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【法 1条】目的他 

 

【法 1条】（目的）平成 25年 9月 30日まで 

健康保険は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその

被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安

定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

                ↓ 

【法 1条】（目的）改正 平成 25年 10月 1日 

健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害（労働者災害補償保険法第 7 条第

1 項第 1 号に規定する業務災害をいう）以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関し

て保険給付を行い、もって国民の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

※労働者災害補償保険法第 7条第 1項  

第７条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。  

1．労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡（以下「業務災害」という。）に関する

保険給付 

 

解説≫ 

従来の目的条文では、単に「業務外」としていたところを、「労働者又はその被扶養者

の業務災害（労働者災害補償保険法第 7条第 1項第 1号に規定する業務災害をいう）以

外」というように改正になっています。 

今回の改正で「業務外」から「労災による業務災害以外」となり、明確に労災で業務

上と認定されなかった傷病に関して健康保険法の保険給付の対象とする事になりまし

た。 

法改正の背景としては、シルバー人材センターの会員（請負のため、雇用関係がなく労

災が認定されない。）の業務上の傷病に関して労災からも健康保険からも保険が適用され

ないという法律上の不備を埋め合わせる形での改正になります。 

また、従来は「被扶養者」という表現がなかったわけですが、法律制定当時（大正 11年）

は被扶養者が働くという概念がなかったためです。 
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□ 健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、

その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度

と併せて 5年ごとに検討が加えられることになっている。 

（× H21 ★） 

⇒「常に」 

【法 2条】基本的理念 

 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんが

み、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保

険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方

に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内

容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実

施されなければならない。 

 

 

□ 政府は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号）の施行後 5年

を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の高齢者の

医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることになっている。 

（○ H21 ★） 
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□ 健康保険法は、大正 11 年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関

する法である。 

（× H21 ★★） 

⇒「昭和 2年に施行された」 

解説≫ 

大正 11年だけに目が行ってしまうと、落し穴にはまってしまう問題です。 

沿革に関しては、制定（法律ができた時期）と施行（法律の効力が発生する時期）の見

極めが必要です。 

その他の健康保険関係の沿革（主なもの） 

●昭和 13年⇒国民健康保険法（旧法）制定 

●昭和 14年⇒船員保険法 

●昭和 33年⇒国民健康保険法（新法）制定 （昭和 34年施行） 

●昭和 36年⇒国民皆保険体制の達成 

●昭和 57年⇒老人保健法の制定（昭和 58年施行） 

●昭和 59年⇒健康保険法の改正 

・一部負担金の見直し 

・高額療養費世帯合算制の導入 

・退職者医療制度の創設 

●平成 6年⇒健康保険法改正 

・訪問介護療養費、入院時食事療養費、出産育児一時金の創設 

●平成 12年⇒介護保険法の施行 

●平成 15年⇒総報酬制の実施（厚生年金保険法も同様） 

●平成 20年⇒健康保険法改正 

・全国健康保険協会の創設（政官健保から協会健保へ移行） 

●平成 20年⇒高齢者の医療の確保に関する法律（旧老人保健法）の施行 
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□ 健康保険法は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業

務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務外の傷病

として健康保険から給付を行い、最終的に業務上の傷病と認定された場合には、さか

のぼって給付相当額の返還が行われる。 

（× H21 ★★） 

⇒「一応業務災害の取扱いをし、最終的に業務災害でないと認定され、健康保険による

業務災害以外の傷病と認定された場合、さかのぼって健康保険の保険給付が行われる。」 

解説≫ 

未決定期間（業務上の傷病かどうか確認期間）は、労災から給付を行い、業務災害以

外の傷病と認定されたら 

⇒さかのぼって、健康保険の保険給付が支給されます。 
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【法 5条】全国健康保険協会 

 

【法 5条 1項】（全国健康保険協会管掌健康保険） 

 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者（日雇特例被保険者を除

く。）の保険を管掌する。 

 

 

□ 健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合があるが、日雇特例被保険者

の保険の保険者は全国健康保険協会のみである。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

健康保険の保険者は 

●全国健康保険協会（協会けんぽ） 

●健康保険組合 

注）日雇特例被保険者の保険⇒全国健康保険協会のみ 

 

 

□ 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。 

（× H21 ★） 

⇒「及び健康保険組合」を削除すれば正しい。 

横断≫ 

●日雇特例被保険者（健康保険法） 

⇒日雇労働者が、適用事業所に使用されたときに、日雇特例被保険者に 

●日雇労働被保険者（雇用保険法） 

⇒日雇労働者が、居住要件を満たし適用事業に雇用されたときに、日雇労働被保険者に 
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□ 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後

の 5月 31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「当該事業年度開始前までに厚生労働大臣の認可を受けなかればならない。」 

POINT≫【全国健康保険協会の事業計画・決算・業績評価・借入金他】 

●事業計画等 

⇒毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受

けなければならない。 

●決算 

⇒毎事業年度の決算を翌事業年度の 5月 31日までに完結し、完結後 2月以内に厚生労働

大臣に提出して承認を得なければならない。 

提出する財務諸表等は、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査

を受け、それらの意見を付ける必要がある。 

●業績評価 

⇒厚生労働大臣は、毎事業年度ごとの業績について、評価を実施し、遅滞なく協会に通

知し、公表 

●借入金 

⇒厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金は可能 

●資金の運用 

⇒業務上の余裕金の運用は、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしな

ければならない。 

●財産処分 

⇒重要な財産を譲渡し、担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなけ

ればならない。 

 

 

□ 全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応

じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融

機関への金銭信託を行うことは認められていない。 

（× H25 ★★） 

⇒「認められている。」 
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□ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必

要な事項について厚生労働省令で定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協

会の運営委員会に協議しなければならない。 

（× H25 ★★） 

⇒「財務大臣」 

 

 

□ 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、

それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受

け、それらの意見を付けて、決算完結後 1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承

認を得なければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「決算完結後 2か月以内に」 

 

 

□ 全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価

を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これ

を公表しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「全国健康保険協会の理事長」と「厚生労働大臣は」を逆にすれば正しい。 

 

 

□ 全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営

委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚

生労働大臣に協議をしなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「厚生労働大臣の許可を受けて」 

⇒「財務大臣」 

 

 

□ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の

取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収（任意

継続被保険者に係るものを除く。）並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が

行う。 

（○）H22 ★） 
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□ 政府または地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、全国健康保険協会の役員

となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでは

ない。 

（× H22 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 

 

 

□ 全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職

員は理事長が任命する。 

（× H21 ★） 

⇒「理事長、監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の理事は理事長が任命する。」 

POINT≫【全国健康保険協会の役員】 

役職 人数 業務 任命権者 

理事長 1名 協会の代表 厚生労働大臣が任命 

運営委員会の意見聴取 

理事 6人以内 理事長の補佐 理事長が任命 

監事 2人 監査 厚生労働大臣が任命 

・役員の任期⇒原則 3年（補欠は前任者の残任期間） 

 

 

□ 全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行

うことができる。 

（× H24 ★） 

⇒「健康保険組合は」 
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【法 8条】健康保険組合 

 

【法 8条】（健康保険組合） 

 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び 

任意継続被保険者をもって組織する。 

 

 

□ 健康保険組合の理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した

組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員におい

て、それぞれ互選する。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【健康保険組合の役員】 

役職 人数 業務 任命権者 

理事長 1人 組合の代表 「事業主選定組合会議員」である理

事の中から選挙 

理事 偶数 理事長の補佐 「事業主選定組合会議員」 

「組合員互選組合会議員」において 

各同数を互選 

監査 2人 監査 「事業主選定組合会議員」 

「組合員互選組合会議員」から 

各 1名を選挙 

・役員の任期⇒3年を超えない範囲内で規約で定める期間 

・監事は、理事又は健康保険組合の職員との兼職はできない。 

 

 

□ 健康保険組合の監事は、組合会において、設立事務所の事業主の選定した組合会議員

及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙す

ることになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねること

ができる。 

（× H22 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 
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□ 健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響

を受けることのないよう、理事定数の 2倍を超える数にするものとし、その上で、組

合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。 

（○ H23 ★★） 

 

 

□ 健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければなら

ない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合には、次

の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の 4分

の 3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【健康保険組合の合併・分割等】 

●合併・分割 

⇒組合会において、組合会議員の定数の 4分の 3以上の多数により議決 

⇒厚生労働大臣の認可 

●解散 

①組合会議員の定数の 4分の 3以上の多数による組合会の議決 

②健康保険組合の事業の継続の不能 

③厚生労働大臣の解散命令 

⇒厚生労働大臣の認可（③は認可不要） 

●設立事業所の増減 

⇒増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保

険者の 2分の 1以上の同意 

⇒厚生労働大臣の認可不要 

 

解説≫ 

問題文の中にあるキーワードが、分割なのか、解散なのか、増減なのか明確にしながら、

数字等の要件を押さえてください。 
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□ 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の 4分

の 3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。

（× H20 ★） 

⇒「一部について行うことはできない。」 

 

 

□ 健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は

減少に係る適用事業所の事業主の 2分の 1の同意があればその適用事業所に使用され

る被保険者の同意は必要ない。 

（× H20 ★） 

⇒「事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の 2 分の 1 以上の同意が必

要である。」 

 

 

□ 健康保険組合は、①組合会議員の定数の 2分の 1以上の組合会の議決、②健康保険組

合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により

解散する。 

（× H23 ★） 

⇒「4分の 3以上」 

 

 

□ 健康保険組合が解散し消滅した場合、厚生労働大臣が当該健康保険組合の権利義務を

承継し、当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者

に変更することになっている。 

（× H21 ★） 

⇒「全国健康保険協会が」 

 

 

□ 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の 3分

の 2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒「4分の 3以上」 
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□ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができ

ないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済する

ために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始

の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないと

きは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の 4分の 3以上の多数による

議決により、これを減額し、又は免除することができる。 

（× H25 ★） 

⇒「厚生労働大臣の承認を得て」 

解説≫ 

長文に関しては、しっかり論点分けをして、どの論点が問題の本質なのかを「手早く」

見極めることが必要です。 

長文の場合は、 

①論点分け （大半は、接続詞（助詞）の「～が」で区分けすることが可能） 

②数字の正誤（数字を置き換えた問題）を確認 

（数字の置き換えで、明らかに誤りであれば、その時点で解答は終了してもいいほどで

す。） 

③数字に問題がなければ、論点の「結」から確認します。「結」に問題の正誤が隠されて

いるのが大半です。（例外もあるので注意は必要です。） 

 

以上のことから見ていくと、 

前半の論点⇒「健康保険組合が解散する場合に、債務を完済できないときは、事業主に

負担を求める。」これは、正しい。 

後半の論点⇒「事業主が費用を負担できない場合は、その債務を組合会の議員の決議で

減額、免除することができる。」 

これはおかしい。そもそも身内で負債を減額とか免除とかを決めること自体あり得ない

ことなので誤りになります。 

当該事業主が当該費用を負担することができないときは、 

⇒「健康保険組合は厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することがで

きる。」ということになります。 

 

（平成 25年 4月健康保険組合連合会資料） 

●25 年 4 月 1 日現在の組合数は 1,420 組合で、15 組合減少した（新設 7、解散 8、合

併消滅 14） 

●被保険者数は 1,558 万 8,995 人で、前年度に比べ約 3 万人減少 

●8割が赤字状態 
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□ 健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとす

るときは、組合会において組合会議員の定数の 3分の 2以上の多数により議決しなけ

ればならない。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日

の属する年度の翌年度を初年度とする 3 ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

（○ H17 ★） 

【法 28条】指定健康保険組合による健全化計画の作成 

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当す

るものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの（以下「指定健康保険組合」という。）は、

政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画（「健全化計画」）を定め、

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。 

 

 

POINT≫○○健康保険組合 

●指定健康保険組合 

⇒財政の状況が悪い組合。 

●特定健康保険組合 

⇒財政が安定した組合。特定退職被保険者の制度が可能 

●承認健康保険組合 

⇒組合独自で介護保険料を定率ではなく定額とすることが可能に 

 

 

□ 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険

組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の

2分の 1以上の多数により議決しなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「3分の 2以上」 
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□ 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会（以下本問

において「連合会」という。）を設立することができる。連合会を設立しようとする

ときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立

の認可を受けた時に成立する。 

（○ H22 ★） 
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健康保険組合の財務等 

 

□ 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

（○ H18 ★） 

POINT≫【健康保険組合の財務】 

●予算の届出 

⇒毎年度、収入支出の予算を作成し、年度の開始前に、厚生労働大臣に届出 

●出納の期限 

・収入金の収納・・・翌年度の 5月 31日 

・支出金の支払い・・・翌年度の 4月 30日限り 

●組合債 

組合債を起こし、又はその方法、利率・償還の方法を変更する場合 

⇒厚生労働大臣の認可 

（軽微な変更の場合⇒厚生労働大臣に届出） 

●財産の処分 

重要な財産を処分しようとするとき 

⇒厚生労働大臣の許可 

●報告書の提出 

⇒毎年度終了後 6か月以内に、事業・決算に関する報告書を作成し、 

厚生労働大臣に提出 

 

 

□ 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度 3 月 31 日、支出金を支払うの

は翌年度の 4月 30日限りとする。 

（× H22 ★） 

⇒「翌年度の 5月 31日」 

解説≫ 

設問の論点は、時期が正しいのかどうかで、知らなければ手も足も出ない問題です。 

ここは覚えるだけです。 
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□ 健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の 3ヵ年度

内において行った保険給付に要した費用の額の 1 年度当たりの平均額の 12 分の 1 に

相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならな

い。 

（× H17 ★★） 

⇒「直前の 2事業年度内」 

 

 

□ 健康保険組合が組合債の利率を引き下げる場合は、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に

届け出なければならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使

用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、

当該会計年度内に返還しなければならない。 

（○ H21 ★★） 
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□ 保険者の届出等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 A

から Eまでのうちどれか。 

（Aが正しい。H24 ★） 

(ア)全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞

なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。（○） 

 

 

(イ)健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生

労働大臣の認可を受けなければならない。（×） 

⇒「全国健康保険協会は」 

⇒「毎事業年度」 

解説≫ 

健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

●協会けんぽ（全国健康保険組合）⇒厚生労働大臣の認可 

●健康保険組合⇒厚生労働大臣に届出 

 

 

(ウ)全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供し

たときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。（×） 

⇒「厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」 

 

 

(エ)健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、

厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。（×） 

⇒「届け出なければならない。」（認可までは必要としていない。） 

 

 

(オ)健康保険組合は、毎年度終了後 6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、

事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。（○） 

 

(A)（アとオ） (B)（イとエ） (C)（イとウ） (D)（ウとエ） (E)（ウとオ） 
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保険医療機関等 

 

□ 保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退する

ことができる。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 保険医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、

医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。

（○ H20 ★★） 

【法 65条】（保健医療機関又は保険局の指定） 

①厚生労働大臣の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の

開設者の申請により行う。 

②前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるとき

は、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。 

 

 

解説≫ 

●「病床の種類」 

⇒療養病床（長期に渡り入院が必要な患者用）、精神病床、感染病床、一般病床等があり、

病床の種類ごとに看護師等の人員配置が決められ基準を満たす必要があります。 

●「病院」⇒医療法の規定により入院用ベッド数が 20以上あるもの 

●「診療所」⇒医療法の規定により入院用のベッド数が 19以下のもの 

 

 

□ 保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診

療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設

者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日

までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく 6か月以上の

期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引

き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。 

（× H22 ★） 

⇒「3か月以上」 
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□ 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当

該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他

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、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定

をしないことができる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該

開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日

前 6か月から 3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機関の指定の申

出があったものとみなされる。 

（× H16 ★★） 

⇒「診療所（病床を有する診療所を除く。）で」 

⇒「申請の申出があったものともなされる。」 

解説≫ 

有効期間の自動更新の内容です。 

自動更新が可能なのは、 

・個人開業医（個人薬局） 

・診療所（病床を有する診療所を除く。） 

の場合に 

⇒有効期間の期限日前 6月から同日前 3月の間に別段の申出がなければ 

⇒自動更新になります。 

 

設問では、「開設者である保険医のみが診療に従事」ということは、個人開業医に該当し

ます。 

ただし、設問では「病院」となっており、病院は病床を有するので誤りになります。 
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□ 保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して 3年を経過したときは、

指定の効力を失うが、保険医療機関（病院または病床のある診療所を除く。）または

保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前

6か月から同日前 3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があった

ものとみなされる。 

（× H22 ★） 

⇒「6年」 

  

 

□ 診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事してい

る場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。

（× H20 ★★） 

⇒「当該医師について保険医の登録があった場合に」 

解説≫ 

個人開業医（個人薬局）については、事務手続きの簡素化を図るために、保険医また

は保険薬剤師の登録があれば、重ねて保険医療機関等の指定手続きをする必要はありま

せん。 

流れでみると、「医師の登録⇒機関の指定（みなし）」ということになります。 

 

 

□ 健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診

療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はな

い。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局と

しての指定を受ける必要がある。 

（○ H20 ★★） 

解説≫ 

 組合直営病院に関しての設問です。組合員に対してのみ診療をし、原則、組合員から

は一部負担金を徴収しません。 

設問のように、組合員でない被保険者等の診療を行うためには「保険医療機関等」とし

て指定を受ける必要があります。 

「その他の被保険者の」という表現が理解しにくいところですが、組合員以外の外部の

人というイメージです。 
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□ 健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給

付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のた

めに開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うこ

とができない。 

（× H22 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 

 

 

□ 保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保

険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なけ

ればならない。 

（× H16 ★） 

⇒「ことはできない。」 

 

 

□ 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにそ

の旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届出なければならない。

（○ H16 ★） 

 

 

□ 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の

日から 3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結

の日から 5年間保存しなければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の

日から 3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結

の日から 5年間となっている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

1つ上の平成 22年の問題とほとんど同じです。どちらか 1つだけを残して、あとは消

去し、読み込む分量を減らしてください。 
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□ 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、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高

齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、

その取消された日から 10 年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と

認められるときは、登録されない。 

（× H19 ★） 

⇒「5年間」 

 

 

□ 保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退す

ることができ、またその登録の抹消を求めることができる。 

（× H22 ★） 

⇒「保険医又は保険薬剤師は、1か月以上」 

 

 

□ 保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後 5年間は再登録を行

わないものとされているが、離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指

定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師（その登録取消しにより、当

該地域が無医地域等となるものに限る。）その他地域医療の確保を図るために再登録

をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないこ

とができる。 

（× H22 ★★） 

⇒「取消し後 2年未満で再登録を認めることができる。」 

解説≫ 

（原則） 

⇒保険医等の登録の取消が行われた場合⇒取消後 5年間は再登録はできません。 

（例外） 

⇒保険医等の登録の取消後 2年未満で再登録を認めることができる場合 

・離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域 

・山村振興法の規定により振興山村として指定された山村 

・過疎地域活性化特別措置法に規定する過疎地域 
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□ 指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を

行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、そ

の申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を

受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく 2か月間にわたり、その処

分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納している

ときは、厚生労働大臣は指定してはならない。 

（× H23 ★） 

⇒「3か月間」 

⇒「社会保険料のすべてを」 

 

 

□ 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるとこ

ろにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【諮問】 

中央社会保険医療協議会 地方社会保険医療協議会 

①責務 

②評価療養、選定療養の内容 

③療養の給付に要する費用の額 

指定・登録又は取消しの際に諮問 

●保険医療機関等の指定、登録、取り消しの諮問に関しては 

⇒地方社会保険医療協議会 

それ以外は、すべて中央社会保険医療協議会 

 

 

 

 

□ 厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要

があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険

料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資

料の提供を求めることができる。 

（○ H21 ★） 
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□ 保険医療機関の指定・指定取消、保険医の登録・登録取消に係る厚生労働大臣の権限、

保険医療機関等の指導、質問・検査・報告等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生

局長又は地方厚生支局長に委任されている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

厚生労働大臣の権限は 

⇒地方厚生局長に委任 

地方厚生局長に委任された権限は 

⇒地方厚生支局長に委任 

 

 

□ 保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬支払基金又は国民健

康保険団体連合会に委託することができる。 

（○ H19 ★） 
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【法 3条 3項】強制適用事業所等 

 

□ 健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となり

うるが、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設は

強制適用事業所となりえない。 

（× H17 ★） 

⇒「となりえる。」 

 

 

□ 健康保険法では常時 5 人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としてい

るが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されて

いる者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除か

れる。 

（× H24 ★） 

⇒「も含まれる。」 

 

 

□ 初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から 10 日以内に新規の適

用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により

適用事業所に該当しなくなったとき（任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除

く。）の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。 

（× H24 ★） 

⇒「5日以内」 

解説≫  

事業主が行う届出に関しての出題です。大半が 5日以内です。それ以外は 

⇒7月 10日 

・報酬月額の届け出 

⇒速やかに 

・報酬月額の変更届 

・育児休業等を終了した際の報酬月額変更届出 

⇒遅滞なく 

・被保険者の氏名変更届 

⇒あらかじめ 

・事業主の代理人選任の届出 
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□ 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなっ

たときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届

事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又

は健康保険組合に提出しなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「5日以内に」 

 

 

□ 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から

5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資

格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。 

（× H22 ★） 

⇒③に関しては、「速やかに」 

 

 

□ 適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定 16 業種の事業

所であって、常時 5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体また

は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用

事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事

業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該

事業所に使用される者（被保険者となるべき者に限る。）の 3 分の 1 以上の同意を得

て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「2分の 1以上の同意」 

解説≫ 

前半の論点は、強制適用事業所の定義。 

後半の論点は、任意適用事業所の定義になります。 

●強制適用事業所 

①法定 16業種に該当する事業の事業所で、常時 5人以上の従業員を使用するもの 

（「常時 5人以上」の算定には、適用除外者も含めます。） 

②国、地方公共団体、法人の事業所で、常時従業員を使用するもの 

●任意適用事業所 

①適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になる

ことが可能 

要件・・・被保険者となるべき者の 2分の 1以上の同意 
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□ 常時 10 人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とは

ならないが、常時 3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強

制適用事業所となる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

前半の個人経営の飲食店は、非適用業種に該当します。 

非適用業種は大きく 4つあり、人数に係わりなく任意適用になります。 

（ただし、法人であれば、強制適用） 

①第一次産業・・・農林、水産、畜産業 

②サービス業・・・旅館、料理店、理容業 

③法務業・・・弁護士事務所、社労士事務所 

④宗教業・・・神社 

後半の論点に関して、設問の中に「法人」とあるので、人数にかかわらず強制適用にな

ります。 

具体例） 

・法人格の美容室で従業員 2名⇒強制適用事業 

・従業員 100名を抱える個人経営の美容室⇒任意適用事業所 

 

 

□ 従業員が 15 人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の 2分の 1 以上が希望

した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。 

（× H24 ★） 

⇒「事業主に適用事業所とする義務は生じない。」 

横断≫【労災保険及び雇用保険の暫定任意適用事業】 

（労災） 

⇒労働者の過半数が希望する時⇒事業主は加入の申請をしなければならない。 

（雇用） 

⇒労働者の 2分の 1以上が希望する時⇒事業主は加入の申請をしなければならない。 

上記に違反した場合は、6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 
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□ 日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事

業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚

書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は

武官ではない外国人（当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。）も同

様とする。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けよう

とするときは、被保険者となるべき従業員の 2分の 1以上の同意を得たことを証する

書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「特段、手続きはない。」 

解説≫ 

擬制的任意適用の内容です。強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その

事業所について任意加入の認可があったものとみなすので、手続きは不要です。 

 

 

□ 任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は申請

書に、被保険者の 4分の 3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金

機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。 

（○ H17 ★） 

POINT≫ 

●任意適用事業所の認可 

⇒事業所に使用される（被保険者となるべき者限定）の 2分の 1以上の同意 

●任意適用事業所の取消し 

⇒事業所に使用される（被保険者となるべき者限定）の 4分の 3以上の同意 

 

 

□ 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者（被保険者である者に限る。）

の 2分の 1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業

所でなくすることができる。 

（× H21 ★） 

⇒「4分の 3以上の同意」 
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□ 二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認を受

けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であっても、一括適用と

なっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤した

ときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。 

（× H17 ★） 

⇒「被保険者資格の取得・喪失の手続きは不要である。」 
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【法 3条 1項】被保険者等 

 

□ 短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者

の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきもので

あるが、この場合、1日又は 1週間の所定労働時間及び 1か月の所定労働日数が、当

該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働

日数のおおむね 2分の 1以上である就労者については、原則として被保険者として取

り扱うものである。 

（× H25 ★） 

⇒「4分の 3以上」 

 

 

□ 船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることが

できない。 

（× H18 ★） 

⇒「及び疾病任意継続被保険者」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができます。 
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□ 臨時に使用される者であって、5 週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、

5 週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5 週間を超えたときから一般被保

険者となる。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【適用除外】 

適用除外 例外 

船員保険の被保険者 疾病任意継続被保険者 

臨時に使用される者で 

①日々雇い入れられる者 

②2月以内の期限を定めて使用される者 

①1月を超えて引き続き使用されるに至っ

たときは、 

⇒その日から被保険者 

②所定の期間を超えて引き続き使用され

るに至ったときは、 

⇒その日から被保険者 

季節的業務に使用される者 

（造り酒屋の杜氏などのように季節によ

って行われる業務） 

当初から継続して 4 月を超える予定で使

用される者 

⇒当初から被保険者 

臨時的事業の事務所に使用される者 

（博覧会などの継続される見込みのない

事業） 

当初から継続して 6 月を超える予定で使

用される者 

⇒当初から被保険者 

所在地の一定しない事業所に使用される者（サーカス等の巡回興行） 

⇒被保険者にならない。 

国民健康保険組合の事業所に使用される者 

⇒国民健康保険組合の被保険者になります。 

後期高齢者医療の被保険者等 

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 

 

 

 

 

□ 本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に

使用される者は、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。

（○ H23 ★） 
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□ 60 日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き 60

日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、

61日目から被保険者の資格を取得する。 

（○ H22 ★ ） 

解説≫ 

設問は、臨時に使用される者（2月以内の期間を定めて使用される者）に該当します。 

60日間は健康保険の被保険者になることはできませんが、60日を超えた日から被保険者

の資格を取得します。 

 

 

□ 臨時的事業の事業所に 4月間使用される予定の者が、業務の都合により 4月を超えて

使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「4月を超えた日から被保険者となることはできない。」 

解説≫ 

設問の 4月間使用される予定の者が、業務の都合により 6月を超えて使用されるに至

った場合でも被保険者にはなれません。 

あくまで、当初から継続して 6 月を超える予定で使用される場合に、当初から被保険者

ということです。 

 

 

□ 季節的業務に使用される者が、当初 4か月未満使用される予定であったが、業務の都

合により、継続して 4か月以上使用されることとなった場合には、そのときから被保

険者となる。 

（× H25 ★） 

⇒「被保険者となることはない。 

解説≫ 

季節的業務に使用される者は、当初から 4か月を超える予定で使用される場合に、 

初めから被保険者になります。 

季節的業務であっても、4 か月以内の場合や業務の都合で 4 か月を超えるようなことが

あっても被保険者にはなりません。 

 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 34 

 

□ 日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となること

ができない。 

（× H18 ★） 

⇒「被保険者になる。」 

解説≫ 

設問の中に「法人」とあれば、人数や業種に関係なく、強制適用になります。合わせ

て、健康保険の被保険者の要件に国籍要件はないので誤りになります。 

 

 

□ 法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、法人

から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。 

（× H17 ★） 

⇒「法人に使用される者であり、法人から報酬を受けている場合には、被保険者として

取り扱われる。」 

 

 

□ 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用さ

れる者としての被保険者の資格はない。 

（× H22 ★） 

⇒「事業主ではないが」 

⇒「被保険者の資格を取得する。」 

 

 

□ 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健

康保険の被保険者となることはない。 

（× H20 ★） 

⇒「被保険者となる。」 

解説≫ 

共済組合の組合員に関しての位置づけは、健康保険の被保険者になります。ただし、

健康保険から保険給付は行われない（共済からの給付になります）ので、保険料も徴収

されません。 
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□ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 65歳以上 75歳未満の健康保険の被

保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定

める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場

合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者で

はなくなる。 

（○ H20 ★★） 

POINT≫【後期高齢者医療の被保険者とは】⇒健康保険の適用は受けない。 

●後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する 75歳以上の者 

●同区内に住所を有する 65歳以上 75歳未満の者で、一定の障害の状態にある旨の後期

高齢者医療広域連合の認定を受けた者 

 

 

□ 健康保険の被保険者が 75 歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま

後期高齢者医療の被保険者となる。 

（× H20 ★） 

⇒「健康保険の被保険者の資格を喪失し」 

 

 

□ 健康保険法における被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者が含まれている。

（× H21 ★） 

⇒「含まれていない。」 

 

 

□ 被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従

事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又

は使用される者としてのみ被保険者となる。 

（○ H25 ★★） 
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【法 35条、36条】資格取得・喪失 

 

□ 被保険者（日雇特例被保険者を除く。）が同時に 2 以上の事業所に使用される場合に

おいて、保険者が 2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択し

なければならない。その方法は、同時に 2以上の事業所に使用されるに至った日から

10 日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとする

ときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出

することによって行うことになっている。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

設問のケースは、代表取締役社長や取締役が、会社を 2 つ以上経営し多数から報酬を

得ている場合などが想定されます。 

 

 

□ 新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間と

なっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金

額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。 

（× H16 ★） 

⇒「企業に使用されるに至った日から取得する。」 

 

 

□ 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事

業所調査の際に資格取得届出のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼ

って資格取得させるべきものである。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 被保険者（任意継続被保険者を除く。）は、①適用事業所に使用されるに至った日、

②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日

のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用

される者については適用されない。 

(×  H22 ★) 

⇒「使用されるに至った日から適用される。」 
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□ 短時間正社員の健康保険の適用については、①労働契約、就業規則及び給与規定等に、

短時間正社員に係る規定がある、②期間の定めのない労働契約が締結されている、③

給与規定等における、時間当たり基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業

所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、か

つ、就労実態も当該諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等

をもとに判断することとなっている。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

「短時間正社員」とは、平成 19年 12月に仕事と生活の調和推進官民トップ会議が策

定した「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、「短時間正社員制度」が多

様な働き方の一つとしてあげられています。 

具体的には、他の正規型のフルタイムの労働者と比べて、その所定労働時間（所定労働

日数）が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する労働者です。 

 ①期間の定めのない労働契約を締結している者 

 ②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同

種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者 

 

 

□ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き続き再

雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させる

ことができる。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

通達からの出題で、60歳以上の場合には、退職後に継続して再雇用されるものについ

ては、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び

被保険者資格取得届を提出させることは可能です。 

 

 

□ 同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が 1日の空白もなく引き続き再雇

用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60 歳以上の被保険者が、

定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものと

みなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 

（○ H24 ★） 
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□ 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に

派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず、派遣

元事業所の健康保険の適用を受ける。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

労働者派遣法には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の 2つがありま

す。 

設問の特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される者、つまり、

正社員であるので、当然派遣元での適用を受けます。 

 

 

□ 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者

以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大 1

か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約（1か月以上

のものに限る。）が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取

り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

登録型派遣社員の健康保険に関する使用関係の継続の基準に関して、通達からの設問

です。 

同一の派遣元事業主からの派遣であり、派遣先 A社から B社への期間が 1か月以内であ

り、派遣期間が 1か月以上の場合に、使用関係が継続しているとして取り扱います。 

 

 

□ 被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該

当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以

上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事

実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。 

（× H22 ★） 

⇒「その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日から被保険

者の資格を喪失する。」 

解説≫ 

被保険者の資格喪失の時期は、原則「翌日」です。 

ただし、資格喪失に係わる事実があった日に、さらに資格取得事由に該当するに至った

場合は、「その日」に資格を取得します。 
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□ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の

申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用

されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「下記の通り。」 

POINT≫【手続きの時期】 

・被保険者の氏名変更届⇒「速やかに」 

・被保険者の住所変更届⇒「速やかに」 

・任意継続被保険者である場合で適用事業所に使用されるに至った時⇒「遅滞なく」 

 

 

□ 健康保険法施行規則の改正により、平成 14 年 6 月より、一般の被保険者の資格の取

得と喪失に関する届出及び被扶養者に関する届出が、磁気ディスクによってもできる

こととなった。 

（× H16 ★） 

⇒「及び被扶養者に関する届出」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

被扶養者に関する届出を磁気ディスクで行うことはできないので誤りになります。 

 

 

□ 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずるが、任

意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、保険者の確認は行わ

れない。なお、被保険者資格の得喪の確認は、事業主の届出もしくは被保険者又は被

保険者であった者の請求により、又は職権で行う。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪については、本人自らが届出及

び保険料を納付するので、保険者の確認は行われません。 

 

 

□ 被保険者が保険者に届書を 5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の

届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の

届出などがある。 

（× H22 ★） 

⇒「10日以内」 
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□ 被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険

組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認

することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被

保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。 

（× H21 ★） 

⇒「厚生労働大臣」 

 

 

□ 被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関

係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契

約の有無によって判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪

の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており、保

険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。 

（× H22 ★） 

⇒「事実上の使用関係の有無によって判断される。」 

 

 

□ 保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、

その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速や

かに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者

等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、

その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 

（○ H22 ★） 
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□ 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65 歳に達す

ることにより、介護保険第 2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞

なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣（被保険者が任意継続被保険者であると

きは保険者）に届け出なければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「届け出る必要はない。」 

横断≫【介護保険法】 

40歳以上は、介護保険の被保険者になります。 

被保険者は年齢により第 1号被保険者と第 2号被保険者に分かれ、 

・第 1号被保険者 

⇒市町村の区域内に住所を有する 65歳以上  

 ・第 2号被保険者 

⇒市町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の医療保険加入者 

介護サービスを利用するときは、特定疾病により介護が必要であるという認定を受ける

必要があります。 

 

 

□ 被保険者（任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。）は、当該被保険者又は

その被扶養者が介護保険第 2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定

の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出

なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が 65 歳に達したときは、こ

の限りではない。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

「介護保険第 2号被保険者に該当しなくなったとき」とは、 

●転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場

合 

●介護保険施設、特定施設等に入所した場合又は退所した場合 

等があります。 

当然、行政は上記のことは把握できないので、遅滞なく届出が必要になります。 

ただし、65歳に達した場合は、行政は把握しているので届出は不要です。 
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□ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険

法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当

該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該

被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者

資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

健康保険被保険者資格取得届を提出すれば、1 週間から 2 週間後に、事業所に保険証

が届きます。その間に被保険者や被扶養者が通院する必要があれば、 

「被保険者資格証明書」を有効期間を付けてその場（年金事務所）で発行してくれます。 

保険証と同様の効果があります。 
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【法 3条 4項】任意継続被保険者 

 

□ 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内

にしなければならないが、被保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間

を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の

不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。

（○ H25 ★） 

解説≫ 

3つの論点から構成されています。 

・任意継続被保険者の資格取得⇒「被保険者の資格を喪失した日から 20日以内に申出」 

・「正当な理由」があれば、遅れても受理は可能 

・「法律の不知」は、「正当な理由」に該当しない。 

という内容です。 

「正当な理由」とは、天災地変、交通関係のスト等が該当します。 

「法律の不知」とは、簡単にいうと「20日以内に申出をすること自体知らなかった」と

いうことです。 

 

 

□ 被保険者資格喪失の前日まで継続して 2月以上任意包括被保険者であった者が、任意

包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「任意継続被保険者となることはできない。」 

解説≫ 

任意包括被保険者とは、任意適用事業所に使用される被保険者のことで、任意適用事

業所の取り消し（任意包括脱退）があっとことによる被保険者の資格を喪失した者は、

任意継続被保険者になることはできません。 

 

 

□ 任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して 2 

月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の

被保険者となった者をいう。 

（× H16 ★） 

⇒「喪失の日の前日まで継続して 2月以上」 
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□ 任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用

除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の

前日まで継続して 2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日

から 2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者また

は後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければな

らない。 

（× H22 ★） 

⇒「20日以内」 

解説≫ 

任意継続被保険者に関しては、 

・喪失の日の前日まで継続して 2月以上被保険者であった者 

・被保険者資格を喪失した日から 20日以内に申出 

・任意継続被保険者の資格取得日から起算して 2年を経過したときは資格を喪失 

ということで数字の「2」がキーワードになります。 

設問では、20日以内を 2週間以内と置き換えています。 

内容的には、この時点で明らかに誤りですので、本試験ではこの先読む必要はありませ

ん。 

 

 

□ 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から 20 日以内

にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその

納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると

保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となっ

た日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 

（× H19 ★） 

⇒「船員保険の被保険者となった日に」 

 

 

□ 特定健康保険組合の被保険者であった退職者（国民健康保険の退職被保険者になるこ

とができる者）が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、

その申出が受理された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。 

（× H19 ★） 

⇒「受理された日」 
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□ 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して 2年を経過したと

き、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき（納付の遅延に

ついて正当な理由があると保険者が認めたときを除く。）、④被保険者となったとき、

⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときの

いずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。 

（× H22 ★） 

⇒①、②、③は「その翌日」 ④、⑤、⑥は「その日」 

POINT【資格の喪失】 

①任意継続被保険者となった日から起算して 2年を経過したとき（その翌日） 

②死亡したとき（その翌日） 

③保険料を納付期日までに納付しなかったとき（納付の遅延について正当な理由がある

と保険者が認めたときを除く。）（その翌日） 

④被保険者となったとき（その日） 

⑤船員保険の被保険者となったとき（その日） 

⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき（その日） 

 

 

□ 任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を 10 日以内

に保険者に提出しなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「5日以内」 

 

 

□ 特例退職被保険者が保険料（初めて納付すべき保険料を除く。）を、正当な理由がな

く、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

その日の翌日に被保険者資格を喪失します。 

 

 

□ 特例退職被保険者は、保険料（初めて納付すべき保険料を除く。）を納付期限までに

納付しなかったとき（納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを

除く。）は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療

制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。 

（○ H24 ★） 
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□ 特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更

後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。 

（○ H18 ★） 
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【法 3条 7項】被扶養者 

 

【法 3条 7項】（被扶養者） 

 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療

の被保険者等である者は、除く。 

①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。）、子、孫及び弟妹であって、主としてその被

保険者により生計を維持するもの 

②被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同

一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 

③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

母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生

計を維持するもの 

④前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同

一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 

 

POINT≫【被扶養者】 

身分関係 扶養の要件 

①直系尊属、配偶者（事実婚含む）、子、

孫及び弟妹 

 

生計維持 

②①以外の 3親等内の親族 

③内縁関係の配偶者の父母又は子（配偶者

の死亡後を含む） 

生計維持＋同一世帯 

 

 

 

 

□ 「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、こ

の者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを

問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。 

（○ H25 ★） 
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□ 被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支

援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属すると

はいえないため、被扶養者とは認められない。 

（× H25 ★） 

⇒「被扶養者と認められる。」 

解説≫ 

指定障害者支援施設に入所している場合も、病院又は診療所に入院する場合と同様に、

一時的な別居として取り扱います。 

 

 

□ 従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的

障害者更生施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。

ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被

扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。 

（× H6 ★） 

⇒「被扶養者として認められる。」 

 

 

□ 被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を

維持している者は被扶養者とされる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者

により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、

たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属し

ていなければ被扶養者になることができない。 

（× H24 ★） 

⇒「弟妹」 

解説≫ 

配偶者の兄弟姉妹は、3 親等内の親族の為、生計維持要件＋同一世帯要件が必要になり

ます。 
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□ 被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその

被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

配偶者の祖父母は、直系尊属に該当せずに（直系姻属に該当）3親等内の親族なので、

生計維持要件＋同一世帯要件が必要になります。 

 

 

□ 被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすこ

とが必要である。 

（× H19 ★） 

⇒「と同一世帯要件」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

養父母＝父母、養子＝子として扱います。 

継父母（けいふぼ）、継子（けいし）は、3親等内の扱いになります。 

継父母：子供から見て母親の再婚相手は義父（継父）であり、父親の再婚相手は義母（継

母） 

継子：再婚相手の連れ子 

 

 

□ 被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の

子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被

扶養者として認められる。 

（× H21 ★） 

⇒「同一世帯に属し」 

 

 

□ 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者の父

母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持さ

れていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と

同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても

被扶養者となることはできない。 

（× H23 ★） 

⇒「被扶養者となることができる。」 
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□ 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、

その年間収入が 150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額 100万円であるとき、

被保険者の被扶養者に該当する。 

（× H22 ★） 

⇒「被扶養者に該当しない。」 

POINT≫【生計維持要件】 

世帯 認定対象者 認定対象者の年収要件 

被保険者と 

同一世帯 

（原則） 130万円未満 被保険者の年収の 

2分の 1未満 60歳以上又は 

一定の障害者 

180万円未満 

被保険者と 

別居 

（原則） 130万円未満 被保険者の援助額

より少ない 60歳以上又は 

一定の障害者 

180万円未満 

・認定対象者の年収の中には、年金や失業等給付、家賃収入等が含まれます。 

 

 

□ 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収

入が 130 万円未満（認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法

による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては 180

万円未満）であって、かつ被保険者の年間収入の 3分の 2未満である場合は、原則と

して被扶養者に該当するものとされる。 

（× H17 ★） 

⇒「2分の 1未満」 

 

 

□ 全国健康保険協会管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認

定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、年間収入の

少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該家計の実態等に照らし、

主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間

収入の少ない方の被扶養者として認定してよいこととされている。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以

内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 

（○ H17 ★） 
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□ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が、当該被保険者から

暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保

険者に行った場合、保険者は、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされな

くても、当該被害者を被扶養者から外すことができる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

ＤⅤ（ドメスティツク・バイオレンス）に関する平成 20年 2月の通達からの出題で同

年に本試験で問われた問題です。 

健康保険の被扶養者から外れる手続きは、原則、届出により行われますが、例外的に配

偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者は暴力を受けている旨の証明書を添付

して申出をした場合、被扶養者から外れることができます。 
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【法 3条 5項】報酬 

 

【法 3条 5項】報酬 

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称

であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、

臨時に受けるもの及び３月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 

 

 

□ 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払

われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退

職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないもの

とされている。 

（○ H6 ★） 

POINT≫【報酬となる場合、報酬とならない場合】 

報酬となる場合 報酬とならない場合 

●残業手当 

●通勤手当、通勤定期券 

●在職時から上乗せして前払いされる

退職金 

 

●退職時に支払われる退職金 

●事業主の都合による退職前の退職一時金 

●恩恵的な見舞金、祝金 

●解雇予告手当 

 

●賞与の取り扱い・・・3月を超える期間ごとに受けるもの 

（つまり 4月以上の期間＝年 3回） 

・1年間の支給回数が 4回以上⇒報酬 

・1年間の支給回数が 3回以下⇒賞与 

（賞与は多くても年間 3回まで） 

 

 

□ 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合

等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しな

いものとみなされる。 

（○ H21 ★） 
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□ 退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しない

ものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、

報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度（退職金相当額の全部又は一部

を在職時の毎月の給与に上乗せする制度）を設けた場合、その部分については報酬又

は賞与に該当するものではない。 

（× H23 ★） 

⇒「該当する。」 

 

 

□ 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名

称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨

時に受けるもの及び 3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時

金も、報酬には含まれない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 年 4回以上支給されない通勤費（6か月ごとに支給される定期券等）は報酬の範囲に

含まれるものと解される。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、

賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもので

あり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のた

め報酬には含まれない。 

（× H24 ★） 

⇒「報酬に該当する。」 

 

 

□ 報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時

価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長等に委任されていな

い。 

（○ H18 ★） 
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□ 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給

与の価額に基づいて報酬に算入する（健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を

除く。）。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地（被保険者が

常時勤務する場所）が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、

派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、

派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 

（× H25 ★） 

⇒「派遣元事業所」 
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【法 40条 1項】標準報酬月額 

 

□ 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数

分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業

所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。 

（○ H25 ★★） 

 

 

□ 育児休業終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に 2等級以上の差が生じてい

なくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3か月間のい

ずれかの月に報酬支払いの基礎となった日数が、17 日未満の月がある場合は、当該

改定を行うことができない。 

（× H25 ★） 

⇒「その月を除いて報酬月額を算定する。」 

 

 

□ 賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の 15 日としている事業所の標準報

酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3 月分、4 月分及び 5 月分の賃金であ

る。（なお、この選択肢において、「X 月分の賃金」とは、X 月に計算を締切った賃金

のこととする。） 

（○ H19 ★） 

【法 41条】定時決定 

 保険者等は、被保険者が毎年７月１日現に使用される事業所において同日前３月間（そ

の事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日

数が 17 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、標準報酬月額を決定する。 

 

解説≫ 

毎年 7月 1日現に使用されている被保険者の 4、5、6月の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、標準報酬月額を決定するのが定時決定です。 

設問では、給与の締め切りを「末締め、翌月 15日」にしている会社の話です。 

定時決定で使用する報酬は、4、5、6月の各月に実際に支払われた報酬を使います。 

何月分の報酬かは問いません。 
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□ 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、

最低は第 1級の 58,000円であり、最高は第 47級の 1,210,000円である。 

（○ H22 ★） 

横断≫（標準報酬月額等級区分） 

健康保険法 厚生年金保険法 

第 1級⇒58,000円 第 1級⇒98,000円 

第 47級⇒1,210,000円 第 30級⇒620,000円 

●厚生年金保険法は、月給 100万、200万もらっていても、62万円に抑えられています。 

（健康保険は 1,210,000円で抑えられています。） 

厚生年金保険は、保険料は抑えるけど、当然給付もそれに見合う分にして全体のバラン

スを維持しています。 
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□ 毎年 3 月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険

者総数に占める割合が 100分の 5を超える場合において、その状態が継続すると認め

られるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。 

（× H16 ★） 

⇒「100分の 1.5」 

【法 40条 2項】（標準報酬月額等級区分の改定） 

①毎年 3月 31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者

総数に占める割合が 100 分の 1.5を超える場合において、その状態が継続すると認めら

れるときは、その年の 9月 1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標

準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 

ただし、その年の 3月 31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する

被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が 100分の 1 を下回ってはならな

い。 

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。 

 

解説≫ 

標準報酬月額等級表は第 1級から第 47級ですが、この等級表を改定（変更）する場合

の基準です。数字、期日はしっかり押さえてください。 

厚生年金保険法（法 20条 2項）に同じような基準があります。 

厚生年金でのキーワードは、 

・毎年 3月 31日 

・100分の 200 

・その年の 9月 1日 

といったところです。 

 

 

□ 標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3 月 31 日現在、全被保険者数の

1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の 9月 1日から政令に

より当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、その年の 3 月 31 日にお

いて改定後の標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、全被保険者数の 1%

を下回ってはならないこととされている。この等級区分の改定にあたっては、社会保

障審議会の意見を聴くことが必要である。 

（○ H14 ★） 
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□ 標準報酬月額の上限該当者が、3 月 31 日において全被保険者の 1.5%を超え、その状

態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてそ

の年の 9月 1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が

9月 1日現在で全被保険者数の 1%未満であってはならない。 

（× H18 ★） 

⇒「3月 31日」 

 

 

□ 標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手

当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、その後一時帰休が

解消し通常の報酬が支払われるようになったときは随時改定を行う。 

（○ H18 ★★） 

解説≫ 

●決定の対象月（4、5、6月）に、休業手当が支払われた場合 

⇒休業手当でもって報酬月額を算定 

⇒休業手当でもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したと

きは、随時改定の対象 

●定時決定の対象月（4月、5月、6月）以外の期間に、休業手当が支払われた場合 

⇒固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象 

 

 

□ 被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基

づき算定する。 

（× H16 ★） 

⇒「休職前の標準報酬月額に基づき算定する。」 

 

 

□ 定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した 3か月のうち、報酬

支払いの基礎となった日数が 17 日以上である月が 1 か月、15 日以上 17 日未満であ

る月が 2 か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が 15 日以上

17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。 

（× H20 ★） 

⇒「報酬支払いの基礎となった日数が 17日以上である月 1か月で算定する。」 
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□ 賃金支払基礎日数が、4月は 16日、5月は 15日、6月は 13日であった場合の短時間

就労者の定時決定は、4月及び 5月の平均により算定された額をもって保険者算定に

よるものとし、同じ 4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び 5月の平均

により随時改定の対象になる。 

（× H24 ★） 

⇒｢随時改定の対象にならない。｣ 

解説≫ 

（前半の論点）短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定 

4、5、6月の 3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも 17日未満の場合 

⇒その 3ヶ月のうち支払基礎日数が 15日以上 17日未満の月の報酬月額の平均により算

定された額により、保険者が算定するので前半の論点は正解。 

（後半の論点）短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定 

⇒継続した 3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が 17日以上であることが要件 

なので、随時改定の対象にはならない。 

 

 

□ 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得

した場合には、当該資格を取得した月前 3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、

かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月

額とする。 

（× H21 ★） 

⇒「月前 1か月」 

⇒「その者の標準報酬月額を決定する。」 

 

 

□ 7月 1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、

資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の 6 月 30 日までの 1 年間

用いることになっている。 

（× H24 ★） 

⇒「8月 31日」 

 

 

 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 60 

 

□ 4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が 6月に支払われた場合、随時

改定の算定の対象になるのは、4 月、5 月及び 6 月の 3 か月間の報酬月額であり、当

該昇級により標準報酬月額に 2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額

が改定される。 

（× H19 ★） 

⇒「6月、7月及び 8月の 3か月間」 

⇒「9月より」 

 

 

□ 報酬月額が 125 万円で第 47 級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額

等級が第 45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第 46級になった場合は

随時改定の対象とはならない。 

（× H16 ★） 

⇒「随時改定の対象となる」 

解説≫ 

（原則）2等級以上の差が生じたときに改定 

（例外）標準報酬月額等級の上限や下限前後にある場合 

⇒等級表上は 2等級以上の差がなくても、実質的に 2等級以上の差があるものとして、

特例的に随時改定が行われます。 

具体例・・・ 

「1級⇔2級」 「46級⇔47級」 

 

 

□ 月額 50,000 円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以

後、継続した 3 か月間に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額で月額 65,000 円とな

った場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該 3か月とも報酬支払いの

基礎となった日数が 17日以上あるものとする。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

第 1級（報酬月額 53,000円未満）の者が、昇給により第 2級に該当した時は、第 2級

以上の差が生じたものとみなし随時改定が行われます。 
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□ 報酬月額が 1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された

月以後継続した 3か月間（各月とも報酬の支払基礎日数が 17日以上あるものとする。）

に受けた報酬を 3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第 47

級から第 46級となった場合は、随時改定を行うものとされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 標準報酬月額の上限該当者が、3 月 31 日において全被保険者の 1.5%を超え、その状

態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてそ

の年の 9月 1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が

9月 1日現在で全被保険者数の 1%未満であってはならない。 

（× H18 ★） 

⇒「3月 31日」 

 

 

□ 育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後 3か月間（育児休業等終了日の

翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報

酬支払いの基礎となった日数が 17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が標準報酬月額等級において 2

等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定

が行われる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

育児休業等終了時改定は、随時改定と異なり、標準報酬月額が 2 等級以上変動する必

要はありません。 

 

 

□ 保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当

該育児休業等に係る 3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業

主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準

報酬月額を改定する。 

（○ H24 ★） 
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□ 事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険

者報酬月額変更届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額

を届け出なければならない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 標準報酬月額は、毎年 7月 1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、

随時改定及び育児休業終了時の改定の 4つの方法によって定められるが、これらの方

法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき（随時改定の場合を除く。）、

又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該

被保険者の報酬月額とする。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 同時に 2 つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、

各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月

額とする。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

同時に 2 つ以上の事業所で報酬を受ける場合には、「2 以上事業所勤務届」を 10 日以

内に厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する必要があります。 
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□ 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標

準報酬月額と、前年（1月から 3月までの標準報酬月額については、前々年）の 9月

30 日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報

酬月額を平均した額（健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定

めた額があるときは、当該規約で定めた額）を標準報酬月額の基礎となる報酬月額と

みなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

任意継続被保険者の標準報酬月額は 

①当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額 

②前年（1月から 3月までの標準報酬月額については、前々年）の 9月 30日における当

該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額

を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額（現在 28万円） 

⇒①と②を比較して、少ない額 

 

 

□ 任意継続被保険者の標準報酬月額は、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、若しくは前年の 3 月 31 日における当該任意継続被保険者

の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額（健康保険組合が

当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定め

た額）のうち、いずれか少ない額とする。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報

酬に基づき算定した額とされる。 

（○ H20 ★） 
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□ 7月、12月及び翌年 3月にそれぞれ 300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場

合、標準賞与額は 3月 300万円、12月 200万円、翌年 3月 40万円となる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

標準賞与額は、年度（毎年 4月 1日～翌年 3月 31日）の標準賞与額の累計額が 540万

円を超える場合には、540 万円となるようにその月の標準賞与額を決定し、その年度に

おいてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とします。 

（具体例） 

6 月に 300 万円支給し、7 月に 300 万円支給した場合は、12 月の標準賞与額を 240 万円

とします。仮に 1月～3月までの間に賞与が発生したら零になります。 

（その他） 

●被保険者が受けた賞与額の 1,000円未満切捨て（厚生年金保険も同様） 

●事業主は賞与を支払った日から 5日以内に「賞与支払届」を保険者に提出 

●健康保険法の標準賞与額は、保険給付の額には影響（反映）されません。 

一方、厚生年金保険の場合は、年金額の基礎に算入されます。 

●厚生年金の標準賞与額の上限は、1月当たり 150万円 

 

 

□ 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払が同一月に 2回

に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から 5日以内に、健康保険被保険者

賞与支払届を社会保険事務所長に提出しなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「これらの賞与の額を合算して、最後の賞与の支払日から 5日以内に」 

 

□ 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払わ

れた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度

における標準賞与額の累計額に算入される。 

（○ H20 ★） 
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【法 151条】国庫負担 

 

【法 151条】（国庫負担） 

①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日雇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。 

②健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を

基準に、厚生労働大臣が算定する。 

 

【法 153条】（国庫補助） 

国庫は、国庫負担のほか、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、 

①保険給付（出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料を除

く）に要する費用の額並びに前期高齢者納付金に要する費用の額に 1000 分の 164 から

1000分の 200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助（1000分の

130） 

②協会が拠出すべき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

要する費用の額の合算額に 1000分の 164を乗じて得た額 

 

解説≫ 

「事務の執行に要する費用」「健康保険組合」とくれば、国庫負担になります。 

それ以外は、国庫補助になります。 

合わせて国庫補助は、協会管掌健康保険の保険給付に対して補助をしますが、国庫補助

をしない保険給付（出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、家族埋葬

料）を押さえてください。 

また、健康保険組合に対しては、国庫補助はありません。 

・国庫負担とは、「負担」とあるので、義務的なニュアンス 

・国庫補助は「補助」とあるので、任意的なサポートのニュアンス。 

 

 

□ 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が

負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合

における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。 

（○ H20 ★） 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 66 

 

□ 健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管

掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。 

（× H18 ★） 

⇒「予算の範囲内において国庫が負担する。」 

 

 

□ 国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保

険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用（療養の給付について

は、一部負担金に相当する額を控除する。）並びに前期高齢者納付金の納付に要する

費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額（一定の額を除く。）に 1000分の 130

（平成 22 年度から平成 24 年度までの間については 1000 分の 164）を乗じて得た額

を補助している。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

法 153条国庫補助からの出題です。 

内容的には、 

「主な保険給付の費用」＋「前期高齢者納付金の納付費用×1000分の 130」 

（平成 22年度から平成 24年度までは 1000分の 164）ということになります。 

 

 

□ 療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して 1000

分の 130（平成 22年度から平成 24年度までの間については 1000分の 164）という定

率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金及

び後期高齢者支援金に要する費用の一部に限定されている。 

（× H18 ★） 

⇒「国庫補助は規定されていない。」 

解説≫ 

国庫補助は、あくまで組合管掌健康保険に対しての補助になります。 
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□ 全国健康保険協会では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び

後期高齢者関係事務費拠出金（いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。）の納

付に要する費用について 1000分の 220の国庫補助が行われる。 

（× H20 ★） 

⇒「及び後期高齢者関係事務費拠出金（いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。）」

を削除すれば正しい。 

⇒「1000分の 164」 

 

 

□ 国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医

療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補

助することができる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

「予算の範囲内」とあるので、国庫負担と間違えてしまいますが、 

国庫負担とくれば、「事務の執行に要する費用」「健康保険組合」というキーワードに

なります。「特定健康診査等～」は補助になるので正しい設問になります。 

 

 

□ 日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされている

ものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時

金、埋葬料（埋葬費）及び家族埋葬料である。 

（× H18 ★） 

⇒「出産手当金」を削除すれば正しい。 
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【法 155条】保険料 

 

□ 前月から引き続き被保険者であり、12 月 10 日にその年度で初めての賞与として 30

万円を支給された者が、同月 20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係わる保険

料を納付する義務はない。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

保険料の徴収の対象となるのは、原則、被保険者の資格を喪失した日の属する月の前

月までなので、設問の場合は徴収されません。 

 

 

□ 被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除でき

ない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。 

（× H23 ★） 

⇒「事業主は全額保険料を納付しなければならない。」 

 

 

□ 被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たな

い場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。 

（× H25 ★） 

⇒「でも、事業主は保険料全額を納付する義務がある。」 

 

 

□ 4月 1日に就職し被保険者資格を取得して 4月 15日に退職した者が、4月 25日に同

じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4 月分の保険料は 2 か月分算定される。

（○ H16 ★） 

解説≫ 

同月に資格の得喪があり、さらに同月に取得があれば、1 月に 2 月分の保険料を負担

することがあります。 

同月得喪は 1 月としてカウントされ、さらに同月に取得しているので、設問のようなこ

とが生じます。 
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□ 被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもそ

の月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分

の保険料は徴収されない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納

入しなければならない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準

ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保

険料を徴収しない。 

（× H17 ★） 

⇒「保険料は徴収される。」 

POINT≫【保険料の徴収の特例】（下記の期間は保険料が徴収されない。） 

●被保険者が（任意継続被保険者、特例退職被保険者を除く。）少年院等に収容され、刑

事施設・労役場等に拘禁されている場合 

⇒該当月（資格取得月に該当した場合は、翌月）から該当しなくなった月の前月 

 

 

□ 特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用

される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 育児休業等の期間については、事業主が保険者に申出することにより、その育児休業

等を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月

までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【保険料の徴収の特例】（下記の期間は、保険料が徴収されない。） 

育児休業期間中は事業主の申し出により 

⇒育児休業等開始日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月 
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□ 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に規定する

育児休業とこれに準じて子が 3 歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資

格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者に申し出た場合であっても、この

期間内において、事業主はその被保険者の保険料を納付しなければならない。 

（× H17 ★ 

⇒「事業主は、保険料を納付する必要はない。」 

 

 

□ 育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業

期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行

われることになっている。 

（× H19 ★★） 

⇒「及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

保険者は、休業終了予定日前に育児休業等を終了したと確認したときは、「健康保険・

厚生年金保険育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知します。 

ただし、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合（会社を退職したような場合）

については、保険者からの終了に係る通知はありません。 

事業主は、通常通り資格喪失届を 5日以内に提出する流れになります。 

 

 

□ 育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了す

る日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が 3歳に達

する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されるこ

ととなる。 

（× H25 ★） 

⇒「労使協定に定めがあっても、適用されない。」 

 

 

□ 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定め

るところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する

月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該

被保険者に関する保険料は徴収されない。 

（× H22 ★） 

⇒「育児休業等を開始した日の属する月から」 
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□ 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その

療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の

保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。 

（× H24 ★） 

⇒「保険料は免除されない。」 

解説≫ 

保険料が免除されるのは 

・少年院等に収容されている場合 

・育児休業期間中 

の 2つのケースだけです。 

 

 

□ 全国健康保険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、

運営委員会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見を聴いたうえ

で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。 

（× H23 ★） 

⇒「理事長が」 

⇒「運営委員会の議を経なければならない。」 

 

 

□ 健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない

が、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変

更の決定については、厚生労働大臣の認可を受けることは要せず、変更後の一般保険

料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。 

（○ H18 ★★） 

 

 

□ 健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険

料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。 

（○ H19 ★） 
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□ 保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料

額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納

付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えて

いることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その

告知又は納付の日の翌日から 1 年以内の期日に納付されるべき保険料について納期

を繰り上げてしたものとみなすことができる。 

（× H24 ★） 

⇒「6月以内」 

    

 

□ 任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようと

するときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込ま

なければならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任

意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日（初めて納付すべき保険料

については、保険者が指定する日）までに納付しなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「その月の 10日」 

 

 

□  任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4 月から 9 月まで若し

くは 10月から翌年 3月までの 6か月間、又は 4月から翌年 3月までの 12か月間を単位

として行うこととされている。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭によ

る保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを

希望する旨の申出があった場合、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認

することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することが

できる。 

（○ Ｈ23 ★） 
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□ 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の

負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料（被保険者がその事業所に使用されなく

なった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料）を報酬から控

除することができる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分

の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなく

なったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の

負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することがで

きる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 保険料納付義務者が、破産手続き開始の決定を受けたときは、健康保険組合は、納付

義務者に納入の告知をしなくても、保険料の繰上徴収を行うことができる。 

（× H17 ★） 

⇒「納付義務者に納入の告知をして、保険料の繰上徴収を行わなければならない。」 

 

 

□ 保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康保険法施行規則に定め

られた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が公課の滞納に

よって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。 

（× H17 ★） 

⇒「当該保険料の督促は口頭でなく督促状により行わなければならない。」 
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□ 被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべ

て徴収することができる。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【保険料の繰上徴収】 

保険料は、下記の場合納期前であっても、繰上げて徴収することが可能 

①納付義務者が下記に該当する場合 

・国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受ける場合 

・強制執行を受ける場合 

・破産手続開始の決定を受けた場合 

・企業担保権の実行手続きの開始があった場合 

・競売の開始があった場合 

②法人である納付義務者が解散した場合 

③被保険者の使用される事業所が廃止された場合 

 

 

□ 全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行

う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 

（× H23 ★★） 

⇒「厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」 

 

 

□ 保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しな

ければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促

の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促

状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日か

ら起算して 10日以上を経過した日でなければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 延滞金は、保険料額につき年率 14.6%（当該督促が保険料に係るものであるときは、

当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年 7.3%）の割合で

納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。

（× H19 ★） 

⇒「納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日の前日までの日数により計

算する。」 
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□ 健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合

に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、健康保険組合が管掌する健

康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前

期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要

する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

健康保険組合は、健康保険組合の集まりである健康保険組合連合会に調整保険料を拠

出し、健康保険組合連合会は、財政が窮迫している健保組合に対して交付金を交付し財

政の不均衡を調整しています。 

そのための原資が調整保険料になります。 

 

 

□ 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆ

る地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年

度及びこれに続く 3 箇年度に限り、1,000 分の 30 から 1,000 分の 120 の範囲内にお

いて不均一の一般保険料率を決定することができる。 

（× H20 ★★） 

⇒「5箇年度に限り」 

解説≫ 

小規模な健保組合や財政状態の悪い健保組合の再編、統合を進めるために、同じ都道

府県内の健保組合であれば、合併して地域型健保組合の設立が認められています。 

ただし、健保組合の寄せ集めになるので、保険料率は不均一になってしまいます。 

本来なら合併した時点で同一の保険料率にする必要がありますが、 

厚生労働大臣の認可を受けることにより、合併が行われた日の属する年度及びこれに続

く５か年度に限り、それぞれ合併前の保険料率（不均一）を、適用してよいということ

です。 

 

 

□ 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型

健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く

3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定することができ

る。 

（× H21 ★） 

⇒「5か年度に限り」 
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□ 地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、

合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該

一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会にお

いて組合会議員の定数の 2分の 1以上の多数により議決しなければならない。 

（× H21 ★ 

⇒「3分の 2以上の多数」 

 

 

□ 全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第 2号被保険者でない場合であっても、当

該被保険者に介護保険第 2 号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、

当該被保険者（特定被保険者）に介護保険料額の負担を求めることができる。 

（× H22 ★） 

⇒「介護保険料額の負担を求めることはできない。」 

解説≫ 

介護保険第 2号被保険者である被保険者以外の被保険者であって、介護保険第 2号被

保険者である被扶養者がある「特定被保険者」に関しては、承認健康保険組合で可能に

なります。 
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□ 承認健康保険組合が介護保険第 2号被保険者である被保険者（特定被保険者を含む。）

に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該

承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納

付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない。 

（× H20 ★★） 

⇒「と等しくなるように」 

解説≫ 

用語が難しいので読みにくい設問ですが、下記の用語を確認し再読してください。 

・承認健康保険組合とは 

⇒介護保険料を一般の健康保険料と一緒に負担・徴収することを厚生労働省から承認さ

れた健康保険組合 

・特定被保険者とは 

⇒介護保険第 2号被保険者である被扶養者がいる被保険者 

例えば  

・被保険者は海外に在住している（国内非居住者）が、国内に介護保険第２号被保険者

である被扶養者がいる場合  

・被保険者は 40歳未満で（介護保険非該当）被扶養者に介護保険第２号被保険者がいる

場合  

・特別介護保険料とは 

⇒通常の介護保険料額（標準報酬に介護保険料率を乗じたもの）ではなく、健保組合が

規約で定める介護保険料で通常は定額になります。 

 

 

□ 健康保険組合は、被保険者が介護保険第 2号被保険者でない場合であっても、当該被

保険者に介護保険第 2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準

に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。 

（× H16 ★） 

⇒「規約で定めるところにより」 
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【法 63条 1項】療養の給付 

 

【法 63条 1項】（療養の給付） 

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。 

1．診察 

2．薬剤又は治療材料の支給 

3．処置、手術その他の治療 

4．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 

5．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 

 

 

□ 被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処

置、手術その他の治療、④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、⑤病院また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、以上の

療養の給付を行う。 

（○ H22 ★） 

横断≫  

労働者災害補償保険法 健康保険法 

①診察 ①診察 

②薬剤又は治療材料の支給 ②薬剤又は治療材料の支給 

③処置、手術その他の治療 ③処置、手術その他の治療 

④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 

④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 

⑤病院また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 

⑤病院また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 

⑥移送  

●労災に関しては、上記①～⑥に関して、政府が必要と認めた場合限定 

原則⇒療養の給付（現物給付） 

例外⇒療養の費用の支給（現金給付） 

 

 

□ 被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷については、

6か月以内のものに限り保険給付を行う。 

（× H22 ★） 

⇒このような規定はないため誤り。 
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□ 74 歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定

した収入の額が 520 万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が 28 万円以上の

場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の 100分の 30である。 

（× H17 ★）） 

⇒「100分の 20（負担増凍結期間中は 100分の 10）である。」 

POINT≫【負担割合】 

被保険者の区分 負担割合 

①70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の 30 

②70歳以上である場合（③を除く）一般被保険者 100分の 20 （設問ケース） 

③70歳以上で、かつ、現役並み所得者 100分の 30 

●現役並み所得者とは 

標準報酬月額が 28万円以上 

●負担増凍結期間中の 100分の 10とは 

⇒本来平成 20年の法改正により 70歳以上の一般所得者である被保険者に関しては、100

分の 20であったが、凍結措置が取られ現在 100分の 10 

 

 

□ 70歳以上で標準報酬月額が 28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあ

わせて年収が 520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により 2割負

担（平成 26年 3月 31日までは 1割負担）となる。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 「70 歳以上で標準報酬月額が 28 万円以上の被保険者」とは、現役並み所得者に該当

します。 

現役並み所得者に関して 

（原則）標準報酬月額が 28万円以上 

（例外）被保険者及びその被扶養者等（70 歳以上）の年収が 520 万円（単身は、383万

円）未満の場合 

⇒申請により、70歳以上の一般被保険者と同様に負担割合が、100分の 20（凍結期間中

は 100分の 10）になります。 

70歳以上のサラリーマン（被保険者）で年収 520万円以上の人は、社長や取締役は別に

して、人数的に限られます。大半の 70歳以上の被保険者は、100分の 20（100分の 10）

ということになります。 
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□ 被保険者数が 5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従

業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行

の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険による療養の給付が

行われない。 

（× H17 ★★） 

⇒「行われる。」 

解説≫ 

健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行います。 

設問では、小さな会社の社長が、業務に起因してケガをしてしまった場合です。 

労災保険法の特別加入に加入していれば、労災から給付を受けることができますが、加

入していなければ、労災から保険給付を受けることができません。 

同時に、業務上の場合の傷病は健康保険が使えません。 

つまり、この場合は全額自己負担ということになってしまいます。 

そこで、平成 16年の通達で、被保険者数が（健康保険の被保険者数）5人未満の適用事

業所で、代表者が業務中に傷病を生じた場合は、健康保険から保険給付（傷病手当金は

除く）を受けることが可能になったということです。 

ただし、平成 25年 10 月法改正により下記の条文が新設されたことにより、通達ベース

の内容が、法制化されています。 

 

 

【法 53条の 2項】 

  被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養

者のその法人の役員としての業務（被保険者の数が 5 人未満である適用事業所に使用さ

れる法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。）に起因する疾

病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。 

 

 

□ 被保険者が 5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働

者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の

過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金

の給付が行われる。 

（× H19 ★） 

⇒「及び傷病手当金の給付」を削除すれば正しい。 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 81 

 

□ 標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が

変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月か

らである。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、

療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一

部負担金の減額、免除等の措置を採ることができる。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【一部負担金の減免等】 

①一部負担金を減額 

②一部負担金の免除 

③徴収を猶予 

 

 

□ 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、

保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者

に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担

金の支払を免除すること、③保険医療機関又は保険薬局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。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

厚生労働省令で定める特別の事情とは 

⇒震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に

ついて著しい損害を受けた場合になります。 

 

 

□ 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に

支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保

険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決

定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。 

（○ H25 ★） 
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□ 保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受

け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者

の申請により、6か月以上 1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予する

ことができる。 

（× H20 ★） 

⇒「6か月以内の期間」 

 

 

□ 保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明

書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予また

は減額もしくは免除された一部負担金等相当額については、当該被保険者の所属する

保険者に請求することとされている。 

（× H22 ★） 

⇒「社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会」 

 

 

□ 厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養（高度の医療技術に

係るものを除く。）又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮

問するものとされている。 

（× H23 ★） 

⇒「中央社会保険医療協議会」 

 

 

□ 保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合であ

る場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払いを要

しないものとすることができる。 

（○ H19 ★） 
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□ 被保険者が 70 歳に達する日の属する月の翌月以後（以下本肢において「70 歳以上」

という。）の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその

被扶養者が 70 歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき

は、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付

しなければならない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

健康保険の被保険者又は被扶養者が、70歳以上の場合、原則、医療費の自己負担割合

が 2 割と定められていますが、「70 歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特

例措置実施要綱」にもとづき 2割への負担割合が凍結され、現在の自己負担割合は 1割

となっています。 

その証明として、通常の「被保険者証」に加えて「高齢受給者証」が交付され、医療機

関等の窓口で「被保険者証」と「高齢受給者証」を提示します。 

 

 

□ 被保険者が 70 歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関

から療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に高齢受給者証を被保険者証に添え

て提出しなければならない。 

（○ H16 ★） 
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【法 85条 1項】入院時食事療養費 【法 85条 2項】入院時生活療養費 

 

【法 85条 1項】（入院時食事療養費） 

被保険者（特定長期入院被保険者を除く。）が、療養の給付の担当機関である病院又は

診療所のうち自己の選定するものに入院し、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、入院時食事療養費を支給する。 

 

解説≫ 

・食事療養⇒「入院中の食事」 

・特定長期入院被保険者⇒療養病床に長期入院する 65歳以上の被保険者 

・療養病床⇒病院や診療所のベッドのうち、主として長期にわたって療養を必要とする

患者を対象としたベッド  

 

 

□ 60 歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係わる療養の

給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。

（× H25 ★） 

⇒「食事療養に要した費用について、入院時食事療養費が支給される。」 

解説≫ 

入院時生活療養費が支給されるのは、65歳以上で療養病床に入院している被保険者（特

定長期入院被保険者）に支給されます。 

設問では、60歳のとあるので、明らかに間違いです。 

 

 

□ 保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食

事療養標準負担額は 1日 3食として算定される。 

（× H19 ★  ） 

⇒「徴収されない。」 

解説≫ 

点滴療養は、療養の給付に該当するため、食事療養標準負担額は徴収されません。 

 

 

□ 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する

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しなければならない。

（○  H19 ★） 
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□ 入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を

勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額（その額が

現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その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とする。 

（× H23 ★） 

⇒ 

解説≫ 

入院時食事療養費の額＝（食事療養に要する平均的な費用の額を換算して厚生労働大

臣が定める基準により算定した額）－（食事療養標準負担額） 

 

 

□ 入院時食事療養費の標準負担額は、1食について 260円であるが、市町村民税の非課

税者は、1食につき 210円（入院日数が 90日を超える者は 160円）に減額される。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【食事療養標準負担額】 

区分 食事療養標準負担額 

一般 1食 260円 

 

減額対象者 

 

（市町村民税非課税世帯） 

入院日数 90日以下 

1食 210円 

（市町村民税非課税世帯） 

入院日数 90日超 

1食 160円 

70歳以上の低所得者 1食 100円 

●数字はしっかり覚えることが必要です。 

 

 

□ 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は 1食につき 260円が原則であるが、市区

町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減

額後の額は 70 歳未満の場合、減額申請を行った月以前 12 か月以内の入院日数が 90

日以下のときは 210円、90日を超えるときは 160円である。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 被保険者（特定長期入院被保険者ではないものとする。）が保険医療機関から入院時

食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、

当該保険医療機関に支払うものとされている。 

（○ H20 ★ 
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□ 患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供してい

る保険医療機関は、毎年 7月 1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及

び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告

することとされている。 

（○ H20 ★★） 

 

 

□ 65 歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、

70 歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないと

されている。 

（× H20 ★★） 

⇒「返納しなければならない。」 

 

 

□ 市町村民税を納付している 67 歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、

病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、

食費分として!食につき 260円の負担となる。 

（○  H20 ★★） 

【法 85条の 2】（入院時生活療養費） 

特定長期入院被保険者が、療養の給付の担当機関である病院又は診療所のうち自己の

選定するものに入院し、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入

院時生活療養費を支給する。 

 

 

解説≫ 

病状の程度が重篤な場合は、居住費の負担はなく、また食費負担は入院時食事療養費

の食事療養標準負担額と同額である。 

 

 

□ 健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当す

る額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

（○ H22 ★★） 
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【法 86条】保険外併用療養費 

 

【法 86条 1項】保険外併用療養費 

 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局（以

下「保険医療機関等」と総称する。）のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定

療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 

 

 

□ 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患

者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、治験の内容を患者等

に説明することが医療上好ましくないと認められる場合は、保険外併用療養費の支給

対象とならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 72歳で標準報酬月額が 20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診

療の部分 10 万円、保険外診療の部分 5 万円であるとき、被保険者の支払額は 6 万円

となる。 

（○ H19 ★★） 

解説≫ 

72歳で標準報酬月額 20万円とあるので、一部負担金の割合は 2割になります。 

被保険者の負担額は保険診療の部分が 10 万円×0.2＝2 万円と保険外診療の部分 5 万円

を合わせて 7万円になります。 

ただし、70歳代前半の一部負担金の軽減特例措置により 100分の 20から 100分の 10に

据え置かれているので、実際の負担額は 

10万円×0.2＝1万円と保険外診療の 5万円を足して 6万円になります。 
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□ 厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適

合する病院又は診療所において行われるものに限る。）は、評価療養とされる。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【評価療養と選定療養】 

評価療養 選定療養 

①厚生労働大臣が定める先進医療 

②医薬品・医療機器の治験に係わる診療 

③薬事法承認後保険収載前又は適用外の

医薬品・医療機器の使用等 

①特別の療養環境（差額ベッド） 

②予約診療・時間外診療 

③200床以上の病院の初診・再診（紹介、

緊急等を除く） 

④180日を超える入院 

⑤歯科の金合金等 

 

 

 

 

□ 薬事法第 2 条第 16 項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使

用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 病床数 100 以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受

けた初診（緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。）は、選定

療養とされる。 

（× H23 ★） 

⇒「病床数 200以上の病院」 

 

 

□ 病床数 200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合も

含めて、選定療養の対象にはならない。 

（× H23 ★） 

「緊急その他やむを得ない場合を除き、選定療養の対象となる。」 
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□ 厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が 180 日を超えた日以後の入院

及びその療養に伴う世話その他の看護（厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院

及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。）は、選定療養とされる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、

保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生

局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 予約診療について保険外併用療養費を徴収するに当たって、それぞれの患者を予約時

間から 1時間以上待たせたり、医師 1人につき 1日に診療する予約患者が 40人を大

幅に超えるような場合は、特別の料金の徴収は認められないとされている。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室

の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側

の署名により、その同意を得なければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外

に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯（例えば平日の午後

4時）の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。 

（× H21 ★） 

⇒「該当する。」 
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□ 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は

選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給

される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診

療所又は薬局に対して支払うものとする。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 65歳以上 70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養（食事療

養及び生活療養を除く。）に要した費用の 3 割と特別料金の合計額を自己負担額とし

て医療機関に支払う。 

（× H21 ★★） 

⇒「及び生活療養費標準負担額の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。」 

解説≫ 

設問に「65歳以上」と「療養病床」とあるので、「特定長期入院被保険者」（療養病床

に長期入院する 65歳以上の被保険者）に該当します。 

従って、療養（食事療養及び生活療養を除く）に要した費用の 3 割と特別料金と生活療

養標準負担額の合計額を自己負担する必要があります。 

 

 

□ 保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養（当該療養に食事療養及び生

活療養が含まれないものとする。以下同じ。）に要した費用につき、被保険者から支

払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分

して記載した領収書を交付しなければならない。 

（○ H20 ★） 
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【法 87票】療養費 

 

【法 87条】（療養費） 

保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険

医療機関等以外の医療機関等から診療等の支給若しくは手当を受けた場合において、保

険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するこ

とができる。 

 

 

□ 被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外

併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養

の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。 

（× H24 ★） 

⇒「支給することはできない。」 

解説≫ 

療養費は、 

●「療養の給付等を行うことが困難であるとき」 

●「保険医療機関等以外で診療等を受けた場合、保険者がやむを得ないと認めるとき」 

以外は支給されません。設問では、「希望した場合」とあるので誤りになります。 

 

 

□ 被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海

外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。 

（× H18 ★） 

⇒「支給決定日」 

 

 

□ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由

して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率（売レート）を用いて算定

した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。 

（× H21 ★） 

⇒「代理して受領する。」 

解説≫ 

海外への送金は行われないので誤りです。 
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□ 手術にともない輸血を受ける場合、保存血については療養の給付として現物給付され

るが、輸血の場合の血液料金は療養費として給付される。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【療養費の対象となるもの】 

●生血液の輸血 

●医師の同意による柔道整復師の施術（入院中は除く） 

●療養上必要なコルセット 

●海外で療養を受けた場合 

●緊急で運ばれた病院が保険医療機関でなかった場合 

●事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治

療を受けた場合 

 

 

□ 柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術

は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれで

あっても、療養費の支給対象とはならない。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

柔道整復師の施術は、入院中の場合は療養費の支給対象とはなりません。 

 

 

□ 被保険者が脱臼又は骨折について柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるた

めには、応急手術の場合を除いて医師の同意を得る必要があり、また応急手当後の施

術は医師の同意が必要である。医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また

施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察した

うえで、書面または口頭により与えられることを要する。 

（○ H25 ★★） 

 

 

□ 事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治

療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。 

（× H18 ★） 

⇒「保険給付の対象となる。」 
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□ 療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す

るため、法第 87条に基づく療養費により支給することとされている。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関

で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。

（○ H24 ★） 

 

 

□ 緊急疾病で、他に適当な保険医がいるにもかかわらず、好んで患者が保険医以外の医

師から診療や手当を受けたときには、療養費が支給されない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その

他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書または診断書を添付する必要がある。

（○ H17 ★） 

 

 

□ 傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、

原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又

は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、

療養費の支給を受ける場合においても同様である。 

（× H24 ★） 

⇒「は、医師等の意見書及び証明書の添付は不要になる。」 

 

 

□ 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなけれ

ばならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければ

ならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類

に日本語の翻訳文を添付する。 

（○ H24 ★★） 
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□ 交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた

場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及

び食事療養又生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担

額を控除した額で統一されている。 

（× H17 ★★） 

⇒「を基準として、保険者が定める。」 
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【法 88条】訪問看護療養費・家族訪問看護療養費 

 

【法 88条】（訪問看護療養費） 

被保険者が、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業者によ

り行われる訪問看護（指定訪問看護）を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用

について、訪問看護療養費を支給する。 

 

 

□ 自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が

必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師

から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「療養の給付が支給される。」 

解説≫ 

訪問看護療養費が支給されるのは、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に

支給されるので設問は誤りになります。 

 

 

□ 訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準

ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の

補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療

法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。 

（× H24 ★） 

⇒「医師、歯科医師又は」削除すれば正しい。 

 

 

□ 指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合、割

増料金を徴収することができるが、指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時

間になった場合は割増料金を徴収することができない。 

（○ H16 ★） 
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□ 自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受

けたときは、訪問看護療養費が支給される。 

（× H25 ★） 

⇒「療養の給付の対象となる。」 

解説≫ 

訪問看護療養費は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に支給されます。 

 

 

□ 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り算定した費用の額から、その額に

一部負担金の割合を乗じて得た額（災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が

ある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局の一部負担金を支払うことが困難

であると認められる者に対し、一部負担金の減免又は徴収の猶予の措置がとられるべ

きときは、当該措置がとられるものとした場合の額）を控除した額である。 

（○ H25 ★★） 

 

 

□ 70 歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算

定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険

者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を越える指定

訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以

外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなけれ

ばならない。 

（○ H19 ★★） 

解説≫ 

厚生労働大臣の定めにより算定した指定訪問看護の費用（10割）は 

⇒訪問看護療養費（7割）＋基本利用料（3割）にさらにその他の利用料を自己負担部分

として支払います。 

 

 

□ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者 1

人につき週 2日を限度としている。 

（× H17 ★） 

⇒「週 3日」 
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□ 被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に対して家

族訪問看護療養費が支給される。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

被扶養者が指定訪問看護を受けた場合は 

⇒被保険者に対して、「家族訪問看護療養費」が支給されます。 

 

 

□ 被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事

業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用

について、家族訪問看護療養費を支給する。 

（× H21 ★） 

⇒「被保険者に対し」 

 

 

□ 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被

扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支

給される。 

（× H23 ★） 

⇒「当該被保険者に対して」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 98 

 

【法 110】家族療養費 

 

【法 110条】（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、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 

 

 

□ 被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。 

（× H24 ★） 

⇒「支給される。」 

解説≫ 

被保険者が死亡した場合、死亡日の翌日から被保険者の資格を喪失するため、死亡日

当日については、給付の対象になります。 

 

 

□ 標準報酬月額が 28万円以上である被保険者の被扶養者が 70歳に達する日の属する月

の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で

定めるところにより算定した収入の額が 520万円未満のときは、その給付率は 100分

の 90である。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

「70歳以上で標準報酬月額が 28万円以上の被保険者」とは、現役並み所得者に該当。 

現役並み所得者に関して 

（原則）標準報酬月額が 28万円以上 

（例外）被保険者及びその被扶養者等（70 歳以上）の年収が 520 万円（単身は、383万

円）未満の場合 

⇒100分の 20（凍結期間中は 100分の 10）になります。 
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□ 被扶養者が 6歳に達する日以後の最初の 3月 31日の翌日以後であって 70歳に達する

日の属する月以前である場合、家族療養費の額は、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、当該現に療養に要した費用の額）の 100分の 70である。 

（○ H21 ★） 

POINT≫ 

被扶養者の区分 給付割合 

①義務教育就学前 100分の 80 

②義務教育就学以後 70歳まで 100分の 70 

③70歳以上（④を除く） 100分の 80 

④70歳以上の現役並み所得者 100分の 70 

●義務教育就学前：6歳に達する日以降の最初の 3月 31日以前の者 

 

 

□ 被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族

療養費が支給される。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費で

はなく、家族療養費が支給される。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【被扶養者に関する給付】 

●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 

⇒家族療養費 

●訪問看護療養費⇒家族訪問看護療養費 

●移送費⇒家族移送費 

●出産育児一時金⇒家族出産育児一時金 

●埋葬料、埋葬費⇒家族埋葬料 
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【法 115条】高額療養費 

 

【法 115条】（高額療養費） 

療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養（食事療養及び生活療養を除

く。）に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、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として支給される額に相当する

額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、

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の支給を受けた者に

対し、高額療養費を支給する。 

 

□ 標準報酬月額 560,000 円の被保険者（50 歳）の被扶養者（45 歳）が、同一の月にお

ける入院療養（食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。） 

に係わる 1か月の一部負担金の額として 210,000円を支払った場合、高額療養費算定

基準額は 84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前 12か月以内

に高額療養費の支給を受けたことはない。 

（× H25 ★★） 

⇒「152,000円」 

解説≫ 

標準報酬月額が 560,000円ということは、上位所得者に該当します。 

（上位所得者：療養のあった月の標準報酬月額が 53万円以上の者） 

上位所得者の高額療養費算定基準額は 

150,000円＋（医療費－500,000円）×100分の 1で計算されます。 

設問は、医療費に関する直接の記述はありませんが、一部負担金として 210,000 円支払

っているので、逆算して医療費を算出します。（一部負担金は 3割負担） 

210,000円÷0.3＝700,000円 

式に当てはめると 

150,000円＋（700,000円－500,000円）×100分の 1＝152,000円ということになります。 

 

POINT≫【70歳未満の者に係わる高額療養費算定基準額】 

区分 高額療養費算定基準額 

上位所得者 150,000円＋（医療費－500,000円）×100分の 1 

一般 「80,100円＋（医療費－267,000円）×100分の 1」 

低所得者 35,400円 

●上位所得者：標準報酬月額 53万円以上の者 
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□ 70 歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免

除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額（高額

療養費算定基準額）は 24,600円である。 

（× H19 ★） 

⇒「35,400円である。」 

 

 

□ 高額療養費の対象となる費用については、平成 12 年の法改正により、療養に必要な

費用の負担が家計に与える影響に加え、療養に要した費用も考慮して定めることとさ

れ、食事療養に要した費用も含まれることとなった。 

（× H17 ★） 

⇒「は含まれない。」 

POINT≫【高額療養費の対象外の費用】 

●入院時食事療養費の食事療養標準負担額 

●入院時生活療養費の生活療養標準負担額 

●保険外併用療養費における評価療養又は選定療養の自費負担分 
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□ 70歳未満で標準報酬月額が 53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月に

それぞれ 1 つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000 円

以上のものを世帯で合算した額が、80,100 円＋｛（医療費－267,000 円）×1%｝を超

えたときは、その超過額が高額療養費として支給される（高額療養の多数該当の場合

を除く。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

高額療養費の問題は、とっつき難い感がしますが、1 つずつ条件を明確にしていきま

す。 

「70歳未満で標準報酬月額 53万円未満～」ということで、高額療養費算定基準額は 

⇒「80,100円＋（医療費－267,000円）×100分の 1」になります。 

内容的には「70歳未満の者に係わる高額療養費」になり、 

被保険者又は被扶養者が、同一の月に同一の病院等で受けた療養に係わる一部負担金等

の額のうち 21,000 円以上のものを世帯で合算した額が高額療養費算定基準額を超える

場合には、その超える額が支給されます。 

 

 

□ 70 歳未満で市（区）町村民税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶

養者に対する高額療養費算定基準額は 15,000円である。 

（× H18 ★★） 

⇒「70歳以上で」 

POINT≫【70歳以上の高額療養費算定基準額】 

区分 個人単位の外来 世帯単位（世帯合算）及び入院 

現役並み所得者 44,400円 80,100円＋（医療費－267,000円）×100分の 1 

（多数回該当は 44,400円 

一般 24,600円 62,100円 

低所得者Ⅱ 
8,000円 

24,600円 

低所得者Ⅰ 15,000円 

●現役並み所得者：標準報酬月額 28万円以上の者 

解説≫ 

設問は、「70 歳未満の高額療養費算定基準額」としてみると、15,000 円という数字は出

てこないので、この時点で誤りになります。 

（70歳未満の低所得者の高額療養費算定基準額は 35,400円） 

また、15,000円から逆算で考えてみても、70歳以上の高額療養費算定基準額になります。 

設問では、「被保険者又はその被扶養者に対する」とあるので、個人単位の外来ではなく、

世帯単位（上記表の右側）に該当します。 
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□ 療養があった月以前 12 月以内に、すでに 3 回以上高額療養費が支給されているとき

の一般所得者の負担限度額は、83,400円である。 

（× H18 ★）） 

⇒「44,400円である。」 

解説≫ 

多数回該当に関する設問です。同一世帯で、療養のあった月以前 12か月以内にすでの

高額療養費が支給されている月数が 3以上ある場合 

⇒4回目から高額療養費算定基準額が下がり、世帯の負担が軽減されます。 

 

POINT≫【区分により多数回該当の高額療養費算定基準額】 

所得区分 4回目からの高額療養費算定基準額 

上位所得者 83,400円 

一般 44,400円 

低所得者 24,600円 

●この回数は、保険者が変わった場合は、通算されません。 

（転職により全国健康保険協会から健康保険組合に保険者が変わった場合） 

 

 

□ 70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の 12か月以内に

既に高額療養費を支給された月数が 3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が

83,400円に減額される。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 人工腎臓を実施している慢性腎不全など厚生労働大臣が定める疾病に係る療養につ

いて、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が同一の月に同一の医療機関等で

受けた当該療養に係る一部負担金等の額が 12,000 円を超える場合は、その額から

12,000円を控除した額が、高額療養費として支給される。 

（× H16 ★） 

⇒「10,000円」 

解説≫ 

特定疾病に係わる療養を受けた場合、同一月に 1部負担金の額が 10,000円を超える場

合は、その超えた額を支給（現物給付）します。 

●人工透析治療患者のうち上位所得者の自己負担限度額は 20,000円 
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□ 費用が著しく高額な治療として厚生労働大臣が定める特定疾病に係る療養を著しく

長期間にわたり継続しなければならない場合、当該療養を同一の月にそれぞれ 1つの

病院等で受けた者の一部負担金等の限度額が 10,000 円（人工腎臓を実施している慢

性腎不全患者のうち 70歳未満の上位所得者については 20,000円）を超えた場合、そ

れを超える分には高額療養費が支給される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 標準報酬月額が 53万円の 70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で

人工透析治療を受け、それに係る自己負担金が 1万円を超えた場合、超えた額が高額

療養費として支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「2万円」 

 

 

□ 70歳未満の者と 70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳

以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に、②この高額療養費の支給後、なお

残る負担額の合算額と 70歳未満の一部負担金等の額のうち 21,000円以上のものを世

帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が 70 歳未満の高額療養費算定基準

額を超える部分が高額療養費となる。①と②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額

療養費となる。 

（○ H22 ★） 
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□ 自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた 70 歳未満の被保険者が、

同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高

額である場合であっても、高額療養費の現物給付が行われることはない。 

（× H20 ★） 

⇒「高額療養費の現物給付が行われる。」 

解説≫ 

平成 19年 4月から 70歳未満の者の同一医療機関における入院に係る高額療養費を 

現物給付化し、平成 24年 4月より外来療養についても高額療養費の現物給付化が導入さ

れました。 

例えば、医療費が 100万円の場合、一部負担金の額は、30万円。 

従来は 30万円を支払い所定の手続きにより、下記の高額療養費の 212,570円が償還払い

（一旦支払い、その後費用を還付してもらうこと）の方法を取っていました。 

高額療養費算定基準額は 

80,100＋（100万円－267,000円）×1／100＝87,430円 

高額療養費の額は、300,000円－87,430円＝212,570円 

従来は一時的に 30万円が必要で、患者の負担が多かったのを、制度導入により、事前に

「高額療養費限度額認定証」の交付を受けることにより、212,570 円が現物給付化され

負担は 87,430円で済むというのが現物給付化の内容です。 

 

 

□ 高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口

負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する

手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払を自己負担限

度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られて

いる。 

（× H24 ★） 

⇒「患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関

に支給することで」は削除。 

⇒「入院医療、外来療養、長期高額疾病（特定疾病）に係わる療養等についても行われ

る。」 
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□ 転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者

に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の支部が変更された場合には、高

額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。 

（× H18 ★）） 

⇒「や、全国健康保険協会管掌健康保険の支部が変更された場合には」を削除すれば正

しい。 

解説≫ 

●転職により、全国健康保険協会管掌健康保険の支部が変更された場合 

⇒通算される 

●転職により、健康保険組合⇔全国健康保険協会管掌健康保険 

⇒保険者が変わるので、通算されない。 

 

 

□ 高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者

が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、高額療養費の支給

回数は通算される。 

（× H16 ★） 

⇒「通算されない。」 

 

 

□ 高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保

険の被保険者に変わった場合には通算されない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 同一月内で健康保険組合から全国健康保険協会に移った被保険者の高額療養費は、そ

れぞれの管掌者ごとに要件をみて対処する。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診

療分はそれぞれ区別される。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

同一医療機関であっても、歯科と歯科以外の診療に関してもそれぞれ区別されます。 
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□ 被保険者が 3月 15日から 4月 10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、

高額療養費は 3月 15日から 3月 31日までの療養に係るものと、4月 1日から 4月 10

日までの療養に係るものに区分される。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

月をまたぐような場合は、それぞれの月で支給要件を判断していきます。設問の場合

は、3月と 4月を区分して高額療養費の要件に該当するかどうか判断されます。 

 

 

□ 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額

療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の 90%

相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「80％」 

 

 

□ 被保険者が月の初日以外の日に 75 歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保

険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等につ

いて健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準額が適用される

こととなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の 2

分の 1の額を設定することとされている。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

設問の前段に「被保険者が月の初日以外の日に 75歳に達しとことにより～」とありま

す。では、「月の初日に 75 歳に達した場合は？」ということになりますが、高額療養費

は、月を単位で清算していくので、月の初日に 75歳であれば、その月は、後期高齢者医

療制度での処理ということになります。 
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□ 高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から

高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、

それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービ

ス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。 

（× H20 ★★） 

⇒「健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サー

ビス費が、いずれも支給されており、かつ、」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

医療や介護（予防）サービスを受け、一部負担金がそれぞれの自己負担限度額を超え

た場合に超えた分が支給される制度がそれぞれ、 

●医療の場合⇒「高額療養費」 

●介護の場合⇒「高額介護（予防）サービス費」 

ということになります。 

さらに、平成 20年 4月から導入された制度が 

「高額介護合算療養費」で、これは「高額療養費」、「高額介護（予防）サービス費」を

それぞれ利用したあとの医療と介護の自己負担額の合計額が一定上限額を超えれば超過

分が還付される制度です。 

（ただし、設問にあるように高額療養費、高額介護（予防）サービス費制度で支給され

ていなくても、高額介護合算療養費の制度を使うことは可能） 

（具体例） 

例えば夫婦で、夫が病気で通院が必要、妻は介護が必要（年齢要件等は無視しています。） 

・夫⇒1か月当たり 2万円の自己負担で年間 24万円 

・妻の介護保険の負担額⇒1か月当たり 3万円 として年間 36万円 

 世帯の自己負担の合計額 

 年間 60万円 

低所得者で介護合算算定基準額 31万にした場合 

60万円－31万円＝29万円が高額介護合算療養費として還付されます。 

 その他の要件として 

●前年 8月 1日から 7月 31までの 1年間 

●介護保険受給者がいる世帯が対象 

 

 

□ 高額介護合算療養費は、計算期間（前年 8月 1日から 7月 31日までの 1年間）の末

日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定して

支給する。 

（× H25 ★） 

⇒「世帯単位で算定し支給する。」 
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【法 97条】移送費 

 

【法 97条】 

①被保険者が療養の給付（保険外併用療養費に係る療養を含む。）を受けるため、病院又

は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定

した金額を支給する。 

②前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める

場合に限り、支給するものとする。 

 

 

□ 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要で

あると認めれば、移送費が支給される。 

（○ H21 ★）。 

解説≫ 

保険者が必要と認める場合は 

●移送により健康保険法による適切な療養を受ける場合 

●傷病により移動することが著しく困難な場合 

●緊急その他やむをえない場合 

 

 

□ 移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは支給されない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

移送費は、単に通院や通常の移動については支給されません。 

 

 

□ 医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。 

（× H17 ★） 

⇒「対象になる場合がある。」 

解説≫ 

医師・看護師等の付添人の交通費に関して 

⇒医学的管理が必要であると医師が判断する場合に限り 

⇒原則 1人まで交通費支給 
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□ 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患

者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定

される。 

（× H19 ★） 

⇒「含めて算定はしない。」 

 

 

□ すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象

になる。 

（× H17 ★） 

⇒「移送費の支給対象とならない。」 

解説≫ 

移送費は、被保険者が療養の給付を受けるためにあるので、私費による自由診療を受

けた場合は、対象外になります。 

 

 

□ 移送費の支給を受けようとする者は、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費

用の額を証明する書類を添付して、事業主に申請書を提出しなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「保険者に」 

 

 

□ 被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額

を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければな

らない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの

費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保

険者が算定した額から 3 割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移

送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超え

る場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。 

（× Ｈ21 ★）  

⇒「決定される。」 
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□ 移送に要した費用のうち、原則として 3割を被保険者が負担する。 

（× H17 ★） 

⇒｢は、最も経済的な通常の経路及び方法による方法で算定する。｣ 

解説≫ 

移送費の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用によ

り算定した金額になり、現に移送に要した費用の額を超えることはありません。 

定額負担ではありません。 

 

 

□ 被保険者が療養の給付（保険外併用療養費に係る療養を含む。）を受けるため、病院

又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が

支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の

費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができ

ない。 

（○ Ｈ24 ★） 
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【法 99条】傷病手当金 

 

【法 99条】（傷病手当金） 

①被保険者（任意継続被保険者を除く。）が療養のため労務に服することができないとき

は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務

に服することができない期間、傷病手当金として、１日につき、標準報酬日額の３分の

２に相当する金額を支給する。 

②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１年６月を超えないものとする。 

 

 

POINT≫【傷病手当金の要件】 

①療養のため 

②労務不能 

③継続する 3日間の待期期間を満たしていること 

 

解説≫ 

●雇用保険法（第 37条）に「傷病手当」がありますが、一般被保険者（受給資格者）の

求職者給付の一部です。 

類似の用語なので勘違いしやすい箇所ですが、健康保険法には、「傷病手当金」と 

「出産手当金」の 2つの「手当金」があり、「傷病手当金」はそのうちの 1つです。 

●労働者災害補償保険法の「休業補償給付」は業務上で、「傷病手当金」は業務外という

ことで、どちらも生活補填という意味では共通です。 

 

 

□ 被保険者（任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。）が療養のため労務に服

することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して

5 日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1 日に

つき、標準報酬日額の 5分の 2に相当する金額を支給する。 

（× H25 ★） 

⇒「3日を経過した日」 

⇒「3分の 2に相当する金額を支給する。」 
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□ 傷病手当金の額は、被扶養者がいない場合においては、1日につき標準報酬日額の 100

分の 40に相当する金額となる。 

（× H19 ★） 

⇒「3分の 2」 

解説≫ 

傷病手当金は、被扶養者の有無や人数に係わらず、1 日につき標準報酬日額の 3 分の 2

になります。 

 

 

□ 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、

その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

「療養」に関しては、保険診療に限らず、自宅診療や保険外診療も対象になります。 

●日雇特例被保険者の傷病手当金に関しては 

⇒自費診療や自宅療養は、対象になりません。労務不能期間、必ず療養の給付を受けて

いること条件です。 

 

 

□ 傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場

合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付

として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養につ

いても該当し、傷病手当金は支給される。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服すること

ができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後であ

る場合は、その翌日から起算する。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

「待期期間」の起算日に関する設問です。 

・傷病が業務終了後に発生した場合⇒翌日起算 

・傷病が業務中に発生した場合⇒当日起算 
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□ 傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実

上働けない場合には支給される。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

通院のために働けない場合は、労務不能状態とされ、傷病手当金が支給されます。 

 

 

□ 休業中に家事の副業に従事していたときにケガをしたため、勤務している事業所にお

ける労務に従事することができなくなった場合でも、傷病手当金は支給される。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金の支

給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような

場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

本来の職場では、労務に就けないが、 

副業や内職等に従事して一時的に収入を得る場合 

⇒労務不能に該当し傷病手当金が支給されます。 

 

 

□ 労働基準法の規定によって伝染病の恐れのある保菌者に対して事業主が休業を命じ

た場合、その症状から労務不能と認められるか否かにかかわりなく、傷病手当金が支

給される。 

（× H16 ★） 

⇒「労働安全衛生法の規定」 

⇒「その症状から労務不能と認められた場合に」 

 

 

□ 労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じ

た場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。

（○ H21 ★） 
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□ 療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服すること

ができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

療養の対象となる傷病等であれば、自費診療でも傷病手当金の対象になります。 

 

 

□ 傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して 3日間とな

っているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった

場合は、待期の適用がない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

最初に療養のため労務に服することができない場合だけ、待期が必要になります。 

つまり、同一傷病であれば、待期は 1回で完成されます。 

 

 

□ 傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、そ

の後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用

は行われない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 被保険者が 10 日間の年次有給休暇をとって 5 日目に傷病のため入院療養となり、有

給休暇が終了した後も入院のため欠勤（報酬の支払いはないものとする。）が続いた

場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して 4日目から支給される。

（× H20 ★） 

⇒「有給休暇が終了した日の翌日から支給される。」 

解説≫ 

年次有給休暇中でも待期は完成し、第 4 日目以降も療養のため労務不能状態である場

合に、年次有給休暇が終了した日の翌日から傷病手当金の支給が開始されます。 

設問の場合、年次有給休暇期間中の第 5日目に療養のため労務不能となり、第 7日目で

待期期間が完成しますが、第 10日目までは年次有給休暇として処理されているため、傷

病手当金の支給は停止されます。 
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□ 傷病手当金は、被保険者（任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。）が療養

のため労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日から支

給される。ただし、その 3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除

いた所定の労働すべき日が 3日を経過した日から支給される。 

（× H23 ★） 

⇒「を待期期間に含める。」 

 

 

□ 被保険者資格（任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。）を取得する前にか

かった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできる

が、傷病手当金は支給されない。 

（× H23 ★） 

⇒「資格取得後の療養については、要件を満たせば傷病手当金は支給される。」 

 

 

□ 労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、労務不能と

なった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているときは、休業補償給

付に加えて、その差額が傷病手当金として支給される。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

労災保険の休業補償給付との調整に関しての問題です。 

休業補償給付も傷病手当金も、労働することができずに所得がない場合の所得補填とい

う考え方は共通です。 

●労災の休業補償給付を受けている間に傷病手当金の要件を満たした場合 

⇒傷病手当金は不支給 

●（休業補償給付の額＜傷病手当金の額）の場合 

⇒その差額が支給されます。 

●休業補償給付（労災） 

労働者が業務上の負傷等による療養のため労働することができないため、賃金を受けな

い日の第 4日目から支給。 

額は、1日当たり給付基礎日額の 100分の 60 
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□ 労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、

さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞ

れが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給さ

れる。 

（× H24 ★） 

⇒「休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその差額部分に係わる

ものを除き、傷病手当金は支給されない。」 

 

 

□ 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に規定する

介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しなが

ら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない。 

（× H17 ★） 

⇒「報酬の額により傷病手当金の支給額が調整され、報酬の額が傷病手当金の額を下回

るときはその差額が支給される。」 

 

 

□ 傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中で

ある場合は、傷病手当金は支給されない。 

（× H21 ★） 

⇒「傷病手当金は支給される。」 

 

 

□ 介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能

の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主か

ら介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支

給額について調整を行うこととされている。 

（○ H23 ★） 
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□ 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受ける

ことができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金

の額（当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることが

できるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額）を 360で除し

て得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。 

（× H23 ★） 

⇒「障害厚生年金が優先して支給される。」 

⇒「少ないときは」 

POINT≫【障害厚生年金・障害手当金との調整】 

（原則）同一傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されたとき 

⇒傷病手当金は支給しない。 

（調整） 

●障害厚生年金の額＜傷病手当金の額 

⇒その差額が支給 

●障害厚生年金との調整 

⇒「障害厚生年金の額×1／360」で計算。（年金を 360で割り 1日当たりに換算） 

 

 

□ 報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に

関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「減額しない本来の傷病手当

金の額」と「障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額」との差額が支給される。

（× H18 ★★★） 

⇒「「傷病手当金の日額と障害厚生年金の日額」、「傷病手当金の日額と報酬額」のそれぞ

れの差額を計算し、それぞれの差額のうちいずれか少ない方の額が傷病手当金として支

給される。」 

解説≫ 

傷病手当金と報酬と障害厚生年金を同時に受給している場合の調整です。 

①「障害厚生年金の額×1／360」と「報酬」の多いほうの額 

②傷病手当金の額 

①と②を比較して 

①＜②⇒その差額を支給 
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□ 傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び

休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服してい

た期間も含めて初回の支給開始日から起算して 1年 6か月である。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、

その期間中は出産手当金の支給は停止される。 

（× H24 ★） 

⇒「出産手当金の支給が優先され、その期間中は傷病手当金の支給は停止される。」 

解説≫ 

出産手当金と傷病手当金が同時に支給されるような場合は、出産手当金が優先され、

傷病手当金は支給されません。 

（出産手当金が優先） 

 

 

□ 被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するよ

うな状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知

書に基づき現金で返還しなければならない。 

（× H19 ★） 

⇒「出産手当金の内払いとみなされる。」 
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【法 100条】埋葬料 

 

【法 100条】（埋葬料） 

①被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行

うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。（埋葬料） 

②前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った

者に対し、5 万円の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給

する。（埋葬費） 

 

 

□ 埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社

葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬

料は支給されない。 

（× H25 ★） 

⇒「支給される。」 

解説≫ 

「埋葬を行う者」とは、社会通念上埋葬を行うべき者をいい、実際に埋葬を行ったかど

うかは問わないので、設問の場合には、配偶者に支給されます。 

 

 

□ 埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた

者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要は

ない。 

（× H25 ★） 

⇒「記載する必要はある。」 

 

 

□ 埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の

発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者

の証明書等により死亡したものとして取り扱う。 

（○ H25 ★） 
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□ 事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書

を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。 

（× H25 ★★） 

⇒「正当な理由があれば拒むことができる。」 

 

 

□ 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行っ

た場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者には含まれない。 

（× H25★） 

⇒「含まれる。」 

 

 

□ 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、被

保険者により生計を維持していない者には支給されない。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

「埋葬料」に関しては、生計を維持していることが要件なので、支給されません。 

設問の場合には、「埋葬費」として、5万円の範囲内で実費が支給されます。 

 

 

□ 埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険

者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を

維持していた者も含む。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により

生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた

者も含まれる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額

である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める

金額である。 

（× H19 ★） 
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⇒「5万円である。」 

□ 被保険者が死亡した場合に、当該被保険者により生計を維持していた者がいないとき

は、埋葬を行った者に対して、5万円の範囲内で、その埋葬に要した費用が支給され

る。 

（○ H16 ★）） 

 

 

□ 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行う

ものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受ける

べき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲

内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受け

るべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。 

⇒「及び家族埋葬料」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

死産児は、被扶養者に該当しないので「家族埋葬料」は支給されません。 

 

 

□ 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して 10 万

円が支給される。 

（× H24 ★） 

「5万円が支給される。」 
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【法 102条】出産手当金 

 

【法 102条】（出産手当金） 

被保険者が出産したときは、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 42日（多胎妊娠の場合においては、98日）から出産の日後 56日まで

の間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、１日につき、標準報酬日額

の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て

るものとし、50 銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとす

る。）を支給する。 

 

 

□ 被保険者（任意継続被保険者を除く。）が出産したときは、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 42日（多胎妊娠の場合においては、

98日）から出産の日後 56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金

として、一日につき、標準報酬日額の 3分の 2に相当する金額が支給される。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 被保険者が出産予定日の 42 日前から出産休暇をとったところ、予定日より 5 日遅れ

て出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は 47 日となり、また、5 日の

超過日数が出産日後の 56日から差し引かれることはない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している

期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業

手当との調整が行われる。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができ

る者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただ

し、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差

額を支給する。 

（○ H23 ★） 
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【法 101条・104条】出産育児一時金・家族出産育児一時金 

 

□ 被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、

被保険者期間の要件なく支給される。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

父が不明であっても、出産に関する給付は母体を保護することが主体ですので、当然

支給されます。 

 

 

□ 妊娠 85日以後の出産であれば、生産、死産、流産（人工妊娠中絶を含む。）又は早産

を問わず、支給される。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

出産とは妊娠 4か月（85日）以上の出産をいい、生産、早産、死産、流産（人工流産

かどうかは不問）を問わず、支給されます。 

 

 

□ 双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数

に応じて支給される。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 平成 23 年 10 月に出産し所定の要件に該当した場合については、39 万円に 3 万円を

超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。 

（○ H21 ★） 

【法 101条 令 36条】 

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、39万円（出産が加算対象出産で

ある場合は 39万円に 3万円を超えない範囲で保険者が定める額）を支給する。 

解説≫ 

加算対象出産 

⇒産科医療補償制度の加入している医療機関等における在胎週数 22週以降の出産 
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□ 妊娠 4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児

一時金が支給される。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に

対して政令で定める金額を支給する。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

被扶養者が出産し、家族出産育児一時金が支給される場合、被扶養者ではなく被保険

者に対して支給されます。 

 

 

□ 出産育児一時金の金額は 39 万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営す

る産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合

の出産育児一時金は、在胎週数第 22週以降の出産の場合、3万円が加算され 42万円

である。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に

390,000円、第二子以降は一人 312,000円（第一子の 80%）が支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「胎児数に応じて」 

 

 

□ 全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、か

つ、その被扶養者である配偶者が妊娠 4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが

必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の 6割に相当する額を限度と

して出産費の貸付を受けることができる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

出産費の貸付に関する制度です。 
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【法 104条】傷病手当金又は出産手当金の継続給付 

 

POINT≫【資格喪失後の継続給付】・・・3つ 

●傷病手当金又は出産手当金の継続給付（法 104条） 

●資格喪失後の死亡に関する給付（法 105条） 

●資格喪失後の出産育児一時金の給付（106条） 

 

 

【法 104条】（傷病手当金又は出産手当金の継続給付） 

 被保険者の資格を喪失した日（任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、そ

の資格を取得した日）の前日まで引き続き１年以上被保険者（任意継続被保険者又は共

済組合の組合員である被保険者を除く。）であった者（「１年以上被保険者であった者」

という。）であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けて

いるものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保

険者からその給付を受けることができる。 

 

 

□ 傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が 6か月経過したときに退職せざるを得

なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した 6か月

以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金

は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被

保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。 

（× H25 ★） 

⇒「資格喪失後の傷病手当金は受けられる。」 

解説≫ 

「引き続き 1 年以上被保険者であった者」の要件として、設問のように同一の保険者

でなくても、（イメージとしては健康保険組合のある大企業から中小企業に転職したよう

な場合です。）又資格の得喪があっても他の要件が成立していれば、資格喪失後の継続給

付は受けられます。 

なお、「引き続き 1年以上の期間」には、任意継続被保険者、特例退職被保険者、共済

組合の組合員、日雇特例被保険者の期間は含まれません。 
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□ 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1年以上被保険者であった者が、療

養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支

給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の

支給を受けることができる。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受け

ている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の

保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が

支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であった

者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金

を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。 

（× H20 ★★） 

⇒「継続給付を受けることはできない。」 

POINT≫【特例退職被保険者と任意継続被保険者の継続給付】 

●特例退職被保険者⇒資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けることはできません。 

●任意継続被保険者⇒資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けることはできる。 

 

解説≫ 

 特例退職被保険者とは、財政状況の良好な健保組合（特定健康保険組合）だけができ

る制度です。 

 保険料は任意継続と同様に全額自己負担ですが、任意継続被保険との違いは、任意継続

被保険は２年間だけですが、特例退職被保険者では組合規約で、２年以上も加入が可能

です。 

 特例退職被保険者となるためには、下記の条件を満たすことが必要です。 

①老齢厚生年金を受け取っている人。  

② 当該健康保険組合に 20年以上あるいは 40歳以降に 10年以上加入していた人。 

 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 128 

 

□ 継続して 1年以上被保険者（任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組

合員である被保険者を除く。）であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に

傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであっ

た期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格

喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

（× H23 ★） 

⇒「その傷病手当金を受けることはできる。」 

 

 

□ 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、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政令で定めるもの（以下「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、老齢退職年金給付は支給されない。 

（× H23 ★） 

⇒「傷病手当金は支給されない。」 

解説≫ 

ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金（老齢退職年金給付）の合算額を 360 で除して

得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給され

ます。 

 

 

□ 適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる

者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年

金と老齢厚生年金の合算額を 360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないと

きは、その差額が傷病手当金として支給される。 

（× H17 ★★★） 

⇒「老齢基礎年金と老齢厚生年金及び傷病手当金が支給される。」 

解説≫ 

設問の適用事業所に使用されている者は調整の対象とはならず、傷病手当金と老齢基

礎年金、老齢厚生年金が重複して支給される。 

傷病手当金と老齢基礎年金、老齢厚生年金が重複して支給される場合に調整の対象に

なる者は、法 104条の規定により傷病手当金の継続給付を受けている者です。 

調整方法自体は正しい内容です。 
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【法 105 条】資格喪失後の死亡に関する給付 

 

【法 105条】（資格喪失後の死亡に関する給付） 

前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を

受けていた者がその給付を受けなくなった日後３月以内に死亡したとき、又はその他の

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後３月以内に死亡したときは、被保

険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険

者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 

 

 

□ 被保険者の資格を喪失した後に出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を

受けなくなった日後 6か月以内に死亡したとき、被保険者であった者により生計を維

持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料

として 5万円が支給される。 

（× H22 ★） 

⇒「3か月以内」 

POINT≫【資格喪失後の死亡に関する給付】 

資格喪失後の死亡に関しては、埋葬料（埋葬費）が支給 

（要件） 

①傷病手当金、出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき 

②上記①の継続給付を受けなくなった日後 3か月以内に死亡したとき 

③被保険者であった者が、その資格を喪失した日後 3か月以内に死亡したとき 

（③に関しては、資格喪失前の被保険者期間は不問） 

⇒生計を維持していた者で、埋葬を行う者は、その被保険者の最後の保険者から埋葬料、

埋葬費が支給される。 

 

 

□ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後 6 か月以内に死亡したときは、

被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その

被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 

（× H24 ★） 

⇒「3か月以内」 
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【法 106条】資格喪失後の出産育児一時金の給付 

 

【法 106条】（資格喪失後の出産育児一時金の給付） 

１年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後６月以内に出産したと

きは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の

保険者から受けることができる。 

 

 

POINT≫（資格喪失後の出産育児一時金の給付） 

資格喪失後の出産であっても、要件に該当すれば出産育児一時金が支給 

（要件） 

①被保険者の資格を喪失した日（任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、そ

の資格を取得した日）の前日まで引き続き 1年以上被保険者であったこと。 

②被保険者の資格を喪失した日後 6か月以内に出産したこと 

⇒被保険者の最後の保険者から支給 

 

 

□ 継続して 1年以上の被保険者期間がある者が、平成 19年 2月 1日に資格喪失して任

意継続被保険者となり、平成 19 年 6 月 1 日に出産（多胎妊娠による出産ではない）

したときは、出産手当金が支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「出産育児一時金」 

解説≫ 

任意継続被保険者が出産した場合には、出産手当金は支給されません。 

 

 

□ 被保険者資格が喪失日（任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格

を取得した日）の前日までの間引き続き 1年以上であった者が、被保険者の資格喪失

後 6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期

間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「最後の保険者から出産育児一時金を受けることができる。」 
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□ 任意適用事業所で引き続き 1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保

険者資格を喪失し、その 6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の

保険者から受けることはできない。 

（× H25 ★） 

⇒「受けることはできる。」 

 

 

□ 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き 1 年以上被保険者であった者が

被保険者の資格を喪失した後 8か月以内に出産したときは、被保険者として受けるこ

とができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることがで

きる。 

（× H21 ★） 

⇒「6カ月以内」 

 

 

□ 1年以上被保険者であった者が資格喪失後 6月以内に出産し、夫の被扶養者となって

いる場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求

者が選択することができる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 引き続き 1年以上の被保険者期間（任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又

は共済組合の組合員である期間を除く。）を有し、資格喪失後 6 か月以内に出産した

者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人とし

ての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給す

ることとなる。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 被保険者の資格喪失後に出産手当金の支給を受けていた者が船員保険の被保険者に

なったときは、出産手当金の支給は行われなくなる。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

船員保険の被保険者になれば、船員保険より給付を受けるために、資格喪失後の給付

は行われなくなるので正解です。 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 132 

 

【法 55条】他の法令による保険給付との調整他 

□ 健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。 

（× H19 ★） 

⇒「が有している。」 

解説≫ 

健康保険の保険給付の受給権は、被保険者だけが有していて、被扶養者には受給権は

ありません。 

 

 

□ 介護保険における訪問看護ステーションから訪問看護を受けている者の急性増悪等

により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われ

る。 

（○ H16 ★★★） 

【法 55条 2項】他の法令による保険給付との調整 

被保険者に係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の支給は、同

一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれら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。 

 

 

解説≫ 

同一の疾病等により、健康保険法の療養の給付等に相当する給付を介護保険法の規定

により受けることができるとき、または受けたとき 

⇒介護保険法に基づく給付が優先されます。 

 

設問の論点は、最初は介護保険で給付を受けていた患者の状態が悪くなり、密度の高い

医療行為が必要になった場合に医療保険（健康保険）から受けることができるかどうか

ということです。 

 

また、設問にある「特別指示書」とは、訪問介護を受けている利用者の病状が悪化た場

合などに、訪問看護事業所に対して交付されるもので、「特別指示書」での訪問介護は介

護保険ではなく、医療保険の扱いとなります。 

いずれにしても難解な問題ですが、平成 17年、21年と同様の設問が出されています。 
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□ 介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が、急性増悪

等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行わ

れる。 

（○ H17 ★★） 

 

 

□ 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度

の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転

床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保

険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。 

（○ H21 ★★） 

 

 

□ 被保険者に係る療養の給付また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、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、

同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給

付を受けることができる場合には行わない。 

（× H22 ★★） 

⇒「または死亡」を削除したら正しい。 

解説≫ 

法 55条 2項の論点です。 

同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受ける

ことができる場合は、健康保険の給付は行わないということです。 

介護保険の保険給付には、死亡についての保険給付はないので誤りです。 
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□ 生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険

による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分につ

いて、医療扶助の対象となる。 

（○ H16 ★） 

【法 55条 3項】公的負担医療との調整 

被保険者に係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若しくは家

族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公

共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 

 

 

□ 災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その限度

において健康保険の保険給付は行われない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

天災地変等の非常災害時に災害救助法が発令され救助としての医療が行われたらその

限度で健康保険の保険給付は行われません。 

医療行為自体は当然同じですが、公費による負担になります。 

 

 

□ 災害救助法が発動され、負傷した 70 歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的

な医療が行われた場合には、その費用の 70％を健康保険が、25％を都道府県が負担

することとされており、5％が被保険者の負担となる。 

（× H25 ★） 

⇒「はすべて公費負担となる。」 

解説≫ 

災害救助法の内容は、厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めると

ころにより現物で行なわれます。設問に都道府県とあるように、発令は都道府県知事が

出します。 
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□ 結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則と

して、その費用の 70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、

当該被保険者の負担はない。 

（× H20 ★） 

⇒「残り 25％を都道府県、5％を被保険者の負担とする。」 

 解説≫ 

公費負担医療との調整は、下記 3点を押さえてください。 

・生活保護法 

・災害救助法 

・感染症予防法（結核患者等） 
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【法 57条】損害賠償請求権 

 

□ 第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償

の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険に

おいて被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過

失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。 

（○ H20 ★★） 

【法 57条】損害賠償請求権 

①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行った

ときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に

対して有する損害賠償の請求権を取得する。（代位取得） 

②前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由につ

いて損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責

めを免れる。（免責） 

 

 

解説≫ 

第三者の行為による損害賠償請求権との調整は、大きく 2つあります。 

●代位取得 

⇒保険給付が先の場合（保険給付を行ったとき）⇒給付の価額の限度で請求権を取得 

●免責 

⇒損害賠償が先（損害賠償を受けたとき）⇒その価額の限度で保険給付の責を免れる。 

 

 

□ 自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被

保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価

額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

損害賠償が先に行われたので、その価額の限度内で免責という流れになります。 
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□ 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、

その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者（当該給付事由が

被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。）が第三者に対

して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するもの

であり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

１つ目の論点 

⇒「保険給付を行った」ということなので、その給付の価額の限度で代位取得するとい

う内容。 

2つ目の論点 

⇒第 3者に対しての損害賠償請求権は、法律上当然に移転（発生）するという内容。 

3つ目の論点 

⇒損害賠償権は、一般の債権の譲渡と同様に通知や承諾は不要という内容。 

すべて正しい内容になるので正解になります。 

しっかりと、論点を分けて 1つずつ正誤を見極めてください。 

 

 

□ 被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しく

は保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであると

きは、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは

居所が明らかでないときは、その旨）、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞な

く保険者に提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

第三者行為により事故が生じた場合は、事業主ではなく、被保険者本人が遅滞なく保険

者に届出る必要があります。 
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【法 116条～120条】給付制限 

 

POINT≫【給付制限まとめ】 

制限理由 制限内容 

（全部） 

自己の故意の犯罪行為又は故意に給付事

由を生じさせた場合 

保険給付の全部を行わない。 

（全部） 

・少年院等に拘禁されたとき 

・刑事施設、労役場等に拘禁されたとき 

疾病、負傷、出産に関する保険給付（傷病

手当金、出産手当金は厚生労働省令で定め

る場合に限る。）の全部を行わない。 

ただし、被扶養者に関する保険給付は行わ

れる。 

（全部又は一部） 

闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事

由を生じさせたとき 

保険給付の全部又は一部を行わないこと

ができる。 

（全部又は一部） 

正当な理由なしに保険者の文書提出命令、

答弁、受診等を拒否 

（全部又は一部） 

偽りその他不正の行為によって保険給付

を受け、又は受けようとしたとき 

6カ月以内の期間を定めて傷病手当金、出

産手当金の全部又は一部を支給しない旨

の決定をすることができる。 

ただし、不正行為のあった日から 1年を経

過したときは除く。 

（一部） 

正当な理由なしに療養に関する指示に従

わないとき 

保険給付の一部を行わないことができる。 

 

 

 

 

□ 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者

からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 

（○ H23 ★） 
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□ 偽りそのた不正の行為によって保険給付を受けた者はあるときは、保険者はその者か

らその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は

一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考

えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受

けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

法 58条の不正利得からの出題です。 

論点は、「全部又は一部」の定義に関してですが、保険者は、保険給付を受けた者に対し

て、「全部であろうが一部であろうが、受けた分はすべて徴収するよ」という内容です。 

 

 

□ 保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の支払い

を受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額につき返還さ

せるほか、その額に 100分の 40を乗じた額を支払わせることができる。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正

の行為によって療養の給付等に関する費用の支払を受けた場合 

⇒当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額

を返還させるほか、その返還させる額に 100分の 40を乗じて得た額を支払わせることが

できます。 

あくまで、保険医療機関等に対してのペナルティ－ということです。 

保険医療機関等の不正行為に対しての厳しい対処を規定しています。 

 

 

□ 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用

の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させ

るほか、その返還させる額に 100分の 40を乗じて得た額を支払わせることができる。

（○ H23 ★） 
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□ 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者

に対する治療は保険給付の対象とならない。 

（○ H20 ★） 

【法 116条】保険給付の制限 

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付

事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 

 

 

□ 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わ

れないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。 

（× H23 ★） 

⇒「支給される。」 

解説≫ 

自殺に関しては、故意に基づく給付事由とは取り扱われず、埋葬料は支給されます。 

 

 

□ 被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合には、その給付事由についての保険

給付は行わないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の

発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。 

（○ H25 ★） 

POINT≫【自殺未遂により給付制限】 

（原則）自殺未遂による傷病 

⇒保険給付の対象外 

（例外）自殺未遂が精神疾患等に起因する場合 

⇒保険給付の対象 

 

 

□ 被保険者が道路交通法違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故より死亡

した場合、健康保険法第 116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料

は支給されない。 

（× H25 ★） 

⇒「支給される。」 
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□ 故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為

の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険

事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要で

ある。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受

けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に

仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。 

（○ H17 ★★） 

【法 117条】その他の給付制限 

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該

給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 

 

 

解説≫ 

前半の論点は、法 117条の定義そのもので正しい設問です。 

後半の論点は、正誤の判断が難しい問題ですが、原因（泥酔状態での喧嘩の仕返し）が

何であれ、危害を加えられ負傷したということで給付制限はかかりません。 

昭和 2年の通達からの問題ですが、そのまま理解してください。 

 

 

□ 給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わ

ないことができる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該

給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。 

（× H23 ★） 

⇒「全部又は一部について行わないものとする。」 
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□ 保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指

示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。 

（× H22 ★） 

⇒「一部」 

【法 119条】療養の指示に従わない時の給付制限 

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示

に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 

 

解説≫ 

正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき 

⇒「一部」の給付制限です。 

 

 

□ 保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3カ

月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限するこ

とができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から 1 年を経過したときは、

この限りではない。 

（× H17 ★） 

⇒「6カ月以内の期間を定め」 

【法 120条】（偽りその他不正の行為による給付制限） 

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対

して、６月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又

は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があ

った日から１年を経過したときは、この限りでない 

 

解説≫ 

「この限りでない 」という表現も独特な言い回しです。 

「限り」（制限）が「ない」（否定）⇒制限が解除。つまり、「支給される」ということで

す。 

本試験やテキスト等でも「この限りではない」という表現を見つけたら、「制限が解除」

されるということでその場で「どっちかな？」と考え込まないことが肝心です。 
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□ 保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に

対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を

支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日

から 1年を経過したときは、この限りではない。 

（× H21 ★） 

⇒「傷病手当金又は出産手当金」 

 

 

□ 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係

る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

被保険者が、刑事施設に拘禁されている場合は、公費負担になるので保険給付は行われ

ません。 

ただし、被扶養者に対する保険給付は、そのまま行われます。 

 

 

□ 被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は 5日以内に、被保険者証の記号及び番

号、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を厚生労働大臣又

は健康保険組合に届け出なければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産

につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。 

（× H22 ★） 

⇒「保険給付をすべて行わないわけではない。」 
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【法 61】 受給権の保護他 

 

□ 保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領する

ことは禁止されている。 

（× H18 ★） 

⇒「禁止されていない。」 

解説≫ 

受給権者が死亡して、その権利はどうなるのかという未支給給付に関する内容になり

ますが、健康保険法には未支給給付に関する規定はありません。 

したがって、その相続人が請求権を承継し、その相続人により受領される扱いになりま

す。 

 

 

□ 被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者

は請求権をもとない。 

（× H25 ★） 

⇒「相続権者（相続人）が請求権を承継し、その相続権者により受領される。」 

 

 

□ 保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供し

たり又は差し押さえることができる。 

（× H24 ★） 

⇒「できない。」 

解説≫ 

受給権の保護の論点で、保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押

さえることができません。健康保険法には、例外はないということです。 

 

 

□ 出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。 

（○ H18 ★） 
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□ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはで

きないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税

の課税対象になる。 

（× H24 ★） 

⇒「所得税の課税対象ではない。」 

 

 

□ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より 5年間保存しなければならな

い。 

（× H22 ★） 

⇒「2年間保存」 

 

 

□ 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より 3年間、保存しなければなら

ない。 

（× H25 ★） 

⇒「2年間」 

 

 

□ 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして

処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから 5日以内に、文書でその

旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけばならない。 

（× H23 ★） 

⇒「あらかじめ」 

 

 

□ 保険者が健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持

増進のために必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対

しても当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業

の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができ

る。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費

の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。 

（○ H16 ★） 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 146 

 

日雇特例被保険者 

 

□ 農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、

厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。 

（○ H18 ★ 

 

 

□ 介護保険第 2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日

額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を

乗じて得た額である。 

（× H22 ★★★） 

⇒「その者の標準賃金日額に平均保険料率を乗じて得た額と標準賃金日額に平均保険料

率を乗じて得た額の 100分の 31を乗じて得た額の合算額である。」 

POINT≫【日雇特例被保険者の保険料】 

日雇特例被保険者の保険料額の算出方法です。・・・①+② 

●標準賃金日額に係わる保険料 

① 標準賃金日額×（平均保険料率＋介護保険料率） 

（介護保険第 2号者以外の場合は、平均保険料率のみ） 

② ①×31/100 

解説≫ 

日雇特例被保険者の保険料は就労した日ごとに徴収されます。 

月給の場合には、「標準報酬月額等級表」に基づいて、計算されますが、日雇特例被保険

者の場合は、「標準賃金日額等級表」に基づいて計算されます。等級区分は 11 等級です

が、基本的な考え方は同じです。 

なお、上記の②は、事業主が全額負担します。 
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□ 日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000 円未満を切り捨て 40 万円を上限

とした額に、平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険

者と事業主が 2分の 1ずつ負担する。 

（○ H18 ★★★） 

POINT≫【賞与額に係わる保険料】 

賞与額×（平均保険料率＋介護保険料率） 

（介護保険第 2号者以外の場合は、平均保険料率のみ） 

・賞与額の上限は 40万円で、1,000円未満の端数は切捨て 

 

 

□ 日雇特例被保険者が 1日において 2以上の事業所において使用される場合、最初にそ

の者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべき

その日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。 

（○ H19 ★★） 

 

 

□ 事業主（日雇特例被保険者が 1日において 2以上の事業所に使用される場合において

は、その者を使用するすべての事業主）は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、

その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を

負う。 

（× H23 ★） 

⇒「初めにその者を使用する事業主」 
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□ 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準

賃金日額に係る保険料額が 1,000 円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の

100分の 25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して 30日以内に、保険

者に納付しなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「14日以内に」 

解説≫【日雇特例被保険者の保険料に係わる追徴金】 

・事業主が標準賃金日額に係わる保険料の納付を怠った場合 

⇒厚生労働大臣が保険料の額を決定し、事業主に通知 

⇒正当な理由がなければ、保険料額（1,000円未満切り捨て）の 100分の 25に相当する

追徴金を徴収 

・決定された保険料額が 1,000円未満の場合⇒徴収しない。 

・追徴金の納付は決定された日から 14日以内 

 

 

□ 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準

賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が

1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額（その額に 1,000円未満の

端数があるときは、その端数は切り捨てる。）の 100分の 25に相当する額の追徴金を

徴収する。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開

始日から 1年間（ ただし、結核性疾病の場合は 5年間）である。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者

手帳を提出しなければならない。 

（× H19 ★） 

⇒「受給資格者票」 

 

 

 

 

 



健康保険法 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 149 

 

□ 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその

原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間に

おいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支

給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前 6か月間

に通算して 78 日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が

納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの

45分の 1に相当する金額である。 

（× H20 ★） 

⇒「療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において療養の給付を受けてい

ることを要しない。」 

 

 

□ 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にそ

の原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のす

べてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支

給されない。 

（× H23 ★） 

⇒「支給される。」 

 

 

□ 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前 2 月間に通算して

26 日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給

される。 

（× H18 ★） 

⇒「前 4月間」 

 

 

□ 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前 6か月間に通算して

26 日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金とし

て、政令で定める金額が支給される。 

（× H23 ★） 

⇒「前 4月間」 
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□ 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資

格票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会または

委託市町村に返納しなければならない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するときは、一般

被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。

（× H17 ★★） 

⇒「どちらか一方の給付を受けたときに、他方の給付がその限度において行われない。」 

 

 

□ 日雇特例被保険者は、介護保険第 2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚

生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しな

ければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、

保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。 

（○ H19 ★） 
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【法 189条】審査請求等 

 

【法 189条】（審査請求） 

①被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審

査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審

査請求をすることができる。 

②審査請求をした日から 60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官

が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすること

ができる。 

 

 

□ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官

に対して審査請求をすることができる。 

（× H23 ★） 

⇒「社会保険審査会」 

POINT≫申立て内容と申立て先 

内容 請求先  

（二審制） 

・被保険者の資格 

・標準報酬 

・保険給付に関する処分 

社会保険審査官 

   ↓ 

社会保険審査会 

審査請求 

 ↓ 

再審査請求 

（一審制） 

・保険料その他の徴収金の賦課 

・徴収の処分 

・滞納処分 

社会保険審査会 審査請求 

●被扶養者の認定に関する処分⇒審査請求の対象外 

 

 

□ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分に

ついての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起するこ

とができない。 

（○ H25 ★） 
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□ 不服申立て制度は 2審制がとられており、第 1次審査機関として各都道府県に独任制

の社会保険審査官が置かれ、第 2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれ

ている。 

（× H18 ★★） 

⇒「各地方厚生局（地方厚生支局を含む。）」 

⇒「厚生労働省に置かれている。」 

 

 

□ 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、

保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。 

（× H18 ★） 

⇒「保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行

われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすること

は差し支えないものとされる。 

（× H19 ★） 

⇒「不服申立てはできない。」 

 

 

□ 社会保険審査官に対して審査請求をした日から 60 日以内に決定がないときは、審査

請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることが

できる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険

者であった者、等であり、事業主は除かれる。 

（× H18 ★） 

⇒「事業主も含まれる。」 
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□ 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保

険審査官に行う。 

（× H18 ★）  

⇒「健康保険組合の事務所の所在地を管轄する地方厚生局（地方厚生支局を含む。）に置

かれた社会保険審査官に行う。」 

解説≫ 

設問の「被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。」という表現は、「被

保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に対して行う。」とすれば意味が通じやすい

と思われます。 

 

 

□ 事業主が、正当な理由がなくて、被保険者の賞与額に関する事項を保険者に届出なか

った場合は、6か月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられる。 

（○ H16 ★） 

解説＞ 

罰金、罰則は、健康保険法に関しては 6か月以下の懲役又は 50万円以下の罰金が中心

ですが、これ以外にもあるので、すべてこの金額で把握するのは危険です。 

例えば、守秘義務に関しては、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金になります。 

 

 

□ 事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこ

れを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な

理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲

役又は 50万円以下の罰金に処せられる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 事業主が、厚生労働大臣又は社会保険庁長官から、被保険者の標準報酬に関して、文

書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6か

月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられる。 

（○ H16 ★） 
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□ 健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定

する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6 月以下の懲役又は 50 万円以

下の罰金に処せられる。 

（× H20 ★★） 

⇒「その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の 2 倍に相当する金額以下の過

料に処せられる。」 

解説≫ 

過料は、法令に従わない者に対する行政処分です。例えば、駐車違反などが該当します。 

罰金は、刑法上の刑罰で、検察官が起訴して裁判所が下すので、前科が付きます。 
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【法 193条】時効 

 

□ 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を

経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効

中断の効力がある。 

（× H22 ★） 

⇒「2年」 

解説≫ 

健康保険法の時効は、2年を経過した時に消滅します。 

 

 

□ 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によっ

て消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。

（× H23 ★） 

⇒「2年」 

 

 

□ 高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の 1日であり、傷病が月の

途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の

翌月以後に支払ったときは、支払った月の 1日が起算日となる。 

（× H16 ★★） 

⇒「支払った日の翌日」 

POINT≫【時効の起算日】 

（原則）○○の翌日 

（注意を要する起算日） 

・高額療養費⇒療養月の翌月 1日 

・埋葬料⇒事故発生の日の翌日 

・埋葬費⇒埋葬を行った日の翌日 

・療養費⇒請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日 

 

 

□ 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の 1日を起算日として、2年を経過

したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月

以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。 

（○ H22 ★） 
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□ 傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から 2年を経過したときは、時

効によって消滅する。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から 5 年を経過したときは、

時効によって消滅する。 

（× H24 ★） 

⇒「療養に要した費用を支払った日の翌日から 2年」 

 

 

□ 事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者

の返還請求権は、10年で時効により消滅する。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

被保険者に返還すべき金額は、そもそも間違えて徴収したものなので、民法の適用に

より 2年ではなく 10年になります。 

 

 


