
平成26年度補償課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

H26.4 1石綿確定診断等事業の委託先について 職業病第認二定 補償課職業病認定対策室 都道府県労働局労働基準
業務 係 長 部労災補償課長

H26.4 
1全国労災診療費担当者会議の出席予定者及び質疑事項の提

医事係
労償働課基長準補局佐労(医災療補福償祉部担補 都道府県労働局労働基準

出について 部労災補償課長当)

H26.4.4 
中央労災補償実訟務施官の担当労働局の通知及び新佳訟務担当

訟務係
労働基準局補償課労災保 都道府県労働局労働基準

者事務指導の について 険審理室長 部長

H26.4 
7労災診療費算定基準の一部改定に係る「労災電子化加算』の

労働基準局労災補償部補
都道府県労働局労働基準

医事係 償課長補佐(医療福祉担
周知用リーフレットの送付について

当)
部労災補償課長

H26.4.8 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第二認定係
補償課職業病認定対策室 宮城労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.4.21 部義肢改等E補に伴装う具周費知支に給つ要い綱てiこ定める完成用部品の価格等の 福祉係
労償課働基長補準佐局労災補償部補 トセン骨一事業部長

(医療福祉担
情公剖益報E 財セン団ヲ法ー人 労災保険当) 企画開整

H26.5.2 労災精神障害専門調査員の業務実績報告について 職業病認定 職業病認定対策室長補佐 都道府県労働局労働基準
業務第一係 部労災補償課長

「平成25度年社度会振復動帰障促害進者等社事会業復処帰理接状種況金』等支給状況J及び「平 償補労働課償基準局労災補償部補

H26.5.8 成25年 の把握について(依 福祉係
長補佐(業務担当) 都道府県労働局労働基準

頼)
課長補佐(医療福祉 部労災補償課長

担当}

H26.5.27 石綿による疾痛の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.6.3 
労災診療費の改定等に係る基礎責料作成のための診療費請 労働基長補準局佐労災補償部補 都道府県労働局労働基準
求内訳書の抽出について 医事係 償課 佐(医療福祉担

当) 都労災補償課長

H26.6.6 訴訟関係業務に係る資料の送付について 訟務係
労働基準局補償諜労災保 都道府県労働局労働基準
険審理室畏 部長

H26.6.1 0 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.6.10 石綿による疾病の業務よ外について(回答} 職業務業第病認二定係
補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.6.10 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.6.10 右綿による疾病の業務上外について(回答} 職業業務病第認二係定
補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
畏 労災補償課長

H26.6.10 石綿による疾病由業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長



H26.6.1 0石綿による疾痛の業務よ件について(回答) 職業業務病第認二定係
補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.6.1 0石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.6.1 0右綿による疾病の業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.6.1 3石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 福岡労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課長

H26.6.1 8石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.6.1 
g第20回「電離放射線障害由業務上外に関する検討会』の開催 放射線障害 厚生労働省労働基準局労

各参集者
について 係 災補償部長

H26.7.4 
肪問看護費用に係るシステムの稼働に伴う事務処理に当たつ

償労働課基長準補佐局労(医災療補福償祉部担補
都道府県労働局労働基準

ての留意点等について
医事保

部当(開)労労発災働担保基当険準}業局務労課災長補補償佐 部労災補償課長

H26.7.7 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 岡山労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.7.7 石綿による疾病の業務上外について{回答) 職業務業第病二認係定
補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.7.7 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二定係
補償課職業病認定対策室 宮城労働局労働基準部労
畏 災補償課長

H26.7.9 
不法就労外国人であると恩われる者に対する労災補償状況に

業務係
労働基準局労災補償部補 都道府県労働局労働基準

ついて 償課長補佐(業務担当) 部労災補償課長

H26.7.9 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.11 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.7.11 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策 埼玉労働局労働基準部労
業務第二係 室長 災補償謀長

H26.7.11 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業痛認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.11 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.7.11 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病飽定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課畏



H26.7.1 1石綿による疾病由業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.1 1右綿による疾病の業務上外について{回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.1 1石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 岡山労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.1 1右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業第病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準部労
ニ係 畏 災補償課長

H26.7.11 右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課膿業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.11 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業業病認定 補償課職業病認定対策室 福島労働局労働基準部労
務第二係 長 災補償課長

石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準部労

H26.7.11 
業務第二係 長 災補償課長

H26.7.11 石綿による疾病の業務上件について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
第二係 長 労災補償課長

H26.7.11 右綿による疾病由業務土外について(回答) 職業務業病第認二定係
補償課臓業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.7.25 平関成すZる5作年業度に石つ綿いl;fて〈露作業による労災認定等事業場の公表に 職業病認定 補償課職業病認定対策室 都道府県労働局労働基準
業務第二係 長 部労災補償課長

厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物による
職業務業病第認定 補償課職業病認定対策室

H26.7.31 疾病並びにfその他に包括される疾病」に係る統計調査につい
都道府県労働局労働基準

て
一係 長 部労災補償課長

H26.8.5 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.5 石綿による疾病の業務上外について{回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 千葉労働局労働基準都労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.6 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.11 石綿による疾病の業務上外について[回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.11 石綿による疾病の業務上外について〔回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
第二係 長 災補償課長

H26.8.11 石綿による疾痛の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 京都労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長



H26.8.1 1石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 滋賀労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.1 1石綿による疾病の業務上外について(回答}
職業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.8.1 1右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 畏崎労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.1 1石綿による疾病の業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 岡山労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.1 
1石綿11<露作業に係る労災認定者の死亡年統計に関する作業 職業病認定 補償課職業病認定対策室 都道府県労働局労働基準
について 業務第二係 長補佐 部労災補償課長

H26.9.16 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二定係
補償課職業病認定対策室 福岡労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 権問労働局労働基準部労
業務第二保 長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病想定 補償課職業病認定対策室 大阪労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病由業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 岐阜労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.22 右綿による疾病由業務上外について(回答)
職業病認定 補償課際業病認定対策室 京都労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二定係
補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について{回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第二認係定
補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について{回答) 職業務業病第二認係定
補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 和歌山労働局労働基準部
業務第二係 畏 労災補償課長

H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課長



H26.9.22 石綿による疾病の業務上外について(回答}
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛媛労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.2 4石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 岡山労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.9.2 9右綿による疾病の業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課膿業病認定対策室 静岡労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.10 
7第21回「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」の開催 放射線障害 厚生労働省大臣官房審議

各参集者
について 係 官(労災担当)

H26.10.14 
訟務担当者の訴訟追行能力等の向上のための研修の実施に

訟務係
労働基準局補償課労災保 対象労働局労働基準部労

ついて 険審理室長 災補償諜長

H26.10.22 石綿による疾病の業務上外について[回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準都労
業務第二係 長 災補償課長

H26.10.22 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病第認二定係 補償課職業病認定対策室 福井労働局労働基準部労
業務 長 災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務よ外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準都労
業務第二係 長 災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務よ外について(回答) 職業業務第病認二係定
補償課職業病認定対策室 埼玉労働局労働基準都労
長 災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償謀長

H26.10.22 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
第二係 長 災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
第二係 長 労災補償課長

H26.10.22 右綿による疾病の業務よ外について(回答) 職業病第認二定係 補償課膿業病認定対策室 兵庫労働局労働基準都労
業務 長 災補償課長

H26.10.22 石綿による疾病の業務上外について{回答) 職業業務病第認二定係
補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.11.10 
第22固「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」の開催 放射線障害 厚生労働省大臣官房審議

各事集者
について 係 官(労災担当)

H26.11.12 
労災医療担当者ブロツヴ研修への出席予定者等の報告等につ

医事係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準

いて {医療福祉担当) 部労災補償課長



H26.11.1 
9筋電電動義手の装着訓練等の実施医療機関に係る周知広報

福祉係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準

等について (医療福祉担当) 部労災補償課長

H26.11.25 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H26.11.25 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 埼玉労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H26.11.2 5右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
業務第二係 畏 労災補償課長

H26.11.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H26.11.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病第認二定 補償課職業病認定対策室 埼玉労働局労働基準部労
業務 係 長 災補償課長

H26.11.25 石綿による疾病の業務上件について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
業務第二係 畏 労災補償課長

H26.11.25 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業業務病第認二定係
補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.11.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病認定 補償課臓業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
第二係 長 労災補償課長

H26.12.2 労災保険の支給決定復命書の送付への協力について 職業病第一認定 職業病認定対策室長補佐 都道府県労働局労働基準
業務 係 部労災補償課長

H26.12.5 石綿による疾病由業務上外について(回答) 職業業務病第認二係定
補償課職業病認定対策室 埼玉労働局労働基準部労
長 災補償課長

H26.12.5 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二定係
補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
長 労災補償課長

H26.12.5 石綿による疾病の業務上外について(回答} 職業病認定 補償課際業病認定対策室 福岡労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

労働者災害補償保険事業年報(平成21-24年度)の一部差し
厚生労働省労働基準局 総務部'J:;'!I:・労刀働剛保，吋険徴収部

H26.12.5 通勤災害係
補償課長補佐(業務担当)

替えについて 労災保険業務課長補佐
労働保険適用主務課(室)

(運用担当) |豊岨 3 

H26.12.11 「レセプト管理支援機器」の利用実態に係る意見照会について 医事係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準
(医療福祉担当) 都労災補償課長

平成27年における労災診療費請求書及び診療費請求内訳書
労(医働療基福準祉局担補当償)課長補佐

H26.12.18 福祉係
労災保険 都道府県労働局労働基準

の入力締切日等について 業務課長補佐(短期給付 部労災補償課長
担当)

H26.12.19 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業靖認定 補償課職業病認定対策室 福岡労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長



H26.12.2 5訴訟関係業務に係る資料の送付について 訟務係
労働基準局補償課労災保 都道府県労働局労働基準
険審理室長 部長

H26.12 
25 平成25年度「業務よ疾病の労災補償状況蹄査結果(全国計)J 職業病認定

職業病認定対策室長補佐
都道府県労働局労働基準

について 業務第一係 都労災補償課長

H27.1 7右綿による疾病の業務上外について{回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 山口労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課長

H27.1.1 3石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第二認係定
補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
長 労災補償課長

H27.1.1 3石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
業務第二係 長 労災補償課長

H27.1.1 3石綿による疾痛の業務よ外について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 秋田労働局労働基準部労
第二係 長 災補償課長

H27.1.13 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
畏 労災補償課長

H27.1.13 右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準都労
業務第二係 畏 災補償課長

H27.1.13 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 広島労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.1.13 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課糠業病認定対築室 高知労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.1.13 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業業務病第認二係定
補償課職業病認定対策室 大分労働局労働基準部労
畏 災補償際長

H27.1.13 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 沖縄労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.1.20 
第23困『電離放射線障害の業務上外に関する検討会Jの開催 放射線障害 厚生労働省大臣官房審議

各参集者
について 係 官(労災担当)

H27.2.3 右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 愛媛労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課長

H27.2.3 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 岡山労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.2.4 石綿による疾病の業務上件について(回答) 職業務業第病認二定係
補償課職業病認定対策室 大阪労働局労働基準部労

畏 災補償課長

H27.2.4 石綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 長崎労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長



H27.2 4右綿による疾病の業務上件について(回答) 職業務業第病認二係定
補償課職業病認定対策室 静岡労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.2 61~脳・心臓疾患及び精神障害事案に係る処理経過簿Jの入力の 機業病認定
職業病認定対策室長

都道府県労働局労働基準
徹底について 業務第一係 部労災補償課長

H27.2.2 5レセプト管理支援機器(レセプト管理システム)の更改について 医事係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準
(医療福祉担当) 部労災補償課長

H27.2.2 e労災診療費請求に係る変更デー告の労災診療被災労働者援護
福祉係

労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準
事業者への情報提供について (医療福祉担当) 部労災補償課長

H27.3.5 決定書の報告について[依頼) 審査係
労働基準局補償課労災保 都道府県労働局労働基準
険審理室長補佐 都労災補償課長

H27.3.16 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 山形労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.3.18 
効果的な債権回収業務由実施に係る参考事例集の作成につい

通勤災害係 厚補生償課労働長補省労佐働基準局 都道府県労働局
て (兼務担当)労働基準都労災補償課長

H27.3.23 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 滋賀労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.3.24 がん診療連携拠点病院等への請求勧奨依頼の徹底について 業務係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準
(業務担当) 部労災補償課長

H27.3.24 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病認定 補償課膿業病認定対策室 香川労働局労働基準都労
第二係 長 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
務第二係 長 災補償謀長

H27.3.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 北海道労働局労働基準部
業務第二係 畏 労災補償課長

H27.3.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 鞍業務業第病認二係定
補償課職業病認定対策室 岩手労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病の業務上件について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.3.25 右綿による疾病由業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 福岡労働局労働基準部労
業務第二係 畏 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病の業務上外について(回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 兵庫労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病の業務上外について〔回答) 職業務業病第認二定係
補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
畏 労災補償課長



H27.3.2 5石綿による疾病の業務上件について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 神奈川労働局労働基準部
第二係 畏 労災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病由業務上外について[回答) 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 佐賀労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.3.25 右綿による疾病の業務上外について(回答)
職業病認定 補償課職業病認定対策室 山口労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病の業務よ外について(回答) 職業務業病認定 補償課職業病認定対策室 静岡労働局労働基準部労
第二係 長 災補償課長

H27.3.25 右綿による疾病の業務上外について(回答) 職業病認定 補償課職業病認定対策室 埼玉労働局労働基準部労
業務第二係 長 災補償課長

H27.3.25 石綿による疾病由業務よ外について(回答〕 職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 宮城労働局労働基準部労
長 災補償課長

H27.3.27 
石綿関連疾患に係る労災認定等事業場に対する退職労働者等

業務係
労働基準局補償課長補佐 都道府県労働局労働基準

への周知依頼等について (業務担当) 部労災補償課長

H27.3.27 平成27年度石綿確定診断等事業について 職業業務病認定 補償課職業病認定対策室 都道府県労働局労働基準
第二係 畏 部労災補償課畏

H27.3.31 
石綿に関する労災認定等情報及び統計処理ツールの改修につ

職業務業病第認二係定
補償課職業病認定対策室 都道府県労働局労働基準

いて 畏 部労災補償課長

平成26年削=度よにるお疾け病るに石関綿す関る連労疾災患保に険係給る付処な理ど経の過請簿求の・決入定力状及 職業病認定 補長償補課佐職業病認定対策室H27.3.31 ぴ「石綿 都道府県労働局労働基準

況JI二係る統計情報の精査作業について
業務第二係 部労災補償課長


