び福祉を 勘案して厚 生労働省 令で定める 時間」と し、同条 第五項及び 第六項（ 第二

ついては 、当分の 間、同条 第二項第四 号中「に おける一日 、一箇月 及び一年 のそれぞれ の期間に ついて」と あるのは 「におけ る」とし、 同条第三

第百 四十一条

②

量 の大幅な 増加等に 伴い臨時 的に前項の規 定により 読み替え て適用す る同条第 三項の厚生労 働省令で 定める時 間を超え て労働させ る必要があ る場

合におい て、同条 第二項第 四号に関 して協定し た時間を超 えて労働 させるこ とができ る時間（同 号に関して 協定した 時間を含 め、同条 第五項に定

め る時間及び 月数並び に労働者の 健康及び 福祉を勘 案して厚生 労働省令 で定める時 間を超え ない範囲 内に限る。 ）その他 厚生労働省 令で定め る事
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③

項 を定める ことがで きる。

使用 者は、第一 項の場合 において 、第三十 六条第一項 の協定で定 めるとこ ろによつ て労働時 間を延長し て労働させ 、又は休 日におい て労働さ せ

る 場合であつ ても、同 条第六項に 定める要 件並びに 労働者の健 康及び福 祉を勘案し て厚生労 働省令で 定める時間 を超えて 労働させて はならな い。

前三項 の規定に かかわら ず、医業に 従事する 医師につい ては、令 和六年三 月三十一日 （同日及 びその翌日 を含む期 間を定めて いる第三 十六条第

第三項の 規定に違 反した者は 、六箇月以 下の懲役 又は三十 万円以下 の罰金に処 する。

④

一項 の協定に 関しては 、当該協定 に定める期 間の初日 から起算 して一年 を経過する 日）までの 間、同条 第二項第 四号中「 一箇月及び」 とあるの は

、「一日を 超え三箇 月以内の 範囲で前 項の協定をす る使用者 及び労働 組合若し くは労働 者の過半数を 代表する 者が定め る期間並 びに」とし 、同条
⑤

労働安 全衛生法 （昭和四十 七年法律 第五十七 号）（抄）

第三 項から第五項 まで及び 第六項（ 第二号及 び第三号に 係る部分に 限る。） の規定は 適用しな い。

○
（ 面接指導 等）

事 業者は、 その労働 時間の状 況その他の 事項が労働 者の健康 の保持を 考慮して 厚生労働省 令で定める 要件に該 当する労 働者（次 条

労働者は 、前項の 規定によ り事業者 が行う面 接指導を受け なければ ならない 。ただし 、事業者の 指定した医 師が行う 面接指導 を受ける ことを希

行わ なければ ならない 。

り、医師 による面 接指導（問 診その他 の方法に より心身の 状況を把 握し、これ に応じて 面接によ り必要な指 導を行う ことをいう 。以下同 じ。）を

第 一項に規定 する者及 び第六十六 条の八の 四第一項 に規定する 者を除く 。以下この 条におい て同じ。 ）に対し、 厚生労働 省令で定め るところ によ

第六十六 条の八

２

望し ない場合にお いて、他 の医師の 行う同項 の規定に よる面接指導 に相当す る面接指 導を受け 、その結果 を証明する 書面を事 業者に提 出したと き

事業者 は、厚生 労働省令 で定める ところによ り、第一項 及び前項 ただし書 の規定に よる面接指 導の結果を 記録して おかなけ ればなら ない。

は 、この限 りでない。
３

事業者は、 第一項又 は第二項た だし書の 規定によ る面接指導 の結果に 基づき、当 該労働者 の健康を 保持するた めに必要 な措置につ いて、厚 生労

事 業者は、 前項の規 定による医師 の意見を 勘案し、 その必要 があると 認めるときは 、当該労 働者の実 情を考慮 して、就業 場所の変更 、作業の 転

働省令で 定めるとこ ろにより 、医師の 意見を聴 かなければ ならない。

４
５

換 、労働時 間の短縮 、深夜業 の回数の減少 等の措置 を講ずる ほか、当 該医師の 意見の衛生委 員会若し くは安全 衛生委員 会又は労働 時間等設定 改善
委員会へ の報告そ の他の適 切な措置 を講じなけ ればならな い。
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○

医師 法（昭和二 十三年法 律第二百 一号）（ 抄）
医師国家 試験は、 次の各号の いずれか に該当する 者でなけ れば、こ れを受ける ことがで きない。

医 師国家試 験予備試験 は、外国の 医学校を 卒業し、 又は外国 で医師免許 を得た者の うち、前 条第三号 に該当し ない者であ つて、厚生 労働

（ 略）

大学にお いて、医 学の正規の 課程を修め て卒業し た者

第十一条
一
二・三
第十 二条

診療 に従事しよ うとする 医師は、 二年以上、 都道府県知 事の指定 する病院 又は外国 の病院で厚 生労働大臣 の指定す るものに おいて、

大臣が適 当と認定 したもの でなければ 、これを 受けること ができな い。
第十六条の 二
（略 ）

厚生労 働大臣は、 医師が医 療に関す る最新の 知見及び技 能に関する 研修を受 ける機会 を確保で きるように するため特 に必要が ある

臨床 研修を受 けなければ ならない。
２～ ７
第十 六条の十 一

と認める ときは、 当該研修を 行い、又 は行おう とする医学 医術に関 する学術団 体その他 の厚生労 働省令で定 める団体 に対し、当 該研修の 実施に関

医 師でなけ れば、医業 をなしては ならない 。

（略 ）

し、 必要な措 置の実施 を要請する ことができ る。
２・３
第十 七条

一

第七条の 二第一項の 規定による 命令に違 反して再 教育研修 を受けなか つた者

第六 条第三項、 第十八条 、第二十 条から第 二十二条ま で又は第二 十四条の 規定に違 反した者

次の各 号のいずれ かに該当 する者は 、五十万円 以下の罰 金に処する 。

二

第七条 の三第一 項の規定 による陳述を せず、報 告をせず 、若しく は虚偽の 陳述若しくは 報告をし 、物件を 提出せず 、又は検査 を拒み、妨 げ、

第三 十三条の二

三

若しくは 忌避した 者
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法人 の代表者 又は法人若 しくは人の 代理人、 使用人そ の他の従 業者が、そ の法人又は 人の業務 に関して 前条第三 号の違反行 為をし

歯 科医師法 （昭和二 十三年法律 第二百二号 ）（抄）

たときは 、行為者 を罰する ほか、そ の法人又は 人に対して も同条の 罰金刑を 科する。

第三 十三条の 三

○

歯科医 師国家試験 は、次の 各号の一 に該当す る者でなけ れば、これ を受ける ことがで きない。

学校教 育法（昭和 二十二年法 律第二十 六号）に 基づく大 学（第十六 条の二第一 項におい て単に「 大学」と いう。）に おいて、歯 学の正規 の課

第十一 条
一

くう

歯科医師 国家試験 予備試験に 合格した 者で、合格 した後一 年以上の 診療及び口 腔 衛 生に関する 実地修練 を経たも の

程を修め て卒業し た者
二
（略 ）

歯 科医師国 家試験予 備試験は、 外国の歯科 医学校を 卒業し、 又は外国 で歯科医師 免許を得た 者のうち 、前条第 三号に該 当しない者 であつ

三
第十 二条

歯科医師 でなけれ ば、歯科医 業をなし てはならな い。

て、厚生 労働大臣 が適当と 認定した ものでなけ れば、これ を受ける ことがで きない。
第十七条

一

第七条 の二第一項 の規定によ る命令に 違反して 再教育研 修を受けな かつた者

第六条第三項 、第十八 条、第二 十条、第 二十一条 又は第二十三 条の規定 に違反し た者

次の 各号のい ずれかに 該当する 者は、五十万 円以下の 罰金に処 する。

二

第七 条の三第 一項の規 定による陳 述をせず 、報告をせ ず、若し くは虚偽 の陳述若し くは報告 をし、物件 を提出せ ず、又は 検査を拒み 、妨げ、

第三十一条の 二

三

法人の 代表者又は法 人若しく は人の代 理人、使 用人その 他の従業者が 、その法 人又は人 の業務に 関して前条 第三号の違 反行為を し

若し くは忌避し た者
第三十 一条の三

た ときは、 行為者を 罰するほ か、その法人 又は人に 対しても 同条の罰 金刑を科 する。
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〇

診療放射 線技師法 （昭和二 十六年法律 第二百二十 六号）（ 抄）
（ 定義）
こ の法律で 「放射線 」とは、次 に掲げる 電磁波又は 粒子線を いう。
アルフア 線及びベ ータ線
エツクス線

（ 略）

四
（略）

この法 律で「診 療放射線 技師」と は、厚生労 働大臣の免 許を受け て、医師 又は歯科 医師の指示 の下に、放 射線を人 体に対し て照射（ 撮影を含み

五

二・三

一

第二条

２

、照 射機器又 は放射性 同位元素（ その化合 物及び放射 性同位元 素又はそ の化合物の 含有物を 含む。）を 人体内に そう入し て行なうも のを除く 。以
下同じ。 ）すること を業とす る者をい う。

診 療放射線 技師は、 第二条第 二項に規定 する業務の ほか、保 健師助産 師看護師 法（昭和二 十三年法律 第二百三 号）第三 十一条第 一

（ 画像診断 装置を用 いた検査 等の業務）
第二十四 条の二

第二条 第二項に 規定する 業務又は 前号に規定 する検査に 関連する 行為とし て厚生労 働省令で定め るもの（ 医師又は 歯科医師 の具体的 な指示を

うもの に限る。 ）を行う こと。

磁気 共鳴画像 診断装置そ の他の画 像による 診断を行う ための装 置であつて 政令で定 めるもの を用いた検 査（医師 又は歯科医 師の指示 の下に行

項 及び第三十 二条の規 定にかかわ らず、診 療の補助 として、次 に掲げる 行為を行う ことを業 とするこ とができる 。
一
二

受けて 行うものに 限る。） を行うこ と。
（業務上 の制限）

診 療放射線 技師は、医 師又は歯 科医師の 具体的な指 示を受け なければ、 放射線を 人体に対 して照射し てはなら ない。

多数 の者の健 康診断を 一時に行 う場合にお いて、胸部 エツクス 線検査（ コンピュ ータ断層撮 影装置を用 いた検査 を除く。 ）その他 の厚生労働

ス 線を照射 する場合

医師又は 歯科医師が 診察した患 者につい て、その 医師又は 歯科医師の 指示を受け 、出張し て百万電 子ボルト 未満のエネル ギーを有 するエツ ク

診療放 射線技師 は、病院又 は診療所 以外の場 所において その業務 を行つては ならない 。ただし 、次に掲げ る場合は、 この限り でない。

第二 十六条
２
一
二

省 令で定める 検査のため 百万電子 ボルト未 満のエネ ルギーを有 するエツク ス線を照 射すると き。
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三

多数の 者の健康 診断を一時 に行う場合 において 、医師又 は歯科医 師の立会い の下に百万 電子ボル ト未満の エネルギ ーを有する エツクス線 を照

診 療放射線 技師は、放 射線を人体 に対して 照射した ときは、 遅滞なく厚 生労働省令 で定める 事項を記 載した照 射録を作成 し、その照 射

射すると き（前号 に掲げる 場合を除 く。）。
（照射録 ）
第二十 八条
について指 示をした 医師又は 歯科医師 の署名を受け なければ ならない 。
（略）

臨床検査技 師等に関 する法律（ 昭和三十 三年法律 第七十六号 ）（抄）

２・３

〇

試 験は、第 二条に規 定する検査 に必要な知 識及び技 能（同条 に規定す る検査のた めの血液を 採取する 行為で政 令で定め るもの（以 下「採

（試 験の目的 ）
第十 一条

血」とい う。）及 び同条に 規定する 検査のため の検体（血 液を除く 。）を採 取する行 為で政令で 定めるもの （第二十 条の二第 一項にお いて「検体
採 取」という 。）に必 要な知識及 び技能を 含む。以 下同じ。） について 行う。

臨床検 査技師は 、保健師 助産師看 護師法（昭和 二十三年 法律第二 百三号） 第三十一条 第一項及び 第三十二 条の規定 にかかわ らず、診

（保 健師助産 師看護師 法との関係 ）
第二十条の二

療の 補助として採 血及び検 体採取（ 医師又は 歯科医師 の具体的な指 示を受け て行うも のに限る 。）並びに 第二条の厚 生労働省 令で定め る生理学 的
（略）

検 査を行う ことを業と することが できる。
２

臨 床工学技 士法（昭 和六十二年法 律第六十 号）（抄 ）

臨床工学技 士は、保健 師助産師 看護師法 （昭和二 十三年法律 第二百三号 ）第三十 一条第一 項及び第 三十二条の 規定にかか わらず、 診療

〇
（業務）
第三 十七条
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２

救 急救命士 法（平成 三年法律第 三十六号） （抄）

（略 ）

の 補助とし て生命維 持管理装置 の操作を行 うことを 業とする ことがで きる。

〇
（定 義）

この 法律で「 救急救命処 置」とは、 その症状 が著しく 悪化する おそれがあ り、又はそ の生命が 危険な状 態にある 傷病者（以 下この項及 び第

この法 律で「救 急救命士」 とは、厚 生労働大 臣の免許を 受けて、救 急救命士 の名称を 用いて、 医師の指示 の下に、救 急救命処 置を行う ことを業

拍の 回復その 他の処置 であって、 当該重度 傷病者の症 状の著し い悪化を 防止し、又 はその生 命の危険を 回避する ために緊 急に必要な ものをい う。

四十四条 第二項に おいて「 重度傷病者 」という 。）が病院 又は診療 所に搬送 されるまで の間に、 当該重度傷 病者に対 して行わ れる気道の 確保、心

第二 条

２
とす る者をい う。
（特定行 為等の制 限）

救急救命士 は、医師の 具体的な 指示を受 けなけれ ば、厚生労 働省令で定 める救急 救命処置 を行って はならない 。

第 二章

第一 章

特定民間 施設の整 備（第十 二条―第二 十二条）

地 域におけ る医療及 び介護の総合 的な確保 （第三条 ―第十一 条）

総則 （第一条・ 第二条）

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）

救急用自動 車等に乗 せるまで の間にお いて救急救 命処置を行 うことが 必要と認 められる 場合は、この 限りでな い。

にお いて「救 急用自動 車等」とい う。）以外 の場所に おいてそ の業務を 行ってはな らない。た だし、病 院又は診 療所への 搬送のため 重度傷病者 を

救急救 命士は、 救急用自 動車その他 の重度傷 病者を搬送 するため のもので あって厚生 労働省令 で定めるも の（以下 この項及 び第五十三 条第二号

第四 十四条
２

〇

第三章

社会 保険診療 報酬支払基 金の医療 機関等情 報化補助業 務（第二 十三条―第 三十二条 ）

目次

第 四章
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第六章

第 五章
罰則（第 三十四条 ―第三十 六条）

雑 則（第三 十三条）

附則

この 法律は、 国民の健 康の保持 及び福祉の 増進に係る 多様なサ ービスへ の需要が 増大してい ることに鑑 み、地域 における 創意工夫 を生かし

（目 的）
第一条

つつ 、地域におい て効率的 かつ質の 高い医療 提供体制を 構築すると ともに地 域包括ケ アシステ ムを構築す ることを通 じ、地域 における 医療及び 介

護 の総合的 な確保を促 進する措置 を講じ、 もって高 齢者をは じめとする 国民の健康 の保持及 び福祉の 増進を図 り、あわせ て国民が生 きがいを 持ち
健康で安 らかな生 活を営む ことができ る地域社 会の形成に 資するこ とを目的 とする。
（都道府 県計画）

都道府 県は、総 合確保方針に 即して、 かつ、地 域の実情 に応じて、 当該都道府 県の地域 における 医療及び 介護の総合 的な確保の ための事 業

イ

地域に おける医療 及び介護の 総合的な 確保のた めの医療 介護総合確 保区域にお ける居宅 等（居宅 その他厚 生労働省令 で定める場 所をいう 。

医 療法第三十 条の四第 二項第七 号に規定 する地域医 療構想の達 成に向け た医療機 関の施設 又は設備の 整備に関す る事業

前号の 目標を達 成するた めに必要 な次に掲げ る事業に関 する事項

介護の 総合的な 確保に関 する目標 及び計画期 間

の整備の 状況その 他の条件か らみて医療 及び介護 の総合的 な確保の 促進を図る べき区域を いう。以 下同じ。 ）ごとの 当該区域に おける医療 及び

医療介護 総合確保 区域（地理 的条件、 人口、交 通事情その 他の社会 的条件、医 療機関の 施設及び 設備並びに 公的介護 施設等及び 特定民間 施設

都道 府県計画に おいては 、おおむ ね次に掲 げる事項に ついて定め るものと する。

の 実施に関 する計画 （以下「 都道府県計画 」という 。）を作 成するこ とができる 。

第四条
２
一

二
ロ

次条第二 項第二号 イにおいて 同じ。） における医 療の提供 に関する 事業（同条 第五項の 規定により 提出され た市町村 計画に掲載 された同 号イ
に掲 げる事業を 含む。）

公的 介護施設等 の整備に関 する事業 （次条第 五項の規 定により提 出された市 町村計画 に掲載さ れた同条 第二項第二 号ロ及びハ に掲げる 事業

ニ

介護 従事者の 確保に関 する事業

医療従 事者の確 保に関する 事業

ハ

ホ

その他地 域における 医療及び 介護の総 合的な確 保のために 実施する必 要がある ものとし て厚生労 働省令で定 める事業（ 次条第五 項の規定 に

を含む 。）

ヘ
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三
３～ ５

より 提出され た市町村 計画に掲 載された同 条第二項第 二号ニに 掲げる事 業を含む 。）
（略 ）
（略 ）

都道 府県が、 都道府県 計画に掲 載された第 四条第二項 第二号に 掲げる事 業（第九 条において 「都道府県 事業」と いう。） に要する 経費の全

（基 金）
第六条

部又 は一部を支弁 するため 、地方自 治法（昭 和二十二年 法律第六十 七号）第 二百四十 一条の基 金を設ける 場合には、 国は、政 令で定め るところ に

則

第 十八条の 規定による 報告をせ ず、又は 虚偽の報告 をした者 は、十万円 以下の罰 金に処す る。

よ り、その 財源に充て るために必 要な資金 の三分の 二を負担 するものと する。

（略）

第三 十五条
２
附
（ 支払基金の 業務の特 例）

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 務及び第二 十三条に 規定する業 務のほか 、第一条 に規定する 目的を達

医療機 関等が行 う電子資 格確認の 実施に必要 な物品その 他地域に おいて効 率的かつ 質の高い医療 提供体制 を構築す るための 医療機関 等の提供

する医 療に係る情 報化の促 進に要す る物品を 調達し、及 び提供する 業務（医 療機関等 の申出に 応じて当該 物品を調達 し、及び 提供する 業務を含
む 。）
前号 に掲げる 業務に附 帯する業務

前項の規定 により支 払基金が同 項の業務 を行う場 合には、第 二十四条 第一項中「 前条各号 」とある のは、「前 条各号及 び附則第一 条の二第 一項

地域 における医 療及び介 護の総合 的な確保 の促進に関 する法律施 行令（平 成元年政 令第二百 五号）（抄 ）

各号」と する。

二

一

成す るため、 当分の間 、次に掲げ る業務を行 う。

第一条の二

２

〇
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（ 基金の財 源に係る 国の負担）

法第六条の 規定によ り、国が 都道府県 に対して負 担する額は 、同条に 規定する 都道府県 事業の内容 、これに要 する経費 の額及び 同条の基 金

則

良 質な医療を 提供する体 制の確立 を図るた めの医療 法等の一部 を改正する 法律（平 成十八年 法律第八 十四号）（ 抄）

二に相当 する額と する。

に より支弁す る経費の 範囲その他 の事情を 勘案し厚 生労働大臣 が定める ところによ り算定し た当該基 金の財源に 充てるた めに必要な 資金の三 分の

第三条

〇
附

経 過措置医 療法人であっ て、新医 療法人へ の移行を しようとす るものは、 その移行 に関する 計画（以 下「移行計 画」という 。）を作 成

（移行計 画の認定）
第十条 の三

し 、これを 厚生労働 大臣に提 出して、その 移行計画 が適当で ある旨の 認定を受け ることがで きる。
第一項の 認定は、平 成三十二年 九月三十 日までの 間に限り 行うことが できる。

（略）

５

自衛隊法 （昭和二 十九年法 律第百六 十五号） （抄）

２～４

○

こ の法律に おいて「 自衛隊」 とは、防衛 大臣、防衛 副大臣、 防衛大臣 政務官、 防衛大臣補 佐官、防衛 大臣政策 参与及び 防衛大臣 秘書官並び

（ 定義）
第二条

に防 衛省の事 務次官及 び防衛審議 官並びに 防衛省本省 の内部部 局、防衛 大学校、防 衛医科大 学校、防衛 会議、統 合幕僚監 部、情報本 部、防衛 監察

本部、地 方防衛局そ の他の機 関（政令 で定める 合議制の機 関並びに防 衛省設置 法（昭和 二十九年 法律第百六 十四号）第 四条第一 項第二十 四号又は

第二 十五号に 掲げる事務 をつかさど る部局及 び職で政 令で定め るものを除 く。）並び に陸上自 衛隊、海 上自衛隊 及び航空自衛 隊並びに 防衛装備 庁
（略）

（ 政令で定 める合議 制の機関 を除く。）を 含むもの とする。
２～５
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○

沖縄の復 帰に伴う 特別措置 に関する法 律（昭和四 十六年法 律第百二 十九号） （抄）
ほ

（ 介輔）
（ 略）

（ 略）

第百条
２

介輔につ いては、 医師法第 七条第一 項及び第二 項前段、第 七条の二 第一項、 第七条の 三、第十九 条から第二 十四条の 二まで、 第三十二 条、第三

ほ

３

十三 条の二並びに 第三十三 条の三の 規定を準 用する。こ の場合にお いて、次 の表の上 欄に掲げ る同法の規 定中同表の 中欄に掲 げる字句 は、それ ぞ
（略）
、第二十条から第二十二条

（略）

十条か ら第二十 二条まで 若しくは 第二十四条

又は 沖 縄の 復 帰に 伴う 特 別 措置 に関 す る法 律第 百条 第三 項に おいて 準用す る第 二

（ 略）

れ 同表の下 欄に掲げる 字句に読み 替えるも のとする 。
第三 十三条の二 第一号
まで又は第 二十四条

沖縄 の復 帰 に伴 う 特別 措 置に 関 する 法律 第 百条 第三 項にお いて 準用 する第 七条の

沖 縄 の復 帰 に伴 う 特別 措置 に 関す る 法律 第 百条 第三 項にお いて準 用す る第 七条の

二 第一項

第七条 の二第一 項
第七条 の三第一項

三 第一項

（略）

、第二十条、第二十一条又

（略）

又 は沖 縄の 復 帰に 伴 う特 別 措置 に 関す る法 律 第百 一条第 二項 におい て準 用する 第

（ 略）
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第三 十三条の二 第二号

（ 略）
ほ

ほ

第 三十一条の 二第一号

そ れぞれ同 表の下欄 に掲げる 字句に読み替 えるもの とする。

、第 三十一条 の二並びに 第三十一条 の三の規 定を準用 する。こ の場合にお いて、次の 表の上欄 に掲げる 同法の規 定中同表の中 欄に掲げ る字句は 、

歯科介 輔につい ては、歯科 医師法第 七条第一 項及び第二 項前段、 第七条の二 第一項、 第七条の 三、第十九 条から第二 十三条の 二まで、 第三十条

ほ

り、 その業務 を禁止さ れたときは 、この限 りでない。

の区域内 の地域に おいて、 従前沖縄法 令により 認められた 業務を行 うことが できる。た だし、次 項において 準用する 同法第七 条第一項の 規定によ

律 第二百二 号）第十七 条の規定に かかわら ず、歯科 医師の不 足している 地域として 厚生労働 大臣が定 める基準 に従い沖縄 県知事が指 定する沖 縄県

歯科介 輔（この法 律の施行 の際沖縄 法令によ る歯科介輔 である者を いう。以 下この条 において 同じ。）は 、歯科医師 法（昭和 二十三年 法

ほ

第三十三 条の二第 三号
４～

２

第百一 条

（歯科介輔 ）

10

第三十一 条の二第 二号

は第 二十三条

沖 縄 の復 帰 に伴 う 特別 措置 に 関す る 法律 第 百一 条第 二項に おいて 準用 する 第七条

二十条 、第二十一 条若しく は第二十 三条

沖 縄の 復 帰 に伴 う特 別 措置 に 関す る 法律 第 百一条 第二 項に おいて 準用す る第 七条

の 二第一項

第七条 の二第一項
第七条の三 第一項

（略）

第三十一 条の二第 三号
３

外国医 師等が行 う臨床修 練等に係 る医師法第 十七条等の 特例等に 関する法 律（昭和 六十二年法 律第二十九 号）（抄 ）

の三第 一項

〇

（ 略）

医 療に関す る知識及 び技能の修 得を目的と して本邦 に入国し た外国医 師若しくは 外国歯科医 師又は外 国看護師 等（外国 において救

この法 律におい て、次の各号 に掲げる 用語の意 義は、当 該各号に定 めるところ による。

（定義）
第二条
一 ～三
臨床 修練

（略）

四

急 救命士に相 当する資格 を有する 者（以下 「外国救 急救命士」 という。） を除く。 以下この 号におい て同じ。） が臨床修練 病院等に おいて臨 床

修練指導 医若しく は臨床修練 指導歯科医 又は臨床 修練指導 者（当該 外国看護師 等が外国に おいて有 する資格 に相当す る次のハか らカまでに 掲げ

る資格 を有する 者に限る 。）の実 地の指導監 督の下にそ の外国に おいて有 する次の イからカま でに掲げる 資格に相 当する資 格の区分 に応じ、そ

れぞれイか らカまで に定める業 を行うこ と並びに 医療に関す る知識及 び技能の修 得を目的 として本邦 に入国し た外国救 急救命士が 臨床修練 病院

等に救 急救命士法 （平成三 年法律第 三十六号 ）第二条第 一項に規定 する重度 傷病者（ 以下この 号において 「重度傷病 者」とい う。）を 搬送する

同 法第四十 四条第二項 に規定する 救急用自 動車等（ 以下この 号において 「救急用自 動車等」 という。 ）におい て、又は当 該臨床修練 病院等へ の

搬送のた め重度傷 病者を救 急用自動車 等に乗せる までの間 において 同法第二 条第一項に 規定する救 急救命処 置を行う ことが必 要と認めら れる場
イ～ヨ

（ 略）

合に 臨床修練指 導者（医 師又は救 急救命士 に限る。） の実地の指 導監督の 下に次の ヨに定め る業を行う ことをいう 。
五～ 十五

（ 略）

（業務上 の制限等 ）
第十 六条
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２～ ９

（略 ）

救急救命 士法第四 十四条及 び第四十 五条の規定 は、臨床修 練外国救 急救命士 について 準用する。 この場合に おいて、 同法第四 十四条第 二項中「

救 急用自動車 その他の 」とあるの は「外国 医師等が 行う臨床修 練等に係 る医師法第 十七条等 の特例等 に関する法 律第二条 第五号に規 定する臨 床修

練病院等 （以下こ の項におい て「臨床 修練病院 等」という 。）に重 度傷病者を 搬送する 救急用自 動車その他 の」と、 「この項及 び第五十 三条第二

武 力攻撃事 態及び存 立危機事態に おける捕 虜等の取 扱いに関 する法律（ 平成十六年 法律第百 十七号） （抄）

第十 六条第十 項におい て準用する 救急救命 士法第四十 四条の規 定に違反 した者

（ 略）

次の 各号のいず れかに該 当する者 は、六月 以下の懲役 若しくは三 十万円以 下の罰金 に処し、 又はこれを 併科する。

号」 とあるの は「この 項」と、「 病院又は診 療所」と あるのは 「臨床修 練病院等」 と読み替え るものと する。

六

一 ～五

第二十 四条

〇
（医師相 当衛生要 員等）
（略）

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）

六十号） 第二条第 二項及び 第三十八条 の規定を 適用する。

十 条の二、 薬剤師法（ 昭和三十五 年法律第 百四十六 号）第十 九条及び第 二十二条か ら第二十 四条まで 並びに臨 床工学技士 法（昭和六 十二年法 律第

二条 第二項、第二 十四条の 二、第二 十六条及 び第二十 八条第一項、 臨床検査 技師等に 関する法 律（昭和三 十三年法律 第七十六 号）第二 条及び第 二

第六条及び 第三十七 条、歯科 衛生士法 （昭和二十 三年法律第 二百四号 ）第十三 条の三、 診療放射線技 師法（昭 和二十六 年法律第 二百二十 六号）第

第 一項の規 定により 医業をする 場合にお ける医師相 当衛生要 員等は、 医師とみな して、保健 師助産師 看護師法 （昭和二 十三年法律 第二百三号 ）

（略）

第三 十三条
２
３

○

独立 行政法人地 域医療機能 推進機構 （以下「 機構」と いう。）は 、国民年金 事業等の 運営の改 善のため の国民年金 法等の一部 を改正す る法

（機構の 目的）
第三 条
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10

〇

律 （平成十 九年法律 第百十号） 第七条の規 定による 改正前の 厚生年金 保険法（昭 和二十九年 法律第百 十五号） 第七十九 条の施設及 び健康保険 法（

大正十一 年法律第 七十号） 第百五十 条第一項又 は第三項の 事業（政 府が管掌 していた 健康保険に 係るものに 限る。） の用に供 していた 施設であっ

て 厚生労働大 臣が定め るもの並び に附則第 四条第一 項の規定に より厚生 労働大臣が 定めた施 設である 病院（医療 法（昭和 二十三年法 律第二百 五号

）第一条 の五第一 項に規定す る病院を いう。第 十三条第一 項第一号 において同 じ。）、 介護老人 保健施設（ 介護保険 法（平成九 年法律第 百二十三

号） 第八条第 二十八項 に規定する 介護老人保 健施設を いう。第 十三条第 一項第二号 において同 じ。）等 の施設の 運営等の 業務を行うこ とにより 、

社会保険 診療報酬 支払基金 の医療機関 等情報化補 助業務（ 第二十三 条―第三 十二条）

特定民間 施設の整備 （第十三 条―第二十 三条）

」

を

医療法第三 十条の四 第二項第 五号イか らホまでに掲 げる医療 、リハビ リテーシ ョンその 他地域におい て必要と される医 療及び介 護を提供す る機能
の確 保を図り、も って公衆 衛生の向 上及び増 進並びに住 民の福祉の 増進に寄 与するこ とを目的 とする。

第四章
雑 則（第三十 三条）

特定民間 施設の整 備（第十二条 ―第二十 二条）

第 五章

「 第三章

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 る法律の一 部を次のよ うに改正 する。

地域共生社 会の実現 のための社 会福祉法 等の一部 を改正する 法律（令 和二年法律 第五十二 号）（抄 ）

第七条

目次中

第四章

社会保 険診療報 酬支払基 金の業務 （第二十四 条―第三十 四条）

に改 める。

罰則（第 三十四条 ―第三十 六条）

第五 章

国民健康 保険団体連 合会の連 結情報提 供業務（第 三十五条 ―第三十七 条）
」

第六章

第六章

雑則 （第三十八 条・第三 十九条）

国民の保健 医療の向上 及び福祉 の増進に 資する情 報の分析等 の推進（第 十二条）

第七 章

罰則（第 四十条―第四 十三条）

「 第三章

第八章

第三十 六条第一 号中「第 四章」を「 第五章」 に改め、同 条第二号 中「第三 十一条第三 項」を「 第三十条第 一項の規 定に違反 して支払基 金連結情

報 提供業務 に係る業 務上の余 裕金を運用 したとき又 は第三十 三条第三 項」に改 め、同条を 第四十三条 とする。

第三十 五条第一項 中「第十 八条」を 「第十九 条」に改め 、「をした 」の下に 「場合に は、当該 違反行為を した」を加 え、同条 を第四十 二条とす
る。

第三十四 条中「支 払基金又 は受託者の 役員又は職 員が、第 二十九条 第一項の 規定により 報告を求め られて、 これに従 わず、若 しくは虚偽の 報告
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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」を「次 の各号のい ずれかに 該当する 場合には 、当該違反 行為をした 者」

連 合会の役員 又は職員 が、第三 十七条第 一項の規定 により報告 を求めら れて、こ れに従わ ず、若しく は虚偽の報 告をし、 又は同項 の規定に

による検査を 拒み、妨 げ、若し くは忌避 したとき。

支 払基金の 役員又は 職員が、 第三十一条 第二項の規 定により 報告を求 められて 、これに従 わず、若し くは虚偽 の報告を し、又は同 項の規定

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。

支払基金 又は受託者 の役員又 は職員が 、第三十 一条第一項 の規定によ り報告を 求められ て、これ に従わず、 若しくは虚 偽の報告 をし、又 は

に改め、 同条に次 の各号を 加える。
一
二
三
よる 検査を拒 み、妨げ 、若しくは 忌避した とき。

支 払基金若 しくは連合 会の役員 若しくは職 員又はこ れらの職 にあった者 が、正当 な理由がな いのに、 支払基金 連結情報提 供業務又 は連

第三十四 条を第四 十一条と し、第六章 中同条の前 に次の一 条を加え る。
第四 十条

合会連結 情報提供業 務に関して 知り得た 秘密を漏 らしたと きは、一年 以下の懲役 又は百万 円以下の 罰金に処 する。
第六章 を第八章 とする。

第 三十三条 に見出し として「（ 権限の委任 ）」を付 し、第五 章中同条 を第三十八 条とし、同 条の次に 次の一条 を加える 。

政府は、 予算の範囲 内におい て、支払 基金又は連 合会に対 し、第十二 条第二項 の規定に よる情報の 提供に要 する費用の 一部を補 助す

（政府の 補助）
第 三十九条
ることが できる。
国 民健康保 険団体連 合会の連 結情報提供 業務

第五章 を第七章 とし、同 章の前に 次の一章を 加える。
第六章

連合会は 、国民健康 保険法第 八十五条 の三に規 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、 第十二条第 二項の規 定に

（連合 会の業務）
第 三十五条

基づき情 報を提供 する業務 及びこれに 附帯する業 務を行う 。

連合会 は、前条 の規定に より行う 業務（次条 第一項及び 第四十条 において 「連合会 連結情報提 供業務」と いう。） に係る経 理につい

（区 分経理）
第三十六 条

ては、 その他の 経理と区 分して整理 しなけれ ばならない 。

厚生 労働大臣 は、連合 会について 、連合会連 結情報提 供業務に 関し必要 があると認 めるときは 、その業 務又は財 産の状況 に関する報

（ 報告の徴 収等）
第三十七 条

告 をさせ、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。
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２

第三十 一条第三 項の規定は 前項の規定 による検 査につい て、同条 第四項の規 定は前項の 規定によ る権限に ついて、 それぞれ準 用する。

第三十二 条中「医 療機関等 情報化補 助業務」の 下に「及び 支払基金 連結情報 提供業務 」を加え、 第四章中同 条を第三 十四条と する。

第 三十一条第 三項第三号 中「（金 融機関の 信託業務 の兼営等に 関する法律 （昭和十 八年法律 第四十三 号）第一条 第一項の認 可を受け た金融機 関
をいう。 ）」を削 り、同条を 第三十三 条とする 。

第三十 条中「医 療機関等 情報化補 助業務」の 下に「及び 支払基金 連結情報 提供業務 」を加え、 同条を第三 十二条と する。

第二十九条 第一項中 「前条」を 「第二十 九条」に改 め、同条 第三項中 「第一項」 を「第一 項及び第二 項」に改 め、同項 を同条第四 項とし、 同条

厚生労 働大臣は、 支払基金に ついて、 支払基金 連結情報 提供業務に 関し必要が あると認 めるとき は、その 業務又は財 産の状況に 関する報 告を

第二 項中「前項」 を「前二 項」に改 め、同項 を同条第三 項とし、同 条第一項 の次に次 の一項を 加える。
２
させ、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。
第二 十九条を第 三十一条 とする。

第二十八 条中「国民 健康保険法 （昭和三 十三年法 律第百九 十二号）第 四十五条第 五項に規 定する国 民健康保 険団体連合 会」を「連 合会」に 改め
、同 条を第二 十九条とし 、同条の次 に次の一 条を加え る。
（ 余裕金の 運用）
一

銀行 その他厚 生労働大臣 が指定する 金融機関 への預金

国債その 他厚生労働 大臣が指 定する有 価証券の 保有

支払基 金は、次 の方法に よるほか、 支払基金連 結情報提 供業務に 係る業務 上の余裕金 を運用して はならな い。

二

信 託業務を 営む金融 機関（金 融機関の信 託業務の兼 営等に関 する法律 （昭和十 八年法律第 四十三号） 第一条第 一項の認 可を受け た金融機関

厚生労働大臣 は、前項 第一号又 は第二号 の指定を しようとする ときは、 あらかじ め、財務 大臣に協議 しなければ ならない 。

をいう。第三 十三条第 三項第三 号におい て同じ。 ）への金銭信 託で元本 補塡の契 約がある もの

三

第三十条

２

第 二十七条 第一項中「 医療機関等 情報化補 助業務」 の下に「 及び支払基 金連結情報 提供業務 」を加え 、同条を 第二十八条 とする。

第二十六 条中「医 療機関等 情報化補助 業務」の下 に「及び 支払基金 連結情報 提供業務」 を加え、同 条を第二 十七条と する。

第二 十五条中「 医療機関 等情報化 補助業務 」の下に「 及び支払基 金連結情 報提供業 務」を、 「区分して 、」の下に 「それぞ れ」を加 え、同条 を
第二十六 条とする。

第二十 四条第一 項中「前 条各号に掲 げる業務 （以下「医 療機関等 情報化補 助業務」と いう。） 」を「前条 の規定に より行う同 条第一号 に掲げる

業 務及びこ れに附帯 する業務 （以下「医療 機関等情 報化補助 業務」と いう。） 並びに同条第 二号に掲 げる業務 及びこれ に附帯する 業務（以下 「支
払基金連 結情報提 供業務」 という。 ）」に改め 、同条を第 二十五条 とする。

第 二十三条中 「社会保険 診療報酬 支払基金 （以下「 支払基金」 という。） 」を「支 払基金」 に改め、 同条第一号 中「（大正 十一年法 律第七十 号
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第十 二条第二 項の規定 に基づき 情報を提供 する業務

） 」を削り 、同条第 二号中「前 号」を「前 二号」に 改め、同 号を同条 第三号とし 、同条第一 号の次に 次の一号 を加える 。
二
第 二十三条を 第二十四条 とする。
第四章の 章名中「 医療機関等 情報化補助 業務」を 「業務」 に改め、 同章を第五 章とする。
第三章 中第二十 二条を第 二十三条 とし、第二 十一条を第 二十二条 とする。
第二十条第 二項中「 第十六条」 を「第十 七条」に改 め、同条 を第二十 一条とする 。
第十九 条を第二十 条とし、 第十八条 を第十九 条とする。

第 十七条第 一項中「第 十三条第一 項」を「 第十四条 第一項」 に改め、同 条第二項中 「第十三 条第三項 」を「第 十四条第三 項」に改め 、同条を 第
十八条と する。
第十 六条を第十 七条とし 、第十二 条から第 十五条まで を一条ずつ 繰り下げ る。
第三章を 第四章とし 、第二章の 次に次の 一章を加 える。
国民 の保健医療 の向上及び 福祉の増 進に資す る情報の 分析等の推進

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）第十 七条の規定 により厚 生労働大 臣から委 託を受けて 同法第十六 条第

第三 章
第 十二条

一項に規 定する医 療保険等 関連情報 （以下この 項において 「医療保 険等関連 情報」と いう。）を 収集する者 、介護保 険法第百 十八条の 十の規定

に より厚生労 働大臣から 委託を受 けて同法 第百十八 条の二第一 項に規定す る介護保 険等関連 情報（以 下この項に おいて「介 護保険等 関連情報 」

という。 ）を収集 する者その 他の保健医 療等情報 （法律の 規定に基 づき調査若 しくは分析 又は利用 若しくは 提供が行 われる医療 保険等関連 情報

、介護 保険等関 連情報そ の他の情 報であって その調査若 しくは分 析又は利 用若しく は提供が国 民の保健医 療の向上 及び福祉 の増進に 資するもの

として厚生 労働省令 で定める情 報をいう 。以下こ の項におい て同じ。 ）を収集す る者とし て厚生労働 省令で定 める者（ 以下この条 において 「連

結情報 照会者」と いう。） は、保健 医療等情 報を正確に 連結するた め、社会 保険診療 報酬支払 基金（以下 「支払基金 」という 。）又は 国民健康

保 険法（昭 和三十三年 法律第百九 十二号） 第四十五 条第五項 に規定する 国民健康保 険団体連 合会（以 下「連合 会」という 。）に対し 、当該保 健

医療等情 報に係る 医療保険 被保険者番 号等（健康 保険法（ 大正十一 年法律第 七十号）第 百九十四条 の二第一 項に規定 する被保 険者等記号 ・番号

等、 船員保険法 （昭和十 四年法律 第七十三 号）第百四 十三条の二 第一項に 規定する 被保険者 等記号・番 号等、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）第四 十五条第 一項に規 定する加 入者等記号 ・番号等、 国家公務 員共済組 合法（昭 和三十三年 法律第百二 十八号） 第百

十二条 の二第一 項に規定 する組合員 等記号・ 番号等、国 民健康保 険法第百 十一条の二 第一項に 規定する被 保険者記 号・番号等 、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 ）第百四 十四条の 二十四の 二第一項に 規定する組 合員等記 号・番号 等及び高 齢者の医療 の確保に関 す

る法律第 百六十一 条の二第 一項に規 定する被保 険者番号等 をいう。 次項にお いて同じ 。）を提供 した上で、 保健医療 等情報を 正確に連 結するた
め に必要な情 報として厚 生労働省 令で定め るものの 提供を求め ることがで きる。
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○

２

３

支払基 金又は連 合会は、前 項の規定に よる求め があった ときは、 連結情報照 会者に対し 、健康保 険法第二 百五条の 四第一項（ 第二号又は 第三

号に係る 部分に限 る。）、 船員保険 法第百五十 三条の十第 一項（第 二号又は 第三号に 係る部分に 限る。）、 私立学校 教職員共 済法第四 十七条の

三 第一項（第 二号又は第 三号に係 る部分に 限る。） 、国家公務 員共済組合 法第百十 四条の二 第一項（ 第二号又は 第三号に係 る部分に 限る。） 、

国民健康 保険法第 百十三条の 三第一項、 地方公務 員等共済 組合法第 百四十四条 の三十三第 一項（第 二号又は 第三号に 係る部分に限 る。）又 は高

齢者の 医療の確 保に関す る法律第 百六十五条 の二第一項 の規定に より委託 を受けて 行う電子資 格確認（健 康保険法 第三条第 十三項、船 員保険法

第二条第十 二項、国 家公務員共 済組合法 第五十五条 第一項（ 私立学校 教職員共済 法第二十 五条におい て準用す る場合を 含む。）、 国民健康 保険

法第三 十六条第三 項、地方 公務員等 共済組合 法第五十七 条第一項又 は高齢者 の医療の 確保に関 する法律第 六十四条第 三項に規 定する電 子資格確

認 をいう。 ）の事務に 係る医療保 険被保険 者番号等 を利用し 、前項の厚 生労働省令 で定める 情報を提 供するこ とができる 。

前項 の規定に より情報 の提供を受 ける連結 情報照会者 は、実費 を勘案し て政令で定 める額の 手数料を支 払基金又 は連合会 に納めなけ ればなら
ない 。

附則第一 条の二第一 項中「第二 十三条」 を「第二 十四条」 に改め、同 条第二項中 「第二十 四条第一 項」を「 第二十五条 第一項」に 、「前条 各号

」」 を「（以 下「医療機 関等情報化 補助業務 」という 。）並び に」」に、「 前条各号 及び附則 第一条の 二第一項 各号」を「並 びに附則 第一条の 二

第 一項の規 定により 行う同項 各号に掲げる 業務（以 下「医療 機関等情 報化補助業 務」という 。）並び に前条の 規定によ り行う」に 改める。

防衛省 設置法（ 昭和二十 九年法律第 百六十四 号）（抄）
（防衛医科 大学校）
防衛医 科大学校は 、次に掲 げる教育 訓練をつ かさどる。

（略）

（略）

医師で ある幹部自 衛官となる べき者の 教育訓練

第十六 条
一
二・三
２～ ６

防 衛医科大 学校卒業 生（前条第 一項第一号 の教育訓 練を修了 した者に 限る。）は 、医師法（ 昭和二十 三年法律 第二百一 号）第十一 条の規

（防 衛医科大 学校卒業生 の医師国家 試験等の 受験資格 ）

（略）

定の適用 について は、同条 第一号に 該当する者 とみなす。

第十 七条
２
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