
施設等機関•地方支分部局の活動状況

❹国立衛生試験所

沿革

開国,明治維新以降,我が国の近代化とともに外国か 

ら諸物資が輸入されるようになり,また,国策として西 

洋医学の導入が図られるに伴い,いわゆる洋薬（医薬 

品）も大量に輸入されることになった。しかし,その中 

には贋薬,不良薬品等も多く,国民の保健衛生上憂慮す 

べき事態になった。そこで,明治7年に官営の薬品試験 

機関として国立衛生試験所の前身である東京司薬場が文 

部省所管の下に設置された。翌明治8年には内務省に移 

管され,明治16年には内務省衛生局東京試験所と名称を 

改め,医薬品のほか食品,飲食物着色料,衣服,大気, 

水,鉱泉等についても衛生化学的観点から試験検査を行 

うことになった。その後,明治20年には内務大臣の直轄 

機関となって東京衛生試験所と改称された。

昭和13年,厚生省が設置されるとともに内務省から厚 

生省に移管され,昭和24年に至り,現在の国立衛生試験 

所と改称された。

その後,科学技術の発展と新しい化学物質の出現とと 

もに医薬品,食品,環境衛生等に関する社会的事件が発 

生し,安全性に関する試験研究を強力に行う必要が生じ, 

昭和53年に安全性生物試験研究センターを設置するなど 

試験研究体制の整備を図り,現在に至っている。

活動状況

厚生省前史（明治7〜昭和12年）

明治7年の司薬場設立当初は,急を要する輸入医薬品 

の品質検査を業務としていたが,明治16年に内務省衛生 

局東京試験所（他に大阪,横浜試験所）と改称され,業 

務領域も医薬品,食品,飲食物着色料,飲料水,鉱泉等 

と広がっていった。一方,薬学教育,薬事衛生制度にも 

先駆的役割を果たし,「日本薬局方」（明19. 6. 25内令10） 

の編纂にも貢献した。

明治20年には東京衛生試験所と改称された。大正3年 

から大正7年までの第1次世界大戦下,それまで輸入に 

依存していた医薬品が欠乏したため,臨時製薬部を設置 

して,重要医薬品の製造法の調査研究を精力的に行った。 

その結果,石炭酸,サリチル酸,フェナセチン等の製造 

が可能となり,我が国製薬産業の近代化の基礎を確立す 

るとともに以後多くの医薬品の国産化に寄与した。

大正11年には薬用植物の栽培圃場を設置し,本邦産薬 

用植物の医薬的利用の研究に取り組み,外国産製薬原料 

植物等優良品種の育成,改良のための栽培研究をも開始 

した〇

厚生省の創立と戦時下の活動状況（昭和13~20年）

昭和12年のいわゆる「日華事変」を契機として再び医 

薬品の輸入の途が閉ざされた。そこで当所では更に医薬 

品製造の研究に力を注ぎ,リン酸コディン,フェノバル 

ビターノレ,クロラミンT,塩酸ロベリン等の各種重要医 

薬品の国産化に成功した。これによって,我が国の製薬 

技術を世界的水準にまで引き上げることができた。また 

第2次世界大戦中の物資窮乏下に,国産医薬品の製造や 

品質確保,人工甘味料,着色料等の試験•規格の作成, 

ビタミン化学の発展・普及等に努めた。

戦後復興期における活動状況（昭和2〇〜29年）

戦争末期の空襲により東京衛生試験所及び大阪衛生試 

験所も焼失したが,公衆衛生の早期改善を急ぐ連合国軍 

最高司令官総司令部（GHQ）の方針により,昭和21年2 

月,東京衛生試験所は業務を再開したが,大阪衛生試験 

所は閉鎖された。

戦後の劣悪な衛生状態の中で不正医薬品等の横行防止 

は急務であり,昭和22年,「スルファミン等の製品検査 

要綱」が公布され,当所がその検査機関となった。これ 

が医薬品国家検定制度の始まりである。以後,「食品衛 

生法」（昭22.12.24法233）の制定や「薬事法」の改正等 

により,食品の製品検査,医薬品の国家検定•検査,輸 

入食品,薬品の品質検査等が重要な業務となっていった。 

技術面ではウサギを用いる発熱性物質試験,標準品の製 

造が開始された〇

なお,昭和24年には国立衛生試験所と改称され,また 

大阪支所が開所している。

経済成長期における活動状況（昭和3〇〜48年）

産業経済のめざましい発展は国民生活に多くの利益を 

もたらした反面,この時期,放射能マグロ,育児用粉ミ 

ルクの砒素混入,黄変米,水俣病,サリドマイド,アン 

プル入風邪薬,阿賀野川水銀中毒,米ぬか油中毒,PCB 

汚染,スモン,残留農薬,大気汚染等々,国民の保健衛 
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生にかかわる社会的大事件を続発させた。当所としても 

これらの原因究明や対応等に忙殺されることとなり,業 

務内容も催奇形性,依存性等あらゆる面からの安全性の 

追求,確保のための試験•研究が必要とされるようにな 

った〇

高齢化時代における活動状況（昭和49~62年）

高齢化時代の到来を迎え,昭和53年,安全性生物試験 

研究センターを設立し,生物部門の強化を図った。また, 

国際的な情報部門の強化やあらゆる化学物質の人間への 

影響にかかわる試験研究を行っている。

近年,バイオ•テクノ ロジーの導入等先端技術による 

医薬品や各種化学物質の増加に伴い,安全性確保の面か 

ら規格の設定や試験法の確立を進めている〇

また,「対がん10カ年総合戦略」の一環として,昭和59 

年,細胞バンクを設置し,がん研究の支援業務等を推進 

している〇

歴代所長及び組織の変遷

勵国立衛生試験所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

明 7. 3. 27 官営の薬品試験機関東京司薬場（文部省所管）として発足

明 8. 2.15 京都に司薬場設置

明 8. 3. 24 大阪に司薬場設置

明 9. 3.12 京都司薬場廃止,長崎と横浜に司薬場設置

明14. 7 長崎司薬場廃止

明16. 5. 5 東京司薬場は衛生局東京衛生試験所,大阪司薬場は衛生局大阪衛生試験所,横浜司薬

場は衛生局横浜衛生試験所と改称

明16. 5. 21 検明部,司薬部と庶務掛が設けられる

明1& 9 文部省管下の薬草試植園が東京試験所の所属に変更される

明 2〇. 5. 31 東京,大阪,横浜衛生試験所と改称し,内務大臣の直轄機関となる

大 2. 6.13 横浜（衛生）試験所廃止

大7 埼玉県粕壁町に委託圃場が設置される

大11 埼玉県粕壁町の委託圃場は,薬用植物栽培試験部が設置されて,これに移管された。.

後に春日部薬用植物栽培試験場と改称

昭 7. 3.15〜16. 7. 2 衣 笠 豊

昭13.1.11 厚生省が設置され,東京,大阪両（衛生）試験所は,厚生省の附属機関となる

昭14.10.10 和歌山薬用植物栽培試験場を新設

昭16. & 1〜23. 9.10 松 尾 仁 （昭16. 7. 2-16. 7.31所長心得）

昭23. 4. 伊豆薬用植物栽培試験場を新設

昭23. 9.10—28. 3. 26 近 藤 龍

昭 24. 6.1 厚生省設置法が制定され,厚生省東京衛生試験所を国立衛生試験所と改称。組織は,

所長,庶務課,総合調整部,試験部,研究部,薬用植物園（3分場）と大阪支所とな

昭28. 3. 28—28. 5 田 中 穰 （所長心得）

昭28. 5. 2〇〜40.12.15 刈米達夫

昭29.11.25 種子島薬用植物栽培試験場を新設

昭30. 7.1 組織改革。組織は,所長,総務課,試験部（11部）,大阪支所（1課・3部）,薬用植

物栽培試験場（4場）となる

昭33. 5. 20 総務課は総務部となり3課を置き,図書室を附属図書館として独立させる

昭 39.1.1 北海道薬用植物栽培試験場を新設

昭4〇.12.15〜45.11.7 石舘守三

昭45.11.17 〜51.11.15 川 城 巖

昭51.11.15〜59. 4.1 下 村 孟

昭 53.1 安全性生物試験研究センター発足

昭55. 2 春日部薬用植物栽培試験場は筑波学園都市に移転し筑波薬用植物栽培試験場と改称

昭59. 4.1〜62. 3. 31 鈴木郁生

昭62. 4.1〜現在 谷村顕雄
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

・国立身体障害者リハビリテーションセンター

沿革

国民の社会生活が大きく変貌する中で,我が国の身体 

障害者は増加し,その態様は複雑かつ多様化しつつある。 

このような変動する社会にあって身体障害を克服し,日 

常生活や職業能力を回復して速やかに社会復帰していく 

ために国は何をなすべきかという課題について厚生省が, 

総合的観点から,その具体的方策を模索し始めたのは昭 

和40年代の初めごろからであった。

当時,厚生省は東京都内に国立東京視力障害センター, 

国立身体障害センター及び国立聴力言語障害センターの 

3つの附属機関（この他 全国に国立視力障害センター 

4か所,国立重度障害者センター 2か所）を置き,身体 

障害者を収容し,更生援護の実践を通じてリハビリテー 

ションの具体的実施方式を確立する一方,その成果を全 

国に及ぼしていくなど,我が国の身体障害者更生援護事 

業において指導的役割を果たしていた。

しかしながら先進諸国におけるリハビリテーション技 

術は,科学技術の飛躍的発展とあいまってめざましい進 

歩を遂げており,この分野での我が国の立後れは著しい 

ものがあった〇

昭和41年11月,身体障害者福祉審議会は厚生大臣に対 

して,「身体障害者福祉行政推進のための総合的方策」 

に関する答申を行い,初めて国立リハビリテーションセ 

ンターに関する見解を明らかにした。すなわち,「各種 

リハビリテーション施設のモデルとして,身体障害者の 

医療から職業訓練までを,同一施設内において一貫して 

実施する国立施設を設けるべきである。既存の国立施設 

を活用して,すべての障害にわたり,医学的,社会的, 

職業的リハビリテーションの評価の部門を整備するとと 

もに,補装具を含め,リハビリテーション技術全般にわ 

たる研究開発部門と,リハビリテーション事業に従事す 

る技術者の養成部門についても,国が積極的に推進すべ 

く,これらすべての機能を総合的に結合した大規模の国 

立リハビリテーションセンターとすることが適切であ 

る」と述べている。

更に昭和45年8月には,「昭和41年の本審議会答申以後 

の諸情勢並びに今後の社会経済情勢の変動に対応する身 

体障害者福祉施策」と題して重ねて答申がなされ,そこ 

では,「国は,身体障害者のリハビリテーションの基礎 

となる科学的研究と関連する諸科学との相互密接な連け 

いを図り,技術革新の成果を大幅にとり入れていく等, 

総合的,実際的なリハビリテーションの研究開発を積極 

的に推進する必要があるので,国の責任において,身体 

障害者リハビリテーションセンターを早急に設置すべき 

である。この身体障害者リハビリテーションセンターは, 

我が国の身体障害者リハビリテーション研究の中心機関 

としてこれらの問題解決にあたることを任務とし,全国 

の身体障害者更生援護施設及び更生相談所に対する指導 

的役割を果たすものである」。

「このリハビリテーションセンターには,リハビリテ 

ーション技術の研究開発等を推進するための機関として, 

内外の情報収集,交換,リハビリテーション病院及びり 

ハビリテーション施設を,また不足しているリハビリテ 

ーション関係職員の養成及び研修を行なう養成所等を附 

置すべきである」とし,リハビリテーションセンターと 

しての機能を明確に示した。

このような時代の趨勢を背景とした国民的要請にこた 

えるため,厚生省社会局は昭和46年12月に,リハビリテ 

ーション研究調査会（会長葛西嘉資）を発足させ具体的 

な基本的構想計画の策定の作業に入った。同調査会は1 

年4か月にわたる研究調査の結果,昭和48年4月,「わが 

国の身体に障害のある者の福祉を向上させるために必要 

なリハビリテーションの具体的なあり方」に関する報告 

を取りまとめ,現状打開の方策を示した。その考え方の 

骨子を報告書から抜粋して要約すると,「わが国のリハ 

ビリテーションが先進諸国のそれに比して著しく立ち後 

れている最大の要因は,その技術的研究開発体制の不備 

にあり,これを解决するためには,国自らが国立リハビ 

リテーションセンター（仮称）を設置してその研究開発 

を推進するのが先決であり,その成果に基づく具体的な 

リハビリテーションの方法を,行政の施策にのせて広く 

全国にゆきわたらせるのが緊急の要務である」とし,そ 

れには「医学,心理学,社会学,工学等関連諸科学を総 

合的,一元的に包括する専門機関を設置して,リハビリ 

テーションの研究開発の推進と指導体制の確立を図る以 

外に方途はない」と述べている。そして「1）一般の身体 

障害者はもちろん,特に遅れている重度障害者や重複障 
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害者に対するリハビリテーションの研究開発機関,2）近 

代設備を持った公私立身体障害者施設の指導機関,3）各 

都道府県の身体障害者更生相談所における判定技術の指 

導機関,4）専門職員の養成,研修機関,5）補装具等の研 

究開発をすすめる機関,として国自ら早急に「国立リハ 

ビリテーションセンター」を設置して,身体障害者のり 

ハビリテーションの推進をはかるべきである」という具 

体的提案を行ったのである。

この基本構想を受けて厚生省は,昭和48年10月,国立 

身体障害者リハビリテーションセンター設置に関するマ 

スタープラン研究会を発足させるとともに,昭和48年4 

月,特定国有財産整備特別会計により基本設計料が計上 

されたことによって施設建設がスタートした。こうして 

昭和54年7月,在京3センター（国立東京視力障害セン 

ター,国立身体障害センター,国立聴力言語障害センタ 

一）を統合するとともに,医療部門,研究部門,養成研 

修部門を更に充実させ,国立身体障害者リハビリテーシ 

ヨンセンターが埼玉県所沢市に設置された。

同センターは,更生訓練所,病院,研究所,学院及び 

管理部で構成されており,身体障害者更生施設として, 

医療から職能訓練に至るまでの総合的リハビリテーショ 

ンの実施,リハビリテーション技術の研究開発,専門職 

員の養成・研修,情報資料の収集提供を主な事業として 

実施している。

具体的事業内容は,次のとおりである。

病院（100床）

個々の障害とその程度に応じて診察,検査 投薬,処 

置,理学療法,作業療法,聴能訓練,言語治療等を行う 

ほか,必要に応じ義肢,装具,自助具,補聴器などの装 

着適応訓］練を行っている。

更生訓練所（入所定員580名）

生活訓練:身体障害者の日常生活に必要とされる次の 

ような訓I練を行っている。感覚行動訓I練,コミュニケー 

ション訓練,家事管理訓練,聴能言語訓練,歩行訓練 

職能訓練:障害の程度に応じて職業適性などについて 

評価し,これに基づいて次のような訓練を行っている。 

機械,弱電,彫金,縫製,編物,織物,手工芸,クリー 

ニング,写真植字,和文タイプ,ワードプロセッサ等

理療教育:視覚障害者を対象として,「あん摩マッサ 

ージ指圧師,はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認 

定規則」（昭47. 5.13文•厚令2,「あん摩師,はり師, 

きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則」（昭26. 

9.13文•厚令2）を改題）に基づく理療教育を行ってい 

る〇

自動車運転訓練:上記の各種訓練を受ける入所者で希 

望する者について自動車運転について適性と評価された 

者に自動車運転免許取得に必要な訓練を行っている。

研究所

リハビリテーションに関する医学的,工学的,心理学 

的,社会学的及び職能的研究をはじめ,専門的な調査の 

ほか補装具,更生用具の研究開発や試験的製作等を行っ 

ている〇

学院

身体障害者のリハビリテーションに関する専門技術者 

の養成を行う養成課程及びこれらの専門技術者の研修を 

行う研修課程を設けている。

養成課程

聴能言語専門職員養成課程（入学定員30名,修業年限

1年）

義肢装具専門職員養成課程（入学定員10名,修業年限 

3年）

研修課程

補装具製作技術者,作業療法士,理学療法士,心理職 

能判定員,義肢装具等適合判定医師,身体障害者自動 

車訓練指導員,歩行訓練士,聴能言語専門職員,手話 

通訳指導者,補聴器等適合判定医師,身体障害者更生 

相談所ケースワーカー,リハビリテーション看護婦

歴代総（所）長及び組織の変遷

曇国立身体障害者リハビリテーションセンター

年月日（在任期間） 総（所）長名 組 織 の 変 遷 （備 考）

（国立東京視力障害セ

ンター）

昭23. 7.15 国立東京光明寮として創設

昭23. 7.15〜23.10. 25 木村忠二郎 （事務取扱）

昭23.10. 25〜4〇. 6.1 高田秀道
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年月日（在任期間） 総（所）長名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭39. 6.1 国立東京光明寮から国立東京視力障害センターに名称変更

昭 4〇. 6.1〜41.12.1 寺尾増太

昭41.12.1〜45. 4.1 吉田正宣

昭45. 4.［〜47コ2T—、宗石文男

昭47.12.1〜51.6.1 小川辰・雄

昭 51.6.1〜54. 6. 30 田崎清春

（国立身体障害センタ

-)

昭24.10.1 国立身体障害者更生指導所として神奈川県相模原市に創設

昭24.10.1〜25.11.30 本名文任

昭25.11.30〜34.12. 20 高瀬安貞 （昭25.11.3〇〜27. 6. 30所長心得）

昭2& 4 東京都新宿区に移転

昭34.12. 2!〜4〇. 5. 31 稗田正虎

昭39. 4.1 国立身体障害者更生指導所から国立身体障害センターに名称変更

昭4〇. 6.1〜54. 6. 30 橋倉一裕

（国立聴力言語障害セ

ンター）

昭33. 3.1 国立ろうあ者更生指導所として創設

昭33. 3.1〜34. 4.1 安 田 巖 （事務取扱）

昭34. 4.1〜44. 4. 2 颯田琴次

昭39. 4.1 国立ろうあ者更生指導所から国立聴力言語障害センターに名称変更

昭44. 4. 2〜47.1.5 後藤修二

昭47.1.5〜54. 6. 30 堀口 申作

（国立身体障害者リハ

ビリテーションセンタ

-)

昭54. 7.1 国立東京視力障害センター,国立身体障害センター及び国立聴力言語障害センターを

統合し,国立身休障害者リハビリテーションセンターとして発足

（総 長L

昭54. 7.1〜60. 3. 31 若松榮一.'

昭60. 4.1〜現在 津山直耳

（更生訓練所長）

昭54. 7.1〜58.12. 31 橋倉一裕

昭58.12. 31〜59. 4. 3 若松榮一 （事務取扱）

昭 59. 4. 3〜6〇. 4.1 津山直・一

昭6〇. 4.1〜現在 初山泰弘
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•国立光明寮

沿革

戦時中,失明傷痍軍人寮が富山県宇奈月温泉に疎開し 

ていたが,このことがたまたま皇室に聞こえ,皇后陛下 

の温かいご理解をいただき,塩原御用邸を傷痍軍人のみ 

ならず一般の失明者も含めて社会復帰を目的とした更生 

施設に利用するためご貸下げを賜り,昭和21年10月から 

財団法人同胞援護会の事業として発足した。

一方,東京においては国立東京第一病院,同第二病院, 

同大蔵病院等に外地より帰還した失明軍人並びに引揚者 

が多数収容され,失明者の援護対策が強く要望されてい 

た。そこで昭和22年4月,財団法人失明者保護協会（会 

長河合良成厚生大臣）が設立され,昭和22年6月,大蔵 

光明寮が発足するとともに,塩原の施設も,財団法人同 

胞援護会から同協会に移管され,塩原光明寮の名称で発 

足した〇

これが国立光明寮の前身である。

その後昭和23年7月,「国立光明寮設置法」（昭23. 7. 

15法162）が公布され,国立光明寮として,厚生省直轄 

の施設となり,昭和25年4月,「身体障害者福祉法」（昭 

24.12. 26法283）の施行に伴い,同法による失明者更生施 

設となるとともに,あん摩マッサージ指圧師,はり師, 

きゅう師の養成施設として,厚生大臣の指定を受け今日 

に至っている。

この間,昭和26年5月に国立神戸光明寮,昭和39年1月 

に国立函館光明寮が開設され,同年,その名称が国立光 

明寮から国立視力障害センターと改称された。

また,昭和44年1月には,国立福岡視力障害センター 

が開設された 〇

一方,国立東京視力障害センターは,昭和54年7月, 

国立身体障害者リハビリテーションセンターの発足に伴 

い,同センターに統合された。

歴代所長及び組織の変遷

轄国立塩原視力障害センター

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭23. 7.15 設置

昭23. 7.15〜25. 2. 28 木村忠二郎 （事務取扱）

昭25. 2. 28〜26. 4. 30 野村茂理

昭26. 5.1〜39. 4.1 岡 見 暉

昭39. 4.1〜41.12.1 吉田正宣

昭39. 6.1 国立塩原光明寮から国立塩原視力障害センターに名称改称

昭 41.12.1〜43. 2.1 小山宅次

昭 43. 2.1〜45. 8.1 小西川勉

昭45. 8.1〜48. 2.1 本浜信一~

昭48. 2.1〜51.12.1 岩田雄策

昭51.12.1〜55. 4.1 白石勝彦

昭55. 4.1—57. 4.1 佐藤重智

昭57. 4.1〜58. 6.1 斎藤正明

昭58. 6.1〜61.4.1 名取章 一

昭61.4.1〜現在 佐伯萬ヨ

協国立神戸視力障害センター

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備

昭26. 5.13

昭 26. 5.13〜35. 3.10 野村茂理

昭35. 3.1〇〜44.10.1 太田義秋

昭39. 6.1

昭 44.10.1〜46.1.11 佐 成 正

昭46.1.11〜5〇. 4. 30 樋口 正純

設置

国立神戸光明寮から国立神戸視力障害センターに名称改称

考）
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組 織 の 変 遷 （備 考）年月日（在任期間）

昭 5〇. 5.1〜51.6.1 

昭 51.6.1〜53. 3.1 

昭53. 3.1〜55. 4.1 

昭 55. 4.1—57.1.11 

昭57.1.11〜59. 4.16 

昭 59. 4.16 〜60.12. 5 

昭6〇.12. 5〜現在

所 長 名 

柚木崎次郎 

高橋喜三郎 

田中嘉男 

青木克巳 

小谷野奎一郎 

萩元善三 

仲 康 守

翳国立函館視力障害センター

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 考）

昭39. 1. 1

昭39. 1. 1—41. 11. 30 小 山 宅 次

昭39. 6. 1

昭41. 12. 1〜45. 8. 1 田 原 侃 児

昭45. 8. 1—47. 3. 15 小 西 川 勉

昭47. 3. 16—5〇. 4. 30 中 野 真

昭50. 5. 1〜53. 9. 10 中 村 博

昭53. 9. 11〜56. 3. 31 松 浦 孝

昭56. 4. 1〜5& 7. 31 大 平 孝 志

昭58. 8. 1—61. 3. 31 大 武 茂

昭61. 4. 1〜62. 3. 31 光 岡 法 之

昭62. 4. 1〜現在 川 上 康 雄

設置

国立函館光明寮から国立函館視力障害センターに名称改称

酸国立福岡視力障害センター

年月日（在任期間） 所 長 名

昭44. 1. 1

昭44. 1. 1〜44. 2.1 今 村 譲

昭44. 2. 1〜46. 8.16 田 崎 清 春

昭46. 8. 16 〜5〇. 5.1 中 島 俊 寛

昭5〇. 5. 1〜53. 5.1 加 藤 忠 春

昭53. 5. 1〜56. 3. 31 玉 木 修

昭56. 4. 1〜59. 4.16 狩 野 昭 治

昭59. 4. 16—61. 3. 31 松 尾 和 昌

昭61. 4. 1〜現在 屮 島 武 範

組 織 の 変 遷

設置

（事務取扱）

考）
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・国立保養所

沿革

国立保養所は,厚生省医務局所管の国立別府病院の分 

院（温泉病棟）がその前身である。

その後,昭和27年10月,「厚生省設置法」の一部改正 

により国立別府保養所となり,厚生省社会局に移管され, 

「戦傷病者戦没者遺族等援護法」（昭27. 4. 30法127）に 

基づき,重度の戦傷病者を収容して医学的管理の下に保 

養させることを目的とする施設となった。

また,昭和28年1月には,国立伊東保養所が開設され 

るとともに,昭和29年4月,「身体障害者福祉法」の一部 

改正に伴い,厚生省設置法が改正され,一般の身体障害 

者も入所対象となった。

更に,昭和39年4月,国立保養所から国立重度障害者 

センターに改称され現在に至っている。

歴代所長及び組織の変遷

觴国立伊東重度障害者センター

所 長 名年月日（在任期間） 組 織 の 変 遷 考）

設置昭28.1. 1

昭 28.1. 1〜33. 6. 16 伊 東久 次

昭33. 6. 16 〜34.12. 21 氏 家 馨

昭 34.12. 21〜43. 5. 1 亀 海 清

昭39. 4. 1

昭43. 5. 1〜46. 8. 16 中谷地義三郎

昭 46. 8. 16 〜47.12. 1 田 崎清 春

昭47.12. 1〜5〇. 5. 1 柚 木崎次 郎

昭 5〇. 5. 1〜53. 5. 1 大 石 一 夫

昭53. 5. 1〜54. 5. 1 加 藤忠 春

昭54. 5. 1〜55. 4. 1 木克 巳

昭 55. 4. 1〜57. 6. 1 坂 本行 偉

昭57. 6. 1〜59.12. 1 林 元 行

昭 59.12. 1〜62. 4. 1 梶 村喜 夫

昭62. 4. 1〜現在 黒 沢貞 夫

国立伊東保養所から国立伊東重度障害者センターに名称変更

・国立別府重度障害者センター

所 長 名年月日（在任期間） 組 織 の 変 遷 （備 考）

氏 家 馨

昭27.11. 

昭27.11.

1

1〜33. 6.15

昭33. 6. 16〜4〇. 5. 31

昭39. 4. 1

昭4〇. 6. 1〜41. 12. 4

昭 41.12. 5 〜44. 9. 30

昭 44.10. 1〜47. 11.30

昭 47.12. 1〜5〇・ 4. 30

昭5〇. 5. 1〜53. 2. 28

昭53. 3. 1〜55. 3. 31

昭55. 4. 1〜57. 3. 31

昭57. 4. 1〜59. 4.16

昭59. 4. 16 〜61. 3.31

昭61. 4. 1〜現在

寺尾増太

角田耕一

佐 成 正

柚 木 崎 次 郎

草 原 国 司

田 中 嘉 男

佐 藤 重 智

斎 藤 正 明

萩 元 善 三

長 田 博

横 田 繁 夫

設置

国立別I府保養所から国立別府重度障害者センターに名称変更
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❷国立教護院

沿革

大正6年8月,「国立感化院令」（大6. 8. 20勅108） 

が制定公布されたのを受けて,大正7年2月,国立感化 

院の名称は武蔵野学院と定められ,小河滋次郎が院長事 

務取扱として委嘱された。小河は,少年犯罪については, 

監獄より解放して,自由奔放に教育せねばならぬという 

思想をもち,武蔵野学院の建設には,エルマイラ監獄等, 

その他アメリカのレフォーマトリー•システムを範とし 

て考えていたとのことである。

設立地は大正6年10月,現在地すなわち埼玉県北足立 

郡大門村（現在の浦和市大門）地内に決定,院舎建築の 

準備が進められた。

大正8年1月12日,全工事が竣成し,初代院長に菊池 

俊諦が命ぜられた。次いで職員を任命,陣容を整え,初 

めて7名の児童を入院させ,3月220,開院式を挙行し 

た。

当初定員100名で発足し,その後講堂,病舎を新設し 

た。昭和8年6月,院生の放火により,本館1棟,同年 

9月,寮舎1棟焼失という不幸はあったが,昭和10年5 

月には復旧,同時に炊事場,プール等が新設され設備は 

整えられた。

昭和13年1月,主務管省は,内務省より厚生省に移管 

となる。

児童定員は,昭和5年以降経費削減のため90名に減少 

されたが,昭和15年には105名に増加している。その後 

戦時中の大空襲に,焼夷弾数十発を被弾したが,大事に 

至らず,設備に関する大きな動きのないままに,戦後の 

昭和22年,児童福祉法の制定により同法の教護院となっ 

た〇

昭和24年,病室寮,治療室等が新設,昭和25年には学 

習ホール等が新設され,定員も135名となった。更に昭 

和27年から昭和29年にかけて,寮舎の改築,木エ寮,観 

察寮等の竣成をみるに及んで在来の面目は一新し,定員 

も150名になり,その後も体育館等新設し現在に至って 

いる。

一方,特に昭和30年ごろから非行児童数の増加,非行 

児童の年齢の低下,非行内容の悪質化とともに,女子非 

行児童数の増加が社会問題化し,女子児童のみを収容す 

る国立教護院の設立が強く要請されることとなった。

このため,昭和34年4月に厚生省児童局内に設立準備 

委員会が置かれ,設置場所の選定に当たり,昭和35年5 

月に現在地の栃木県塩谷郡氏家町に決定し,院舎建築の 

準備が進められた。

こうして国立きぬ川学院は昭和36年3月に竣工し,初 

代院長に石原登が発令され,同年4月24B,開院式が行 

われた〇

当初より定員100名で発足し,その後,学習棟,体育 

館が建設され,現在に至っている。

職員養成:大正8年,感化救済事業職員養成所を附設, 

大正9年,社会事業職員養成所と改め,大正12年閉鎖。 

昭和22年8月,教護事業職員養成所として発足,現在に 

至っている〇

歴代院長及び組織の変遷

❷国立武蔵野学院

年月日（在任期間） 院 長 名

大 6. 8.18

大 6. 8. 2〇〜7. 7.16 小 河滋次 郎

大 ?. 7.16〜7.10. 30 丸 山鶴

大7.10. 3〇〜昭16. 3.17 菊 池俊 諦

昭16. 3.17 〜21.2. 28 熊 野隆 治

昭21.2. 28〜48. 7. 27 木延 春

昭 38.10.1

昭48. 7. 27〜50.11.1 阿 部正 利

昭5〇.11.1〜5& 12.1 宮 澤 修

組 織 の 変 遷

国立感化院令（勅令第108号）公布

（事務取扱）

（事務取扱）

武蔵野学院から国立武蔵野学院に名称変更
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年月日（在任期間） 院 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭58.12.1〜 現在 大徐加行

・国立きぬ川学院

年月日（在任期間） 院 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 35.11.1 厚生省組織規程の一部を改正する省令（厚生省令第33号）施行

昭 36.1.1〜43. 6.15 石 原 登

昭37. 6.1 調査課を新設

昭38.10.1 きぬ川学院から国立きぬ川学院に名称変更

昭43. 6.15〜45.12. 22 村上松五郎

昭45.12. 22〜49. 4.1 山内一郎

昭49. 4.1〜57. 4.1 青村光二

昭57. 4.1〜59. 7.1 戸田森夫

昭59. 7.1〜6〇. 4.15 蒲地清弘

昭6〇. 4.15〜現在 戸井通夫
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

・国立精神薄弱児施設

沿革

国立精神薄弱児施設は,その名称を「国立秩父学園」 

と言い,埼玉県所沢市にある。

この学園は,精神薄弱の程度が著しい児童又は盲（強 

度の弱視を含む）若しくはろうあ（強度の難聴を含む） 

である精神薄弱児であって「児童福祉法」（昭22.12.12 

法164）第27条第1項第3号の措置を受けたものを入所 

させて,その保護と指導を行うとともに,併せて全国の 

精神薄弱児施設における精神薄弱の児童の保護と指導の 

向上に寄与することを目的として,昭和33年6月,厚生 

省の附属機関として開園した。

開園当時は100名であった児童定員は,昭和36年度か 

ら125名に増員され,治療棟,機能訓練棟等の整備によ 

って医療,指導•訓練の充実が図られたほか,昭和54年 

度予算で「処遇技術の研究開発棟」が新設され,当学園 

の使命の一つである重度精神薄弱児の研究開発に取り組 

むこととなった。

また,精神薄弱児の保護•指導の業務に従事する職員 

の養成を目的とした国立秩父学園附属保護指導職員養成 

所（養成部児童指導員科及び保母専修科定員40名, 

研修部 年2回 各定員40名）が,昭和39年2月に附設 

され現在に至っている。

歴代園長及び組織の変遷

・国立秩父学園

年月日（在任期間）

昭33. 5.1〜45.12. 22

昭45.12. 23〜57. 3. 31

昭57. 4.1〜6〇. 3. 31

昭6〇. 4.1〜現在

組 織 の 変 遷 （備 考）

菅 修

妹 尾 正

青 村光 二

小 林久 利

園 長 名
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。地方医務局

沿革

医療局出張所の設置

昭和20年8月,第2次世界大戦の終戦に伴い,連合国 

軍最高司令官総司令部（GHQ）の指示により,軍関係 

の医療機関はすべて広く 一般国民を対象とする医療機関 

に転換することとなった。

この結果,昭和20年12月1日,旧陸海軍病院119か所, 

同分院27か所及び傷痍軍人療養所51か所が厚生省に移管 

され,国立病院あるいは国立療養所として発足した。

これらの機関を管理するため,同日,「医療局官制」 

（昭2〇・12.1勅691）が制定され,厚生省の外局として医 

療局が設置されたが,国立病院の業務の指導に関する事 

項を分掌させるため,全国8か所に医療局出張所が設置 

された（昭2〇・12.1医療局訓令1）。

なお,翌昭和21年8月31日から,国立療養所に関する 

業務についても医療局出張所において取り扱うこととな 

った〇

医務局出張所の設置

昭和21年11月5 H,「厚生省官制」等の改正が行われ, 

内局として医務局が置かれ,医療局官制が廃止されたこ 

とに伴い,医療局出張所は医務局出張所に改められた。

医務出張所の設置

昭和24年5月,「厚生省設置法」（昭24. 5. 3!法151）が 

制定され,行政組織の整理が行われた。この結果,従来 

の医務局出張所は地方支分部局として位置づけられるこ 

ととなり,医務出張所と名称が改められるとともに,そ 

の所掌事務は,国立病院及び国立療養所の業務の指導監 

督並びに国立病院特別会計の経理に関する事務を分掌す 

ることとされた。

地方医務局の発足

昭和31年2月,「厚生省組織規程」が改正され,医務出 

張所に次長を置くとともに,管理課,経理課及び業務指 

導室を置くものとされるなど内部組織の充実が図られた。 

また,昭和38年4月には,厚生省設置法の一部改正が行 

われ,医務出張所については,所管区域が広域であるこ 

と,所管施設数,職員数が多いことなどから,地方医務 

局に改められることとなった〇

九州地方医務局沖縄分室の設置

昭和47年5月,沖縄の復帰に伴って,旧琉球政府立病 

院は国立療養所として厚生省に移管され,また,厚生省 

組織規程が改正され,那覇市に九州地方医務局沖縄分室 

が設置された。

地方支分部局の整理

昭和55年11月,「地方支分部局の整理のための行政管 

理庁設置法等の一部を改正する法律」（昭55.11.19法85） 

により,中国地方医務局及び四国地方医務局を統合して, 

中国四国地方医務局とし,同局に四国地方医務支局を置 

くこととされた。

同改正法は,昭和56年4月1日から施行し,四国地方 

医務支局は,同改正法により,昭和60年3月31日までに 

廃止することとされていたが,「総務庁設置法等の一部 

を改正する法律」（昭6〇. 3.30法13）により存続するこ 

ととなり,現在に至っている。

歴代局長及び組織の変遷

❾北海道地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭2〇.12.1 設立

昭 2〇.12. 24 〜21.4. 23 遠 藤 巽 （心得）

昭21.4. 23 〜22.10.10 長谷川忠三

昭22.10.1〇〜23. 5.15 宮永祐正 （心得）

昭23. 5.15〜46. 3. 30 有末四郎

昭46. 3. 3〇〜46. 4.16 神 田 正 （事務代理）

昭46. 4.16〜49. 7.1 津田信夫

昭49. 7.1〜54. 2.1 小 阪 享

昭54. 2.1〜58. 8.1 佐々木裕雄
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 58. 8.1〜6〇. 6.1

昭6〇. 6.1〜現在

齊藤乃夫 

佐 藤 亘

越東北地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 2〇.12.1 設立

昭2〇.12. 24 〜21.6. 20 菊地福蔵 （心得）

昭21.6. 2〇〜23.10. 21 中山福富

昭23.10. 21〜24. 9. 5 今村末蔵 （心得）

昭24. 9. 5〜25. 5.15 千種峯蔵

昭25. 5.15〜26. 9.15 佐藤太郎

昭 26. 9.15 〜27. 2.10 亀谷敏治 （心得）

昭27. 2.1〇〜3〇. 6. 26 藤田静夫

昭3〇. 6. 26〜34. 7.14 大村秀三郎

昭34. 7.14〜34. 8.20 浜島重雄 （心得）

昭34. 8. 2〇〜37. 6.16 斎藤缭一

昭37. 6.16〜45. 7. 20 橋本典美

昭45. 7. 2〇〜47. 6.1 苫米地孝之助

昭47. 6.1〜47. 7. 6 太田信治 （事務代理）

昭47. 7. 6〜49. 7.1 岡崎正太郎

昭 49. 7.1〜52. 4.1 堀 井 勝

昭52. 4.1〜54. 2.1 佐々木裕雄

昭 54. 2.1〜56. 9.1 安 西 定

昭 56. 9.1〜56.-10.1 小林重夫 （事務代理）

昭56.10.1—58. 4.1 小川良治

昭58. 4.1〜現在 小 川 博

協関東信越地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 20.12.1 設立

昭2〇.12. 24〜21.3.14 平尾順男 （心得）

昭21.3.14〜24. 6. 7 内野総ー

昭24. 6. 7〜24. 8.31 小 澤 龍 （兼務）

昭24. 8. 31〜25. 5.10 村田四郎

昭25. 5.1〇〜25. 5.15 大角忠春 （心得）

昭25. 5.15〜33. 7.11 千種峯蔵

昭33. 7.11〜34. 7.13 川上六馬

昭34. 7.13〜41.8. 20 坂 元 正 徳

昭41.8. 2〇〜44. 9.1 嶋崎祐三

昭44. 9.1〜47. 8.1 幸 康 一

昭47. 8.1〜49. 6. 7 萩島武夫

昭49. 6. 7-49. 6.11 石川寿章 （事務代理）

昭49. 6.11〜51.1.16 苫米地孝之助

昭51.1.16 〜56.10.1 浅野一雄

昭56.10.1〜57. & 27 島 田 晋

昭57. 8. 27〜6〇. 5.15 七 野 護

昭6〇. 5.15〜60. 6.1 小池將元 （事務代理）

昭 60. 6.1〜61.6.16 齊藤乃夫

昭61.6.16〜62. 7.15 杉山太幹

昭62. 7.15〜62. 8.10 小池將元 （事務代理）

昭62. 8.1〇〜現在 佐々木輝幸
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・東海北陸地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 2〇.12.1 設立

昭 2〇.12. 24〜21.2. 27 若 尾 貢 （心得）

昭 21.2. 27 〜22. 3.10 藤原九十郎 （昭21.7.12〜22. 3.10心得）

昭22. 3.1〇〜22.12.10 若 尾 貢 （心得）

昭22.12.1 〇〜23. 7.15 小 澤 龍 （兼務）

昭23. 7.15〜23.10. 21 若 尾 貢 （心得）

昭23.10. 21〜25. 6. 21 中山福富

昭 25. 6. 21〜25. & 7 若 尾 貢 （心得）

昭 25. 8. 7 〜28.1.14 玉村孝三

昭28.1.14〜28. 4.1 若 尾 貢 （心得）

昭28. 4.1〜44. 9.1 山岸光国

昭 44. 9.1〜48.1.10 今 井 清

昭48.1.1〇〜52. 4.1 坂村堅太

昭52. 4.1〜54. 2.1 坊 久 雄

昭54. 2.1〜56. 4.1 佐竹繁男

昭56. 4.1〜58. & 26 柴 義 康

昭58. 8. 26〜6〇. 8. 27 小野貞彦

昭6〇・ & 27〜現在 佐 伯 徹

•近畿地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 2〇.12.1 設立

昭 2〇.12. 24 〜21.3. 30 篠田兵衛 （心得）

昭21.3. 3〇〜21.7.12 松下菊松 （心得）

昭21.7.12〜37.1.4 藤原九十郎

昭37.1.4 〜41.8. 20 嶋崎祐三

昭41.8. 2〇〜46. 5.1 衣川純三

昭46. 5.1〜47.11.3 阿部克己

昭47.11.3—48.1.10 小倉茂治 （事務代理）

昭48.1.1〇〜5〇. 7. 8 今 井 清

昭5〇. 7. 8〜53. 7. 27 林 弘

昭53. 7. 27〜59. 4.1 土井敏男

昭59. 4.1〜6〇. 8. 27 中澤幸一

昭6〇. & 27 〜62. 8.10 佐々木輝幸

昭62. 8.1〇〜62. 9. 25 加藤貞男 （事務代理）

昭62. 9. 25〜現在 佃 篤 彦

・中国四国地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭2〇.12.1 設立

昭21.1.25— 21.6. 20 川 崎 収 （心得）

昭21.6. 2〇〜21.12.14 喜多島健磨

昭 21.12.14〜22.1.21 津留順 一 （心得）

昭 22.1.21〜22.10.10 宇佐美正夫 （心得）

昭 22.10.1〇〜22.11.19 後藤太作 （心得）

昭22.11.19〜24. 3. 31 引地亮太郎

昭24. 3. 31〜24.12.17 後藤太作 （心得）

昭24.12.17〜34. 9.11 藤井義明

昭34. 9.11〜34.12. 7 溝内照次 （心得）

昭34.12. 7〜4〇. 4.1 柴田正衛

昭4〇. 4.1—4〇. 8.1 国貞敏明 （心得）
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭4〇. 8. 146. 12. 15 千 尾 秀 治

昭46. 12. 15 〜52. 4. 1 坊 久 雄

昭52. 4. 1〜53. 4. 1 堀 井 勝

昭53. 4. 1〜54. 7. 6 坂 井 竹 三 郎

昭54. 7. 6~56. 4. 1 柴 義 康

昭56. 4. 1〜59. 7. 16 瀧 川 勝 人

昭59. 7. 16 〜61. 6. 16 川 嶋 望

昭61. 6. 16〜現在 長 谷 川 豊

・四国地方医務支局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 2〇.12.1 設立

昭2〇.12. 24〜21.2. 22 津留順 一 （心得）

昭 21.2. 22〜22.10.10 松木寛治

昭 22.10.1〇〜31.6.16 玉 岡 最 （心得）

昭 31.6.16 〜33. 4.1 富川銓治 （心得）

昭33. 4.1〜34. 9.1 三浦美作雄 （心得）

昭34. 9.1〜4〇. 7.16 岩崎辻男

昭4〇. 7.16〜44.11.10 松本隆夫

昭44.11.10〜49. 7.1 堀 井 勝

昭49. 7.1〜52. 4.1 安方魁人

昭 52. 4.1〜56. 4.1 寺上正人

昭 56. 4.1〜58. 8. 26 小野貞彦

昭58. 8. 26〜58. 9.1 瀧川勝人

昭58. 9.1〜6〇. 8. 27 古山量朗

昭6〇. 8. 27〜62. 9. 25 楠本欣史

昭62. 9. 25〜現在 伊達卓三

・九州地方医務局

年月日（在任期間） 局 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 2〇.12.1 設立

昭2〇.12. 24〜21.8. 22 末宗喜覚 （心得）

昭21.8. 22〜27. 3. 31 松葉清左衛門

昭27. 3. 31〜27. 6. 23 末宗喜覚 （心得）

昭27. 6. 23〜3〇. 6. 30 鯛瀬国一

昭30. 6. 3〇〜3〇. 8.16 松山忠夫 （心得）

昭30. & 16〜34. 7.12 坂本正徳

昭34. 7.12〜34. 9.1 亀谷敏治 （事務代理）

昭34. 9.1〜37.1.4 嶋崎祐三

昭37.1.4〜4〇. 6.16 安部雄吉

昭4〇. 6.16〜4〇. 7.10 学 所 勇 （事務代理）

昭4〇. 7.10-44. 9.1 今 井 清

昭44. 9.1〜49. 7.1 古 賀 武

昭49. 7.1〜51.2.1 津田信夫

昭 51.2.1〜54.11.9 月橋得郎

昭 54.11.9〜57. 9.10 濱口 剛一

昭57. 9.1〇〜61.6.16 酒井義昭

昭61.6.16〜現在 川 嶋 望
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・地区麻薬取締官事務所

沿革

我が国における麻薬取締行政は,他の行政と同様明治 

維新に始まるが,麻薬の乱用に関しては第2次大戦後の 

混乱と退廃した社会情勢を背景としてその歴史が始まっ 

たと言える。

旧軍部の麻薬,覚せい剤が巷間に流出して薬物の乱用 

が蔓延したことから,連合国軍最高司令官総司令部 

（GHQ）は昭和21年1月,麻薬取締制度の設置を指令し, 

これにより昭和21年4月「都庁府県等臨時職員等設置 

制」が改正され,地方庁の職員中麻薬取締事務に従事す 

る者を「麻薬統制官」に補職した。

翌昭和22年5月,「地方自治法」（昭22. 4.17法67）の 

施行に伴い,「麻薬統制官」が「麻薬統制主事」と改称 

された。また,同年9月には「司法警察官吏及司法警察 

官吏ノ職務ヲ行フへキ者ノ指定等ニ関スル件」（大12・ 

12. 29勅528）が改正され,麻薬統制主事のうち都道府県 

知事が推薦し厚生大臣が指名した200名以内の者に麻薬 

に関する罪につき司法警察官吏の職務権限を附与し,麻 

薬の取締りの実行を期することとなった。

その後,昭和23年7月,（旧）「麻薬取締法」（昭23.

7.10法123）が制定され,同法により麻薬統制主事は麻 

薬に関する違反の捜査に当たり,いわゆるおとり捜査を 

行うことができる旨規定された。

同年12月,同法の一部が改正され,麻薬統制主事を麻 

薬取締員と改称し,定員も200名から250名に増員された。 

また,当該都道府県の区域外においてもその職務を行う 

ことができるようになり,更に小型武器を携帯すること 

が認められ,取締りのいっそうの強化が図られた。

続いて昭和25年3月,麻薬取締法の一部改正が行われ, 

麻薬取締員は厚生省に所属する国家公務員に身分が切り 

替えられて各都道府県の駐在員となり,これに伴い名称 

も麻薬取締員から麻薬取締官に改められた。

そして,昭和26年4月には厚生省設置法が改正されて, 

全国を8ブロック（北海道,東北,関東信越,東海北陸, 

近畿中虱四国,九州）に分け,各地区に地方支分部 

局である麻薬取締官事務所が設置され,現在の地区麻薬 

取締官事務所制度が発足した。

その後,昭和28年3月,旧麻薬取締法が廃止されて現 

行「麻薬取締法」（昭28. 3.17法14）が制定された。こ 

れにより麻薬取締業務の一部が再び都道府県知事に委任 

され,厚生省に150名の麻薬取締官を,都道府県に100名 

の麻薬取締員を置くこととし,国と都道府県の相互協力 

体制が整えられた。

一方,麻薬禍濃厚地域における取締りの強化を目的と 

して,昭和31年10月,関東信越地区に横浜分室,近畿地 

区に神戸分室が,続いて昭和35年4月には九州地区に小 

倉分室がそれぞれ設置され,更に昭和47年5月,沖縄の 

復帰に伴い,九州地区に沖縄支所が設置され現在の機構 

に至った。

またその間,取締りの強化を図るため,昭和38年6月 

には麻薬取締員が100名から120名に,昭和39年4月には 

麻薬取締官が150名から160名に,麻薬取締員が120名か 

ら135名にそれぞれ増員された。更に,昭和47年5月の 

沖縄支所の発足に伴い麻薬取締官が160名から170名に増 

員された。

その後,昭和47年6月,麻薬取締法の一部改正により, 

麻薬取締官,麻薬取締員に「覚せい剤取締法」に違反す 

る犯罪についても捜査権限が附与された。

歴代所長及び組織の変遷

・北海道地区麻薬取締官事務所

長 名年月日（在任期間） 所

昭26. 4.1

昭26. 4.1〜34. 4.11 河

昭34. 4.11〜38. 7.1 武

昭38. 7.1〜44. 5.1 柳

昭44. 5.1〜48. 4.1 猪

合義 

田信四

美代

瀬政

設立

考）組 織 の 変 遷

郎 

治 

勝
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

組 織 の 変 遷 （備 考）年月日（在任期間）

昭48. 4.1〜50. 8.1

昭 5〇. & 1〜54.1.1

昭 54.1.1〜56.10.1

昭 56.10.1〜61.4.1

昭61.4.1〜現在

所_長_名 

寺澤嘉市 

中村宏三 

杉村陽太郎 

河野正康 

柴田邦夫

參東北地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭26. 4.1 設立

昭 26. 4.1〜28.11.30 久 保 寛

昭28.11.30〜31.4.1 山田正吾

昭 31.4.1〜31.6. 20 庄子敏彦

昭31.6.2〇〜34. 4.1 古市順 一

昭34. 4.1〜38. 4.1 朝倉義臣

昭38. 4.1〜41.12.10 加川辰四郎

昭41.12.1〇〜45. 4.1 庄子敏彦

昭45. 4.1〜47.12.19 建守興治

昭 47.12.19〜5〇・ & 1 中村宏三

昭5〇. 8.1〜54.1.1 杉村陽太郎

昭 54.1.1〜55. 4.1 宮川一三

昭 55. 4.1〜56. 7.1 山崎惣一

昭 56. 7.1〜58.12. 31 加藤昭一

昭 58.12. 31〜6〇. 4.1 菅 野 茂

昭6〇. 4.1〜62.1.1 赤澤哲郎

昭62.1.1〜現在 稲村功一

谢関東信越地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 26. 4.1

昭26. 4.1〜31.11.10 

昭31.11.1〇〜34. 4.11 

昭34. 4.11〜36. 9.1 

昭36. 9.1〜38. 4.1 

昭38. 4.1〜39. 5.15 

昭39. 5.15〜45. 4.1 

昭45. 4.1〜48. 4.1 

昭48. 4.1〜5〇. 8.1 

昭5〇. 8.1〜54.1.1 

昭 54.1.1〜56. 7.1 

昭56. 7.1〜57.10.14 

昭57.10.14 〜61.11.1 
昭61.11.1〜現在

水 口 恒信 

大橋彦次郎 

原 一 郎

五十嵐吉久 

矢原武夫 

池上正人 

庄子敏彦 

武田信四郎 

白石省三 

中澤英一 

藤田傅一 

上野純一 

西岡太郎

設立

❾東海北陸地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間）

昭 26. 4.1

昭 26. 4.1〜34. 8.1

昭34. 8.1〜39. 8.1 

昭39. 8.1〜44.11.1 

昭44.11.1〜48. 4.1 

昭48. 4.1〜50. 8.1

設立

組 織 の 変 遷 （備 考）

近 藤 正 次

山 ロ 堯

前 田 勇

中 澤 英

猪 瀬 政 勝

所 長 名
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年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭50. 8.1〜55. 4.1

昭55. 4.1〜59. 8.1

昭59. 8.1〜61.11.1

昭61.11.1〜現在

服部辰夫 

宮川一三 

西岡太郎 

近 藤 敬

•近畿地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織

昭26. 4. 1

昭26. 4. 1〜34. 8. 1 島 一 郎

昭34. 8. 1〜36. 1. 25 近 藤 正 次

昭36. 1. 25 〜38. 7. 1 浦 上 喜 熊

昭38. 7. 1〜39. 5. 15 良 環 雄

昭39. 5. 15〜4〇. 7. 1 矢 原 武 夫

昭4〇. 7. 1〜45. 4. 1 中 本 節

昭45. 4. 1〜48. 4. 1 武 田 信四 郎

昭48. 4. 1〜54. 1. 1 中 澤 英

昭54. 1. 1〜55. 4. 1 成 尾 卓 郎

昭55. 4. 1〜59. 8. 1 服 部 辰 夫

昭59. 8. 1〜62. 4. 1 宮 川

昭62. 4. 1〜現在 斎 藤 康 夫

設立

変 遷 （備 考）の

@中国地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 26. 4.1 設立

昭26. 4.1〜36. & 31 真 田 明

昭36. 8. 31〜38. 3. 31 矢原武夫

昭38. 4.1〜39. 8.1 朝倉義臣

昭39. 8.1〜39. 8.15 浅 野 毅 （所長心得）

昭39. 8.15〜44. 5.1 真 田 明

昭44. 5.1〜49. 8.1 柳美代治

昭49. 8.1〜51.5.1 日野出文一

昭 51.5.1〜52. 3. 31 成尾卓郎

昭 52. 4.1〜56. 6. 30 カロ 藤昭 一

昭56. 7.1—59. 4.1 山崎惣一

昭59. 4.1〜62. 4.1 斎藤康夫

昭62. 4.1〜現在 归 E 董

殘四国地区麻薬取締官事務所

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭 26. 4.1 設立

昭26. 4.1—31.6.20 古市順 一

昭31.6. 2〇〜36.1.27 浦上喜熊

昭36.1.27〜38. 7.1 柳美代治

昭38. 7.1〜40. 7.1 中 本 節

昭4〇. 7.1〜44.11.1 中澤英一

昭44.11.1〜48. 4.1 寺澤嘉市

昭48. 4.1〜51.5.1 成尾卓郎

昭51.5.1〜54.10.1 北 山 保

昭 54.10.1〜56.10.1 河野正康

昭56.10.1〜61.4.1 斎 藤 敦

昭61.4.1〜62. 4.1 斎藤幸雄
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施設等機関•地方支分部局の活動状況

年月日（在任期間） 所 長 名 組 織 の 変 遷 （備 考）

昭62. 4.1〜現在 今里泰啓

•九州地区麻薬取締官事務所

遷年月日 （在任期間） 所 長 名

昭26. 4. 1

昭26. 4. 1〜35. 7. 16 安 田弥 隆

昭35. 7.16〜38. 7. 1 良環 雄

昭38. 7. 1〜44.11. 1 武 田信四 郎

昭44. 11. 1—48. 8. 1 前 田 勇

昭48. 8. 1—5〇. 8. 1 白 石省 三

昭5〇. 8. 1—52. 4. 1 猪 瀬政 勝

昭52. 4. 1—54.1. 1 成 尾卓 郎

昭54. 1. 1〜56. 7. 1 藤 田傅 一

昭56. 7. 1〜57.10. 13 上 野純

昭57. 10.14〜61.4. 1 黒 田隆 次

昭61. 4. 1—62. 4. 1 河 野正 康

昭62. 4. 1—現在 斎 藤幸 雄

組 織 の 変

設立

（昭26. 4.1〜27. 6.15所長心得）

考）
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法令改廃経過一覧

•掲載は原則として厚生省の所管となる法律とし,分野別に公布の年月日順に掲載した。

•ここで区別した分野は,組織,会計,社会保障,統計,健康政策局関係,保健医療局関係,生活衛生局関係,薬務局関 

係,社会局関係,児童家庭局関係,保険局関係,年金局関係,援護局関係,災害救助等,郵政関係,労働関係,公害環境 

関係とした。

・公布日は官報登載日によることとし,裁可日は採用していない。

•施行日が明記されていない場合には,明治16年からは「布告布達施行期限」（明16. 5.26太布17）により布告布達の各府 

県到達後7日後,明治19年からは「公文式」（明19. 2.26勅1）により法律命令は官報の到達から7日後,明治25年から 

は「法例」（明23.10. 7法97—施行明25・8）により法律は公布日より20日後,明治40年からは公式令（明40・2.1勅6） 

により法律以外についても公布日より20日後とした。

・掲載の仕方

・法の名称,公布日,施行日をタイトルの中でく くり,以下改正の経過を追った。改正部分は改正の根拠法名,同法の公 

布日•施行日,改正の概要を入れた。

•見出しに使用した法律名は制定時のものとし,改題のあるものは下記に改題として題名を示した。

・目次には制定時の題名を載せた。改題のあったものは最新の題名を〔〕内に併記した。

・本資料の内容現在は昭和63年2月29日とした。
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医師法 昭23. 7. 30法201 260

歯科医師法, 昭23. 7. 30法202 261

保健婦助産婦看護婦法, 昭23. 7. 30法203 262

歯科衛生士法 昭23. 7. 30法204 262

医療法 昭23. 7. 30法205 263

死体解剖保存法, 昭24. 6.10 法204 265
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①組織

魁臨時社会局二臨時軍事援護部 
ヲ置クノ侔

昭12.10. 30 勅624
昭12.11.1施行

【改題】

「臨時厚生省二臨時軍事援護部ヲ置クノ 

件」に改題〔第2次改正〕

【制定時】

社会局に臨時軍事援護部を設置

【第1次改正】

•臨時社会局二臨時軍事援護部ヲ置 

クノ件中改正ノ件

昭13.1.8 勅 5

・昭13.1.8施行

臨時軍事援護部に専門委員を設置

【第2次改正】

•厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

.昭13.1.1!施行

(1) 「社会局」を「厚生省」に改称

(2) 「内務大臣」を「厚生大臣」に改称

(3) 題名の改正「臨時厚生省二臨時軍事 

援護部ヲ置クノ件」

【第3次改正】

-臨時厚生省二臨時軍事援護部ヲ置 

クノ件中改正ノ件

昭13. 3.18 勅122

.昭13. 3.18施行

職員数の増員

【第4次改正】

•臨時厚生省二臨時軍事援護部ヲ置 

クノ件中改正ノ件

昭13. 4.18 勅256

.昭13. 4.18施行

(1) 職員数の減員

(2) 専門委員の廃止

【第5次改正】

•臨時厚生省二臨時軍事援護部ヲ置 

クノ件中改正ノ件

昭14. 4.12 勅198

.昭14. 4.12施行

職員数の増員

【廃止.】

・軍事保護院官制

昭14. 7.15 勅479

・昭14. 7.15施行 

廃止

鍍厚生省官制

昭13.1.1!勅 7
昭13.1.1!施行

【制定時】

厚生省を設置するとともに,所掌事務に 

ついて規定。内部部局は体力局,衛生 

局,予防局,社会局及び労働局の5局で 

発足

【第1次改正】

'厚生省官制中改正ノ件

昭13. 4.18 勅254

・昭13. 4.18施行

傷兵保護院及び職業部の設置に伴い,社 

会局の所掌事務より軍事扶助に関する事 

項及び労働需給に関する事項を削除

【第2次改正】

•厚生省官制中改正ノ件

昭14. 5.1？ 勅326
、昭14. 5.1?施行

(1) 労働局の所掌事務中国際労働事務に 

関する事項の削除

(2) 事務官専任等数の減員

⑶賃金統制令施行事務の追加

【第3次改正】

・厚生省官制!中改正ノ件

昭14.10.18 勅 710

・昭14.10. 20施行

賃金臨時措置令施行事務の追加

【第4次改正】

'厚生省官制中改正ノ件

昭15.11.9 勅746

・昭15.11.9施行

理事官専任等の数の増減

【第5次改正】

・厚生省官制中改正ノ件

昭16.1.10 勅 29

・昭16.1.10施行

(1) 失業対策部及び職葉部を統合した職 

業局の設置

(2) 理事官専任等の数の増減

【第6次改正】

~厚生省官制中改正ノ件

昭16.1.15 勅 39

・昭16.1.15施行

(1) 工場監督官,鉱務監督官,調停官の 

廃止,労務監督官の設置

(2) 工場監督官補,鉱務監督官補,調停 

官補の廃止,労務監督官補の設置

【第7次改正】

•厚生省官制中改正ノ件

昭16. 8.1勅800

・昭16. 8.1施行

(1) 人口政策と国民生活指導という観点 

からの人口局及び生活局の設置並びに 

それに伴う体力局及び社会局の廃止

(2) 事務官専任等数の減員

【第8次改正】

・厚生省官制中改正ノ件

昭16.11.5 勅945

・昭16.11.5施行

事務官専任等数の増員

【第9次改正】

企画院官制外11勅令中改正ノ件 

昭17.1.24 勅27

・昭17.1.24施行

大臣官房の設置

【第10次改正】

・厚生省官制中改正ノ件

昭17.1.30 勅40

.昭17.1.30施行

(1) 産業安全研究所の設置

(2) 技師専任等数の増員

【第11次改正】

•厚生省官制中改正ノ件 

昭17. 5.16 勅505

.昭17. 5.16施行

(1) 教護官専任の設置

(2) 技師専任等数の増員

【第12次改正】

［厚生省官制中改正ノ件
I 昭17. 5. 2？ 勅541

234



法令改廃経過一覧

［昭17. 5. 2?施行

専門委員の設置

【第13次改正】

'行政簡素化実施ノ為ニスル厚生省 

官制中改正ノ件

昭17.11.1勅 760

・昭17.11.1施行

(1) 大臣官房の所掌事務の改正

(2) 内部部局たる人口局,衛生局,予防 

局,生活局,労働局,職業局を人口 

局,衛生局,生活局,勤労局,保険局 

に再編するとともに保険院の廃止に伴 

う保険局の設置

【第14次改正】

谆生省官制中改正ノ件 

昭18.1.15 勅19

・昭18.1.15施行

理事官専任等数の増員

【第15次改正】

•厚生省官制中改正ノ件 

昭18. 3. 3!勅276 

・昭18. 3. 3!施行

専任職員数の減員

【第16次改正】

・工場就業時間制限令廃止ノ件

昭18. 6.16 勅501 

昭18. 6.16施行

所掌事務中,工場就業時間制限令の施行 

事務を削除

【第17次改正】

~行政機構整備実施ノ為ニスル厚生 

省官制中改正ノ件

昭18.11.1勅 815

・昭18.11.1施行

(1) 内部部局たる人口局,衛生局,生活 

局,勤労局及び保険局を健民局,衛生 

局,勤労局及び保険局に再編

(2) 技師専任等数の増減員

【第18次改正】

'厚生省官制中改正ノ件

昭19. 4. 7 勅234

-昭19. 4. 7施行

技師専任数の増員

【第19次改正】

・厚生省官制及社会保険審査会規程 

中改正ノ件

昭19. 6. 7 勅387

・昭19. 6. 7施行

(1)労働者年金保険を厚生年金保険に改

正

(2)専任職員数の増員

【第20次改正】

・厚生省官制中改正ノ件 

昭19. 7. 8 勅442

・昭19. 7. 8施行

(1) 勤労局に動員部及び指導部を設置

(2) 技師専任等数の増減員

【第21次改正】

"厚生省官制中改正ノ件

昭19. 9. 30 勅569

・昭19.10.1施行

所掌事務中退職積立金及び退職手当に関 

する事務を追加

【第22次改正】

・厚生省官制外3勅令中改正ノ件 

昭 2〇. 7. 7 勅402

・昭2〇. 7. 7 施行 

事務官専任等数の減員

【第23次改正】

•商工省設置等二伴フェ業試験所官 

制中改正等ノ件

昭 2〇. 8. 26 勅489

・昭2〇. & 26施行 

商工省の設置に伴う規定の整備

【第24次改正】

・厚生省官制中改正ノ件

昭20.10. 27 勅609

・昭2〇.10. 27 施行 

内部部局を健民局,衛生局,社会局,労 

政局,勤労局及び保険局に再編

【第25次改正】

.内務部内臨時職員等設置制中改正 

等ノ件

昭 20.11.7 勅630

.昭2〇.11.7施行

(1) 厚生省社会局の所掌事務から住宅に 

関する事項を削除

(2) 専任職員等数の減員

【第26次改正】

'行政整理実施ノ為ニスル厚生省官 

制等中改正ノ件

昭 21.2. 8 勅74

・昭21.2. 8施行

(1) 内部部局を衛生局,社会局,労政 

局,勤労局及び保険局に再編

(2) 職業補導所の設置

【第27次改正】

•引揚援護院官制

昭 21.3.13 勅130

・昭21.3.13施行

引揚援護院の設置に伴う規定の整備

【第28次改正】

'厚生省官制中改正等ノ件

昭 21.4.1勅215

・昭21.4.1施行

厚生事務官及び厚生技官の設置並びにそ 

れに伴う規定の整備

【第29次改正】

・厚生省官制等中改正ノ件

昭21.5.1勅248

・昭21.5.1施行

人口問題研究所及び産業安全研究所の設 

置

【第30次改正】

~厚生省官制等の一部を改正する勅 

令

昭 21.6.10 勅310

、昭21.6.10施行

専任職員等数の減員等

【第31次改正】

"厚生省官制の一部を改正する勅令 

昭21.8.14 勅387

・昭21.8.14施行

専任職員等数の増員

【第32次改正】

■・厚生省官制等の一部を改正する勅 

令

昭21.11.5 勅 517

・昭21.11.5施行

内部部局を公衆保健局,医務局,予防 

局,社会局,労政局,勤労局及び保険局 

に再編

【第33次改正】

'厚生省官制等の一部を改正する勅 

令

昭21.12. 2? 勅615

一昭21.12. 2?施行

専任職員数の増員

【第34次改正】

.厚生省官制の一部を改正する勅令 

昭 22. 3.19 勅87

・昭22. 3.19施行

(1) 内部部局を公衆保健局,医務局,予 

防局,社会局,児童局,労政局,勤務 

局及び保険局に再編

(2) 職員数の増員
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【第35次改正】

・厚生省官制等の一部を改正する勅 

令

昭22. 4.15 勅123

・昭22. 4.15 施行

(1)勤労局の職業安定局への改称

⑵職員数の増員

【第36次改正】

・厚生省官制の一部を改正する勅令 

昭22. 5. 2 勅198

・昭22. 5. 2 施行

(1)内部部局を公衆保健局,医務局,予 

防局,社会局,児童局,労政局,労働 

基準局,職業安定局及び保険局に再編

⑵職員数の増員

【第37次改正】

•都道府県労働基準局官制の一部を 

改正する等の政令

昭22. 5. 21政59

.昭22. 5. 2!施行

都道府県労働基準局官制の制定に伴う昭 

和22年勅令第198号の規定の整備

【第38次改正】

・厚生省官制等の一部を改正する政 

令

昭22. 6. 26 政105

昭22. 6. 26,昭22. 9.1施行 

所掌事務規定中,労働者災害扶助責任保 

険の労働者災害補償保険への改称

【第39次改正】

~労働省設置法

昭22. 8. 3!法97

・昭22. 9.1施行

労働省の設置に伴う内部部局の再編

【第40次改正】

'労働省設置法施行令

昭22. 8. 31政173

.昭22. 9.1施行

職員数の減員

【第41次改正】

'厚生省官制の一部を改正する政令 

昭 22.10.14 政 212

.昭22.10.14 施行

職員数の増員

【第42次改正】

'厚生省官制の一部を改正する政令 

昭22.12. 6 政257

・昭22.12. 6施行

職員数の増員

【第43次改正】

'厚生省官制等の一部を改正する政 

令

昭22.12. 27 政286

・昭22.12. 2? 施行

職員数の増員

【第44次改正】

~厚生省官制の一部を改正する政令 

昭22.12. 29 政322
［昭22.12. 29 施行

職員数の増員

【第45次改正】

~厚生省官制の一部を改正する政令 

昭 23. 2.14 政38

-昭23. 2.14施行

(1) 国立公園部の設置

(2) 職員数の増員

【第46次改正】

•厚生省官制の一部を改正する法律 

昭 23. 7.15 法161

・昭23. 7.15 施行

(1) 公衆保健局の公衆衛生局への改組

(2) 薬務局の新設

【第47次改正】

~厚生省官制の一部を改正する政令 

昭23. 7.15 政160

-昭23. 7.15施行

職員数の増員

【第48次改正】

~厚生省官制等の一部を改正する政 

令

昭23. 7. 26 政183

一昭23. 7. 26施行

職員数の増員

【第49次改正】

・厚生省官制の一部を改正する政令 

昭23. 7. 31政202

・昭23. &1施行

職員数の増員

【廃止】

・厚生省設置法

昭 24. 5. 3!法151

・昭24. 6.1施行

廃止

❹保険院官制

昭13.1.1!勅 9
昭13.1.1!施行

【制定時】

保険院の設置。総務局,社会保険局及び 

簡易保険局の3局で発足

【第1次改正】

・保険院官制中改正ノ件 

昭13. 6. 29 勅442

.昭13. 7.1施行

(1) 国民健康保険課の設置

(2) 職員数の増員

【第2次改正】

•保険院官制中改正ノ件 

昭14. 7.12 勅472 

.昭14. 7.12施行

職員数の増員

【第3次改正】

'保険院官制中改正ノ件 

昭14.12. 28 勅885

-昭14.12. 28施行

職員数の増員

【第4次改正】

~保険院官制中改正ノ件 

昭15. 6.1勅 366

-昭15. 6.1施行

(1) 所掌事務に職員健康保険及び船員保 

険の追加並びに船員保険課の設置

(2) 職員数の増員

【第5次改正】

・保険院官制中改正ノ件 

昭15.11.4 勅729

・昭15.11.4施行

職員数の増員

【第6次改正】

・保険院官制中改正ノ件 

昭16. 5. 3! 勅643

・昭16. 6.1施行

(1) 職員数の増員

(2) 専門委員の設置

【第7次改正】

•保険院官制中改正ノ件 

昭16.11.5 勅947

・昭16.11.5施行

(1)所掌事務に労働者年金保険を追加及 

び年金保険課の設置

⑵職員数の増員
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【第8次改正】

•保険院官制中改正ノ件 

昭16.12. 8 勅1053

・昭16.12. 8施行

職員数の増員

【第9次改正】

・保険院官制中改正ノ件 

昭17. 3. 25 勅217

・昭17. 4.1施行

職員数の増員

【廃止】

・行政簡素化実施ノ為ニスル厚生省 

官制中改正ノ件

昭17.11.1勅 760

・昭17.11.1施行

廃止

醪臨時厚生省二職業部ヲ設置ス 
ルノイ牟

昭13. 4.18 勅257
昭13. 4.18施行

【制定時】

職業紹介,失業救済その他労務の需給に 

関する事務をつかさどるため,厚生省に 

職業部を設置。職業課,監理課及び紹介 

課の3課で発足

【第1次改正】

'臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭13.10.12 勅 675

・昭13.10.12施行

職員数の増員

【第2次改正】

"臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭13.12.17 勅 769

-昭13.12.17施行

(1)国民職業能力の登録及び雇入れの制 

限に関する事務の追加

⑵職員数の増員

【第3次改正】

■臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭14. 4.12 勅199

朋14. 4.12施行

職員数の増員

【第4次改正】

f臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件 

昭14. 7. 8 勅452

・昭14. 7.15施行

国民徴用業務の追加

【第5次改正】

'臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭14. 8.16 勅567

・昭14. 8.16施行

職員数の増員

【第6次改正】

~臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭14.10. 7 勅691

・昭14.10. ?施行

職員数の増員

【第7次改正】

■臨時厚生省二職業部ヲ設置スルノ 

件中改正ノ件

昭15. 2.1 勅30 

・昭15. 2.1施行

職員数の増員

【廃止】

•厚生省官制中改正ノ件 

昭16.1.10 勅 29

-昭16.1.10施行

廃止

够傷兵保護院官制

昭13. 4.18 勅258
昭13. 4.18施行

【制定時】

傷兵保護院の設置。官房,計画局及び業

務局の1官房2局で発足

【第1次改正】

傷兵保護院官制中改正ノ件

昭13.10. 26 勅699

・昭13.10. 26 施行

(1) 職業補導所及び療養所の設置

(2) 傷兵保護主事等の設置

【第2次改正】

~傷兵保護院官制中改正ノ件

昭14. 3. 28 勅82

・昭14. 4.1施行

職員数の増減員

【廃止】

•軍事保護院官制 

昭14. 7.15 勅479

・昭14. 7.15施行 

廃止

㉚臨時厚生省二失業対策部ヲ設 
置スルノ件

昭13.10. 5 勅667
昭13.10. 5施行

【制定時】

いわゆる「日華事変」に伴う失業者の救 

済等の失業者対策に関する事務をつかさ 

どるため,厚生省に失業対策部を設置。 

総務課,転職課及び事業課の3課で発足

【廃止】

'厚生省官制中改正ノ件

昭16.1.10 勅 29

-昭16.1.10施行

廃止

够軍事保護院官制

昭14. 7.15 勅479
昭14. 7.15施行

【改題】

「保護院官制」に改題(第19次改正)

【制定時】

傷痍軍人援護事業並びに軍人遺族及び帰 

還軍人援護事業の一元化を図るための軍 

事保護院の設置。官房,援護局及び業務 

局の1官房2局で発足

【第1次改正】

・軍事保護院官制中改正ノ件

昭15. 2. 22 勅59

-昭15. 2. 22施行

職員数の増員

【第2次改正】

'軍事保護院官制中改正ノ件

昭15. 6.19 勅412

-昭15. 6.19施行

職員数の増滅員

【第3次改正】

~軍事保護院官制中改正ノ件

昭15. 9.18 勅606

.昭15. 9.18施行

職員数の増員
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【第4次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件

昭16. 5.14 勅573

・昭16. 5.14施行

職員数の増員

【第5次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件

昭16.10. 4 勅892

・昭16.10. 4施行

職員数の増員

【第6次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件

昭17. 3.1!勅150

・昭17. 3.1!施行

職員数の増員

【第7次改正】

'軍事保護院官制中改正ノ件

昭17. 5.13 勅494

-昭17. 5.13施行

職員数の増員

【第8次改正】

•行政簡素化実施ノ為ニスル厚生部 

内臨時職員等設置制外11勅令中改 

正ノ件

昭17.11.1勅 761

・昭17.11.1施行

職員数の減員

【第9次改正】

・軍事保護院官制中改正ノ件

昭18.1.18 勅 22

・昭18.1.18施行

(1) 職員数の減員

(2) 職業補導官及び職業補導官補の設置

(3) 所掌事務に傷痍軍人又は,軍人遺族 

の職業保護を追加

【第10次改正】

'軍事保護院官制中改正ノ件

昭18. 3. 3! 勅277

、昭18. 3. 3!施行

職員数の増員

【第11次改正】

・軍事保護院官制中改正ノ件

昭18. 7.1勅559

.昭18. 7.1施行

職員数の増員

【第12次改正】

[•行政機構整備実施ノ為ニスル軍事
|保護院官制中改正ノ件

! 昭18.11.1勅817
[昭18.11.1施行

職員数の減員

【第13次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件 

昭19.1.7 勅10

・昭19.1.7施行

職員数の増員

【第14次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件 

昭19. 4.15 勅254

.昭19. 4.15施行

医官専任奏任数の減員

【第15次改正】

~軍事保護院官制中改正ノ件 

昭19.12. 2 勅661

.昭19.12. 2施行

職員数の増員

【第16次改正】

~軍事保護院官制中改正ノ件

昭2〇.1.1？ 勅19

・昭2〇.1.1?施行

⑴ 内部部局を援護局及び管理局に再編 

⑵ 附属機関を療養所,職業補導所及び 

保育所に再編

【第17次改正】

•厚生省官制外3勅令中改正ノ件 

昭2〇. 7. 7 勅402

・昭2〇. 7. 7施行

職員数の減員

【第18次改正】

・軍事保護院官制中改正ノ件 

昭20.10. 20 勅588

・昭2〇.10. 20 施行

職員数の増員

【第19次改正】

•軍事保護院官制中改正ノ件

昭20.12.1勅 690

・昭2〇.12.1 施行

(1)軍事保護院を保護院に改称

⑵職員数の減員

【廃止】

•行政整理実施ノ為ニスル保護院官 

制廃止等ノ件

昭21.2. 8 勅75

・昭21.2. 8施行

廃止

■臨時厚生省二臨時防疫局ヲ設 
置スルノ祥

昭 2〇.10. 27 勅611
昭2〇.10. 27施行

【制定時】

臨時防疫局の設置

【第1次改正】

'臨時厚生省二臨時防疫局ヲ設置ス

ルノ件中改正ノ件

昭 2〇.11.24 勅 650

-昭2〇.11.24施行

防疫官の設置

【廃止】

・引揚援護院官制

昭21.3.13 勅130

・昭21.3.13施行

廃止

❾地方引揚援護局官制

昭 2〇.11.24 勅 651
昭2〇.11.24施行

【制定時】

地方引揚援護局の設置並びに内部部局及 

び所掌事務規定の整備

【第1次改正】

一地方引揚援護局官制中改正ノ件

昭2〇.12.14 勅 702

-昭2〇.12.14 施行

次長の増員

【第2次改正】

一厚生部内臨時職員設置制中改正等 

ノ件

昭21.2. 20 勅91

・昭21.2. 20施行

次長の増員等

【廃止】

'引揚援護院官制

昭21.3.13 勅130

、昭21.3.13施行

廃止
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@医療局官制
厚生省官制中改正等ノ件 

昭 21.4.1勅215 ❷復員庁官制

・昭21.4.1施行

昭 2〇.12.1勅 691
昭2〇.12.1施行

厚生省官制の一部改正により,厚生事務 

官及び厚生技官が設けられることに伴

昭21. 
昭21.

6.15 勅 315
6.15施行

【制定時】 い,引揚援護院の職員のうち,地方引揚 【制定時】

医療局の設置並びに内部部局及び所掌事 援護局次長,援護官,技師,援護官補及 陸海軍の復員及びこれに関する事務をっ

務規定の整備 び技手を廃し,厚生事務官又は厚生技官 かさどるため,内閣総理大臣の管理下に

を設置 復員庁を設置

【第1次改正】

[行政整理実施ノ為ニスル厚生省官 【第2次改正】 【第1次改正】

制等中改正ノ件 r引揚援護院官制の一部を改正する [■復員庁官制の一部を改正する勅令

昭 21.2. 8 勅74 勅令 昭 22. 5.1勅172

昭21.2. 8施行 昭21.6. 5 勅 301 -昭22. 5.1施行

職員数の減員 ・昭21.6. 5施行 復員庁にかかる裁判権を規定

厚生事務官及び厚生技官の定員の増員

【第2次改正】 【廃止】

[厚生省官制中改正等ノ件 【第3次改正】 [・ポツダム宣言の受諾に伴い発する

昭21.4.1勅215 厚生省官制等の一部を改正する勅 命令に関する件に基く復員庁の部

.昭21.4.1施行 令 局に対する措置に関する政令

医療局職員を再編し長官,次長,厚生 昭21.11.5 勅 517 昭 22.10.15 政 215

事務官及び厚生技官を設置
〔昭21.11.5施行

昭22.10.15 施行

(1)厚生事務官及び厚生技官の定員の増 廃止

【第3次改正】 員

'医療局官制の一部を改正する勅令 (2)医務局を検疫局と改称

昭21.6. 5 勅302

・昭21.6. 5施行 【第4次改正】
響労働省設置法

職員数の増員 厚生省官制等の一部を改正する勅

【第4次改正】

厶

昭22. 4.15 勅123
昭22. 
昭22.

8. 3!法97
9.1施行

f医療局官制の一部を改正する勅令 ・昭22. 4.15施行 【制定時】

昭 21.11.4 勅 514 厚生事務官及び厚生技官の定員の増員 (1)労働省を設置するとともに,組織及

.昭21.11.4施行 び所掌事務について規定

(1)所掌事務中保育事項の削除 【第5次改正】 (2)厚生省に置かれていた労政局,労働

(2)職員数の増員 厚生省官制の一部を改正する政令 基準局及び職業安定局を労働省に移管

昭 22.12. 6 政257

【廃止】
〔昭22.12. 6施行

厚生省官制等の一部を改正する勅 

令

昭 21.11.5 勅 517

厚生事務官及び厚生技官の定員の増員

【•第6次改正】

觀復員庁の部局に対する措置に 
関する政令

廃止

・昭21.11.5施行 厚生省官制等の一部を改正する政 

令
昭22.10.15 政 215
昭22.10.15施行

昭22.12. 27 政286 【制定時】

.昭22.12. 2?施行 (1)復員庁の第一復員局並びに復員連絡

翳引揚援護院官制
厚生事務官の定員の増員 局,留守業務局及び船舶残務整理部の 

分掌していた事務を厚生大臣の事務に

【廃止】 移管

昭21. 3.13 勅130 ~引揚援護庁設置令 (2)復員庁の第二復員局及び地方復員局
昭21. 3.13施行

昭23. 5. 29 政124 を, 昭和22年12月31日限り廃止

【制定時】 、昭23. 5.3!施行

第2次大戦の終結により弓揚者の応急援 廃止 【第1次改正】

護及び検疫の事務をつかさどるための引 ~ポツダム宣言の受諾に伴い発する

揚援護院の設置。援護局及び医務局で発 命令に関する件に基く第二復員局

足 及び地方復員局に対する措置に関 

する政令

【第1次改正】 昭22.12. 30 政325
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L昭23.1.1施行

第二復員局及び地方復員局関係の規定整 

備

【廃止】

•引揚援護庁設置令

昭23. 5. 29 政124

.昭23. 5. 3!施行

廃止

働第二復員局及び地方復員局に 
対する措置に関する政令

昭22.12. 30 政325
昭23.1.1施行

【制定時】

（1） 第二復員局及び地方復員局の事務の 

うち,掃海及び船舶の保管関係は運輸 

省,その他は厚生省の事務に移管

（2） 厚生省第一復員局を厚生省復員局に 

改め,（1）の厚生省関係の事務を所掌

（3） 地方復員局を地方復員残務処理部に 

改め,厚生省の所属機関として,（1）の 

事務を所掌

（4） 運輸省の機構及び定員の整備

【第1次改正】

•海上保安庁の設置に伴い地方自治 

法の一部を改正する等の法律

昭 23. 6. 3 法52

・昭23. 6. 3施行

運輸大臣の管理に属する事務の廃止

【廃止】

•引揚援護庁設置令

昭23. 5. 29 政124

・昭23. 5. 3!施行

廃止

虧引揚援護庁設置令

昭23. 5. 29 政124
昭23. 5. 3!施行

【制定時】

⑴ 厚生省の外局に弓揚者の応急援護及 

び検疫並びに旧陸海軍の復員関係事務 

を行う弓揚援護庁を設置

（2）引揚援護庁に長官官房,援護局及び 

復員局を置き,それぞれの所掌事務を 

規定

⑶引揚援護庁の地方支分部局として, 

地方引揚援護局,復員連絡局及び同支 

部並びに地方復員残務処理部を規定

【第1次改正】

•行政機関職員定員法の施行に伴う 

関係法令の整理に関する法律 

昭24. 5. 3!法133

・昭24. 6.1施行

行政機関職員定員法の施行に伴い,

（1） 定員に関する規定の削除

（2） 長官,次長及びその他所要の職員の 

設置

（3） 職務規定の整備

【第2次改正】

•厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭 24. 5. 3!法154

-昭24. 6.1施行

附則条文整備

【第3次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件の廃止に関する法 

律

昭27. 4.1!法81

・昭27. 4. 28施行

この法律の施行の日から起算して180日 

間に限り法律としての効力を有する。

【第4次改正】

•ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸命令の措置に関する法律

昭27. 4. 28 法120

・昭27. 4.28施行 

引揚援護庁復員局の所掌事務から,連合 

国軍の要求に基づく諸調査事務を削除

【第5次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法 

昭27. 4. 30 法127

・昭27. 4. 30施行

（1）所掌事務に戦傷病者戦没者遺族等の 

援護に関する事務を追加

⑵ 援護局の所掌事務に,

① 戦傷病者,戦没者遺族等の援護に 

関する調査企画の事務

② 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づ 

く援護の実施に関する事務

を追加

⑶ 復員局の所掌事務に戦傷病者戦没者 

遺族等援護法の実施に必要な旧軍人軍 

属の調査を行うことを追加

⑷ 附属機関として援護審査会を設置

【第6次改正】

r未帰還者留守家族等援護法
| 昭 28. 8.1法161

L昭28. 8.1施行 

未帰還者留守家族等の援護に関する事 

務,調査企画に関する事務の追加

【廃止】

•厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭27. 7. 3!法273

-昭29. 4.1施行

廃止

魁厚生省設置法

昭24. 5. 3!法151 
昭24. 6.1施行

【制定時】

（1） 厚生省の所掌事務の範囲,権限及び 

組織を規定。大臣官房（国立公園部, 

統計調査部）,公衆衛生局（環境衛生 

部）,医務局,薬務局,社会局,児童 

局,保険局及び引揚援護庁の1官房6 

局3部1庁で発足

（2） 厚生省官制等を廃止

【第1次改正】

~身体障害者福祉法 

昭24.12. 26 法283

・昭25. 4.1施行

中央身体障害者福祉審議会を附属機関に 

追加

【第2次改正】

~麻薬取締法及び大麻取締法の一部 

を改正する法律

昭25. 3. 2? 法18 

・昭25. 4.1施行

麻薬取締員を麻薬取締官に変更

【第3次改正】

~審議会等の整理に伴う厚生省設置 

法等の一部を改正する法律

昭25. 3. 3!法34 

・昭25. 4.1施行

審議会等の整理

【第4次改正】

~精神衛生法

昭25. 5.1 法123 

・昭25. 5.1施行

同法の制定に伴う所掌事務の改正

【第5次改正】

f毒物及び劇物取締法
I 昭25.12. 28 法303
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［昭25.12. 28 施行

同法の制定に伴う権限規定等の整備

【第6次改正】 

•社会福祉事業法 

昭26. 3. 29 法45 

・昭26. 6.1施行 

中央社会事業審議会を社会福祉審議会に 

改正

【第7次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 26. 3. 3!法85 

.昭26. 4.1施行

地区麻薬取締官事務所に関する規定を加 

える等の改正

【第8次改正】 

'結核予防法 

昭26. 3. 3!法96

-昭26. 4.1施行

結核予防審議会を附属機関に追加

【第9次改正】

•あん摩,はり,きゅう,柔道整復 

等営業法の一部を改正する法律 

昭 26. 4.1法116

-昭26. 4.1施行

あん摩,はり,きゅう,柔道整復中央審 

議会を附属機関に追加

【第10次改正】

~審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律 

昭26. 6.1法174

-昭26. 6.1,昭27.1.1施行 

審議会等の整理

【第11次改正】

•検疫法 

昭26. 6. 6 法 201

・昭27.1.1施行

同法の制定に伴う権限規定等の整備

【第12次改正】

・診療エックス線技師法 

昭26. 6.1!法226

・昭26. 8.10施行

同法の制定に伴う権限規定等の整備

【第13次啟卑

覺斉IJ取締法 

昭26. 6. 30 法252

・昭26. 7.30施行

同法の制定に伴う権限規定等の整備

【第14次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法 

昭27. 4. 30 法127

・昭27. 4.30施行

同法の制定に伴う権限規定,組織等の整 

備

【第15次改正】

'優生保護法の一部を改正する法律 

昭27. 5.1? 法141

・昭27. 5. 2?施行

優生保護相談所の設置に関する権限規定 

の整備

【第16次改正】

〜国民健康保険再建整備資金貸付法 

昭27. 5. 20 法144

.昭27. 5.20施行

同法の制定に伴う権限規定の整備 

【第17次改正】

•栄養改善法

昭 27. 7. 3!法248

.昭27. 7. 31,昭27.12.1施行 

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第18次改正】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭27. 7. 3!法273

・昭27. 8.1,昭29. 4.1施行

(1) 厚生省組織令の制定を前提とした, 

設置法の整備

(2) 引揚援護庁の廃止並びに引揚援護 

局,舞鶴地方引揚援護局,復員連絡 

局,復員連絡局支部及び地方復員部の 

設置並びにそれに伴う所掌事務の整理 

等

【第19次改正】

'消費生活協同組合資金の貸付に関 

する法律

昭28. 3.16 法13

・昭28. 4.1施行

同法の制定に伴う,所掌事務規定の整備 

【第20次改正】

•麻薬取締法

昭 2& 3.17 法14

.昭28. 4.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備 

【第21次改正】

'期限等の定のある法律につき当該 

期限等を変更するための法律

昭28. 3. 26 法24

L昭28. 3. 26施行

第18次改正法附則の同法施行期日の一部 

の変更

【第22次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律等の一部を改正する法律 

昭 2& 5. 30 法36

・昭28. 5.30施行

第21次改正法をもって変更した第18次改 

正法附則の同法施行期日の一部の変更

【第23次改正】

•金管理法

昭2& 7.15 法62

・昭28. 8.1施行

権限規定中,「医薬品その他の衛生用品 

及びこれらの生産資材の割当を行うこ 

と」の削除及び所掌事務中「歯科用金地 

金加工業者及び歯科用金地金の割当に関 

すること」の削除

【第24次改正】

•厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭28. 8.1法110

・昭28. 8.1施行

人口問題審議会の設置

【第25^正】
2畜場法

昭28. 8.1法114

・昭28. 8.1施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第26次改正】

'未帰還者留守家族等援護法

昭 28. 8.1法161

.昭28. 8.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第27次改正】

・社会保険審査官及び社会保険審査 

会法

昭28. 8.14 法206

・昭28. 8.1施行

附属機関として社会保険審査会を設置

【第28次改正】

・日雇労働者健康保険法 

昭 28. 8.14 法 207

・昭28.11.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備
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"らい予防法

昭28. 8.15 法214

・昭2& 8.15施行 

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第30次改正】

~社会福祉事業振興会法

昭 28. 8.19 法240

.昭29. 4.1施行 

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第31次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭29. 3. 3!法26

・昭29. 4.1施行 

権限に育成医療に関する事項並びに里親 

の行う養育及び保護受託者の行う保護に 

ついての最低基準を定めることを追加

【第32次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭29. 3. 3!法28

.昭29. 4.1施行 

権限に更生医療に関する事項を追加

【第33次改正】

•未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭 29. 3. 3!法29 

昭29. 3.31,昭29. 4.1施行

(1) 未帰還調査部を附属機関に追加

(2) 中央社会保険医療協議会を附属機関 

に追加

【第34次改正】

'H雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭29. 3. 3!法30

・昭29. 4.1施行

社会保険審議会の目的に日雇労働者健康 

保険事業に関する処分の不服審査を追加

【第35次改正】

'あへん法

昭29. 4. 22 法71

・昭29. 5.1施行 

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第36次改正】

一清掃法

昭29. 4. 22 法72

.昭29. 7.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第37次改正】

・らい予防法の一部を改正する法律 

昭29. 4. 2? 法77

.昭29. 4. 27,昭29.10.1 施行 

国立らい研究所の設立

【第38次改正】

•医薬関係審議会設置法

昭29. 6.1法134

・昭29. 6.1施行 

附属機関として医薬関係審議会を設置

【第39次改正】

'覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭29. 6.12 法177

・昭29. 6.12施行

権限に覚せい剤の使用及び製造を許可す 

ることを追加

【第40次改正】

"あへん特別会計法

昭 3〇. 6. 30 法31

.昭3〇. 7.1施行 

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第41次改正】

~厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭3〇. 7.1!法60

.昭30. 7.11,昭3〇. 7.1施行

(1) 附属機関である援護所の廃止

(2) 国立栄養研究所の所掌事務の改正

(3) 国立療養所の所掌事務の改正 

⑷地方復員部の管轄区域の変更

【第42次改正】

•輸出入取引法の一部を改正する法 

律

昭 3〇. 8. 6 法140

・昭3〇. 9.15施行

権限に所掌事務にかかる物資の生産業者 

又は販売業者の締結する輸出すべきその 

物資の国内取引における価格,数量,品 

質その他の事項についての協定を認可す 

ることを追加

【第43次改正】

'医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭 30. 8. 8 法145

.昭30. 8. 8施行 

医薬関係審議会を附属機関から削除

【第44次改正】

•歯科技工法

昭 3〇. 8.16 法168

・昭3〇.10.15施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第45次改正】

・覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭 3〇. 8. 20 法171

・昭30. 9.19施行

権限及び所掌事務に覚せい剤原料に関す 

る事項を追加

【第46次改正】

・厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭 31.3. 3!法 50

・昭31.4.1施行

(1) 引揚援護局に未帰還調査部を設置

(2) 国立予防衛生研究所の所掌事務の改 

正

(3) 国立衛生試験所の所掌事務の改正

【第47次改正】

'へい獣処理場等に関する法律の一 

部を改正する法律

昭 31.6. 6 法131

-昭31.7. 6施行

所掌事務規定中「へい獣処理場」を「へ 

い獣処理場」に改正

【第48次改正】

~採血及び供血あっせん業取締法 

昭 31.6. 25 法160

.昭31.6. 25施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第49次改正】

.厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭32. 3. 3!法32

・昭32. 4.1,昭33.1.1施行

(1)水道及び下水道の終末処理場に関す 

る事務を権限及び所拿事務に追加

⑵官房長の設置

(3)国立ろうあ者更生指導所及び国立精 

神薄弱児施設を附属機関に追加

⑷国立教護院の所掌事務の改正

【第50次改正】

•原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律

昭32. 3. 3!法41

・昭32. 4.1施行

(1)同法の制定に伴う権限規定及び所掌
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事務規定の整備

(2)原子爆弾被爆者医療審議会を附属機 

関に追加

【第51次改正】

•健康保険法の一部を改正する法律 

昭 32. 3. 3!法42

・昭32. 5.1施行

保険医療機関制度の導入に伴う権限規定 

及び中央社会保険医療協議会の所掌事務 

の改正

【第52次改正】 

公衆衛生修学資金貸与法 

昭 32. 4.15 法65 

・昭32. 4.15 施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第53次改正】

'輸出検査法

昭32. 5. 2 法97

.昭33. 2.1施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第54次改正】

・引揚者給付金等支給法 

昭32. 5.1? 法109

-昭32. 5.1?施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第55次改正】

'輸出入取引法の一部を改正する法 

律

昭32. 6.1法151 

・昭32. 8. 3!施行

所掌事務の物資にかかる指定機関を監督 

することを権限に追加

【第56次改正】

•内閣法等の一部を改正する法律 

昭32. 6.1 法158

・昭32. 8.1施行

(1) 俘虜に関する情報 調査を所掌事務 

に追加

⑵ 弓I揚同胞対策審議会を附属機関に追 

加

【第57次改正】

•自然公園法

昭32. 6.1法161 

・昭32.10.1 施行

⑴ 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 附属機関である国立公園審議会を自

然公園審議会に改組

【第58次改正】

~美容師法

昭 32. 6. 3 法163

-昭32. 6.14施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第59次改正】

'環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律

昭 32. 6. 3 法164

・昭32. 9. 2施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 中央環境衛生適正化審議会を附属機 

関に追加

【第60次改正】

•食品衛生法の一部を改正する法律 

昭 32. 6.15 法175

・昭32. 6.15施行

「添加物」の定義の改正

【第61次改正】

一旅館業法の一部を改正する法律

昭32. 6.15 法176

・昭32. 6.15施行

(1) 旅館業法の施行に関し都道府県知事 

を指揮監督することを権限に追加

(2) 同法を施行することを所掌事務に追 

加

【第62次改正】

'角膜移植に関する法律

昭33. 4.1? 法64

・昭33. 7.16施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第63次改正】

'衛生検査技師法

昭33. 4. 23 法76

・昭33. 7.22施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第64次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭33. 5.1 法120

・昭33. 5.1施行

養育医療に関する事項を権限に追加

【第65次改正】

「厚生省設置法の一部を改正する法

律

昭 33. 5. 2 法131

昭33. 5. 2,昭33. 5.16,昭33.

,11.16施行

(1) 条項の移動

(2) 地方支分部局である復員連絡局及び 

復員連絡局支部の廃止

(3) 地方支分部局である舞鶴地方引揚援 

護局の廃止

【第66次改正】

'調理師法

昭 33. 5.10 法147

.昭33.11.9施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第67次改正】

'国民健康保険法施行法 

昭33.12. 2? 法193

・昭34.1.1施行 

国民健康保険法の改正に伴う権限規定及 

び所掌事務規定の整備

【第68次改正】

・未帰還者に関する特別措置法

昭34. 3. 3 法 7

・昭34. 4.1施行 

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第69次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭34. 3. 28 法53

・昭34. 4.1施行 

同法による改正後の児童福祉法第21条の 

16第2項第1号の医療に関する事項を権 

限に追加

【第70次改正】

•厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 34. 4.16 法139

昭34. 4.16,昭 34.11.16,昭34.

.5.1施行

(1) 所掌事務の改正

① 千鳥ヶ淵戦没者墓苑の維持管理事 

務の追加

② 受胎調節に関する事務の所掌局変 

更

③ 医療制度調査会及び国民年金審議 

会を附属機関に追加

(2) 地方支分部局である地方復員部の廃 

止

⑶国民年金法の制定に伴う

①権限規定の整備
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②年金局の設置

【第71次改正】

~精神薄弱者福祉法 

昭35. 3. 3!法37

・昭35. 4.1施行

(1)同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

⑵ 精神薄弱者福祉審議会を附属機関に 

追加

【第72次改正】

'医療金融公庫法 

昭 35. 6.1!法95

一昭35. 6.1! 施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第73次改正】

・薬事法

昭35. 8.10 法145 

・昭36. 2.1施行

薬事法の制定に伴う

(1) 「医薬品」等の定義の改正

(2) 権限規定及び所掌事務規定の改正

(3) 薬事審議会の中央薬事審議会への改 

組

【第74次改正】

・国民年金特別会計法 

昭 36. 4.12 法63 

・昭36. 4.12施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第75次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭36. 6.1法102

.昭36. 6.1,昭37.1.1施行

(1) 環境衛生局の設置及び環境衛生部の 

廃止

(2) 引揚援護局の援護局への名称変更

(3) 病院管理研修所の病院管理研究所へ 

の名称変更

(4) 附属機関に国立がんセンターの追加

(5) 附属機関に社会保険研修所の追加

(6) 附属機関である引揚同胞対策審議会 

の廃止

【第76次改正】

・国家行政組織法等の一部を改正す 

る法律

昭36. 6. 2 法111 

.昭36. 6. 2 施行

同法による改正後の国家行政組織法第19 

条第1項の定員数の設定

【第77次改正】

-社会福祉施設職員退職手当共済法 

昭36. 6.19 法155

・昭36.10.1施行 

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第78次改正】

~年金福祉事業団法

昭 36.11.1法180

-昭36.11.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第79次改正】

•水資源開発公団法

昭36.11.13 法 218

・昭37. 2.16施行 

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第80次改正】

~社会保険審議会及び社会保険医療 

協議会法の一部を改正する法律 

昭 36.11.16 法 227

・昭36.11.16旋行

中央社会保険医療協議会の所掌事務の改 

正

【第81次改正】

~児童扶養手当法

昭36.11.29 法238

・昭37.1.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第82次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123

・昭37. 7.1,昭37. 5.1! 施行

(1)外局として社会保険庁を設置

⑵保険局及び年金局の所掌事務の改正

(3) 社会保険研修所を厚生省から社会保 

険庁の附属機関に移管

(4) 未帰還調査部の廃止

【第83次改正】

,栄養士法等の一部を改正する法律 

昭 37. 9.13 法158

.昭38. 4.1,昭39. 4.1施行 

権限に管理栄養士試験に関する事項を追 

加

【第84次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

.昭37.10.1施行

権限から不服の申立てについて裁決をす 

ることを削除

【第85次改正】

~厚生省設置法及び国立光明寮設置 

法の一部を改正する法律

昭 38. 3. 3!法59

昭38. 3.31,昭38. 4.1,昭39.

.1-1施行

(1) 医務出張所の地方医務局への名称変 

更

(2) 国立精神薄弱児施設に精神薄弱児の 

保護及び指導の事務に従事する職員の 

養成所を附置することができる旨の規 

定の追加

(3) 定員数の増員

【第86次改正】

•戦没者等の妻に対する特別給付金 

支給法

昭 38. 3. 3!法61

-昭38. 4.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第87次改正】

~老人福祉法

昭 38. 7.1!法133

.昭38. &1施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 附属機関である「社会福祉審議会」 

及び「中央身体障害者福祉審議会」の

「中央社会福祉審議会」及び「身体障 

害者福祉審議会」への名称変更

【第88次改正】

'戦傷病者特別援護法

昭 38. 8. 3 法168

・昭38.11.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第89次改正】

'あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法等の一部を改正する 

法律

昭39. 6. 30 法120

・昭39. 9. 29施行

権限規定,所掌事務規定及び審議会規定 

中「あん摩師」を「あん摩マッサージ指 

圧師」に改正

【第90次改正】

[■厚生省設置法の一部を改正する法 
I律

244



法令改廃経過一覧

| 昭 39. 7.1法127
〔昭39. 7.1施行

(1) 国立公園局の設置及び国立公園部の 

廃止並びにそれに伴う所掌事務の改正

(2) 児童局から児童家庭局への名称変更

(3) 医療制度調査会の廃止

⑷定員数の増員

【第91次改正】

・母子福祉法 

昭 39. 7.1法129

.昭39. 7.1施行

同法の制定に伴う厚生省及び中央児童福 

祉審議会の所掌事務規定の整備

【第92次改正】

•重度精神薄弱児扶養手当法 

昭39. 7. 2 法134

・昭39. 9.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第93次改正】

•社会保障研究所法 

昭39. 7. 7 法156

-昭39. 7. ?施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第94次改正】

'公害防止事業団法 

昭4〇. 6.1法95

,昭4〇. 6.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第95次改正】

・戦没者等の遺族に対する特別弔慰 

金支給法

昭4〇. 6.1法100 

,昭4〇. 6.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第96次改正】

'厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭4〇. 6.1法104 

・昭41.10.1施行

厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に 

関することを権限規定及び所掌事務規定 

に追加

【第97次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭40. 6. 2 法106

〔昭4〇. 6. 2施行

(1) 権限規定及び所掌事務規定に衛生検 

査技師に関すること及び精神薄弱者福 

祉法に関することを追加

(2) 附属機関に伝染病予防調査会及び公 

害審議会を追加

【第98次改正】

~理学療法士及び作業療法士法 

昭4〇. 6. 29 法137

.昭40. 8.28施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 附属機関に理学療法士作業療法士審 

議会の追加

【第99次改正】

•精神衛生法の一部を改正する法律 

昭4〇. 6. 30 法139

.昭4〇. 6. 30施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定の整備

(2) 精神衛生審議会の中央精神衛生審議 

会への改称

【第100次改正】

•母子保健法

昭4〇. 8.18 法141

、昭41.1.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第101次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭41.5.16 法72

一昭41.5.16施行

(1) 国立病院に衛生検査技師の養成所を 

附置することとする改正

(2) 社会保険研修所の社会保険大学校へ 

の改称

【第102次改正】

"審議会等の整理に関する法律

昭 41.6. 30 法98

・昭41.7.1施行 

死体解剖資格審査会の廃止

【第103次改正】

•戦傷病者等の妻に対する特別給付 

金支給法

昭41・7.1法109

・昭41.7.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第104次改正】

•製菓衛生師法

昭41.7. 4 法115

・昭41.12. 26施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第105次改正】

•重度精神薄弱児扶養手当法の一部 

を改正する法律

昭 41.7.15 法128

.昭41.8.1施行

重度精神薄弱児扶養手当法を特別児童扶 

養手当法に改正

【第106次改正】

•こどもの国協会法

昭41.7. 20 法131

・昭41.7.20施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第107次改正】

~厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭42. 6. 20 法39

・昭42. 6.20施行

公害部を環境衛生局に置くこと並びにそ 

れに伴う権限規定及び所掌事務規定の整 

備

【第108次改正】

•下水道法の一部を改正する法律

昭42. 6. 2!法40

・昭42. 6. 2!施行 

下水道法の改正に伴う権限規定の整備

【第109次改正】

•戦没者の父母等に対する特別給付 

金支給法

昭42. 7.14 法57

・昭42. 7.14施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第110次改正】

・船員災害防止協会等に関する法律 

昭42. 7.15 法61

-昭42. 7.15施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第111次改正】

•身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 42. 8.1法113

.昭42. 8.1施行
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身体障害者福祉法の改正に伴う権限規定 

の整備

【第112次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1法120

・昭42. 8.1施行

権限規定中優生保護相談所の設置を承認 

することを削除

【第113次改正】

•公害対策基本法

昭42. 8. 3 法132

.昭42. 8. 3 施行

(1) 所掌事務として公害対策会議及び中 

央公害対策審議会の庶務に関すること 

を追加

(2) 公害審議会の生活環境審議会への改 

称

【第114次改正】

・石炭鉱業年金基金法

昭42. 8.16 法135

・昭42. 8.16施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第115次改正】

•環境衛生金融公庫法

昭 42. & 19 法138

・昭42. 8.19施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第116次改正】

•医師法の一部を改正する法律 

昭 43. 5.15 法47

・昭43. 5.15施行

医師試験審議会の医師試験研修審議会へ 

の改称及び所掌事務の改正

【第117次改正】

~原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律

昭43. 5. 20 法53

・昭43. 9.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第118次改正】

•診療エックス線技師法の一部を改 

正する法律

昭43. 5. 23 法63

・昭43. 9. 20施行

診療エックス線技師法の改正に伴う権限 

規定及び所掌事務規定の整備

【第119次改正】

'社会保険労務士法

昭 43. 6. 3 法89

・昭43.12. 2施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第120次改正】

'行政機構の簡素化等のための総理 

府設置法等の一部を改正する法律 

昭 43. 6.15 法99

、昭43. 6.15 施行

国立公園局の国立公園部への改組

【第121次改正】

~行政機関の職員の定員に関する法 

律

昭44. 5.16 法33

.昭44. 5.16施行

同法の制定に伴い本法中の定員に関する 

規定を削除

【第122次改正】

•厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

昭44. 6.25,昭44. 9.1,昭44.

.11.1施行

(1)児童手当審議会の設置

⑵医師試験研修審議会の医師研修審議 

会への改組

⑶医療関係者審議会の設置並びに歯科 

医師試験審議会,保健婦助産婦看護婦 

審議会,理学療法士作業療法士審議 

会,薬剤師試験審議会及び精神薄弱者 

福祉審議会の廃止

【第123次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭44.12.10 法 86

・昭45.10.1施行

権限規定及び所掌事務規定中国民年金基 

金に関する事項を追加

【第124次改正】

'社会福祉事業振興会法の一部を改 

正する法律

昭 44.12.10 法 89

・昭44.12.10施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第125次改正】

'公害に係る健康被害の救済に関す 

る特別措置法

昭44.12.15 法90

・昭44.12.15施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第126次改正】

・柔道整復師法

昭45. 4.14 法19

・昭45. 7.10施行

同法の制定に伴う,あん摩,マッサー 

ジ, 指圧,はり,きゅう,柔道整復師等 

中央審議会の所掌事務規定の整備

【第127次改正】

・建築物における衛生的環境の確保 

に関する法律

昭45. 4.14 法20

-昭45.10.13 施行

同法の制定に伴う所掌事務規定及び権限 

規定の整備

【第128次改正】

~心身障害者福祉協会法

昭45. 5. 4 法44

・昭45. 5. 4 施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第129次改正】

・自然公園法の一部を改正する法律 

昭45. 5.16 法61

.昭45. 5.16施行

自然公園法の改正に伴い,権限及び所掌 

事務に海中公園地区に関する事項を追加

【第130次改正】

•農業者年金基金法

昭45. 5. 20 法78

・昭45. 5.20施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 同法の制定に伴う国民年金法の一部 

を改正する法律(昭44法86)による厚 

生省設置法改正規定の改正

【第131次改正】

~衛生検査技師法の一部を改正する 

法律

昭45. 5. 2!法83

昭46.1.1施行

衛生検査技師法の改正に伴う権限規定及 

び所掌事務規定の整備

【第132次改正】

~公害対策基本法の一部を改正する 

法律

昭45.12. 25 法132

・昭45.12. 25施行

所掌事務規定中公害対策会議及び中央公
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害対策審議会の庶務に関する事項の削除

【第133次改正】

'廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律

昭45.12. 25 法137 

・昭46. 6. 30施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第134次改正】

・視能訓練士法 

昭46. 5. 20 法64

.昭46. 7.19施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第135次改正】

•児童手当法 

昭46. 5. 2? 法73

・昭46. 5.2?施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の整備

(2) 児童手当審議会の廃止

【第136次改正】

・環境庁設置法 

昭46. 5. 3!法88

.昭46. 7.1施行

(1) 同法の制定に伴う権限規定及び所掌 

事務規定の削除

(2) 国立公園部及び公害部の廃止

(3) 自然公園審議会の廃止

【第137次改正】

・沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130 

・昭47. 5.15施行

九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所の設 

置

【第138次改正】

•毒物及び劇物取締法等の一部を改 

正する法律

昭47. 6. 26 法103 

・昭47. 6.26施行

所掌事務に覚せい剤及び覚せい剤原料に 

関する事項を追加

【第139次改正】

'災害弔慰金の支給及び災害援護資 

金の貸付けに関する法律 

昭4& 9.18 法82

・昭49.1.1施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第140次改正】

・有害物質を含有する家庭用品の規 

制に関する法律

昭 48.10.12 法112

・昭49.10.1施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第141次改正】

'覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭 48.10.15 法114
［昭49.11.15施行

覚せい剤取締法の改正に伴う権限規定の 

整備

【第142次改正】

.化学物質の審査及び製造等の規制 

に関する法律

昭 48.10.16 法117

-昭49. 4.16施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第143次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 49. 4.15 法27

・昭49. 4.15施行

(1) 統計調査部の統計情報部への改組及 

び当該所掌事務規定の改正

(2) 水道環境部の設置

(3) 国立ろうあ者更生指導所に聴覚障害 

者等の福祉のための事業に従事する者 

の養成施設を附置することができるこ 

ととする改正

【第144次改正】

'児童手当法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 22 法89

・昭49. 9.1施行

所掌事務規定中「特別児童扶養手当法」 

の「特別児童扶養手当等の支給に関する 

法律」への改称

【第145次改正】

•下水道の整備等に伴う一般廃棄物 

処理業等の合理化に関する特別措 

置法

昭5〇. 5. 23 法31

・昭5〇. 5. 23施行

同法の制定に伴う所掌事務規定の整備

【第146次改正】

~特別児童扶養手当等の支給に関す 

る法律等の一部を改正する法律 

昭 5〇. 6. 2? 法47

L昭5〇・10.1施行

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 

の改正に伴う所掌事務規定の整備

【第147次改正】

'廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律及び廃棄物処理施設整備緊急措 

置法の一部を改正する法律

昭51.6.16 法68

.昭52. 3.15施行

所掌事務規定の整備

【第148次改正】

'予防接種法及び結核予防法の一部 

を改正する法律

昭 51.6.19 法69

・昭52. 2.25施行

伝染病予防調査会の所掌事務規定の改正

【第149次改正】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭52. 6.1法56

-昭52. 6.1施行

附属機関として国立循環器病センターを 

設置

【第150次改正】

'社会保険労務士法の一部を改正す 

る法律

昭53. 5. 20 法52

・昭53. 9.1施行

権限に社会保険労務士会及び全国社会保 

険労務士会連合会の認可その他監督を行 

うことを追加

【第151次改正】

・審議会等の整理等に関する法律

昭53. 5. 23 法55

“昭53. 5.23施行

(1) 公衆衛生審議会の設置

(2) 中央精神衛生審議会,栄養審議会, 

結核予防審議会,伝染病予防調査会及 

び医師研修審議会の廃止

【第152次改正】

'環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭54. 4.1!法19

・昭54. 9.10施行

権限として,全国環境衛生営業指導セン 

ターの指定,振興計画の設定等に関する 

ことを追加

【第153次改正】 
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厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 54. 5. 8 法28

-昭54. 7.1施行

(1) 国立身体障害者リハビリテーション 

センターの設置

(2) 国立光明寮の所掌事務の改正

(3) 国立ろうあ者更生指導所の廃止

【第154次改正】

•医薬品副作用被害救済基金法

昭 54.10.1法 55

.昭54.10.1 施行 

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第155次改正】

'薬事法の一部を改正する法律 

昭 54.10.1法 56

.昭55. 9.30施行 

薬事法の改正に伴う権限規定の整備

【第156次改正】

~角膜及び腎臓の移植に関する法律 

昭 54.12.18 法 63

・昭55. 3.18施行

角膜移植に関する法律の改正により腎臓 

移植が法定されたことに伴う権限規定及 

び所掌事務規定の整備

【第157次改正】

•附属機関,地方支分部局等に関す 

る規定の整理等に関する法律

昭 55. 3. 3!法13

-昭55. 6. 30施行

附属機関の置かれる位置については省令 

で定めることとしたことに伴う規定の整 

理

【第158次改正】

'建築物における衛生的環境の確保 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭55. 5.10 法44

・昭55. 5.10施行

権限として,建築物における衛生的環境 

の確保に関する事業を営む者であって登 

録を受けたもの等の組織する団体の指定 

及び監督事項を追加

【第159次改正】

ー地方支分部局の整理のための行政 

管理庁設置法等の一部を改正する 

法律

昭 55.11.19 法 85

・昭56. 4.1施行

(1) 四国地方医務局を中国地方医務局と 

統合し,中国四国地方医務局を設置

(2) 中国四国地方医務局に四国地方医務 

支局を設置

【第160次改正】

・こどもの国協会の解散及び事業の 

承継に関する法律

昭55.11.28 法91

.昭56. 4.1施行

こどもの国協会の解散に伴い,同協会に 

関する権限及び所掌事務規定の削除

【第161次改正】

一社会保険労務士法の一部を改正す 

る法律

昭56. 6. 2 法64

-昭57. 4.1施行

社会保険労務士法の改正に伴う権限規定 

の整備

【第162次改正】

・広域臨海環境整備センター法 

昭 56. 6.10 法76

・昭56.12.1 施行

同法の制定に伴う権限規定及び所掌事務 

規定の整備

【第163次改正】

~歯科技工法の一部を改正する法律 

昭57.1.8 法1

・昭57. 4.1施行

権限に歯科技工士の養成所の指定,試験 

及び免許等に関することを追加

【第164次改正】

•障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66 

昭57.10.1施行

本法中「廃疾」を「障害」に改正

【第165次改正】

'行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23,昭57.10.1 施行

(1)権限中国民健康保険の診療報酬の標 

準額及び国家公務員共済組合の療養費 

の基準を定めることを削除

⑵保険局の所掌事務中社会保障の向上 

及び増進に関し,調査研究を行うこと 

を削除

⑶検疫所の所掌事務に食品等の輸入に 

際しての検査及び指導を追加

【第166次改正】

'災害弔慰金の支給及び災害援護資 

金の貸付けに関する法律の一部を 

改正する法律

昭 57. 8. 6 法70

.昭57. 8.16施行

所掌事務規定中「災害弔慰金の支給及び 

災害援護資金の貸付けに関する法律」の 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」へ 

の改称

【第167次改正】

・老人保健法

昭 57. 8.1? 法80 

・昭57. 8.17,昭57. 8. 30 施行

⑴ 同法の制定に伴う権限及び所掌事務 

規定の整備

(2) 中央優生保護審査会の廃止及び老人 

保健審議会の設置

(3) 公衆衛生審議会及び中央社会保険医 

療協議会の所掌事務の改正

【第168次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭57. & 31法84

・昭57. 9.10,昭58. 2.1施行

(1) 公衆衛生局に老人保健部を設置

(2) 医務局次長の廃止

【第169次改正】

・浄化槽法

昭 58. 5.18 法43

・昭6〇.10.1施行

同法の制定に伴う権限及び所掌事務規定 

の整備

【第170次改正】

•外国事業者による型式承認等の取 

得の円滑化のための関係法律の一 

部を改正する法律

昭58. 5. 25 法57

-昭58. 8.1施行

同法による栄養改善法及び薬事法の改正 

に伴う権限及び所掌事務規定の整備

【第171次改正】

・国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法 78

・昭59. 7.1施行

(1) 省全体の所掌事務の規定を設けると 

ともに,官房,局及び部の規定を削除 

し,権限規定を整備

(2) 附属機関等を審議会等,施設等機関 
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法令改廃経過一覧

に区分し,政令で定めることとするも 

のについての規定を削除

(3)地方支分部局について個別の名称, 

位置及び管轄区域は政令で定めること 

とした

⑷ 設置法の改正に伴う関連法律の改正

【第172次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭59.10.1施行

同法による建築物における衛生的環境の 

確保に関する法律,製菓衛生士法,及び 

診療放射線技師及び診療エックス線技師 

法の改正に伴う所掌事務及び権限規定の 

整備

【第173次改正】

・社会福祉•医療事業団法

昭59. 8.14 法75

.昭6〇.1.1施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第174次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

.昭59.10.1施行

同法による健康保険法の改正,及び日雇 

労働者健康保険法の廃止に伴う所掌事務 

及び権限規定の整備

【第175次改正】

•総務庁設置法等の一部を改正する 

法律

昭6〇. 3. 30 法13

・昭6〇. 3. 3!施行

四国地方医務支局について昭和60年4月 

1日以降も引き続き存置することとする 

改正

【第176次改正】

•栄養士法及び栄養改善法の一部を 

改正する法律

昭6〇. 6. 25 法73

・昭62. 4.1施行

栄養士法の改正に伴う権限規定の整備

【第177次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

・昭6〇. 7.12,昭61.4.1施行

(1) 権限中都道府県知事の行う伝染病毒 

に汚染された建物の処分を認可するこ 

とを削除

(2) 権限として理容師法等の規定に基づ 

く指定試験機関の指定等を追加

【第178次改正】

•医療法の一部を改正する法律 

昭 6〇.12. 2? 法109

・昭61.10.1施行

権限として2以上の都道府県の区域にお 

いて病院又は診療所を開設する医療法人 

の設立等の認可等を追加

【第179次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 61.5. 20 法52

・昭61.10.1施行 

国立高度専門医療センターの設置

【第180次改正】

~老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭61.12. 22 法106

昭62.1.1,昭63.1.20,昭63.
.4.1施行 

権限規定の整備

【第181次改正】

~地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

・昭62. 4.1,昭62.10.1施行 

権限規定の整備

【第182次改正】

・外国医師又は外国歯科医師が行う 

臨床修練に係る医師法第17条及び 

歯科医師法第17条の特例等に関す 

る法律

昭62. 5. 26 法29
〔昭62.11.1施行

同法の制定に伴う所掌事務,権限及び審 

議会規定の整備

【第183次改正】

・社会福祉士及び介護福祉士法

昭62. 5. 26 法 30

・昭62.12. 20 施行

同法の制定に伴う所掌事務及び権限規定 

の整備

【第184次改正】

'医薬品副作用被害救済基金法のー

部を改正する法律

昭62. 5. 29 法32

・昭62.10.1施行

所掌事務及び権限規定の整備

【第185次改正】

~臨床工学技士法

昭 62. 6. 2 法60

.昭63. 4.1施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第186次改正】

一義肢装具士法

昭62. 6. 2 法61

一昭63. 4.1施行

同法の制定に伴う権限規定の整備

【第187次改正】

・精神衛生法等の一部を改正する法

律

昭62. 9. 26 法98

.昭63. 7.1施行

所掌事務及び権限規定の整備

巒環境庁設置法

昭 46. 5. 3! 法88
昭46. 7.1,昭48. 3.1,昭49. 3.15 
施行_________________________________

【制定時】

環境庁の所掌事務の範囲,権限及び組織 

を定める。
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'②会計

©予防接種法等による国庫負担 
の特例等に関する法律

昭25. 5. 30 法212 
昭25. 5. 30施行

【制定時】

「予防接種法」「「トラホーム」予防法」

「食品衛生法」「民生委員法」「身体障害 

者福祉法」「児童福祉法」「伝染病予防 

法」の規定に基づく国又は都道府県の負 

担について,地方財政交付金法に基づく 

平衡交付金に繰り入れられるため,昭和 

25年度に限り,これらの規定を適用しな 

いこととする。

【第1次改正】

•地方財政平衡交付金法の一部を改 

正する法律

昭 26. 4. 5 法133 

昭26. 4. 5施行

「予防接種法」「「トラホーム」予防法」

「食品衛生法」「民生委員法」「身体障害 

者福祉法」「児童福祉法」「伝染病予防 

法」の国又は都道府県の負担の規定を適 

用しない期間として,昭和26年度を加え 

る。

【第2次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭26. 5. 3!法169 

.昭26.10.1施行 

身体障害者福祉法の一部改正に伴い規定 

の整理を行う。

【第3次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 26. 6. 6 法202

・昭26.10.1 施行

児童福祉法の改正に伴い規定の整理を行 

うとともに,寄生虫病予防法の規定を特 

例の対象に加える。

【廃止】

~行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

參補助金等の臨時特例等に関す 
る法律

昭29. 5. 28 法129 
昭29. 5. 28施行

【制定時】 

文部省関係,厚生省関係,農林省関係, 

通商産業省関係,運輸省関係及び建設省 

関係の国の補助金,負担金等について,

（1） 補助又は負担の停止

（2） 法律補助の予算補助への振替え 

⑶補助率又は負担率の引下げ

⑷ 補助又は負担の対象の縮小等

【第1次改正】

"自転車競技法等の臨時特例に関す 

る法律

昭29. 6. 9 法169

、昭29. 6. 9施行

自転車競技法（昭23法209）,小型自動車 

競走法（昭25法208）及びモーターボー 

ト競走法（昭26法242）に基づく国庫納 

付金の納付規定の適用停止の解除

【第2次改正】

~国債整理基金への繰入及び補助金 

等に関する特例の期限を変更する 

ための法律

昭 3〇. 3. 3!法 6

、昭3〇. 3. 3!施行

本法の有効期間を昭和30年5月31日まで 

延長

【第3次改正】

・補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭3〇. 5. 3!法13

・昭3〇. 5. 3!施行 

本法の有効期間を昭和30年6月30日まで 

延長

【第4次改正】

'補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭30. 6. 30 法30

・昭30. 6.30施行 

本法の有効期間を昭和31年3月31日まで 

延長

【第5次改正】

「補助金等の臨時特例等に関する法

律の-部を改正する法律

昭3〇. 7. 2 法46

昭3〇. 7. 2施行

新たに国立公園法（昭6法36）に基づく 

国庫補助の特例（補助の停止）の追加等

【第6次改正】

•補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭31.3. 30 法39

・昭31.3.30施行

本法の有効期間を昭和32年3月31日まで 

延長

【第7次改正】

~就学困難な児童のための教科用図 

書の給与に対する国の補助に関す 

る法律

昭 31.3. 30 法40

、昭31.4.1施行

同法により,新たに入学する児童に対す 

る教科用図書の給与に関する法律（昭27 

法32）が廃止されることに伴い,補助金 

等の特例の対象から同法を除外

【第8次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭31.12.10 法170

・昭31.12.10 施行

補助金等の特例の対象から性病予防法 

（昭23法167）に基づく国庫負担金を除 

外

【第9次改正】

一補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭32. 3. 30 法15

.昭32. 3.30施行

本法の有効期間を昭和33年3月31日まで 

延長

【第10次改正】

・補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭33. 3. 3!法31

-昭33. 3. 3!施行

本法の有効期間を昭和34年3月31日まで 

延長

【第11次改正】
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法令改廃経過一覧

補助金等の臨時特例等に関する法 

律等の一部を改正する法律

昭34. 3. 3!法75
［昭34. 3. 3!施行

（1） 社会教育法（昭24法207）,図書館法 

（昭25法118）,博物館法（昭26法285）

及び精神衛生法（昭25法123）に基づ 

く国の補助金の特例を廃止

（2） 本法の有効期間を昭和35年3月31日 

まで延長

【第12次改正】

［漁船損害補償法の一部を改正する 

法律

昭35. 3. 3!法15 

・昭35. 4.1施行

漁船損害補償法（昭27法28）の指定漁船 

に関する規定の読替えを廃止

【第13次改正】

［補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭35. 3. 3!法31
〔昭35. 3. 3!施行

本法の有効期間を昭和36年3月31日まで 

延長

【第14次改正】

［外航船舶建造融資利子補給及び損 

失補償法の一部を改正する法律 

昭35. 3. 3!法43

・昭35. 4.1施行

外航船舶建造融資利子補給及び損失補償 

法（昭28法1）に基づく利子補給の一部 

停止を廃止

【第15次改正】

『母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭35. 7.1法116 
〔昭35. 7.1施行

母子福祉資金の貸付等に関する法律に基 

づく国庫負担の停止を廃止

【第16次改正】

［補助金等の臨時特例等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭36. 3. 20 法 2 
〔昭36. 3.20施行

本法の有効期間を,本法の規定にかかる 

国の補助金又は負担金について法律で別 

段の措置が講ぜられるまでの間に改正

【第17次改正】

［児童ネ畐祉法の一部を改正する法律
1 昭36. 6.19 法154

〔昭36. 6.19施行

国立公園法（昭6法36）又は児童福祉法

（昭22法164）に基づく国庫補助又は国 

庫負担の特例（補助又は負担の停止）を 

廃止

【第18次改正】

［公営住宅法の一部を改正する法律 

昭44. 6.10 法41

・昭44. 6.10施行

第一種公営住宅の建設費用についての補 

助率の特例を,工事費についての補助率 

の特例に改正

【第19次改正】

［地方財政法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6.1!法65 

・昭51.6.1!施行 

公営住宅法（昭26法193）に基づく第一 

種公営住宅の工事費についての補助率の 

特例を廃止

【第20次改正】

農林省設置法の一部を改正する法 

律

昭53. 7. 5 法87
〔昭53. 7. 5施行

目次中「農林省関係」を「農林水産省関 

係」に改正

【廃止】

［国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭60. 5.18 法37

・昭6〇. 5.18施行

廃止

【第1次改正】

豪雪地帯対策特別措置法の一部を 

改正する法律

昭57. 3. 3!法24
〔昭57. 3. 3!施行

豪雪地帯対策特別措置法第14条第5項及 

び第6項の規定による国の負担等につい 

ても特例の対象とすること

【第2次改正】

「住宅金融公庫法及び北海道防寒住 

宅建設等促進法の一部を改正する 

法律

昭57. 4. 26 法34
L昭57. 4. 26施行

住宅金融公庫法等の改正に伴う規定の整 

備

【第3次改正】

［地方公務員等共済組合法の一部を 

改正する法律

昭58. 5. 2? 法59

・昭59. 4.1施行

条項移動に伴う規定の整備

【第4次改正】

「国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58.12. 3 法82

、昭59. 4.1施行

国家公務員共済組合が国家公務員等共済 

組合に改められたこと等に伴う規定の整 

備

【第5次改正】

•国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37

・昭6〇. 5.18施行

（1） 特例適用期間を1年延長し,昭和60 

年度までとすること

（2） 船員保険事業にかかる国庫負担金の 

繰入れの特例にかかる規定を削除する 

こと

等

【第6次改正】

ー児童手当法の一部を改正する法律 

昭60. 6. 25 法74

・昭61.6.1施行

児童手当の支給要件にかかる特例等に関 

する規定を削ること

【第7次改正】

觀行政改革を推進するため当面 
講ずべき措置の一環としての 
国の補助金等の縮減その他の 
臨時の特例措置に関する法律 

昭56.12. 4 法93
昭56.12. 4施行

【制定時】

昭和57年度から昭和59年度までの間にお 

ける補助金等にかかる国の歳出の縮減等 

を定めること

（1） 厚生年金保険事業等にかかる国庫負 

担金の繰入れ等の特例を定めること

（2） 児童手当の支給要件の特例,特例給 

付等について定めること

（3） 特定地域にかかる国の負担,補助等 

の特例を定めること

等
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•一般職の職員の給与に関する法律 

の一部を改正する法律

昭 6〇.12. 21法97

・昭61.1.1施行

一般職の職員の給与に関する法律の題名 

の変更に伴う規定の整備

【第8次改正】

•農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法107

・昭61.4.1施行

農林漁業団体職員共済組合法の改正に伴 

う規定の整備

【第9次改正】

'地方交付税法等の一部を改正する 

法律

昭61.5.15 法48

・昭61.5.15施行

地方交付税法等の一部を改正する法律に 

よる改正に伴う規定の整備

3|社会保障政策

働社会保障研究所法

昭39. 7. 7 法156 
昭39. 7. ? 施行

【制定時】

社会保障研究所の機構,業務等について 

定めたもの〇

【第1次改正】

［許可,認可等の整理に関する法律
I 昭45. 6.1法111

［昭45. 6.1施行

社会保障研究所の定款を変更する場合の 

うち,厚生省令で定める事項にかかるも 

のについては,厚生大臣の「認可」から 

「届出」を行うことに改めた〇

®統計

觀死産の届出に関する規程

昭21.9. 30厚令42
昭21.10.1施行

【制定時】

一定地域を除く日本国内で発生した死産 

についての届出を義務づけるとともにそ 

の手続き等につき規定

【第1次改正】

・昭和21年9月厚生省令第42号の一 

部改正

昭22. 2.1厚令4

一昭22. 2.1施行

死産届の記載事項の一部改正

【第2次改正】

・阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

.昭22. 5. 3 施行
日本国憲法の施石及び民法第4編の全面 

改正に伴い,死産の届出義務者の順位か 

ら戸主を削除

【第3次改正】

［昭和21年厚生省令第42号の一部改 
I正

! 昭22.12. 29 厚令42
［昭23.1.1施行 

添付書類の簡素化,届出事項（血液検 

査）の追加等

【第4次改正】

・昭和21年厚生省令第42号の一部改 

正

昭24.12. 29 厚令44

.昭25.1.1施行

死産届及び死産証書又は死胎検案書の記 

載事項の簡略化等

【第5次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸命令の措置に関する法律

昭27. 4. 28 法120

、昭27. 4. 28施行

平和条約の発効に伴い,法律としての効 

力を有することとなった死産の届出に関 

する規程について,

（1）死産届の記載事項の整理（一部を厚 

生省令に委任）

⑵死産届書,死産証書及び死胎検案書 

の様式を厚生省令に委任

（3）その他,規程の整備

【第6次改正】

"警察法の施行に伴う関係法令の整 

理に関する法律

昭29. 6. 8 法163

.昭29. 7.1施行 

警察法の施行に伴い,母の不明な死産児 

を発見したときの通知義務者を警察官と 

する改正（警察吏員を削除）

【第7次改正】

f地方自治法の一部を改正する法律 

昭37. 5.15 法133
［昭37. 5.15施行

地方自治法の一部改正に伴い,死産の届 

出先のうち,特別市等を政令指定都市に 

改正

【第8次改正】

•戸籍法の一部を改正する法律

昭45. 4.1法12

.昭45. 4.1施行 

戸籍法の一部改正（出生届及び死亡届に 

関する改正）に伴い,死産届の届先に届 

出者の所在地の市町村を加えるととも 

に,交通機関の中等で死産があった場合 

の規程整備
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法令改廃経過一覧

s健康政策

物産婆規則

明 32. 7.19 勅345
明32.10.1施行

【改題】

「助産婦規則」に改題〔第10次改正〕

【制定時】

(1) 産婆試験に合格した年齢満20歳以上 

の女子で,地方長官の管理する産婆名 

簿に登録を受けた者でなければ,営業 

をすることができない。

(2) 産婆は妊婦,産婦,褥婦又は胎児, 

生児に異常を認めたときは,医師の診 

療を請わしめなければならない。

等

【第1次改正】

•産婆規則中改正ノ件 

明43. 5. 5 勅218

.明43. 5. 25以降施行

産婆資格の要件を,20歳以上の女子で

(1)産婆試験に合格した者

⑵ 内務大臣の指定した学校又は講習所 

を卒業した者

かつ産婆名簿に登録を受けた者とする改 

正等

【第2次改正】

~産婆規則中改正ノ件 

大 6. 7. 26 勅72

・大6. 7.26施行

外国の学校又は講習所を卒業し,又は外 

国において産婆免許を得た者で,内務大 

臣の適当と認めた者に産婆資格を附与

【第3次改正】

薩婆規則中改正ノ件 

昭 2. 3. 3!勅39

・昭2. 4.1施行

産婆試験及び産婆名簿に関する費用は樺 

太におけるものを除くほか北海道地方費 

及び府県の負担とする。

【第4次改正】

・産婆規則中改正ノ件 

昭 4. 6.10 勅168

.昭4. 6.10施行

「内閣総理大臣」を「拓務大臣」に改正

【第5次改正】

'産婆規則中改正ノ件 

昭 & 6. 24 勅168

-昭8. 6. 24施行

朝鮮,台湾又は関東州の産婆試験に合格 

した者で,内務大臣の適当と認めた者に 

産婆資格を附与

【第6次改正】

•産婆規則中改正ノ件

昭13.1.1!勅 24

・昭13.1.1!施行

「内務大臣」を「厚生大臣」に改正

【第7次改正】

•■大東亜省ノ設置及内外地行政一元 

化ノ実施等ニ伴フ樺太施行法律特 

例外59勅令中改正等ノ件 

昭17.11.1 勅 724

、昭17.11.1施行

「拓務大臣」を「内務大臣」に改正

【第8次改正】

・樺太内地行政一元化二伴フ産婆規 

則外ノ勅令中改正ノ件

昭18. 3. 3!勅313

・昭18. 4.1施行

第17条の2 (樺太関係)を削除

【第9次改正】

•産婆規則の一部を改正する勅令 

昭 21.9. 4 勅417

・昭21.9. 4施行

朝鮮,台湾又は関東州に関する調整規定

【第10次改正】

•産婆規則の一部を改正する勅令

昭 22. 5.1 勅188

・昭22. 5. 2施行

(1)産婆規則を助産婦規則に改正

⑵ 「産婆」を「助産婦」に,「産婆名 

簿」を「助産婦名簿」に,「産婆試験」 

を「助産婦試験」に改正

(3)従来の産婆資格者に助産婦資格を認 

定

等

【第11次改正】

•助産婦規則の一部を改正する政令 

昭22.12. 27 政289

・昭23.1.1施行

罰則規定の削除

【第12次改正】

•医療法の特例に関する政令 

昭23.10. 27 政326

・昭23.10. 2?施行

条文整理

【廃止】

•保健婦助産婦看護婦令

昭 22. 7. 3 政124

・昭25. 9.1施行

本規則の昭和25年8月31日限りの廃止

霸医師法

明39. 5. 2 法47
明39.10.1施行

【制定時】

(1) 医師の免許取得資格を規定

(2) 内務省に医籍を置いて医師免許に関 

する事項を登録

(3) 医師の業務に関する規定を整備

(4) 医師は医師会を設立することができ 

ることとするとともに医師会の権能に 

ついて規定

【第1次改正】

•医師法中改正法律

明42. 7.1? 法44

.明42. 7.1?施行

(1) カルテに関する規定の改正

(2) 医業の広告に関する規定の厳格化

【第2次改正】

•医師法中改正法律 

大 3. 4. 4 法38

・大3. 4. 4施行

医術開業試験について,暫時延長措置

【第3次改正】

・医師法中改正法律 

大 8. 4.1!法57

大8.10.1施行

(1) 大正7年の大学令の公布に伴い免許 

資格に関する第1条第1号を改正して

「帝国大学医学科」とあったのを「大 

学令による大学」と改正

(2) 郡市区医師会及び道府県医師会の強
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制設立を規定し,その内部組織等にっ 【第3次改正】 昭17.11.1厚令51
いて勅令で規定 ［歯科医師法中改正法律 、昭17.11.1施行

(3)医師の行政処分に関する規定の改正 大14. 4.14 法45 営業をなすには,東京府においては警視
|大15. 3. 20施行

総監の免許鑑札を受けるべきこととされ

【第4次改正】 (1)欠格条項の一部改正 ていたのを,他の県と同様地方長官の免

医師法中改正法律 (2)歯科医師以外の歯科診療所技工所等 許鑑札とする改正

大12. 3.19 法1 の開設又は管理について命令で規定
〔大12. 6.1施行 (3)広告しうる事項として,専門科名を 【第3次改正】

道府県医師会は日本医師会を設立しうる 追加 『柔道整復術営業取締規則

こととした改正等 ⑷道府県歯科医師会の設立を強制し, 昭21.12. 29 厚令47
かつ,日本歯科医師会,郡市区歯科医 〔昭21.12. 29施行

【第5次改正】 師会を設立 条文整理

［医師法中改正法律

昭 8. 4. 5 法45 【第4次改正】 【第4次改正】
〔昭8.11.1施行

［歯科医師法中改正法律 阿片法施行規則等の一部改正

(1)絶対的欠格条項を改正し精神病者を 昭& 4. 5法46 昭22. 5. 2厚令14
追加 、昭8.11.1施行

1.昭22. 5. 3 施行

(2)医師にあらざる者が診療所を開設し 昭和8年の医師法改正と大略同様である 日本国憲法施行に伴い,「族籍」という

ようとするときの地方長官の許可制度 が,その他として「文部大臣ノ指定シタ 文言を削除

(3)広告取締りの対象範囲を「何人とい ル歯科医学専門学校」とあるのを,「官

えども」と拡張 立,公立又八文部大臣ノ指定シタル私立 【廃止】

(4)無免許医師等の罰則改正 歯科医学専門学校」と改正 ・国民医療法施行規則等の一部改正

等に関する件

【廃止】 【廃止】 昭22.12. 29 厚令36
国民医療法 『国民医療法 .昭23.1.1施行

昭17. 2. 25 法70 昭17. 2. 25 法70 廃止
〔昭17.11.1施行

・昭17.11.1施行

廃止 廃止

觀鉞術,灸術営業取締規則

够歯科医師法 範按摩術営業取締規則
明44. 8.14 内令11
明45. 1.1施行

明39. 5. 2 法48 明44. 8.14 内令10 【制定時】
明39.10.1施行 明45.1.1施行

(1)鉞術灸術営業資格(地方長官の行う

【制定時】 【制定時】 試験に合格するか,又は地方長官の指

従来の歯科医師の身分と業務に関する規 (1)按摩術営業資格(地方長官の行う試 定する学校,若しくは講習所を卒業し

制が集大成され,医科の一部として取り 験に合格するか,又は地方長官の指定 た後,地方長官の免許鑑札を受ける)

扱われていた歯科を完全に独立せしめる する学校,若しくは講習所を卒業した を規定

こととなった〇 後,地方長官の免許鑑札を受ける)を (2)その他欠格事由,行政手続等につき

規定 規定

【第1次改正】 (2)その他欠格事由,行政手続等につき

［歯科医師法中改正法律 規定 【第1次改正】

明42. 7.1? 法45 r庁府県衛生行政事務簡素化実施二
1.明42. 8. 6以降施行

【第1次改正】 伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ

カルテと広告取締りについての改正 ［按摩術営業取締規則中改正 省令中改正ノ件

大9. 4. 2!内令9 昭17.11.1厚令51
【第2次改正】

［大9. 5.11以降施行
、昭17.11.1施行

［歯科医師法中改正法律 脱臼又は骨折の患部に対する施術の禁 営業をなすには,東京府においては警視

大 5. 9. 9 法44 止。ただし医師の同意を得た病者につい 総監の免許鑑札を受けるべきこととされ
〔大5. 9. 9施行

ては例外等 ていたのを,他の県と同様地方長官の免

(1)免許資格の「歯科医学校」卒業者を 許鑑札とする改正

「歯科医学専門学校」卒業者に改正 【第2次改正】

(2)無免許歯科医業の取締りと罰則の改 「庁府県衛生行政事務簡素化実施二 【第2次改正】

正 伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ ■■阿片法施行規則等の一部改正

省令中改正ノ件 昭22. 5. 2厚令14

254



法令改廃経過一覧

［昭22. 5. 3施行

日本国憲法施行に伴い,「族籍」という 

文言を削除

【廃止】

国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29 厚令36

・昭23.1.1施行

廃止

・看護婦規則

大4. 6. 30内令9
大4.10.1施行

【制定時】

(1) 看護婦は公衆の需に応じ,傷病者又 

は,褥婦看護の業務をなす女子をいう 

ものであること

(2) 看護婦資格(18歳以上で看護婦試験 

に合格し,又は地方長官の指定した学 

校,講習所を卒業した上看護婦免許を 

受けた者)の規定

【第1次改正】

看護婦規則中改正 

大11.9.1内令23

.大11.9.1施行

関東州及び朝鮮の看護婦免許資格を有す 

る者に無試験免許を認定

【第2次改正】

•看護婦規則中改正 

大14. 8. 24 内令14

.大14. 8.24施行

樺太及び台湾の看護婦免許資格を有する 

者に無試験免許を認定

【第3次改正】

看護婦規則中改正

昭16.10. 3 厚令46

・昭16.10. 3施行

(時局の変化に対応して)看護婦の年齢 

資格を18歳から17歳に引下げ

【第4次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51 

、昭17.11.1施行

東京府においては警視総監の免許を受け 

ることとされていたのを,他の県と同様 

地方長官とした。

【第5次改正】

•看護婦規則中改正 

昭19. 3.14厚令10

・昭19. 3.14施行

年齢資格を16歳に引下げ

【第6次改正】

・看護婦規則の一部改正 

昭21.9. 2!厚令39

.昭21.9. 2!施行

関東州等で看護婦免状を得た者で地方長 

官の適当と認めた者は当分の間地方長官 

の免許を受けることができるとする改正

【第7次改正】

'看護婦規則の一部改正 

昭22. 5. 2厚令13 

・昭22. 5. 3施行

国民医療法との調整

【第8次改正】

・国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29 厚令36 

・昭23.1.1施行

罰則規定の削除

【第9次改正】

・保健婦規則等の一部改正 

昭23.10. 2? 厚令49 

・昭23.10. 25施行

「国民医療法」とあるところを「保健婦 

助産婦看護婦法」に改正

【廃止】

'保健婦助産婦看護婦令 

昭 22. 7. 3 政124

・昭24. 9.1施行

本規則の昭和24年8月31日限りの廃止

❹医師会令

大 8. 9. 25 勅429
大8.10.1施行

【制定時】

医師会の設立手続,会則,総会,役員, 

経費,監督等に関する規定

特に以下のような特色がある。

(1) 郡市区医師会の会員の懲戒

(2) 医師会の会則及び議決による会員の 

拘束

【第1次改正】

［医師会令中改正ノ件

| 大11.8.1？ 勅381
〔大11.8.1?施行

会長等に故障があるときの規定を追加

【第2次改正】

"医師会令中改正ノ件 

大12. 5. 29 勅272 

・大12. 6.1施行

日本医師会の設立要件(5以上の道府県 

医師会の会長が設立委員となり会則の案 

を定め,道府県医師会の2/3以上の同意 

を得た上で設立総会の議決を経るべきこ 

と)等

【第3次改正】

'医師会令中改正ノ件

昭 3. 4.19 勅66

.昭3. 4.19施行

更師会の区域に変更を生じたため財産処 

分を要するときは関係医師会の協議によ 

り財産処分方法を定めることとする改正 

等

【第4次改正】

'医師会令中改正ノ件 

昭 8.10. 2! 勅273

.昭8.11.1施行

医師会会員と診療委嘱者との間に紛争が 

生じた際は当事者の請求があっだ場合郡 

市医師会はその調停をなしうることとす 

る改正等

【第5次改正】

~厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

、昭13.1.1!施行

「内務大臣」を「厚生大臣」に改正

【廃止】

・医師会及歯科医師会令

昭17. 8. 22 勅634 

・昭17.11.1施行 

廃止

㉛歯科医師会令

大15. 3.18 勅14
大15. 3. 20施行

【制定時】

日本歯科医師会を頂点とする中央,地方

の歯科医師会の系列の法制上の整備

255



【第1次改正】

.歯科医師会令中改正

昭 3. 4.19 勅67

.昭3. 4.19施行

道府県歯科医師会又は郡市歯科医師会区 

域に変更を生じた場合及び日本歯科医師 

会又は郡市歯科医師会の解散した場合に 

は,その財産処分については,主務官庁 

の認可を必要としないこととする改正

【第2次改正】

・歯科医師会令中改正

昭 8.10. 2!勅275

・昭8.11.1施行

(1) 歯科医師会の権限を拡大

(2) 任意加入制度を認め,歯科診療に関 

する報酬標準額を規定しうることとす 

る改正

【第3次改正】

厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

、昭13.1.1!施行

「内務大臣」を「厚生大臣」に改正

【廃止】

・医師会及歯科医師会令

昭17. 8. 22 勅634

・昭17.11.1施行

廃止

❹保健所法

昭12. 4. 5 法42
昭12. 7.15施行

【制定時】

⑴保健所の目的(地域における住民の 

健康増進,体位向上のための予防医学 

的指導)

(2) 保健所の事業(衛生思想の普及,栄 

養改善,食品衛生,環境衛生の改善, 

結核予防相談,妊産婦乳幼児の衛生 

等)

(3) 保健所の設置主体

【第1次改正】

•保健所法

昭22. 9. 5 法101

・昭23.1.1施行

保健所法の全部改正

・保健婦規則

昭16. 7.10厚令36 
昭16. 7.10施行

【制定時】

(1)保健婦は,その名称を使用して疾病 

予防の指導,母性又は乳幼児の保健衛 

生指導等の業務を行う女子を言い,18 

歳以上で地方長官の免許を受けたもの 

⑵ 免許資格(保健婦試験に合格した者 

で,3月以上保健婦の業を修業したも 

の又は厚生大臣の指定した学校等を卒 

業したもの)

【第1次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17・11.1省令51

、昭17.11.1施行

東京府においては警視総監が行うことと 

されていたが,他県と同様地方長官が行 

うこととする改正

【第2次改正】

~職権委譲等行政事務簡素化実施ノ 

為ニスル工場法施行規則外1〇省令 

中改正ノ件

昭19.1.19 厚令1

、昭19.1.19施行

保健婦学校保健婦講習所の指定の権限を 

厚生大臣から地方長官に移譲

【廃止】

•保健婦規則

昭2〇. 5. 3!厚令21

、昭2〇. 6.1施行

廃止

辔国民医療法

昭17. 2. 25 法70
昭17. 4.17,昭17.11.1,昭2〇. 6.1, 
昭22. 5. 2 施行

【制定時】

(1)従来医師法,歯科医師法等各種の医 

事法令によって規定されていた制度を 

時局の要請に即応せしめつつ1つの体 

系に統合

⑵①医師,歯科医師等医療従事者

② 医師会,歯科医師会等医療団体

③ 病院等に関する許可制度等医療施 

設一般の監督

④ 日本医療団の設立などが主たる内 

容

【第1次改正】

・所得税法の一部を改正する等の法 

律

昭 21.8. 30 法14

・昭21.9.1施行

第61条中「及有価証券移転税法」を削除

【第2次改正】

・医師会,歯科医師会及び日本医療 

団の解散等に関する法律

昭 22.10. 3!法128

・昭22.11.1施行

「第3章医師会及歯科医師会」,「第5章 

日本医療団」の部分の削除

【第3次改正】

［国民医療法の一部を改正する法律 

昭22.12.18 法 205
〔昭23.1.1施行

「勅令」を「政令」に,「地方長官」を 

「都道府県知事」に改正

【第4次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

.昭23.1.1施行

「戸主,家族」を削除

【廃止】

・医師法

昭23. 7. 30 法201

.昭23.10. 2?施行

廃止

臨日本医療団令

昭17. 4 16 勅427
昭17. 4.1?施行

【制定時】

(1) 1億円の政府出資を根幹とする特殊 

法人として日本医療団を設立

(2) 日本医療団の業務

① 病院,診療所等の経営

② 医療関係者の指導及び錬成

【第1次改正】

'農業団体法施行令

昭18. 9.13 勅713

・昭18. 9.15施行

市町村農業会,道府県農業会も出資者と
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なりうることとする改正

【第2次改正】

農商省関係許可認可等戦時特例外 

15勅令中改正ノ件

昭19. 8.12 勅503

・昭19. 8.12施行

「農林省」を「農商省」に,「農林大 

臣」,「養商務大臣」,「商工大臣」を「農 

商大臣」に改正

【廃止】

•医師会,歯科医師会及び日本医療 

団の解散等に関する政令 

昭22.10. 31政231

-昭22.11.1施行

日本医療団の解散

够医師会及歯科医師会令

昭17. 8. 22 勅634
昭MM1施行_____________________

【制定時】

医師会及び歯科医師会について細目を規 

定

(1)医師会内部において日本医師会が道 

府県医師会に事務の一部を行わせた 

り,その議決,施行事項を取り消すこ 

とができることについて規定

⑵ 兵役についている医師の取扱いにつ 

いて規定

【第1次改正】

•医師会及歯科医師会令中改正ノ件 

昭 2〇.11.2!勅639

・昭2〇.12.1施行

「道府県」を「都道府県」に改正等

【第2次改正】

医師会及び歯科医師会令等の一部 

改正する勅令

昭22. 5.1勅187 

・昭22. 5. 3 施行

第3条第5項を削る。

【廃止】

~医師会,歯科医師会及び日本医療 

団の解散等に関する法律の施行に 

関する政令

昭 22.10. 31 政231

、昭22.11.1 施行

廃止

巒保健婦規則

昭2〇. 5. 3!厚令21
昭2〇. 6.1施行

【制定時】

⑴ 保健婦の本分(保健指導療養及び栄 

養補導に従事し,国民体力の向上に寄 

与)

⑵ 業務の中に衛生思想涵養の指導及び 

栄養の指導を追加

【第1次改正】

・阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14

・昭22. 5. 3 施行

帝国臣民を日本国民に改!E

【第2次改正】

.産婆試験規則等の一部改正

昭22. 6. 5厚令18

-昭22. 6. 5 施行

産婆を助産婦に改正

【第3次改正】

・国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する法律

昭22.12. 29 厚令 36

.昭23.1.1施行

第22条及び第23条削除

【第4次改正】

~保健婦規則等の一部改正

昭23.10. 2? 厚令49

・昭23.10. 2?施行

第1条中「国民医療法第23条及び第27条」 

を「保健婦助産婦看護婦法第49条第1 

項」に改正

【第5次改正】

"保健婦規則等の一部改正 

昭24.1.29厚令4

・昭24.1.29施行

地方長官を都道府県知事に改正等

【第6次改正】

.保健婦規則等の一部を改正する省 

令

昭24. 2.14厚令6

・昭24. 2.14施行

附則に1項追加

【廃止】

•保健婦助産婦看護婦令

昭 22. 7. 3 政124

-昭25. 9.1施行

本規則の昭和25年8月31日限りの廃止

•按摩術営業取締規則及び鐵術 
灸術営業取締規則の特例に関 
する件

昭21.6.19厚令28 
昭21.6.19施行

【改題】

「按摩術営業取締規則,鉞術灸術営業取 

締規則及び柔道整復術営業取締規則の特 

例に関する件」に改題〔第1次改正〕

【制定時】 

朝鮮,台湾,樺太又は満洲その他の外国 

でその他の法令に基づき免許を有してい 

た日本国民に対しては,当分の間,履歴 

を審査し,無試験で免許を与えることが 

できることとした。

【第1次改正】

・柔道整復術営業取締規則

昭21.12. 29 厚令47

.昭21.12. 29施行

同規則の制定に伴い,「按縻術営業取締 

規則及び鉞術灸術営業取締規則の特例に 

関する件」が「按摩術営業取締規則,鉞 

術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業 

取締規則の特例に関する件」と改題

【廃止】

•国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29 厚令 36

・昭23.1.1施行 

廃止

虧柔道整復術営業取締規則

昭21.12. 29 厚令47
昭21.12. 29施行

【制定時】

従来,「按摩術営業取締規則」において 

規定されていた柔道整復術に関し,初め 

て独立の法制化

【廃止】

国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29 厚令 36

.昭23.1.1施行

廃止
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❸医業類似行為をなすことを業 
とする者の取締に雷する件

昭22. 4. 30厚令11
昭22. 4.30施行

【制定時】

(1) 地方長官の医業類似行為をなすこと 

を業とする者の取締りについて,必要 

な命令

(2) 上記命令に違反した者は,その命令 

の定めるところにより,50円以下の罰 

金若しくは科料又は拘留

【廃止】

•国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29 厚令36

・昭23.1.1施行

廃止

鶴保健婦助産婦看護婦令

昭22. 7. 3 政124
昭22. 7. 3,昭 24. 9.1,昭25. 9.1 
施行_________________________________

【制定時】

(1) 保健婦,助産婦,看護婦の定義

(2) 看護婦は甲種看護婦及び乙種看護婦 

⑶保健婦,助産婦,甲種看護婦資格

(各々の試験に合格し,厚生大臣の免 

許を受けなければならない)

⑷乙種看護婦資格(試験に合格し都 

道府県知事の免許を受けなければなら 

ない)

等

【廃止】

・保健婦助産婦看護婦法

昭23. 7. 30 法203

・昭23.10. 2? 施行

廃止

魁保健所法

昭 22. 9. 5 法101
昭23.1.1施行

【制定時】

(1)保健所の設置主体(都道府県,政令

市)

⑵保健所の事業内容

① 公衆衛生のほぼ全分野にわたる指 

導

② 結核,性病,歯科疾患等の治療

③ 公衆衛生の向上増進のための試 

験,検査

(3)類似名称の使用制限

⑷ 所要経費の国庫補助(1/2以内)

【第1次改正】

'地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

・昭24. 5.3! 施行

国庫補助規定の改正(所要経費の1/2以 

内の補助-創設費及び初度調弁費は1/2, 

その他の諸費は1/3を負担)

【第2次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

(1) 事務の受任主体を保健所から保健所 

長に変更

(2) 所要の職員の設置の明文化

(3) 保健所運営協議会の設置規定新設

⑷ 地方公共団体に対する命令規定の削 

除

⑸ 保健所設置主体の長からの報告徴収 

規定の新設

⑹政令委任規定の新設

【第3次改正】

・清掃法

昭29. 4. 22 法72

・昭29. 7.1施行

所管事業中の「汚物清掃」を「清掃」に 

改正

【第4次改正】

・老人福祉法

昭 38. 7.1!法133 

-昭38. 8.1施行

所管事業に老人の衛生に関する事項を追 

加

【第5次改正】

・精神衛生法の一部を改正する法律 

昭4〇. 6. 30 法139

・昭4〇. 6. 30施行

所管事業に精神衛生に関する事項を追加

【第6次改正】

・廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律

昭45.12. 25 法137

・昭46. 9. 24施行

所管事業に廃棄物の処理を追加

【第7次改正】

~行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

、昭57. 7.23施行 

保健所に類似した名称の使用許可の廃止

【第8次改正】

~保健所法の一部を改正する法律 

昭59. 9. 6 法78

-昭59. 9. 6 施行

施設,設備整備費以外の所要経費に対す 

る国庫負担金の交付金化

【第9次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

、昭60. 7.12施行

保健所設置市における保健所運営協議会 

の必置規制の緩和

够大学等へ死体交付に関する法 
律

昭22. 9. 22 法110
昭22. 9.22施行

【制定時】

(1)監察医が検案又は解剖をなした死体 

で弓I取者がないものについては都道府 

県知事は大学から医学又は歯学の教育 

のため交付の要求があったときはこれ 

を交付することができる。

⑵ 監察医の検案開始後48時間以内に引 

取者から引取要求があった場合は学校 

長はこれを交付しなければならない。

⑶ 弓I取者からの要求がないときは学校 

長は死体を解剖させ,又は標本とする 

ことができる。

等

【廃止】

•死体解剖保存法

昭24. 6.10 法204

・昭24.12.10施行

廃止

❷医師会,歯科医師会及び日本 
医療団の解散等に関する法律

昭 22.10. 3! 法128
昭22.11.1施行
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【制定時】

(1) 医師会及び歯科医師会の解散に関す 

る措置

(2) 日本医療団の解散に関する措置

【第1次改正】

［厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭24. 5. 3!法154
［昭24. 6.1施行

「日本医療団清算監理委員会」を「日本 

医療団清算監理協議会」と改正

【第2次改正】

［審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律

昭26. 6.1法174
［昭26. 6.1施行

日本医療団淸算監理協議会に関する規定 

を削除

【第3次改正】

「医師会,歯科医師会及び日本医療 

団の解散等に関する法律の一部を 

改正する法律

昭 28. 3. 5 法 8
L昭28. 3. 5施行

残余財産の処分についての規定

【実効性喪失】

(3)施術所の構造,設備に関する規則, 

都道府県の吏員が立入検査できる旨の 

規定

等

【第1次改正】

［厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭24. 5. 3!法154 
［昭24. 6.1施行

「あん摩,はり,きゅう,柔道整復営業 

諮問委員会」を「あん摩,はり,きゅ 

う,柔道整復営業審議会」に改正等

【第2次改正】

［性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

都道府県知事の権限(施術者等に対し報 

告の要求,臨検,検査をすることができ 

る)を保健所設置市に委譲

【第3次改正】

［あん摩,はり,きゅう,柔道整復 

等営業法の一部を改正する法律 

昭 26. 4.1法116

一昭26. 4.1,昭26.10.1施行

(1) 身分法であることを明らかにするた 

め,題名を「あん摩師,はり師,きゅ 

う師及び柔道整復師法」と改正

(2) 営業に当たって広告できる事項を具 

体的に列挙

(3) 内地以外の地の法令による免許取得 

者に対する免許附与の特例期限の延長

(「昭和23年12月31日まで」とされて 

いたのを「当分の間」は免許を受ける 

ことができることとした)

等

【第4次改正】

~あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法及び診療エックス線 

技師法の一部を改正をする法律 

昭28.1.20 法 3

、昭28.1.20施行

受験資格等に関する改正

【第5次改正】

■'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

あん摩師等の試験に関する事務を行わせ 

るため都道府県知事の管理に属するあん

摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師 

試験委員を置くことを規定する等所要の 

改正

【第6次改正】

「あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法の一部を改正する法 

律

昭 3〇. & 12 法161
1 昭 3〇. 8.12,昭31.1.1施行

(1) 指圧については,法律上あん摩とし 

て取り扱うこととしたこと

(2) 届出医業類似行為業者がその届け出 

た医業類似行為を業とすることができ 

る期限を昭和30年12月31日から昭和33 

年12月31日まで延期

(3) 届出医業類似行為業者について,昭 

和33年12月31日までは,所定の学校又 

は養成所を卒業していなくてもあん摩 

師試験の受験資格を認め,それに合格 

したときはあん摩師免許を与えること 

とする改正など

【第7次改正】

「あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法の一部を改正する法 

律

昭33. 4. 22 法71

、昭33. 4. 22施行

第6次改正の特例措置の期限を昭和36年 

12月31日まで延期

【第8次改正】

~あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法等の一部を改正する 

法律

昭 36.11.16 法 229

、昭36.11.16施行

第6次改正の特例措置の期限を昭和39年 

12月31日まで延期

【第9次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

厚生大臣に対する再審査請求に関する規 

定を追加

【第10次改正】

~あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法等の一部を改正する 

法律

昭39. 6. 30 法120

、昭39. 9.29施行

(1)「あん摩師」の名称を「あん摩マッ

霸あん摩,はり,きゅう,柔道 
整復等営業法

昭22.12. 20 法217
昭23.1.1施行

【改題】

「あん摩師,はり師,きゅう師及び柔道 

整復師法」に改題〔第3次改正〕

「あん摩マッサージ指圧師,はり師,き 

ゆう師,柔道整復師等に関する法律」に 

改題〔第10次改正〕

「あん摩マッサージ指圧師,はり師,き 

ゆう師等に関する法律」に改題〔第11次 

改正〕

【制定時】

(1) 資格免許制の導入(公に認定された 

学校又は養成施設を卒業した上,更に 

都道府県知事の行う試験に合格しなけ 

れば免許が与えられない)

(2) 都道府県知事は,衛生上害を生ずる 

おそれがあると認めるときは,施術者 

に対してその業務に必要な指示を与え 

ることができる。
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サージ指圧師」に改正

(2)あん摩マッサージ指圧師の業務内 

容,免許について中央審議会が審議す 

ることとしたこと 第26今

置法等の一部を改正する法律 

昭26. 6.1法174 

・昭26. 6.1施行

ミ中「医師国家試験に関する」を

瞬あん摩,はり,きゅう,柔道 
整復等営業法に関する特例

昭 23. 7.16 法176
(3)届出医業類似行為業者について,そ 昭23. 7.16施行 「医師国家試験及び第11条に規定する実

の営業継続の期限を撤廃し,その取扱 【制定時】 地修練に関する」に改正

いについて中央審議会における審議を 都道府県知事は,あん摩,はり,きゅ

行い,その結果を参酌して厚生大臣は う,柔道整復等営業法施行の際,現に試 【第4次改正】

必要な措置を講ずるべきこととする改 験を有する資格を有していた者でやむを 医師法及び歯科医師法の一部を改

正 得ない理由によりこれを受けることがで 正する法律

等 きなかったものに対しては昭和23年11月 昭26. 6.14 法236

30日まで,試験を行うことができること ・昭26. 6.14施行

【第11次改正】 とする。 引揚者に対する免許及び試験の特例措置

［柔道整復師法 の対象となる者の範囲の拡大

昭45. 4.14 法19 【廃止】
〔昭45. 7.10施行

厚生関係法令の整理に関する法律 【第5次改正】

同法の制定により,「あん摩マッサージ 昭29. 6.1法136 ［医師法,歯科医師法及び薬事法の

指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師
〔昭29. 6.1施行

一部を改正する法律

等に関する法律」を「あん摩マッサージ 廃止 昭26. 6. 20 法244

指圧師,はり師,きゅう師等に関する法
〔昭31.4.1施行

律」に改正 医薬分業について規定(患者に対する処

方せんの交付を義務づけ,例外の場合と

【第12次改正】
酸医帥法

して「省令の定めるところにより処方せ

［■あん摩師,はり師,きゅう師及び んを交付することが患者の治療上特に支

柔道整復師法等の一部を改正する 昭23. 7. 30 法201 障があるとされる」ときは交付の義務な

法律の一部を改正する法律
昭23.10. 2?施行

しとした)

昭47. 6. 24 法99 【制定時】

・昭47. 6.24施行 (1)医師国家試験の受験資格(原則とし 【第6次改正】

昭和39年に中央審議会に対して諮問が行 て文部大臣の認定した大学の卒業者) ~地方自治法の一部を改正する法律

われた医業類似行為の取扱いについて, (2)免許は,医籍に登録することによっ の施行に伴う関係法令の整理に関

その調査審議の結果を参酌して厚生大臣 てなす。 する法律

が採る措置を昭和49年末を目途として講 (3)医師は毎年12月末日,氏名その他を 昭 28. 8.15 法213

ずることとする改正 厚生大臣に届出 、昭28. 9.1施行

⑷ 医師に対する行政処分に関する手続 免許に伴う事務の細目に関する省令規定

【第13次改正】 き規定 を政令規定に改正(これに伴い医師法施

「学校教育法の一部を改正する法律 (5)医業と歯科医業との分離の明確化 行令を制定)等

昭 5〇. 7.1!法59

・昭51.1.1!施行 【第1次改正】 【第7次改正】

条文整理 ［医師法及び歯科医師法の一部を改 ・あへん法

正する法律 昭29. 4. 22 法71

【第14次改正】 昭24. 5.14 法66 ・昭29. 5.1施行

［行政事務の簡素合理化に伴う関係 ・昭24. 5.14施行 医師の相対的欠格条項にあへんの中毒者

法律の整理及び適用対象の消滅等 厚生大臣の医師に対する医療又は保健指 を追加

による法律の廃止に関する法律 導上の必要な指示について規定

昭57. 7. 23 法69 【第8次改正】

・昭58. 4.1,昭57. 9.23 施行 【第2次改正】 ［医薬関係審議会設置法

第2条第5項中「都道府県知事の管理に ［審議会等の整理に伴う厚生省設置 昭 29. 6.1 法134

属するあん摩マッサージ指圧師,はり師 法等の一部を改正する法律
〔昭29. 6.1施行

及びきゅう師試験委員」を「都道府県に 昭25. 3. 3!法34 「別に定める審議会」を「医薬関係審議

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅ ・昭25. 4.1施行 会」とする。

う師及び柔道整復師試験委員」に改正 医師国家試験審議会,医師国家試験委

員,医師国家試験予備試験委員,医師実 【第9次改正】

地修練審議会を医師試験審議会に統合 「医師法,歯科医師法及び薬事法の

一部を改正する法律の一部を改正

【第3次改正】 する法律

「審議会の整理等のための厚生省設 昭29.12. 8 法211
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I昭29.12. 8施行

医薬分業の実施を1年3月延期

【第10次改正】

~医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭30. 8. 8 法145

・昭3〇. 8. 8施行

医師の処方せんの交付義務免除規定を限 

定列挙

【第11次改正】

'医師法の一部を改正する法律 

昭43. 5.15 法47

.昭43. 5.15施行

(1) インターン制度の廃止(大学の医学 

部を卒業した者は直ちに医師国家試験 

を受験することができる)

(2) 医師は免許取得後の臨床研修につい 

て規定

等

【第12次改正】

'厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

.昭44.11.1施行

「医師試験研修審議会」を「医師研修審 

議会」に改正等

【第13次改正】

・沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130

.昭47. 5.15施行

沖縄法令により診療の補助的業務を行う 

ことを認められていた介輔につき医師法 

の特例として本土復帰の後も従前の業務 

を継続することを認定

【第14次改正】

•審議会等の整理等に関する法律

昭53. 5. 23 法55

-昭53. 5.23施行

「医師研修審議会」を「医療関係者審議 

会」に改正

【第15次改正】

'障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

.昭56. 5. 25施行

「つんぼ,おし又は盲の者」を「目が見 

えない者,耳が聴こえない者及び口がき 

けない者」に改正

【第16次改正】

~行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

、昭57. 7.23施行

医師の届出につき2年ごとの年の12月31 

日に簡素化

❹歯科医師法

昭23. 7. 30 法202
昭23.10. 2?施行

【制定時】

国民医療法に吸収されていた歯科医師の 

身分及び業務に関する法制が再び「歯科 

医師法」として独立。医師法とほぼ同じ 

内容であるが,死亡診断書の交付につい 

ては禁止

【第1次改正】

•医師法及び歯科医師法の一部を改 

正する法律

昭 24. 5.14 法66

・昭24. 5.14施行

厚生大臣の歯科医師に対する歯科医療又 

は保健指導上の必要な指示について規定

【第2次改正】

.審議会等の整理に伴う厚生省設置 

法等の一部を改正する法律 

昭25. 3. 3!法34

.昭25. 4.1施行

厚生省設置法の一部改正に伴う改正

【第3次改正】

・審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律 

昭 26. 6.1法174

・昭26. 6.1施行

厚生省設置法の一部改正に伴う改正

【第4次改正】

'医師法及び歯科医師法の一部を改 

正する法律

昭 26. 6.14 法236 

・昭26. 6.14施行

弓I揚者に対する免許及び試験の特例措置 

の対象となる者の範囲を拡大

【第5次改正】

'医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律

昭26. 6. 20 法244

L昭31.4.1施行

医薬分業について規定(処方せん交付の 

義務。「患者に対し治療上薬剤を調剤し 

て投与する必要があると認める場合に 

は,患者又は現に看護に当たっている者 

に対して,処方せんを交付しなければな 

らない」とした)

【第6次改正】

•歯科医師法の一部を改正する法律 

昭 28. 8.10 法193

・昭28. 8.10施行

歯科医師の歯科医業に認められた範囲に 

関する死亡診断書の作成交付権限につい 

て規定

【第7次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

免許に伴う事務の細目に関する省令規定 

を政令規定に改正

【第8次改正】

・あへん法

昭29. 4. 22 法71

・昭29. 5.1施行

相対的欠格事項にあへんの中毒者を追加

【第9次改正】

'医薬関係審議会設置法 

昭 29. 6.1法134 

・昭29. 6.1施行

同法の成立に伴う改正

【第10次改正】

■・医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭29.12. 8 法211

、昭29.12. 8施行

医薬分業の実施を1年3月延期

【第11次改正】

~医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭3〇. 8. 8 法145

、昭3〇. 8. 8施行

(1) 処方せん交付義務の除外例及び歯科 

医師が自ら調剤し得る場合を規定

(2) 医薬関係審議会設置法の廃止

【第12次改正】
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・厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

-昭44.11.1 施行

歯科医師法による歯科医師試験審議会 

は,医療関係者審議会に統合

【第13次改正】

•障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5.25施行

絶対的欠格事由中の用語の改正

【第14次改正】

彳亍政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

、昭57. 7.23施行

歯科医師の届出につき2年ごとに簡素化

翁保健婦助産婦看護婦法

昭23. 7. 30 法203
昭23.10. 27,昭25. 9.1,昭26. 9.1 
施行_________________________________

【制定時】

(1) 看護婦は甲種,乙種の2種類とし, 

前者の基礎教育は高等学校卒業後3年 

以上で国家試験合格,後者は新制中学 

校卒業後2年以上で都道府県知事の行 

う試験合格を免許取得の条件とし,保 

健婦,助産婦の教育は甲種看護婦の教 

育終了後国家試験合格を条件とし各々 

1年以上とする。

(2) それぞれの免許は,就業のいかんと 

関係ない身分免許とし,終身資格を附 

与

等

【第1次改正】

・審議会等の整理に伴う厚生省設置 

法等の一部を改正する法律 

昭 25. 3. 3!法34

・昭25. 4.1施行

(1) 従来の審議会と試験委員とを統合し 

て新たに保健婦助産婦看護婦審議会を 

設置

(2) 乙種看護婦試験委員に関して必要な 

事項は都道府県の条例で規定化

等

【第2次改正】

［保健婦助産婦看護婦法の一部を改

正する法律

昭26. 4.14 法147

昭26. 9.1施行

(1) 甲種乙種の区別を廃し「看護婦」の 

一本化

(2) 保健婦及び助産婦の教育を看護婦教 

育の中に含ませ,専門教育は6か月と 

する。

(3) 看護婦を助け看護の総力を構成する 

要員として「准看護婦」制度の導入

等

【第3次改正】

•保健婦助産婦看護婦法等の一部を 

改正する法律

昭26.11.6 法258

・昭26.11.6施行

従来看護婦につき,希望者には無条件で 

国家免許に切替え

【第4次改正】

•保健婦助産婦看護婦法の一部を改 

正する法律

昭27.12. 22 法316

・昭27.12. 22施行

旧看護婦規則との調整

【第5次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213 

・昭28. 9.1施行

従来施行規則に定められていた都道府県 

知事の行うべき事務に関する規定を「保 

健婦助産婦看護婦法」及び「保健婦助産 

婦看護婦法施行令」に規定等

【第6次改正】

あへん法

昭29. 4. 22 法71

・昭29. 5.1施行

絶対的欠格事項にあへん中毒者を追加

【第7次改正】

•厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

業務従事証の制度を廃止

【第8次改正】

・許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1法120

・昭42. 8.1施行

各種届を廃止し,就業保健婦等は毎年12 

月31日現在においてその氏名,住所その 

他の事項を翌年1月15日までに就業地の 

都道府県知事に届け出ることとする簡素 

化等

【第9次改正】

•保健婦助産婦看護婦法の一部を改 

正する法律

昭43・6.1法84

-昭43. 6.1施行

男子である看護人又は准看護人の名称を 

看護士又は准看護士に変更

【第10次改正】

•厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51 

・昭44.11.1施行 

保健婦助産婦看護婦審議会を廃止し,保 

健婦等の国家試験に関する事務をつかさ 

どる保健婦助産婦看護婦試験委員を設置 

等

【第11次改正】

•障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5. 25施行

「つんぼ,おし又は盲の者」という表現 

を「目が見えない者,耳が聞こえない者 

又は口がきけない者」に改正

【第12次改正】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

氏名，住所等の届け出義務を2年ごとに 

簡素化

【第13次改正】

'地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

-昭61.12. 26 施行

乙種看護婦試験の廃止(昭63. 3. 31限

物歯科衛生士法

昭23. 7. 30 法204 
昭23.10. 2? 施行
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法令改廃経過一覧

【制定時】

歯科衛生士の資格を定め,もって歯科疾 

患の予防及び口腔衛生の向上を図ること 

を目的としている。都道府県知事の免許 

を受け,歯科医師の直接指導の下に,歯 

牙及び口腔疾患の予防処置を業とする者 

とした〇

【第1次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行 

免許申請手続条項の改正

【第2次改正】

・あへん法

昭29. 4. 22 法71

・昭29. 5.1施行

相対的欠格事由条項の文言の整理。「あ 

へん」中毒者の追加

【第3次改正】

•歯科衛生士法の一部を改正する法 

律

昭 3〇. & 16 法167 

昭3〇. &16施行

歯科衛生士が業として歯科診療の補助を 

行うことができることとなった。

【第4次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1法120

-昭42. 8.1施行

現状届の変更

【第5次改正】

•厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51
［昭44.11.1施行

歯科医師試験審議会の名称変更による文 

言の改正

【第6次改正】

'障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5.25施行 

絶対的欠格事由の改正

【第7次改正】

.行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律

! 昭57. 7. 23 法69
［昭57. 7.23施行 

届出を2年ごとに簡素化

甥医療法

昭23. 7. 30 法205
昭23.10. 2?施行

【制定時】

(1)病院,診療所の区別化とそれぞれの 

従事者基準施設,設備基準を設定

⑵総合病院制度の創設

(3) 助産所制度の創設

(4) 医療監視員制度の創設

(5) 公的医療機関制度の創設

(6) 医療機関整備審議会,診療報酬審議 

会及び公的医療関係運営審議会の設置

等

【第1次改正】

•医療法の一部を改正する法律

昭24. 5.14 法67

・昭24. 5.14施行

(1)広告制限につき,厚生大臣が特に必 

要があると認めて定める事項は広告す 

ることができることとする等規定の追 

加

⑵ 助産婦•助産所について⑴と同様の 

改正

【第2次改正】

'性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

「都道府県」と規定されているところに

「保健所を設置する市」を追加

【第3次改正】

~審議会等の整理に伴う厚生省設置 

法等の一部を改正する法律 

昭 25. 3. 3!法34

.昭25. 4.1施行

(1) 「医療整備審議会」を「医療審議 

会」とし,かつ診療報酬に関する重要 

事項を審議の対象に追加

(2) 都道府県に置かれている医療整備審 

議会につき,政令で定めることとされ 

ているのを条例で規定

(3) 診療報酬審議会の設置に関する規定 

を除き,医療審議会に関する規定を置 

く。

【第4次改正】

医療法の一部を改正する法律

昭25. 4.1法83

.昭25. 4.1施行

標榜してもよい診療科名に,神経科,呼 

吸器科,消化器科(又は胃腸科),循環 

器科を追加

【第5次改正】

'医療法の一部を改正する法律 

昭25. 5.1 法122

・昭25. 8.1施行

医療法人に関する規定を置き,その設 

立,業務等についての規定を整備

【第6次改正】

~診療所における同一患者の収容時 

間の制限に関する医療法の特例に 

関する法律

昭 26.11.12 法 259

・昭26.11.12施行

条文整理

【第7次改正】

'医療法の一部を改正する法律

昭27. 5.1法129

・昭27. 5.1施行

診療科名に,気管食道科を追加

【第8次改正】

'医療法の一部を改正する法律

昭28. & 10 法191

・昭28. 8.10施行

経過規定が3年間限りだったものを「当 

分の間」に延長

【第9次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

(1) 病院の法定人員及び施設の基準等に 

関する例外規定

(2) 病院,診療所,助産所の構造設備に 

つき,規則への委任

(3) 病院,診療所,助産所の開設及び管 

理に関して,政令へ委任

⑷医療法人の監督に関し必要な事項に 

つき,政令へ委任

【第10次改正】

•医療法の一部を改正する法律

昭29. 4. 6 法62

.昭29. 4. 6施行

(1)診療所における患者の収容時間制限 

(48時間)に関する規定につき,保健 
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所長への届け出義務,罰則規定を訓示 

規定に改正

(2)診療所における同一患者の収容時間 

の制限に関する医療法の特例に関する 

法律の廃止

【第11次改正】

・医療法の一部を改正する法律

昭37. 9.15 法159 

一昭38. 5.14施行

(1) 国,地方公共団体による病院等の計 

画的整備についての規定を追加

(2) 病床数等の変更についての許可規定 

を追加

(3) 構造設備,人員が省令要件に適合す 

る場合は許可を与えなければならない 

旨の規定を追加

⑷ 必要病床数を超える等する場合の許 

可制限についての規定を追加

【第12次改正】

"行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

(1) 国及び地方公共団体は医療機関の不 

足する地域に対し,計画的に病院診療 

所を整備するよう努めなければならな 

いことを明春己

(2) 公的病院病床規制(公的医療機関の 

開設者等が新たに病院を開設し病床数 

を増加し又は病床の種別を変更しよう 

とする場合,省令の定める必要病床数 

を超えるときは知事は許可を与えない 

ことができるとする)

等

【第13次改正】

•地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

条文整理

【第14次改正】

・医療法の一部を改正する法律

昭 40. 6.1!法127 

・昭4〇. 6.1!施行

診療科名に「脳神経外科」を追加し, 

「放射線科」を独立の診療科名とする。

【第15次改正】

・医師法の一部を改正する法律 

昭43. 5.15 法47

・昭43. 5.15施行

公的医療機関に対する命令•指示に関す 

る規定の一部を改正し,臨床研修を行わ 

せるのに必要な条件を整備することが追 

加

【第16次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

・昭45. 6.1施行

医療法人の事務所の所在地の変更につい 

ては都道府県知事の認可事項から届出事 

項に簡素化

【第17次改正】

'医療法の一部を改正する法律

昭50. 6. 25 法43

・昭5〇. 6. 25施行

診療科名に「神経内科」,「形成外科」を 

追加

【第18次改正】

一医療法の一部を改正する法律

昭53.10. 2? 法96

・昭53.10. 2? 施行

診療科名に「美容外科」,「呼吸器外科」, 

「心臓血管外科」,「小児外科」,「矯正歯 

科」,「小児歯科」を追加

【第19次改正】

~国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

条文整理

【第20次改正】

・たばこ事業法等の施行に伴う関係 

法律の整備等に関する法律

昭 59. 8.10 法71

昭6〇. 4.1施行

条文整理

【第21次改正】

・日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

.昭6〇. 4.1施行

条文整理

【第22次改正】

「地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

〔昭61.1.12施行

公的医療機関運営審議会の必置規制から 

任意設置化

【第23次改正】

~許可,認可等民間活動に係る規制 

の整理及び合理化に関する法律 

昭60.12. 24 法102

・昭60.12. 24 施行

病床数の減床変更については許可制から 

届出制に簡素化

【第24次改正】

ー医療法の一部を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法109

昭61.6.27,昭 61.8.1,昭61. 

.10-1施行

(1) 地域医療のシステム化を図るため, 

各都道府県において医療計画を作成, 

推進することとし,それに関する規定 

を整備

(2) いわゆる1人医師医療法人の設立を 

認め,また医療法人の役員,指導監督 

に関する事項等について改正

【第25次改正】

・日本国有鉄道改革法等施行法

昭61.12. 4 法93

・昭62. 4.1施行

条文整理

【第26次改正】

・老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭 61.12. 22 法106

・昭63.1.20施行

(1) 公的病床規制における既存病床数の 

算定に当たり,老人保健施設の収容定 

員数を省令の定めるところにより既存 

病床数とみなすこと

(2) 医療法人が老人保健施設を開設でき 

ること

等

【第27次改正】

.精神衛生法等の一一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

・昭63. 7.1施行

医療法人の業務に精神障害者社会復帰施 

設の設置を追加
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、昭26. 9.12施行
甥死体解剖保存法

「大阪市,京都市,横浜市,名古屋市及

び神戸市」を「地方自治法第252条の19 弓揚者に対する免許及び試験の特

第1項の指定都市」に改正 例措置の対象となる者の範囲の拡

昭 24. 6.10 法204
昭24.12.10,昭24. 6.10 施行 【第6次改正】

大

【制定時】 ［審議会等の整理に関する法律 【第3次改正】

(1)死体の解剖,保存の適正を期するこ 昭 41.6. 30 法98 ［医師国家試験予備試験の受験資格

とにより,医学教育又は研究に資する -昭41.7.1施行 の特例に関する法律等の一部を改

とともに公衆衛生の向上を図ることが 「死体解剖資格審査会」を「医道審議 正する法律

目的 会」に改正 昭27. 6.13 法188
(2)死体解剖をする場合は,原則として

［昭27. 6.13施行

行政庁の許可を必要とする反面,一定 【第7次改正】 2回を超えて試験を受けられないと規定

の資格を有する者の行う解剖は許可を ［戸籍法の一部を改正する法律 していた但書を削除

要せず,事後の届出をもって足りるこ 昭45. 4.1法12

ととする。
〔昭45. 4.1施行

【第4次改正】

等 条文整理 医師国家試験予備試験の受験資格

の特例に関する法律等の一部を改

【第1次改正】 【第8次改正】 正する法律

［検疫法 ［地方公共団体の執行機関が国の機 昭28・3.19 法18

昭26. 6. 6 法201 関として行う事務の整理及び合理
〔昭28. 3.19施行

昭27.1.1施行 化に関する法律 受験資格の若干の変更

第2条第1項第6号として「検疫法第13 昭61.12. 26 法109

条第2項の規定により解剖する場合」を .昭62. 4.1施行 【廃止】

追加 解剖用死体にかかる行旅病人及び行旅死 行政事務の簡素合理化に伴う関係

亡人取扱法の手続を行う主体を市町村長 法律の整理及び適用対象の消滅等

【第2次改正】 から市町村とした〇 による法律の廃止に関する法律

地方自治法の一部を改正する法律 昭57. 7. 23 法69

の施行に伴う関係法令の整理に関
!昭57. 7.23施行

する法律

昭 28. 8.15 法213

.昭28. 9.1施行

®医師国家試験予備試験の受験 
資格の特例に関する法律

廃止

死体解剖に許可を要しないとされる医師 

の認定について,省令から政令規定化

昭 24.12.16 法 272
昭24.12.16施行 豐饌膵勰濮黠
【制定時】

【第3次改正】 従前の規定による中学校若しくは高等女 昭25. 8. 24 法246
［厚生省関係法令の整理に関する法 学校の卒業者等以上の程度を入学資格と 昭25. 8.24施行

律 する修業年限3年以上の医学の教習を目 【制定時】

昭29. 6.1法136 的とする学校を卒業した者は本法律施行 前年の医師国家試験予備試験の受験資格

・昭29. 6.1施行 の日から5年以内に行われる医師国家試 に関する特例法及びその一部改正法に準

許可を要しない場合の事後の届出の不要 験予備試験を受けることができる。 じた内容の規定がなされ,昭和30年8月

ィ匕 23日までの5年間2回の限度で受験資格

【第1次改正】 が認められることとなった〇

【第4次改正】 ~医師国家試験予備試験の受験資格

［検疫法の一部を改正する法律 の特例に関する法律の一部を改正 【第1次改正】

昭31.4.1!法66 する法律 医師法及び歯科医師法の一部を改

、昭31.7.1施行 昭25. 8. 24 法245 正する法律

死体の解剖を行うにつき遺族の承諾を受 昭25. 8. 24施行 昭26. 6.14 法236

けなく てもよい場合として,検疫法にお 受験資格者に,昭和20年8月15日以前に 昭26. 9.12施行

いて検疫所長が遺族の承諾を受けること 朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験 歯科医師法の第4次改正によって,引揚

を要せずして死体の解剖ができる場合を に合格し,満州国の行った医師考試の第 者に対する免許及び試験の特例措置の対

追加 1部考試に及格した者等を追加 象となる者の範囲が広げられたため,本

特例法も改正

【第5次改正】 【第2次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 医師法及び歯科医師法の一部を改 【第2次改正】

昭37. 5.15 法133 正する法律 医師国家試験予備試験の受験資格

、昭37. 5.15施行 昭26. 6.14 法236 の特例に関する法律等の一部を改
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正する法律

昭 27. 6.13 法188 

・昭27. 6.13施行

受験回数2回の回数制限を撤廃

【第3次改正】

•医師国家試験予備試験の受験資格 

の特例に関する法律

昭 3〇. 7. 23 法84

.昭3〇. 7. 23施行

本法に基づく受験資格を昭和31年12月31 

日まで延長

【実効性喪失】

觴診療エックス線技師法

昭26. 6.1!法226
昭26. 8.10施行

【改題】

「診療放射線技師及び診療エックス線技 

師法」に改題〔第3次改正〕

「診療放射線技師法」に改題〔第7次改 

正〕

【制定時】

(1) 免許制度の創設(高等学校卒業者で 

文部大臣の指定した診療エックス線技 

師学校又は厚生大臣の指定した養成所 

を卒業した後,厚生大臣の行う診療工 

ックス線技師試験に合格したものに対 

して都道府県知事が与える)

(2) 一定の場合を除き病院,診療所以外 

の場所で業務を行ってはならないこと 

としたこと

等

【第1次改正】

・あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法及び診療エックス線 

技師法の一部を改正する法律 

昭28.1.20 法 3

・昭28.1.20施行

受験資格につき,旧制中学の卒業者又は 

これと同等以上の学力があると認められ 

る者を新制高校の卒業者と同様に取り扱 

うこととする。

【第2次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

免許等についての省令委任を政令委任化

【第3次改正】

診療エックス線技師法の一部を改 

正する法律

昭43. 5. 23 法63

.昭43. 9. 20,昭43. 5. 23 施行

(1) 法律の名称を「診療放射線技師及び 

診療エックス線技師法」に変更

(2) 診療放射線技師の資格制度導入 

⑶ 「放射線」の定義

等

【第4次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1 法111

・昭45. 6.1施行

第14条第1項中「及び後の住所地」を削 

除

【第5次改正】

•障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5. 25施行

「つんぼ,おし又は盲の者」の文言を 

「目が見えない者,耳が聞こえない者又 

は口がきけない者」に改正

【第6次改正】

'行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 9. 23施行

診療放射線技師籍•診療エックス線技師 

籍に登録する事項を「診療放射線技師又 

は診療エックス線技師の免許に関する事 

項」に変更

【第7次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

.昭58.12.10,昭59.10.1 施行

(1) 法律の名称を「診療放射線技師法」 

に変更

(2) 診療エックス線技師に関する規定を 

削除

耀診療所における同一患者の収 
容時間の制限に関する医療法 
の特例に関する法律

昭 26.11.12 法 259
昭26.11.12施行

【制定時】

改正前の医療法第13条において,診療所 

の管理者は同一の患者を48時間を超えて 

収容してはならず,例外が認められる場 

合も保健所にその旨を届け出なければな 

らないとされていたところを,当時の病 

院の分布状況にかんがみ,3年間は同条 

の適用を猶予できるものとした。

【廃止】

'医療法の一部を改正する法律

昭29. 4. 6 法62

・昭29. 4. 6施行

廃止

縉医師等の免許及び試験の特例 
に関する法律

昭 28. 8.10 法192
昭28. 8.10施行

【制定時]

引揚者であって,昭和20年8月15日以前 

に朝鮮総督,満州総督,満州国等の医師 

免許を受けた日本国民に対する医師免許 

及び試験については,昭和30年12月31日 

まで従前の例による。

【第1次改正】

•医師等の免許及び試験の特例に関 

する法律の一部を改正する法律 

昭 31.12. 20 法178

.昭31.12. 20施行

期間を昭和34年12月31日まで延長

【第2次改正】

'医師等の免許及び試験の特例に関 

する法律の一部を改正する法律 

昭 33. 5.1法119

一昭33. 5.1施行

引揚者であって,引揚げの直前に歯科技 

工法に規定する歯科技工の業務を行って 

いたもの等は,この法律の施行後3か月 

以内にその氏名,住所その他厚生省令で 

定める事項をその住所地の都道府県知事 

に届け出ることができる等

【第3次改正】

•医師等の免許及び試験の特例に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭 34.12. 2! 法200

.昭34.12. 2! 施行

期間を昭和35年12月31日まで延長

【廃止】

[・行政事務の簡素合理化に伴う関係 
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法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

越医薬関係審議会設置法

昭 29. 6.1法134
昭29. 6.1施行

【制定時】

⑴厚生大臣の諮問に応じて,医師法, 

歯科医師法,薬事法に関して調査審議 

させるため,厚生省の附属機関とし 

て,医薬関係審議会を設置

⑵ 審議会の組織,運営等について規定

【廃止】

•医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭3〇. 8. 8 法145

.昭3〇・ & 8 施行

廃止

够医師国家試験予備試験の受験 
資格の特例に関する法律

昭3〇. 7. 23 法84 
昭3〇. 7. 23施行

【制定時】

従前の規定による中学校若しくは高等女 

学校の卒業者等以上の程度を入学資格と 

する修学年限3年以上の医学の教習を目 

的とする学校を卒業した者等は,昭和31 

年12月31日までに行われる医師国家試験 

を受けることができる。

【廃止】

'行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止 

歯科技工士の資格を定めるとともに歯科 

技工の業務が適正に運用されるよう,人 

と施設の両面から規制

【第1次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

法の適用について,附則を規定

【第2次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭 42. 8.1法120

.昭42. 8.1施行

現状届条項が「業務に従事する歯科技工 

士は」となり,届出先が「就業地の都道 

府県知事」と改正

【第3次改正】

'厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

・昭44.11.1 施行

歯科医師試験審議会の名称変更による条 

文整理

【第4次改正】

'障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5.25施行

絶対的欠格事由の表現について改正

【第5次改正】

'歯科技工法の一部を改正する法律 

昭 57.1.8 法1

・昭57. 4.1施行

「都道府県知事」免許から「厚生大臣」 

免許に変更

【第6次改正】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

届出を2年ごとに簡素化 

大学医（歯）学部の学生•実地修練生で 

将来保健所に勤務しようとする者に対し 

契約により毎月一定額を貸与

【第1次改正】

一医師法の一部を改正する法律

昭43. 5.15 法47

・昭43. 5.15施行

⑴実地修練生を対象から削除

（2）臨床研修関係の規定を追加

【第2次改正】

・利率等の表示の年利建て移行に関 

する法律

昭45. 4.1法13

・昭45. 4.1施行

延滞利息の計算方法を日歩方式（1〇〇円 

につき1日4銭）から年利方式（年14. 5 

%）に変更

够医師国家試験予備試験及び歯 
科医師国家試験予備試験の受 
験資格の特例に関する法律

昭32. 6.10 法165
昭32. 6.10施行

【制定時】

従前の規定による中学校若しくは高等女 

学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定 

規程により専門学校入学の資格を有する 

ものとして検定された者以上の程度を入 

学資格とする修業年限3年以上の医学の 

教習を目的とする学校を卒業した者等は 

昭和34年12月31日までに行われる医師国 

家試験予備試験を受けることができる。

【第1次改正】

•医師等の免許及び試験の特例に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭 34.12. 2! 法200

.昭34.12. 2! 施行

期間を昭和35年12月31日まで延長

【廃止】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

廃止

㉚歯科技工法

昭 3〇. 8.16 法168 
昭3〇.10.15施行

【制定時】

働公衆衛生修学資金貸与法

昭32. 4.15 法65
昭32. 4.15施行

【制定時】
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够衛生検査技師法

昭33. 4. 23 法76 
昭33. 7.22施行

【改題】

「臨床検査技師,衛生検査技師等に関す 

る法律」に改題〔第1次改正〕

【制定時】

衛生検査技師の義務(医師の指導,監督 

の下に細菌学的検査,血清学的検査等の 

検査を行うことを業とする者)を規定す 

るとともに免許制度の導入(高等学校卒 

業を入学資格とする衛生検査技師学校又 

は養成所(修業年限は2年以上)を卒業 

した後,厚生大臣の行う試験に合格した 

者,医学,薬学等の大学を卒業した者等 

に対して都道府県知事が附与)

【第1次改正】

~衛生検査技師法の一部を改正する 

法律

昭45. 5. 2!法83 

・昭46.1.1施行

(1) 臨床検査技師の制度の導入

(2) 衛生検査所の登録制度の導入

【第2次改正】

•臨床検査技師,衛生検査技師等に 

関する法律の一部を改正する法律 

昭55.12. 6 法105

・昭56. 3. 6施行

衛生検査所に関する規定整備

【第3次改正】

•障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5. 25施行

「つんぼ,おし又は盲の者」の文言を 

「目が見えない者,耳が聞こえない者又 

は口がきけない者」に変更

【第4次改正】

"地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109 

一昭62. 4.1施行

衛生検査所に対し報告を命じ及びその職 

員に立入検査を行わせる主体に保健所を 

設置する市の市長を追加

❷医療金融公庫法

昭 35. 6.1!法95
昭35. 6.1!施行

【制定時】

(1)公庫の目的

⑵公庫の業務(病院,診療所,薬局そ 

の他政令で定める施設を開設する個人 

又は医療法人,民法第34条の規定によ 

り設立した法人その他政令で定める法 

人に対し当該施設の設置,整備又は 

運営に必要な資金の貸付け)

等

【第1次改正】

「医療金融公庫法の一部を改正する 

法律

昭36. 3. 3!法30 

一昭36. 4.1施行

資本金の額を10億円から30億円に改正

【第2次改正】

•国家公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭 36. 6.19 法152

-昭36. 6.19施行

復帰希望役職員についての規定を削除

【第3次改正】

•医療金融公庫法の一部を改正する 

法律

昭37. 3. 3!法63

・昭37. 4.1施行

(1) 資本金の額を55億円に改正

(2) 「理事長」を「総裁」に改正

【第4次改正】

'行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 5.16 法140

.昭37.10.1施行

公庫を当事者又は参加人とする訴訟にっ 

いては,法務大臣が監督するとの規定を 

削除

【第5次改正】

医療金融公庫法の一部を改正する 

法律

昭38. 3. 20 法19

.昭38. 4.1施行

資本金の額を81億円に改正

【第6次改正】

［医療金融公庫法の一部を改正する 
|法律

! 昭39. 3. 3!法44
［昭39. 4.1施行

政府は,必要があると認めるときは予算 

で定める金額の範囲内において,公庫に 

追加して出資することができることとす 

ることに改正

【第7次改正】

~医療金融公庫法の一部を改正する 

法律

昭4〇. 5. 28 法91

・昭4〇. 5. 28施行

(1) 従たる事務所を置くことができるこ 

ととする。

(2) 理事3人以内を4人以内に改正

等

【廃止】

・社会福祉・医療事業団法

昭59. 8.14 法75

・昭6〇.1.1施行

廃止

❹医師及び歯科医師の免許及び 
試験の特例に関する法律

昭36.11.16 法 231
昭36.11.16施行

【制定時】

昭和20年8月15日以前に朝鮮総督,台湾 

総督,満州国等の医師免許を受けた日本 

国民に対する医師免許及び試験につい 

て,昭和37年12月31日までは従前の例に 

よることができる(医師法第36条第3項 

参照)こととする等

【廃止】

~行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

-昭57. 7. 23施行

廃止

❷医師国家試験予備試験及び歯 
科医師国家試験予備試験の受 
験資格の特例に関する法律

昭 36.11.16 法 232
昭36.11.16施行

【制定時】

旧中等学校令による中等学校の卒業者又 

は旧専門学校入学者検定規定により専門 

学校入学の資格を有するものとして検定 

された者以上の程度を入学資格とする修 
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業年限3年以上の医学の教習を目的とす 

る学校を卒業した者等は医師国家試験予 

備試験を受けることができる等

够保健所において執行される事 
業等に伴う経理事務の合理化 
に関する特別措置法

昭 39. 7. 7 法155
昭39. 7. 7施行

【制定時】

保健所法,伝染病予防法,児童福祉法, 

結核予防法等に基づく負担(補助)金に 

ついて補助金適正化法の特例を設定(取 

扱いの一括化)

【第1次改正】

'母子保健法

昭 40. 8.18 法141

・昭41.1.1施行

同法の制定に伴い対象負担金の法的根拠 

を児童福祉法から母子保健法に変更

【第2次改正】

'保健所法の一部を改正する法律 

昭 59. 9. 6 法78

・昭59. 9. 6施行

運営費の交付金化に伴い保健所法に基づ 

く負担金を対象範囲から削除

會理学療法士及び作業療法士法

昭 4〇. 6. 29 法137
昭 4〇. & 2& 昭 4〇. 6. 29,昭 41.1.1 
施行__________________________________

【制定時】

(1)業務内容(理学療法士は,医師の指 

示の下に,身体に障害のある者に治療 

体操などの運動を行わせたり,電気刺 

激,マッサージなどの物理的手段を加 

えたりして,主にその基本的運動能力 

の回復を図ることを業務内容とする。 

作業療法士は,同じく医師の指示の下 

に,身体又は精神に障害のある者に, 

手芸工作その他の作業を行わせ,主と 

してその応用的動作能力や社会的適応 

能力の回復を図ることを業務内容とす 

る)

⑵免許

⑶試験

⑷養成課程

【第1次改正】

［厚生省設置法等の一部を改正する
|法律

| 昭44. 6. 25 法51
〔昭44.11.1施行

「理学療法士作業療法士試験委員」を新 

たに置くとともに,「理学療法士作業療 

法士審議会」を「医療関係者審議会」に 

改正等

【第2次改正】

・柔道整復師法

昭45. 4.14 法19

・昭45. 7.10施行

条文整理

【第3次改正】

~理学療法士及び作業療法士法のー 

部を改正する法律

昭46. 4.1法28

・昭46. 4.1施行

附則第4項中「昭和46年3月21日」を

「昭和49年3月31日」に改正

❷柔道整復師法

昭45. 4.14 法19
昭45. 7.10施行

【制定時】

⑴免許

⑵試験

(3)業務(業務内容:柔道整復業は,柔 

道整復師の独占業務であるが,あん摩 

マッサージ指圧師などと同様,柔道整 

復師が,外科手術や投薬を行うことを 

禁じている)

⑷ 施術所に対する規制

(5) 広告制限

(6) 報告要求,立入検査

【第1次改正】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭58. 4.1,昭57. 9.23 施行

(1) 都道府県に柔道整復師名簿を備え, 

柔道整復師の免許に関する事項を登録 

する。

(2) 都道府県知事は,あん摩マッサージ 

指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整 

復師試験委員に,試験に関する事務を 

行わせる〇

等

範視能訓練士法

昭46. 5. 20 法64
昭46. 7.19施行

【制定時】

⑴ 業務内容(視能訓練士の業務は,医 

師の指示の下に弱視,斜視など両視能 

機能に障害のある者に対するその両眼 

視機能の回復のための矯正訓練及びこ 

れに必要な検査を行うこと)

⑵免許

⑶試験

⑷養成課程

❸義務教育諸学校等の女子教育 
職員及び医療施設,社会福祉 
施設等の看護婦,保母等の育 
児休業に関する法律

昭50. 7.1!法62
昭51.4.1,昭5〇. 7.1!施行

【制定時】

(1) 目的(育児休業の制度を設けて継続 

的な勤務を促進しもって業務の円滑 

な実施を確保)

(2) 表記施設で働く者で1歳に満たない 

子を養育するものは,当該子の養育の 

ため任命権者に対し育児休業の許可を 

申請でき,この場合,原則として任命 

権者は許可をしなければならない。

(3) 育児休業の許可を受けた女子教育公 

務員等は育児休業期間中その身分を保 

有するが職務に従事せず,また給料は 

支給されない〇

等

【第1次改正】

'国家公務員災害補償法等の一部を 

改正する法律

昭 51.5. 26 法 31

・昭52. 4.1施行

条文整理

【第2次改正】

•過疎地域振興特別措置法

昭55. 3. 3!法19

・昭55. 4.1施行

条文整理

【第3次改正】

一般職の職員の給与に関する法律 

の一部を改正する法律

昭6〇.12. 21 法97

・昭61.1.1施行

条文整理
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【第4次改正】

・日本国有鉄道改革法等施行法

昭 61.12. 4 法93

-昭62. 4.1施行

条文整理

【第5次改正】

・精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

・昭63. 7.1施行

条文整理
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医療知識•技能の修得のため来日した外 

国医師又は外国歯科医師が,その目的を 

十分達成できるよう,医師法及び歯科医 

師法の特例を設け,一定の条件下に,医 

業又は歯科医業を行うことができるよう 

にしたこと

❹臨床工学技士法

昭 62. 6. 2 法60
昭63. 4.1施行

【制定時】

医師の指示の下に人工透析装置等の生命 

維持管理装置の操作及び保守点検を行う 

ことを業とする臨床工学技士の資格を定 

めるとともに,その業務が適正に運用さ 

れるよう規律する。

•義肢装具士法

昭 62. 6. 2 法61 
昭63. 4.1施行

【制定時】

医師の指示の下に義肢及び装具の装着部 

位の採型並びに義肢及び装具の制作及び 

身体への適合を行うことを業とする義肢 

装具士の資格を定めるとともに,その業 

務が適正に運用されるよう規律する。

【制定時】

⑥保健医療

・伝染病予防法

明 3〇. 4.1法36
明3〇. 5.1,明31.4.1施行

【制定時】

コレラ,赤痢,腸チフス,痘瘡,発疹チ 

フス,猩紅熱,ジフテリア及びペストの 

8種の伝染病が定められる等国内防疫体 

制が体系化され確立される。

【第1次改正】

・伝染病予防法中改正法律

明38. 3.13 法56

.明38. 7.1施行

ペストの流行に伴い,

(1) 鼠族駆除,建物に対する別段の処分 

に関する規定を設定

(2) 清潔方法,消毒方法,交通遮断の施 

行範囲の拡大等防疫措置の強化

【第2次改正】

~伝染病予防法中改正法律

大11.4.1!法32

・大11.10.1施行

(1) 法定伝染病にパラチフス及び流行性 

脳脊髄膜炎を追加

(2) コレラ及びペストの疑似症に法を適 

用

(3) 病原体保有者を患者とみなす。

⑷伝染病患者の就業制限,昆虫の駆除 

等に関する規定を追加

⑸国庫補助率の改定

【第3次改正】

•伝染病予防法等の一部を改正する 

法律

昭22. 9. 5 法102

・昭22. 9. 5施行

地方における防疫行政の円滑な運営を図 

るため,国庫補助率の引上げ(1/6〜1/3 
を1/2に)

【第4次改正】

•民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

条文整理

【第5次改正】

~警察法の施行に伴う関係法律の整 

理に関する法律

昭23. 3. 6 法11

・昭23. 3. ?施行

「所轄警察署」を「最寄ノ保健所長」に 

改正

【第6次改正】

［予防接種法

! 昭23. 6. 30 法68
［昭23. 7.1施行

予防接種に関する費用負担の規定が予防 

接種法に置かれたことにより,市町村の 

支弁費用中から「種痘に要する諸費」を 

削除

【第7次改正】

~伝染病予防法の一部を改正する法 

律

昭24. 5.19 法81

-昭24. 6.1施行

(1)保健所の責務の明確化

⑵ 都道府県駐在防疫職員を防疫監吏及 

び防疫技師として都道府県に委譲

⑶ 地方財政法の制定に伴い国と地方公 

共団体との費用負担の明確化

⑷その他用語の統一

【第8次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

保健所を設置する市については市長が都 

道府県知事の行う伝染病予防事務の一部 

を自ら行うことができることとする。

【第9次改正】

［■予防接種法等による国庫負担の特
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例等に関する法律

昭25. 5. 30 法212

・昭25. 5.30施行

都道府県及び市町村の行う鼠族昆虫等の 

駆除に関する規定の整備

【第10次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

伝染病予防規則で定めていた市町村長等 

に対する新たな処理事務の委任,規制を 

法律化

【第11次改正】

'厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1 法136

・昭29. 6.1施行

(1) 伝染病届出規則を廃止し,インフル 

エンザ,百日咳等の届出を伝染病予防 

法による届出疾病に規定

(2) 都道府県の行う鼠族昆虫等の駆除に 

関する事務の簡素化

(3) 従来指定伝染病であった「日本脳 

炎」を伝染病予防法第1条第1項の法 

定伝染病に規定

【第12次改正】

・検疫法の一部を改正する法律

昭31.4.1!法66

・昭31.7.1施行

届出伝染病に「黄熱」及び「回帰熱」を 

追加

【第13次改正】

〜地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

.昭31.9.1施行

大都市制度(指定都市)の発足に伴いこ 

れに関する特例を設定

【第14次改正】

・国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4.20 法148

・昭35.1.1施行

国税滞納処分に関する改正

【第15次改正】

［行政事件訴訟法の施行に伴う関係

!法律の整理等に関する法律

! 昭 37. 5.16 法140
［昭37.10.1施行

行政事件訴訟法に関する規定を追加

【第16次改正】

'行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

再審査請求の規定を追加

【第17次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

昭49. 6.1法 71

・昭49. 6.1,昭5〇. 4.1施行 

特別区の特例に関する規定を追加

【第18次改正】

'地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

-昭6〇. 7.12施行

(1)伝染病予防の事務に従事する防疫監 

吏及び防疫技師を防疫員に統合

⑵都道府県知事が伝染病毒に汚染され 

た建物を処分する場合の厚生大臣の認 

可を廃止

【第19次改正】

•地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

.昭62. 4.1施行

伝染病の予防のための遊泳の制限又は停 

止の権限を都道府県知事から保健所設置 

市の長に委譲

協海港検疫法

明 32. 2.14 法19
明32. 8. 4施行

【制定時】

海外諸港及び台湾より来航する船舶に対 

する恒常的検疫制度の確立

【第1次改正】

"海港検疫法中改正法律

明4〇. 6. 25 法51

・明4〇. 7.15以降施行

(1)病毒に汚染した疑いのあるものも検

疫信号を掲げること

⑵ 病毒に汚染した船舶には消毒の他に

鼠族の駆除を行うこと

(3) 発航地,寄航地の状況又は船舶の状 

態によって消毒,鼠族の駆除を行うこ 

と

(4) 検疫官吏を無償で乗り込ませること

【第2次改正】

一海港検疫法中改正法律

大11.4.1!法33

大11.10.1施行

(1) 台湾に加え,朝鮮,樺太より来航し 

た船舶に対しても海港検疫法を準用

(2) 病原体保有者は伝染病患者とみなす 

こと

⑶港外において検疫を受けがたい場合 

は適当の場所を指示して実施

(4) 入港後において伝染病患者又は病毒 

に汚染したことを発見した場合は再検 

疫を実施

(5) 消毒,鼠族の駆除のほか昆虫の駆除 

を実施

【廃止】

•検疫法

昭26. 6. 6 法201

.昭27.1.1施行

廃止

㉚伝染病予防救治二従事スル者 
ノ手当金ニ関スル法律

明33. 3. 7 法30
明33. 3. 2?施行

【制定時】

(1) 伝染病の予防救治に従事した者が公 

務により病毒に感染し又はこれが原因 

で死亡したときに手当金を支給

(2) 手当金の内容(療治料,給助料,弔 

祭料,遺族扶助料)

【廃止】

~国家公務員災害補償法

昭26. 6. 2 法191

・昭26. 7.1施行

廃止

瞬精神病者監護法

明 33. 3.10 法38
明33. 7.1施行

【制定時】

(1)後見人,配偶者,親権を行う父又は

母,戸主,親族会で選任した4親等以 
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内の親族を精神病者の監護義務者とし 

て,その順位を定めた。また監護義務 

者がないか,いてもその義務を履行で 

きないときは住所地,所在地の市区村 

町長に監護の義務を負わせた。

⑵ 精神病者を監置できるのは監護義務 

者だけで,病者を私宅,病院などに監 

置するには,監護義務者は医師の診断 

書を添え,警察署を経て地方長官に願 

い出て許可を得なくてはならない。

(3) 行政官庁には監置を監督する権限が 

与えられている〇

(4) 監護に要する費用は被監護者の負担 

で,被監護者にその能力がないときは 

扶養義務者の負担とする。

等

【第1次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

、昭23.1.1施行

(1) 監護義務者から戸主を削除

(2) 4親等以内の親族から監護義務者を 

選任する機関を親族会から家事裁判所 

に改正

【第2次改正】

・裁判所法の一部を改正する等の法 

律

昭23.12. 2!法260

・昭24.1.1施行

法律中の「家事裁判所」を「家庭裁判 

所」に改正

【廃止】

•精神衛生法

昭25. 5.1法123

・昭25. 5.1施行

廃止

㉚癩予防ニ関スル法律

明4〇. 3.19 法11 
明41.4.1施行

【改題】

「癩予防法」に改題〔第3次改正〕

【制定時】

(1) 府県連合立らい療養所を設置し,浮 

浪らい患者を収容

(2) らい菌に汚染した家屋について,消 

毒その他予防方法を講ずる。

⑶医師がらい患者を診断したとき,死

体を検案したときの届出

(4)指定医師の患者又はその疑いある者 

の検診

【第1次改正】

•明治40年法律11号中改正法律

大 5. 3.1!法21

・大5. 3.1!施行 

療養所内の秩序維持と犯罪らい患者の懲 

戒を目的とする療養所長の入所患者に対 

する懲戒検束権を規定

【第2次改正】

•明治40年法律11号中改正法律

昭 4. 3. 28 法10

・昭6.1.1施行 

国立らい療養所を設置

【第3次改正】

一明治40年法律第11号中改正法律

昭 6. 4. 2 法58

、昭6. 8.1施行 

法律名を癩予防法とし

(1) らい菌に感染し,又は汚染の疑いの 

ある物件の消毒,廃棄

(2) 伝染のおそれのある患者を療養所に 

入所させ,その費用は国又は地方の負 

担とすること

(3) らい患者,同伴者の一時救護規定 

等

【第4次改正】

・地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

.昭24. 5. 3! 施行

(1) らい予防に要する費用について都道 

府県の負担を支弁することに改正

(2) 国庫の補助を1/6ないし1/2から1/2 

に改正

【第5次改正】

'性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

(1) 届出等に関し,行政官庁を都道府県 

知事に改正

(2) 政令に定めのある市は市長と読み替 

えること

【第6次改正】

ー地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.1& 法213

〔昭28. 9.1施行

主務大臣が必要と認めたとき,療養所の 

設置を市町村長に命ずることができると 

されていたのを政令の定めるところによ 

るとされたこと

【廃止】

・らい予防法

昭 28. 8.15 法214

・昭28. 8.15 施行

廃止

樹種痘法

明42. 4.14 法35
明43.1.1施行

【制定時】

種痘の回数を従来の3回から2回に改め 

たほか,種痘施行を市町村の義務とし, 

その方法を詳細に定め,罰則を強化し 

て,種痘の徹底を図った。

【第1次改正】

~民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

保護者の定義規定の所要の改正

【廃止】

■■予防接種法

昭23. 6. 30 法68

・昭23. 7.1施行

廃止

懿精神病院法

大 8. 3. 2? 法25
大 8. 8.10,大 9.10. 25,大12. 7.1 
施行___________________________________

【制定時】

(1)内務大臣は道府県に精神病院の設置 

を命じることができることになり,道 

府県が設置した精神病院は地方長官の 

具申によって命令により設置したもの 

とみなすことができる。また内務大臣 

は精神病院に代用するため公私立精神 

病院を指定することができる(代用精 

神病院)。

⑵本法により精神病院に入院させるべ 

き精神病者は,監護法によって市区町 

村長の監護すべき者,罪を犯したもの 

で司法官庁が特に危険があると認める 
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法令改廃経過一覧

者,療養の途なきもの,地方長官が入 

院の必要を認めるものとする。

(3)地方長官は入院した者(あるいはそ 

の扶養義務者)から入院費の全部又は 

一部を徴収できる。また本法による精 

神病院に対し建築•設備費の1/2,運 

営費の1/6を国庫が補助

【廃止】

'精神衛生法

昭 25. 5.1法123

.昭25. 5.1施行

廃止

❸結核予防法

大 8. 3. 2? 法26
大8.11.]_施行____________________

【制定時】

(1)結核菌に汚染した家屋物件に対して 

消毒その他の予防方法を実施

⑵結核を伝染させるおそれのある職業 

に従事する者に対して健康診断を実施 

するとともに従業を禁止

(3) 人口 5万人以上の市又は特に必要と 

認める地方公共団体に対し結核療養所 

の設置を命令

(4) 結核を伝染させるおそれのある患者 

で療養の途なき者を療養所に入所

(5) 地方公共団体及び公益法人の結核療 

養所に対して国庫が補助

【第1次改正】

・結核予防法中改正法律 

昭12. 4. 5 法41

・昭12. 7.10施行

(1)医師は結核患者を診断し,環境上病 

毒を伝染させるおそれがあると認める 

ときは行政庁に届け出をすること

⑵ 結核療養所の設置を市以外の道府県 

にも命じうること

(3)公立結核療養所に入所させる患者 

は,従来療養の途のない者に限定され 

ていたが,環境上結核を伝染させるお 

それのある結核患者で予防上特に必要 

と認めるものとすること

【第2次改正】

'国民医療法

昭17. 2. 25 法70

-昭17. 4.1?施行

日本医療団の結核療養所を,結核予防法 

に規定する「前条ノ規定二依り設置スル 

結核療養所」に追加

【第3次改正】

'伝染病予防法等の一部を改正する 

法律

昭22. 9. 5 法102

・昭22. 9. 5施行 

結核を伝染させるおそれのある職業に従 

事する者又は蔓延のおそれのある場所に 

おいて職業に従事する者に対する健康診 

断費用,感染もしくは感染の疑いがある 

古着,古布団等を廃棄させた費用につい 

て,北海道,府県が負担した経費に対す 

る補助率を「4分ノ1」から「2分ノ 

1」に改正

【第4次改正】

'医師会,歯科医師会及び日本医療 

団の解散等に関する法律

昭22.10. 3!法128

.昭22.11.1施行 

日本医療団の解散に伴い,「日本医療団 

ノ結核療養所又八」の部分を削除

【第5次改正】

'地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

・昭24. 5. 3!施行 

公共団体が結核療養所を設置した経費に 

対する補助率を「6分ノ1乃至2分ノ1 

ヲ補助」から「創設費及ビ拡張費並ニ之 

二伴フ初度調弁費ノ 2分ノ1其ノ他ノ諸 

費ノ 4分ノ1ヲ負担」に改正

【廃止】

'結核予防法

昭 26. 3. 3!法96

・昭26. 4.1施行 

廃止

㉚「トラホーム」予防法

大 8. 3. 2? 法27
大8. 9.1施行

【制定時】

トラホームの蔓延が甚だしく産業,教 

育,国防上に及ぼす影響が大きいため,

トラホーム予防撲滅に関する一般的法規 

を制定

【第1次改正】

•伝染病予防法等の一部を改正する 

法律

昭 22. 9. 5 法102

.昭22. 9. 5 施行 

国庫補助率の改正(「6分ノ1」を補助 

す＞「2分ノ1」を補助す)

【第2次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

.昭23.1.1施行

民法の改正に伴う(保護者の定義)規定 

の所要の改正

【第3次改正】

・地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3! 法168

・昭24. 5. 3!施行

(1) 都道府県の補助規定の改正(「補助 

ヲ為スヘシ」一＞「3分ノ 2ヲ支出スベ 

シ」)

(2) 国庫補助規定の改正(「補助」-＞ 

「負担」)

【第4次改正】

'性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

用語の所要の改正(「行政官庁」一「都 

道府県知事」など)

【第5次改正】

・厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1 法136

・昭29. 6.1施行

医師の保健所長への患者届出義務の制定

【第6次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

行政不服審査法の施行に伴う所要の改正

【第7次改正】

•地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1!法169

.昭4〇. 4.1施行

地方自治法の改正に伴う所要の改正 

(「特別区」を「保健所設置市」と同様 

に扱う)

【第8次改正】

[許可,認可等の整理に関する法律

! 昭42. 8.1 法120
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L昭42. 8.1施行

医師の患者届出期限の緩和（「24時間以 

内」—「命令ノ定ムル所二依リ診断シタ 

ル日ノ属スル月ノ翌月10日迄」）

【第9次改正】

7亍政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の削滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

（1）医師の患者届出義務の廃止

⑵施設の必置規制の廃止

⑶都道府県の支出規定,国庫負担規定 

の廃止

【廃止】

・行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭58.12.10施行

廃止

勵花柳病予防法

昭 2. 4. 5 法48
昭 3. 9.1,昭13. 4.20 施行

【制定時】

（1）業態上花柳病伝播のおそれのある者 

を治療する診療機関を設定

⑵診療所に関する支出に対する補助

【第1次改正】

.花柳病予防法中改正法律

昭14. 3. 30 法43

.昭14. 6.1施行

診療所の業態者以外の利用

【第2次改正】

•薬事法

昭18. 3.12 法48

・昭18.11.1施行

売薬に関する規定の削除

【廃止】

・性病予防法

昭23. 7.15 法167

.昭23. 9.1施行

廃止

够寄生虫病予防法

昭 6. 4. 2 法59
昭7. 8.1施行

【制定時】

（1）寄生虫病の蔓延が著しいため,従前 

行われていた予防対策に法的根拠を与 

えた〇

⑵回虫,十二指腸虫,住血吸虫,肝臓 

ジストマを対象

【第1次改正】

•伝染病予防法等の一部を改正する 

法律

昭22. 9. 5 法102

・昭22. 9. 5施行

法第7条の国庫の補助規定の改正（「6 

分ノ1」一「2分ノ1」）

【第2次改正】

~地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

・昭24. 5. 3!施行

（1）法第5条の都道府県の支出すべき費 

用の規定の改正（「補助ヲ為スヘシ」 

—「3分ノ 2ヲ支出スベシ」）

⑵法第7条の国庫の補助規定の改正 

（「補助」-「負担」）

【第3次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

「地方長官」を「都道府県知事」に改正

【第4次改正】

偉生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1 法136

-昭29. 6.1施行

「届出」規定の追加（「24時間以内」に 

届出すべし）

【第5次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

・昭31.9.1施行

（1）法第7条の2の追加

⑵指定都市の特例の追加

【第6次改正】

~寄生虫病予防法の一部を改正する 

法律

昭 31.12.10 法171

・昭31.12.10 施行

日本住血吸虫病の有病地の溝渠のコンク 

リー卜化を10年計画で実施すべきことを 

規定,費用については公費負担

【第7次改正】

'行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

一昭37.10.1施行

（1） 法第7条の3の追加

（2） 再審査請求の追加

【第8次改正】

'地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1! 法169

-昭4〇. 4.1施行

地方自治法の改正に伴う特別区に関する 

所要の整理

【第9次改正】

~寄生虫病予防法の一部を改正する 

法律

昭 4〇. 6.1!法129

,昭4〇. 6.1! 施行

溝渠のコンクリート化の規定の改正（「32 

年度以降10箇年」-「40年度以降7箇 

年」）

【第10次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1 法120

.昭42. &1施行

届出規定の改正（「24時間以内」〜「翌 

月10日まで」）

【第11次改正】

-寄生虫病予防法の一部を改正する 

法律

昭47. 4. 20 法16

・昭47. 4. 20施行

溝渠のコンクリート化の規定の改正（「40 

年度以降7箇年」—「47年度以降2箇 

年」）

【第12次改正】

•寄生虫病予防法の一部を改正する 

法律

昭49. 5.18 法50

・昭49. 5.18施行

溝渠のコンクリート化の規定の改正（「47 

年度以降2箇年」—「49年度以降5箇 
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年」)

【第13次改正】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

日本住血吸虫病の予防のための溝渠の新 

設にかかる公費負担規定の削除

0国民体力法

昭15. 4. 8 法105
昭15. 9. 26施行

【制定時】

従来,未成年の心身保護が民法により親 

権者の監護義務に一任されていたのに対 

し,体力検査の実施,国民体力管理医の 

設置等によりこれをある程度まで公法上 

の義務とし,国家自らの手によってこれ 

を果たし,未成年者の死亡を防ぎ,体力 

向上に資することとした。

【第1次改正】

"国民体力法中改正法律 

昭17. 2. 2!法37

-昭17. 5.1施行

結核罹患率の高い年齢層の体力管理の必 

要から体力検査の対象の範囲を25歳まで 

広げたほか,乳幼児にも体力検査を実施

【第2次改正】

•民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223 

・昭23.1.1施行

民法の改正に伴う整理。戸主,家族を削 

る。

【廃止】

'厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

廃止

❽国民優生法

昭15. 5.1法107
昭16. 7.1施行

【制定時】

(1)優生手術を受けられる場合を規定

① 特定の疾患にかかっていて,出生 

する子どもが同一の疾患にかかるお 

それが特に著しい場合

② 四親等以内の血族中にこれらの疾 

患にかかっている者をもつ者が相互 

に婚姻し,出生する子どもが同一の 

疾患にかかるおそれが特に著しい場 

厶

③ 既にこれらの疾患にかかっている 

子どもがいて,これから出生する子 

どもが同一の疾患にかかるおそれの 

著しい場合

⑵ 優生手術を行うか否かは,申請によ 

り,地方長官が地方優生審議会の意見 

を聞いて決定し,これに対する不服に 

ついては,厚生大臣が中央優生審査会 

の意見を聞いて決定

(3)優生手術は,厚生大臣又は地方長官 

の命令によって指定された医師が行 

う〇

【第1次改正】

•民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

民法の改正に伴い,優生手術の申請をす 

る際の同意に関する規定を改める。

(1) 父母の同意の必要な年齢を30歳から 

未成年に下げる。

(2) 父母の死亡等により,父母の同意が 

得られない場合,その代わりとしての 

親族会の同意を家事裁判所の許可に代 

える。

【廃止】

・優生保護法

昭 23. 7.13 法156

.昭23. 9.1! 施行

廃止

够栄養士規則

昭2〇. 4.13厚令14 
昭2〇. 4.13施行

【制定時】 

食糧事情にかんがみ,戦力増強の基盤た 

る工場,事業場,供出後の農村等に対す 

る栄養指導は,重要なる用務でありその 

実務に当たる栄養士の養成は緊要の課題 

であるとの観点から栄養士の身分並びに 

その業務を国家的に確定し,国民栄養に 

対する指導の統一と徹底を図ることとし 

た〇

【第1次改正】

'日本国憲法施行の際,現に効力を 

有する命令の規定の効力等に関す 

る法律の一部を改正する法律

昭22.12. 29 法244

・昭22.12. 29 施行

国会議決により法律化

【廃止】

•栄養士法

昭22.12. 29 法245

・昭23.1.1施行

廃止

❹花柳病予防法特例

昭 2〇.11.22 厚令 45
昭2〇.12.1施行

【制定時】

(1)戦前の公娼,業態者を主とした濃厚 

感染源対策から一般国民をも対象とし 

た広般な性病対策に転換

⑵医師は患者を診断したときは,患者 

に対し伝染防止並びに治療に関する方 

法を指示するとともに,24時間以内に 

患者の住所,氏名,年齢,性別及び病 

名を患者の住所地の地方長官に届出

【廃止】

・性病予防法

昭23. 7.15 法167

・昭23. 9.1施行

廃止

・伝染病届出規則

昭22. 3. 5 厚令5
昭22. 3. 5 施行

【制定時】

法定伝染病以外の13種の伝染病について

の医師に届出義務を規定

【第1次改正】

•伝染病届出規則の一部改正

昭 22.11.14 厚令 31

・昭22.11.14 施行

医師の届出義務に急性灰白脊髄炎を追加

【第2次改正】

「伝染病届出規則の一部改正
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!昭26. 2. 2 厚令5
〔昭26. 2. 2 施行

流行性感冒をインフルエンザに改正

【第3次改正】

•結核予防法

昭26. 3. 3!法96

・昭26. 4.1施行

医師の届出義務から結核を除き,結核の 

届出方法は結核予防法に準拠

【第4次改正】

•ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件の廃止に関する法 

律

昭27. 4.1!法81

・昭27. 4.28施行

この法律の施行の日から起算して180日 

間に限り法律としての効力を有する。

【第5次改正】

・ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸命令の措置に関する法律 

昭27. 4. 28 法120

・昭27. 4. 28施行

平和条約発効後も法律の効力を有するこ 

ととされたa

【第6次改正】

・らい予防法

昭 28. 8.15 法214

・昭28. 8.15施行

医師の届出業務かららいを削除し,らい 

予防法によることとされた。

【廃止】

・厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

廃止

❹栄養士法

昭22.12. 29 法245
昭23.1.1施行

【制定時】

(1)栄養士の免許:免許の取得資格,業 

務内容等

⑵名称の使用制限

(3)栄養士の養成制度

【第1次改正】

［栄養士法の一部を改正する法律

! 昭25. 3. 2? 法17
〔昭25. 4.1施行

(1)栄養士養成施設の修業年限及び栄養 

士試験の受験に必要な実務見習の期間 

を,それぞれ1年以上から2年以上に 

延長

⑵栄養士試験審査会の規定の創設

【第2次改正】

~栄養改善法

昭27. 7. 3!法248

・昭27.12.1施行

栄養士試験審査会の規定の削除(栄養審 

議会の設置に伴うもの)

【第3次改正】

ー地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

規定の整備

【第4次改正】

・栄養士法等の一部を改正する法律 

昭37. 9.13 法158

・昭38. 4.1施行

管理栄養士制度の創設

【第5次改正】

"厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

.昭44.11.1施行

栄養士管理栄養士試験委員に関する規定 

の整備

【第6次改正】

'栄養士法及び栄養改善法の一部を 

改正する法律

昭6〇. 6. 25 法73

・昭62. 4.1施行

(1) 栄養士免許の取得資格を見直し,養 

成施設卒業者に限定

(2) 管理栄養士の登録資格を見直し,国 

家試験を義務づけ

・予防接種法

昭23. 6. 30 法68
昭 23. 7.1,昭24. 6.30 施行

【制定時】

(1)予防接種を定期及び臨時に区分

⑵ 予防接種の実施主体を市町村長とす

る等を規定

【第1次改正】

~結核予防法

昭26. 3. 3!法96

・昭26. 4.1施行

予防接種法上より結核の規定を削除

【第2次改正】

・予防接種法の一部を改正する法律 

昭26. 4. 2 法120

-昭26. 4. 2 施行

一般医師について自発的に受けたもの 

も,定期の予防接種とみなす。

【第3次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

.昭28. 9.1施行

条文整理

【第4次改正】

~厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1 法136

・昭29. 6.1施行

予防接種に関する市町村長の記録の作成 

保存義務規定の削除

【第5次改正】

予防接種法の一部を改正する法律 

昭33. 4.19 法66

・昭33. 7.1施行

猩紅熱を予防接種法より削除

【第6次改正】

・予防接種法の一部を改正する法律 

昭36. 3. 28 法 7

.昭36. 4.1施行

急性灰白髄炎を予防接種法に追加

【第7次改正】

・予防接種法の一部を改正する法律 

昭39. 4.16 法60

-昭39. 4.16施行

急性灰白髄炎の予防接種が経口生ワクチ 

ンに改められたことに伴う,予防接種の 

期間の改正

【第8次改正】

'地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1!法169

.昭4〇. 4.1施行
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特別区に関する所要の整理

【第9次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

.昭45. 6.1施行

腸チフス及びパラチフスの予防接種を定 

期の予防接種の対象から除外

【第10次改正】

•予防接種法及び結核予防法の一部 

を改正する法律

昭51.6.19 法69

・昭51.6.19,昭52. 2. 25 施行 

対象疾病の見直し及び救済制度の創設

【第11次改正】

・審議会等の整理等に関する法律

昭53. 5. 23 法55

昭53. 5.23施行

伝染予防調査会を公衆衛生審議会に改正

【第12次改正】

'障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行

廃疾を障害に改正

働優生保護法

昭23. 7.13 法156
昭23. 9.1!施行

【制定時】

(1)優生手術(任意•強制)人工妊娠中 

絶を行う場合の要件,行える医師,行 

うに当たっての手続,費用について規 

定

⑵ 優生手術•人工妊娠中絶に関する適 

否を審査するものとして優生保護委員 

会を設けることを規定

⑶優生保護の見地から結婚の相談に応 

じる等の業務を行うものとして,優生 

結婚相談所を設けることを規定

【第1次改正】

•厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭24. 5. 3!法154 

し昭24. 6.1施行

「優生保護委員会」「中央優生保護委員 

会」「都道府県優生保護委員会」「地区優 

生保護委員会」の名称をそれぞれ「優生 

保護審査会」「中央優生保護審査会」「都 

道府県優生保護審査会」「地区優生保護 

審査会」に改正

【第2次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭24. 6. 24 法216

・昭24. 6.24施行

(1) 優生手術を行う場合のうち「遺伝性 

精神変質症,遺伝性病的性格」を「遺 

伝性精神病質」に改正

(2) 審査を要件とする優生手術の審査会 

への申請の義務づけ

(3) 人工妊娠中絶の対象者の一部変更

(4) 優生結婚相談所の義務に,「受胎調 

節に関する適正な方法の普及指導」を 

追加

(5) 強制優生手術を行うことができる疾 

患(別表)の整理・改正

【第3次改正】

・審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律 

昭26. 6.1 法174

・昭26. 6.1施行

都道府県優生保護審査会の構成委員の数 

を,「30人」から「25人」に改正

【第4次改正】

~優生保護法の一部を改正する法律 

昭27. 5.1? 法141

.昭27. 5. 2?施行

(1) 精神病者等以外のものについての人 

工妊娠中絶にかかる審査を廃止

(2) 受胎調節の実地指導を行える者を, 

医師及び都道府県の指定を受けたもの 

に限定

(3) 「優生結婚相談所」を「優生保護相 

談所」に名称を変更

(4) 罰則中科料の額の引上げ

【第5次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

(1) 都道府県優生保護審査会のなした優 

生保護をなすべきとする決定に対して 

不服のある者が中央優生保護審査会へ 

再審査の請求を行う場合には,都道府 

県優生保護審査会を経由して行うこと 

とした。

(2) 厚生大臣に優生保護相談所認可に取 

消権を附与

【第6次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭30. 8. 5 法127

・昭30. 8. 5 施行

(1) 受胎調節指導員は昭和35年7月31日 

までは厚生大臣の指定する医薬品に限 

り,薬事法の販売許可を受けることな 

く販売できることとした。

(2) 都道府県知事に受胎調節指導員の指 

定の取消権を附与

【第7次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭 35. 4. 2!法55

・昭35. 4.2!施行

(1) 優生手術にかかる費用について「都 

道府県が支弁・その費用は国庫負担」 

とした。

(2) 受胎調節指導員が薬事法上の販売許 

可を受けず指定医薬品を販売できる期 

限を「35年7月1日」から「40年7月 

1日」まで延長

【第8次改正】

,薬事法

昭35. 8.10 法145

・昭36. 2.1施行

条文整理

【第9次改正】

•行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 5.16 法140

・昭37.10.1施行

優生手術を受くべき旨の決定に対する不 

服は,専ら本法に規定された仕組みによ 

ってのみ争うことができるとしたこと

【第10次改正】

~優生保護法の一部を改正する法律 

昭4〇. 6.1! 法128

・昭4〇. 6.1! 施行

受胎調節指導員が薬事法上の販売許可を 

受けず指定医薬品を販売できる期限を

「40年7月31日」から「45年7月31日」 

まで延長

【第11次改正】

儒午可,認可等の整理に関する法律 

昭 42. 8.1法120

.昭42. &1施行

都道府県及び保健所設置市が優生保護相 

談所を設置する場合の,厚生大臣の承認 

を廃止

【第12次改正】

［優生保護法の一部を改正する法律
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! 昭 45. 5.18 法64
〔昭45. 5.18施行

受胎調節指導員が薬事法上の販売許可を 

受けず指定医薬品を販売できる期限を

「45年7月31日」から「50年7月31日」 

まで延長

【第13次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭 5〇. 6. 25 法44

・昭5〇. 6. 25施行

受胎調節指導員が薬事法上の販売許可を 

受けず指定医薬品を販売できる期限を

「50年7月31日」から「55年7月31日」 

まで延長

【第14次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭 55.11.6 法83

・昭55.11.6施行

受胎調節指導員が薬事法上の販売許可を 

受けず指定医薬品を販売できる期限を

「55年7月31日」から「60年7月31日」 

まで延長

【第15次改正】

•障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

・昭56. 5. 25施行

別表中「つんぼ」を「ろう」に改める。

【第16次改正】

'老人保健法

昭 57. 8.1? 法80 

.昭57. 8. 30施行

(1) 「中央優生保護審査会」を「公衆衛 

生審議会」に改め,それに伴い,用語

・規定の整理

(2) 科料の額の引上げ

【第17次改正】

•優生保護法の一部を改正する法律 

昭6〇. 6. 25 法72

・昭6〇. 6. 25施行

受胎調節指導員が薬事法上の販売許可を 

受けず指定医薬品を販売できる期限を

「60年7月31日」から「65年7月31日」 

まで延長

【第18次改正】

'精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

.昭63. 7.1施行

条文整理

鶴性病予防法

昭23. 7.15 法167
昭23. 9.1施行

【制定時】

(1) 目的(国民の性病を撲滅するため 

に,徹底的な治療と予防を図るととも 

に,国民に対する性病予防思想の普及 

を図る)

(2) 医師の届出義務

⑶健康診断

⑷性病病院,診療所の設置

等

【第1次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

一昭25. 4.1施行

都道府県知事の権限の一部を保健所設置 

市長へ委譲

【第2次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

地方公共団体の長に対する事務委任を法 

律又は政令で規定

【第3次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭 31.12.10 法170

・昭31.12.10施行

補助率の改正

【第4次改正】

'行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 5.16 法140

-昭37.10.1施行

条文整理

【第5次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭 37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

審査制度の整理

【第6次改正】

r性病予防法の一部を改正する法律 
I 昭41.7. 26 法134

L 昭41.7. 26,昭41.10.1 施行

(1) 性病患者の届出制度の簡素化

(2) 婚姻時及び妊娠時の健康診断の励行 

を図り,健康診断を義務づけているも 

のについての費用の公費負担化

【第7次改正】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

.昭57. 7. 23施行 

性病病院•性病診療所の必置規制の廃止

【第8次改正】

'地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

・昭6〇. 7.12 施行

都道府県が代用病院又は診療所をあてる 

場合,厚生大臣の承認を不必要とした。

【第9次改正】

•地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

・昭62. 4.1施行

性病の蔓延の場合における健康診断等に 

関する権限を都道府県知事から保健所設 

置市の長に委譲

❷国立病院特別会計法

昭 24. 6. 3 法190
昭24. 7.1施行

【制定時】

国立病院の円滑なる運営とその経理の適 

正を図るため国立病院の経理は特別会計 

により行うこととし,そのための基金, 

歳入及び歳出の項目,一時借入金,利益 

及び損失の処理,一般会計からの繰入等 

についての規定を設けたこと

【第1次改正】

~資金運用部資金法の施行に伴う関 

係法律の整理に関する法律

昭26. 3. 3!法102

.昭26. 4.1施行

条文整理

【第2次改正】

f国立病院特別会計法の一部を改正
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する法律

昭 36. 4.1法53

.昭36. 4.1施行

(1) 国立がんセンター経理を国立病院特 

別会計において行うこととしたこと

(2) 利益及び損失の処理,剰余金の積立 

て等の会計処理を適正合理化

【第3次改正】

•国立病院特別会計法の一部を改正 

する法律

昭38. 3. 30 法50

・昭38. 4.1施行

国立病院の施設費を支弁するため必要が 

あるときは,国立病院特別会計の負担に 

おいて,借入金をすることができること 

としたこと

【第4次改正】

国立病院特別会計法の一部を改正 

する法律

昭43. 4. 2? 法30

.昭43. 4.2?施行

(1) 国立療養所の経理を国立病院特別会 

計において行うこととしたこと

(2) 病院勘定と療養所勘定の間におい 

て,資産の所属を移すときは,無償で 

整理することができることとしたこと

【第5次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭52. 6.1法56

・昭52. 6.1施行

国立循環器病センター経理を国立病院特 

別会計において行うこととしたこと

【第6次改正】

•国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

・昭59. 7.1施行

条文整理

【第7次改正】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭61.5. 20 法52

-昭61.10.1施行

国立高度専門医療センターの経理を行う

勘定区分に関する条文整理 

曹一般会計と国立病院特別会計 
との間における国有財産の所 
属替又は所管換の無償整理に 
関する法律

昭25. 3. 7 法 8 
昭25. 4.1施行

【制定時】

旧陸海軍病院等のような施設で,医療施 

設の用に供するため取得した国有財産を 

国立病院として使用する場合等におい 

て,一般会計と国立病院特別会計との間 

において,当該財産について所属替又は 

所管換をしようとするときは,昭和25年 

度に限り,無償として整理することがで 

きることとした。

【廃止】

'大蔵省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 5. 22 法121

.昭29. 5. 22施行

廃止

够精神衛生法

昭 25. 5.1法123
昭25. 5.1施行

【改題】

「精神保健法」に改題〔第19次改正〕

【制定時】

精神障害者の医療及び保護の確保のた 

め,

(1) 精神病院の整備

(2) 精神鑑定医制度

⑶ 自傷他害のおそれのある精神障害者 

に対する知事による入院措置

(4)保護拘束制度

等

【第1次改正】

'精神衛生法の一部を改正する法律 

昭26. 3. 30 法 55

.昭26. 3.30施行

(1) 精神衛生審議会の臨時委員を認め 

る〇

(2) 検察官通報の追加

【第2次改正】

'法務府設置法等の一部を改正する 

法律

昭 27. 7. 3!法268

、昭27. &1施行

「矯正保護施設」「少年保護鑑別所」を

「矯正施設」「少年鑑別所」に名称変更

【第3次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

(1) 都道府県立精神病院,精神衛生相談 

所の廃止に当たって,厚生大臣の承認 

を義務づけ

(2) 厚生大臣による指定病院,精神衛生 

相談所の指定承認又は設置許可の取消 

規定の創設

【第4次改正】

•厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

国,都道府県,保健所設置市以外の者が 

精神衛生相談所を設置する場合の厚生大 

臣の許可の廃止

【第5次改正】

・警察法の施行に伴う関係法令の整 

理に関する法律

昭29. 6. 8 法163

・昭29. 7.1施行

(1) 「警察吏員」文言の削除(警察官へ 

の包含)

(2) 「警察官等職務執行法」を「警察官 

職務執行法」に変更

【第6次改正】

'精神衛生法の一部を改正する法律 

昭 29. 6.14 法179

-昭29. 6.14施行

(1) 非営利法人立の精神病院等に対する 

施設整備費・運営費国庫補助(1/2) 
の創設

(2) 覚せい剤,麻薬,あへんの慢性中毒 

者についての精神衛生法本則規定の準 

用

【第7次改正】

•婦人補導院法

昭33. 3. 25 法17

-昭33. 4.1施行

矯正施設の中に,婦人補導院を追加

【第8次改正】

~補助金等の臨時特例等に関する法 

律等の一部を改正する法律

昭34. 3. 3!法75

・昭34. 4.1施行
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精神衛生相談所にかかる施設整備国庫補 

助補助率を,1/2から1/3へ引下げ

【第9次改正】

［精神衛生法の一部を改正する法律 

昭36. 4.18 法66
L昭36.10.1施行

(1) 措置入院医療費の審査制度(診療方 

針については健保の例による)の創設 

及び社会保険診療報酬支払基金への審 

査事務の委託を創設

(2) 措置入院医療費の公費負担を国:都 

道府県=1/2 :1/2を8/10 : 2/1〇に変更

【第10次改正】

［行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161
［昭37.10.1施行

訴願法の定めによる訴願を廃止し,行政 

不服審査法一般の例によることとする。

【第11次改正】

•麻薬取締法等の一部を改正する法 

律

昭38. 6. 2! 法108
［昭38. 7.1!施行

麻薬・あへん慢性中毒患者にかかる精神 

衛生法の適用を排除

【第12次改正】

・精神衛生法の一部を改正する法律 

昭4〇. 6. 30 法139

昭4〇. 6. 30,昭40. 7. 20,昭4〇. 

.10-1施行

(1) 精神衛生相談所を精神衛生センター 

に変更

(2) 保護観察所長からの通報の制度化

(3) 入院措置解除にかかる規定の整備

(4) 通院公費負担医療制度の創設

(5) 保健所における精神衛生相談員にか 

かる規定の創設

(6) 保護拘束(私宅監置)制度の廃止

(7) 秘密保持規定の整備

【第13次改正】

.審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

一昭53. 5. 23,昭53.11.23 施行 

中央精神衛生審議会を廃止し,公衆衛生 

審議会(精神衛生部会)に併合

【第14次改正】

~老人保健法

昭57. 8.1? 法80

・昭58. 2.1施行

精神衛生法に基づいて給付される公費負 

担医療と調整が行われる給付に老人保健 

法によるものを追加

【第15次改正】

r国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

「国家公務員共済組合法」を「国家公務 

員等共済組合法」とするとともに,「公 

共企業体職員等共済組合法」文言を削除

【第16次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

・昭59.10.1施行

「日雇労働者健康保険法」の削除(健康 

保険法への包含)

【第17次改正】

'国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37

・昭60. 5.18施行

公費負担医療にかかる60年度における国 

の補助率を7/10(改正前8/10)に引下げ

【第18次改正】

■■国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46

-昭61.5. 8施行

国の補助率を61年度から63年度まで7/10 

とする。

【第19次改正】

•精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

昭63. 7.1,昭62. 9. 26 施行 

精神障害者の人権擁護とその社会復帰の 

促進を図るため,

(1)任意入院創設筹入院形態の見直し

⑵精神医療審査会,精神保健指定医の 

創設

⑶精神障害者社会復帰施設(生活訓練 

施設•授産施設)の法律上明記等の諸 

点を改正し法の名称を「精神保健 

法」と改称

・結核予防法

昭26. 3. 3!法96
昭26. 4.1,昭26.10.1施行

【制定時】

(1) 健康診断の対象者として新たに工 

場,事業場,学校,社会福祉施設等の 

集団生活者及び結核蔓延地区一般住民 

を加え対象者の範囲を拡大

(2) 30歳未満の国民及び集団生活者に結 

核予防接種を毎年定期に行う。

⑶結核患者の登録制度を設け,保健所 

職員による家庭訪問指導を行う。

⑷ 平等かつ他制度に優先する結核医療 

費公費負担制度を創設

⑸地方公共団体への結核療養所設置及 

び拡充勧告,公立及び非営利法人立療 

養所の設置拡充,運営経費に対し国庫 

補助する。

等

【第1次改正】

ア去務府設置法等の一部を改正する 

法律

昭27. 7. 3!法268

・昭27. 8.1施行

「矯正保護施設」を「矯正施設」に改正

【第2次改正】

~未帰還者留守家族等援護法

昭 28. 8.1法161

・昭28. 8.1施行

条文整理

【第3次改正】

一日雇労働者健康保険法

昭 28. & 14 法207

、昭28.11.1施行

第37条第1項中に「日雇労働者健康保険 

法」を追加

【第4次改正】

~市町村職員共済組合法

昭29. 7.1法204

.昭3〇.1.1施行

第37条第1項中に「市町村共済組合法」 

を追加

【第5次改正】

・結核予防法の一部を改正する法律 

昭30. 8.1法114

・昭3〇. 8.1施行

(1)市町村長の行う定期の健康診断の対 

象者を,小学校就学の始期に達しない 

者を除くすべての一般住民に拡大
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⑵定期の健康診断の回数を,一律に毎 

年1回としていたものを政令で定める 

こと

(3)病院の管理者に対し,結核患者が入 

院したとき所定の事項を保健所へ届け 

出るよう義務づけ

【第6次改正】

•公共企業体職員等共済組合法

昭 31.6. 6 法134

.昭31.7.1施行

第37条第1項中に「公共企業体職員等共 

済組合法」を追加

【第7次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148
.昭31.9.1施行

結核予防法中都道府県が処理することと 

されている事務又は都道府県知事の権限 

に属するものとされている事務で政令で 

定めるものにつき,指定都市又は指定都 

市の長に委譲

【第8次改正】

・身体障害者福祉法等の一部を改正 

する法律

昭 31.12. 20 法179

一昭31.12. 20 施行

新医療制度の実施に伴い,指定医療機関 

に薬局を追加

【第9次改正】

'結核予防法の一部を改正する法律 

昭32. 4.15 法63

・昭32. 4.15施行

健康診断,ツベルクリン反応検査及び予 

防接種に要する実費を,受診者又はその 

保護者から徴収しないこととした。

【第10次改正】

~学校保健法

昭33. 4.10 法56

.昭33. 6.1施行

学校の職員に対する定期の健康診断の実 

施義務者がその学校の設置者又は都道府 

県の教育委員会となったこと等に伴い,

(1) 学校の職員の定期健康診断の実施義 

務者を使用者とした。

(2) 他の法令による健康診断実施者が結 

核予防法による健康診断とみなされる 

健康診断を行った場合,その健康診断 

実施者は都道府県知事へ通報又は報告 

する。

(3)定期の予防接種の実施主体に,結核 

予防法による健康診断とみなされる他 

の法令による健康診断を行った者を含 

めた。

【第11次改正】

'国家公務員共済組合法 

昭 33. 5.1 法128

、昭33. 7.1施行

第37条第1項中に「国家公務員共済組合 

法」を追加

【第12次改正】

'国民健康保険法施行法 

昭33.12. 2? 法193

一昭34.1.1施行

(1) 診療報酬の基準は,新国民健康保険 

法によりすべて国民健康保険の例によ 

ることとした。

(2) 特別区がその行う事業の使用者又は 

その設置する学校若しくは施設の長が 

行う定期の健康診断に要する費用を支 

弁する義務を明確化

【第13次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭34. 3. 28 法53

・昭34. 4.1施行

結核予防法による医療費の公費負担が, 

児童福祉法の規定による療育の給付にっ 

いても優先することを規定

【第14次改正】

'結核予防法の一部を改正する法律 

昭36. 5. 26 法94

.昭36.10.1施行

(1) 従業禁止•命令入所患者の医療費は 

原則として公費負担優先

(2) 従業禁止•命令入所患者の医療費の 

国庫補助率は8/10

⑶ 療養費の支給に関する規定を整備

⑷指定医療機関の診療報酬は健康保険 

の診療報酬の例

(5)指定医療機関の診療報酬の審査規定 

及び厚生大臣の立入審査権を設置

⑹ 従業禁止•命令入所の実施の適正を 

期すため,結核診査協議会の意見を聴 

取

(7)登録に関する規定を整備

⑻ 登録患者等に対する精密検査規定及 

び国庫補助規定

【第15次改正】

'行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 5.16 法140

L昭37.10.1施行

結核予防法の規定による汚染物件の消 

毒,廃棄等によって通常生ずべき損失に 

対する補償金額の決定に対して不服があ 

る場合,その訴えの被告は都道府県又は 

政令市であることを明確化

【第16次改正】

•地方公務員共済組合法 

昭 37. 9. 8 法152

・昭37.12.1施行

第37条第1項中の「市町村職員共済組合 

法」を「地方公務員共済組合法」に改正

【第17次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161 

一昭37.10.1施行

都道府県知事が指定医療機関の診療内容 

及び診療報酬の請求の審査並びに指定医 

療機関の請求することができる診療報酬 

額の決定について,行政不服審査法によ 

る不服申立をすることができないことと 

した〇

【第18次改正】

・戦傷病者特別援護法

昭 38. 8. 3 法168 

、昭38.11.1施行

第34条第1項但書及び第35条第2項中 

「未帰還者留守家族等援護法」を「戦傷 

病者特別援護法」に改正

【第19次改正】

・地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭 39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

第37条第1項中「地方公務員共済組合 

法」を「地方公務員等共済組合法」に改 

正

【第20次改正】

・地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭 39. 7.1!法169

・昭40. 4.1施行

特別区を市とおおむね同様の取扱いをす 

ることになったことに伴い,

(1)特別区の一般住民に対する定期健康 

診断及び予防接種の実施者を保健所長 

から特別区長に改正

⑵特別区長が行う定期健康診断等に要 

する費用は特別区が支弁し,都及び国 

からそれぞれ1/3を補助

281



【第21次改正】

'労働安全衛生法 

昭47. 6. 8 法57

.昭47.10.1施行

「労働基準法」,「使用者」を「労働安全 

衛生法」,「事業者」に改正

【第22次改正】

•結核予防法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 20 法88
〔昭49. 6.20施行

(1) 定期の健康診断は,毎年行うことか 

ら政令で定める定期に行うことに改 

め,毎年2回行うことから15歳に達す 

る日の属する年度以前の定期において 

は1回行うことに改正

(2) 定期の健康診断を実施しなければな 

らない施設として新たに精神薄弱者更 

生施設,精神薄弱者授産施設,婦人保 

護施設を指定するとともに児童福祉施 

設の指定を解除

(3) 小学校就学前の者の定期の予防接種 

は毎年行うことから政令で定める定期 

に行うことに改正

(4) 結核予防法による医療の診療報酬の 

審査及び支払いに関する事務を新たに 

国民健康保険団体連合会等にも委託

【第23次改正】

•学校教育法の一部を改正する法律 

昭5〇. 7.1!法59

・昭51.1.1!施行

第4条第1項中「各種学校」を「専修学 

校及び各種学校」に改正

【第24次改正】

・予防接種法及び結核予防法の一部 

を改正する法律

昭51.6.19 法69

-昭52. 2.25施行

結核に対する予防接種を受けた者が,健 

康被害を生じた場合の救済措置について 

新たに規定を設置

【第25次改正】

・審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

.昭53. 5. 23施行

結核予防法第39条第2項中「結核予防審 

議会」を「公衆衛生審議会」に改め,結 

核予防審議会の設置にかかる規定を削除

【第26次改正】

［障害に関する用語の整理に関する
|法律

! 昭57. 7.16 法66
［昭57.10.1施行

同法により,結核予防法第21条の2第1 

項中「廃疾」を「障害」に改正

【第27次改正】

'老人保健法

昭 57. 8.1? 法80

.昭58. 2.1施行

第37条第1項及び第41条第4項の「社会 

保険各法」の次に「老人保健法」を追加

【第28次改正】

・国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82 

-昭59. 4.1施行

第37条第1項中「国家公務員共済組合 

法」を「国家公務員等共済組合法」に改 

め,「公共企業体職員等共済組合法」を 

削除

【第29次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭59. 8.14 法77 

・昭59.10.1施行

第37条第1項中の「日雇労働者健康保険 

法」を削除

【第30次改正】

・国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37

・昭6〇. 5.18施行

従来禁止,命令入所患者の医療費国庫負 

担率を昭和60年度に限り8/1〇から7/1〇に 

変更

【第31次改正】

•地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

.昭6〇. 7.12施行

結核診査協議会は各保健所に置くことを 

原則とするが,特例として2以上の保健 

所を設置する都道府県等においては,条 

例で定めるところにより,2以上の保健 

所について1の結核診査協議会を置くこ 

とができるものとした。

【第32次改正】

［国の補助金等の臨時特例等に関す

る法律

昭 61.5. 8 法46

・昭61.5. 8施行 

地方公共団体の事務又は事業として同化 

定着している定期健康診断にかかる補助 

金及び負担金を整理するとともに,地方 

公共団体の一般財源による措置への振替 

え

巒栄養改善法

昭27. 7. 3!法248
昭27. 7. 31,昭27.12.1施行

【制定時】

(1) 国民栄養調査の実施

(2) 栄養相談所及び栄養相談員の設置

⑶特殊栄養食品の標示制度

(4)栄養審議会の設置

【第1次改正】

'調理師法

昭33. 5.10 法147

・昭33.11.9施行

特定多数人に対して継続的に食事を供給 

する施設における調理は,栄養指導員の 

指導を受けている場合又は栄養士が置か 

れている場合にあっては,それらの者の 

栄養指導に従って行われなければならな 

い旨の規定の新設

【第2次改正】

ー栄養士法等の一部を改正する法律 

昭37. 9.13 法158

・昭39. 4.1施行

一定の集団給食施設における栄養士・管 

理栄養士の設置についての努力義務規定 

の新設

【第3次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

特殊栄養食品の検査及び収去についての 

再審査請求に関する規定の整備

【第4次改正】

~厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51 

-昭44.11.1施行

栄養審議会の所掌事務にかかる規定の整 

備
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法令改廃経過一覧

【第5次改正】

・各種手数料等の改定に関する法律 

昭53. 4. 24 法27

・昭53. 5.1施行

手数料の改定

【第6次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭53. 5. 23 法54

.昭53. 5.23施行 

保健所を設置する市についても国民栄養 

調査の執行に関する事務を行わせること

【第7次改正】

・審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

・昭53. 5. 23施行 

公衆衛生審議会の設置に伴う栄養審議会 

の廃止

【第8次改正】

'各種手数料等の改定に関する法律 

昭56. 5.19 法45

・昭56. 6.1施行

手数料の改定

【第9次改正】

'外国事業者による型式承認等の取 

得の円滑化のための関係法律の一 

部を改正する法律

昭58. 5. 25 法57

.昭58. 8.1施行

本邦において販売に供する食品につき, 

外国において特殊栄養食品の標示をする 

場合についての規定の新設

【第10次改正］

・各種手数料等の額の改定及び規定 

の合理化に関する法律

昭59. 5.1法23

・昭59. 5. 2!施行 

手数料の政令規定化

【第11次改正】

•栄養士法及び栄養改善法の一部を 

改正する法律

昭60. 6. 25 法73

.昭62. 4.1施行

一定の集団給食施設における管理栄養士 

の必置義務規定の新設

❺国立病院特別会計所属の資産 
の譲渡等に関する特別措置法

昭27. 8. 25 法311
昭27. 8.25施行

【制定時】

国立病院を地方公共団体等に移譲するた 

め,

(1)国立病院の用に供されている国有財 

産について時価の7割引きで地方公共 

団体等に譲渡することができる等国有 

財産等の譲渡の特例を設けたこと

⑵物納等資産の納付方法についての特 

例を設けたこと

等

【第1次改正】

•国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

・昭59. 7.1施行

条文整理

【廃止】

~国立病院等の再編成に伴う特別措 

置に関する法律

昭 62.10.1? 法106

・昭62.10.1?施行

廃止

够らい予防法

昭 28. 8.15 法214
昭28. 8.15施行

【制定時】

⑴ 勧奨入所を原則とし,目的を達しが 

たい場合のみ入所を命じ,又は直接入 

所させること

(2)入所患者の外出制限に関すること

⑶義務教育,更生指導等の必要な措置 

を講じること

⑷ 未感染児童の福祉に関すること

等

【第］やE］

'らい予防法の一部を改正する法律 

昭29. 4. 2? 法77

・昭29. 4.2?施行

入所患者の生活困窮家族の援護制度の確 

立

【第2次改正】

〔行政事件訴訟法の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律

昭37. 5.16 法140 

・昭37.10.1施行

物件の消毒廃棄等で補償する金額に不服 

がある場合裁判所に訴えることができる 

が,その場合の被告は都道府県とするこ 

と

【第3次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

「訴願」を「審査請求」に改正

❹原子爆弾被爆者の医療等に関 
する法律

昭32. 3. 3!法41
昭32. 4.1施行

【制定時】

⑴被爆者の定義

(2) 被爆者健康手帳の交付

(3) 健康診断の実施

(4) 認定被爆者に医療の給付

【第1次改正】

.原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律の一部を改正する法律 

昭35. & 1法136

・昭35. 8.1施行

(1) 特別被爆者制度の創設

特別被爆者の一般疾病医療費の自己負 

担部分を国庫負担

(2) 医療手当の支給

① 通院4日以上,入院14日以上:月 

額2, 000円

② 通院4日未満,入院14日未満:月 

額1,000円

【第2次改正】

•地方公務員共済組合法 

昭37. 9. 8 法152

-昭37.12.1 施行

一般疾病医療費支給制度との支給調整対 

象法律に同法を追加

【第3次改正】

,行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

被爆者健康手帳の交付に関する処分にか 

かる再審査請求手続きを規定
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【第4次改正】

•地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭 39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

条文整理

【第5次改正】

~原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律の一部を改正する法律 

昭 4〇. 5. 28 法88

.昭4〇. 5. 28施行 

医療手当の額の定めを政令事項化

【第6次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律

昭43. 5. 20 法53

.昭43. 9.1施行

医療手当支給制度を原爆特別措置法に移 

行

【第7次改正】

'原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法^:及び原子爆弾被爆者に対する 

特別措置に関する法律の一部を改 

正する法律

昭 49. 6.1? 法86

、昭49.10.1施行

（1） 特別被爆者制度廃止:一般疾病医療 

費の支給を全被爆者に拡大

（2） 健康診断特例区域の新設（当該区域 

の住民を健康診断については,被爆者 

とみなす）

【第8次改正】

•審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

・昭53. 5.23施行 

原子爆弾被爆者医療審議会に関する規定 

の整理

【第9次改正】

~日本学校健康会法

昭57. 6. 22 法63

・昭57. 7.26施行

一般疾病医療費支給制度との支給調整対 

象法律に同法を追加

【第10次改正】

・老人保健法

昭57. 8.1? 法80

.昭58. 2.1施行

一般疾病医療費の支給制度との支給調整 

対象法律に同法を追加

【第11次改正】

・国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

・昭59. 7.1施行

条文整理

【第12次改正】

・国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 5& 12. 3 法82

、昭59. 4.1施行

条文整理

【第13次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

-昭59.10.1施行

一般疾病医療費の支給制度との支給調整 

対象法律から日雇健保法を除外

【第14次改正】

~日本体育・学校健康センター法 

昭 6〇.12. 6 法92

・昭61.3.1施行

条文整理

轄角膜移植に関する法律

昭33. 4.1? 法64 
昭33. 7.16施行

【制定時】

角膜移植術による視力障害者の視力の回 

復に資するため,死休から眼球を摘出す 

ること等につき必要な事項を規定（特に 

死体から眼球を摘出することは形式的に 

死体損壊罪に抵触するおそれがあるた 

め,死体から適正な眼球の摘出について 

死体損壊罪の違法性を阻却するためこの 

法律が制定された）

【廃止】

•角膜及び腎臓の移植に関する法律 

昭54.12.18 法 63

・昭55. 3.18 施行

廃止

❷調理師法

昭33. 5.10 法147
昭33.11.9施行

【制定時】

都道府県知事の免許を受けた調理師でな 

ければ調理師又はこれに紛らわしい名称 

を用いてはならないこととし,その免許 

の要件,取消理由等を規定

【第1次改正】

・調理師法の一部を改正する法律 

昭56. 6. 20 法89

・昭56. 6.20施行

（1） 調理師設置についての努力義務規定 

の新設

（2） 調理技術審査（専門調理師制度）の 

創設

【第2次改正】

~地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

・昭62.10.1施行

都道府県知事が行う調理師免許取得のた 

めの講習を廃止するとともに,都道府県 

知事は,厚生大臣の指定する者に調理師 

試験の実施に関する事務を行わせること 

ができることとした。

❸原子爆弾被爆者に対する特別 
措置に関する法律

昭43. 5. 20 法53
昭43. 9.1施行

【制定時】

（1）特別手当の支給（月額!〇, 000W）

⑵ 健康管理手当の支給（月額3,000旧）

⑶ 介護手当の支給（日額300円）

⑷ 医療手当の支給（政令で定める額: 

5,000円,3, 000円）

【第1次改正】

・原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭44. 7. 25 法65

・昭44. 7. 25施行

葬祭料新設（1件10,000R）

【第2次改正】

［原子爆弾被爆者に対する特別措置 

!に関する法律の一部を改正する法
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律

昭46. 3. 30 法12

・昭46. 4.1施行

健康管理手当の年齢制限緩和(60歳以 

±)

【第3次改正】

.原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭47. 5. 29 法40

・昭47. 5. 29施行

(1) 健康管理手当の年齢制限緩和(55歳 

以上)

(2) 健康管理手当の額の引上げ(月額

4, 000円)

【第4次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭48. 7. 3 法43

.昭48.10.1施行

(1)健康管理手当の年齢制限緩和(50歳 

以上)

⑵特別手当の額の引上げ(月額11,000 

R)

(3) 健康管理手当の額の引上げ(月額

5, 000円)

【第5次改正】

・原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律及び原子爆弾被爆者に対する 

特別措置に関する法律の一部を改 

正する法律

昭 49. 6.1? 法86

・昭49.10.1,昭49. 9.1施行

(1) 特別手当を2本立化

① 認定疾病患者:月額15,000旧

② 認定疾病治癒者:月額7,500円

(2) 健康管理手当の年齢制限緩和(45歳 

以上)

(3) 健康管理手当の額の引上げ(月額 

7, 500円)

(4) 介護手当,健康管理手当の支給対象 

を全被爆者に拡大

【第6次改正】

・原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭5〇. 7. 8 法55

.昭5〇.10.1施行

(1)健康管理手当の年齢要件を廃止

⑵ 保健手当新設(月額6,000円)

⑶ 家族介護手当新設(月額4,000円)

(4)特別手当の額の引上げ

【第7次改正】

.原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法61

.昭51.10.1施行

各種手当の額の引上げ

【第8次改正】

・原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭52. 5. 3!法51

・昭52. 8.1施行

各種手当の額の引上げ

【第9次改正】

~原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭53. 6. 20 法77

・昭53. 8.1施行

各種手当の額の引上げ

【第10次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 29 法37

・昭54. &1施行

各種手当の額の引上げ

【第11次改正】

・原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭55. 5.16 法49

・昭55. 8.1施行

各種手当の額の引上げ

【第12次改正】

~原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 56. 6. 9 法70

・昭56. 8.1施行

(1) 医療特別手当新設(特別手当の一部 

と医療手当を統合:月額98, 000旧)

(2) 原子爆弾小頭症手当新設(月額33, 6 

00R)

(3) 保健手当を2本立て

① 孤老,障害者:月額24,000円

② その他:月額12,000円

(4) 医療手当の廃止

【第13次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭57. 8.10 法74

・昭57. 9.1施行

各種手当の額の引上げ

【第14次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.10 法66

・昭59. 8.10施行

各種手当の額の引上げ

【第15次改正】

•原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 6.14 法61

-昭6〇. 6.14施行

各種手当の額の引上げ

【第16次改正】

'原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭61.5. 23 法58

.昭61.5.23施行

各種手当の額の引上げ

【第17次改正】

ー原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭62. 6. 2 法45

・昭62. 6. 2 施行

各種手当の額の引上げ

爾角膜及び腎臓の移植に関する 
法律

昭54.12.18 法 63
昭55. 3.18施行

【制定時】

角膜移植術による視力障害者の視力の回 

復及び腎臓移植術による腎臓機能障害者 

に対する腎臓機能の付与に資するため, 

死体から眼球又は腎臓を摘出すること等 

につき必要な事項を規定
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够老人保健法

昭57. 8.1? 法80
昭58. 2.1,昭57. 9.10,昭57. 8.30 
羸行

【制定時】

(1) 老人医療に外来1月400円,入院1 

日300円(2か月限り)の自己負担の 

導入

(2) 医療給付費の70%を保険者から拠出 

させ20%を国庫負担,10%を地方公共 

団体負担とする。

(3) 疾病予防からリハビリまでの総合的 

な保健サービスを提供する保健事業の 

実施

【第1次改正】

•国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭58.12. 2 法78

.昭59. 7.1施行

国家行政組織法の一部を改正する法律の 

施行に伴い所要の規定の整理を行うもの

【第2次改正】

•国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改疋する法律

| 昭58.12. 3 法82
〔昭59. 4.1施行 

同法の施行に伴い所要の規定の整理を行 

うもの

【第3次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

.昭59.10.1施行

同法の施行に伴い所要の規定の整備を行 

うもの

【第4次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 5.1法 34

.昭61.4.1施行

同法の施行に伴い所要の規定の整備を行 

うもの

【第5次改正】

•国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46

・昭61.5. 8施行

医療に関する事務の執行に要する費用に 

かかる負担金を整理し,市町村の一般財 

源による措置への振替えを行うこと

【第6次改正】

~老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭61.12. 22 法106

昭 62.1.1,昭 61.12. 22,昭 63.

.1.20,昭63. 4.1 施行

(1) 一部負担金の引上げ

外来1月400円-*800円

入院1日300円(2か月限度)->400円 

(限度なし。ただし低所得者は300円, 

2か月限度)

(2) 加入者按分率の引上げ

昭和61年度80%

昭和62年度から64年度90%

昭和65年度以降100%

(3) 老人保健施設の創設

(4) 特定療養費制度の導入

❹国立病院等の再編成に伴う特 
別措置に関する法律

昭 62.10.1? 法106
昭62.10.1? 施行

【制定時】

国立病院等の再編成の円滑な実施を図る 

等のため,国立病院等の資産の譲渡価格 

の割引及び運営費の助成等所要の措置に 

ついて規定

3生活衛生

鑽墓地及埋葬取締規則

明17.10. 4 太布達25
布達の各府県到達後原則として7日後 
施行_________________________________

【制定時】

(1) 墓地及び火葬場は管轄庁が許可した 

区域に限り,すべて所轄警察署の取締 

りを受けること

(2) 埋火葬は死後24時間経過後行いうる 

ものとし,区長若しくは戸長の認許を 

受けること

⑶碑表を建設する場合には,所轄警察 

署の許可を受けること

【第1次改正】

日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部を改正する法律 

昭22.12. 29 法244

・昭22.12. 29施行

法律と同一の効力を有するものとされ 

た〇

【廃止】

•墓地,埋葬等に関する法律

昭23. 5. 3!法48

.昭23. 6.1施行

廃止

鬱墓地及埋葬取締規則違背者ハ 
違警罪ヲ以テ処分

明17.10. 4 太達82
萝の各府県到達後原則として7日後 施

【制定時】

墓地及埋葬取締規則違反者は,違警罪を 

もって処分すること

【第1次改正】

［日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部を改正する法律 

昭22.12. 29 法244

.昭22.12. 29施行 

法律と同一の効力を有するものとされ 

た〇

【廃止】

~墓地,埋葬等に関する法律

昭23. 5. 3!法48

、昭23. 6.1施行 

廃止

魁水道条例

明23. 2.13 法 9
官報の各府県到達後原則として7日後 
施行 ________________________________

【制定時】

(1)水道は市町村だけが布設できること
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⑵ 水道を布設するときは,地方長官を 

経由して内務大臣の許可を受けなけれ 

ばならないこと

⑶ 水道用地については,国税及び地方 

税を免除

(4) 水道用地に必要な官有地の払下げ又 

は貸付

(5) 地方長官の水道工事,水質,水量の 

検査改良命令

【第1次改正】

'水道条例中改正法律

明44. 3. 29 法43

.明44. 3.29施行

土地開発のために水道を布設する場合で 

あって,市町村に資力がないときに限 

り,原資償却を目的とする市町村以外の 

企業者にも水道を布設経営すZことを認 

めること

【第2次改正】

・水道条例中改正法律

大 2. 4. 9 法15

・大2. 4. 29以降施行

(1) 土地開発のためでなくても市町村に 

資力がない場合には,市町村以外の企 

業者にも水道を布設経営することを認 

めること

(2) 地方長官は,必要があると認めると 

きは,水道布設者が履行すべき事項 

を,水道布設者の費用負担で施行する 

ことができること

⑶ 内務大臣の市町村に対する水道の布

【第3次改正】

~水道条例中改正法律

大10. 4. 9 法56

・大10. 8.1施行

内務大臣の職権の一部の地方長官委任 

(給水人口1万人以下の水道の布設及び 

工費3万円以下の増改築工事で基本計画 

に変更のないものの認許可)

【第4次改正】

'内務省官制等廃止に伴う法令の整 

理に関する法律

昭22.12. 26 法239

・昭23.1.1施行

内務省の廃止に伴い内務大臣の認可を主 

務大臣の認可に改正

【第5次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

| 昭28. 8.15 法213
〔昭28. 9.1施行 

水道布設命令手続きの政令委任

【廃止】

•水道法

昭32. 6.15 法177

・昭32.12.14 施行 

廃止

鞠飲食物其ノ他ノ物品取締二関 
スル法律

明33. 2. 24 法15
明33. 4.1施行

【制定時】

(1) 従前の一般的な処罰法,地方での条 

例等の取締りでは不十分であるとして 

食品衛生の基本法たる本法が制定され 

た〇

(2) 販売の用に供する飲食物等について 

衛生上危害を生ずるおそれのあるもの 

の製造,販売等の禁止

⑶販売の用に供する飲食物等について 

の収去権及びそれらを製造する場所へ 

の立入検査権等

【廃止】

食品衛生法

昭22.12. 24 法233

-昭23.1.1施行

廃止

霸汚物掃除法

明 33. 3. 7 法31
明33. 4.1施行

【制定時】

(1) 汚物の定義(塵芥,汚泥,汚水及び

し尿)

(2) 市内の土地の所有者,使用者又は占

有者及び市を掃除義務者と規定

(3) 各種汚物について掃除方法を定め, 

殊に市の運搬処分を規定

(4) 市は汚物掃除の施行及び実況を監督

させるために必要な吏員を設置

⑸ 汚物の不法投棄に対する罰則

【第1次改正】

,汚物掃除法中改正

昭 5. 5.19 法 8

・昭5. 6. 8以降施行

市は汚物処理について命令の定めるとこ 

ろにより,手数料又は使用料を掃除義務 

者より徴収できることとしたこと

【廃止】

"清掃法

昭29. 4. 22 法72

.昭29. 7.1施行

廃止

㉚下水道法

明 33. 3. 7 法32
明33. 4.1施行

【制定時】

(1) 目的(土地の清麋を保つこと)

(2) 市町村の下水道築造に関する内務大 

臣の認可

(3) 下水道を使用する場合に,汚水又は 

雨水を疎通するため必要があるときは 

他人の土地又は工作物を使用しうるこ 

と

【第1次改正】

・内務省官制等廃止に伴う法令の整 

理に関する法律

昭22.12. 26 法239

・昭23.1.1施行

内務省の廃止に伴い内務大臣の認可を主 

務大臣の認可に改正

【第2次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

(1)下水道等の状況を監視するため私人 

の土地に立ち入ることのできる市町村 

の吏員に関して必要な事項の政令規定

⑵ 水道築造命令手続きの政令委任

【第3次改正】

一清掃法

昭29. 4. 22 法72

・昭29. 7.1施行

命令で定める種類の増改築工事だけでな 

く,命令で定める種類の新築工事を市町 

村が行うに当たっても,主務大臣の認可 

は不要とすること

【廃止】

~下水道法

昭33. 4. 24 法79

・昭34. 4.23施行
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廃止 ⑵牛乳練乳の比重,脂肪量等成分規 

格を規定

(3) 搾乳の禁止される牛の疾病等を規定

(4) 販売等の禁止される牛乳及び乳製品 

を規定

(5) 牛乳等である旨の表示の義務づけと 

虚偽表示の禁止

(6) 営業者の牛乳等の取扱場所の衛生保 

持を義務づけ

(7) 営業者に伝染病罹患牛の隔離を義務 

づけ

(8) 牛舎,牛乳搾取,乳製品製造場所の 

構造設備,管理方法は地方長官が定め 

ることとした。

【第1次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

明39. 6. 6 内令7

.明39. 6. 6施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したときも処罰 

を免れないこと,法人の両罰規定を設け 

たこと等,罰則を強化

【第2次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

明43. 5. 6 内令17

、明43. 5. 6施行

(1) 孚L製品に脱脂練乳を追加

(2) 全乳の乳脂肪分等の規定の改正等牛 

乳,乳製品の規格を一部改正

【第3次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

大6.12.2!内令17

、大7. 3.1施行

全乳の乳脂肪分の規定を改正

【第4次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

昭8.10. 3!内令37

、昭9. 5.1施行

同省令により全面改正

じ,容器等に対しても原則として使用 

することを禁止

(3)第1種については,化粧品,歯磨, 

玩具,容器,包装への使用を原則とし 

て禁止

⑷地方長官の立入検査,営業停止,収 

去等の権限を規定

【第1次改正】

~有害性著色料取締規則中改正 

明37. 7. 26 内令12

官報の各府県到達後原則として7 

、日後施行

(1) 従前,第1種として指定されていた 

物質の化合物も,第1種として規制

(2) 第2種の物質である銅及び銅化合物 

等を,野菜果実類の貯蔵品及び昆布に 

使用することを認め,その使用基準を 

制定

【第2次改正】

~有害性著色料取締規則中改正

明39. 6. 6内令8 

官報の各府県到達後原則として7

・日後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第3次改正】

・有害性著色料取締規則中改正

明42.1.16内令1

、明42. 2. 5以降施行

(1) 化粧品,歯磨,玩具への第1種物質 

の使用禁止の例外として,ワニスを塗 

布した酸化鉛,亜鉛化合物等を追加

(2) 酸化亜鉛又は硫化亜鉛について,ワ 

ニスを塗布する等の処置をしている場 

合以外は玩具への使用を禁止

【第4次改正】

~有害性著色料取締規則中改正 

大2. 7. 26 内令12

、大2・8.15以降施行

銅及び銅化合物について,昆布に使用す 

る際の使用基準を緩和

【第5次改正】

「有害性著色料取締規則中改正

昭5.10. 22内令30

・昭5.11.11以降施行

(1)化粧品,歯磨,玩具への第1種物質 

の使用禁止の例外として,ワニス若し 

くは,セルロイドを塗布する等の処置

觀飲食物其ノ他ノ物品取締二関 
スル法律施行ニ関スル件

明33. 3. 2?内令10
明33. 4. 6施行

【制定時】

(1) 警視総監,北海道庁長官,府県知事 

が「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル 

法律」の行政庁に属する権限を行うこ 

ととした。また,軽易の職権につき警 

察官署に委任できることとした。

(2) 職権行使の際の制服着用又は証票の 

携帯を規定

(3) 物品を収去する場合の証書交付等を 

規定

【第1次改正】

-飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル 

法律施行ニ関スル件中改正

昭5.10. 28 内令32

・昭5.11.17以降 施行

証票中,表の記載を「飲食物監視員之 

証」から「衛生上有害物品監視員之証」 

に改正

【第2次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

.昭17.11.1施行

東京府知事においても,行政庁に属する 

権限を行使できることとした。

【廃止】

■・飲食物その他の物品取締に関する 

法律及び有毒飲食物等取締令の施 

行に関する件

昭22. 4. 30厚令10

・昭22. 5. 3 施行

廃止

・牛乳営業取締規則

明33. 4. 7 内令15
明33. 7.1施行

・有害性著色料取締規則

明33. 4.17内令17
明33. 7.1施行

【制定時】

(1)牛乳(全乳,脱脂乳)の搾取又は乳 

製品(練乳,粉乳)の製造を行う営業 

者は,地方長官の認可を必要とするこ 

と

【制定時】

(1)有害性着色料として,第1種,第2 

種の2種類に分けて物質を指定(第1 

種15種類,第2種12種類)

⑵両種とも飲食物に使用することを禁
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をした安知母紐,鉛及び両者の合金を 

追加

(2)化粧品への鉛白の使用を昭和9年12 

月31日より禁止

【第6次改正】

•有害性著色料取締規則中改正

昭9.12. 8内令35

・昭9.12. 28以降 施行 

化粧品への鉛白の使用の禁止を定めた規 

定の適用期日を昭和9年12月31日から昭 

和10年12月31日に変更

【第7次改正】

庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総 

監が行うとした規定を削除

【第8次改正】

~阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

、昭22. 5. 3 施行 

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

够清涼飲料水営業取締規則

明33. 6. 5 内令30
明33. 9.1,明33. 7.1施行

【制定時】

(1) 清涼飲料水の製造に関する地方長官 

の許可制

(2) 銅等の容器等の使用の禁止

(3) 清涼飲料水の製造等にタール色素等 

の使用の禁止

⑷混濁したもの,ひ素等を含むものの 

販売等の禁止

(5) 製造者の製造者名,製造年月日等の 

表示義務

(6) 清涼飲料水の取扱い場所を清潔にす 

ること等

(7) 地方長官の収去,立入検査権限 

等を規定

【第1次改正】

~清涼飲料水営業取締規則中改正 

明39. 6. 6内令9

官報の各府県到達後原則として7 

・日後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第2次改正】

-清涼飲料水営業取締規則中改正 

明43. 7.15内令26

、明43. 7.15施行

(1) タール色素であっても地方長官の許 

可を受けたものは使用,販売等ができ 

ることとした。

(2) 従来の沈澱物に加え,固形の夾雑物 

を含むものも,販売等を禁止

⑶従来のサッカリンに加え,それ以外 

,の人工甘味質についても使用,販売等 

を禁止

(4)地方長官の許可により,表示義務の 

免除を認めるとともに,タール色素を 

含有するものについては人工着色の文 

字を明記

【第3次改正】

~清涼飲料水営業取締規則中改正 

大12. 3. 7内令7

、大12. 4. ?施行

果実汁,果実蜜等を清凉飲料水として規 

制対象に追加

【第4次改正】

~清凉飲料水営業取締規則中改正 

昭7. 7. 23内令29

・昭7.11.1施行

牛乳又は乳製品を原料とする酸性飲料及 

び内務大臣の指定する飲料を清涼飲料水 

として規制対象に追加

【第5次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において,地方長官の職務は,警 

視総監が行うとした規定を削除

【第6次改正】

~人工甘味質取締規則中改正

昭21.5.1!厚令19

、昭21.5.1!施行

規制対象から溶性サッカリンを除外

【第7次改正】

~人工甘味質取締規則中改正 

昭21.7. 4厚令29

、昭21.7. 4施行

規制対象からズルチンを除外

【第8次改正】

~阿片法施行規則等の一部改正 

昭22. 5. 2 厚令14

、昭22. 5. 3 施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

㉚氷雪営業取締規則

明33. 7. 3内令37
明33. 8.1,明35.1.1施行

【制定時】

(1) 氷雪営業について地方長官の認可制 

導入

(2) 氷雪の融解水の基準を定めることと 

し,それに適合しないものについては 

販売等を禁止

(3) 地方長官の融解水の基準に合わない 

氷雪を販売した営業者に対する営業の 

禁止権限,収去権限,立入検査権限等 

を規定

【第1次改正】

-氷雪営業取締規則中改正

明39. 6. 6 内令10

官報の各府県到達後原則として7 

、日後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第2次改正】

~氷雪営業取締規則中改正

大1.11.16内令14

、大1.11.16施行

氷雪の卸売をしようとする者の認可権者 

を地方長官から警察官署に変更
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【第3次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総 

監が行うとした規定を削除

【第4次改正】

~飲食物その他の物品取締に関する 

法律及び有害飲食物等取締令の施 

行に関する件

昭22. 4. 30厚令10

、昭22. 5. 3施行

氷雪の卸売をしようとする者の認可権者 

を地方長官に変更

【第5次改正】

邛可片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

・昭22. 5. 3施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

耀飲食物用器具取締規則

明 33.12.1? 内令 50
明34. 4.1施行

【制定時】

(1) 鉛を含有する飲食物用器具の製造等 

の禁止

(2) 鉛合金等による飲食物用器具のメッ 

キ等の禁止

(3) ほうろう又は釉薬を施したものにっ

いてひ素,鉛の溶出規格を設定

(4) 哺乳器の鉛等を含むゴムによる製造 

の禁止

⑸ 銅等で製造した器具でメッキのはが

れたもの等の使用を禁止

(6)地方長官の製造禁止処分権限,収

去,立入検查権限等を規定

【第1次改正】

~飲食物用器具取締規則中改正

明39. 6. 6内令11

官報の各府県到達後原則として7

Lb後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第2次改正】

~飲食物用器具取締規則中改正

明42.12.!内令24

一明43. 4.1施行

営業者が,金属性飲食物用器具を製造又 

は輸入したとき,自己にかかわったこと 

を証明する商号等を標示することを義務 

づけ,それがない者は販売等を禁止

【第3次改正】

~飲食物用器具取締規則中改正 

昭11.7. 23 内令25

、昭11.7. 23施行

(1) ほうろう又は釉薬を施したもののう 

ち地方長官が許可した方法により非煮 

沸用器具に施した上絵については規制 

を緩和

(2) 調整器で,銅等の剝削されやすいも 

のの使用禁止

【第4次改正】

~飲食物用器具取締規則中改正 

昭14. 5.1?厚令11

、昭14. 5.1?施行

缶詰のメッキに関して,従来は50%以上 

の鉛合金の使用が禁止されていたものを 

60%以上に引上げ

【第5次改正】

•庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総 

監が行うとした規定を削除

【第6次改正】

~阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

、昭22. 5. 3施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

巒人工甘味質取締規則

明34.10.16 内令 31
明35.10.1施行

【制定時】

(1) サッカリン等の人工甘味質の飲食物 

への使用を禁止

(2) 医師の証明がある者についてのみ, 

地方長官の許可を受けて,治療目的に 

供する飲食物への人工甘味料を使用す 

ることができるとした。この場合,当 

該飲食物の容器等にその旨を表示する 

こととした。

(3) 地方長官の立入検査,営業停止,収 

去等の権限を規定

【第1次改正】

~人工甘味質取締規則中改正 

明39. 6. 6 内令12 

官報の各府県到達後原則として7

・日後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第2次改正】

~人工甘味質取締規則中改正 

昭3. 6.12内令21

、昭3. 6.12施行

治療目的に供する飲食物への人工甘味質 

の使用の許可制を廃し,地方長官への届 

出制に簡素化

【第3次改正】

■■人工甘味質取締規則中改正 

昭16. 8. 4 厚令39

、昭16. 8. 5施行

飲食物への人工甘味質の使用禁止の例外 

として,たくあん漬への使用を認め,そ 

の使用基準を制定

【第4次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51 

、昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総 

監が行うとした規定を削除
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【第5次改正】

~人工甘味質取締規則中改正 

昭21.5.1!厚令19

・昭21.5.1!施行

(1) 人工甘味質の定義を「甘味ヲ有スル 

化学的合成品」に改正

(2) 飲食の用に供することを目的とする 

人工甘味質は販売又は販売の目的をも 

って陳歹IJ,貯蔵してはならないことと 

した〇

(3) 溶性サッカリンの使用認可

【第6次改正】

~人工甘味質取締規則中改正

昭21.7. 4 厚令29

、昭21.7. 4施行

ズルチンの使用認可

【第7次改正】

~阿片法施行規則等の一部改正 

昭22. 5. 2 厚令14

・昭22. 5. 3施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主 

家族を削除

【廃止】

•・食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

題飲食物防腐剤取締規則

明36. 9.28 内令10
明37.10.1施行 

【制定時】

(1)防腐剤として9品目及びこれらのー 

部の化合物並びにそれらの含有物の飲 

食物への使用を禁止し,これに違反し 

た飲食物の販売及び販売を目的とした 

陳列,貯蔵を禁止

⑵ 上記物質について,飲食物の防腐用 

として,製造,販売,貯蔵することを 

禁止

(3) 地方長官の立入検査,営業停止,収 

去等の権限について規定

(4) 清酒,魚介,獣肉については,施行 

日より7年間は,一定の場合に特定の 

防腐剤の使用を認めた。

【第1次改正】

「飲食物防腐剤取締規則中改正
I 明37.12. 7 内令16

L明37.12. ?施行

(1) 規制対象の防腐剤を,従前の9品目 

及びその化合物並びにそれらの含有物 

とした〇

(2) ヘキサメチレンテトラアミンを使用 

した飲食物について,経過規定を設 

け,明治38年9月30日まで,販売,販 

売目的の陳列,貯蔵を認めた。

【第2次改正】

・飲食物防腐剤取締規則中改正 

明39. 6. 6内令13 

官報の各府県到達後原則として? 

・日後施行

処罰すべき営業者が未成年者等である場 

合,法定代理人に罰則を適用すること, 

営業者は従業員等が違反したとき処罰を 

免れないこと,法人の両罰規定を設けた 

こと等,罰則を強化

【第3次改正】

~飲食物防腐剤取締規則中改正 

大4.10. 30内令15

.大4.11.19以降施行

規制対象の防腐剤として,新たに5品目 

及びその化合物並びにそれらの含有物を 

追加

【廃止】

•・飲食物防腐剤,漂白剤取締規則 

昭3. 6.15内令22

一昭3. 7. 5施行

廃止

觴屠場法

明39. 4.1!法32
明39. 7.1施行

【制定時】

(1) と場の設置規制(地方長官の許可 

制)

(2) と場以外で食用に供する目的で獣畜 

をと殺•解体することを禁止

(3) 獣畜の生体検査及び解体後検査の義 

務づけ

(4) と場にはと畜検査のための必要な設 

備の設置義務づけ

⑸ 内務大臣の市町村立と場の設置を命 

令

⑹ 市町村立と場の用地に必要な国有地 

の市町村譲与

(7)地方長官のと場の廃停止処分権限 

等を規定

【第1次改正】

■■民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【第2次改正】

・入ト獣処理場等に関する法律

昭23. 7.12 法140

、昭23. 7.15施行

(1) 対象動物を牛,羊,豚及び馬から 

牛,緬羊,山羊,豚及び馬に改正

(2) 地方長官を都道府県知事に改正

(3) 解体後検査の対象を獣畜のすべての 

部分に拡大

【第3次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

と畜検査員を都道府県及び保健所設置市 

に設置

【廃止】、

畜場法

昭28. 8.1法114

、昭28. 8.1施行

廃止

够メチールアルコホル(木精) 
取締規則

明45. 5. 28内令8
明45. 6.17以降施行

【制定時】

(1) メチルアルコールを含有する飲食物 

の販売等を禁止

(2) メチルアルコールに関する表示を義 

務づけ

⑶ メチルアルコールの製造者等の帳簿 

作成等を義務づけ

(4)地方長官の収去,立入検査権限等を 

規定

【第1次改正】

•庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1 厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総
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監が行うとした規定の削除

【第2次改正】

邛可片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14

、昭22. 5. 3 施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

・昭23.1.1施行

廃止

參食肉輸移入取締規則

昭2.1.20内令4
昭2. 5. ] _施行_____________________

【制定時】

日本に食肉を輸移入する場合は,輸出国 

又は移出国官憲発行のと畜検査を行った 

旨の証明書等が添付されており,かつ, 

指定海港において地方長官の検査に合格 

したものでなければならないこととし 

た〇

【第1次改正】

~食肉輸移入取締規則中改正 

昭15. 8.16厚令30

、昭15.10.15施行 

対象獣畜に水牛を追加

【第2次改正】

~日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部を改正する法律

昭22.12. 29 法244 

、昭22.12. 29 施行

法律と同一の効力を有するものとされ 

た〇

【廃止】

•食肉輸移入取締規則を廃止する法 

律

昭23. 5. 3!法47

・昭23. 6.1施行

廃止

㉚飲食物防腐剤,漂白剤取締規 
則

昭3. 6.15内令22
昭3. 7. 5施行

【制定時】

(1) 19品目の化学物質及びその含有物, 

化合物を,飲食物に使用することを禁 

じ,その他の物品についても,食塩, 

砂糖,酢,アルコール等を除いては, 

地方長官の許可なく防腐又は漂白の目 

的で使用することを禁止

(2) 防腐剤又は漂白剤の販売について地 

方長官の許可制導入

⑶容器被包に販売者の氏名,所在地 

用法,用量を表示規制

(4)地方長官の立入検査,営業停止,収 

去等の権限を規定

【第1次改正】

■・飲食物防腐剤,漂泊剤取締規則中 

改正

昭14. 5.15厚令10

・昭14. 9.1施行

安息香酸及びその化合物を含む防腐剤, 

漂白剤の発売者に対して,容器等にその 

旨の表示を義務づけ

【第2次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

、昭17.11.1施行

東京府において,地方長官の職務は警視 

総監が行うとした規定を削除

【第3次改正】

•■阿片法施行規則等の一部改正 

昭22. 5. 2厚令14

、昭22. 5. 3施行

営業者の自己の従業員等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から,戸主, 

家族を削除

【廃止】

••食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

❹牛乳営業取締規則

昭8.10. 3!内令37
昭9. 5.1施行

【制定時】

(1) 牛乳(特別牛乳を除く)を搾取する 

営業の地方長官への届出制

(2) 牛乳の処理業等(特別牛乳の搾取を 

含む)及び乳製品の製造業を地方長官 

許可制

⑶ 搾乳の禁止される牛の疾病等を指定

(4) 牛乳営業者に対し,一定の場合に牛 

を受診させることを義務づけ

(5) 販売等の禁止される牛乳及び乳製品 

を規定

⑹特別牛乳の規格の設定及び特別牛乳 

の名称の他に品質優良を暗示する名称 

の使用禁止

⑺牛乳の殺菌方法,保存方法,容器等 

の基準の設定

⑻ 牛乳処理場以外で処理された牛乳の 

牛乳営業者以外への原則販売禁止

(9) 牛乳,乳製品の種類,営業者氏名, 

配付年月日等表示事項の整備

(10) 営業者の牛乳等の取扱場所の衛生保 

持を義務づけ

【第1次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

昭13. 6. 9厚令8

、昭13. 6. 9施行 

輸出する脱脂練乳については販売禁止等 

の対象となる糖量の成分規格の規制を撤 

廃

【第2次改正】

~牛乳営業取締規則中改正

昭13.12. 28 厚令31

、昭13.12. 28 施行 

輸出する練乳についても販売禁止等の対 

象となる糖量の成分規格の規制を撤廃

【第3次改正】

「牛乳営業取締規則中改正

昭16.12. 29 厚令73
I昭17. 2.15施行

(1)乳製品に調製粉乳を追加し,脂肪 

量,水分等の規格を設定

⑵輸出用の乳製品を除き,乳製品にっ 

いては製造年月を表示

【第4次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件
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法令改廃経過一覧

! 昭17.11.1厚令51
[,昭17.11.1施行

東京府において地方長官の職務は警視総 

監が行うとした規定の削除

【第5次改正】

~行政事務簡素化実施ノ為ニスル国 

民体力法施行規則外五省令中改正 

ノ件

昭2〇. 5.12 厚令19

、昭2〇. 5.12施行

牛乳の例外容器の使用を許可制から届出 

制に変更

【第6次改正】

.阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14

・昭22. 5. 3 施行

営業者の自己の従事者等の違反行為に対 

しての免責を認めない規定から戸主,家 

族を削除

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

一昭23.1.1施行

廃止

❷有毒飲食物等取締令

昭 21.1.30 勅 52
昭21.1.30施行

【制定時】

(1) メタノール,四エチル鉛含有食品の 

販売等の禁止

(2) メタノール,四エチル鉛等の製造者 

等の表示を義務づけ,保管方法を規定

⑶地方長官の報告,臨検検査権限を規 

定

【第1次改正】

'ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する 

命令に関する件に基く有毒飲食物 

等取締令の一部を改正する勅令 

昭 21.6.18 勅325

・昭21.6.18施行

(1) 1cm3中1mg以下のメタノールを含 

有する食品については規制の対象から 

除外

(2) 過失犯の処罰,情状酌量規定の排除 

という,罰則の強化

【第2次改正】

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件の廃止に関する法 

律

昭27. 4.1!法81

、昭27. 4.28施行

この法律の施行の日から起算して180日 

間に限り法律としての効力を有する。

【第3次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸命令の措置に関する法律

昭27. 4. 28 法120

、昭27. 4.28施行 

平和条約発効後も,法律としての効力を 

有することを規定

【廃止】

・厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

廃止

緬埋火葬の認許等に関する件

昭22. 4.15厚令9
昭22. 4.15施行

【制定時】

(1) 死体若しくは死胎を埋葬又は火葬し 

ようとするものは,死亡地若しくは死 

産地の市区町村長の認許を受けること

(2) 墓地の管理者の市区町村長に対する 

埋葬報告義務

(3) 火葬場の管理者の市区町村長に対す 

る火葬状況報告義務

【第1次改正】

~屠場法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令12

、昭22. 5. 2施行

死体若しくは死胎を改葬する場合も市区 

町村長の認可を受けること

【第2次改正】

~日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部を改正する法律

昭22.12. 29 法244

、昭22.12. 29施行

法律と同一の効力を有するものとされ 

た。

【廃止】

「墓地,埋葬等に関する法律

| 昭 23. 5. 3!法48
〔昭23. 6.1施行 

廃止

©飲食物その他の物品取締に関 
する法律及び有毒飲食物等取 
締令の施行に関する件

昭22. 4. 30厚令10
昭22. 5. 3施行

【制定時】

(1) 都道府県知事が本法により行政庁に 

属する権限を行うこととした。

(2) 収去,検査,立入等の権限を行う者 

として,食品衛生監視員を都道府県に 

置くこととし,携帯すべき証票の様式 

を規定

(3) 物品を収去する場合の証書交付等を 

規定

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

、昭23.1.1施行

廃止

勒飲食物営業取締規則

昭22. 5. 2厚令15
昭22. 5. 2 施行

【制定時】

(1) 衛生上危害を生ずるおそれのある飲 

食物の販売等の禁止

(2) 飲食物の製造場等の構造設備基準を 

規定

(3) 厚生大臣の指定する飲食物営業につ 

いて,地方長官の許可制導入

(4) 伝染病患者の飲食物業務禁止

(5) 地方長官の営業禁止権限,許可の取

消権限,収去,立入検査権限等を規定

【廃止】

~食品衛生法

昭22.12. 24 法233

一昭23.1.1施行

廃止

够飲食営業緊急措置令

昭 22. 7.1政118
昭22. 7.1施行

【制定時】
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(1) 飲食営業の禁止及び制限を規定

(2) 昭和22年7月5日から12月31日まで 

の飲食営業を禁止

(3) 一定の要件により⑵の例外を定め, 

その許可等に関して規定

【第1次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基き飲食営業緊 

急措置令の一部を改正する政令 

昭22.12. 29 政314

、昭23.1.18施行

飲食営業の禁止期間を昭和23年2月29日 

まで延長

【第2次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基き飲食営業緊 

急措置令の一部を改正する政令 

昭23. 2. 28 政44

、昭23. 2.28施行

飲食営業の禁止期間を昭和23年4月30日 

まで延長

【第3次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基き飲食営業緊 

急措置令の一部を改正する政令 

昭23. 4. 30 政98

、昭23. 4.30施行

飲食営業の禁止期間を昭和24年4月30日 

まで延長

【廃止】

~飲食営業臨時規整法

昭 24. 5. 7 法52

・昭24. 5. ?施行

廃止

够食品衛生法

昭22.12. 24 法233
昭23.1.1施行

【制定時】

(1) 食品衛生に関する従来の法律命令の 

ほとんどすべてを収める総括的,網羅 

的な法律として制定(従来の法令は廃 

止)

(2) 食品添加物等について,有害なもの 

の販売等の制限及び公衆衛生上の規 

格,基準の制定

(3) 化学的合成品たる添加物についての 

指定制度の創設

(4) 公衆衛生の見地から必要な標示の義 

務づけ,製品検査その他監督に関する 

規定

(5)厚生大臣の指定する営業についての 

知事の施設基準及び許可制に関する規 

定

⑹ 諮問機関として食品衛生委員会を設 

置

【第1次改正】

~厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭 24. 5. 3! 法154 

・昭24. 6.1施行

食品衛生委員会の名称を食品衛生調査会 

と改正(中央食品衛生委員会は中央食品 

衛生調査会に,地方食品衛生委員会は地 

方食品衛生調査会となる)

【第2次改正】

~地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

・昭24. 5. 3!施行

国庫「補助」が国庫「負担」に改正 

【第3次改正】

［性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

-昭25. 4.1施行

行政解剖,営業の許可等の権限の一部を 

保健所設置市長が行使できることとされ 

た〇 

【第4次改正】

~審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律 

昭26. 6.1法174

・昭26. 6.1施行

地方食品衛生調査会が廃止され,食品衛 

生調査会に一本化

【第5次改正】

~栄養改善法

昭27. 7. 3!法248

・昭27. 7. 3!施行

特殊栄養食品の標示の許可に関する規定 

を削除(栄養改善法で取り扱うこととさ 

れた)

【第6次改正】

~食品衛生法の一部を改正する法律 

昭 28. 8.1法113

、昭28. 8.1,昭28. 9.1施行

(1)食品等の輸入業を営業に加え不衛生 

な食品等,規格基準に適合しない食品

等の輸入を禁止

(2)輸入食品に関する行政処分等の規定 

を整備し,輸入食品等に対する監視指 

導権限を明確化するとともに,拡大強 

ィ匕

⑶ 輸入食肉について相手国政府発行の 

証明書の添附されたものでなければ輸 

入してはならないこととした。

【第7次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

(1) 製品検査の品目,食品衛生検査施設 

に関し必要な事項,食品衛生監視員の 

資格,要許可営業の範囲等を政令で規 

定

(2) 食品衛生監視員の営業施設等につい 

ての監視,指導,保健所長の食中毒調 

査,報告等の規定の新設

【第8次改正】

-地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

指定都市に対する特例規定の設置

【第9次改正】

~食品衛生法の一部を改正する法律 

昭32. 6.15 法175

、昭32. 6.15,昭34. 4.1施行

(1) 添加物の定義を改め,化学的合成品 

を定義

(2) 食品添加物公定書の作成を規定

(3) 一定の製造又は加工を行う営業者に 

食品衛生管理者設置義務づけ

(4) 一定の食品等の標示基準導入

(5) 一定の食品等の輸入届出制導入

(6) 旧法の下での許可による既存業者に 

対しても,その許可に必要な条件を付 

けられることとした。

【第10次改正】

~薬事法

昭 35. 8.10 法145

■,昭36. 2.1施行

医薬の定義を,薬事法に規定する医薬品 

及び医薬部外品に改正

【第11次改正】

「行政不服審査法の施行に伴う関係 
丨法律の整理等に関する法律
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! 昭37. 9.15 法161
〔昭37.10.1施行

(1) 行政不服審査法の制定に伴う規定の 

整備

(2) 製品検査の結果については不服申立 

てをできないとした。

(3) 保健所設置市長又は指定都市の長が 

行う処分についての再審査請求につい 

ての規定を設けた。

【第12次改正】

'食品衛生法の一部を改正する法律 

昭47. 6. 30 法108

、昭47. 8. 29施行

(1) 安全性に疑念のある食品等に対する 

規制を強化

(2) 厚生大臣及び都道府県知事がそれぞ 

れ,営業者が遵守すべき措置について 

の基準を定めることとする等,営業者 

責任を強化

(3) 缨品検査命令ができることとした 

り,指定検査機関制度を設ける等,製 

品検査制度,体制を改善整備

⑷表示制度を改善し,広告の規制を強 

化

(5)その他,洗浄剤の規格を定める等

❹理容師法

昭22.12. 24 法234
昭23・1.1施行

【改題】

「理容師美容師法」に改題〔第4次改 

正〕

「理容師法」に改題〔第9次改正〕

【制定時】

(1) 「理髪」と「美容」とを一括して 

「理容」と定義

(2) 理容師(理髪師及び美容師)につい 

て都道府県知事の免許制度を設け,業 

務独占化

⑶理容所(理髪所及び美容所)開設の 

届出制導入

(4)理髪及び美容について公衆衛生上必 

要な措置を規定

【第1次改正】

~理容師法の一部を改正する法律 

昭23. 7. 20 法181

、昭23. 8.1施行

(1)理容師(理髪師及び美容師)の免許 

の要件について,養成施設での1年以 

上の修習又は理容師試験の合格のいず 

れかという2本立てを廃止し,養成施 

設での1年以上の修習とその後の1年 

以上の実地習練に一本化

(2)厚生大臣が養成施設を指定する際の 

諮問機関として,理容師養成施設指定 

協議会を設置

【第2次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

-昭25. 4.1施行

理容所開設の届出等に関する事務を保健 

所設置市にあっては都道府県知事に代わ 

り市長に委任

【第3次改正】

'審議会等の整理に伴う厚生省設置 

法等の一部を改正する法律

昭25. 3. 3!法34

・昭25. 4.1施行

理容師養成施設指定協議会を廃止

【第4次改正】

~理容師法の一部を改正する法律 

昭26. 6. 30 法251

・昭26. 6.30施行

(1) 題名を理容師法から理容師美容師法 

に改正

(2) 「理容」とは「理髪及び美容」を言 

うとする統一的呼称を改め,理髪を理 

容にし,美容はそのままとした。

(3) 免許の要件変更(1年以上の養成施 

設での修習とその後の1年以上の実地 

修練を改め,更に都道府県知事の行う 

理容師試験に合格したことを要すると 

した(美容師についても同様))

(4) 理容所以外における理容を禁止(美 

容についても同様)

(5) 理容師会,美容師会等について規定

【第5次改正】

・理容師美容師法の一部を改正する 

法律

昭28. 6. 30 法49

・昭28. 7.1施行

(1) 養成施設における修習期間を1年以 

上から省令で定める期間に改正

(2) 養成施設の指定事務の一部を知事に 

委任

【第6次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

L昭28. 9.1施行

従来厚生省令で定められていた理•美容 

師養成施設,実地習練,試験等に関する 

事項を政令で規定

【第7次改正】

・厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行 

理容師会又は美容師会,及び同連合会を 

組織したときの届出を廃止

【第8次改正】

'理容師美容師法の一部を改正する 

法律

昭 3〇. 8. 5 法126

・昭3〇. 8. 5施行

(1) 理•美容所の構造設備に関し,使用 

前に都道府県知事の検査を受け,その 

確認を得ることとした。

(2) 無免許者等に業務を行わせた場合等 

における施設閉鎖命令について規定

(3) 処分の際の弁明の機会供与について 

規定

【第9次改正】

~美容師法

昭 32. 6. 3 法163

・昭32. 9. 2施行

(1) 同法の制定に伴い題名を理容師法に 

改めるとともに,美容関係の規定を削 

除

(2) 免許の欠格事由について,絶対的欠 

格事由のほかに,相対的欠格事由を追 

加

(3) 健康診断の結果,就業不適当の場合 

における業務停止処分を規定

【第10次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行 

行政不服審査法(昭37法160)制定に伴 

い,保健所設置市の市長がした処分に関 

しては,厚生大臣まで再審査請求をでき 

るようにした。

【第11次改正】

~理容師法及び美容師法の一部を改 

正する法律

昭43. 6.10 法96

・昭43. 9.10施行

(1)常時2人以上理容師のいる理容所に 

は管理理容師を置くこととするととも
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に,その資格について規定

⑵ 昭和46年12月31日までは,管理理容 

師は有資格者でなくてもよいこととし 

た〇

【第12次改正】

・理容師法及び美容師法の一部を改 

正する法律の一部を改正する法律 

昭46.12. 2? 法128

・昭46.12. 2? 施行

管理理容師の資格に関する経過措置の期 

限を昭和47年12月31日まで延長

【第13次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭53. 5. 23 法54

、昭53. 5.23施行

理容師が受けなければならない健康診断 

の疾病の種類,回数等を実態に即したも 

のとして定めることができるよう厚生省 

令で規定

【第14次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭58.12.10 法 83

・昭59.1.1施行

(1) 理容師に対する定期健康診断を廃止

(2) 伝染性疾病に罹患している理容師に 

ついては,都道府県知事は業務停止を 

命令することができるとした。

【第15次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

、昭61.4.1施行

(1) 理容師試験の受験資格の改正(学科 

試験は養成施設卒業後直ちに受験でき 

るものとする)

(2) 都道府県知事は厚生大臣の指定する 

指定試験機関に試験事務を行わせるこ 

とができるものとする。

❺墓地,埋葬等に関する法律

昭 23. 5. 3!法48
昭23. 6.1施行

【制定時】

(1)目的(従来の法制を引き継ぎ,墓地 

の管理,埋葬等が国民の宗教的感情に 

適合し,かつ公衆衛生等の見地から支 

障なく行われること)

(2) 埋火葬等の時期及び場所に関する制 

限

(3) 埋火葬等について市町村長,墓地等 

の経営許可について都道府県知事の許 

可制を導入

(4) その他,墓地等の管理等について規 

定

【第1次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

・昭25. 4.1施行

保健所設置市の市長にも報告,立入検 

査施設の整備改善命令権限等を附与

【第2次改正】

~ 土地区画整理法施行法 

昭29. 5. 20 法120

、昭3〇. 4.1施行

土地区画整理法の施行に伴う規定の整備

【第3次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関(系法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

指定都市においてはその市長が本法に基 

づく事務を行うこととする特例を設定

【第4次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

行政不服審査法(昭37法160)の制定に 

伴い,保健所設置市等の市長が行った処 

分に関しては厚生大臣まで再審査請求を 

できるようにした。

【第5次改正】

~都市計画法施行法 

昭43. 6.15 法101

、昭44. 6.14施行

都市計画法の施行に伴う規定の整備

(都市再開発法(昭44法38)附則第21条 

により,昭和44年6月3日「都市計画法 

施行法Jに,本法を一部改正する規定が 

追加された結果,都市計画法施行法が施 

行された昭和44年6月14日,本法の一部 

が改正された)

【第6次改正】

「戸籍法の一部を改正する法律
I 昭45. 4.1法12

L昭45. 4.1施行

新たに死亡(死産)の届出を受理するこ 

ととなる市町村長も埋葬又は火葬の許可 

を行うことができることとした。

【第7次改正】

~大都市地域における住宅地等の供 

給の促進に関する特別措置法 

昭 5〇. 7.16 法67

、昭5〇.11.1施行

住宅街区整備事業の事業計画の認可をも 

って墓地の新設等の許可とみなすことと 

した〇

【第8次改正】

~行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 5& 12.10 法 83

・昭59.1.1施行

都道府県知事に属する事務を機関委任事 

務から団体委任事務に変更

毎理容師法特例

昭23. 6. 30 法67
昭23. 7.1施行

【改題】

「理容師法及び美容師法の特例に関する 

法律」に改題〔第2次改正〕

【制定時】

(1) 理容師法制定により免許資格要件が 

整備されたことに伴い,既存の養成施 

設の卒業者等について経過措置として 

免許資格の特例を定めるため制定

(2) 既存の都道府県知事指定養成施設の 

卒業者には免許を与えることとした。

(3) 現に徒弟見習中の者等については, 

昭和25年6月30日まで受験資格を認め 

ることとした。

【第1次改正】

~理容師法の一部を改正する法律 

昭26. 6. 30 法251

、昭26. 6. 30施行

理容師法が改正され理容師美容師法とな 

ったことに伴う規定の整備

【第2次改正】

~美容師法

昭 32. 6. 3 法163

、昭32. 9. 2施行

(1)題名を「理容師法及び美容師法の特 

例に関する法律」に改正
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(2)美容師法の単独法としての制定に伴 

う規定の整備

®興行場法

昭23. 7.12 法］37 
昭23. 7.15施行

【制定時】

(1) 興行場の経営について都道府県知事 

の許可制J導入

(2) 興行場の衛生について講ずべき措置 

等について規定

(3) 報告,立入検査,許可の取消等,都 

道府県知事が行う監督について規定

【第1次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

、昭25. 4.1施行 

保健所設置市の市長にも報告,立入検査 

の権限を附与

【第2次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

興行場の営業の規制に関する事務の一部 

を指定都市等が処理することとする特例 

を設けた。

【第3次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

、昭37.10.1施行

保健所設置市等の市長がした処分に関し 

ては,厚生大臣まで再審査請求をできる 

ようにした。

【第4次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

・昭55. 6.1施行 

従来の報告,立入検査に加え,興行場の 

営業許可等に関する権限を保健所設置市 

の市長に附与

【第5次改正】

~行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

L 昭 59.1.1,昭59.10.1施行 

営業の許可等に関する事務を機関委任事 

務から団体委任事務に変更

【第6次改正】

~許可,認可等民間活動に係る規制 

の整理及び合理化に関する法律 

昭6〇.12. 24 法102

、昭61.6.24施行

相続又は合併による営業承継の場合には 

新規の許可を要せず,従前の許可を承継 

できるよう規制の緩和

巒旅館業法

昭23. 7.12 法138
昭23. 7.15施行

【制定時】

(1) 旅館業の経営について都道府県知事 

の許可制を導入

(2) 旅館業の衛生について講ずべき措置 

について規定

⑶ 宿泊をさせる義務,宿泊者名簿につ 

いて規定

(4)報告徴収,立入検査,許可取消等, 

都道府県知事の監督について規定

【第1次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

、昭25. 4.1施行

保健所設置市の市長にも報告,立入検査 

の権限を附与

【第2次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

旅館業の規制に関する事務の一部を指定 

都市等が処理することとする特例を設け 

た〇

【第3次改正】

~旅館業法の一部を改正する法律

昭32. 6.15 法176

、昭32. 6.15施行

(1) 目的に,公衆衛生上の見地からの取 

締りのほか,新たに善良の風俗の確保 

を追加

(2) 旅館業の種別に新たに簡易宿所営業 

を追加

(3) 営業者の人的要件を創設

(4) 学校の周囲おおむね100mの区域内 

で清純な教育環境が著しく害されるお 

それがあると認めるときは,許可を与 

えないことができることとした。

【第4次改正】

~旅館業法の一部を改正する法律 

昭33. 3. 3!法25

、昭33. 4.1施行

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する 

勅令が売春防止法の規定により廃止され 

たことに伴う許可取消等に関する規定の 

整備

【第5次改正】

~風俗営業取締法の一部を改正する 

法律

昭34. 2.10 法 2

・昭34. 4.1施行 

許可取消等に関する規定の整備

【第6次改正】

~学校教育法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭36. 6.1? 法145

、昭36. 6.1?施行

学校の周囲100m以内における旅館業許 

可申請の際に意見を求める相手先に関す 

る規定を整備

【第7次改正】

■•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

保健所設置市等の市長がした処分に関し 

ては,厚生大臣まで再審査請求をできる 

こととした。

【第8次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭43. 6.10 法94

■,昭43. 6.10施行 

市町村立の学校の周辺の旅館業の許可に 

当たっては,都道府県知事は従来の都道 

府県教育委員会に代わり,市町村教育委 

員会の意見を聴取

【第9次改正】

~旅館業法の一部を改正する法律 

昭45. 5.18 法65

、昭45. 5.18施行

(1)周囲おおむね100mの区域内におけ 

る旅館業を規制する対象施設に児童福
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祉施設等を追加

(2)営業の許可には,公衆衛生上必要な 

条件のみならず,善良の風俗の保持上 

必要な条件も付することができること 

とした〇

【第10次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

、昭55. 6.1施行

従来の報告,立入検査に加え,旅館業の 

営業許可等に関する権限を保健所設置市 

の市長に附与

【第11次改正】

~風俗営業等取締法の一部を改正す 

る法律

昭59. 8.14 法76 

一昭6〇. 2.13 施行 

風俗営業等取締法が改正され風俗営業等 

の規制及び業務の適正化等に関する法律 

となったことに伴う,許可取消等に関す 

る規定の整備

【第12次改正】

•・許可,認可等民間活動に係る規制 

の整理及び合理化に関する法律 

昭 6〇.12. 24 法102

、昭61.6.24施行

相続又は合併による営業承継の場合に 

は,新規の許可を要せず,都道府県知事 

の承認制に簡素化

越公衆浴場法

昭23. 7.12 法139
昭23. 7.15施行

【制定時】

(1) 公衆浴場の経営について都道府県知

事の許可制導入

(2) 公衆浴場の衛生について講ずべき措

置について規定

(3) 伝染病患者に対する入浴の拒否,公

衆衛生に害を及ぼす行為の禁止

(4) 報告徴収,立入検査,許可の取消し

等,都道府県知事の監督について規定

【第1次改正】

~性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

■,昭25. 4.1施行

保健所設置市の市長にも報告,立入検査

の権限を附与

【第2次改正】

~公衆浴場法の一部を改正する法律 

昭25. 5.1? 法187

・昭25. 5.1?施行

(1) 営業許可の要件に,公衆浴場の配置 

の適正を追加

(2) 配置の基準を条例で規定

【第3次改正】

"地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

営業の規制に関する事務の一部を指定都 

市等が処理することとする特例を導入

【第4次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

保健所設置市等の市長がした処分に関し 

ては,厚生大臣まで再審査請求をできる 

こととした〇

【第5次改正】

~公衆浴場法の一部を改正する法律 

昭39. 6. 30 法121

・昭39. 7.30施行

(1) 都道府県知事は,公衆浴場の適正な 

配置にかんがみ,許可に条件を付ける 

ことができることとした。

(2) 条件の違反があったときの営業停止 

等について規定

【第6次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

、昭55. 6.1施行

従来の報告,立入検査に加え公衆浴場の 

営業許可等に関する権限を保健所設置市 

の市長に附与

【第7次改正】

-許可,認可等民間活動に係る規制 

の整理及び合理化に関する法律 

昭 6〇.12. 24 法102

、昭61.6. 24施行

相続又は合併による営業承継の場合に 

は,新規の許可を要せず,従前の許可を 

承継できることとした。

【第8次改正】

［精神衛生法等の一部を改正する法
|律

! 昭62. 9. 26 法98
〔昭63. 7.1施行 

所要の改正

鑽；;獣処理場等に関する法律

昭 23. 7.12 法140
昭23. 7.15施行

【改題】

「へい獣処理場等に関する法律」に改題 

〔第4次改正〕

【制定時】

(1)へい獣取扱場以外でのへい獣の解体 

等の禁止

⑵ 獣畜の肉,皮等を原料とする皮革, 

油脂等の化製場以外での製造禁止

⑶ へい獣処理場(へい獣取扱場及び化 

製場)の開設に都道府県知事の許可制 

を導入

⑷ へい獣処理場の所有者又は管理者に 

対する衛生上必要な措置の義務づけ

(5)魚類,鳥類を原料として,油脂等を 

製造する施設,市街地において獣畜を 

収容する施設等へい獣処理場に類する 

施設に対しても,その態様に応じへい 

獣処理場と類似の規制を導入

⑹都道府県知事の報告徴収,立入検 

査,許可の取消し,使用制限等の権限 

を規定

【第1次改正】

•性病予防法等の一部を改正する法 

律

昭25. 3. 28 法26

.昭25. 4.1施行

へい獣処理場に対する報告徴収,立入検 

査権限等を保健所設置市にあっては,そ 

の市長が行使することとした。

【第2年正】

畜場法

昭 28. 8.1法114

、昭28. 8.1施行

と畜場法の制定に伴い,へい獣取扱場以 

外で解体できる場合として,食用に供す 

る目的で解体する場合を加えて,両法の 

関係を明確化

【第3次改正】

~警察法の施行に伴う関係法令の整 

理に関する法律

昭29. 6. 8 法163

・昭29. 7.1施行 
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警察法上の市及び市街的町村における獣 

畜の収容施設は本法の規制対象となる 

が,その市町村を市(都の特別区の存す 

る区域にあっては,特別区)及び政令で 

定める人口5, 000以上の市街的町村に改 

正

【第4次改正】

・へい獣処理場等に関する法律のー 

部を改正する法律

昭31.6. 6 法131

・昭31.7. 6施行

(1) へい獣処理場の不許可事由たる構造 

設備基準を政令に規定

(2) へい獣処理場の管理者が講じなけれ 

ばならない措置として臭気の処理を加 

える等規制の強化

(3) 都道府県知事の権限に,施設構造設 

備基準への適合命令,衛生上の措置を 

講じる旨の命令を追加

(4) 法準用施設の対象を魚類から魚介類 

に拡大

(5) 動物の飼養又は収容のための施設に 

ついて知事へ届け出ること及び構造設 

備基準に適合することを義務づけ

【第5次改正】

'へい獣処理場等に関する法律の一 

部を改正する法律

昭34. 4.18 法143

・昭34.10.1施行

動物の飼養又は収容のための施設につい 

て,知事への届出制から許可制に変更

【第6次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

保健所設置市の市長がした処分に関して 

は,厚生大臣まで再審査請求をできるよ 

うにした。

【第7次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. & 1法120

-昭42. 8.1施行

条文整理

【第8次改正】

•廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律

昭45.12. 25 法137

・昭46. 9.24施行

許可を要する動物の飼養施設等の区域を 

定める規定から清掃法に規定する特別清

掃地域を削除

【第9次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

■・昭55. 6.1施行

(1) へい獣処理場の施設又は区域を変更 

する場合における許可を届出制に簡素 

化

(2) 施設の改善措置命令,動物の飼養又 

は収容のための施設の許可等を保健所 

設置市市長が行うこととした。

【第10次改正】

•行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭59.1.1,昭59.10.1施行

(1) へい獣処理場の設置の許可等の権限 

を保健所設置市にあっては,その市長 

へ委譲するとともに,許可等の事務を 

機関委仕事務から団体委任事務に変更

(2) 法律において規定されていた飼養又 

は収容の許可が必要な動物の種類を政 

令で規定

(3) 法律において規定されていた飼養又 

は収容の許可が必要な動物の種類ごと 

の数については条例で規定

巒飲食営業臨時規整法

昭 24. 5. 7 法52
昭24. 5. ?施行

【制定時】

(1) 主要食糧等のやみ取引きを防止する 

べく制定

(2) 外食券食堂等の開設は,都道府県知 

事の許可制

(3) 食品衛生法等により許可を受けなけ 

ればならないとされている営業につい 

ては当該許可者にのみ許可することと 

した〇

(4) 食糧の合理的消費に妨げがないよう 

にするための指定主食に関する権限等

【第1次改正】

・飲食営業臨時規整法の一部を改正 

する法律

昭 24.12.19 法 276

・昭25.1.1施行

(1) 軽飲食店を営む者の料理提供に関す 

る制限を廃止

(2) 都道府県知事が飲食営業を停止した 

場合等において,設備の封印等の措置

を命令できることとした。

【第2次改正】

・飲食営業臨時規整法の一部を改正 

する法律

昭25. 4. 30 法115

・昭25. 4.30施行

(1) 飲食営業の種類に関する定義の改正 

等

(2) 失効期日を昭和26年5月1日に改正

【第3次改正】

'飲食営業臨時規整法の一部を改正 

する法律

昭25. 8. 23 法244

.昭25. 8.23施行

飲食営業の種類に関する定義の改正等

【失効】

〔本法附則

本法の附則により昭和26年5月1日失効 

とされた。

觀クリーニング業法

昭25. 5. 2? 法207
昭25. 7.1施行

【制定時】

(1) クリーニング所について都道府県知 

事への届出を規定

(2) 従事者10人以上を使用するドライク 

リーニング所では都道府県知事の行う 

試験に合格したドライクリーニング師 

を選任するものとする。

(3) クリーニング所の清潔保持,洗濯物 

の衛生的処理,従事者の健康診断など 

の衛生管理等について規定

【第1次改正】

"地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

従来厚生省令で定められていたドライク 

リーニング師の免許,試験及び登録に関 

する事項を政令で規定

【第2次改正】

•クリーニング業法の一部を改正す 

る法律

昭 30. 8.10 法154

昭3〇. 8.10施行

(1)ドライクリーニング師の制度を廃止 
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して,新たにクリーニング師の制度を 

導入

(2) クリーニング師を置くべきクリーニ 

ング所を常時5人以上の従事者を使用 

する営業所に拡大

(3) 営業停止又は閉鎖処分前の,都道府 

県知事による措置命令について規定

⑷ クリーニング師の試験の科目に,洗 

濯物の処理に関する技能を追加

【第3次改正】

'クリーニング業法の一部を改正す 

る法律

昭35.1.4 法1

・昭35. 2. 4施行

(1) クリーニング所が有するべき機械及 

びクリーニング所の洗場の床面の構造 

について規定

(2) 洗濯物の受取り引渡しのみを行うク 

リーニング所を除き,すべてのクリー 

ニング所にクリーニング師の必置規制 

導入

【第4次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

保健所設置市の市長がした処分に関して 

は,厚生大臣まで再審査請求をできるよ 

うにした。

【第5次改正】

クリーニング業法の一部を改正す 

る法律

昭39. 6. 30 法119

・昭39. 7.20施行

(1) リネンサプライ業をクリーニング業 

に含めた。

(2) 洗濯物の受取り及び引渡しを行うこ 

とを営業とする者を規制対象として明 

確化

(3) 他の洗濯物と区別して,洗濯前に消 

毒すべき洗濯物について規定

(4) クリーニング所の開設届を開設前に 

行うこととし,その構造設備に関し使 

用前に都道府県知事の検査を受け,そ 

の確認を得ることとした。

【第6次改正】

'クリーニング業法の一部を改正す 

る法律

昭 51.6. 2 法48

・昭51.9. 2施行

都道府県は,営業者が従事者の業務に関 

する知識の修得及び技能の向上につき講 

ずべき措置に関し,条例で必要な事項を 

規定

【第7次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭53. 5. 23 法54

、昭53. 5. 23施行

クリーニング師が受けなければならない 

健康診断の疾病の種類,回数等を実態に 

即したものとして定めることができるよ 

う厚生省令で規定

【第8次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭58.12.10 法 83

・昭59.1.1施行

(1)クリーニング師に対する定期健康診 

断を廃止

⑵ 伝染性疾病に罹患しているクリーニ 

ング師に対する都道府県知事の業務停 

止を命令

【第9次改正】

•地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

、昭61.4.1施行

都道府県知事が厚生大臣の指定する指定 

試験機関に試験事務を行わせることがで 

きることとした。

巒狂犬病予防法

昭25. 8. 26 法247
昭25. 8.26施行

【制定時】

(1) 都道府県知事は獣医師から狂犬病予 

防員を任命

(2) 犬の所有者等に対し,年1回の犬の 

登録及び6か月ごとの犬の予防注射を 

義務づけ

⑶予防注射を受けていない犬等の抑留

(4) 輸出入犬に対する検疫の実施

(5) 獣医師等に対し 狂犬病罹患犬等に 

ついての届出及び隔離の義務づけ

(6) 狂犬病発生時の都道府県知事による 

公示及び隣接区域における犬の係留命 

令,交通の遮断,制限等を規定

【第1次改正】

［地方自治法の一部を改正する法律 
!の施行に伴う関係法令の整理に関

する法律

昭 28. 8.15 法213

-昭28. 9.1施行

⑴都道府県知事は,犬及び家畜伝染病 

予防法第1条第1項に掲げる家畜以外 

の動物について,狂犬病予防法の一部 

を準用する必要があると認めるとき 

は,厚生大臣に報告することとした。

(2)登録及び鑑札の交付に関して必要な 

事項等を政令で規定

【第2次改正】

'狂犬病予防法の一部を改正する法 

律

昭29. 4. 30 法80

-昭29. 4.30施行

(1) 予防員は犬の所有者から,その犬の 

引取りを求められたときは,これを引 

き取って処分しなければならないこと 

とした。

(2) 野犬の捕獲をより徹底するため予防 

員に対し,必要最小限の立入権を附与

(3) 抑留した犬を公示期間満了後,1日 

以内(従来は3日以内)に所有者が引 

き取らないときは,処分できることと 

した〇

(4) 係留命令が出されているときに,係 

留されていない犬に対して,それを抑 

留することが著しく困難なときは,薬 

殺させることができることとした。

【第3次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

保健所設置市の市長がした処分に関して 

は厚生大臣まで再審査請求をできること 

とした。

【第4次改正】

~許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1法120

、昭42. 8.1施行

狂犬病の診断等を行った場合の届出先を 

市町村長から保健所長に変更

【第5次改正】

~動物の保護及び管理に関する法律 

昭 48.10.1 法105

、昭49. 4.1施行

予防員は犬の所有者からその犬の引き取 

りを求められたときは,これを引き取っ 

て処分しなければならない旨の規定を削 

除

300



法令改廃経過一覧

【第6次改正】

・地方交付税法等の一部を改正する 

法律

昭 53. 5.1法38

・昭53. 5.1施行

登録手数料の上限額を300円から2, 000旧 

に改定

【第7次改正】

・農林省設置法の一部を改正する法 

律

昭 53. 7. 5 法87

・昭53. 7. 5施行

条文整理

【第8次改正】

,許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

、昭55. 3. 24施行 

犬の狂犬病予防注射済票の交付事務を保 

健所長から都道府県知事に移管

【第9次改正】

・地方交付税法等の一部を改正する 

法律

昭56. 5. 30 法58

.昭56. 5.30施行

登録手数料の上限額を2, 000円から2,100 

円に改定

【第10次改正】

•地方公共団体関係手数料に係る規 

定の合理化に関する法律

昭59. 5. 25 法47

・昭59. 7.1施行

登録手数料を2,100円以内から実費を勘 

案して政令で定める額に改定

【第11次改正】

'地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭60. 7.12 法90

・昭6〇.10.1施行

狂犬病の予防注射の期間を6か月ごとか 

ら毎年1回に変更

幣検疫法

昭 26. 6. 6 法201 
昭27.1.1施行

【制定時】

(1)船舶及び航空機に対する検疫を一本

化した制度を確立

(2) 一港検疫制度の確立

⑶検疫区域の法文化

(4)緊急避難規定

その他

【第1次改正】

~外国軍用艦船等に関する検疫法特 

例

昭27. 6.18 法201

.昭27. 6.18施行

同法制定によりこの規定に関する条項の 

削除

【第2次改正】

・海上公安局法

昭27. 7. 3!法267

.同法は施行されないまま廃止 

条文整理

【第3次改正】

「検疫法の一部を改正する法律

昭31.4.1!法66
L昭31.7.1施行

国際衛生規則に定める検疫制度に即応す 

るとともに,検疫所支所長及び出張所長 

の権限を検疫所長と同様とする等大幅に 

改正

【第4次改正】

'行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161 

・昭37.10.1施行

再審査請求規定の設置

【第5次改正】

-検疫法の一部を改正する法律

昭45. 5.16 法59

、昭46.1.1施行

検疫伝染病から発疹チフス,回帰熱の削 

除,検疫港又は検疫飛行場における日本 

脳炎,マラリア媒介体の調査いわゆる無 

線検疫制度創設等

働外国軍用艦船等に関する検疫 
法特例

昭27. 6.18 法201
昭27. 6.18施行

【制定時】 

外国から来航する軍用艦船及び軍用航空 

機については,占領軍の所轄の軍機関が 

これを実施してきたが,諸外国と通常の 

国際関係を回復するに至り,これら諸外 

国の軍用艦船,軍用航空機に対する検疫 

も自主的に行えることとなり,また昭和 

26年検疫法が制定されるに当たり同法特 

例(法201)が昭和27年6月18日に制定 

された。

【第1次改正】

ー検疫法の一部を改正する法律

昭 31.4.1!法66

、昭31.7.1施行

検疫法の改正に伴う適用除外規定の変更

® I畜場法

昭 28. 8.1法114
昭28. 8.1,昭28. 9.1施行

【制定時】

(1) と畜場の設置について都道府県知事 

の許可制導入

(2) と畜場の設置者又は管理者等に対す 

ると畜場の衛生保持等の措置の義務づ 

け

(3) と畜場以外の場所でのと殺・解体の 

禁止

(4) 獣畜の生体検査,と殺後検査,解体 

後検査の義務づけ

(5) 検査の結果,獣畜が疾病に罹患し, 

食用に供することができないと都道府 

県知事が認めたときのと殺・解体の禁 

止権限等を規定

(6) 都道府県知事の報告徴収,立入検 

査,許可の取消し等の権限を規定

(7) 検査等の事務を行うと畜検査員を都 

道府県に設置

【第1次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

.昭37.10.1施行

保健所設置市の市長がした処分に関して 

は厚生大臣まで再審査請求をできること 

とするとともに,都道府県知事が行う検 

査の結果については,行政不服審査法に 

よる不服申立てをすることができないこ 

ととした。

【第2次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭59. 4.1施行

と畜場設置の許可等に関する権限を保健 

所設置市の市長に付与
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【第3次改正】 は,厚生大臣に対して再審査請求がで 

きることとした。

保健所設置市の市長がした処分に関して 

は,厚生大臣まで再審査請求をできるよ［地方公共団体の事務に係る国の関

与等の整理,合理化等に関する法 うにした。

律 【第4次改正】

昭60. 7.12 法90 ［地方自治法等の一部を改正する法 【第2次改正】
［昭6〇. 7.12施行

律 理容師法及び美容師法の一部を改

と畜検査員の設置基準を廃止 昭39. 7.1! 法169 正する法律

.昭40. 4.1施行 昭 43. 6.10 法96
特別区の存する区域においては,本法の .昭43. 9.10施行

蠱&書十 規定する市町村の事務,市町村長の事務 (1)常時2人以上美容師のいる美容所に
魁"冃怖/玄 は,それぞれ特別区の事務,特別区長の は管理美容師を置くこととするととも

事務とすること に,その資格について規定

昭29. 4. 22 法72 (2)昭和46年12月31日までは,管理美容
昭29. 7.1施行 【第5次改正】 師は有資格者でなくてもよいこととす

【制定時】 「清掃法の一部を改正する法律 る。

(1)清掃事業を市町村の固有事務とし, 昭 40. 6. 3 法119

特別清掃地域内の汚物について市町村
L昭4〇.12. 2施行

【第3次改正】

が一定の計画に従って処理すること (1)公共の場所の清潔の保持 理容師法及び美容師法の一部を改

(2)特殊な廃棄物や多量の廃棄物につい (2)市町村が汚物の収集及び処分を委託 正する法律の一部を改正する法律

ては,市町村長が事業者に対し,これ する場合の基準を政令で規定 昭46.12. 2? 法128
を市町村長の指定する場所に運搬し, (3)公共下水道の処理区域内にある汲取 ・昭46.12. 2? 施行

又は環境衛生上支障を生じないように 便所の水洗化の推進 管理美容師の資格に関する経過措置の期

処分を命じることができること ⑷一定規模以上の施設に技術管理者を 限を昭和47年12月31日まで1年間延長

(3)都道府県及び保健所設置市に環境衛 設置

生指導員を設置 (5)市町村長が汚物取扱業の許可を与え 【第4次改正】

(4)国の清掃事業に対する財政的援助 ることができる場合は,市町村による 「許可,認可等の整理に関する法律

汚物の収集及び処分が困難であり,か 昭53. 5. 23 法54
【第1次改正】 つ環境衛生上の支障が生ずるおそれが

L昭53. 5. 23施行

地方自治法の一部を改正する法律 ないと認められるときに限定 美容師が受けなければならない健康診断

の施行に伴う関係法律の整理に関 の疾病の種類,回数等を実態に即したも

する法律 【第6次改正】 のとして定めることができるよう厚生省

昭31.6.12 法148 ［廃棄物の処理及び清掃に関する法 令で規定

、昭31.9.1施行 律

特別区の存する区域における公衆便所及 昭45.12. 25 法137 【第5次改正】

び公衆用ごみ容器の設置,維持管理は, ・昭46. 9. 24施行 ［行政事務の簡素合理化及び整理に

都ではなく特別区が実施 同法により全部改正 関する法律

昭 58.12.10 法 83
【第2次改正】

［昭59.1.1施行

~建築基準法の一部を改正する法律 (1)美容師に対する定期健康診断を廃止

昭34. 4. 24 法156 觴夫谷帥法
(2)伝染性疾病に罹患している美容師に

.昭34.12. 23施行 対する都道府県知事の業務停止命令

条文整理 昭32. 6. 3 法163
昭32. 9. 2施行 【第6次改正】

【第3次改正】 【制定時】 地方公共団体の事務に係る国の関

［行政不服審査法の施行に伴う関係 (1)美容師について都道府県知事の免許 与等の整理,合理化等に関する法

法律の整理等に関する法律 制度を設け,業務独占とする。 律

昭 37. 9.15 法161 (2)美容所開設を届出制とする。 昭 6〇. 7.12 法90
〔昭37.10.1施行

⑶ 美容について公衆衛生上必要な措置 一昭61.4.1施行

(1)市町村長が多量の汚物の処理を命ず を規定(内容は,第9次改正後の理容 (1)美容師試験の受験資格を改正し,学

ることに対する異議申立ては,命令を 師法と同じ) 科試験は養成施設卒業後直ちに受験で

受けた日から10日以内にしなければな きるものとする〇

らないこと 【第1次改正】 (2)都道府県知事は厚生大臣の指定する

(2)保健所設置市長がし尿処理施設又は ［行政不服審査法の施行に伴う関係 指定試験機関に試験事務を行わせるこ

ごみ処理施設の管理者に対し,使用停 法律の整理等に関する法律 とができるものとする。

止命令又は改善命令を行った処分にっ 昭37. 9.15 法161

いての審査請求の裁決に不服がある者
L昭37.10.1施行
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