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第 43回目 健康保険法 法改正  

▼傾向と対策 

それでは第 43回目の講義「健康保険法 法改正」の解説を進めていきます。 

本年度の法改正の内容 

（1）健康保険法 1条の目的条文の改正 

（2）法人の役員に係る保険給付の特例 

（3）産前産後休業注①期間中の保険料の免除 

（4）産前産後休業を終了した際の改定 

（5）70歳代前半の一部負担金等の軽減特例措置に係る改正 

（6）高額療養費算定基準額等 

（7）協会の給付費に係る国庫補助割合に関する特例措置等 

（8）保険者の準備金 

（9）保険料等 

（10）全国健康保険協会に対する厚生労働大臣の調査権限の委任 

（11）被扶養者に係る届出の改善 

 

☑［注① 産前産後休業］ 

⇒労働基準法 65条による休業 

『使用者は、6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定の女性が休

業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。』 

 

 

特に、産前産後休業時や育児休業等注②の保険料免除や標準報酬の改定に関しては、厚生年

金保険法と横断学習で確実に押さえることが必要です。 

 

改正の流れとしては、育児休業等による保険料免除と標準報酬の改定が先行して、その後今

回の産前産後休業期間中の法改正に繋がった形になります。 

 

☑［注② 育児休業等］ 

⇒育児休業等とは、育児介護休業法に規定する育児休業や介護休業の制度ですが、保険料免

除や標準報酬改定に関しての育児休業等は 

育児休業や育児休業の制度に準ずる措置等のことで、当然介護休業に関する規程は含まれま

せん。 

 

健康保険法の目的条文に関しては、 

・細かい条文名（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） 

・目的条文に、通勤災害という文言が入れば誤りになります。 

等々択一式はもちろん選択式にも十分注意してください。 
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労働科目や社会保険科目も同様ですが、理解し難い箇所でも数字に関しては、確実に覚えて

ください。 

 

 

 

▼社労士ルパン先生と総務部にいる社労士を目指すフジ子さんとの会話 

「先生、こんにちは。」 

「やぁ、フジ子さん。毎日暑い日が続いて、社長もバテテいるんじゃないの？」 

「いえいえ、相変わらず元気ですよ。」 

「ところで、今回の法改正で、子育て支援が充実しましたね、」 

「そうだね。保険料の徴収の免除や標準報酬の改定に関しては、ようやく繋がった感じ

だね。」 

「そうですね。」 

「少しまとめてみると、2014年 4月改正前は、育児休業等の保険料免除と標準報酬の改

定だけ。2014年 4月以降は、産前産後休業が適用された形ですね。 

 

●2014年 4月以前（改正前） 

 産前産後休業 育児休業等 

健康保険 保険料の免除 × ○ 

標準報酬の改定 × ○ 

厚生年金 保険料の免除 × ○ 

標準報酬の改定 × ○ 

 

 

●2014年 4月以降（改正後） 

 産前産後休業 育児休業 

健康保険 保険料の免除 ○ ○ 

標準報酬の改定 ○ ○ 

厚生年金 保険料の免除 ○ ○ 

標準報酬の改定 ○ ○ 

 

 

いずれにしても、厚生年金も健康保険も基本的には同じですね。」 

「そうですね。」 
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「次に、保険料免除を横断で確認していくと 

●保険料の免除の期間 

 産前産後 育児休業 

健康保険 産前産後休業開始日の属する月か

ら産前産後休業終了日の翌日の属

する月の前月まで 

育児休業等開始日の属する月 

から育児休業等終了日の翌日 

の属する月の前月まで 
厚生年金 

 

こう見ると、保険料の免除の期間は、「属する月から」と「翌日の属する月の前月」と共

通だね。 

 

合わせて、保険料の免除に関しては、すべて、事業主の申出により免除される点も共通。」 

 

●保険料免除の申出 

 産前産後 育児休業 

健康保険 事業主の申出 事業主の申出 

厚生年金 

 

「次に、標準報酬の改定を確認していきます。 

 産前産後 育児休業 

健康保険 産前産後休業終了日の翌日が属す

る月以後 3月間注①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標準報酬月額

を改定 

育児休業等終了日の翌日が属する

月以後 3 月間注①に受けた報酬の総

額をその期間の月数で除して得た

額を報酬月額として標準報酬月額

を改定 

厚生年金 

 

☑［注① 3月間］ 

⇒産前産後休業終了日（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係るものとし、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） 

「標準報酬の改定時期と有効期間や申出についても、健康保険、厚生年金ともに共通で

すね。」 
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●改定時期と有効期間 

 産前産後 育児休業 

健康保険 産前産後休業終了日の翌日から起算

して 2 月を経過した日の属する月の

翌月から改定 

・改定月 1月～6月 

⇒その年の 8月 

・改定月 7月～12月 

⇒翌年の 8月 

 

育児休業等終了日の翌日から起算

して2月を経過した日の属する月の

翌月から改定 

・改定月 1月～6月 

⇒その年の 8月 

・改定月 7月～12月 

⇒翌年の 8月 

厚生年金 

  

●標準報酬改定の申出 

 産前産後 育児休業 

健康保険 被保険者の申出 被保険者の申出 

厚生年金 

※保険料の免除⇒事業主が申出 標準報酬の改定⇒被保険者の申出 

 

「先生、どうしても健康保険法と厚生年金保険法と法律を別々に学習するので、なかな

か整理が付かなかったのですが、概略は理解できました。」 

「とにかく、実務では年金事務所などに提出する書類は 1 枚で両方の処理をするので、

基本は同じです。 

注意するポイントは、翌日とか前月とか正確に把握していないと本試験で悩んでしまう

ので、確実に覚える必要がありますね。」 

「うる覚えが怖いですね。 

しっかり覚えて本試験に臨みます。」 
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（1）健康保険法 1条の目的条文の改正 

 平成 25年 10月 1日施行 

（改正の背景） 

シルバー人材センター等の請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインター

ンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケース

が発生。（つまり、保険の適用が受けられずに 100％自己負担というケース） 

 

今回の改正で、こうしたケースに対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険

の給付が受けられない場合 

⇒原則として健康保険の給付が受けられるようにしたのが目的条文の改正の趣旨 

 

（改正前） 

『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。』 

 

 

 

（改正後） 

『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。』 

 

 

☑選択式、択一式対策として、下記に十分注意してください。 

●「労働者の業務災害以外」⇒「労働者及びその被扶養者の業務災害以外」 

●「業務災害及び通勤災害」⇒「業務災害」 

●「労働基準法第 7条第 1項第 1号に規定する業務災害」 

⇒「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」 
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（2）法人の役員に係る保険給付の特例 

 平成 25年 10月 1日施行 

（改正の背景） 

業務上あるいは通勤上の傷病等について、法人の代表者等は、労働者災害補償保険法は適

用されません。 

一方、健康保険法は、業務災害以外の傷病等に対する保障なので、健康保険も使えないため、

法人の代表者等は、保険が効かない無保険状態になるため、特別加入という制度が設けられ

ているわけですが、特別加入も任意の制度のため、特別加入に未加入の場合は、100％自己

負担を強いられてしまいます。 

 

上記のように労災保険と健康保険の保険の狭間の未整備の問題がでてきたため、 

平成 15年、下記のような通達が発せられました。 

 

■平成 15 年７月１日の厚生労働省保険局の通達 

『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等であって、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も、健康保険の保険給付の対象（傷病手当金を除

く）とする。』とあります。 

 

つまり、「5 人未満の健康保険の被保険者が在籍している会社であれば、業務上の傷病等に

ついては、健康保険の保険の対象にする。」という内容の通達ですが、今回の改正により、

通達から正式に条文化されたことになります。 

 

■条文…法 53条の 2 

『被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因す

る疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付を行わない。 

ただし、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であって、一

般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因

する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付を行う。』 

 

前段では、原則通り、「法人の役員に関しては、業務上の疾病等に関しては、健康保険から

の保健給付を行わない。」としています。 

 

ただし書き以後で、「5人未満…健康保険から保健給付を行う」という内容になっています。 

 

合わせて、今回の改正では、傷病手当金を含めて健康保険の保険給付の対象にしているので

注意してください。 
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（3）産前産後休業期間の保険料免除 

 平成 26年 4月 1日施行 

          

    出産       

▼           ▼ 

  

 

         42日         56日          最長で子が 3歳まで 

         今回の改正で、保険料が免除に         もともと保険料免除 

 

 産前産後休業期間中 

（労働基準法） 

育児休業期間中 

（育児介護休業法） 

改正前 保険料の支払い有り 免除 

改正後 免除←今回の改正 免除 

 

 

■条文…法 159条の３  

『産前産後休業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、その産前産後休業を開始した日の属する月から

その産前産後休業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

保険料を徴収しない。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産前休業 産後休業 育児休業 



社労士合格 弾丸合格セミナー 
 

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

8 
（4）産前産後休業を終了した際の改定 

 平成 26年 4月 1日 

 

■条文…法 43条の３  

『①保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日（産

前産後休業終了日）において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、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、第 41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後３月間注

①に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を

改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、こ

の限りでない。 

②前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して

２月を経過した日の属する月の翌月からその年の８月（当該翌月が７月から 12月までのい

ずれかの月である場合は、翌年の８月）までの各月の標準報酬月額とする。』 

 

 

☑［注① 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後３月間］ 

⇒産前産後休業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

を除いて計算します。 

 

 

▼産前産後休業終了後に、職場復帰した場合⇒産前産後休業時改定 

（産前産後休業終了後に、育児休業をした場合は、産前産後休業終了時改定の対象では有り

ません。） 

               

    保険料免除 

                           標準報酬月額の改定 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

↑    ↑ 

6/4   7/15出産      職場復帰…短時間勤務制度等の利用により報酬が低下 

産前 42日 産後 56日間          

 7/16       9/9 

 

☑保険料免除 

⇒産前産後休業を開始した日（6/4）の属する月（6月）から 

産前産後休業が終了した日（9/9）の翌日（9/10）が属する月の前月（8 月）までの保険料

が免除されます。 
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☑産前産後休業終了日時改定の算定期間 

⇒産前産後休業終了日（9/9）の翌日（9/10）が属する月（9月）以後 3月間 

（9月、10月、11月） 

 

☑改定時期 

⇒産前産後休業終了日（9/9）の翌日（9/10）から起算して 2月を経過した日の属する月の

翌月（12月）から 

 

 

▼産前産後休業終了後、⇒育児休業を取得した場合 

            

 

      保険料免除      職場復帰…短時間勤務制度等の利用により報酬が低下 

                 ▼           

6 7 8 9月～翌年7月 7 8 9 10 11 12 

↑    ↑                         標準報酬月額の改定 

6/4   7/15出産      育児休業…完全に会社を休業 

産前 42日 産後 56日間  育児休業       

 7/16       9/9   翌 7/5育児休業終了 

 

☑育児休業等終了時改定の算定期間 

⇒育児休業等終了日（7/5）の翌日（7/6）の属する月以後 3月間（7月、8月、9月） 

 

☑改定時期 

⇒育児休業等終了日（7/5）の翌日（7/6）から起算して 2月を経過した日の属する月の翌月

（10月）から 

 

☑育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始した被保険者 

（⇒次の子どもを妊娠した場合） 

⇒育児休業等を終了した際の改定の対象にはならない。 

 

6/4   7/15出産      育児休業…完全に会社を休業 

産前 42日 産後 56日間  育児休業       

 7/16       9/9   翌 7/5育児休業終了 

                   産前産後休業 
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（5）70歳代前半の一部負担金等の軽減特例措置に係る改正 

 平成 26年 4月 1日 

 

☑（法改正前）      70歳         75歳 

               70歳代前半     後期高齢者医療の被保険者 

3割 法律上…2割        1割 

                 

              軽減措置注①により 

              ⇒1割負担（1割は国が負担） 

 

 

☑［注① 軽減措置］ 

⇒軽減措置に関しては、現役並み所得者注②は該当しません。 

 

☑［注② 現役並み所得者］ 

（原則）標準報酬月額が 28万円以上の被保険者 

（例外）被保険者及び 70歳以上の被扶養者等の年収が 520万円（単身 383万円）未満の場

合⇒現役並み所得者ではない。 

 

☑（改正後） 

            70歳         75歳 

               70歳代前半     後期高齢者医療の被保険者 

3割 法律上…2割        1割 

                 

               

             

 

 

 平成 26年 3月 31日以前に 70歳に    平成 26年 4月 1日以後に 70歳に 

到達しているもの            到達しているもの 

 

    軽減措置を継続             法律本来の 2割負担に 

（つまり、平成 26年 3月 31日以前に 70歳以上の者 

⇒既得権を守るため引き続き 1割負担が適用されます） 

 

 

 

 

昭和 19年 4月 1日以前生まれ 昭和 19年 4月 1日以後生まれ 
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（6）高額療養費算定基準額等 

 平成 26年 4月 1日 

 

（改正の背景） 

⇒70歳以上の者に係る高額療養費算定基準は、「（5）70歳代前半の一部負担金等の軽減特例

措置に係る改正」による、実質負担増を配慮して、 

⇒高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額については、そのままの金額が継続されま

す。 

 

●70歳以上の高額療養費算定基準額 

区分 高額療養費算定基準額 

①外来（個人） ②世帯合算 

一般 12,000円 44,400円 

一定以上所得者 44,400円 80,100円+（療養に要した費用－267,000円）

×1％ 

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 

低所得者Ⅰ 15,000円 

 

●70歳以上の介護合算算定基準額 

区分 介護合算算定基準額 

一定以上所得者 670,000円 

一般 560,000円 

低所得者Ⅱ 310,000円 

低所得者Ⅰ 190,000円 
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（7）協会の給付費に係る国庫補助割合に関する特例措置等 

 平成 25年 5月 31日 

 

（1）全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の費用のうち国庫補助割合を 

「1,000分の 30」⇒「1,000分の 164」に 

 

●健康保険事業に対する国庫補助割合 

 本則上 当分の間 平成 22年度から 

平成 26年度 

療養の給付等の支給

に要する費用 

1,000 分の 164 から

1,000分の200までの

範囲内において政令

で定める割合 

1,000分の 130 1000分の 164 

・前期高齢者交付金 

・後期高齢者支援金

の納付に要する費用 

1,000分の 164 

 

 

 

（8）保険者の準備金 

 平成 25年 5月 31日 

①全国健康保険協会（協会） 

原則 保健給付に要した費用の額及び後期高齢者支援金等の拠出金

等の拠出金相当分の平均の 1 か月分を準備金として積み立て

なければならない。 

平成 25年度及び平成 26年

度の措置 

準備金を積み立てることを要せず、その取崩しにより財政の安

定化を図ることが可能に 

 

 

②健康保険組合（健保組合） 

改正前 保健給付に要した費用の額及び後期高齢者支援金等の拠出金

等の拠出金相当分の平均の 3 か月分を準備金として積み立て

なければならない。 

改正後 後期高齢者支援金等の拠出金相当分については、1か月分を積

み立てることで足りる 
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（9）保険料率等 

 

●一般保険料率 

⇒前年度と同率 

 

●介護保険料率 

⇒平成 26年 3月から 

1,000分の 15.5⇒1,000分の 17.2 

●標準報酬月額 

⇒平成 25年 9月 30日における協会管掌健康保険の被保険者の標準報酬月額の平均額 

⇒280,000円（前年と同じ） 

 

 

 

（10）全国健康保険協会に対する厚生労働大臣の調査権限の委任 

 平成 25年 5月 31日施行 

（改正の背景） 

保健給付の不正が増えている中、全国健康保険協会に対しても、厚生労働大臣の事業主に

対する命令、質問、検査を行う権限を委任することにより不正防止対策として改正 

 

（改正前）立入り検査等の規定に関する厚生労働大臣の権限に係る事務 

 厚生労働大臣の立入り検査等の権限 

日本年金機構 ○ 権限あり 

全国健康保険協会（協会） ×権限なし 

 

 

（改正後）立入り検査等の規定に関する厚生労働大臣の権限に係る事務 

 厚生労働大臣の立入り検査等の権限 

日本年金機構 ○ 権限あり 

全国健康保険協会（協会） ○ 権限なし 
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■条文…204条 

第 198条第 1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限（健康保険組合

に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。注①）に係る事務は、協会に行わせるも

のとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 

 

協会は、前条第 1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣

の認可を受けなければならない。 

 

 

☑［注① 健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。］ 

⇒健康保険組合には、権限を与えられていません。 

また、保健給付に関するもの限定での権限の委任です。 

 

 

 

（11）被扶養者に係る届出の改善…2点 

 平成 25年 10月 1日施行 

 

☑① 被保険者の資格取得届出、被保険者の資格喪失届等に関して、 

（改正前）磁気ディスク 

       

（改正後）光ディスク 

 

☑② 被扶養者の届け出に関しても、光ディスクの届け出が可能に 
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■平成 25年度改正 

☑健康保険法及び厚生年金保険法において、一定の事業所に使用される者が事業主との間に

事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解

される。 

⇒したがって、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続

き再雇用された場合 

⇒退職金の支払いの有無、身分関係、職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上

の使用関係は中断することなく存続する。つまり、被保険者資格も継続します。 

 

ただし、60歳以上の者で退職後継続して再雇用される者 

⇒使用関係が一旦中断したものとみなす。 

⇒事業主から被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届を提出しても差し支えない。 

 

 

まとめ 

今回は、健康保険法の法改正を整理していきました。 

 

特に注意が必要なのは、 

・目的条文を正確に押さえる。 

・「産前産後休業開始日の属する月から産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで」

の正確な期間 

・国庫補助の率、準備金の数字等 

他の法律科目の法改正同様、理解できない箇所でも数字に関しては正確に覚えてください。 

 

 


