
平成24年 4月 裁決肉訳 (裁決 目 4月27日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁{保障者)

22('健 )55 移送費 棄却 • 健康保障組合理事畏

2 22(値)57 療養費 棄却 - 置 車 慌 陣 組 官

3 22('健)714 - 悔捕手量全 家却 込康保険組合理事長

4 22('憧)7回 療養費 容認 瞳康保険組合理事長

5 Z副健)7曲 傷痛手当量 棄却 童図憧Il保険協会理事長

¥J 
e 22(健)814 - 傷病手当壷 棄却 全国健康保険協会理事長

7 23(健)629 - 悔痛手当金 棄却 全国慢康保険協会理事長

8 Z引健)671 - 労務不能 棄却 -健康保障組合理事長

s 23(健)706 療薯白給付 棄却
腰関曹長

10 22(厚)37 - 障害の給付 棄却 (年金厚生島労草働案大菅理臣Z 

11 22(厚)335 - - 障害由程度 ー郁容毘 {年金厚生届労事働業大管理臣標)

12 22(厚)621 陣容の給付 容担 (年金厚生局事労働業大管理臣標)

13 22(厚)713 初診由時期 寮却 (年厚金生属事労働業大管理臣標)

14 22(厚)800 その他 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣i 

15 23(厚)40 その他 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

16 23(厚 )173 圃・・ 白噌

その他 棄却 {年厚金生局労車働車大管理臣標)

'---' 
17 23(厚)187 - その他 棄却 t年金厚生属事労働業曹大謹臣1 

18 23(厚)307 - その他 棄却

19 23(厚)322 - 障害由給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣操)

20 23(厚)337 陣害由給付 棄却 (年厚金生局労事業働大曹理臣i 

21 23(厚)360 - 障害由程度 棄却

22 23(厚)311 - - 障害回程度 棄却 (年厚金生局労事働推大管臣理課}



平成24年4月 裁決内訳 (裁決日 4月27日)

N。事件 書骨 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁(保隙者}

23 23(厚)408 陣害の程度 業却 {年厚金局生事労働業文曹理匡謀)

24 23(厚)412 陣害由給付 棄却 (年厚金局生労事州.. 大菅理臣楳)

25 23(陣)416 - 障害の程度 棄却

28 23(庫川25 - - 障害の程度 棄却

27 23(周[) 446 - 障害の程度 棄却 大官理臣煤)

28 23(厚)472
¥ー' - 障害の給付 棄却

29 23(厚)606 - 障害の程度 棄却 (年厚金生属労事業働大曽理臣i 

30 23(厚)516 -圃・ - その他 棄却 日本年金機構理事長

31 23(厚)523 圃・・ 障害由程度 棄却

32 23(厚)525 - - 陣曹の程度 棄却 (年厚金局生事労働業大曹理臣操)

33 23(厚)531 
I 陣曹の程度 棄却 (年厚金局生労事働聾大菅理臣楳】

34 2町厚)541 - 障害の程度 棄却 (年厚金生局事労集働大曹理臣l 

35 23(厚)551 - 初診の時期 業却 (年厚金生局労事働業大智理臣1 

36 2剖厚)558 その他 棄却

37 23(/t: ) 569 - その他 棄却 〔年金厚生局労事働業大管理臣課}

38 23(厚 )572 遺族厚生年金 棄却 [年金厚生局労事働議大官理臣1 

、、J

39 23(厚 )577 障害田給付 棄却

40 23(厚 )5回 障害の給付 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣課)

41 23(厚)599 圃・・ - 初診即時期 棄却 (年金原局生労事働書大官理臣i 

42 23(厚)602 - 老齢年金 棄却 〈年金厚局生労事書働大官理臣想)

43 23(厚)505 - - 陣曹の程度 棄却 (年金厚生属労事働聾大管理臣謀)

44 23(摩川15 初E害時時期 棄却 (年金厚生局労事業働大管理医想)

45 23(厚)問。 - .. 遺族厚生年金 棄却



平成24年 4F1 裁決内訳 (裁決日 4月27日)

N。事件番号 請求人民革 代理人民事 剰警関係人氏名 剥曹関係人代理人 iネ 名 裁決 原処分庁(保院者)

46 23(厚)631 障害回程度 棄却 (4< 

47 23(厚)652 唱冒 障害田給付 棄却

48 23(厚)659 - そ田他 却下 {年庫金生局事労働犠大曹理臣課}

49 23(厚)699 - - 障害の程鹿 棄却 (年厚金生島労事業働大曹理臣謀)

50 23(厚 )702 障害由給付 棄却

¥../ 
51 23(厚)711 障害回程直 棄却 (年金厚生局労事働業大菅理匡課)

52 23(厚)749 - 初診由時期 容認 (年厚金生局労事働業大曹理匡課)

53 23(厚)759 - 初診由時期 棄却 {年厚金生局労事働業大菅臣理i

54 23(原)765 遺接厚生年金 却下 {年厚金生属事労働業大管理臣際)

55 23(厚)770 - 障害回程度 棄却 {年厚金局生労事働業大菅理臣1 

56 23(厚)775 - そ由他 却下 (年厚金生属労事働業大官理臣課}

57 23(厚 )790 陣害由給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理匡課}

58 23(厚)805 障害の給付 棄却 (年厚金生届労事働量大管理臣課)

59 23(厚)813 老齢厚生年金 却下

60 231厚)821 - 障害由給付 容包 (年金厚生屑労事働業曽大理匡限}

61 23(厚)889 障害の程度 却下 (年厚金生局労事働業太曹理臣課)

62 23(厚)904 -圃・ - その他 却下 (年厚金生局労事働業大曹理臣操)

、、~

63 2剖厚)914 - そ田他 却下

64 2剖厚)934 - その他 却下

65 23(庫)944 圃・・ - . そ田他 却下

66 231厚)974 - その他 却下 (年厚金生島労事働業大曹理臣課)

67 23厚)984 - そ由他 却下

68 23(厚)994 -圃圃 - その他 却下 (年厚金生居労事働業大菅理臣操)



平成24年4月 裁決肉訳 (裁決 日 4月27日)

N。事件番号 摘求人氏名 代理人氏名 剰警関係人氏名 事Ij害関係人代理人 件 名 難決 原処分庁(保験者)

59 2剖厚 )1004 その他 却下

70 231厚 )1014 -・圃 その他 却下 {年金厚生局4・

71 ~(厚 11刷4 そ叩他 却下 {年厚金生局労事働業大菅理臣課〉

72 23(厚 )1104 そ由他 却下 {年厚金生局労事働業大曹理臣1 

73 231~ )1114 その他 却下 (年厚金生局労事働量大管理臣標)

'----' 
74 23(厚 )1悶4 - その他 却下 (年金厚生属事労業働大曹理臣1 

75 23日厚 )1156 - 遺族厚生年生 却下 (年金厚生周労事業働大曽理臣』

76 231健厚)606 調珂・ - 被保険者責格 棄却 目本年金機構理事長

77 23(健厚)797 - 被保険者資格 却下 (年厚金生局労事働業大曹理臣謀)

78 22(船)31 その他 棄却 童図健康保険協会理事長

79 22(船)61 ~ そ由他 棄却 全国健康保険協会理事長

80 22(，船)751 圃・・ 療養母給付 棄却 童図健康保険協会理事長

81 22(船)835 - そ叩他 棄却 全国健康保険協書現事長

82 22(船)877 - 傷病手当量 棄却 全国健康保険協会理事長

83 担明白)901 - 療養の給付 棄却 全国値康保険協会理事長

84 21(園)622 障害基礎年金 容認 (年厚金眉生事労業働大曹寝臣楳)
\~ 

85 22(園)255 - 障害基礎年金 棄却 ，事!;

86 22(園〉回2 障害基礎年金 容認 [年金厚生局労事働業太菅理匡E 

87 2副園) 5 - 障害の程度 棄却 (年金厚生属労事働業大管理臣際)

88 231国)18 障害基礎年金 棄却 {年金車生局事労働業大曹臣理際)

89 23(囲)66 - 障害の程度 棄却 (年壷厚眉生事労業働大審臣理楳}

90 23(国)悶 初診日 棄却 (年厚金生扇労事働業大管臣理院)



平成24年4月 裁決内訳 (裁決日 4月27日)

No 事 件 番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関保人氏名 利害関係人代 理人 件 唱 裁決 原処分斤{保験者)

91 Z引回)11B 老齢畠礎年金 棄却 t年厚金生屑

9. .3(国)1.B - 障害の程度 棄却 (年厚金生蝿労事働串大菅理臣慢)

93 .3(国 ).173 保融料 棄却

94 .3(困)19B - 障害の程度 棄却 〈年厚金生属

95 側面).. 8 - 陣曹の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣謀}

96 
¥-

.3(園)24. 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣標)

97 23(国)245 -圃・・ 初診目 棄却 [年金厚生属労事働業大曹思臣謀)

98 23(園 ).58 - 障害由程度 棄却

99 '3(国)264 圃 圃 そ田他 棄却 手厚金生局労事働轟大曹理臣課}

1凹 23(国)269 障害由程度 棄却

101 23(園).73 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属事労働曜大管理臣標)

102 .3(国)296 - - 障害回程度 棄却 {年厚金生局労事働畠大瞥理臣楳)

103 .3(園)3叩 - 障害回程度 棄却 (年厚金生局労事働聾大菅理臣E 

104 23(国)308 その他 棄却 {年厚金属生事労業働大曹理臣課〉

105 23(園)313 - 障害轟礎年金 棄却 〈年厚金属生事労業働大管理臣E 

106 .3(国)剖4 - 陣容の程度 棄却

107 23(囲 )322 ••• - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事勘書大官理臣謀)

¥--" 

108 .3(国)3.3 障害基礎年金 棄却

109 Z剖国)324 障害の程度 棄却 (年厚金生馬労車働聾大官理臣課)

110 23(国)333 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣E 

111 23(岡)350 - 陣曹の程度 棄却

112 23(国)352 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局事労働轟大曹程臣標〉

113 23(園)353 障害基機年金 棄却 f畳，‘ 



平成24年4月 裁決丙訳 (裁決日 4月27日)

N。事件番号 筒求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 fキ 名 裁決 原処分昨{保院者)

114 23(園)362 - 障害基礎年金 棄却 (年全厚局生労事働業大曹理臣操}

115 23(固)374 障害時程度 棄却 (年金jJ生属労事働量大管理臣! 

116 23(国)379 障害由程度 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣操〉

117 23(園)387 直直 障害基礎年金 棄却

118 自[園)390 - 障害の程度 棄却 {年輩厚生局労事働業大世理臣課]

119 23(図)391 
ぷ~ - 障害の程度 棄却

120 23(国 )392 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生周労事働業大曹理臣楳)

121 23(園)397 障害基礎年金 棄却 [年厚金盟局主

122 2剖国 )401 - 障害の穏度 議却

123 Z副岡 )405 - 陣容の程度 棄却 t年厚金生蝿事労働業大曹理臣楳l

124 23(園)412 障害年金 棄却

125 23(閏)413 - 障害基礎年金 棄却

126 23(園)415 - そ由他 棄却 {年厚金属生事野業働穴曹理臣楳〉

127 23(園)417 -. 障害基礎年金 業却

129 Z副聞 )4回 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事倒書大官理臣1 

129 23(園)425 障害回程度 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課}

130 23(園)427 - 障害基礎年金 棄却 (年厚世生局事労働指穴世理臣楳}

) 

131 23(国)431 老齢基礎年金 棄却 (年厚生生局労事働轟大曹理臣1 

132 23(園)443 障害基礎年金 棄却

133 23(園 )445 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事書働大官理臣課}

134 23(園)449 障害の程度 棄却 年厚金生局事労働案大臣
{ 曹理標}

135 23(国)451 保険料 棄却 日本年金機構理事長

136 23(園〉相E - 障害の程度 棄却 (年庫金生局信事組書大官理臣課)



平成24年4月 裁決内訳 (裁決日 4月27日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人民唱 利害関部人代理人 件 名 裁決 原処分庁(保陳者)

137 23(園)462 障害基礎年金 棄却

138 23(国)472 - - 障害基礎年金 棄却

139 23(園)473 - 院寄基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大管廼臣楳)

140 23(園)475 障害町程度 棄却 【年厚金生局労事業働大官理臣3 

141 23(園)480 障害時程度 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣課〉

142 23(園)481 障害回程度 棄却 【年厚金生属労事働業大曹程臣標〉

143 23(園川田 - 障害の程度 棄却

144 E引回)515 障害由程度 棄却 〔年厚金生局労事働業穴管臣理謀}

145 23(国)523 - そ由他 却下 (年厚金生局労事働業大管理E課)

146 23(国)531 障害の程度 棄却 {年金厚生馬労車働議大官理臣1 

147 23(国)535 - 障害回程度 棄却 [年厚金生局労事働業大腎理臣謀)

148 23(圏)543 その他 却下

149 23(1l!I. ) 553 園田 そ田他 却下 (年厚金生局労事働華大官理臣課)

150 23(園)555 - - その他 棄却 t年厚金生属事労働業大曹理臣謀)

151 23(園)575 - 障害回程度 棄却 [年厚金生属労事働業大管理臣楳)

152 23(園)582 圃・・ 障害基礎年金 棄却 ，. 

¥ー'
153 23(園)604 圃・・ - 障害の程度 棄却

154 2出(園)621 障害の程度 棄却

155 23(園)635 

••••••• 
遺接基礎年金 却下 【年金厚属生労事働業太官理匡操)、

156 23(園)645 遺懐基礎年金 却下 (年厚金生局労事働業大智理臣楳〉

157 23(園)649 - ~ . 
障害の程度 棄却 {年厚金生周事労働業大管理臣楳}

158 23(園)655 - 初診日 棄却 t年厚金生島事労働業大菅理臣鴎}

159 23(園)665 陳曹の程度 棄却



平成24年4月 裁決肉訳 (裁決日 4月27日)

No 事件番号 鯖求人氏名 代理人氏名 事I曹関係人氏名 利害関係人代 現人 件 者 織決 原処骨斤(保陵者)

160 23(国)699 - 陣容の程度 却下 (年金厚生属労事業働大管担臣保)， 

161 23(園)792 圃・・・ 障害基礎年金 却下 (年金厚生局事労働業太管理臣操)

162 23(国)869 そ田他 却下 (年厚金生属労事働業大官理匡操1

163 23(園)884 - その他 却下 (年厚金生局労事業働大菅湿臣楳f)

164 23(園)回4 - - その他 却下 (年厚金生局労事働業大官理臣課)

165 2剖園)904 その他 却下 {年厚金生属労事働業管大理臣螺}

166 23(国)914 - その他 却下 (年厚金生属事労働集大管理臣課}

167 23(国)924 その他 却下 (年厚金生局労事働業大曹臣理課}

、、-



平成24年5月 裁決内訳 {裁決 日 5月31日)

N。事件番号 蹄求人氏名 代理人民名 利害関係人氏名 事I曹関係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁{保践者}

阿倍〉幻 - 傷病手当金 棄却 全国値康保険協会軍事長

z 22(健)197 悔病手当金 棄却 全国健康保険協禽酒事長

3 22(健)215 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

4 22(健)857 - 傷病手当金 棄却 .酔康保険組合理事長

5 23(憧)163 圃圃 労務不能 棄却 全国鍵庫保険協会理事畏

¥ー'

6 23(健)346 - .. 労務不能 棄却 全国値康樺険協金理事長

7 23(健)521 - . 
悔病手当壷 棄却 全国健康保険也会理事長

8 四(健)579 - 療養費 棄却 全国健廉保険協会理事長

8 23(健)648 - 燭掠手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

10 23(健)758 労務不能 棄却 全国健康保険協金理事長

11 23(健)800 - 悔病手当金 棄却 全国健鹿保険協会理事長

12 23(健)816 傷病手当金 棄却 全国怯廉悟険協会理事長

13 23(健)853 - 悔請手当金 容認 全国健康保険協会理事長

14 23(健)925 - 傷病手当金 却下 全国健康保険協会理事長

15 23(僧 )1070 傷病手当金 却下 全国健康保険協生理事長

16 22(厚)悶 - - 初診の時期 豪却 (年厚金生局労事働難穴世理匡線)

¥---
17 22(厚)113 障害由程度 棄却 (年厚金局生労事働業大曹理臣課}

16 22(厚)726 - 遺族給付 棄却 (年厚金生局労事働業大官理臣課)

19 2副厚)736 - 遺族給付 棄却 (年厚金生局労事働業大官理臣課]

20 22(揮】 746 - - i車操給付 棄却 (年厚金生属労事働業文曹邑理課)

21 22(厚)759 - 老齢庫生年金 事院却 [年厚金生局労事働聾大管理臣媒)

22 22(厚)879 - その他 棄却 (年厚金生島労事働書太官理臣謀)

23 23厚)104 そ叩他 却下 {年厚金生周労事働業大菅理臣院}



平成24年 5月 裁決内訳 (裁決目 5月31日)

No 事件番号 傭求人民唱 代理人民名 利害聞係人氏名 事11害関係人 代理人 件 名 難決 原処分斤(保険者]

24 23(厚)222 - - 障害の給付 棄却 〈年厚金生局労事働書大管理臣館}

25 23(周[) 298 園田園 障害由給付 棄却 (年厚金生属労事働業大管理臣課}

26 23(厚)374 - 陣容の程度 棄却 [年厚金生局労事働業大曹理臣課}

27 23(厚)376 - 障害回程度 棄却 【年厚金生属労事働業大曹理臣操]

28 23(1軍)384 - 陣曹の程度 棄却 {年厚金生眉事労業働穴管理臣操]

\~ 
29 23(厚)394 - その他 却下 日本年金機構理事長

30 2剖厚)408 - 障害の給付 棄却 {年厚金局生労事働蝶大管理臣標)

31 2副厚)442 - 障害の給付 棄却 (年厚金属生労事働推大曹理医謀)

32 23(厚)443 - 障害の程度 棄却 (年厚金生局労草働書大官理臣課}

33 23(厚)454 - 障害時程度 棄却 (年厚金生局労事働章文官理匡課)

34 23(厚)460 - 障害時程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課}

35 23(厚)462 - ~継人) そ回他 却下 (年厚金生局労事業働大苦理臣課]

36 23(1J ) 465 - その他 棄却 (年厚金生局労事働推大曹理臣思]

37 2引厚)468 - 障害の給付 棄却 〈革厚金生局事労働業大管理臣標)

38 23(厚)470 陣容の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大曽理臣課)

39 23(厚)482 - -- 陣容の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣探)

40 23(厚)492 
\~ 

陣容の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣甥)

41 23(厚)517 - その他 棄却 日本年金機構理事長

42 23(庫)528 陣曹の給付 棄却 (年厚壷生局労事働輩大菅理臣課)

43 23(1草)535 陣容の程度 棄却 〈年厚金生崩労事働業大菅理臣院)

44 23(陣)537 その他 棄却 日本年金機構理事長

45 23(厚)542 - - 陣曹の給付 棄却 【年厚金生馬労事働業大曹現臣陣)

46 23(1車)547 圃・・ - 障害の給付 棄却 (年金厚生用労車働書大官理臣標}



平成24年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月31日)

N。事件番号 締京人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 刺客闘悟人 代理人 件 名 灘決 原処分庁【保険者]

47 23(厚)548 - 陣曹の給付 棄却 {年厚金生属労事働業大官週臣標}

48 23(鳳)573 - 障害回程度 棄却 〈年庫金局生労事船業大曹理臣E 

49 23(厚)578 障害の給付 棄却 〈年金厚生局労事働畢大官理臣楳}

50 23(庫)581 - - 陣日害の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣

51 23(厚)583 - その他 棄却

¥}ノ

52 23(車)585 障措の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大官理臣操)

53 23(庫)589 -・・圃 初診の時期 棄却 {年厚虫生局労事働嘩大管理臣際)

54 2出庫)591 - 初診由時期 棄却 〈年厚金生局事労働業大曹現臣i 

55 23(. ) 597 - 障害白給付 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣操)

56 23(庫)601 その他 棄却 〈年金厚局生事錯働聾大管理臣課)

57 23(厚)603 障害の程度 棄却

(年年厚金厚金生生局局労事労事働業働畢大大曹官理理臣臣課課)

58 23(原)剖1 - 陣容の程度 棄却

59 23(庫)613 - その他 棄却 (年厚金生局労事働蝶文官理臣課)

50 23(厚)617 障日書の給付 棄却
，"'-'" 

51 23(厚)526 - 初診の時期 棄却 〈年厚金生局労事働業夫管理毘螺). 

62 23(/J ) 632 - 障害田給付 棄却

¥ノ
63 23(庫)539 障害叩程度 棄却 (年厚金生属骨事業髄大管理臣操)

64 23(厚)640 障害の程度 棄却 (年厚企生局労事働業大曹理臣課J

55 23(厚)642 陣容の給付 棄却

66 四{厚)644 - 降客の程度 棄却 〈年R金E生局労事働業大菅浬臣1 

67 23(厚)564 障害の種皮 棄却 {年煙金車局労事働業大管理臣操)

58 23(厚)570 - その他 棄却 (年厚金生局労草働案大曹理臣1 

69 23(厚)577 障害の給付 棄却 (年厚金生属狩事働聾大官理臣課)



平成24年 5月 裁決肉訳 (裁決日 5月31日)

No 事件番号 陪求人民名 代理人氏名 利害関係人氏名 刺曹関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁〔樺院者}

70 23{厚)6四 -・圃 障害叩程度 棄却 {年金軍局生労事働聾大曹理臣標)

71 23{厚)695 初齢即時期 業却 (年厚金生局労事事働大管理臣煤)

72 23{厚 )7曲 - 障害回程度 棄却. {年厚金生局労事業働曹大理臣操)

73 Z出厚)704 陣膏白根鹿 棄却 (年厚金生属労事働推大官程臣標)

74 23{厚)707 - 障害の給付 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣標)

¥J  
75 23(厚)708 圃・・ - その他 棄却 〈年金厚局生事労業働大曹理臣標}

76 23(厚)712 - - 陣曹の給付 却下 〈年厚金生局労事働書大官理臣課}

77 23(庫)716 - 障害の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣操}

78 23(厚)719 園田 - 障害由程度 棄却 【年厚金生局労事働業大曹理臣標)

79 23(厚)722 - そ冊他 棄却 (年厚金生属労事働業大管理臣課)

80 23(隈)739 

-・・ 圃・ 障害の程度 棄却 {年厚金生属労事書働大官理臣謀]

81 23(厚)741 -・圃 障害由設度 棄却 {年厚金生属労事働量管大理臣操]

82 23(厚)745 - 陣容の程度 棄却 (年厚金生局事労業働大管理臣謀)

83 23(厚)751 - 陣曹の程度 棄却 〈年金厚生局労事働来大管理臣課)

84 23(厚)7回 圃・・ - 陣曹の給付 棄却 (年厚金生局労事勘業大曹理臣標)

85 23(厚)754 - 陣曹の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣螺)

86 割(1車)761 初給由時期 棄却 [年厚金生島労事働業大曹理臣醸]
¥.../ 

87 23(1事)764 -園田 脱退手当宣 棄却 (年金厚生属労事働業大官湿匡標)

88 23(J草)767 - 陣曹の給付 棄却 【年厚金生局労事働業太管理匡際)

89 23(障 )776 圃圃・ 主計維持 棄却 (年金厚生局労車働操大官邑理観)

90 四(厚)784 - 陣容の給付 棄却 {年厚金生周事労働業大管理臣緯)

91 Z剖厚)785 - 障害の程度 棄却 {年厚金生島労事働業大曹理臣謀}

92 23(厚)792 - - その他 容毘 【年厚金生崩労事業働大曹理臣際)



平成24年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月31日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 制害関係人氏名 利害関係人代理人 件 者 裁決 原処分斤(保険者)

93 23(厚)794 - 陣容の程度 棄却 (年壷厚局生事野業働大曹理臣謀)

94 23(厚)795. 障害の給付 棄却

((年年厚金金厚生局局労事事労業働働業大管大曹理理臣臣操課)〉
95 23(障)803 その他 棄却

98 23(!J )815 - 遺族厚生年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣E 

、.J

23(厚)817 

.園.田. 
障害の給付 容認 (年厚金生局労草働書大骨理臣課}97 

98 23(厚)819 - 障害の給付 一郁容舘 (年厚金生局労事働業大曹理臣霞}

99 23(庫)820 - 陣害の給付 棄却

H(年金厚生局労事働業働業大官大曹理理臣臣楳際ー) ー
100 23(厚)胆3 障害由給付 棄却

101 23(厚)田8 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事業働大曹理臣課}

102 23(厚)829 - 障害由給付 棄却 {年厚金生局事労働聾大管理臣操)

103 2割厚)831 老齢厚生年金 棄却

{{年年厚金厚金属生局生労事労事働業働書伏曹大官理理匡臣課謀)} .-. 104 23(厚}曲' 陣容の給付 棄却

105 23(厚)841 - 障害由給付 棄却 〈革金厚属生労事働推大曹理臣穏)

108 23(厚)842 - 障害の給付 棄却 {年金厚生局卦事働書大官理臣課)

107 23(厚)845 -圃圃圃 障害の給付 棄却

108 23(厚)859 - - 陣容の給付 容盟 {年金厚生島労事働業大菅理臣際)

¥ー'
109 23(厚)885 圃・・ その他 却下

110 23(厚)873 - 陣書町程度 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣課)

111 23(厚)883 陣曹の程度 却下 (年金厚生局労事働業大管理臣楳〉

112 23(厚}回9 障害回給付 容認 (年金厚生局労事働推大曹理臣l 

113 2剖厚}曲1 - - 陣害の程度 容認ー (年生厚生局事労働業大曹理臣操]

114 23(厚)930 - その他 却下 企業年金基金連合会理事長

115 23(厚 )1022 却下 日本年金機構理事長



平成24年5月 裁決内訳 (裁決日 5月31日)

N。事件番号 鯖求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 刺客関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤(保険者}

116 23(海 )1054 圃・・ そ叩他 却下

117 23(厚 )1064 そ由他 却下 (年厚金生局事労働書大官理鹿際)

118 23(厚 )1074 - その他 却下 (年厚金生属;・

119 23【厚 )1076 - 降客白給付 却下 l年厚金生局労事働業大管理医楳}

120 23(厚 )1080 I!I式会社 - その他 却下 日本年金機構理事長

'-' 
121 23(厚 )1084 - その他 却下 (年厚金生局労事働蝶大管理臣課}

122 23(厚)1090 -・・E株式会社 - そ田他 却下 日本年金機構理事長

123 23(厚 )1094 その他 却下 (年厚金生局労事働業穴管理匡課)

124 23(庫 )1100 陣式会社 - その他 却下 日本年金機構理事長

125 23(厚 )1110 陣式会社 - その他 却下 日本年金機構理事長

126 23(厚 )1154 ー- その他 却下 (年厚金生属労事働書大官理匡棟)

127 23(厚 )11桝 その他 却下 (年厚金生局労事業働大菅理臣課)

128 23(厚 )1174 - その他 却下
z臣

129 23(. )1184 - 園田・ その他 却下 [年厚金生属労草働書大官理臣県}

130 2副厚 )1194 - ••• その他 却下 (革厚金生局労事働業大管理医課)

131 Z副厚 )1214 そ由他 却下 (年厚金生局労事働業管式理E楳}

\~ 
132 23(問l)1224 - その他 却下

133 24日(聞[) 20 - 老齢厚生年金 却下 {年厚金生局労事働業大曹理臣課7

134 22(健厚.)870 

蕊恵房語語需薗也
保険料 棄却

135 23(健厚)851 - 保険料 棄却 日本年金織構理事長

136 23(健軍.)866 - 被保障害資格 蕪却 目車年金機情理事長

137 23(健軍)1320 .. 被保障者責絡 却下 百本年金機構理事長



平成24年 5月 裁決内訳 (裁決日 5月31日)

N。事件番号 購求人氏名 代理人氏名 剰害関係人氏名 利害関係人代理人 件 者 裁決 原処分庁(保険者〕

138 21(固)532 - 陣書基礎年金 棄却

139 21(園)576 
， 

障害回程度 ‘棄却 (年厚金生属労草働案大曹理臣思]

140 2副岡)80 障害回程度 棄却

141 22(園)216 陣容の程度 棄却 (年厚金生属労事働業夫管理匡課)

142 22(園)703 - -・圃 老齢基礎年童 蕪却

¥、J

143 22(園)754 - 園圃 陣容の程度 容認 {年金厚生高労事働業大曹現臣標)

144 23(国)158 陣害田程度 棄却 (年厚金生属労事働業太曹理匡課)

145 23(固)160 - 陣曹の程度 棄却 【年金厚生局労事働業大管理臣1 

146 23(国)162 陣害基礎年金 棄却 (年金厚生周労事働業大曹理臣謀}

147 23(園)172 - 陣書基礎年金 棄却

(年年金金厚厚生局生局事労労革働働推業大大管曹理臣哩臣

障害義礎年金 棄却148 23(園〉田Z

149 23(園)238 - 障害の程度 棄却 {年金厚生局労事働業大曹理臣課)

150 23(園)248 - E薗 障磐田複度 棄却

151 23(園)260 - - 初診日 棄却 {年厚金生馬車労議働太官理臣課]

152 23(園)332 - - 賄容基礎年金 棄却 【年金厚生局事労働業大官理臣

153 23(周)358 - 陣曹の程度 棄却

¥-
154 23(国)370 - - 障害の程直 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣楳)

165 23(圏、)378 - 納付要件 棄却 〈年金厚生局労事業働大曹理E 

156 23(固)380 障害の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

157 23(国)400 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹司医

158 23(国)418 - 陣容の程度 棄却

159 23(国)421 障害時程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

160 23(国)422 保険料 棄却 日本年金機構理事長
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裁決内訳 (裁決日 5月31日)

利害関係人氏名 利害関係人 代理人 i半 名 裁決 原処分斤(保験者}

障害回程度 棄却

障害の程度 棄却 (年R金E車属労事働業太管理匡課]

陣曹の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大菅理豆1 

陣曹の程度 棄却 大官理臣際}

保険料 棄却 (年庫金眉生労事働業大曹理臣課}

、 障害の程度 棄却

障害基礎年金 棄却 [年金厚生属労事働業大官理臣煤]

障害基礎年金 棄却 (年厚金生局1l 

初診目 棄却 (年厚金生周事労業働大官理臣師]

障害の程度 棄却 {年厚金局生事労働業大官理臣際)

障害基礎年金 棄却
Z匡

初診日 棄却
-眉

陣警の程度 棄却 〈年厚金生属労事働轟文曹理医操}

障害の程度 棄却

陣容司程度 棄却 t年厚金生局労事業働大菅理臣課)

陣害蕃礎年金 棄却

陣曹の程度 棄却

障害の程度 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣際)

障害基礎年金 棄却

障害の程度 棄却 (年厚金生蝿事労働業大曹理臣想]

保険料 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣課)

障害回調度 棄却

障害由程度
. 

棄却 (年厚金生局労事働推大菅理臣l 



平成24年 5月 裁決内訳 (裁決 日 5月31日)

N。事件番号 11求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 iキ 者 議決 原処分斤{保険者}

184 23(固)559 - 障害由程度 棄却 (年厚金生島労事働推大曹臣理操l

185 23(園)582 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事倒業大曹理臣操]

186 23(国}日3 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働推大曹理臣観)

187 23(園)580 初診日 棄却 (年厚金生局労事働業太管理匡謀]

18a 23(園)583 障害基礎年金 棄却 〈年金庫生局労事働業大曹理臣課}

¥-./ 
189 23(国)585 -・圃 - 障害の程度 棄却 〔年厚金生局事労働業大管理臣線)

190 23(国)590 - 障害由程度 棄却 (年金厚周生労車働車大官理臣謀]

191 23(園)591 障害の程度 棄却 (年厚金生眉労事働聾犬曹理臣媒〕

192 2副国}田4 - 障害由程度 棄却 (年厚金生島労事働車大曹理臣楳)

193 23(園)525 ， 
初診日 容飽 {年厚金局生事労働業火曹理原螺)

194 23(閏)829 - 障害の程度 棄却 {年厚宣生局労事働業太曹理臣課]

195 23【国)630 障害の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣謀)

196 23(悶)632 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事業働大管理臣課)

197 23(困)634 障害由程度 棄却 〔年厚金生局労事働業大曹理臣課γ

198 23(固)637 、 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣隈]

199 23(国)641 -・圃 障害即程度 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣謀]

Z田 23(~ ) 681 - 障害の程度 棄却 (革厚金生島労事働難大官理臣謀]

、、4 〆

201 23(園)663 -・圃 その他 棄却 {年厚金生属事労働業大曹理臣際)

202 23(園)667 I 陣書基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣想)

23(国)869 - 陣容基礎年金 却下
厚生労働大臣E国

(年金島事業官理課J

204 Z剖周)871 障害回程度 棄却 {年厚金局生労事働業大曹理匡操)

205 23【国)675 - 障害の程度 棄却 {年厚金属生事費業働穴管理臣操)

20a 23(固)577 - - 陣容基礎年金 棄却 [年厚金生属労事働業大曹理臣想〉



平成24年5月 裁決内訳 (裁決 日 5月31日)

N。事件番号 蹄求人氏名 代理人氏名 利害関.係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(保験者)

207 23(岡)683 - 冒E 陣害基礎年金 棄却 l (年金厚生属労事働推大官理臣課〕

208 23(園)690 障害由程度 棄却 t年厚金生局il 

209 23(園)697 -圃・・ 障害基礎年金 棄却 {年厚金局生事労働業大曹理臣課)

210 23(国)745 - その他 却下 田本年金機構理事長

211 23(国)755 - - その他 却下 日本年金機構理事長

¥}〆
212 23(国)769 - 老齢基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大菅理臣標}

213 23(固)819 - 陣害年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹寝臣際)

'-' 



平成24年 6月 裁決内訳 (裁決目 6月29日)

No 事件番号 摘求人氏名 代理人氏名 利害関係人民名 事l害関 f華人代理人 件 名 裁決 原処分庁【保障者)

22(健)858 
圃・・

任意継続被保険者 棄却 全国橿康保院協会理事長

2 22(健)860 - 任意継続被保険者 棄却 全国慎康保険協会理事長

3 23(健}回。 療養の給付 業部 童図憧康保険協会理事長

4 23('健)544 - 悔請手当金 棄却 全国健康器険協会・E支部畢

5 自(僅)705 - 傷捕手当企 棄却 全国健麿保険協会理事長

6 23(健)838 療養費 却下 全国健康保険協会理事長
\~ 

7 23(健)848 - 提養費 却下 全国健康保険協壷理事長

8 22(~ )回 - - 発掃の時期 棄却 (年厚金生聞労事働業大管臣理課}

8 包(厚)133 - 障害回程度 棄却 {年厚金生局労事働業大管盟臣楳〉

10 22(厚)1時 障害由程度 棄却 (年厚金生属労事業働大管理臣際)

11 22(厚)319 - - 障害町程度 棄却 [年厚金生局労事働業大菅理臣操]

12 22(厚)752 - 老齢厚生年金 棄却 (年厚金生島労事働業大菅理臣課}

13 23(厚)14 老齢厚生年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管毘理煤}

14 23(厚)238 園圃 障害回給付 却下 {年厚金生属事労業働大曹理臣課}

15 23(厚)277 - - 障害由給付 容認 (年厚金生局常事働聾大菅理臣課)

16 E剖厚)293 - 初診由時期 容認 [年厚金生局労事働書大官理臣課]

17 23(1IJ ) 398 - その他 棄却 {年厚金生島労事働業太管理匡操)
¥J 

18 23(厚)453 - 障害回程度 棄却 {年厚金生局事労働業大管理臣鰐}

19 23(庫)463 - - 障害由程度 棄却 t年金厚生局労車働操大管理臣楳}

20 23(厚)483 園田 陣害の程度 棄却 l年厚金生局労事働畢大菅謹臣標)

21 23(厚)494 - その他 棄却 {年原金生局労事働業大管理匡課)

22 23(庫川田 - -圃圃 障害の程度 自匝却 t年金厚生属労事働業大管臣理課}

23 23(厚)512 - 障害回給付 棄却 {年厚金生局事労業働曹大謹臣際}



平成24年6月 裁決内訳 (裁決日 6月29目)

N。事件番号 請求人民名 代理人氏名 利害関係人民名 利害関罷人代理人 件 名 裁決 原処分斤{保践者}

24 23(厚)514 - 障害由給付 棄却 年厚金生局労事働業大臣
{ 曹理課}

25 23(厚)552 そ叩他 棄却 l年厚金生局労事働業太管理E1 

26 23(j車)553 脱退時金 棄却 {年厚金生商労事働換大管理臣操〉

27 23(厚)554 - 脱退一時金 棄却 {年厚金生属労草働書大官理臣課)

28 23(厚)555 - 司圃E 障害の程度 棄却

¥J  
29 23(用[) 563 脱退時金 棄却

30 23(厚)56B - その他 棄却 {年厚金生馬労車働車大管理臣標}

31 23(~ ) 571 障害の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣標)

32 2町厚)575 田園 陣容由程度 業却 (年厚金生属労事車働大菅理臣課〉

33 23(厚)594 遺族庫生年金 棄却 {年厚金生局労事業働大管理臣課)

34 23(1¥1 ) 621 -- 初診の時期 棄却 (年金厚生局事労業働曹大理臣操}

35 23(厚)636 -- 障害の程度 .却 (年厚金生属労事働業大曹理臣院)

36 23(庫)641 - 障害町極度 棄却 {年厚金生屑労事働業大曽理臣錬)

37 23(厚)889 その他 棄却 {年庫金生局事労働業大管理臣課〉

38 23(厚】 687

語-.-.調-. EE - 障害回給付 棄却 (年厚金生属事労働嘩大曹理臣謀)

23(厚)692 その他 棄却 (年厚金生局労事業働大曹理臣1 39 

40 23(庫)718 障害由給付 棄却
¥J  

41 23(厚)822 - 障害由給付 棄却 {年厚金局生事労業働大管理臣課)

42 23(厚)830 - - 障害の給付 棄却 (年厚金生局事労働業大管理臣探)

43 23(厚)834 - 障害由給付 棄却 (年厚金生局労事働業穴曹思匡疎}

44 23(厚)835 - - その他 棄却

45 23(厚)837 その他 棄却 t年厚金生島事労働換大菅理臣鴨〉

48 23(周[) 840 - 障害由給付 棄却 {年厚金生属労事書働大官理臣課)



平成24年6月 裁決内訳 (裁決日 6月29日)

No 事 件 番号 筒求人民唱 代理人氏名 利害関係人民名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁〈保院者)

47 23(厚)850 園圃 - そ回他 棄却

48 四(厚)854 障害回給付 棄却 {年厚金生属労事働推大菅理臣操}

49 23(厚)857 掴圃 - 障害国給付 棄却

50 23(厚)887 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事書働太曹瑠臣l 

51 23(厚)回8 - 障害由給付 棄却

¥、J

璽【年E璽主縫璽詰酌堅二
52 23(厚)剖1 その他 却下

53 23(!t: ) 892 遺族厚生年金 棄却

54 2副厚)893 - 障害町程度 棄却 日本年金機構理事長

55 23(厚)895 - 障害白給付 棄却 {年厚金生局i: 

56 23(厚)896 障害回程度 棄却 (年厚金局生労事働業大管臣理標}

57 23(厚)898 - 圃 障害由給付 棄却

58 23(厚)905 聞害の給付 棄却

59 23(厚)912 
主唱晶

その他 棄却 (年厚金生蝿労事働業大菅理臣操)

60 23(厚)913 - 発摘の時期 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課}

81 E剖厚)919 障害回給付 棄却

62 23(厚)皿3 - 時効特例 棄却 (年厚金生属事労働量大管理医i 

63 23(厚)阻6 I 障害白根底 棄却 (年金厚遣局労事働量大管理臣
¥一〆

64 23(厚)932 圃・園、 障害茸企 棄却 【年厚金生局労事働章大菅理臣課)

85 23(厚)933 陣害由種度 棄却

88 23(厚)936 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業菅大沼臣l 

67 23(厚)937 I -・圃 障害町給付 棄却 (年金厚生局労事働聾大曹思臣楳)

68 23(厚)841 - 来支給年金 容鰻

69 23(原)942 - 遺族庫生年金 棄却 (年厚金生局



平成24年6月 裁決内訳 (裁決日 6月29日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人民名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁[保院者)

70 2副厚)946 来支給年金 棄却 (年厚金生局事労働轟大曹湿臣標}

71 2剖厚)949 圃・・ 遺旗厚生年金 棄却 (年厚金局生労事輩働大曹謹臣陣}

n 23(厚)9田 - 障害年金 諜却

" 
73 23(庫 川58 - 障害由給付 却下 {年厚金生属労事働業大曹理臣謀)

74 23(厚)961 離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

¥-
75 231摩 川 町 1器調圃E 棄却 日本年金機構理事長

76 23(厚・)967 -遺族厚生年金 棄却 {年厚金生属事労働提大管理臣際)

ヲ7 23(庫 川 田 圃・ 障害回給付 棄却 (年車金生島労事働離大宮臣窪際)

78 23(厚)973 -・ 障害年金 蕪却 匹厚金生局野事書働大官理臣媒)

79 23(厚)986 - 障害由給付 棄却 〔年金厚生蝿労事働業大管理臣謀}

80 23(厚}田1 - 障害の給付 棄却

81 23(庫 )1001 - 障害の給付 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

82 23(厚)1016 圃・・ 障害由給付 棄却

83 23()f: )1017 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣課}

84 23(厚 )1023 - 障害由給付 却下 (年厚金生眉労事働業大菅理臣1 

85 23(厚 )1033 - 障害の給付 一郁容I!l [年金厚生屑事労働串大背理臣課)

86 23(庫)1059 - 障害年金 却下 (年厚金島生労事推働大曹理臣標)

¥J 

87 23(厚 )1068 - 障害の給付 棄却

88 23(庫 )1079 障害年金 講却 (年厚金生局労事聾働大官理臣l 

89 23(Jt: )1111 障害の給付 却下 (年厚金生局労事働業大曹理臣i 

90 23(厚 )1141 - 遺旗厚生年金 却下 (年厚金生馬労車働業大曹理臣操)

91 23(厚 )1147 - 陣曹の給付 却下 [年金厚生局針事働聾大管臣理篠}

92 Z引Jt;)1209 老齢年金 却下 {年厚金主局主事労業働大曹湿臣繰)



平成24年 6月 裁‘決内訳 。(.裁決目 6月29日)

N。事 件 番号 続求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 者 裁決 原処分庁【保障者)

93 23(厚 )1219 圃・・ - 老齢年金 却下 日本年金機構理事長

94 24(周[) 4 圃圃圃 - 障害の給付 却下 {年厚金局生車労働業大菅理臣課)

95 24(厚)44 圃・・ そ由他 却下

96 23(健厚)962 圃圃 喧圃匝 標準報酬 棄却 日本年金機構理事長

97 23(-檀厚)9回 - 標噂報酬 棄却 日本年金機構理事長

、-
98 23(-健厚)965 

代息.購.薗.園
標準報酬 却下 日本年金繊構理事長

99 23(健厚)1021 その他 棄却 日本年金機構理事長

100 23(紛)810 療養の給付 棄却

101 23(船)1040 療養白給付 棄却 全国健康保険協会理事長

102 23(船 )1140 療費由給付 棄却 健〈船康保員険保協険壷郁理)事長

103 22(国) 4 - 障害基礎年金 棄却 (ヰ厚金生属!1 

104 22(園)田 - - 障害由程鹿 棄却

105 22(固)758 - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣課}

105 22(閤)785 - 保険料 棄却 (年厚金生屑労事働業大曹理臣課}

107 22(園)836 - 老齢基礎年金 棄却

108 22(困)837 老齢基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働畢大官理臣課)

109 23(園)14 - - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣1 
¥J 

110 2剖国)15 老齢基礎年金 棄却 司P同A 

111 23(国)27 - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣課]

112 23(園)担 圃園 保陰[料 棄却 [年厚金生局労事働業大菅理臣謀}

113 23(園)47 - 老齢基礎年金 棄却

114 23(固)包7 -・圃 老齢基礎年金 棄却 t年厚金生蝿l 

115 2副因)278 - - 障害回程度 禁却 (年厚金生局事労働業大曹理臣課)



平成24年 8月 裁決内訳 (裁決日 8月29日)

N。事件番号 情章人民事 代理人氏名 事l害関係人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁[保障者)

116 23(園)316 圃圃 その他 棄却 (年厚金生島労事働業大管理臣標)

117 23(国)338 - 障害の程度 棄却

118 23(園)348 園田・ - 障害由程度 棄却 {年厚金生尾労事業働太管理匡想〉

119 23(園)363 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅窓臣際)

120 23(園)372 -圃・ 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大苦理臣! 

¥ノ
121 23(園)373 - 陣容基礎年金 棄却 t量<1>1

122 23(閤)393 保険料 棄却 【年厚金生局事労業働大曹理臣操}

123 23(園 )394 - - 障害回程度 棄却 (年厚金生局1可

124 23(園)398 障害由程度 棄却 (年厚金生居労事働業大曹理臣謀)

125 23(国)402 障害基礎年金 棄却

126 23(国)404 障害由種鹿 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣課)

127 23(園)444 障害基礎年金 棄却 ，#， 

128 23(図)460 - - そ田他 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣謀)

129 23(固)467 圃・・ - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大菅垣臣謀)

130 23(園)469 - 障害の程度 棄却 {年厚金生局暗J 

131 23(園)477 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働喋大管理臣謀}

132 23(園)479 -・圃 陣容の程度 棄却 (年金厚隼局労事働業大管理臣謀}
¥J  

133 23(囲)4制 - - 障害の程度 棄却 {年厚金生周労事働業大曹理臣課}

134 23(図)485 - 障害の程度 棄却

135 23(園)493 - 障害基礎年金 棄却

136 23(園)494 - 障害の程度 棄却 {年金厚生局事労働業大曹理臣操}

137 23(囲)507 - 障害基礎年金 棄却

138 23(園)509 - 障害田穆度 棄却 {年厚金生局労事働蝶大管理臣課)



平成立4年6月 裁決内訳 ('裁決目 6月29日)

No 事件番号 情求人民唱 代理人氏名 利害関係人民名 利害関係人代 理人 t宇 名 裁決 原処分庁{保践者)

139 23(囲)529 圃・・・ - 陣容由程度 棄却 (年厚金生局労事働轟大管理臣課)

140 23(1JI ) 547 障害基礎年金 楽部

141 23(囲)548 - 園田 老齢基礎年金 棄却 t年金厚生属事労働業大菅直臣鶴}

142 2剖園)578 - 障害回程度 棄却 (年厚金生眉

143 23(圏)503 - - 障害基礎年金 棄却

¥-' 

144 23(国)623 障害基礎年金 棄却 {年厚禽生局労事働業大管理臣操)

145 23(園)633 圃・圃 保換料 棄却 日本年金機構理事長

146 23(回)640 障害の程度 棄却 (年庫金生局封事働業大曹理臣課)

147 23(園)643 - -・圃 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理医課}

148 23(図)644 - 陣害の程度 棄却 [年厚金生局労事働聾大菅理臣1 

149 23(国)658 - -・圃 障害基礎年金 容認 {年厚金生属事労働業大曹理臣操)

150 23(囲)659 

圃.・.・-・ 障害の程度 棄却 {年厚金局生事労働業大曹理臣標}

151 23(囲)610 障害由程度 棄却 {年車金生局労事働業大曹理臣餌}

152 23(国)666 - 障害回稽度 棄却

"， 
153 23(園川73 - 陣害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣標)

154 23(圏)680 障害回程度 棄却 f革 命

155 23(園)682 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣1 

¥J  

156 23(園)585 - 障害由程度 棄却

157 23(固)692 圃・・ 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大管理臣課)

158 23(固)594 圃・・ 障害由程度 棄却 (草厚企生厨事労働業大管理臣課)

159 23(悶)598 - 障害基礎年金 棄却

160 23(1JI ) 700 - 陣害由程度 棄却

151 23(園)704 圃園圃 樺険料 棄却 {年金厚局生事労換働管大理臣諜}



平成24年6月 裁決肉訳 (裁決日 6月29日)

N。事件番号 蹄求人民.s 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁(保院者)

162 23(岡)713 - 圃・・ 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働蝶大曹理臣陣)

163 23(1lI ) 720 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生周事労働業大管理臣課}

164 23(園)721 - - 障害回程度 棄却 {年厚金生局事労働議大官軍臣際3

165 23(1置)724 - 障害基礎年金 棄却 〔年金厚車局労事働業曹大瑠臣標)

166 23(園)727 保険料 棄却 日本年金機構理事長'

¥J  - (年厚金生局労事働業大管理臣課)167 23(囲)729 遺旗基礎年金 棄却

168 23(国)731 - 障害基礎年金 容昆 {年厚金生周草労案働大官理臣操)

169 23(国)735 圃・・・ -圃圃 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働書大官臣理課〉

170 23(閣)737 - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大管理臣課}

171 2叫園)739 - 遺族基礎年金 棄却 (年厚金生属労事諜働大管理臣課}

17足 23(園川崎 障害基礎年金 棄却 [年厚金生屑労事働業大官理臣謀}

173 23(図)744 - その他 棄却 {年厚金生周労事働業大管理臣課]

174 23(園)749 - a 遺族基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働業大管理E課)

175 23(園川田 - - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局事労働業大曹程臣標)

176 23(園)759 

ー- - 障害基礎年金 容惚 【年金厚生局労事業働大曹理臣牒)

177 23(国 )7回 - 障害基礎年金 棄却 〔年厚金生蝿労事働畢大曹理臣課)

、ー，〆
178 23(固)761 - - その他 却下 [年車金生局労事働業大菅理臣操)

179 23(園)771 - 嘩険料 棄却 日本年金機構理事長

180 23(園)784 - 障害基礎年金 棄却 【年厚金生局事労業働大曹理臣課}

181 23(園)785 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業太管理臣探)

182 23(国)786 障害基礎年金 棄却 (年厚金生馬対事働業大管理匡院)

183 2剖(国)7剖 - その他 却下 {年厚生生局労事働業大菅理臣想〉

184 23(園 )7師 - - 障害基礎年金 棄却 {年揮金生局労事働議大官理豆際)



平成24年6月 裁決内訳 (裁決目 6月29日)

No 事件番号 蹄求人氏名 代 理 人 民 唱 利害関保人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分斤(保険者)

185 23(園)797 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生属労事働業犬管理臣課)

186 23(園.>799 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大智恵臣媒]

187 23(固)田1 - 障害基碓年金 棄却 l年厚金生局事労働業大曹理匡謀)

188 23(国)802 - 障害基礎年金 棄却 (年金車生眉労事働書大官理臣課)

'189 23(園)804 - その他 棄却 日本年金機構理事長

、、ー〆
190 23(園)805 - 陣日書誕礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課}

191 23(囲)807 - - 障害義礎年宣 棄却 {年厚金生局事労働業大曹理臣課}

192 23{国河口 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働黛大官理臣課)

193 23{園)820 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働輩大官理臣課)

194 23{掴)822 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生蝿労事働推大菅理臣課} F 

195 23(園)840 圃・・ 障害基礎年金 棄却 {年厚金局生労事働業大官軍臣操}

198 23{固)851 障害基礎年金 棄却 {年原金生局車労働操大管謹臣楳}

197 24{園)36 - - 障害基礎年金 却下 t年金厚生局労事業働大管理臣腺)

'---' 



平成24年 7月 裁決肉訳 (裁決日 7月31日)

No 事件番号 蹄求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 帯IJ害関 4軍人代理人 件 名 議決 原処骨庁(保険者}

23('値)910 - 傷病手当金 棄却 .除康保険組合理事長

z 23('恨)929 - 療養費 棄却
健民間樫思長

3 23('健)976 傷病平当金 棄却 全国健康樺険協会理事長

4 23(健 )1052 - 傷病手当金 棄却 全国健康保除協会理事長

E 22(厚}田g - 老齢層生年金 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣操}

¥J 
6 22(厚)559 圃圃・ 初砂田時期 棄却 【年厚金生局労事働業大管理臣課}

7 22(厚)938 - 脱退時金 却下 {年厚金生局労事働業大菅理EE 

8 23(庫)158 - 障害叩給付 却下

9 23(厚)208 その他 却下

10 23(厚 )264 - 障害回程度 棄却 {年厚金生局労事働業大菅理臣1 

11 23(厚)378 障害の給付 棄却 【年金厚生局労事働業大管理臣1 

12 23(厚)崎8 陣容由緒村 棄却 (年厚金生属労事働事大審理臣課)

13 23(厚)513 - 陣容の程度 棄却 (年厚金生局労事働聾大管理臣楳}

H 23(厚)518 障害回給付 却下 【年厚金生局事労働業大曹週臣謀)

15 23(厚)533 - - 障害の程度 棄却 (年厚金生属労事働書大官理臣操}

16 23(厚)580 - 陣曹の給付 棄却 {年厚金生周司! 

¥〕〆
17 23(厚)588 - -・圃 陣書の給付 却下 {年厚金生属事労働業穴官理臣操)

18 23(陣)595 - 障害回程度 棄却

19 23(厚)6田 者齢年金 却下

20 23(厚)619 - - 障害由程度 棄却
置命噌幽安置

21 23(厚)627 陣寄の給付 議却 {年厚金生局労事崎業大管理匡課)

22 23(厚)645 - 初診の時期 棄却 (革厚金生局』

23 23(庫)647 障害由給付 棄却 〈年厚金生局労事働業大曹理豆際}



平成24年 7月 裁決内訳. (裁決日 7月31日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 制害関係人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁{保障者}

24 .23(厚)679 障害白給付 棄却

25 23(厚)701 - そ田他 棄却 日本年金蝿構理事長

26 23(厚)766 陣害由程度 却下 (年厚企局生事労働嘩大普理臣謀)

27 23(厚)766 障害の程度 棄却

28 2副厚)796 陣書の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大曹現臣陣)

にノ
29 23(厚)825 - - 障害の給付 棄却 {年厚金生屑労事働業宍曹理臣i 

30 23(厚)833 -・圃 - 障害回給付 棄却 (年厚金生扇労事働畢大曹理臣課}

31 23(厚)858 - 障害由給付 棄却 ，，.庁... 

32 23(庫川町 豆璽E - 被保標険準者報資酬格・ 却下 日本年金機構理事長

33 23(厚)870 - 来茸給年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課}

34 目{厚)880 遺族厚生年金 棄却 t年金厚生周労草働書大曹理臣2 

35 23(庫)897 - 障害回給付 棄却 (年厚金局生労事働轟大曹理臣課)

36 23(厚)9凹 - - 障害由給付 棄却

37 23(厚)902 - 障害由給付 棄却

38 23(厚}叩3 - 障害年金 棄却 {年厚金生局労事働業大菅寝臣際}

39 2副厚}冊8 陣書由給付 棄却 (年厚金当R 

40 23(厚)920 - 障害田給付 容認
¥』〆

41 23(厚)922 .- そ由他 棄却 企聾年金連合会理事長

42 2引厚)940 - - 障害由給付 棄却 (年厚金生局労事働串大管理臣課)

43 23(!J ) 948 - 陣害田給付 諜却 (年厚金生局事労働聾大管理臣1 

44 23(厚)951 - - 障害田給付 容認 【年厚金生局労事働業大管理臣際)

45 23(庫)952 - 関車寄目給付 棄却

46 23(庫)958 - - 障害回給付 棄却 (年金厚生局労事働輩大管理臣課}



平成例年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月31日)

No 事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 申l害関係人 代理人 件 唱 裁決 原処分庁(保険者)

47 23(厚)970 - 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣操)

48 23(厚)972 - 障害国給付 却下 {年厚金生局労事働業大菅理臣課)

49 23(厚)977 - そ田他 棄却 (年厚金生局労事働蝶大管理臣標)

60 23(厚)979 - - 障害年金 棄却 (年厚生生局労事働輩大官理臣課]

61 23(車)9田 園田園 - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生局事労業働大官理臣課日

にJ
62 23(厚)拍2 ••• 障害の給付 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣操)

53 23(厚)995 - .. 障害年金 棄却 {年金厚生周労事働業大菅理E操)

64 23(庫)掴9 陣容年金 棄却 〈年金厚生属労事働業大管理臣認)

66 23(厚)990 老齢厚生年金 棄却 (年庫金生局労事働業大管理臣課)

56 23(厚)993 - 障害年金 棄却 (年金厚生馬労車働畢大曹理臣課)

67 23(厚)995 - 遺族厚生年金 容認 {年金厚生局労事働業大曹理臣課}

58 23(厚}田7 - 時効特例 l 棄却 〈年金厚生周労事働業文菅理匡課)

59 23(厚 )1003 - 障害年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣路)

60 23(厚 )1006 - そ由他 議却 〈年厚金生局労事働業大曹理臣課)

61 23(厚 )1011 - 障害者特例 容認 (年金厚生局労事働業大曹理臣諜}

62 23(厚)1013 -圃・ 陣書の給付 棄却 {年金厚局生事労働業大管理臣操}

63 23(厚)1015 - 老齢厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅寝臣際)
、~

64 23(1J )1019 - 障害年金 棄却 (年金厚生属労事働業大官理臣楳}

65 23(!J )1025 - - 障害由給付 棄却 【年金厚生周労事働業大管理臣繰)

66 23(Jt: )1026 - 障害由給付 棄却 {年厚宣生局労事働業大管理臣課}

67 23(厚 )1027 障害の給付 棄却 (年厚宣生局労事働業大管臣理操}

66 23(厚 )1036 - 陣容田給付 棄却 (年厚金生属労事業働大世理臣県)

69 23(厚 )1037 - - 障害田給付 棄却 (年厚金生局事労働業大管理臣諜)



平成24年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月31日)

N。事件番号 1.求人氏名 代理人氏名 事j害関係人氏名 利害周係人代理人 件 者 裁決 原処分庁(保険者〉

70 23(厚 )1042 - 陣害叩給付 棄却

{(年年Z厚金首生局謀労働業議大管理E船謀]
71 23(厚)10相 - 老齢厚生年金 棄却

72 23(厚 )1045 - その他 棄却 {年厚金局生!可

73 23(!t: )1046 - - 陣容の給付 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理匡鳳)

74 23(厚 )1050 - 障害時給付 棄却 (年厚金属生労事業働大管理臣謀)

¥J 
75 23(厚 )1053 - 陣書由給付 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理匡棟}

76 23(厚 )1055 園田園 障害回給付 棄却

77 23(. )1057 障害の給付 棄却 f年金厚生局労事業動式官理E1 

76 23(厚 )1067

曹-語.』 - 被保標険準者報資酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

79 23(厚 )1077 -・圃 障害の給付 棄却 (年金厚生用労事働業大曹理臣1 

80 23(1事 )1095 - 障害田給付 容認 (年金厚生周労事働業大苦理臣操}

81 23(厚 )1097 - 陣害の給付 容認 (年金厚用生労事働業大管理臣1 

62 23(厚 )11田 - 陣曹の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣操)

63 23(厚 )1126 被保標険準者報責酬格・ 却下 日本年金峰繍理事畢

84 23(厚 )1131 -・圃 陣容由給付 棄却

65 23(厚 )1234 障害由給付 棄却 【年厚金生局労事働業大曹理臣隈]

66 23(厚 )1244 -. - 障害由給付 棄却 (年厚金生属労事輩働大管理臣課)
\~ 

87 23(厚 )1261 - - 障害の給付 却下 【年厚金生属

68 23(厚 )1271 障害由給付 容認 (年厚金生属労事働量大曹理臣操)

89 23(厚 )1剖2 -被嘩標践準者報資酬格・ 1- 業却 日本年金機構理事長

90 23(厚 )1333 圃・・ 障害由給付 容認 {年厚企生眉労事働業大菅現臣楳}

91 24(厚)250 - 障害田給付 却下 (年厚金局生労事業働大管理臣操)

92 23(健厚)270 その他 棄却 日本年金機構理事長



平成24年 7月 裁決内訳 〔裁決日 7月31日)

N。事件番号 間求人民名 代理人民者 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁(保院者}

93 23(健厚)1041 標準報酬 棄却 日本年金織情理事畏

94 23(値厚)1051 標準報酬 棄却 目本年金機構理事長

96 23(憧厚)1061 - 標準報酬 棄却 日本年金機構理事長

96 23(僧厚)1071 - 標準報酬 棄却 日本年金機構理事長

97 23日健厚)1081 標準報酬 棄却 日本年金機構理事長

¥-' 
98 23(健厚)1091 - 標11l報酬 棄却 日本年金機構理事長

99 23(健厚)1275 附『幽締役 保険料 却下 日本年金機構理事長

100 23(慢厚)1304 - 被保除者責格 却下 日本年金機構理事長

101 24(鍵原)54 - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

102 24('健厚)64 - 被保陳者責格 却下 日本年金機構軍事長

103 24日健厚)74 - 被保険者置格 却下 国車年金機構理事長

104 24(健庫)84 被保険者置格 却下 日本年金機構理事長

105 24(健厚)94 - 被保険者資格 却下 日本年金機鋪理事長

106 24(健厚)104 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

107 23(，船 )1188 - そ由他 却下

108 22(国)218 - 陣容の程度 棄却 (年金厚生局労草働書大官理匡1 

109 2副岡)280 - - 障害の程度 棄却

、.../

110 .23(国)383 - - 障害基礎年金 棄却

111 23(園)3BB -・圃 障害回程度 棄却

112 23(国 )403 - 陣害基礎年金 棄却

113 23(国 )42B - - その他 棄却

114 23(国)433 I 障害革礎年金 棄却 {年原金隼馬労事働業大管理臣1 

115 23(固)448 -・E承継人〉
障害回程度 却下 (年金厚生局労事働業大曹理臣課}



平成24年 7月 裁決内訳 (裁決 日 7月31日)

N。事件番号 館求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 制害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁{保峨者)

116 23(園)453 - 障害基礎年金 棄却 (年厚虫生局労事働業大曹理臣螺)

117 23(園)470 障害時担鹿 棄却 {年厚金眉生事労働業穴官週直探}

118 23(園>482 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣操〉

119 23(国)492 - 陣容基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働業大菅理臣課)

120 23(図)610 - 障害回程度 棄却 (年厚金生局対事働量大管理臣線}

¥J 
121 23(園)632 障害基礎年金 棄却 t年金厚生局労事働業大曹理E課}

122 23(園)640 - - 障害の程度 棄却 {年金厚生屑労事働業大曹理臣際}

123 23(閣)541 - 保険料 棄却 〈年金庫生周労事働業大官理臣課]

124 23(1!I ) 644 - 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生局労事働串穴曹理毘課)

125 23(国)649 - 初診目 棄却 (年厚金生局事労働書大官理臣課)

126 23(困)662 - 陣容基礎年金 棄却 〔年厚金生馬車労働某穴曹理臣操)

127 23(園)554 園田 来支給年金 棄却 (年厚金生属労事業働大菅理臣課)

128 23(園)557 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣謀}

129 23(国)564 障害の程度 棄却 〈年原金生局労事働嘩大管理臣標〉

130 23(園)567 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働業大管理匡課}

131 23(図)570 - 初診目 容認 (年金厚局生労事働業大管理臣課}

132 23(国)595 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長
、、ー，〆

133 • 2剖園)697 - 障害基礎年企 棄却 〈年金厚生局事労働推大曹理臣餌〉

134 2剖園)5師 - 障害回程度 棄却 (年金厚生属事労働畢大管理E際)

135 23(園)602 - 陣暫基礎年金 業却 (年金厚生局事労働畢大管理匡課)

136 23(園)608 - 障害の程度 棄却 〈年金厚生局事労働畢大管理臣媒}

137 23(国)619 -・ 保険料 棄却 日本年金機構理事長

138 23(園}位8 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事業働大曹理臣楳}



平成24年7月 裁決内訳 (裁決日 7月31日)

No 事件番号 蹄求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 刺曹関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁[保険者)

139 23(図)646 圃・・ - その他 棄却 (年厚金属生労事働業太曹理匡課}

140 23(園)672 障害義礎年金 棄却 t年金厚生局労事働業大曹理臣標}

141 23(園・)6BB - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局労事働聾大官理匡媒)

142 23(園)693 - 障害基礎年金 棄却 t革金厚生局労事働鼎大管理臣線)

143 23(国)703 陣害基礎年金 棄却 [年金厚生局労事働業大管理臣課)

) 144 2副因)706 初診日 棄却 {年壷車生馬車労働聾大菅理臣謀)

145 2叫固)707 陣容基礎年金 棄却 (年企厚生局事労業働大曹理臣操)

146 23(岡)710 - - 陣害基礎年金 棄却 {年金厚生属労事働業大官理臣課)

147 23(固)712 
I - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚局生労事働書大管理臣謀}

148 23(国)722 -・圃 -開園 障害基礎年金 棄却 〔年金厚生屑事官庁働量大管理臣課}

149 23(園)723 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生扇労事働業大官理臣謀}

1田 23(国)730 圃圃・ 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生属労事働業大管理臣楳}

151 23(園)732
_. 

障害基礎年金 棄却 【年金厚生局労事書働穴管理臣操)

152 23(園)742 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生馬労車働書大官理臣課)

153 23(国)747 - 陣容基礎年金 棄却 {埠厚童生局事労業働穴曹理臣想}

154 23(園)756 - 障害義礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣楳)

155 23(園)762 - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生属労事働業大管理臣謀)
¥-' 

156 23(国 )7悶 圃・・ - 障害基礎年金 却下 {年金厚生属労事働聾大管理臣課)

157 23(園)764 - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局事労働業大曹理臣路}

158 23(固)7聞 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣謀〉

159 23(国 )776 - 陣書基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理匡課)

160 23(1l!I ) 777 - 障害基礎年金 棄却 【年厚金生属労事働業大曽理匡課)

161 23(園)7剖 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生属労事働業大管理臣操)



平成24年 7月 裁決内訳 (裁決日 7月31日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 制曹関係人代理人 件 者 裁決 原処分庁[保険者}

162 23(周)788 - - 保験料 棄却 日本年金機構理事長

163 23(園>789 - 陣容基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理匡課)

164 2剖国)7刷 障害革礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理E課)

165 23(国)795 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣楳}

166 23(掴)812 - - 陣害基礎年金 棄却

¥ J  
167 23(園 )'815 - 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生属事労働推大管理臣謀〉

166 23(固)但1 - 陣容基礎年金 棄却 {年厚金革局労事働聾太菅理臣E 

169 23(園)826 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣路]

170 23{国)835 - 障害基礎年金 棄却

171 23{園)回7 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大菅理臣謀)

172 23{園)841 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

173 23{囲)849 - 障害基礎年金 却下 〈年厚金生周労事働推大菅理臣操}

174 23(固)850 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周事労働轟大曹理臣操}

175 Z剖固)855 圃圃 障害基礎年金 棄却

176 23{国)861 - - 陣帯基礎年金l 棄却 {年厚金局生労事働業大曹理臣課}

177 2剖国)864 - - そ田他 却下 (年厚金局生事労業働大管理医操〉

178 23(困}帥7 - - 障害基礎年金 棄却

(【年年厚金厚金生局生局常事労事業業働働大大昔官連理臣臣銀課
179 23{閤)874 - その他 却下

¥J  

180 23(困)875 -・圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大昔理医i 

181 23(囲)880 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣課)

182 23ぱ囲 ) 883 - -..- 障害基礎年金 一部容認 (年厚金生属労事働業大管理臣標)

183 23(園)897 -・・圃 - 障害基礎年金 棄却 f全宣1

184 24{園) 7 - 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生局労事働業大智理臣隈}



平成24年7月 裁決内訳 (裁決日 7月31日)

N。事件番号 筒求人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分斤(保険者}

185 24(園)14 - - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

186 24(園)19 陣害基礎年金 却下 {年厚金生属労事働業穴管理臣楳}

187 241国)47 - 障害基礎年金 棄却 (年厚生生局事労働業大管理臣課)

188 241固)49 圃・・ 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働業大官理E操)

189 24(国)57 園田・ -・圃 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働車大曹理臣謀〉

190 24(園)81 - -・圃 障害基礎年金 却下 【年厚金生局労事働聾大管理臣操)
、./

¥J  

'¥ 



平成24年8月

事件番号 儲求人氏名 代理人氏名

22(厚)299 -

\~ 

¥J  

裁決肉訳 (裁決日 8月16日)

刺害関係人氏名|寧l曹関係人代理人 件名

初診由時期

原処分昨{保観者)

厚生労働大臣
(年金局事業官浬謀)



平成24年8月 裁決内訳 (裁決目 8月31日)

N。事件書号 賄求人氏名 代理 A 氏名 利害関係人民者 刺嘗聞係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者]

22(櫨)429 - 傷病手当金 容館 -・h康保院組合理事長

2 22(健)485 悔病手当金 却下 全国健康保険協会理事長

3 23C健 )1031 l'病手当金 棄却 企図健康保険協会理事長

4 23【健)1069 佳意継続線保険者 棄却 .健庫保険組合理事長

5 Z配値 )1151 - その他 容館

¥】〆

e 23(値 )1161

4代協開閉調.・E• - そ田他 容臨

-7 23C健 )1291 その他 容認

8 22(湾)513 -・圃 障害由給付 棄却 (年厚金生局事労働業大曹寝臣際)

s 23C算)534 - 障害白根底 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

10 23(厚)田8 障害自給付 棄却 (年金厚生屑句1 

11 23(厚)610 - - 障害回程度 棄却 (年厚宣生局労事働蝶大管理臣課}

12 23(厚)B1B -・圃 陣曹の程度 棄却

13 23(庫川20 - 障害の程度 棄却 {年厚金生局労事働業大官理臣楳}

14 23(厚)637 障害回給付 棄却 (年厚金生屑労事働業大曹理臣課}

15 23(厚)646 陣曹の程度 棄却

16 23(J!J ) 675 圃・・ 障害回程度 棄却 (年厚金生局労事働業太管理臣課)

\~ 
17 23(厚)676 - 陣曹の程度 棄却 (年厚金生局費事働業大菅沼臣1 

18 23(厚)686 陣容由程度 棄却 (年厚金生局労草働案大曹理臣E 

19 23(原)帥7 - 障害由給付 棄却 (年厚金生周労事働章大曹理臣課)

20 23(厚 )7円 -・圃 陣容の給付 棄却
" 

21 23(厚>737 圃 l圃 - 陣容由給付 棄却 [年厚金生問事労働業大菅沼臣謀}

22 23(厚)787 - 障害叩給付 棄却 (年庫金生局労事働業大曹理臣観}

23 23(1J ) 800 障害由給付 棄却 [年厚金生属労事働業管大理臣操}



平成24年8月 裁決内訳 (裁決目 8月31日)

N。事件番号 繍求人氏名 代理人氏名 ~l 害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(保院者)

24 23(厚)812 - - 遺族厚隼年金 却下 (年金厚生局労事働業大曹臣理1

25 23(厚)852 その他 却下 [年金厚生局1ー

28 23(厚)879 脱退時金 却下 ，... 
27 23(揮)881 脱退時金 却下 r主庁命i

28 23(厚)921 - 。陣害の程度 棄却 f且~j

29 23(厚)938 障害の給付 棄却
¥J  

30 23(厚}制7 - 車支給年金 棄却 【年金厚生局労事働業大曹理臣際)

31 23(1草)982 陣容の給付 棄却

32 23(厚)998 障害の給付 棄却 (年厚金生局事労働聾大管理匡諜}

33 23(. )1005 - 時効特例 棄却

34 2剖厚 )1008 - - 障害の給付 棄却 {年厚金局生事労働業穴官理臣操)

35 23(厚)1012 障害の給付 棄却 {年厚金局生事野働量大管理臣課)

36 23(厚 )1038 障害回給付 棄却

37 23(厚 )1062 車支給年金 却下 (年金厚生局労事働書大官理臣操}

38 以厚 )1072 - その他 却下 (年厚金生局Rー

39 自(厚 )1075 - 障害の給付 棄却

¥J  
40 23(厚 )1078 - 障害由給付 棄却

41 23(厚 )1085 時効特例 棄却

42 23(厚 )1093 - 陣曹司給付 棄却 {年厚金生局事労業働大曹理臣課)

43 23C厚 )1098 - --..- 障害由給付 棄却

44 23(同[)1102 - 遺族厚生年金 棄却

45 23(1J )1105 - 障害回給付 棄却 (年厚金生属労事業働大曹理臣課]

48 23(厚)1107 - 陣曹の給付 棄却 (年金厚生屑事労働業大曹理臣l 



平成24年8月 裁決内訳 (裁決 日 8月31日〉

N。事件番号 繍求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 識決 原処分庁〈保険者)

47 23(厚 )1117 -- 脱退時金 棄却

48 2引厚 )1119 脱退時金 棄却 (年金厚生局骨事働業大管理匡課)

49 23(厚 )1120 脱退一時童 棄却 t年金厚生屑労準働聾大曹臣理操}

50 23(厚 )1121 -圃圃 脱退ー時金 棄却 (年厚金生局労事働業犬曹理臣関)

51 23(厚)1127 
_. 

陣容由給付 棄却 {年厚金生局事労働業大官理臣課)

¥、/

62 2副JJ)1130 - 障害の給付 却下

((年年金厚禽庫生生属局事労事労業聾働働大大管管理理医臣課楳}} 

53 23(厚 )1135 - その他 .却

54 23(厚 )1136 - 遺族厚生年金 棄却 【年厚金扇生労事働業大曹理臣標)

55 2副厚 )1叩9 -圃 未支1給年金 棄却 (年厚金生局I 

56 23(厚 )1157 遺旗厚生年金 容認 (年厚金属生事労働聾大菅理臣楳]

57 23(厚 )1166 遺族給付 容認 (年厚金生局労事働業大曹理臣鐸]

58 23(厚)1172 ••• 障害由給付 却下 (年厚金生属労事働聾大管理臣健)

59 23(厚 )1176 - 遺族給付 容隠

60 2引厚 )1161 - 障害者特例 棄却 (年厚金生局労事業働大管理臣1 

61 2坦[聞l)1 166 遺族給付 容認 (年厚金生局I 

62 23(厚 )1191 - 陣容の給付 棄却 {年E金E生局労事働書大管理臣際}

63 23日厚 )1206 
) 

老齢厚生年金 棄却 (年厚金生属事労働書大官理臣想}

64 23(庫川218 - 老齢年金 棄却

65 23同厚 )1231 圃圃・ - 陣曹の給付 棄却 {年厚金生局労事働推大菅理臣規)

66 23(庫 )1233 - - 障害町給付 棄却

67 23(陣 )1241 • - 時効特例 棄却 {年厚金生属事野業働大管理臣操〉

68 2出厚 )1249 -・圃 陣害年金 棄却

69 23(厚 )1251 陣容由給付 棄却 (年厚金生局労事働業式曹理匡謀)



平成24年 B月 裁決内訳 (裁決 日 8月31日)

No 事 件 番号 請求人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 利害関係人 代理人 4半 名 裁決 原処分庁t保険者〉

70 23(厚 )1326 -圃圃 遺族給付 容認 【年金厚生局労・働3臣大官理臣課)

71 23(厚)1327 障害の給付 棄却

72 23(也厚)1122 - そ由他 棄却 日本年金機構理事長

73 23(健軍.)1171 守u宅. 被保陳者資格 棄却 日本年金機構理事長

74 23(健厚)1322 そ自他 却下 日本年金機構理事長

¥J  
75 23岨量 )1039 療餐由給付 棄却 健(康船保員院保協険制金理) 

76 23(船 )1065 - 擦養由給付 棄却 健(船康樺員険保協験部会理}事長

77 23(船 )1082 - 圃・・・ 遺族年金 棄却 聞帽(j船~I

78 23(船 )1254 撤養の給付 棄却 健(鮒康保員融保協険会都理} 

79 自{国)526 - - 障害轟礎年金 棄却 勘鼎p管t理匡操)

80 22(園)712 障害基礎年金 棄却 {年E金E局生事労働業大官理臣l 

81 23(閣)503 - 障害基礎年金 棄却

82 2剖国)550 - - 陣容由程度 棄却

83 23(国)510 - - 障害由程度 棄却 (年厚金生商労事働業大管理臣課}

84 2剖圃)574 - - 障害由程度 棄却

85 23(固)579 - 初診日 棄却 [年厚金生園事労働業大曹理臣謀)

86 23(国)592 -'----' 
保険料 棄却 日本年金機構理事長

87 23(国)610 - 保険料 棄却 日串年金機構理事長

88 23(固)811 - - 障害の程度 棄却

89 23(国)617 障害基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働業大菅理臣課)

90 23(匝I) 622 -圃 障害基礎年金 業翻

91 23(国}回1 - 障害由程度 棄却 (年金厚生局労事働量大管理臣課}

92 23(国]悶7 陣害基礎年金 棄却 〈年金厚生局労事働輩大曹理臣課}



平成24年B月 裁決内訳 (裁決目 8月31日)

N。事件番号 賄求人氏名 代理人氏名 刺害関蝿人氏名 剥害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保曲賞者}

93 23(閏)6制 - その他 却下 日本年金機構理事長

94 23(園)674 - その他 却下 日本年世機構理事畏

95 23(園 川78 .圃薗 陣害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大管理E観}

96 23(園)679 I 障害由程度 棄却 (年車金生局労事働業大菅理臣標}

97 23(国)686 悼賓の樋鹿 棄却 (年厚金生周労事働業穴官理匡課}

\~ 
99 23(国)695 障害叩程度 棄却 (年金厚生局事労働業大官寝臣際}

99 23(掴)701 - 障害由程度 棄却 {埠厚金生属事労働業大曹理臣操}

1叩 23(国)708 - 保隙料 却下 日本年金機構理事長

101 23(園)718 - 保険料 却下 日本年生機構理事長

1回 23(園)728 - 保院料 棄却 日本年金機構理事長

1悶 23(園)734 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事野働業大管理臣操)

104 23(111 ) 738 圃圃 圃・・・ 障害基礎年金 療却 (年金厚生局事労働聾大管理臣課)

105 23(1!I ) 748 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣標}

106 23(園)754 - - 障害革礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣際)

107 23(園)790 - - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局労車働操大官理臣路]

108 23(国 )7田 - 障害基礎年金 棄却 [年厚壷生局労事働業大官理臣課〕

¥J  
109 23(国 )8曲 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生届針事働業管大理臣謀)

110 23(111 ) 803 - 障害基礎年金 棄却 {年金庫生局労事働業大官瑠臣謀)

111 23(園)806 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働推大背理臣課)

112 23(国 )823 国国 障害義礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大官理臣謀〕

113 23(国)827 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大管理臣線)

114 23(困)828 - 保股料 棄却 日本年金機構理事長

115 23(困)830 - 圃・・ 陣容基礎年金 棄却 {年厚金生局労草働草大皆理臣課)



平成24年8月 裁決内訳 (裁決日 8月31白)

N。事件番号 情求人氏名 代理人民名 幸IJ 害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁(保障者}

116 23(図)834 -・圃 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働聾大管理臣楳)

117 23(国)844 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金局生労事業働大管理臣課)

118 23(園}剖e - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生馬労車働聾大曹理臣操〕

119 23(園}制7 - - 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生局事労働曜大管理臣操〉

120 23(C!I )開2 -圃圃 その他 棄却 {年厚金生局労事働轟大管理臣課〉

'--' 
121 23(圃)853 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

122 2剖囲)856 - 陣害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣課}

123 23(圏)857 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管臣理棟)

124 23(固)859 -圃圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課]

125 23(固]曲。 圃・・ - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働書大曹理臣課)

126 23(国)862 陣書基礎年金 棄却 【年厚金生属労事働業大官理臣課)

127 23(園)866 - -- 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣課)

128 23(囲)872 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働聾大智恵臣隈)

129 23(圃)田1 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事書働大官理臣課)

130 23(固)891 - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局事労働書大官現臣際)

131 23(園)902 圃・・・ - 陣容基礎年金 棄却 〈年金庫生属労事働業大官理臣課)

¥-../ 
132 24(園) 5 圃圃圃 - 陣容基礎年金 棄却 [年厚金生局労事働業大曹理臣課}

183 24(園) 6 ー- 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働聾大管理臣課}

134 24(園)11 - 障害基俄年金 棄却 (年厚金生周労事働書大官理臣楳}

135 24(囲)12 - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働聾大曹理臣楳}

138 24(園)15 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生属労事働轟大管理臣課)

137 24(園)25 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事業働大曹理臣楳)

138 24(園)30 - 圃・・ 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局労草働書大管理臣課)



平成24年 B月 '裁決内訳ー (裁決日日月31日〕

N。 事件番号 情求人氏名 代理人民唱 刺寄関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁(保障者}

139 24(m ) 35 障害基礎年金 業却 [年金厚生局労事働業大官理臣院}

140 24(匡， ) 40 圃 圃 障害基礎年金 棄却 【埠厚宣生局労事働業大管理臣課)

141 24(固)41 陣容基礎年金 棄却 【年厚金生局労事働業式菅直臣標}

、、-'

、ー/



平成24年 9月 裁決内ー訳 (裁決日 9月初日)

N. 事件書号 I青 草 人 氏 名 代理人民名 刺客関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原担分斤{保険者}

23(健)284 傷病手当企 棄却 全国鍵鹿保険協会理事長

z 23(健)294 傷病手当金 棄却 全国憧康保険協会通事長

s 23(健)304 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

4 23(-健)314 - 傷病手当量 棄却 全国健康保険協会理事長

s 23(-健)890 傷病手当金 却下 全国健康保検協会理事長

\~ 
e 23(健 )1270 - 傷病手当金 棄却 全国健康保償協会理事畢

7 23(健)1294 - 幅病手当金 棄却
彊揮出組合

8 221日車)259 その他 容鼠 〈年厚壷生局労事働業大管理臣標}

8 22(庫)657 - 陣容の給付 棄却

10 22(厚}制1 - その他 却下 日本年金機構理事長

11 23(厚)565 .. 障害由程鹿 棄却 [年厚金生局労事働推大管理臣操]

12 23(厚)614 初診由時期 棄却 (年厚金生局事労働業大曹臣理1

13 2剖IJ) 618 - 障害の給付 棄却

14 23(厚)628 - 障害叩給付 棄却 (年厚金生属労草働案大曹理臣課}

15 23(厚)635 - - 障害由程度 棄却 {年厚金生属・・

16 23(!J ) 682 - 圃・・ 被保険者期間 棄却 日本年金機構理事長

17 2剖庫)709 -¥、J - 障害の程度 誕却 {年厚金生局労事働畢大曹哩臣課)

18 23(胃[) 714 - -・圃 障害の程度 棄却

19 23(厚)720 - 陣曹司程度 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣牒)

20 E剖厚)747 - - 障害回給付 棄却

21 23(厚)780 圃・・・ - 陣害由給付 棄却
ー扇

22 Z副IJ) 804 障害の給付 棄却 (年E金E生局労草働案太曹理匡隈)

23 E耳障)807 - 障害の給付 容認 {年厚金生局労事働業大管理臣陣)



平成24年9月 裁決内訳 (裁決目 9月初日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 中l害関係人代理人 {キ 者 裁決 原処分庁〈保険者)

24 23(厚)811 
代品購圃』 - そ由他 棄却 日本年金機構理事長

25 23(!f; ) 824 - 陣害の給付 棄却 {年厚金局生事労業働穴曹現医謀)

28 23(厚)B36 障害の給付 棄却 〈年厚金生属労事業働大曹理匡標)

27 23(厚)B43 - - 障害由給付 棄却

28 23(厚)846 - 障害回程度 棄却 {年厚金生局事労働業大曹理臣課)

\~ 
29 2出庫)849 - I 

その他 棄却 日本年金機構理事長

30 23目揮 ) 872 - - 時効特例 棄却

31 23(厚)B75 - 脱退一時金 却下

{(年年金厚金厚生生属局労事労事働働業業大管大菅理理臣臣標楳}} 
32 23(厚)BB6 初診四時期 棄却

33 23(厚)907 - 障害の給付 棄却 {年金厚生属・句

34 23(厚)909 障害白給付 棄却 (年金厚生島労事業働大官寝臣際)

35 n日厚 ) 939 -・圃 陣膚の給付 棄却 t革 命l

38 23(摩川町 - 離婚分割 却下 白木年金機構理事長

37 23(厚)975 障害の給付 棄却 (年金厚生局猪事働業大管理臣操}

36 23(厚)976 - その他 却下 企帯年金迎合会理事畏

39 23(厚)987 その他 却下 (年金厚生局労車働操大曹理臣媒1

40 23(厚)101日 その他 棄却 (年金厚生島労事働業穴管理臣探)
¥ー'

41 23(厚 )1028 - 障害由給付 棄却

42 23(厚 )1048 .- 障害の給付 棄却 (年厚金島生事労業働大曹理臣操}

43 23(厚 )1080 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課}

44 23(厚)10師 - 老齢厚生年金 却下

45 23(!f; )1086 - 老齢年金 棄却 (年厚金隼昂労事働業大曹理臣課}

46 23(厚 )1101 - 陣容の給付 却下



平成24年9月 裁決内訳 (裁決日 9月28日)

N。事件番号 陪求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分作{保険者)

47 23(厚 )1106 陣磐田給付 棄却 (年厚金生属労事働轟大曹理臣Z 

46 23(厚 )1115 脱退陣壷 却下

49 2副厚 )1129 - 障害年金 棄却 t年厚金生局労事働書大曹理臣1 

50 23(厚 )1136 - 老齢厚生年金 棄却

51 23(厚 )1150 そ田弛 棄却 (革厚金生局労本働癖大曹理臣繰} 、

52 23(厚 )1152 障害由給付 棄却
¥J  

53 23(厚 )1159 -・E陣式書社
そ回他 却τ 日本年金機構理事畏

54 23(厚 )1167 .- 老齢年金 棄却 【年厚金生属労事働聾大瞥理臣課)

55 23(厚 )1173 障害年金 棄却

56 23(厚 )1177 .. 障害の給付 ー部容魁

57 以厚 )1163 - 陣容の給付 棄却 匹厚企生局労事働推大曹理臣謀}

58 23(厚 )1190 遺旗厚生年金 容認 f年厚金生周労事働業大菅沼臣課}

59 23(1J )1196 -圃圃圃 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働量大管理匡i 

60 23(厚 )1200 - 未支給革金 容毘

" 
61 23(厚 )1201 - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣際}

62 23(厚 )1203 障害時給付 棄却 t年厚金生属労事働業大曹理臣i 

63 23(厚)1211 -¥J  - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生局骨草働書大官理臣操}

64 23(. )1213 - 老齢厚生年金 棄却

65 23(厚 )1215 - 障害由給付 却下

66 23(陣 )1217 - 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管匡理探)

67 23(陣 )1221 - - 遺族厚生年金 棄却

68 23(厚 )1228 - 障害の給付 棄却 ，..... 

69 23(1車)1235 - 陣容の給付 棄却 〈年厚金生局針事働章大曹理臣課)



平成24年 9月 裁決内訳 (裁決 日 9月28日)

No 事件書号 楕求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関保人代理人 {牛 者 設決 原処分庁{保険者}

70 23(厚 )1242 - - 遺族厚生年金 棄却 [年厚金生局労事働業大管理臣E 

71 23(厚)1243 陣害由給付 葉剤 {年厚生局生事労働業大官理臣操)

72 23(厚)1255 - 時効特例 棄却

73 23(厚 )1256 - 老齢厚生年金 棄却 {年R金E生属労事事働大曹理匡操)

74 23(厚 )1279 - 被保機険事者報置酬格・ 却下 日本年金機構理事長

¥ー〆
75 23(!J )1四e - 障害由給付 棄却

76 23(!J )1289 - 被保標障準者報責酬格・ 却下 日本年金機構理事長

77 23(厚)1299 圃圃 - 被保標険準者報責酬格・ 却下 日本年金槌櫛理事長

78 23(1J )1305 圃圃 遺族厚生年金 容恕 {年厚金生局労事働業大曹理臣輝)

79 23(庫)1306 -圃圃 障害の給付 棄却

80 23(厚 )1309 被保標院ill者報責酬格・ 却下 日本年金機構理事長

81 23(厚 )1319 被保標険準者報賞酬格・ 却下 日本年金機構理事長

82 23(庫 )1328 陣曹の給付 棄却 (年厚金局生事労業働太官理臣1 

83 23(厚 )1329 - 被保標除準者報貰副格・ 却下 田本年金機構理事長

84 23(厚 )1332 遺族給付 棄却 {年厚金生局労事働業大官理臣課}

85 23(庫 )1339 被保棟険ill者報賓酬格・ 却下 日本年金機構寝耳匹畏

¥.../ 
86 23(厚 )1342

圃・・・・・ - 遺族給付 棄却 〈年厚金生局労事働業大曹理臣陣}

87 23(厚 )1343 - 障害の給付 棄却 f年厚金生屑労事働調書大官寝E際〉

88 23(厚 )1349

被被保保標標険験準準者者報報置資酬酬格格・・
却下 日本年金機構理事長

89 23(厚 )1359 国圃圃 却下 日本年金機構理事長

90 23(厚 )13悶 却下 日本年金機構理事長

91 23()J )1379 被保標険準者報責酬措・ 却下 日本年金強権理事長

92 23(厚 )13四 被保標険準者報責酬格・ 却下 日本年金機構理事長



平成24年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月28日)

N。事件書号 請求人氏名 代理人氏名 刺寄間保人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分昨【保険者}

93 24(厚) 3 -・圃 老齢厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働聾大管理臣課)

94 24(厚) 8 圃園田 陣寄の給付 却下

95 24(厚)14 - 障害の給付 却下 (年E金E局生事労働業太菅理臣課)

96 24(庫)15 - - 障害の給付 棄却 (年厚金生局1i 

97 24(厚)16 - - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣際)

¥--' 
98 24(1軍)46 - 障害の給付 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣』

99 24(厚)51 障害の給付 却下 (年金厚生属労事書働主官理匡標)

100 24(厚)68 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働推大管理臣課)

101 24(厚)71 - 障害の給付 棄却

102 24(厚)75 - 時効特例 棄却 (年金厚生局事労働業穴菅理臣謀)

103 24(庫)81 老齢年金 却下 企聾年金連合会理事長

104 24(厚)110 .- 車支給年金 棄却 {年厚金局生事労業働大管理臣観l

105 制厚)111 - 老齢年金 却下

106 叫厚)121 障害の給付 棄却 (年金厚生属労事働聾大管理匡課)

107 24(庫)1坦 障害の給付 却下

108 24(厚)131 被保標険準者報責酬格・ 却下 日本年金機倫理事長

¥ーノ
109 24(厚)144 - 障害伺給付 却下 (年厚食生局労事働業大曹理臣課)

110 24(厚)190 障害四給付 却下 (年厚金生局事狩鎌働大管理臣課)

111 23('値厚)864 

語豆謙璽司置薗1; - 保除料 却下

1¥2 23(慎厚.)1281 その他 棄却 日本年金機構理事長

113 24(健厚:)70 被保験者責格 却下 日本年金機構理事長

114 22(悶)532 -・圃 障害基礎年金 棄却

tt5 23(園)52 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大菅理臣課)



平成24年 9月 裁決内訳 (裁決日 9月28日)

N。事件番号 ，.求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 刺客関係人代週人 件 唱 織決 原処分庁(保障者)

116 2副園)513 - その他 棄却 日本年金機構理事長

117 23(国)624 - 納付要件 棄却 (年厚金生局労事働量大管理臣t 

118 2剖園)642 - 鱒害基礎年金 棄却 {年B金E生局事労働業大曹理臣鯨)

119 23(園)647 - 保険料 棄却 日本年金機楠理事長

120 23(固)6田 - - 障害時程度 棄却 {年厚金生属事労業働大曹漫臣媒)

121 23(囲)654 陣書の程鹿 棄却
) 

122 23(囲)662 - - 障害基礎年金 棄却

123 23(園)670 保険料 却下 {年厚金生属労事働業大曹理臣棟1

124 23(園)676 - - 障害の程度 棄却

125 23(園)681 - 陣書由程度 棄却 (年厚金生局労事働案大菅理臣標}

126 23(園)684 - 初診日 棄却 〈年厚金生局労事働業太官理匡際]

127 23(園 )7田 障害基礎年金 棄却 手厚金生局労事働業式官理匡操〉

128 23(圃)716 - 障害由程度 棄却 (年厚童生局労事働業大曹理臣媒)

129 23(園)758 圃・・ 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣棟)

130 23(国)773 障害基礎年金 棄却 f島

131 23(園}別8 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣標)

、、-'
132 23(国)831 - - 障害轟礎年金 業劉 (年金厚生屑事労議働大官湿臣原)

133 23(圏)833 - - 障害基礎年金 棄却

134 23(囲)838 圃・・ .- 障害基礎年金 棄却 {茸厚企生島事労働諜大曹理臣課]

135 23(園)870 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働輩大管理臣謀]

136 23(圃)876 - - 障害基礎年金 棄却

137 23(固)885 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働蝶式曹理匡操)

138 23(周)886 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生周l 



平成24年 9月 裁決内訳 (裁決臼 9月28日)

No 事件番号 筒求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関慌人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保隙者}

139 23(国)890 - - そ叩他 容餌 t年厚金生眉労草働書大官理臣媒)

140 23(固)892 - - そ由他 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣聾]

141 23(岡)9凹 障害碁礎年金 棄却 {年厚金生属事労働業大菅理臣謀]

142 23(園)901 - - 陣曹基礎年金 却下 (年厚金生局労事業働大曹理臣課]

143 24(岡) 2 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働聾大審理臣課)

、-〆
144 24【国)10 障害基礎年金 棄却 t年金厚生局事労働業大管理臣課}

145 24(園)20 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働推大菅理E課)

146 24(圏、)23 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣標}

147 24(園)26 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働業大曹理医綜)

148 24(園}剖 - 障害義髄年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣謀)

149 24(園)32 - - 障害義礎年金 棄却 [年厚金生局労事働業大管理臣操)

150 24(固)43 - 障害基礎年金 棄却 (年厚宣生局労革働推管犬理臣煤]

151 24(a ) 45 -・圃 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生周労事働業大曽寝匡際]

152 24(園)46 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金局生労事働業大曹理臣課)

153 24(国)50 - 障害基縫年金 棄却 {年厚金生局労事働業文官理匡標)

154 24(周)日
I 

障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働量大管理匡謀)

¥-../ 
155 24(囲)55 - 圃圃・ 降客基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働聾太菅理臣楳)

156 24(固)59 -・圃圃 障害基礎年金 却雫 {年厚金生局労事働業大管理臣課)

157 24(園)67 - - 障害基礎年童 却下 (年金厚生属労事働業大曹理臣操)

158 24(国}個 -圃・ 障害基礎年金 却下 (年厚金生属労事働業大曹理臣棟)

159 24(園)70 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働業大審理臣隈)

160 24(園)71 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属封事働推大官理臣線)

161 24正国 ) 73 - 障害基礎年金 棄却 〈年厚壷生眉労事働輩穴管理匡盟)



平成24年 9月 裁決肉訳 (裁決目 9月初日)

N。 事件番号 繍草人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代週人 件 唱 裁決 原処分斤(保険者)

162 24(図)75 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局i1 ，'" 

163 24(固)101 - 障害畠礎年金 棄却 【年厚金隼局労事働業式官理匡楳)

164 24(園)110 圃・・ 障害義礎年金 棄却

165 24(園)113 障害基礎年金 却下 (年厚金生島事労働量管大理臣操)

166 24(国)115 - 障害革礎年金 棄却

167 24日園 ) 117 - 陣容基礎年童 棄却
¥-

168 24(園)121 老齢基礎年金 却下 {年厚金生局労事働業大管理臣課)

169 24(園)133 - 障害基礎年金 棄却 f年厚金生局労事働業大官理E楳

170 24(閑)139 老齢義礎年金 却下

171 24(閏)146 - - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

172 24(園)153 老齢革礎年金 棄却 (年厚金生晶t4 

173 24(園)155 E・F 障害基礎年金 棄却 {年思金生周事労働推大曹理臣甥)

174 24(1!iI ) 158 園田 障害基礎年金 却下

175 24(図)172 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生局事労働書大官理臣棟)

'-' 



平成24年10月 裁決内訳 (裁決 日 10月31日)

N。事件番号 鯖求人氏名 代理人民名 事l害関係人民名 利害関係人代理人 {宇 名 裁決 原処分芹(保障者)

23(健)問。 - 傷病手当量 棄却 全国健康保険協会理事長

2 23(憧)1020 -. 被保栂険串者報資酬格・ 却下
健康標曹軍事長

g 23(僅 )1137 - - 探養由給付 却下 全国憧車保院協傘理事長

4 23(健 )1192 悔痛手当金 棄却 全固健康保健協会理事長

5 23(健 )1193 - - 悔病手当金 棄却 全国嶋康保険協会理事長

、』ノ
8 23(僅)1202 - 慣病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

7 231健 )1223 傷病手当金 棄却 全国鑓康保険協会理事長

8 23(憧)1278 - 圃圃 傷病手当金 棄却 全国健康保険協金環事長

9 231健 )1292 - 傷病手当金 築制 全国健康保険協会理事長

10 回日韓 )1300 - 慣捕手当金 棄却 全国櫨康保険協会理事長

11 23(健 )1302 - 悔構手当金、 棄却 全国健康保険協会理事長

12 23(健 )1307 - 慣痛手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

13 24(僅)21 - - 傷病手当金 棄却 全国値康保険協生理事長

14 24(健)25 圃・・ 傷病手当金 容認 全国健康保険協会理事長

15 24(健)41 - - 樺病手当金 棄却 全国値康保険協会理事長

16 剖[健)岨 - 傷病手当金 棄却 E 
¥J  

17 24(健)目 - 傷病手当金 棄却 全国健康保障協会理事長

18 24(-健)回 - 療養費 棄却 全国健康保険協金理事長

19 24(憧)136 - 悔病手当金 棄却 金隈健康保険協会理事長

20 24(健)161 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会寝事長

21 24(健 )171 園田・ 傷病手当金 棄却 全国健康保院協金湿事長

22 23(厚)375 - - 障害由程度 棄却 t年厚金生局1i 

23 231厚)715 - - 障害の程度 棄却 (年金厚生局労事働推大管理臣操)_1



平成24年10月 裁決内訳 (裁決日 10月31日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分斤(保険者}

24 23(厚)789 - その他 棄却 (年厚金生用労事働業大曹理臣標〉

25 23(庫)799 - その他 業却 {年厚金属生労事働業大管理臣課}

26 23(厚)828 - 陣容の給付 棄却

27 23(1軍)844 - •••••• 陣容の給付 棄却 (年厚金生属労事働業大官理臣操}

28 23(厚)847 - 賄容田輸付 棄却

¥J 
29 回(厚)855 - - 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大苦理臣謀)

30 23(厚)862 - 障害の給付 業却 t年厚金生局労事働業大管理臣際}

31 2耳厚)868 

E-圃-薗-
障害由給付 棄却 (年厚金生蝿1院

32 23(厚)876 脱退一時金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣標)

33 23(厚)908 初診由時期 棄却 (革厚企生局労事働業大曹理臣I 

34 23(厚)916 ••• 障害叩給付 棄却 {年庫金属生野事働業大曹理臣課)

35 23(厚)917 圃・圃 陣曹の給付 棄却 {年厚金局生労事業働大曹理匡課)

36 23(庫}開5 圃・・ 陣替の給付 棄却

37 23(厚)958 障害の給付 棄却

38 23(厚)9回 - 陣容の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

人J

39 23(厚 )1叩S

画.圃.厩. - 障害年金 棄却

40 23(厚 )1018 - 脱退手当金 却下 (年厚金生局事労働推大官理臣媒]

41 23(厚 )1056 - 陣容の給付 棄却

42 23(庫 )1092 - - 時効特例 棄却

43 23(厚 )1112 - . 
脱退手当金 棄却

44 23(厚 )1116 - 脱退時金 棄却

45 23(1車 )1118 脱退一時金 棄却 〈年厚金生局事労働業大管寝臣際)

46 23(厚 11128 - 障害由給付 棄却 〈年厚金属生労事働業大曹理臣操}



平成24年10月 裁決内訳 (裁決日 10月31日)

N. 事件番号 精求人氏名 代理人氏名 剰警関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分斤{惇険者)

47 23(厚)1142 出量族厚生年金 棄却

48 23(/f: )1148 - 障害の給付 棄却

- - 時効特例 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣
， 

49 23(厚)11阻

50 23(厚)1163 - 老齢厚生埠壷 却下

51 23(厚)1168 - 障害国給付 棄却 t年金厚生周労事働推大官理臣媒]

52 23(厚)1178 障害由給付 棄却、
¥、J

53 23(厚 )1182 - 障害の給付 棄却 (年厚金生周労事働畢大管理臣謀)

54 23(厚 )1195 圃・・ - 障害の給付 棄却 (年厚金生島労事働業大管理臣i 

55 23(~ )1198 - 障害の給付 棄却

56 23(厚 )1207 - - 陣唱の給付 容認

57 23(厚 )1218 - 陣容の給付 棄却 RE理臣標}

58 23(厚 )1238 - -圃圃 障害由給付 棄却 (年厚金生島労事働輩大曹理臣楳)

59 23(厚 )1246 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

60 23C厚 )1247 - 障害の給付 容飽 (年厚金生局労事働業大曹理臣操)

61 2町~ )1248 - 陣H書の給付 棄却

62 23(庫 )1250

-・圃・ 障害の給付 棄却

¥}ノ

63 23(厚 )1252 - - 老齢厚生年金 棄却

64 23(庫)1259 - - - 遺棒厚生年金 棄却 t年厚金生局労事働業大曹理臣想)

65 23(厚)1262 障害の給付 棄却

66 四(厚)1267 - 障害由給付 棄却 臣理棟]

67 23(厚)1272 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局車労働操大官理医謀)

68 23(厚 )1273 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課}

69 23(厚)1276 - 陣容の給付 棄却 (年厚金生局勢事働推大管臣理想}



平成24年10月 裁決内訳 (裁決日 10月31日)

N。 事件番号 代理人氏名 利害関係人氏名 中l曹関係人代理人 件 者 裁決 原担分庁(保険者}

3-聖-E-E 
70 23(厚)1283 そ田他 容毘 旦本年金機構理事長

71 23(厚 )1285 陣容の給付 却下 (年厚金生局事労働業大世理匡1 

72 23(厚 )1298 - 障害時給付 棄却 {年厚金生局事労働業大管理臣課}

73 23(厚 )1301 -圃圃 障害叩給付 棄却 (年厚金生周労事他司大臣

74 2副厚 )1308 - 障害の給付 棄却

¥、ノ
75 23(厚 )1315 障害回給付 棄却

(年年金厚厚金生局生局労事労事働聾働業大大管管理理臣匡課院

75 23(厚 )1323 - 陣寄由給付 棄却

77 24同(即l) 1 - 障害の給付 棄却 ..' 
78 24(厚) 2 ， .圃 陣容の給付 棄却 文官理臣課)

79 24(原) 5 - - 陣曹司給付 棄却 〈年厚金生属労事働業大菅理臣標)

80 24(厚) 7 - 被保標験準者報貰酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

81 24(厚) 9 - -・圃 ~ 車支給年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理E課}

82 24(JJ ) 18 -・・圃 - 障害叩給付 棄却 (年厚金生局労事働推大官理臣操}

83 24(厚)19 - そ田他 却下 嵐林漁業団体職員持済理事長

84 24(厚)盟 障害者特例 棄却 {年厚金局生事労諜働大智理臣腺]

人J

85 24(厚)23 - - 障害の給付 棄却 {年厚金局生事労働業大管理匡課]

85 24(厚)26 - - 離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

87 24(摩)29 - 老齢年金 却下 {年厚金生属事労働業大官理E課)

88 24(厚)30 - - 陣容の給付 棄却 f畠合

89 24(厚)担 - 障害の給付 棄却

90 24(厚〉叩 - 陣容年金 却下 {年厚金生局労事働業大菅理E課)

91 24(厚)40 - 障害の給付 棄却 {年金庫生舟労事働業大菅理臣課}

92 24(厚)52 - 障害の給付 棄却 {年金厚生局事労働書大官理E課}



平成24年10月 裁決肉訳 (裁決日 10月31日)

No 事件書骨 踊求人氏名 代理人氏名 軍l害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁(保障害)

93 24(厚)56 国国圃 老齢厚生年金 棄却 t年金厚生島労事働業大曹理臣課)

24(厚}田 - - 障害年金 棄却
，e; 

94 

95 24(厚)田 - 障害回給付 棄却 (年厚壷生局車労輩働大管理匡標}

96 24(厚)66 - 者齢厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大笹理臣i 

97 24(厚)67 - 蘭書田給付 棄却
置

¥..-/ 
98 24(厚)72 - 障害回給付 棄却

99 24{厚}田 - - 障害国給付 棄却

100 24日車)101 園田l圃 障害の給付 棄却

101 24(厚)120 

代お-諾.圃.・.- - 被嘩標験準者報責酬格・ 棄却 日本年壷機構理事畏

102 24(厚)146 障害の給付 棄却

103 24(厚)201 - 離婚分割 却下 日本年金機構理事長

104 24(庫)225 - - 障害町給付 容毘
(年金厚厚生局生労事労働働業大曹大理臣臣韻)

105 24(1J ) 236 - - 陣磐田給付 棄却

108 24(厚)246 圃・・ 障害回給付 棄却 {年厚金生属労事働業大審理臣課)

107 24(庫)576 - 遺族厚生年金 却下 (年厚金生局事労働業大曹理臣E 

108 23{健厚)1049 その他 却下 日本年金機構理事長

\~ 
109 23(健厚)1237 - その他 棄却 日本年金機構盟事長

110 23{健厚)1258 保険料 棄却 田本年童機構理事長

111 23(健厚，)1352 そ由他 棄却 日本年金機構理事長

112 24(健厚)37 

雪重F - 被保院者責格 棄却 日本年章機構理事長

113 24(健庫)60 そ由弛 棄却 日本年金機構理事長

114 24(船)闘 そ白他 棄却 曜(船日置保員険保協険会郁理} 

115 24{船〉剖 - そ由他 棄却 全国健(康船保員険保協険部会理)事長
」
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、
) 
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116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

128 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

事件番号

24(船)181 

剖f船}判1

22(園)474 

22(国)770 

23(国)569 

23(国)588 

23(園)593 

23(園)613 

231園}削8

23(園)638 

23(園)652 

23(国)656 

23(園)695 

23(図)702 

23(固)709 

23(園)711 

23(園)714 

23(閣)715 

23(国)719 

23(国)725 

23(園)726 

23(園)736 

231闇)741 

平成24年10月 裁決内訳

締求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名

-園田-
-
-
•••••• -
園田・ -
-・圃 -
- 圃・・---圃・・- -- 』ー

-

(裁決日 10月31日)

申l害関係人 代理人 件 者 裁決 尿処分斤(保践者)

その他 棄却 全国健{船康保員険揮院協制会理)事畏

そ田他 却下 全国健(船康保員険保陵協金部)理事長

障害叩程度 容餌 (年厚金生局41 

陣曹の程度 棄却 {年金厚局隼事労働串大管理臣S 

初診目 棄却 (年厚金局生事労量働大官理臣課}

陣書目程度 棄却

{(年年厚金金厚生局局生労事労事働業働業大大時曹理理臣臣操標}) 

障害基礎年金 難却

障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働推大官理臣標)

障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事業働大曹理臣E 

障害国穏鹿 棄却

障害基礎年金 棄却 [年E金E生局労事働議大官理臣標)

保険料 棄却 百本年金機構理事長

障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大智現臣課)

障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労草働書大官理臣1 

初診目 棄却 (年厚金生局

陣曹の程度 蕪却 (年金厚生局労事働業大曹理臣課)

障害回程度 棄却 (年厚金生局労事働業大管理匡1 

障害基礎年金 棄却 〔年厚金生局労事働業大管理匡課)

障害由程度 棄却

陣容基礎年金 棄却 {年金厚生局

障害基礎年金 棄却

障害基礎拝金 棄却 (年金厚生尾'ー

障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事業働大管理臣楳〉



平成24年10月 裁決内訳 (裁決日 10月31日)

No 事件番号 情求人民名 代理人氏名 利害関悟人氏名 |利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者}

139 23(固)746 - 障害革礎年金 自匝却 {年厚金生局労事働推大管理臣課)

140 23(園)750 '圃・ 障害基礎年金 棄却 {年金厚生局労事働業大管理E謀}

141 23(国)751 - 障害基礎年金 棄却

142 23(固)752 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働轟大曹理臣操)

143 23(国)757 - 陣容基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働書大管理臣課)

¥../ 
144 23(固)765 - 陣容基償年金 棄却

大R管官理理E臣課楳)

145 23(国)766 障害基礎年金 棄却

146 23(聞)767 - 陣容基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣課}

147 23(固)770 - その他 棄却 日本年金機構理事長

23(園)779 

-•• E 
陣害基礎年金 棄却 {年金厚宣局労事働業大曹理臣操}148 

149 23(国)809 -- 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣1 

150 23(園)842 - - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働聾大曹理臣楳}

151 23(国)848 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働県大曹寝匡際)

152 23(園)858 - 障害基礎年金 棄却 f韮 命

153 23(国)86B - 障害基礎年金 棄却 〈埠壷厚生局事労働業大管理臣操)

154 23(国)87B 圃・・ - 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生局・4 

¥J  
155 23(国)882 - 障害基礎年金 棄却

156 23(国)888 - - 保倹料 却下 日本年金機構理事長

157 23(困)B9B - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

158 23(園)908 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働軍大曹理匡観}

159 23(園 j908 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣楳)

160 23(国)918 - 障害基礎年金 棄却

161 24(匝) 3 - 障害革礎年金 業却 (年厚金生局労事働業大管理臣媒]



平成24年10月 裁決肉訳 (裁決日 10月31目)

N。事件番号 摘求人氏名 代理人氏名 .Jj曹関係人氏名 利害関冊人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保障者]

162 24(閏) 8 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事債働業大曹理臣i 

163 24(闇) 9 二期寵; 保険料 却下 日本年金機構理事長

164 24【国〕日 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課}

165 24(園)同 障害基礎年金 容認 (年厚金生局労事働車大管理臣楳)

166 24(国)29 - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

¥J  
167 24(岡)33 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働蝶大菅理臣煤)

168 24(岡)52 - 陣寄基礎年金 棄却

169 24(固)56 - - 障害基礎年金 棄却 手厚金生周労事業働大曹理臣餌)

170 24(囲)60 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大昔理臣課)

171 24(園)曲 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣i 

172 24(聞)72 陣害基礎年金 棄却 {年厚金生属事貯働業大曹理臣路〉

173 24(国)74 障害革礎年金 却下
" 

174 24(国)75 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣操}

175 24(閏 )77 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣標}

176 24(国)79 - 障害基礎年金 却下 (年金厚生局労事働業大菅理臣楳)

177 24(固)80 - - 障害基礎年金 棄却 t年車金生局事労働轟大曹理匡操)

¥}ノ

179 24(国)82 - - 陣容基礎年金 棄却

179 24(111 ) 85 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周車労働車大曹理臣操]

180 24(国)87 - - 障害基礎年金 棄却

181 24(園)90 障害基縫年金 棄却 (年金厚生周労事働量大管理臣標)

182 24(園)剖 - 障害基礎年禽 棄却 (年厚金生島労事働推大曹理臣課}

183 24【園}悶 -・圃 障害基礎年金 棄却

184 24(国)95 -綿入) 障害義礎年金 容認 (年厚金生眉労事働推大曹理匡蝶}



平成24年10月 裁決内訳 (裁決日 10月31日)

N. 事件番号 椅求人氏名 代湿人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 f宇 名 裁決 原処分昨{保険者)

185 24(国)96 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金局生事労働輩大曹理臣楳)

186 24(固)97 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属事労働諜大曹理臣課〕

187 24(00 ) 100 - -・圃 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働量大管理臣操)

188 24(固)102 - 障害基礎年企 棄却 (年厚金属生労事働業大管理臣謀)

189 24(岡)105 - 陣容基礎年金 棄却 (年厚金馬生労車働業大苦理臣課}

、、4 〆
190 24(国)108 - 老齢基礎年金 棄却 {年金厚生局労事業働大管理臣課}

191 24(困)109 - - 老齢基盤年金 却下 l年厚金生局労事働業大管理E際}

192 24<国)112 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

193 24(園)120 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働推大曹理臣楳]

194 24(園)122 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働聾大管理臣想)

195 24(国)125 - - 障害基礎年金 業部 (年厚金生属事労業働大曹理臣操)

196 24(国)127 圃・・・ 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣謀)

197 24(国)131 - - 障害甚礎年金 棄却 [年厚金生局事労働業大管理臣鐸)

198 24(国)142 - 障害基礎年金 棄却 {年金厚局生事労働業大曹理臣課}

199 24(園)143 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生馬労事働業大管理臣謀)

200 24(囲)145 - 障害義礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣標)

¥-' 
201 24(図)147 - 障害基礎年金 棄却 {年金厚生局労事働業大管理臣課}

202 24(園)156 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生馬労車働畢大臣
官理標}

203 24(闇)170 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大管理臣隈}

204 24(国 )171 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大菅理屋楳}

205 24(園)177 - 障害義礎年金 却下
庫生労働大臣

(年金局事業曹理課}

206 24(園)1回 - 老齢基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣捧)

207 24(園)191 - - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣課]
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208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

事件番骨

24(園)195 

剖{園)201 

24(園)201 

24(囲)215 

24(園)231 

24(図)281 

24(国)303 

平成24年10月

情求人氏名 代酒人氏名

- --I 

---

裁決内訳 (裁決日 10月31日)

利害問時人氏名 軍I害関係人代理人 件 者 裁決 原処分庁(保障者)

陣容基礎年金 棄却 {年金原生局労事働業大曹理臣課)

障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣課)

障害基礎年金 棄却 (年金庫生問労事書働大官理臣操}

陣害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課}

隙害基礎年金 翻下 [年厚金生局労事働業大苦理臣操}

障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大曹理臣操)

障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働推大曹理臣楳}



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月30日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人民.名 申l害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤{保険者)

23(健)999 - 圃・・ 傷病手当金 棄却 @康保険組合理事長

z 23(健 )1007 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険也金理事長

3 23(檀 )1170 圃・・ 傷病手当金 棄却 企画健車保険協会理事長

4 23(健 )1260 - そ由他 棄却 全国健康保院協会理事長

5 23(健 )1266 - 傷病手当金 棄却
l虚

e '24('健)10 
¥./ 

情病手当壷 棄却 標標暦曹r
7 24(健)36 - 傷病手当金 棄却 全国健II!保険協会理事長

8 24(健)127 - 悔病手当金 濃部 全国健庸保険協会理事長

9 24(健)271 - - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協金理事長

10 23(厚)8田 障害由給付 棄却

11 23(厚)8帥 脱退時金 棄却 扇E事町長

12 23(庫)877 

E--・-・- 脱退時世 棄却

13 23(厚)878 脱退時金 却下

14 23(厚)915 、障害由給付 容認 P 岬A 白 匡S世事働業大苦理E課}

15 23(厚)943 - - その他 棄却 日本年金機構理事長

16 23(厚)957 - 離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

¥./ 
17 却(厚)959 脱退時金 棄却 哩胃曹曹F
18 23(厚)996 -・園田 - 遺族庫生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣鶴)

19 23(陣 )1田Z - 陣曹の給付 却下 た匠理巨観}

20 23(厚3 }1028 - .. 、 障害年金 議却 (年厚金生毘労事働書大官理臣毘)

21 23(1車)1030 - -・圃 陣容の給付 棄却
I盲4

22 23(厚 )1088

圃『-園.町締役 - 障害町給付 却下

23 23(厚 )1165 圃・・ その他 却下 日本年金機構理事長



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月30目)

N。事件番号 続求人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 ~J 曹関慌人代理人 件 者 裁決 原処分停{保険者)

24 23(陣 )1180 - 陣容の給付 棄却

25 23(厚 )1185 - 障害の給付 容忽 {年厚金生属事労働串大官選臣1 

26 23(~ )1232 老齢年金 棄却

27 23(厚 )1措7 - 老齢年金 却下 (年厚金生局労事働業大苦理臣1 

28 23(厚 )1263 - 陣容の給付 棄却

¥J  
29 23(厚 )1268 - - 障害回給付 棄却 {年厚金生属労事働業大曹臣理課}

30 23(庫 )1277 - - 障害の給付 棄却 {年厚金属生労・働量大管理臣1 

31 23U事 )1280 代株表式取会締社役 - その惚 却下 日本年金機構理事畏

32 23(厚 )1287 -園田・・相会社 被保標険準者報責酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

33 23(厚 )1290 障害回給付 容認 [年厚金生局労事働業大菅潤臣1 

34 I 23(陣 )1四3 - -圃圃 その他 棄却 {年厚金生属事労働蝶大曹理臣楳)

35 23(1事 )1296 - 障害の給付 棄却

36 23(厚 )1311
代男曹司由』

その他 却下 日本年金機構理事畳

37 24【厚) 6 - - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働畢大管理臣1 

38 24(厚)27 - 障害回給付 ー郁容毘 {年厚金生局事労働蝶大智理臣楳}

39 24(厚)38 - 陣容の給付 棄却 r金.:0;

40 24(厚)45 - 陣容の給付 蕪却 泊三会「

¥マノ

41 24(厚)48 - - 遺族厚生年金 容認 (年厚金生馬車労働業大曹理臣毘)

42 24(厚)55 障害の給付 容飽 {年E金E生蝿事労働串大曹理臣課)

43 24(庫)76 - 障害の給付 棄却

44 24(厚)82 - 障害の給付 棄却 (年金厚生局事労嘩働大管理臣1 

45 24(厚)90 - - 障害の絵付 棄却 t年厚金生局事労働業大曹理臣1 

46 24(厚}田 - 時効特例 棄却 [年厚金生局労事働業大曹理臣謀)



平成24年11月 裁決肉訳 (裁決日 11月30日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人民名 制害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(保院者}

47 24(厚) 田 圃・・ 陣書目給付 棄却 {年厚金生馬労事働業大菅理匡楳}

48 24(厚)100 - 障害回給付 郁容認

49 24(1事)1回 圃・・ 障害回給付 棄却 (年厚金生局労事働業大官寝臣際)

50 24日車)113 - - 陣曹の給付 棄却

51 24(寓)114 - その他 却下 日本年金機構理事長

¥J  
52 24(厚)116 - - 障害の給付 棄却

53 24(厚)117 - 障害由給付 棄却 ・F時A 』2，・a 

54 24(厚)118 障害回給付 棄却

55 24(聞l) 123 - 老齢厚生年金 棄却

55 24(厚)124 圃・・ 老齢厚生年金 却下 (年厚金生局労事働推大官理臣操)

57 24(厚)126 陣書由給付 棄却

58 24(庫)132 

望璽薗.. E 
障害回給付 棄却

59 24(厚)134 モ由他 却下

60 241厚)142 -圃・ 陣容の給付 棄却

51 24(庫)143 陣容田給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管臣理際)

82 24(厚)147 - 障害の給付 業却 (年金厚生眉労事働業大菅理臣課)

、、J

63 24(厚)152 - 時効特例 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課}

64 24(厚)160 - 陣警の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹臣理操}

55 24(厚)166 - - 時勃特例 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣| 

66 24(厚)167 - 障害の給付 棄却

67 24(厚)170 - 障害回給付 棄却 [年金厚生局労事働業大曹理臣楳)

68 24(厚)175. 遺接厚生年金 棄却 【年厚金生局

69 24(厚)176 障害の給付 棄却 t年厚金生局労事働業大曹理臣探}



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月初日)

N。事件番号 精求人氏名 代理人民名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 難決 原処分/I'(保険者〉

70 24(厚 )177 - - 来支給卑企 容認

71 24(庫)1B3 その他 棄却 雫理盟理ー
72 24(厚)1師 障害の給付 棄却

73 24(厚)191 - 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働量太管理匡謀)

74 24(厚)196 
_. 

陣容の給付 棄却

¥J  
75 24(厚)200 - 老齢厚生年金 棄却 (年金厚生局針事働業大菅理臣課)

76 24(厚)207 - 老齢年金 棄却 ゐ~ 
亘里標}

η 24(厚)210 - 障害由給付 棄却 {年金厚生局41 

78 24(厚)211 陣曹の給付 棄却 (年金厚生局事労書働大官理臣操)

79 24(庫)212 - 陣害の給付 棄却

80 24(庫)221 障害由給付 棄却 [年金厚生局労革働推大菅理臣B 

81 24(厚)222 - 来支給年金 棄却 {年金厚局生事労働巣大曹理臣操)

82 24C厚)224 - - 障害田給付 却下 [年厚金局生労事業働大管理臣l 

83 24(厚]剖3 - - 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣操〉

84 24【厚は51 - 陣書の給付 棄却 〈年厚金局生労事働書大官理臣操)

85 24(厚)261 - 園圃圃 陣曹の給付 業却 (年金厚生局事労働業大菅理臣E 

¥J 
86 24(厚)266 圃圃 - 陣容の給付 棄却 {年厚金生局労事働量大管理臣諜)

87 24(厚)274 - 老齢年金 却下 企業年金基金連合会

88 24(庫)282 - 障害由給付 棄却

89 24(厚)266 - 4族給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣謀)

90 24(庫)別8 - 老齢厚生年金 棄却 (年厚金生局労疹働挑大管理臣操}

91 24【厚)317 - 陣曹の給付 却下

92 24(鳳)325 障害田給付 棄却 (年厚金生眉事労働業大曹理臣課)



11月30日(裁決平成24年11月 日内訳裁決

原処分庁【保険者}

93 

裁決

棄却

名

障害回給付

件利害関係人代理人利害関係人氏名代理人氏名碕求人氏名事件番号

24(厚)332 

No 

厚生労働大臣
(年金局事量管理課〕

棄却障害由給付園田・圃24(庫川崎94 

容飽障害由給付---
24(厚)376 95 

却下

棄却

障害の給付

保険料-
24(. )田Z

97 23('健軍)945 

96 

棄却保険料-23(健珂日 95598 、../
日本年金機構理事長却下そ田他明開属画画
日本年金機構理事長容認被保険者責格

株式会社E・・
日本年金機構理事長

厚生労働大臣
(年金属事業管理操]

棄却障害回程度- 棄却障害基礎年金

棄却障害基礎年金

厚生労働大臣
(年金局事業管理課}

棄却障害基礎年金-

国
口
口
面
白

23(健~)121099 

24(健厚)17 100 

却下被樺険者責格24(健康)34 101 

23(園)294 102 

23(園)502 103 

2剖周)687 104 

お{園)772 105 

棄却

107 却下

障害基礎年金

障害基礎年金

23(園)775 

23(園 川78

106 

厚生労働大臣
{年金局事嘩管理際)

棄却障害基礎年金-23(固)780108 

棄却

棄却

障害基礎年金

障害基礎年金
-・圃--

23(園)782 

23(園)811 

109 

110 

¥、J

棄却障害基礎年金-圃・---
23(囲)814 1

 
1
 

1
 

厚生労働文E
(年金局事輩管理標]

棄却障害基礎年金23(国)824 112 

厚生労働大臣
(拝金局事業菅理際)

棄却障害基礎年金23(園)825 113 

棄却

棄却

障害甚礎年金

障害基礎年金--23(園)832 

23(国)B39

114 

115 



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月30日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 手1)膏開保人氏名 制曹関係人代理人 件 名 裁決 眉処分IT(保険者}

116 23(111 ) 845 圃・・・ -・圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属事労業働大管理臣課)

117 23(園)865 - 障害革礎年金 棄却 【年厚金生局労事働業大官理臣棟)

116 23(国)671 保険料 棄却 日本年童機構理事長

119 23(国)893 障害基礎年金 棄却 {年金厚生局労事働業大管理臣諜}

120 23(図)肘1 - 老齢基礎年金 却下 【年庫金生屑労事働聾大管理臣操}

'-' 
121 24(困) 4 - - その他 却下 【年厚金生局事労働業大菅理臣課)

122 24(園)22 - 障害革礎年金 業却 (年金厚生属労事働業大菅理鹿操)

123 24(囲)26 -圃・ 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課}

124 24(囲)36 障害基礎年金 棄却 {年庫金生局労事働業大曹理臣課}

125 24(閣)掴 - 遺族義縫年金 却下 (年厚金生属労事働業大管理臣課}

126 24(国)42 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生屑労事働業大菅理臣棟}

127 24(園)46 -・圃 ' 
障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働畢太管理直課}

126 24(固〉田 障害基礎年金 棄却 (年車金生眉労草働書大管理臣課〉

129 24(国)62 .-. 障害基礎年金 棄却 (年金厚局生労車車働大世理臣楳]

. 130 24(園〉悶 陣容基礎年金 棄却 [年厚金生局労事業働大官理臣県)

131 24(園}開 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局労事働轟大管臣理煤}

¥J 
132 24(岡)78 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働操大管理臣課)

133 24(園)88 園田園 障害基礎年金 棄却 t年厚金生眉労事業働大曹理臣課〉

134 24(園)108 - - 障害基礎年壷 却下 (年厚金生周労事働業大管理臣課)

135 24(園)116 - - 障害基礎年金 業却 (年厚金生眉侍事働.式管理匡課〉

136 24(園)129 圃・・ 陣害基礎年金 却下 (年庫生生局事労働聾大曹理臣操]

137 24(園 )132 圃・・ - 陣寄基礎年金 棄却 (年厚金生扇労事働書大官理臣課}

136 24(園)136 - 陣容基礎年金 棄却 〔年厚企生陪労事働業大曹理臣際}



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月30B ) 

N. 司事件骨骨 情求人氏名 代理人民名 刺奮闘軍人民名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁〈樟険者)

139 24(固)138 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生属労事働業大管理臣操}

140 24(圃)149 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局!4 

141. 24(囲)1世 - 要件審理待 棄却 {年厚金局生労事働業大管寝臣際)

142 24(固)159 ， 障害基礎年金 却下 (年厚金生属・4 

143 24(国)1剖 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣操)

144 
¥-

24(国)162 - 障害基礎年金 棄却 {年金厚局生事労業働大曹理臣課}

145 24(園)166 - 障害基礎年金 棄却 ，.宥g

146 24(国)167 - 障害基礎年童 棄却 (年厚金生局労事聾働大管理臣課}

147 24(C田川田 - 陣容年金 棄却 {年厚金生属労事働推大管理臣E 

148 24(国)176 陣宥基礎年金 棄却 (年厚金生島労事働業太曹理匡課)

149 24(国)178 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働輩大管理臣課)

150 24(国)179 - - 障害基礎年金 却下

151 24(困)180 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働輩大官理臣聾}

152 24(園)186 - 陣害基礎年金 容認 (年厚金生局労事働業大曹理臣i 

153 24(園)187 

••••••• - 陣害基礎年金 棄却 "，" 
154 24(園)190 障害基礎年金 襲却 (年厚金生局事労推働大管理臣1 

) 

155 24(園)192 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金局生町

156 24(国)193 - 障害基礎年金 棄却

167 24(固 ).196 障害基礎年金 棄却

158 24(筒)100 園田・ 障害年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣1 

159 24(岡)213 障害基礎年金 棄却 〔年厚金生局労事働輩大管臣理課)

160 24(国)216 - 障害基礎年金 棄却

161 剖〈国)220 障害基礎年金 容認 t年厚金局生労事働業大菅理臣1 



平成24年11月 裁決内訳 (裁決日 11月30日)

N。 事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 剥害関係人代理人 f牛 名 裁決 原処分斤{保険者]

162 24(回)227 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働寮大管理臣謀}

163 24(園)233 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事業働大管理臣操}

164 24(園)23B 陣容器礎年金 棄却 〔年金厚生局労事働業大曹理臣課}

165 24(囲)240 - 障害基礎革企 棄却 〈年厚金生周労事働業大管理E 

166 24(園)242 陣害基礎年金 棄却

167 
¥ーノ

24(困)245 - 障害基礎年金 棄却 (年金皿生局労事働書大官週臣楳〉

168 24(園)248 陣容基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣課}

169 24(園)252 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大管理臣課}

170 24(園)257 - 障害基礎年金 却下

171 24(園)260 -. - 陣容基礎年金 棄却 (年庫金生周労事働業大曹理臣楳}

172 24(囲}間5 - 障害基礎年金 却下

173 24(国)266 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣際)

174 24(園)272 障害基礎年金 棄却 t苦理E課}

175 24(園)277 - - 障害基礎年金 棄却 町E理臣甥}

176 24(園}目。 - 障害基礎年金 棄却

177 24(阻)292 - 陣害基礎年金 棄却 (茸厚企生局事労働業大管理臣課)

\、~

178 24(園)296 - 障害基礎年金 容認 (年厚金生局労事働業大管理臣操}

179 24(間)308 - - 障害基礎年金 容認 (年厚金生局労事働嘩大曹理臣謀)

180 24(園}鈎6 - 障害基礎年金 棄却

181 24(間)351 - 障害基礎年金 容腿 (年厚壷生局労事働業大管理臣鴎)



平成24年12月 裁決内訳 (裁決日 12月初日)

N. 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関冊人氏名 利害蘭係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者}

24(健)28 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協書理事長

2 24(健)106 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事畏

3 24月(憶)1田 - 傷病手当金 棄却 企図健康悟険協会理事量

4 24(値)1回 傷病手畠金 棄却 全国健庫保険協会理事長

5 24(鍵)195 園田園 療養置 棄却 全国健康保険協会理事長

¥J 
e 24(髄)241 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

7 24日直)302 - 傷病手当金 棄却 圃島康保険組合理事長

8 24(僅)306 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

g 24(健)330 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事畏

10 24(健)335 圃・・ 療養費 棄却 全国健康樺険協生理事長

11 24(健)371 傷病手当金 棄却 全国値康保院協金理事長

12 24(健)416 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

13 24(-健)460 傷病手当金 棄却 企園健康保障協食理事長

14 24(-健)466 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

15 23(厚)918 圃圃 陣容の給付 棄却 {年厚金生局事野働書大官理臣t 

16 23(厚)988 - 障害由給付 棄却 【年厚金生局労事働業大菅理臣楳〕

\~ 
17 23(厚 )1083 - 障害回給付 棄却

18 23(厚 )1103 - 陣曹の給付 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣課}

19 23(厚 )1125 - 離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

20 23(庫 )1159 『置SFE社 保険料 却下

21 23(厚 )1199
-圃・

離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

22 23(厚 )1220 - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生周労事働業大管理臣操)



平成24年12月 裁決内訳 (裁決日 12月初日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 制曹関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 織決 原処分庁(保院者]

23 23(厚 )1225 -・圃 脱退手当金 却下 {年厚金生局労事業働大曹理臣Z 

24 23(厚】1229 - E--E -
障害年金 棄却 (年厚金生局草労働書太管理匡繰}

25 2叫厚)1230 来支給年金 棄却 手厚金生局労務推働穴世理臣標)

26 23(厚 )1239 陣容年金 棄却 (年厚金生局労事業働大曽理臣操}

27 23(厚 )1288 障害叩給付 却下

¥ー〆
28 23(厚 )1315

||描品画齢熱唱舟・幽』t 
圃圃圃 その他 容認 日本年金槌構理事長

29 24(厚)柑 . その他 却下 日本年金機構理事長

30 24(厚)53 - 陣容の給付 棄却 〈年厚金生局潜司匝働叢大管理臣操)

31 24(厚)69 -・圃 被保標険準者報責酬椅・ 却下 (年厚金生属労事働業大菅理臣課}

32 24(厚)77 - 障害の給付 棄却 t年金厚生属-τ 

33 24(厚)78 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局事労業働大曹種臣餌}

34 24(厚)88 - 被保機険構者報資酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

3. 24(厚)97 障害国給付 棄却

36 剖{厚)107 - - - 麟婿分割 容院 田本年金機構理事長

37 24l厚)137 - 障害自給付 棄却 (年厚金属生事労働業式曹理匡課]

38 24(厚)138 - 障害の給付 棄却

、-.../
39 24(厚)157 -・・圃 遺族厚生年金 却下 {年金厚生眉労事働業大菅沼匡標}

40 24(周!) 162 - 障害者特例 棄却 {年金厚局生労事働業大曹理臣楳)

41 24(厚)1田 - - 陣害時給付 容偲 {年金厚生属労事働業大官理臣E 

42 24(厚)172 
破

その他 棄却 樫曹哩困層
43 24(庫)174 老齢厚生年盛 却下

44 24(厚)18. -圃圃 陣書の給付 棄却 (年金厚生周労窃働議大官理臣際}



平成24年12月 裁決内訳 (裁決日 12月26日)

No 事件番号 ..求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(倒除者)

45 24(厚)202 来支給年金 棄却 {年金庫生局労事聾働式曹理匡課)

45 24(厚)213 圃・・・ - 障害の給付 棄却 (年金厚生掲労事働業大管理臣課}

47 24(" )215 - そ叩他 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣課)

48 24(厚)233 - 障害の給付 棄却 【年金厚生局労事働業大曹理臣楳)

49 24(厚)238 圃圃 - 障害の給付 棄却 〈年金厚生局労事働事大管理臣課)

¥ー'
50 24(厚)243 - 障害の給付 棄却 (年金厚周生事労書働官大理臣諒)

51 24(/J ) 244 圃・・ その他 却下 (年金厚生局労事働業大官理臣標)

52 24(厚)248 - 障害年金 棄却 {年金厚生属労事働業大曹理臣標〕

53 24(/J ) 252 - 陣容の給付 棄却 〈年金厚生局労事働量大菅理臣課)

54 24(/J ) 254 - 障害の給付 却τ 〈年金厚生局労事働業大管理匡棟}

55 24(厚)257 - 者齢年金 棄却 〈年金厚生局労事働量大管理臣際〉

56 24(厚)258 圃圃・ 障害由給付 棄却 f年金厚生属労事働聾大管理E標}

57 制厚)264 -・圃 - そ由他 却下 {年金厚生用労事働業大曹理臣鐸)

58 24(厚)267 - - 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣路)

59 24(厚)270 - - 障害の給付 棄却 {年金庫生局労事働叢大曹理臣課)

50 24(厚)277 - 陣曹の給付 棄却 {年金厚生昂労事働聾大曹理臣諜)

81 24(庫)284 障害の給付 却下 (年厚金生局労事働業大官理臣標}
\~ 

62 24(厚)281 - 遺族車生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣課)

63 24(厚)295 - - そ町他 棄却 〈年金厚生局労事働聾大管理臣際)

54 24(厚)3曲 明嶋崎両箇 糊噛-- 被保標険準者報貰酬格 棄却 日本年金観構理事長

65 24{厚)310 曙聴賭面画 総務噛圃F
I 

被保標険準者報資酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

66 24(厚 )311 - 陣曹の給付 棄却 【年厚金生局労事働畢大曹理臣楳)

67 24(厚)313 障害の給付 容飽 〈年厚金生局労事働事大官理臣標]



平成24年12月 裁決内訳 (裁決 日 12月26日)

N。事件番号 商事人氏名 代理人 名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分IT(保険者)

68 24(厚)320 明珊開画酋 総務官圃F・ - 被保標雄準者報貰酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

69 24(厚)321 老齢年金 容飽 〈年厚金生局事労働業大官理臣課)

70 24(庫)326 - - 障害時給付 棄却 [年厚金生局労事働業大管理匡E 

71 24(厚)331 - 障害白給付 棄却 {年厚金生島労事働業大曹臣理課}

、、-

72 24(Jt: ) 343 障害国給付 棄却

{{年年2庫金連2局事2労業2働太E曹理E臣標謀)] 
73 24(厚)347 - 遺旗厚生年金 棄却

74 24(厚 )351 -・圃 障害の給付 容認 [年厚金生島労事働業穴曹理匡操}

75 24(JI[ )362 - - 障害の給付 棄却

76 24<1l ) 381 -唱幽取締役 棄却 日本年金機構理事長

77 • 24(厚)388 -・圃 障害の給付 棄却

78 24(厚)390 - 陣番町給付 棄却 {年厚金生局事野働業大曹理臣操)

79 24(陣)391 園田園 障害時給付 棄却 (年金厚生局労事働業大官理臣E 

80 24(厚 1401 - 車買給年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣際)

81 24(厚)411 - 障害由給付 棄却

82 24(厚)432 彼保標日賎準者報責酬格・ 築制 目本年金機構理事長

f 83 24(厚)451 - - 障害田給付 棄却 」
、-"

84 24(厚)644 - 障害由給付 棄却 手庫金生局労事働業式管理匡課)

自5 23(健厚)1089 - その他 棄却 日本年金機構理事長

86 24(健軍.)33 有限会社- - その他 容認 日本年金機構理事長

87 24(-憧厚)297 
〈有圃... 幽.締役 保険料 .却 日本年金機構理事長

86 22(国)424 障害由程度 棄却

89 23(園)653 -. 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣蝶}

90 23{'国)133 - 障害基礎年金 ヨ匠却 . (年厚金生届労事働業大菅理臣担]



平成24年12月 裁決肉訳 (裁決 日 12月26日)

N. 事 件 番号 請求人氏名 代理人民唱 帯IJ 曹関樺人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤{保険者)

91 23(園)783 - 障害畠礎年金 棄却 (年厚金局生労事働業大管理臣楳}

92 23(固)788 陣書基礎年金 棄却

93 23(園)813 保日険料 棄却 日本年金機構理事長

94 23(園)843 - - 陣寄基礎年金 棄却

95 23(園)854 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属事労働業大管理臣課)

¥-' 
98 23(国)887 -・圃 障害基礎年金 棄却

9) 24(固) 1 -・圃 湾軍基礎年金 業却
z匡

98 24(国)17 - 保険料 棄却 {年厚金生屑労車働聾大管理臣課)

99 24(固)目 園圃 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理匡標}

1叩 24(囲)2) - 障害基礎年金 棄却

101 24(聞)3) 陣賓基礎年金 棄却 t年厚金生属労事働聾大曹理臣謀]

102 24(園)89 圃・・ _. ， モの他 却下 (年厚金生属労事働業大曹理臣餌)

103 24(園〉田 障害基礎年金 棄却

104 24(園)99 - - 障害義礎年金 却下
" 

105 24(匝)118 障害基礎年金 棄却
，![ 

108 24(111 )'126 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課)

¥..../ 
10) 24(図)130 障害畠礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大管理臣課}

冨108 24(園)140 -・圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働書大官理臣l 

109 24(園)148 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働轟大曹現臣E 

110 24(園)150 - - 障害基礎年金 棄却 〈年厚金生属労事働轟大曹理臣課}

111 24(園)182 - 障害基礎年金 棄却

112 24(園)1田 - 陣容基礎年金 棄却

113 24(園 ).1田 - - 障害基礎年金 容胞 (年厚金生罰労事働業大曹理臣課)



平成24年12月 裁決内訳 (裁決目 12月初日)

N. 事件番号 ，.求人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 剥害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁〔保険者)

114 24(国)202 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労業働大曹理匡課}

115 24(回)203 - 陣害基礎年金 棄却 (年金厚生周労事働業太曹理臣際}

116 24(困)207 - 圃・・・ 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局事労働業大官理臣院)

117 24(園)210 - -・圃 障害葛礎年金 棄却 {年金厚馬生事労働書大管理臣謀)

118 24(園)212 - 障害轟礎年金 棄却 〈年金厚生局労事働聾大菅沼臣課)

119 
¥J  

24(15/ ).217 - - 陣書轟礎年金 棄却 〈年厚金生局労事働聾大曹理臣際}

120 主4(園I) 222 圃・・ - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事業働大管理匡課}

121 24(国)228 - 陣容基礎年金 棄却 t年金厚生属労事働輩大曹理臣操}

122 24(固)236 - 老齢基礎年金 棄却 【年厚金生局労事働業大曹理臣課}

123 24(国)237 - 陣害基礎年金 棄却 {年厚金生眉事労働推大官理臣課]

124 24(関)251 - 国圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働轟大官理匡際)

125 24(園)258 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働量大官理臣語)

126 24(園)261 - - 障害基礎年金 棄却 【年厚金生属労事働犠大曹理匡様)

127 24(園)263 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働聾大曹理臣鐸}

128 24(国)270 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理冨腺}

129 24(園)276 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労車働車大官理臣錬)

¥ーノ
130 24(園)283 - - 障害基礎年金 容認 {年厚宣生局事労働業大曹理臣螺)

131 24(図)285 - - 陣膏基礎年金 棄却 {年厚金生局労事書働大官理臣課)

132 24(園)286 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事書働管大理臣関)

133 24(固)291 - - 陣書誌礎年金 棄却 (年厚金生局労事業働太曹理匡課}

134 24(園 )3叩 - 障害基礎年金 議却 (年厚金生属労事働業大曹理臣謀)

135 24(周)306 - 障害基礎年金 棄却 ， (年厚金生局労事働業大曹理臣緑)

136 24(国)311 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働業穴曹寝匡楳)



平成24年12月 裁決内訳 (裁決日 12月26日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 刺曹関係人氏名 剥害関係人代理人 件 者 議決 原処分庁t保院者〕

137 24園)313 - 陣寄基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣楳)

138 24(国)315 - 陣害基礎年金 .棄却 {年金厚生局労事働聾大曹理臣霞)

139 24(園 )320 -・圃 - 障曹基礎年金 棄却 [年金厚生局労事働業大管臣理操}

140 24(国}担7 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理匡蹟}

141 24(国)331 .- 障害基礎年金 蕪却 {年厚金生局労革働推大曹理臣操)

、、ー〆
142 24(固)制1 - 障害基磁年金 棄却 (年金厚生属事労働業大菅理臣操)

143 24(囲)356 - 圃 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局事労働輩大曹理臣操)

144 24(囲)3回 老齢基礎年金 棄却 (年金厚生局封事働書大官理臣謀}

145 24(囲)365 圃・・・ 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣標)

146 24(国)367 障害基礎年金 業却 (年金厚生局労事働業太曹理臣楳)

147 24(掴 )390 障害基礎年金 棄却 (苦手金庫生局労事働業大曹理臣課)

148 24(国〉制5 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働聾太管理臣操)

149 24(園)417 -・圃 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

150 24(囲>421 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働業大官理臣螺]

151 24(国)425 - 障害基礎年金 棄却 {年金厚生島労草働案大曹理臣謀]

152 24(園)443 - 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働量大管臣理謀}

に J

153 24(回)455 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大曹理臣課)



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決 日 1月31日)

N. 事件番号 踊京人 E 名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤(保障者}

23(.健 )1160 -- 任意継続被保険者 棄却 全国健康保険協会理事長

z 24('憧〕田 被保標除準者報資酬格・ 却下 値思関曹長
3 24(健)245 傷病手当金 棄却 -車車保険組合理事長

4 24(.僅)255 - 悔捕手当金 棄却 .陣康保険組合理事長

5 24(健)303 傷病手当金 棄却 室園惜車保険協会理事長

¥』ノ 8 24(健)307 傷病手当金 棄却 室岡健康保険協会理事長

7 24(健)323 傷病手当金 棄却 全国健康保院協会理事長

8 24(健 )373 悔病手当金 容認

-健.揖何組古時書醐司骨景音理事長
a 24(憎)387 悔痛手当金 棄却

10 24(健)395 - その他 棄却 全国健康保険協会理事長

11 24(健)406 - - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

12 24(健)431 - 圃・・ 傷病手当金 棄却 全国健鹿保険協会理事長

13 24(健)467 - 傷病手当金 棄却 -隣康保験組合理事長

14 24(健)491 傷請手当金 棄却 童図健康保険協会理事長

15 24(健)5凹 I - 慣病手当金 棄却 圭圃健康保険協会理事畏

16 

¥J 
24(健)838 圃・・ 療養費 棄却 全国健鹿保険協会理事長

17 24(健)648 棟建費 棄却 全国憧康保険協会理事長

18 22(厚)730 - - - 遺族厚生年金 棄却
厚生労働大臣

{年E.生金年.馬金車.基集金.曹理薗理事課薗長} 
19 23(厚 )1146 - その他 棄却

20 23(Jt: )1226 - - 離婚分割 棄却 田本年金櫨構理事長

21 23(厚 )1245 - 障害の給付 棄却 [年厚金生蝿労事働業大曹理臣標)

22 23(厚)1253 - 障害田給付 棄却
厚生労働大臣

t年企画事換管理軍事}

23 23(厚 )1265 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働蝶大管理臣標}



平成25年1月 裁決内訳 (裁決 日 1月31目)

No 事件番号 摘求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 者 裁決 原処分/i'(保障者〉

24 23(厚 )1318 圃・ - 来支給年金 棄却

25 23(厚 )1田5 圃圃 脱退時金 棄却 [年厚全生局労事働業大官理臣E 

26 23(厚)t337 - 脱退一時金 棄却 {年厚金属生事労働業大曹理臣隈)

27 24()l.】引 障害町給付 棄却 {年厚金生高労事働業大曹理臣l 

- 、
28 24(厚)35 障害年金 却下

¥J  
29 24(厚)61 

圃圃・・・・- 陣曹の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大菅直匡課)

30 24(庫)83 - 障害の給付 棄却
I理操}

31 24(厚)87 -・圃 障害叩給付 棄却

32 24(厚)89 - 、 老齢厚生年金 却下 (年車金生局労事働業大管理医課)

33 24(厚)盟 障害の給付 iIIi却 〈年厚金生蝿事労働業大菅理臣課}

34 24(厚)109 - そ田他 却下

35 24(揮 )119 - その他 却下 {草厚企生周労事働業大管理E操)

36 24(厚)129 陣容年金 却下

37 24(厚)1回 被保標険準者報資酬格・ 却下 日本年壷機構理事長

38 24(厚)1剖 被保標障準者報資酬格・ 却下 日本年金機構週事長

39 24(厚)141 -¥ー〆

来宜給年金 棄却 (年厚金生属事労業働大曹理臣操}

40 24(厚)154 - 障害田給付 却下 (年厚金生局労事働業大曹理臣2 

41 24(庫)178 - 老齢厚生年金 棄却
:臣

42 24(厚)182 来支給年金 棄却

43 24(庫)1田 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働業式曹理臣牒〉

44 24(庫)1回 -・圃 障害回給付 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理軍際)

45 24(厚)1叫 - 脱退手当金 却下 (年厚金生島事労働業大曹理臣1 

46 24()l. ) 205 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働聾大管臣理棟}



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決目 1月31日)

N。事件番号 筒求人氏名 代理人氏名 利害関悟人民名 利害関係人 代理人 件 名 難決 原処分斤{保険者)

47 24(揮)208 -・圃 - 温旗厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課}

48 24(厚〉剖4 - 陣容の給付 却下 (年厚生生局労事働業大曹理臣i 

49 24(厚)218 -幽幽町役 - その他 棄却

50 剖{障)231 - 障害回給付 棄却

51 24(庫)235 - 圃 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事業働大曹理臣操)

¥ー'
52 24(厚)247 - 最重給年金 棄却 己里錬)

53 24(庫)Z60 - - 障害由給付 棄却

54 24(厚)262 - 障害の給付 棄却
直

55 24(厚)268 -・圃 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣課〉

56 24(": ) 278 脱退時金 棄却

57 24(厚)280 - 時効特例 棄却 年厚金生属労事働藁大臣
[ 菅理課)

58 24(惇)288 - 漂鞠冨 被保標険準者報責酬格・ 棄却 日本年金機構理事長

59 24(厚)290 障害の給付 棄却 t年厚金生属事労働業太世E理i

60 24(厚)301 I 障害田給付 棄却

61 24(厚 )304 - その他 却下 {年厚金局生労事働業大曹理臣操}

¥J  62 24(厚)305 - 圃・・・ 脱退手当金 却下 t年H壷E生商労事働業大管理臣課)

63 24(厚)312 - 遺族厚生年金 棄却

64 24【厚)314 I 障害の給付 却下

65 24(庫)322 脱温手当金 棄却

66 24(厚)324 - 遺族厚生年金 却l' [年厚壷生応・

67 24(厚)328 - 障害の給付 棄却 'A<. 
68 24(厚)336 - 障害の給付 棄却 〈年金厚生属事労業働大曹理臣謀)



平成25年1月 裁決内訳 (裁決日 1月31日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 相l害関係人氏名 利害関係人代理人 件 s 裁決 原処分庁(保険者〕

69 24(厚)337 障害の給付 棄却

70 24(庫)338 障害の給付 棄却
{弔年厚金曹生局労事璽働轟大管F理匡標)

71 24(厚)345 
園調.E.噛.幽.人

その他 棄却

72 24(厚)346 障害者特例 棄却 (年厚禽生局労事働業大世理臣操}

73 24(Jf; ) 352 障害回給付 棄却

¥ー'
74 剖(厚)355 障害回給付 棄却

75 24{厚)357 - 帥奮の給付 棄却

ヲ6 24(庫)358 - 障害由給付 棄却

77 24(厚)360 - 障害由給付 棄却 (年壷厚生馬労事働業大曹浬臣i 

78 24(厚)363 - 障害叩給付 棄却

ヲ9 24{厚)388 - 障害田給付 棄却 {年金厚局生事労働業大曹理臣操}

80 24(厚)372 - 障害の給付 棄却 {年金厚生局労事業働大曹現臣1 

81 24(厚)375 - 障害の給付 棄却

82 24【厚)377 - 障害回給付 棄却 (年金厚局生事労業働大曹理臣標〉

83 24(庫 川田 - 園田町 ••• ~ 遺檎給付 棄却 (年厚壷主局労事業働大曹理臣螺]

84 24(庫)382 陣曹田給付 棄却
\~ 

85 24(厚 )3回 障害田給付 棄却

86 24(厚)392 - 障害田給付 棄却 (年厚世生局事労働書大官理臣操}

87 24(厚 )3師 - - 量旗厚生年金 棄却

88 24(庫)398 - 障害の給付 棄却

89 制厚)400 - 障害由給付 却下 {年厚金生局労事働業大管理匡標)

90 24(厚)403 

主事n -一 被樺標険準者報責酬措・ 難却 田本年金機構理事長

圃厚圃生圃年圃童・基圃宜圃理，圃~圃 | 91 24(厚)410 そ由他 棄却



平成25年 1月 裁決肉訳 (裁決日 1月31日)

No 事件番号 情求人氏名 代理人民名 利害関悟人氏名 利害関係人 代理人 4牛 名 裁決 原処分庁{保強者}

92 24(厚)岨0 思嶋崎画面E ー- その他 棄却 園量理田事長E 

93 24(厚)423 脱退時金 却下 t年厚金生局労事働業大管理臣謀)

94 24(庫)425 - 脱退時金 棄却 t 

95 24(厚)430 障害国給村 棄却

96 24(厚)437 - - 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働事大管臣理操)

¥}〆 97 24(厚)442 - - 陣瞥の給付 棄却

98 24(厚)446 - - 脱退手当金 棄却 {年厚金生周労事章働大曹理臣l 

99 24(厚)447 - 障害回給付 棄却 [年厚金生局労事働推大官臣理操}

100 24(厚)455 - 老齢厚生年金 棄却 [年厚金生局労寝働業大管理臣1 

101 24(厚)451 - 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働蝶大官匡理課)

102 24(厚)452 圃・・ 隊警の給付 棄却 【年厚金生局宅; 

103 24(~ ) 470 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働業大官理臣t 

104 24(厚)471 - - 障害由給付 容認

105 24(厚 )472 障害回給付 棄却 {年厚金生属労事業働大曹E理課)

105 24(厚)482 平彊E - そ田他 棄却
厚生年金基金理事長

、、J
107 24(厚)490 陣容の給付 棄却

108 24(厚)495 哩開腕画幽 - 被惇標険準者報責酬格・ 棄却 日本年金融機理事長

109 24(厚)505 脱退時金 棄却 {年厚金生属労事業働大曹臣理標)

110 24(厚)512 

E-聞-置
老齢厚生年金 棄却

111 24(厚)531 脱退時金 棄却

112 24(厚)53! - 陣害町給付 棄却

113 24(庫川崎 障害田給付 棄却 {年厚金生局労事働業大管臣理院)



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月31日)

N。事件番号 蹄求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 刺客関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤{保険者)

114 24(厚)556 遺旗厚生年金 容偲 {年厚壷生届事労働業大管臣理課)

115 24(厚)591 障害回給付 容認 "，" 
116 24(厚)601 陣曹の給付 棄却 [年厚金生局労事働輩大菅理臣隈)

117 24(厚)667 障害由給付 棄却 (年厚金生局41 

、}〆

118 剖{厚)712 - 障害回給付 棄却
(年』庫金早連且馬労車ヰ働幾"'.大曹島置理臣路}

119 24(厚 )7悶 そ回他 棄却

120 E町僅陣)863 保験料 却下 日本年金機構理事畏

121 22(僅厚)943 
代男曹幽圃

保障料 却下 日本年金機構理事長

122 24(慢厚:)223 代賓格取式締会役社 その他 棄却 日本年金機構理事長

123 24(憧厚:)228 被保険者資格 棄却 田本年金機構理事長

124 24(健厚)237 甥曹司幽 被保険者責格 棄却 国本年金機構理事長

125 24(値厚}四3 - 被保険者責格 棄却 日;本年金機構理事長

126 24(健厚.)353 被保険者賓格 棄却 目牢年金機構理事l':

127 24(値厚)435 I 被保険者責格 棄却 日本年金機構理事長

128 剖(健厚)445 -・圃 - 被蝿険者貰絡 棄却 日本年金機構理事畢

128 24(健軍)476

1 1開-F.溢益.
その他 棄却 日本年金機構理事長

130 24(船)42 - その他 却下 日本年金機構理事長

Lノ

131 24(船)47 - 傷病事当金 棄却

132 24(船)164 - 遺族年金 却下

133 23(固)863 - 障害基礎年金 棄却

134 23(園)907 - 離退ー時金 棄却 (年厚金生局事労業働大曹理臣課}

135 24(園)24 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働推大曹理臣課)



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月31日)

No 事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関悟人 代理人 件 名 裁決 原処分庁(保険者)

136 24(園)34 障害基礎年金 却下 (年厚金生属労事業働大管臣理楳)

137 24(国)51 保院料 棄却 日本年金機構理事長

138 24(園)54 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣課〉

139 24l国)64 障害基礎年金 却下 (年厚企生局労事働業大曹臣理操}

140 24同国 ) 85 - 障害蕃礎年金 棄却 {年厚金生用事労働業大曹理臣楳}

にJ 141 24(園)92 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課}

142 24(罰)107 - - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生用事労働業大智臣恵楳)

143 24(園)111 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

144 24(園)119 者齢iI5礎年金 却下 {年厚金生周労事働量大官理臣操)

145 24(聞)1回 - その他 却下 〈年厚金生属労車業働大官理臣課}

146 24(固)1開 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣謀)

147 24(国)197 - - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

148 24l国)1曲 - - 障害基礎年金 却下 (年厚金生属事労働書大曹理臣課)

149 24(園)209 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生属事労倒業大官理臣操}

1田 24(園)221 - 保験料 棄却 日本年金機構理事長

(年厚金生同労事働業大智理臣課)151 24日(固)225 障害基礎年金 棄却

¥d  

152 24(国)228 - 障害基礎年金 棄却 【年厚金生属労事働業大管理E標〉

153 24(国)2柑 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生局労事働案太審理匡標)

154 24(園)267 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局傍事働業大菅理臣煤)

155 Z4(園)288 障害基礎年金 棄却 〔年厚金生馬労事働業大曹理匡楳}

156 24(111 ) 278 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労業働大曹理臣操}

157 24(園)Z88 - 園田・ 障害甚礎年金 棄却 〔年I金軍主局労草働書大官理臣操}

158 24(国 )293 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大管理匡課)



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決日 1月31日)

N。事件番号 儲求 λ 氏名 代理人氏名 利害関傑人民名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分序{保険者)

159 24(閏)298 - 障害基礎年金 却下 (年金厚生局21 

160 24(国 )301 - 陣容基礎年金 棄却 [年金厚生局労事働業大管理臣課}

161 24(園 )307 - -. 障害基礎年金 棄却

162 24(園 )310 障害義礎年金 棄却

(年年金厚金厚生生局扇事事労労業働業働穴曹大管理理臣臣課課- 障害基礎年金 棄却163 24(園)312 

、- 164 24(困)316 - 陣膏基礎年金 難却

165 24(固)318 - 障害基礎年金 棄却 {年金厚生局労事働業大菅理臣t 

166 24(国)326 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働蝶大管臣理楳)

167 24(国)328 - 障害基礎革金 棄却 (年厚金生眉事労畿働大管理臣蝶}

168 24(園)332 - - 障害基礎年金 棄却

169 24(囲)333 - 障害義礎年金 棄却

170 24(固)337 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働蝶大菅理臣課}

171 24(閤 )340 -圃 - 障害義礎年金 棄却 【年金厚生閣事労働推管大臣理課}

172 24(国)343 - 障害基礎年金 却下

173 24(園)347 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理毘課)

174 24(固)348 圃・・ 障害基礎年金 棄却 {年金厚属生事労働推大曹理臣標)
¥-

175 24(園 )3田 障害基礎年金 棄却

176 24(固)352 -・圃 障害基礎年金 棄却 [年金厚生園労事働業大曹理臣楳]

177 24(国)355 - - 障害基礎年金 棄却

178 剖(囲)357 - 障害基礎年金 棄却

179 24(園 )360 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局債事働業大管週臣Z 

180 24(1JI ) 361 陣容基礎年金 棄却 t革厚金生属労事働業大管理臣謀}

181 24(国)366 - 圃・・・ 陣容基礎年金 棄却 [年厚金生局労事働業大曹現臣課)



平成25年 1月 裁決内訳 (裁決 日 1月31日)

No 事件番号 騎求人民品 代理人氏名 利害関係人民名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者)

182 24(困)370 - 障害基礎年金 却下 (年厚金生島労事働畢大曹理臣課)

183 24(園)372 - 障害基礎年金 棄却 庁ゐ

184 24(国)375 - - 障害基礎年金 棄却

185 24(困)377 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業太曹理匡課)

186 24(国)3田 圃圃圃 障害基礎年金 棄却 〔年厚金生属理唱

¥J  187 24(園)381 - 陣容基礎年金 棄却 {年厚金生局労事揃業大官理匡課)

188 24(国)382 障害基礎年金 棄却

189 24(閏)383 - - 障害基礎年金 棄却 (<，，， 

190 24(園川田 - 障害韮礎年金 棄却 t年厚金生局労事働業太曹理臣楳)

191 24(園)386 - 障害基礎年金 棄却 〈年厚合生間昭1 

192 24(園)387 障害基礎年金 棄却

193 24(園)391 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大管理臣楳}

194 24(1311 ) 392 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働業大曹理臣認)

195 24(園)395 - - 障害基礎年金 棄却

196 24(周)398 - 障害基礎年金 棄却 {年厚壷生局事労働業大臣
管理操)

197 24(園)400 障害基礎年金 棄却

、ーJ

199 24(園)402 -圃・ 遺旗基礎年金 棄却

199 24(園)405 老齢基礎年金 容認

200 24(圃)406 - 障害基礎年金 .却 t年金厚生局労事働業大曹理臣際}

201 24(困)410 - - 障害基礎年金 棄却

202 24(図)412 - 園田 遺旗基礎年金 棄却 己E際)

203 24(園)420 - 障害革礎年金 棄却

204 24(国)422 - E圃 通撮基礎年金 棄却
，~哩師，



平成25年 1月 裁決肉jR (裁決 日 1月31日)

N. 事件番号 情求人氏名 代寝入氏名 和j害関係人氏名 利害関係人代 理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者}

205 24(国)428 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹臣理操}

206 24(国)430 - 保験料 棄却 国本年金機構理事長

207 .24(国]判。 - - 陣容基礎年金 容認 t年厚金生局事労働事大管理臣課〉

208 24(国)441 I 障害基礎年金 棄却 (年厚金属生労事働事大管理臣謀}

209 24(国)445 - - 障害基礎年金 棄却 【年金厚蝿生労事働軍大管理臣課}

¥J  210 24(国)446 蝿険料 棄却 日本年金機構理事長

211 剖(困)452 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労草働案大菅理臣露]

212 24(国)456 - 障害基礎年金 棄却 【年厚金生閣労事働推大管理臣操)

213 24(国)481 - 保険料 却下 田本年金機構理事長

214 24(園川崎 障害基礎年食 棄却 (年厚金生局事労副轟大管理臣想}

215 24(国)470 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働量大管理臣操}

218 24(国)476 - 陣容基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣課}

217 24(図)49& - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労業働管大理臣課}

¥J  



平成25年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月28日)

No 事件番号 情求人氏名 代理人氏名 申l害関揮人氏名 刺客閲樺人 代理人 {宇 者 裁決 原処分I宇(保険者}

23(僅)1321 療養由給付 棄却 全園健康保険協生理事長

2 24(健)217 侮痛手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

3 24('健)408 圃 - 傷病手当金 棄却 全国健康保陳協会理事長

4 24(憧)641 - - 機養費 棄却 全国憧環惇険協会理事長

5 24(健)702 - - 療養の給付 棄却 童図健康保険協会理事長

¥J 
e 23(厚)1189 - - 障害年金 容認 (年厚金生局事労働業大管理臣課)

7 23(厚 )1205 - - モ叩他 却τ 日本年金機構理事長

8 23(厚 )1295

圏-直圃
障害田給付 却下

a 23(厚 )1331 -附 その他 棄却

10 23(厚)1336 脱退時金 棄却

11 24(厚)12 障害田給付 棄却 (年厚金属生事労働業大菅寝E際)

12 24(厚)79 - そ由他 棄却 日本年金機構理事長

13 24(庫)95 -・圃 - 障害の給付 棄却 {年厚金生属宅4 

14 24(厚)96 -， 陣費出給付 棄却

15 24(厚)105 - - 障害の給付 棄却 r .. 唱

L 
16 24(厚)108 -・圃 陣曹司給付 棄却 (年厚金生属労事嫡業大管理臣課〉

17 24(庫)112 障害の給付 棄却

18 24(揮)115 - - 陣容の給付 棄却 (年厚金生属労事働業大官理臣課)

19 24(障)125 障害由給付 棄却 (年厚金生局労事働業大菅理臣操)

20 24(厚)130 司面F 被保標融l¥l者報量酬格・ 却下 田本年金機構理事長

21 24(摩)135 - 陣富田給付 棄却 (年金厚生局事労働業夫管理巨篠)

22 24(厚)145 .- 老齢庫生年金 棄却

23 24(庫)155 - - 被保標験章者報責酬格・ 却下 日本年金機構理事畏



平成25年2月 裁決内訳 (裁決 日 2月28日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 刺害関係人氏名 !!IJ害関傑人代理人 件 者 裁決 開処分斤{保険者)

24 24(厚)158 - 圃圃・・ 遺族厚生年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹臣理操}

25 24(厚)163 賄容田給付 棄却 {年厚金生蝿事労業働大曹理臣課}

26 24(厚)173 - -・圃 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

27 24(罵)197 - - 離婚分割 棄却 日本年金機構理事長

28 24(厚)204 圃圃 遺族厚生年金 却下 ー{年庫金生属労事働業大曹理臣操}

¥】J

29 24(車)227 - 障害回給付 棄却 {年厚金局生事労働業大官理臣操}

30 24(厚】 275 - 障害の給付 棄却 〔年厚金生局労事働業大管理臣操〉

31 24(厚)281 圃・圃 障害町給付 棄却 (年厚金生局労事働業大審理臣謀)

32 24(厚)293 陣曹の給付 棄却 [年厚金生属労事業働大管理臣量標〉

33 24(厚)318 - 遺旗厚生年金 棄却 〈年厚壷生属事労働業大管理臣標}

34 24(厚)334 - 障害の給付 却下 〈年厚金生属事労働業式曹理臣課}

35 24(厚)384 その他 却下 【年金厚生属労事働業大官理臣操]

36 24【厚)374 - - その他 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣課)

37 24(厚)384 圃圃 その他 却下 厚企生局労事働擁大臣
(年 官浬謀}

24(厚)385 - - 障害由給付 棄却
厚生労働大臣

38 
〈年金屑事業官理謀}

39 剖(厚 )3曲 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣探〉
、

40 24(厚)393 -、、ノ - 陣曹の給付 一郁容認 {年厚生生局労事業働大曹理匡標)

41 24(厚)394 - その他 却下 (年厚金生局事労聾働大管理臣恵)

42 回(厚)397 - 陣曹の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理匡課)

43 24(厚)405 障害回給付 容偲 (年厚金生局労事働業大官額E際)

44 24(厚)413 障害叩給付 棄却 (年厚金生局労事働業曹大理臣標}

4s 24(厚 )414 - 、
その他 却下 (年厚金主局情事働業大曹理臣想)

46 24(厚)417 - 陣容の給付 棄却 【年Z金E生属労事働業大管理匡楳)



平成25年2月 裁決肉訳 (裁決日 2月28日)

No 事件番号 蹟求人民名 代理人氏名 事l害関係人氏名 利害隣係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(保険者}

47 24(厚)418 圃・・ 遺族厚生年金 容飽

48 24(厚)421 被保標験準者報資酬格・ 却下 目串年金機構理事長

49 24(厚)424 - その他 却下

50 24(厚)426 - - 障害の給付 棄却

51 叫厚)428 - 障害の給付 棄却 {年厚金生属労事働書大官理臣課〉

、、--'
52 24(厚}相4 -ー- その他 却下 r金..

53 24(庫}拍6 -圃園田 遺族厚生年金 棄却 {年厚生生局事労業働大管臣理操}

54 24(庫川 相 - 遺族厚生年金 棄却 kE理E課)

55 24(厚 )4判 その他 却下 (年厚金生属労事働聾大菅理臣課]

56 24(庫)464 I -・圃 そ由他 却下 t年金厚生属事労業働管大理臣操}

57 24(庫川 田 - 障害町給付 棄却
軍生骨冊究臣

58 24(厚)475 障害年金 棄却 (年厚金生局労事働聾大官理臣際)

59 24(厚)484 - その他 却下 (年厚金生馬労車働車大普理臣! 

回 24(揮)494 その他 却下 tE理E標}

61 24(厚)497 陣容の給付 棄却

62 24f厚)498 -株式会社 被保標険準者報置酬格・ 却下

¥}〆
63 24(厚)502 障害即給付 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣課)

64 24(厚)504 - そ由他 却下 陸庁ふ 主司労事働輩大管理臣楳)

65 24(厚)511 陣容の給付 棄却

66 24C!f: ) 514 - - その他 却下 (年厚金生局労事働業大智理臣謀)

67 24(庫)515 - - 遺族厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働轟大曹現臣隈)

68 24(厚 )5剖 障害の給付 棄却 tE理臣課)

69 24(厚)522 - 通帳厚生年金 棄却 {年厚壷生局労事働業大管理臣謀)



平成25年2月 裁決内訳 (裁決日 2月初日)

N。事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人民名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁(樺験者)

70 24(!J ) 526 - 障害由給付 棄却 {年厚金属生労事働業大管臣理課}

71 24(厚)527 - 障害の給付 棄却

72 24(厚)田4 - - その他 却下 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

73 24(Jt: )悶5 障害田給付 棄却

74 24(庫 川崎 国国圃 画圃~ 遺旗厚生年金 棄却 hB智大理臣課}

¥}〆
75 24(厚)544 - その他 割下 f年厚金生局事労働業穴管理E課}

78 24(厚)561 園田園 障害の給付 棄却 l年金厚生馬草労働案大骨理臣謀)

77 24(厚)562 - 障害の給付 棄却

78 24(厚)564 その他 却下

79 24(庫川師 障害田給付 棄却 (年厚生生局労車働嘩大管理臣1 

80 24(厚)567 - 障害白給付 棄却

81 24(庫)571 - 遅延加算金 棄却 (年金厚生屑労事働業大曹理臣謀)

82 24(厚)574 - - その他 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣1 

83 24(厚)581 - 時効特例 棄却

84 24(JJ; ) 584 その他 却下 (年金原生局労事働業大曹理臣謀]

85 24(JJ; ) 590 - 遺族庫生年金 棄却
」

¥J  
86 24(厚)807 - 障害国給付 棄却

87 24(厚)610 - - 障害白給付 棄却 (年厚金生局労事働推大管理臣操}

88 制{厚)612 遺旗厚生年金 棄却 (年厚金局生労草働書大官理臣楳)

89 24(厚)814 - そ由他 却下

90 24(厚)620 圃・・・ 陣容町給付 棄却

91 24(厚)621 障害由給付 棄却 {年厚金生局労事働業大官理臣課]

92 24(厚)624 ••• その他 却下 {年厚金生周労事働業大管理臣課)



平成25年2月 裁決内訳 (裁決 日 2月28日)

N。事件寄骨 購求人氏名 代理人氏名 申l害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 名 裁決 原処分庁(保険者}

93 24(庫川 田 - 陣容の給付 棄却 {年厚金生属労事働業大菅臣理課)

94 24(日J) 642 - 老齢厚生年金 棄却 (年厚壷生属労事業働大管匡理醸}

95 24(庫 川印 - 障害の給付 棄却 l年金厚生路事労働業大管理臣課]

96 24(思)654 - その地 却下 (年厚金生局労事働業大管理臣操)

97 24目厚 ) 664 そ由他 却下 {年厚金生局労事働業大管臣理課〉

¥ー/

98 24(厚)674 そ田他 却下 {年厚金属生事労働業大曹臣理際}

99 24(庫)682 -・圃 障害叩給付 棄却 [年厚金生局事労働業大菅理臣操)

100 24(厚)684 - その他 却下 (年厚金生局労事働業大智恵臣謀)

101 24(1J ) 686 遺族厚生年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管理臣楳)

102 24(厚)694 - その他 却下 〈年厚金生局事労働操大曹臣理操}

103 24C1事)701 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣操}

104 24(厚)704 - その他 却下 (年厚金生局労事働提大菅理臣課〉

105 24(厚)708 圃・・ 陣容の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣課)

106 24(聞() 710 - 遺族庫連年金 棄却 〈年厚金生局労事働業太曹理臣操)

107 24(庫)720 - 遺族車生年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理匡操)

108 24(厚 17剖 - その他 却下 (年厚金局生労事働業大管理臣標}

¥-../ 
109 24(厚)734 - その他 却下 (年金厚生属事労業働大智理臣課)

110 24(庫)756 -・圃 - 陣容の給付 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣煤〉

111 24{厚 )801 - - 障害の給付 棄却 {年厚金生局労事働事大曹理臣操}

112 24(厚)957 - 陣容の給付 容認 (年金厚生局労事働業大曹理臣思}

113 24(厚)1136 - 者附年金 却下 【年厚金生局労事働業大管理臣操)

114 24(健IJ)148 代表株取式締全役桔~ その他 却下 日本年金機構理事畢



平成25年2月 裁決内訳 (裁決目 2月初日)

N. 事件番号 摘求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 1同署関係人代週人 件 名 裁決 原処分庁〔保険者)

115 24(健/t:)340 - -幽魁F 被保険者責格 棄却 日本年金機構理事畏

116 24(健庫H27 その他 棄却 日本年金機構理事長

117 24(健厚)448 

-・・・圃
練式全叫圃・ 被保険者資格 棄却 日本年金機構理事長

118 24(健厚)507 圃・・ 被保険者責格 棄却 日本年金掛構理事長

'-

119 24(-僧庫H83

株間槽強開醜閉潤・・E"1| 
そ叩他 棄却 日本年金機構理事長

120 24(-僧庫川口2 その他 棄却 日本年金機構理事畢

121 24(船)458 -圃圃 - 遺旗年金 容認

122 24(船)617 - モ田他 棄却 企画健(鹿船保員険保協険会都理〉事長

123 23(固)368 - 初診目 棄却 {年厚壷生島労事働蝶大管理臣楳}

124 24(園)44 - 被保険者資格 却下

125 24(園)103 - 障害基礎年金 棄却

126 24(園)114 - -・圃 その他 却下

127 24(国)124 - - その他 却下 t年金厚生局事労働業大曹理臣楳}

128 24(闇)1剖 - - そ田他 却下 (年厚金生周労事働業大菅理臣楳)

129 24(園)137 - 障害曇礎年金 棄却

130 24(闘)144 - 圃圃 そ田他 却下
¥ーノ

131 24(図)154 • そ由他 却下 (年厚金生局労事働蝶大智理臣緯)

132 24(園)157 -. 障害基礎年金 棄却 {年厚金局生事労働業大曹理臣課〉

133 24(園川田 - -・圃 障害基礎年金 棄却

134 24(園)164 - その他 却下 (年厚壷生局労事働業大菅理臣課)

135 24(固)173 保障料 棄却 日本年金機構理事長

136 24(園川74 - - その他 却下 (年庫金生属労事働業文曹理臣課]



平成25年2月 裁決内訳 (裁決日 2月初日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 刺害関係人民唱 利害関係人 代理人 件 唱 裁決 原処分庁{保阻害)

137 24(固)175 陣容基礎年金 棄却 年厚金局生事労業働大臣
{ 曹理楳)

138 24(園)181 陣書基礎年金 棄却 (年厚金生局労事業働大菅理臣課)

139 24(図}剖1 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生属労事働量大普理臣謀)

140 24(園]引8 その他 却下

141 24(園)232 - - 障害基礎年金 容飽 (年厚金生局事労働業大菅理臣課}

¥、p ノ

142 24(悶)244 - 要件審理待 却下 (年厚金局生事労業働夫管理臣課]

143 24(園)247 - 障害基礎年金 棄却 t年厚金生局労事働業大菅理臣書)

144 24(国)250 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局車労働輪大官理匡課)

145 24(固 )2田 - 障害年虫 棄却 (年厚金生局労事働推大管理臣課}

146 24(園)254 - - その他 却下 t年厚金生同労事働業大曹理匿課l

147 24(園)255 - そ田他 棄却 日本年金機構理事長

146 24(闇)256 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大管臣理標)

149 24(園)271 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

150 24(園)275 - - 障害基礎年金 棄却 [年金厚生局労事働業文曹理匡謀)

151 24(圏)260 - - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大管理臣課)

152 24(国)295 - - 障害畠礎草金 棄却 (年庫金生局労事働業大曹臣理課}
、

153 24(国 )3回 -、.../
障害革礎年金 棄却 [年厚金生屑労事働業穴曹理臣課)

154 24(国)336 - - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生属労事働業大菅理臣課}

155 24(園)342 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生局事労働業大管理臣醸}

156 24正図 ) 345 - 遺族蕃礎年壷 棄却 (年軍金局生労事諜働大官臣理謀)

157 24(園)353 - - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局労事働聾大菅理臣謀]

158 24(園)356 - 障害基礎年金 棄却 [年厚金生局事労働轟大管理臣課]

159 24(国 )378 - 障害基礎年金 容認 (年厚金生局労事働業大曹臣理課}



平成25年2月 裁決内訳 (裁決 日 2月28日)

N。事件番号 情求人ー民事 代理人氏名 利害関係人氏名 利害閣係人 代理人 件 名 裁決 庸処分庁{保険者〉

160 24(園)3甜 - - 陣容基礎年金 棄却 【年金厚生局事労業働大曹理臣課]

161 24(園)397 - 障害革礎年金 棄却 [年金厚生局労事働業夫曹理臣課)

162 24(園)401 - 障害基礎年金 棄却 {年厚金生聞事野業働大管理臣操}

103 24(国)407 その他 棄却 {年金厚生局労事働業大曹臣理課}

164 24(国)416 

圃 1・ 要件審理待 棄却 (年厚金生局労事働書大官理臣課}

165 24(園)418 -、-"
障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣操}

166 自民国 )423 陣普遍礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大曹理臣課7

167 24(国)4剖 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大管臣理課)

168 24(国)432 - 障害革礎年金 棄却 [年厚金生局事労働業太曹理臣課]

169 24(園 )442 -・圃 障害基礎年金 棄却 t年厚金生島労事働業大管理臣操)

170 24(国)450 - - 障害基礎年金 容認 {年厚金生属労事働書大官理臣傑)

171 24(園)4位 -. 陣害基礎年金 容腿 (年金厚生局事労働章大管理臣操}

172 24(国)463 - 要件審理待 棄却 (年庫金生属労事働業大管理臣操)

173 24(国)471 - • 障害基礎年金 郁容毘 {年厚金生局労事働書大官理臣操}

174 24ば園 ) 472 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹理臣想}

176 24(国)473 - - 陣容基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理匡謀}

、-〆
176 24(園)477 -・圃 障害基礎年金 容認 (年厚企生局労事働業大菅臣理課}

177 24(園)481 - 障害年金 棄却 {年厚金生局事労働業大曹理箆課)

178 24(園)482 - 障害基礎年金 容認 [年厚金生属労事働業大曹週屋謀)

179 24(図)483 - 要件審理待 棄却 {年厚金生扇労事働業大官臣理楳)

180 24C圃)486 - - 障害畠礎年金 棄却 {年厚金生局労事働業大官臣理課)

181 24(園)492 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生問事労働業大曹理臣課)

182 24(1国)特3 -・圃 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働聾大曹理臣操)

一一ーー←-'--



平成25年 2月 裁決内訳 (裁決日 2月28日)

N. 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分斤{保障者}

183 24(閤 )4田 - 陣容基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大管理臣I 

184 24(固)500 - - 障害基礎年金 容認

185 24(国)501 - - 障害基礎年金 棄却

186 24(国)502 障害基礎年金 棄却 年厚金生島事労働業大臣
( 管理操}

187 24(国)507 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業式管理匡際)

¥、ーノ

188 24(国)511 - 障害畠礎年金 棄却 〈年厚金生局労事働業大智理臣謀)

189 24(13i! )日3 - 障害基礎年金 棄却

190 24(薗)515 - 障害基礎年金 棄却

191 24(毘)517 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局事労働業大曹理臣際)

192 24(国)526 保険料 棄却 日本年金機権痩事長

193 24(国)532 圃圃・ 保険料 棄却

194 24(園)田7

E--E -

_. 
遺族基礎年金 容認 f年厚金生局労事働業大曹理E操

195 24(固)541 -・圃 障害基礎年金 棄却 hB大曹理臣課}

196 24(園)546 ••••• 障害基礎年金 棄却

197 24(固)552 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属事労働業大管理臣課)

198 24(園)593 圃・・ - 障害基礎年金 棄却

¥ー'
199 24(圃)6四 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

200 24(国)710 - - 障害基礎年金 容認 【年厚金生周労事働業大菅理臣課]



平成25年3月 裁決内訳 (裁決日 3月29日)

N。事件番骨 情求 λ 民 名 代理人氏名 刺曹関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁t保院者】

24f健)415 - 傷病苧当金 却下 全国健康保険協金理事長

2 24(健)533 - 撮養費 棄却 企図健康保険協会理事長

a 24(健)545 傷病手当金 容認 ー・噌開F・・
4_ 241健)568 偏病手当金 棄却 全国健康保障協会理事長

5 24崎健 ) 578 傷病手当金 棄却 全国健康保険協生理事畏

¥)〆 e 24(値)588 園・圃 - 療養費 棄却 全国健康樺険協会理事畏

7 24(-健)625 傷病手当金 棄却 主国健康保険協会理事長

8 24(-僅)736 - 悔病手当金 棄却 思標暦事事
9 24(健)766 -・・圃 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事烹

10 24(健)776 - 傷病手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

11 24(-健)777 - 療養費 棄却 圭国健康保隙協会環事長

12 24(-怯)818 - 傷病手当金 棄却 企図健康保験協会理事畏

13 24(値)888 I 傷捕手当金 棄却 全国健康保険協会理事長

14 24(厚)85 障害の給付 却下

15 24(厚)149 - 老齢年金 却下

16 24(厚)159 - その他 却下

¥}ノ
17 24(厚)169 - L再標開準咽報見酬世 却下 国本年金機構理事長

18 24(庫 川田 - 障害回給付 棄却

19 24(厚)234 -圃 老齢厚生年金 却下

20 24(厚 )253 - - 陣嘗由給付 棄却 (年厚金生局労事働車大曹臣理i

21 24(厚 )2回 - 陣曹の給付 棄却

22 24(厚)276 

E宅-配-亙
障害由給付 喪却

厚(年里厚金生蝿型労事働業曹大曹現臣操長} 

23 24(厚)285 その他 棄却



平成25年3月 裁決肉訳 (裁決目 3月29日)

No 事件番号 請求人氏名 代理人氏名 制寄関係人氏名 刺客間保人代理人 件 名 裁決 原処分斤(保障害)

24 24(厚)287 - 障害叩給付 棄却 (年厚金生島労事働聾大管理臣課)

25 24(厚)294 - 老齢厚生年金 却下 (年金厚生用労事働業大菅理臣1 

26 24(厚)315 - 障害の給付 来却 [年厚金生局労事働業大曹理臣鼠}

27 24(厚)327 - 障害由給付 棄却 (年厚金生局労事働業穴情理匡繰)

28 24(厚 )3却 -圃・ 却下 {年厚金属生事労働業大管理臣楳)

¥}ノ 29 24(厚)333 - 離婚分割 棄却 日本年金機構濡事長

30 24(厚)348 - 陣容の給付 棄却

31 24(庫)365 - - 障害由給付 棄却 r主.

32 24(厚)378 - -・圃・ -遺族厚生革金 容鼠 (年金庫生局労事働業大菅理臣標}

33 24(厚 )402 - - 陣容の給付 棄却

(年年金金厚厚生局生局労事労事働働業業穴大曹世理理匡臣課陳)

34 24(厚)438 - 陣容の給付 棄却

35 制厚)452 老齢厚生年金 却下 【年金厚生局労事働業大曹理臣課}

36 制厚)457 - 障害の給付 棄却 (年宜厚生局労事働業大管理臣課)

37 24(厚)468 - 樟害の給付 棄却

38 24(厚 )4田 - 障害の給付 棄却

¥ノ

39 24(厚)461 陣容の給付 漢却 〈年厚金生局労草働書大曹理臣操)

40 24(厚 )4田 障害田給付 棄却 (年厚金生局労事働業大管理医隈}

41 24(厚)492 - - 障害の給付 .却 (年金厚生馬事労働業大管理臣課)

42 24(厚】 495 - 障害年金 棄却

43 24(庫)503 - - 遺族車生年金 容寵 (年金厚生局労事働業大曹理臣課}

4，4 24ぱ庫 ) 505 - 陣容の給付 棄却 {年金厚生局労事働業大曹週臣i 

45 24(厚)508 障害の給付 棄却 {年金厚生局労事働業太背理E標}

46 24正厚 ) 513 遺族厚生草金 棄却 t年原金生局労事働業大曹理臣課}



平成25年3月 裁決肉訳 (裁決日 3月29日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 事l曹関時人氏名 事l曹関係人代理人 件 名 毅決 原処分斤(保障者)

47 24(厚)520 - 障害叩給付 棄却 (年金厚生馬労事働業大管理臣

48 24(厚)525 障害の給付 棄却 t年庫金生局R4 

49 24(庫)537 - -・圃 障害の給付 容舘

50 24(厚}田8 そ由他 却下

51 24(厚)550 - 障害由給付 棄却 {年厚金生島労事働量大管雇臣課)

、-ノ 52 24(厚〉開i - 障害回給付 楽部 {年厚金生属事労働業大曹理臣1 

、

53 24(厚 ).553 陣容の給付 棄却 t盈・

54 24(庫)557 - - 障害の給付 棄却

(年年金厚厚金生局生局掛事労事業働働畢大管大世理理臣臣

55 24(厚)560 - 陣容の給付 部容認

56 24(厚)575 - 来支給年金 容認 t年厚金生馬労事働業大曹理臣標]

57 24(厚)585 - 遺族厚生年童 容胞 (年厚金生局労事働第大曹理臣想]

58 24(/J ) 593 - 障害年金 容認 (年厚金生局労事業働大官理臣課)

58 24(厚)596 - 障害の給付 棄却 {年金厚生高

60 24(厚)6凹 .- 障害由給付 容認

61 24(厚)605 - 障害由給付 棄却 {年厚金生島事労業働大曹理臣1 

62 24(厚)606 - - 遺族厚生年金 容認

¥ーノ

63 24(厚 )611 脱退一時金 棄却 (年厚金生周労事働書文官理匡楳]

64 24(厚)616 - 来支給年金 容認 t年厚金生局l 

65 24(厚)623 - 陣容由給付 棄却

66 24(庫)631 - 時効特例 却下 {年金厚生局労事働業大曹理径課]

67 24(/J ) 837 圃圃 障害叩給付 棄却 (年厚金生局

68 24(1車)640 - - 障害の給付 棄却 (年厚金生属労草働案大曹理臣操]

69 24(厚)643 - 障害由給付 容認



平成25年 3月 裁決内訳 (裁決目 3月29日)
」

No 事件番骨 情 求人 氏名 代理人氏名 利害捌樺人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保障者)

70 24(庫)545 - 障害の給付 棄却 (年厚金生島事労働業大曹理臣E 

71 24(厚)551 - 陣容の給付 棄却 t年金厚車局労事業働大管理臣標}

72 24(厚)552 障害叩給付 棄却

73 24(厚)653 障害革金 棄却 {年厚金島生労事働業大曹理臣標}

74 24(庫)555 障害田給付 却下

¥-.-/ 75 24(!t: ) 556 障害の給付 棄却 {年厚金属生事労働業大管理臣想)

75 24(厚)558 - 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣腺}

n 24(厚)660 障害回給付 棄却

78 24(厚)670 - 障害田給付 棄却 (年金厚生局労事働蝶大曹理臣課}

79 24{厚 )671 - 陣書冊給付 棄却

80 24【厚)673 - - 圃・圃 -遺旗厚生年金 棄却

81 24(庫 川市 - -・・E
障害回給付 棄却 (年金厚生属労事働業大曹理臣操)

82 24(厚)577 - 障害の給付 棄却 {年金属生局労事働業大官理臣1 

83 24(厚)690 - 障害由給付 棄却 {年厚金生局事労業働大曹理臣i 

84 24{厚)692 - 圃・・ 障害の給付 棄却 (年厚金生局事労働業大曽理臣線)

¥ J  
85 24{厚)696 - 陣曹の給付 議却 (年厚童生局労事働業大曹理臣楳)

86 24(厚)707 - a圃晶 遺族厚生年金 棄却 =匡

87 Z叫厚 )711 - 陣容の給付 棄却

88 24{厚)713 - 陣番目給付 棄却 (年厚金生周事労働業大官理臣課}

89 24{厚)71.7 - 陣曹の給付 棄却 (年厚金生局

90 24(厚)721 - 遺族厚生年金 容認 t年皿金生局労事働業大菅寝臣際}

91 24(庫川26 - 障害由給付 容認 (年厚金生局

92 24(!t: ) 730 障害の給付 棄却 (年厚金生局労事働業大官理臣謀)



平成25年3月 裁決内訳 (裁決日 3月29日)

N。事件番号 蹄求人氏名 代理人民名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分斤{保険者)

93 24(厚)732 -・・圃 陣害由給付 棄却 (年厚金生属事労働業大曹理臣謀)

94 24(厚)742 障害由給付 棄却

95 24(厚)146 陣曹司給付 棄却 (年厚金生局卦事働推大菅理医課)

96 24(庫)750 - 離婚分割 棄却 田本年金機構理事長

97 24(庫)752 . 圃・・ 障害四給付 棄却 (年厚金生局事労働業大菅理臣躍}

、、，ノ 98 24(厚)754 - - 障害回給付 却下

99 24(厚)760 - 障害の給付 棄却
-闇

100 24(厚)772 - - 障害由給付 棄却 (年厚金生局事労働業大世理医操}

101 24(厚)781 - 陣容の給付 棄却 (年厚金生蝿事世働業大曹理匡標)

102 24(厚)782 - 遺族厚生年金 容寵 {年厚金生局労事働業太曹理臣謀)

103 24(厚)787 陣曹の給付 棄却 t年厚金生局f1 

104 24(揮)791 - - - 遺族厚生年金 棄却 [年厚金生属労事働業大管理臣操)

105 24{厚)802 -・圃 障害回給付 棄却 (年厚金生居労事働業大曹理臣標}

106 24(厚)616 - - - 来支給年金 棄却
陸曹理観)

107 24(厚)821 圃・・ 遺族厚生年金 棄却

¥-../ 

108 24(厚)851 障害由給付 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣腺)

109 24(厚)655 - - 陣曹の給付 薫却 {年厚金生局事労働業大官理臣E 

110 24(!t: ) 856 

E--E--E --
障害の給付 棄却

111 制厚)872 脱退時金 棄却

112 24(厚)876 障害目給付 棄却

113 24(厚 川田 - - 老齢厚生年金 棄却 (年厚金生局労事働業大嘗理臣操)

114 24{健軍.)58 - 株式会社. 被保険者責格 棄却 日本年金機構理事長

115 24(鍵厚)剖4 - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長



平成25年 3月 裁決内訳 (裁決 日 3月初日)

N. 事件番号 情求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 利害関係人代理人 件 名 裁決 原処分庁{保険者)

116 24(-健庫川田 その他 却下 日本年金機構理事長

117 24('健厚)615 その他 却下 日串年金機構理事長

118 剖{健周日制7 そ田他 却下 国本年金機構理事長

119 24(-健厚)町E その他 却下 日本年金機構理事長

120 24(健庫.)744 被保険者責格 却下 日本年金機構理事長

¥-' 121 24(健厚:)811 - 有 限 会 社 - 被保隙者責格 棄却 日本年金機構理事長

122 24(健皿)845 

事室 ー-
その他 却下 日本年金機構理事長

123 24(健厚)868 その他 棄却 日本年金機構理事長

124 24(船厚)1剖 - - 被樺院者置椅 却下 日本年金機構理事長

125 24(船IJ)1帥 - 被保験者賓格 却下 目本年金機構理事長

126 24(船厚)209 - - 被保険者資格 却下 日本年金機構理事長

127 24(船厚)219 被保焼者責格 却下 日本年金拠構理事長

128 24【紛厚)229 - 被保険者資格 却下 目本年金機構理事長

129 24(船庫}却9 - - 被保険者資格 却下 日本年金機構週事長

130 24(鉛厚.)249 被保険者責格 却下 日本年金機構理事長

¥ーノ 131 24(船揮)259 - 被保険者賓格 却下 日本年金機構理事長

132 24(船厚)269 - 被保険者責楕 却下 日本年金機構理事長

133 24(船厚.)279 - 被保険者責格 却下 日本年金機構理事長

134 24(船庫)289 - 被保険者責特 却下 田本年金機構理事葺

135 24(国)84 - その他 却下

138 24(岡)94 障害基礎年金 却下

137 24(111 ) 208 - - 陣害基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大曹理臣原)



平成25年 3月 裁決内訳 (裁決 日 3月29日)

N。事件番号 請求人氏名 代理人氏名 利害関係人氏名 事IJ 害関係人 代理人 件 者 裁決 原処分庁(保険者}

138 24(固)229 その他 却下 ，.事唱

139 24(園)239 - 未完結年金 却下

140 24(園)241 障害基礎年金 棄却 大官理臣課)

141 24(国)248
-・圃 - 障害基礎年金 棄却

142 24C園)259 障害基礎年金 却下

、、J
143 24(園 )2回 - 障害基礎年金 却下

144 24(図)311 - 陳害基礎年宣 棄却 {年厚金生属労事働業大曹理臣課)

145 24(園川町 - - 障害基礎年金 棄却 t年金厚生筋労事働業大曹理臣i 

148 24(園 )322 - -圃・
障害基礎年金 禦却

147 24(園)371 - 障害義礎年金 棄却 {年金厚生属革労推働大曹理臣楳}

148 24(園)3田 - 障害基礎年金 棄却

149 24(園 )408 陣害基礎年金 棄却

150 24(園)428 障害基礎年金 棄却 年車金生蝿労事働書大官匡
{ 理課)

151 24(圃)427 - ・ 園 、 障害基礎年金 棄却

152 24(園)437 - - 障害基礎年金 棄却

153 24(国)448 -・圃 障害基礎年金 棄却

¥ーノ

154 24(園川58 - 障害基礎年金、 容認 現邑陳)

155 24(園)460 障害基礎年金 容認

156 24(園 )4田 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣操]

157 24(掴)468 - 障害基盤年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣1 

158 24(園)478 - - 障害基礎年金 容毘 (年厚金生局労事働業大管理臣E 

159 24(国)488 - -圃・・
陣曹基礎年金 棄却

180 24(薗}柑S - I 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大曹理臣操]



平成25年 3月 裁決内訳 (裁決 日 3月29日)

N。事件番号 間求人氏名 代理人氏名 草1)書関係人氏名 制曹関係人代理人 件 名 設決 開処分斤(保険者)

161 24(園)503 - - 陣容基縫年金 棄却 (年厚金生属労事働業大曹臣理際}

162 24(囲)510 障害基礎年金 容院 (年厚企局生事労働業大管理臣課}

163 Z持(園)512 - - 障害轟礎年金 棄却 (年厚金生馬労車働輩大菅理臣謀)

164 24C国)520 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労事働業大官理臣課)

165 24(国)5剖 来支給年金 却下 【年厚金生局事労業働大曹理臣課}

¥』〆 166 24(園)522 - - 障害基礎弄企 棄却 (年厚金生属労事働業大曹理臣課)

m 24(閣)o悶 - - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

168 24【園)527 -・圃 障害基礎年金 議却 (年厚金生局労事働業大普理臣課〕

169 24(園)533 - 陣容基礎年金 棄却 〈年庫金生島労事働端大管理E標)

170 24(園)535 - 障害基礎年金 棄却 〈年金厚生局労事働業大管理臣重県}

171 24C園)536 障害蕃礎年金 棄却 (年金庫生局労事働業大管理臣鐸}

172 24(園)542 - .障害基礎年金 却下 (年金厚生局労事働業大管理臣鶴l

173 24(園)551 圃園田 陣容基礎年金 棄却 {年金厚生属労事働業大曹理臣課〉

174 24C国)556 - 聞圃圃 障害轟礎年金 棄却 (年厚金生属事労働車大管理臣楳〕

175 24(聞)561 - - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生局労事働業大曹週臣際)

176 
¥ー〆

24(園)562 - 陣害基礎年金 棄却 [年金厚生局事労業働大管理臣際〕

177 24(園)563 -圃圃 - 障害基礎年金 棄却 (年金厚生属労事働操大管理匡標}

178 24(国)567 - 障害基礎年金 棄却 t年金厚生局労事働業大曹理臣棟}

179 24(国)572 陣膏基礎年金 棄却 (年厚金生周労事働業大管理臣謀)

180 24(囲)581 - - 障害基礎年金 棄却 {年金厚生馬労車働議大官臣理楳}

181 24(国)585 -・圃 陣容革礎年金 棄却 【年金厚生属労事業働大管理臣課}

182 24(国)586 障害基礎年童 棄却 (年厚金生局労事働業大管理臣課〉

183 M(園川 町 - 障害基礎年金 叢劃 (年金厚生局労事働業大菅理臣課)
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184 24(園)590 圃・・・ 障害基礎年金 業却 {年厚金生島事労働聾大管理臣操)

185 24(困)田1 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生局労軍働軍大管現臣標)

186 24(園)592 -・圃 障害基礎年金 棄却 [年厚金生周労事働書大官理冨媒)

187 24(固)601 障害基礎年金 '棄却 [年厚金生属事労働聾大管理臣課)

188 24(園)603 - 保険料 棄却 日本年金機構理事長

¥J  189 24(国)612 - - 障害基礎年金 容担 t年厚金生局野事働業大管理E院)

190 24(国)621 - 陣日書基礎年金 棄却 {年厚金生局労事事働管大理臣謀]

191 24(園)623 - 障害基礎年金 棄却 (年厚金生属労事働事太管理匡裸]

192 24(園)626 - 老齢基礎年金 棄却 (年厚金生局労草働畢大曹理臣楳}

193 24(圃)837 -・圃 - 障害基礎年金 棄却 (年H金E生局労事働業大管璃臣課)

\~ 


