別紙２
○

正

案

厚 生労働 省組 織令 （平成 十二 年政 令第二 百五 十二 号）（ 抄）

改
目次
第一章 本 省
第 一節 （略 ）
第二節 内 部部 局等
第 一款・ 第二 款 （略 ）
第三 款 課 の設 置等
第 一目 （略 ）
第二 目 医政局 （第 三十 一条― 第三 十九 条の二 ）
第 三目 ～第 十四目 （ 略）
第三 節～ 第五 節 （ 略）
第 二章 （ 略）
附則

（ 略）

（ 医政局 の所 掌事 務）
第四 条 医 政局 は、 次に掲 げる 事務 をつか さど る。
一 ～十 四 （ 略）
（削 る）

十五

（ 総括審 議官 、危 機管理 ・医 務技 術総括 審議 官、 政策立 案総 括審
議官 、公文 書監 理官 、サイ バー セキ ュリテ ィ・ 情報 化審議 官、 医
薬 産業 振興・ 医療 情報 審議官 、生 活衛 生・食 品安 全審 議官、 高齢
・障 害者雇 用開 発審 議官 、年金 管理 審議 官及び 審議 官）

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

目次
第 一章 本省
第一 節 （ 略）
第 二節 内部 部局 等
第一 款・ 第二款 （ 略）
第 三款 課 の設置 等
第一 目 （略 ）
第 二目 医 政局 （第三 十一 条― 第三十 九条 ）
第三 目～ 第十 四目 （略 ）
第三節 ～第 五節 （略 ）
第 二章 （略 ）
附則

（医 政局 の所掌 事務 ）
第 四条 医 政局は 、次 に掲 げる事 務を つか さどる 。
一～ 十四 （ 略）
十 五 国立 高度専 門医 療研 究セ ンター （高 度専 門医療 に関 する 研
究 等を 行う 国立研 究開 発法 人に関 する 法律 （平成 二十 年法 律第
九十 三号 ）第三 条の 二に 規定 する国 立高 度専 門医療 研究 セン タ
ー をい う。 以下同 じ。 ）の 組織 及び運 営一 般に 関する こと 。
十六 （略 ）

（総 括審議 官、 危機 管理 ・医務 技術 総括 審議官 、政 策立 案総括 審
議 官、 公文書 監理 官、 サイ バーセ キュ リテ ィ・情 報化 審議 官、生
活衛 生・ 食品安 全審 議官 、高齢 ・障 害者 雇用 開発審 議官 、年 金管
理 審議 官及 び審議 官）
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第十 八条 大臣 官房 に、 総括 審議官 二人 、危 機管理 ・医 務技 術総括
審 議官 一人 、政策 立案 総括 審議官 一人 、公 文書 監理官 一人 、サ イ
バー セキ ュリ ティ・ 情報 化審 議官一 人、 生活 衛生 ・食品 安全 審議
官一人 、高 齢・ 障害者 雇用 開発 審議官 一人 、年 金管理 審議 官一 人
及 び審議 官十 四人 を置く 。
２～ ６ （ 略）
（ 新設）

７～ ９ （略 ）
審議官 は、 命を 受けて 、厚 生労 働省 の所掌 事務 に関 する重 要事
項 の企画 及び 立案 に参画 し、 関係 事務 を総括 整理 する 。

（ 厚生 科学課 の所 掌事 務）
第二 十六 条 厚 生科 学課 は、次 に掲 げる 事務を つか さど る。
一 ～五 （ 略）
六 国立 研究 開発法 人医 薬基 盤・健 康・ 栄養 研究所 の組 織及 び運
営 一般 に関 するこ と。
（新 設）

第 十八 条 大 臣官 房に 、総括 審議 官二 人、危 機管 理・ 医務技 術総 括
審議 官一 人、政 策立 案総 括審議 官一 人、 公文書 監理 官一 人、サ イ
バ ーセ キュリ ティ ・情 報化 審議官 一人 、医 薬産業 振興 ・医 療情報
審議 官一 人、生 活衛 生・ 食品 安全審 議官 一人 、高齢 ・障 害者 雇用
開 発審 議官 一人、 年金 管理 審議官 一人 及び 審議 官十四 人を 置く 。
２～ ６ （略 ）
７ 医 薬産 業振 興・医 療情 報審 議官は 、命 を受 けて、 厚生 労働 省の
所 掌事務 に関 する 重要事 項の うち 医薬産 業の 振興 （医薬 品、 医薬
部外品 、化 粧品 、医 療機器 その 他衛 生用品 及び 再生 医療等 製品 に
関 する産 業の 振興 （こ れらの 製品 の研 究及び 開発 を含 む。） をい
う。 第三十 八条 第一 号にお いて 同じ 。） 、保健 医療 に係 る情報 化
及 び医 療技術 の評 価に 関する もの の企 画及 び立案 並び に調 整に関
する 事務 並びに 関係 事務 を総括 整理 する 。
８～
（ 略）
審議 官は 、命 を受け て、 厚生 労働省 の所 掌事 務に関 する 重要 事
項 の企 画及 び立 案に参 画し 、関 係事務 を総 括整 理する 。
（厚生 科学 課の 所掌事 務）
第 二十六 条 厚生 科学課 は、 次に 掲げ る事務 をつ かさ どる。
一～ 五 （ 略）
六 厚 生労働 省の 所管 する国 立研 究開 発法人 の組 織及 び運 営一般
に関 する こと。
七 高 度専 門医療 に関 する 研究等 を行 う国 立研究 開発 法人 に関す
る法 律（ 平成二 十年 法律 第九 十三号 ）第 三条 の二に 規定 する 国
立 高度 専門 医療研 究セ ンタ ーの 職員に 貸与 する 宿舎に 関す るこ
と。
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（医 政局に 置く 課）
第 三十 一条 医政 局に 、次 の八課 を置 く。
総務 課
地 域医 療計 画課
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（ 医政局 に置 く課 等）
第三 十一条 医 政局 に、次 の八 課及 び参事 官一 人を 置く。
総 務課
地域 医療計 画課
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医 療経 営支援 課
医事 課
歯 科保 健課
看護 課
医 薬産 業振 興・医 療情 報企 画課
研究 開発 政策 課

医療 経営 支援課
医 事課
歯科 保健 課
看護課
経 済課
研究 開発振 興課

一 医 薬品、 医薬 部外 品、医 療機 器そ の他衛 生用 品及 び再 生医療
等製 品の 生産、 流通 及び 消費の 増進 、改 善及び 調整 に関 するこ
と （他 局及 び研究 開発 振興 課の所 掌に 属す るもの を除 く。 ）。
二 医薬 品、 医薬部 外品 、医 療機器 その 他衛 生用品 及び 再生 医療
等 製品 の製 造販売 業、 製造 業、 販売業 、貸 与業 及び修 理業 の発
達、 改善 及び 調整に 関す るこ と（ 研究開 発振 興課 の所掌 に属 す
るもの を除 く。 ）。
三 ・四 （略 ）

（経 済課の 所掌 事務 ）
第 三十 八条 経済 課は 、次に 掲げ る事 務を つかさ どる 。

（ 医薬産 業振 興・ 医療情 報企 画課 の所掌 事務 ）
第三十 八条 医 薬産 業振興 ・医 療情 報企画 課は 、次 に掲げ る事 務を
つ かさど る。
一 医薬産 業の 振興 に関す る総 合的 な企 画及び 立案 並び に調整 に
関 する こと。
二 保健 医療に 関す る情 報の保 護及 び利 用並び に保 健医 療に 関す
る 情報 の処 理に係 る体 制の 整備に 関す る総 合的な 企画 及び 立案
並び に調 整に 関する こと 。
三 医 療技 術の 評価に 関す る総 合的な 企画 及び 立案並 びに 調整 に
関す るこ と（ 他局 の所掌 に属 する ものを 除く 。） 。
四 医 薬品 、医 薬部外 品、 医療 機器 その他 衛生 用品 及び再 生医 療
等 製品の 生産 、流 通及び 消費 の増 進、 改善及 び調 整に 関する こ
と（ 他局及 び研 究開 発政策 課の 所掌 に属す るも のを 除く 。）。
五 医 薬品、 医薬 部外 品、医 療機 器そ の他衛 生用 品及 び再 生医療
等製 品の 製造販 売業 、製 造業、 販売 業、 貸与業 及び 修理 業の発
達 、改 善及 び調整 に関 する こと（ 研究 開発 政策課 の所 掌に 属す
るも のを 除く。 ）。
六 ・七 （ 略）

（ 研究 開発振 興課 の所 掌事務 ）
第三 十九条 研 究開 発振 興課は 、次 に掲 げる事 務を つか さどる 。
一 医 薬品、 医薬 部外 品、 化粧品 、医 療機 器その 他衛 生用 品及び
再生 医療 等製品 の研 究及 び開発 に関 する こと （医薬 ・生 活衛 生
局 の所 掌に 属する もの を除 く。） 。

（ 新設）

（ 新設 ）

（ 新設 ）

（研究 開発 政策 課の所 掌事 務）
第 三十九 条 研究 開発政 策課 は、 次に掲 げる 事務 をつか さど る。
一 医薬品 、医 薬部 外品、 化粧 品、 医療機 器そ の他 衛生用 品及 び
再 生医 療等製 品の 研究 及び開 発に 関す ること （医 薬・ 生活衛 生
局及 び参事 官の 所掌 に属 するも のを 除く 。）。

- 3 -

二 再 生医療 等の 安全 性の確 保等 に関 する法 律（ 平成 二十五 年法
律第 八十 五号） 第二 条第 一項に 規定 する 再生医 療等 に関 するこ
と （他 局並び に他 課及 び参 事官の 所掌 に属 するも のを 除く 。）
。
三 ～五 （ 略）
（削 る）
（ 削る）
（ 削る）
（ 削る ）

（参 事官 の職 務）
第 三十 九条 の二 参事 官は 、命 を受け て第 一号 に掲げ る事 務を 分掌
し、 並び に第 二号 及び第 三号 に掲 げる事 務を つか さどる 。
一 医 薬品 、医 療機器 その 他衛 生用 品及び 再生 医療 等製品 のう ち
特 に重要 なも のの 研究及 び開 発の 支援 に関す るこ と。
二 保健医 療に 関す る情報 の保 護及 び利用 並び に保 健医 療に関 す
る 情報 の処理 に係 る体 制の整 備に 関す る政策 の企 画及 び立 案並
びに 推進 に関す るこ と。
三 医 療技 術の評 価に 関す ること （他 局の 所掌に 属す るも のを除
く。 ）。
（健 康局 に置 く課等 ）
第四十 条 健康 局に、 次の 五課 及び参 事官 一人 を置 く。
総 務課
健康 課
が ん・ 疾病対 策課
結核 感染症 課

二 再生 医療等 の安 全性 の確 保等に 関す る法 律（平 成二 十五 年法
律 第八 十五 号）第 二条 第一 項に規 定す る再 生医 療等に 関す るこ
と（ 他局 及び 他課の 所掌 に属 するも のを 除く 。） 。

三 ～五 （略 ）
六 保健医 療に 関す る情報 の処 理に 係る体 制の 整備 に関す るこ と
。
七 医療技 術の 評価 に関 するこ と（ 他局 の所掌 に属 する ものを 除
く。） 。
八 国立 高度専 門医 療研 究セン ター の組 織及 び運営 一般 に関 する
こと 。
九 国立 高度 専門医 療研 究セ ンター の職 員に 貸与す る宿 舎に 関す
るこ と。

（ 新設）

（健 康局に 置く 課）
第 四十 条 健 康局 に、 次の五 課を 置く 。
総務 課
健 康課
がん ・疾 病対策 課
結 核感 染症 課
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難 病対 策課

（ 略）

（ 健康 課の所 掌事 務）
第四 十二 条 健 康課 は、 次に 掲げる 事務 をつ かさど る。
一 ～三 （ 略）
（削 る）
（削る ）
四～六
（結 核感染 症課 の所 掌事務 ）
第 四十 四条 結核 感染 症課は 、次 に掲 げる 事務を つか さど る。
一 エイ ズ、結 核そ の他 の感染 症の 発生 及びま ん延 の防 止並 びに
感 染症 の患 者に対 する 医療 に関す るこ と（ 他局並 びに 総務 課及
び参 事官 の所 掌に属 する もの を除く 。） 。
二 ・三 （ 略）

削除

（参事 官の 職務 ）
第 四十六 条 参事 官は、 次に 掲げ る事 務をつ かさ どる 。
一 予防接 種の 実施 に関す るこ と。
二 生 物学的 製剤 （ワ クチン に限 る。 ）の生 産及 び流 通の 増進、
改善 及び 調整に 関す るこ と。
第四 十七 条及び 第四 十八 条

（調 整第 二課 の所掌 事務 ）
第百六 十二 条 調整第 二課 は、 特別の 法律 によ り特 別の設 立行 為を
も って設 立さ れた 法人（ 独立 行政 法人通 則法 第二 条第四 項に 規定
する 行政執 行法 人を 除く。 ）及 び日 本国有 鉄道 改革 法（昭 和六 十
一 年法 律第八 十七 号） 第十一 条第 一項 の規定 によ り指 定され た法
人の 行う事 業に 関す る労 働争議 の実 情調 査並び にあ っせ ん、調 停

難病 対策 課

（健 康課 の所 掌事務 ）
第四十 二条 健 康課は 、次 に掲 げる事 務を つか さどる 。
一 ～三 （略 ）
四 予防接 種の 実施 に関す るこ と。
五 生物 学的 製剤 （ワ クチン に限 る。 ）の生 産及 び流 通の増 進、
改 善及び 調整 に関 するこ と。
六 ～八 （略 ）

削除

（ 結核 感染 症課の 所掌 事務 ）
第四 十四 条 結核感 染症 課は 、次に 掲げ る事 務をつ かさ どる 。
一 エ イズ 、結 核その 他の 感染 症の発 生及 びま ん延の 防止 並び に
感染 症の 患者 に対 する医 療に 関す ること （他 局並 びに総 務課 及
び健康 課の 所掌 に属す るも のを 除く 。）。
二 ・三 （略 ）

第四 十六 条から 第四 十八 条まで

（調 整第二 課の 所掌 事務）
第 百六 十二条 調 整第 二課は 、特 別の 法律に より 特別 の設立 行為 を
もっ て設立 され た法 人（ 独立行 政法 人通 則法（ 平成 十一 年法律 第
百 三号 ）第二 条第 四項 に規 定する 行政 執行 法人を 除く 。） 及び日
本国 有鉄 道改革 法（ 昭和 六十一 年法 律第 八十 七号） 第十 一条 第一
項 の規 定に より指 定さ れた 法人の 行う 事業 に関 する労 働争 議の 実

- 5 -

及 び仲 裁に関 する 事務 （総務 課の 所掌 に属す るも のを 除く。 ）を
つか さど る。

情調 査並 びにあ っせ ん、 調停 及び仲 裁に 関す る事務 （総 務課 の所
掌 に属 する ものを 除く 。） をつか さど る。
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○

正

案

厚 生年金 保険 法施 行令（ 昭和 二十 九年政 令第 百十 号）（ 抄）

改
（運用 職員 の範 囲）
第三条 の十 六 法第七 十九 条の 十の政 令で 定め る者は 、次 の各 号に
掲 げる国 の行 政機 関（国 家行 政組 織法（ 昭和 二十 三年法 律第 百二
十号） 第一 条に 規定 する国 の行 政機 関をい う。 ）の 職員で あつ て
当 該各号 に定 める もの とする 。
一 厚生労 働省 事 務次官 、厚 生労 働審 議官、 官房 長、 厚生労 働
省 組織 令（平 成十 二年 政令第 二百 五十 二号 ）第十 八条 第二 項に
規定 する 総括審 議官 （厚 生労働 省令 で定 める者 に限 る。 ）、 同
条 第十 一項 に規定 する 審議 官（厚 生労 働省 令で定 める 者に 限る
。） 、大 臣官 房総務 課長 、年 金局長 、年 金局 総務課 長、 資金 運
用 課長 及び 数理 課長そ の他 法第 七十九 条の 二に 規定す る積 立金
の運 用に 係る 行政 事務に 従事 する 職員で あつ て厚 生労働 大臣 が
指定す るも の
二 ～四 （略 ）

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

（ 運用 職員 の範 囲）
第 三条の 十六 法 第七 十九条 の十 の政 令で定 める 者は 、次の 各号 に
掲げ る国の 行政 機関 （国 家行政 組織 法（ 昭和二 十三 年法 律第百 二
十 号） 第一条 に規 定す る国の 行政 機関 をい う。） の職 員で あつて
当該 各号 に定め るも のと する。
一 厚 生労 働省 事務 次官 、厚生 労働 審議 官、官 房長 、厚 生労 働
省組 織令 （平 成十二 年政 令第 二百五 十二 号） 第十八 条第 二項 に
規 定す る総 括審 議官（ 厚生 労働 省令で 定め る者 に限る 。） 、同
条第 十項 に規 定す る審議 官（ 厚生 労働省 令で 定め る者に 限る 。
）、大 臣官 房総 務課長 、年 金局 長、 年金局 総務 課長 、資金 運用
課 長及び 数理 課長 その他 法第 七十 九条 の二に 規定 する 積立金 の
運用 に係る 行政 事務 に従事 する 職員 であつ て厚 生労 働大 臣が指
定 する もの
二～ 四 （略）
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○

正

案

国 民年金 法施 行令 （昭和 三十 四年 政令第 百八 十四 号）（ 抄）

改
（運 用職 員の 範囲）
第六条 の四 の二 法第 七十 七条 の政令 で定 める 職員は 、次 に掲 げる
者 とする 。
一 事 務次 官、 厚生 労働審 議官 、官 房長、 厚生 労働 省組織 令（ 平
成 十二年 政令 第二 百五 十二号 ）第 十八 条第二 項に 規定 する総 括
審議 官（厚 生労 働省 令で定 める 者に 限る 。）、 同条 第十 一項に
規 定す る審議 官（ 厚生 労働省 令で 定め る者 に限る 。） 、大 臣官
房総 務課 長、年 金局 長並 びに年 金局 総務 課長、 資金 運用 課長 及
び 数理 課長
（略 ）
二

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

（運 用職員 の範 囲）
第 六条の 四の 二 法第 七十七 条の 政令 で定め る職 員は 、次に 掲げ る
者と する。
一 事 務次官 、厚 生労 働審議 官、 官房 長、 厚生労 働省 組織 令（平
成十 二年 政令第 二百 五十 二号） 第十 八条 第二 項に規 定す る総 括
審 議官 （厚 生労働 省令 で定 める者 に限 る。 ）、同 条第 十項 に規
定す る審 議官 （厚生 労働 省令 で定め る者 に限 る。） 、大 臣官 房
総 務課 長、 年金 局長並 びに 年金 局総務 課長 、資 金運用 課長 及び
数理 課長
（ 略）
二
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○

正

案

厚 生科学 審議 会令 （平成 十二 年政 令第二 百八 十三 号）（ 抄）

改
（庶 務）
第九条 審 議会 の庶務 は、 厚生 労働省 大臣 官房 厚生科 学課 にお いて
総 括し、 及び 処理 する。 ただ し、 予防接 種・ ワク チン分 科会 に係
るもの につ いて は厚 生労働 省健 康局 参事官 にお いて 、生活 衛生 適
正 化分科 会に 係る もの につい ては 厚生 労働省 医薬 ・生 活衛生 局生
活衛 生課に おい て処 理する 。

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

（庶 務）
第 九条 審議 会の 庶務 は、厚 生労 働省 大臣官 房厚 生科 学課に おい て
総括 し、及 び処 理す る。 ただし 、予 防接 種・ワ クチ ン分 科会に 係
る もの につい ては 厚生 労働省 健康 局健 康課 におい て、 生活 衛生適
正化 分科 会に係 るも のに ついて は厚 生労 働省 医薬・ 生活 衛生 局生
活 衛生 課に おいて 処理 する 。
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○

正

案

疾 病・障 害認 定審 査会令 （平 成十 二年政 令第 二百 八十七 号） （抄 ）

改
（庶 務）
第九条 審 査会 の庶務 は、 厚生 労働省 健康 局総 務課に おい て総 括し
、 及び処 理す る。 ただし 、感 染症 ・予防 接種 審査 分科会 に係 るも
のにつ いて は厚 生労 働省健 康局 結核 感染症 課及 び参 事官に おい て
、 身体障 害認 定分 科会 に係る もの につ いては 厚生 労働 省社会 ・援
護局 障害保 健福 祉部 企画課 にお いて 処理 する。

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

（庶 務）
第 九条 審査 会の 庶務 は、厚 生労 働省 健康局 総務 課に おいて 総括 し
、及 び処理 する 。た だし 、感染 症・ 予防 接種審 査分 科会 に係る も
の につ いては 厚生 労働 省健康 局健 康課 及び 結核感 染症 課に おいて
、身 体障 害認定 分科 会に 係るも のに つい ては 厚生労 働省 社会 ・援
護 局障 害保 健福祉 部企 画課 におい て処 理す る。
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○

正

案

厚 生労働 省国 立研 究開発 法人 審議 会令（ 平成 二十 七年政 令第 百九 十四 号） （抄）

改

現

（傍 線部 分は改 正部 分）

行

２

（委 員等の 任命 ）
第 二条 委員 及び 臨時 委員は 、学 識経 験のあ る者 （そ の者が 外国 人
（日 本の国 籍を 有し ない 者をい う。 以下 同じ。 ）で ある 場合に あ
っ ては 、研究 開発 （独 立行政 法人 通則 法（ 平成十 一年 法律 第百三
号。 第八 条にお いて 「通 則法」 とい う。 ）第 二条第 三項 に規 定す
る 研究 開発 をいう 。次 項に おいて 同じ 。） に関し て高 い識 見を 有
する 者） のう ちから 、厚 生労 働大臣 が任 命す る。
（ 略）

２

（委 員等 の任 命）
第二条 委 員及 び臨時 委員 は、 学識経 験の ある 者（そ の者 が外 国人
（ 日本の 国籍 を有 しない 者を いう 。以下 同じ 。） である 場合 にあ
っては 、研 究開 発（ 独立行 政法 人通 則法（ 平成 十一 年法律 第百 三
号 ）第二 条第 三項 に規 定する 研究 開発 をいう 。次 項に おいて 同じ
。） に関し て高 い識 見を有 する 者） のう ちから 、厚 生労 働大臣 が
任 命す る。
（略 ）
（庶 務）
第 八条 審 議会 の庶務 は、 厚生 労働省 大臣 官房 厚生科 学課 にお いて
処理 する 。

（庶務 ）
第 八条 審議 会の 庶務は 、厚 生労 働省 大臣官 房厚 生科 学課に おい て
総括 し、及 び処 理す る。た だし 、通 則法第 三十 五条 の四 第四項 、
第三十 五条 の六 第六項 及び 第三 十五 条の七 第二 項の 規定に より 厚
生 労働大 臣が 諮問 する事 項（ 国立 研究 開発法 人国 立が ん研究 セン
ター 、国立 研究 開発 法人国 立循 環器 病研究 セン ター 、国 立研究 開
発 法人 国立精 神・ 神経 医療研 究セ ンタ ー、国 立研 究開 発法 人国立
国際 医療 研究セ ンタ ー、 国立研 究開 発法 人国立 成育 医療 研究セ ン
タ ー及 び国 立研究 開発 法人 国立長 寿医 療研 究セン ター に関 するも
のに 限る 。）に 係る もの につ いては 、厚 生労 働省医 政局 研究 開発
振 興課 にお いて処 理す る。
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