
平成29年度大臣官房審議官（労災、賃金担当）施行簿

文書番号 決議日 件名 起案担当課係 起案者 起案日 施行先 施行者 備考

学第四術集回会日本へ末の梢講神師経派学遣会に 労働基準局補償課 経集日本学会会抹会消学長神術
大臣官房審賃議金

井上志織 H29.4.10 官（労災、労災発0411第1号 H29.410 
業務係 担当）ついて（固寄）

労災レセプト電定進算に処向理けシたス 労険働業基務課準局レセ労プ災ト保 都道府県労
大臣官房審議

小暮；青巳 H29.5.10 官（労災、賃金労災発0512第1号 H29.512 テムの普及促進1 ナー 電算システム第二 働局長
担当）取組について

係

電離放射線に係る疾病の 労働基準局定補吋策償室課
小永光邦彦 H29.5.24 

福島労働局 厚臣（労生官災労房、働審賃省議金大官担
労災発0525第1号 H29.5.25 業務上外の認定について

職放業射病線認障害係対 長
（回答） 当）

労災レセ利プ用ト促電進算に処係理るシ目ス
労険電算業働務シ基ス準課テ局レムセ労第プ災二ト保 公人益日本社団医法師 担大官（当臣労）官災房、審賃議金労災発0630第1号 H29.6.30 

テムの 関 小暮清巳 H29 6.27 
係団体への協力依頼につ 会
いて 係

労災レセプト電算処理シス 労働基準局労災保

公人医益師日社本会歯団科法 大官（臣労官災房、賃審金議
H29.6 30 

テムの利用促進に係る関 険業務課レセプト 小暮；膏巴 H29.627 労災発0630第2号 係団体への協力依頼につ 係電車システム第二 担当｝
いて

労災レセプト電算処理シス
労電険働業算基務シス準課テ局レムセ労第プ災二ト保 日本薬剤師 大臣官房審議

テム由利用促進に係る関 小暮清巳 H29.6.27 官（労災、賃金労災発0630第3号 H29.6.30 
係団体への協力依頼につ 品茸

担当）
いて 係

労テム災のレセ利プ用ト促電進算に処係理るシ関ス
労険電算業働務シ基ス準課テ局レムセ労第ブ災二ト保 全日本病院 大（臣労官災房、審議

小暮清巳 H29 6.27 官 賃金労災発0630第4号 H29 6.30 
係団体への協力依頼につ 協会 I！！当）
いて 係

労災レセブト電算処理シス 労険働業基務準課局労災保
病日本院精協神会科

大臣官房審議
テムの利用促進に係る関 課レセプト 小暮清巳 H29.6.27 官（労災、賃金労災発0630第5号 H29.6.30 
係団体への協力依頼につ 電算システム第二 担当）
いて 係

労災レセブト電算処理シス 労険業働務基準課局レセ労プ災ト保 大臣官房審議
H29.6.30 

テム由利用促進に係る関
小暮清巳 H29.6.27 日本病院会 官（労災、買金労災発0630第6号 係団体への協力依頼につ 電算システム第二 担当）

いて 係

労災レセプト電算処理シス
労険電算業働務シ基ス準課テ局レムセ労第プ災二ト保 7日本医療法 大臣官房審貰金譜テムの利用促進に係る関 小暮；膏巳 H29 6.2 官（労災、労災発0630第7号 H29.6 30 

係団体への協力依頼につ 人協会
担当）

いて 係

労災レセブト電算処理シス
労険電働算業基務シス準課テ局レムセ労第プ災二ト保 福労働祉機者健構康

大臣官房審買議金
労災発0630第8号 H29.6.30 

テムの利用促進に係る関 ’l、暮清巳 H29.6.27 官（労災、
係団体への協力依頼につ 担当）
いて 係

労災レセプト電算処理シス 労険業働務基準課局レセ労プ災ト保
国立病院機

大臣官房審議
労災発0630第9号 H29.6.3 

。テム由利用促進に係る関 小事，青巴 H29.6.27 
＋昔 4官＇！！（当労）災、賃金係団体への協力依頼につ 電算νステム第二

いて 係

労災レセプト電算処理シス
l 労働務基準課局セ労プ災ト保

7地能域推進医療機機構
大臣官房審議金テム由利用促進に係る関 険業課レ

小暮清巳 H29.6.2 宮（労災、貰労災発0630第10号 H29.6. 
30 係団体への協力依頼につ 電算システム第二 担当）

いて 係

労災レセプト促電進算に処係理るシ目ス
労険電算働業務シ基ス課準テ局レムセ労第プ災二ト保 27共国済家組公務合連員 大官（臣労官災房、賃審議金

労災発0630第11号
テムの利用進 関 小暮；青巳 H29.6. H29.6. 

30 係団体への協力依頼につ
合会 担当）

いて 係
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労テ係ム災団の体レセ利へプ用のト促協電進力算に依処係頼理るにシ関つス 労険電働算業基務シス準課テ局レムセ労第プ災＝ト保 小暮清巴 H29.6.27 
日本赤＋字 担大官｛臣当労）官災房、賃審金議労災発0630第12号 H29.6.30 宇土

いて 係

労災レセ利へプ用のト促協電進力車に依処係頼理るにシ関つス
労働基準局セ労プ災ト保

恩賜財団済 大担官（臣当労）官災房、審議子ムの 険業務課レ
小暮清巳 H29.6.27 賃金労災発0630第13号 H29.6 30 

係団体の 電算システム第二 生会
いて 係

労テ係ム災団の体レセ串へlプ用のト促協電進力算に依処係頼理るにシ関つス 労険働業務基準課局レセ労プ災ト保 日本郵政株
大臣官房審議

小暮清巳 H29.6.27 官（労災、賃金労災発0630第14号 H29 6 30 電算システム第二 式会社 担当）
いて 係

労災レセ利へプ用由ト促協電進力算に依処係頼理るにシ関つス
労働基準局セ労プ災ト保 全国厚生農 大臣官房審議

労災発0630第15号 H29 6 30 
テムの 険業務課レ ,1、暮清巳 H29.6.27 業協同組合 官（労災、賃金
係団体 協力 電算システム第二 連合会 担当）
いて 係

労災レセプト電算処理シス
労険電働算業基務シス準課テ局レムセ労第プ災三ト保 国立大学長会附 大臣官房審議金

労災発0630第16号 H29.6.30 テムの利用促，進力に依係頼るに関つ 小暮；膏巳 H29.6.27 属病院 担官（当労）災、賃係団体への協 議
いて 係

労災レセ利へプ用のト促協電進力算に依処係頼理るにシ関つス
労働基準局セ労プ災ト保

日本大私学立協医 担大官｛臣当労）官災房、審賃議金労災発0630第17号 H29.6 30 
テムの 険業務課レ

小暮清巳 H29 6.27 
科会係団体 力 電算システム第二

いて 係

労災レセ｝利へプ用のト促協電進力算に依処係頼理るにシ関つス 労険働業基務準課局レセ労ブ災ト保 全国自治体 大臣官F災房、賃審議金テムの 小暮；青巳 H29 6 27 労災発0630第18号 H29.6.30 係団体ヘ カ依 電車システム第＝ 病院協会 官担（当労） 
いて 係

労災レ｝セ利へプ用のト促協霞進力算に依処係頼理るにシ関つス 労険電働算業務シ基ス準課テ局レムセ労第プ災二ト保 全康国保国険民健 大臣官房審議
テムの 小暮；膏巴 H29.6.27 担官（当労）災、賃金労災発0630第19号 H29.6.30 
係団体の力 施設協診議療会
いて 係

労災レセプト促電進算に処係理るシ目ス 労働基準局セ労プ災ト保
日本保険薬 大（臣労官災房、賃審議予ム由利用 関 険業務課レ

小暮清巳 H29.6.27 官 金労災発0630第四号 H29 6.30 係団体への協力依頼につ 係電算システム第二 局協会 担当）
いて

労働基準局対業補務策償室第課 東京労働局 厚臣（労生官災労房、働審賃議省金大官担胆菅がんの業務上件の認 職職業業病病認認定定 田中ちひろ H29.7.4 労災発0704第1号 H29.7.4 
定について（回答） 長

一係 当）

労職職働業業基病病準認認局定定対業補策務償室第課 厚臣（労生官災労房、働省大
4胆定官にがんの（業回務答上）外の認 田中ちひろ H297 4大阪労働局 審議官

労災発0704第2号 H29 7 長 賃金担ついて 日

当）一係

労職職一働業係業基病病準認認局定定補償課
厚生労働省大

.4 n巨管がんの業務上外の認 対策室
田中ちひろ H297 4福島労働局 臣官房審議官

労災発0704第3号 H297 定について（回答） 業務第 長 （労災、賃金担
当）

労職働業病病基準認認局定定補償
課 厚生労働省大

阻菅がんの業務上外の認 右川l労働局 臣官房審賃議金官担労災発0828第1号 H29.8. 28 定について（回答） 職職業 認 対業務策室第 田中ちひろ H29.8.28 長 （労災、
一係 当）

労職放働業射線基病準局補償
課

厚生労働省大
電離放射線に係定るに疾つ病いの 24 青森労働局 臣官房審賃議金官担労災発0829第1号 H29.8.2 9業務上件の認 て 認障定害保対策室 ,j、永光邦彦 H29.8. 長 （労災、
｛回答） 当）
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北海道、膏

労災発問27第1号 H29.9.26 労災医催療担当者ブロツウ研労働基準局補償課士田 冨 森、岩手、宮大臣官房審議
修の開について 医事係 ロ 聞 － H29.9.12城、秋田、山官（労災、賃金

形、福島労担当）
働局長

茨城、栃埼木、

労災発0927第Z号 H29.9.26労修災開医癒催担当者ブロツヴ研労働基準局補償課士田 晶 群千馬葉、東主京、大臣官房審議
の について 医事係 ロ - H29.9.12神奈JI[、新、官（労災、賃金

潟、山梨、長 担当）

野労働局長

富山、石川、

労災発凹27第3号 H29.9.26 修労災医療担当者ゴロツヲ研労働基準局補償課士田 冒 福井、岐阜、大臣官房審議
の開催について 医事係 l ロ 田－ H29.9.12静岡、愛知、官（労災、賃金

三長重労働局担当）

労災発凹27第4号 H29.9.26労災医療担当者ブロツヲ研労働基準局補償課官田 回 滋大賀阪、、兵京都庫、大臣官房審議
修の開催について 医事係 口問－ H29.9.12奈良、和歌ゐ官（労災、賃金

労働局長 担当）

鳥取、広島根、

労災発田27第5号 H29.9.26労災医療担当者ブロック研労働基準局補償課 t 目 岡山山口、徳島島、大臣官房審議
修の開催について 医事係 ロ回聞－ H29.9.12香川‘愛媛：官（労災、賃金

高知労働局 担当｝

長

福岡、佐賀、

労災発0927第6号 H29.9.26労災医療担当者7ロツウ研労働基準局補償課 t 長輔、熊本、 大臣官房審議
修の開催について 医事係 回目晶－ H29.9.12大分、宮崎、官（労災、賃金

鹿児島、沖縄担当｝
労働局長

「労災医療担当者ブロッウ
労災発0927第7号 H29.9.26研修JIこおける講義の依頼労働基準局補償課士回目 東北労災病大臣官房審議

について 医事係 ロ 田 － H29.9.12院整形外科官（労災、賃金
部長 担当）

労災発0927第8号 H29.9.26 ~諸問if:ll~品労働基準局補償課吉田冒 東京労災病大臣官房審議
について 医事係 国園間田－ H29.9.12 院 副同臣官（労災、貰金

間耳担当）

「労災医療担当者ブロッヲ
労災発0927第9号 H29.9.26研修」における講義の依頼 労働基準局補償課 t 晶 中部労災病大臣官房審議

について 医事係 国 一 H29.9.12院院長 担官当（労）災、賃金

「労災医療担当者ブロヲ
労災発凹27第10号 H29.9.26研修」における講義の品労働基準局補償課 t 国 自 大阪労災病大臣官房審議

について 医事係 回開－ H29.9.12院手外科部官（労災、賃金
長 担当）

労災発0927第11号 H29.9.26研「労修災」に医お療け担る当講者義ブのロッ依ウ頼労働基準局補償課 t 回 品 中国労災病 大臣官房審議
について 医事係 ロ ー H29.9.12院関節整形官（労災、賃金

外科部長 担当）

労災発0927第12号 H29.9.26刊「労崎災医日h療，担ム，当抽者圃ブmロッ時ウ相労働基準局補償課 t 田 目 九州労災病 大臣官房審織
前につ市いJI』て白円。講膏山田相医事係 ロ 聞－ H29.9.12院外傷整形官（労災、賃金

外科部長 担当）

「労災医療担当者ブロッヲ 由

労災発0927第13号 H29.9.26研修』講師派遣の依頼につ労働基準局補償課士回目ー 東北労災病書臣邑房審議
いて 医事係 H29.9.12 院 院長 目（労災、賃金

担当）

「労災医擦担当者ブロッヲ
労災発0927第14号 H29.9.26研修J講師派遣の依頼につ労働基準局補償課 t 回目 東京労災病大臣官房審議

いて 医事係 田聞- H29.9.12 院 院長 官（労災、買金
担当｝

「労災医療担当者ブロッウ 由

労災発0927第15号 H29.9.26研修」講師派遣の依頼につ 労働基準局補償課士回 回一 山 中部労災病大臣E房審議
いて 医事係 ロ闇 同9.9.12院 院長 官（労災、賃金

担当）
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研「労修災』講医療師担当者ブロッヲ 労医働事係基準局補償課 大阪労災病 大臣官房審賃議金
労災発田27第16号 H29.9 26 派遣の依頼につ 吉田晶一 H29.9.12 

院院長
官（労災、

いて 担当）

研『労修災J講医療師担派遣当者のブ依ロ頼ッにウつ 労働事基準局補償課 中国労災病 大臣官房審議金
労災発0927第17号 H29.9.26 医係

吉田晶一 H29.9.12 
院院長

官（労災、賃
いて 担当）

「労災医療担当者ブ口ッヲ
労医働事係基準局補償課 九州労災病 大臣官房審賃議金

労災発凹27第18号 H29.9.26 研修」講師派遣の依鰻につ 吉田品一 H29 912 
院院長

官（労災、
いて 担当）

第10回「の労講災師補派償遣指に導つ医い」 労職職働業業基準局対業補策務償室第課

一人般日社本職団法業・ 厚生労働省大

労災発0927第19号 H29.9.25 講習会
病認定

田中ちひろ H29.9.21 災「労害災医補学償会指
臣官房審議官

病認定 （労災、賃金担
て（回答）

一係 導員会医」制度委 当｝

電外「肝離にが関放んす射とる線放検障射討害線会の被報業ば告務く書によ
労職働業基準局対補策償室課

厚生労働省大

労災発1025第1号 H29.10.25 病認定 小永光邦彦 H29.10.25 
各都道府県 臣官房審賃議金官担

償関てJすのとる考こ医れえ学方を的踏に知まつえ見いたてに労つ災い補
放射線障害保

労働局長 （労災、賃
当）

電業離務放射線認に係定るに疾つ病いの 労職働業基病認準局定対補策償室課
厚生労働省大

労災発1025第2号 H29.10.25 上外の て 小永光邦彦 H2910.25 
福島労働局 臣官房審賃議金官担
長 （労災、

（回答） 放射線障害保 当｝

電離放射線にZ係定るに疾つ病いのて 職労働業基準局対補策償室課
厚生労働省大

福島労働局 臣官房審賃議金官担労災発1212第1号 H29.12.12 業（回務答上）外の認 病認定 小永光邦彦 H2912.12 
長 （労災、買

放射線障害保 当）

労職職働業業基病認準局定対補策償室課
厚生労働省大

労災発1213第1号 H2912.13 胆定管につがいんての（業回務答上）外の認 木会裕夢 H2912.13 
岐阜労働局 臣官房審議官

病認定業務第 長 （労災、賃金担
一係 当）

労働病基準局補償課 厚生労働省大

労災発1213第2号 H29.12.13 
胆管がんの業務上外の認 職業認定対策室

木全裕夢 H29.12.13 
岡山労働局 臣官房審議官

定について（回答） 職業病認定業務第 長 （労災、賃金担
一係 当）

職職労一働業業係基病病認認準局定定対業補策務償室第課 厚生労働審貫議省金大官担
労災発1213第3号 H29.1213 

胆曹がんの業務上外の認
木全裕夢 H29.12.13 

車京労働局 臣官房
定について（回答） 長 （労災、

当）

建び本み（周健設的へ知康工なの等計事の協依画確従力頼を保事依）踏者に頼ま関のにえすつ安たるい全取基て及組 労働基害準局補償課 各建設業界
大臣官房審議

労災発1215第1号 H29.12.6 通 勤災係
岡満 H29.12.4 

団体の長
官（労災、賃金
担当）

平成29年度謀全国労働保険
労険働徴基課準局労働保 都道府県労

大臣官房審議
労災発1218第1号 H29.1218 徴収主務室長会識の開

収企画係
早坂圭一朗 H29.12.14 

働局長
官（労災、賃金

催について 担当）

守口ムメッキ作上業咽者頭にが発ん生の 労職職二働係業業基病認準局定対補策償室課
厚生労働省大

労災発0130第1号 H30 1.30 した肺がん 中村暗 H30.1.22 
福岡労働局 臣官房審議官

病認定業務第 長 （労災、賃金担
業務上外について（回答） 当）

労災補償E意業す務べのき運事営項にに当つ 労働基準局補償課 都道府県労
大臣官房審議

労災発0222第1号 H30.2.21 たって留 企画調整係
田中ちひろ H30.2.B 

働局長
官（労災、賃金

いて 担当）

意見書の作成依頼につい 労職職働業業基病病準認認局定定対業補務策償室第課
厚生労働省大

労災発0227第1号 H30.2.26 新井裕規 H30.2.23 専門家 臣官房審賃議金官担
て （労災、

ニ係 当）
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平成29年度大臣官房審議官（労災、賃金担当）施行簿

労働基準認局定対業補務策償室第課 厚臣（労生官災労房、働審買省大労災発0227第Z号 H30.2 26 
意見書の作成依頼につい 職業病

新井裕規 H30.2.23 専門家 識官
て 職業病認定 第 賃金担

ニ係 当）

労働基準局補償課 厚生労働省大

労災発0227第3号 H30.2.26 
意見書の作成依頼につい 職業病認定対策室

新井裕規 H30.2.23 専門家 臣官房審賃議金官担て J 職業病認定業務第 （労災、
ニ係 当）

オルトートJレイジンを取り扱 労働基準局補償課 厚生労働省大
労災発0309第1号 H30.3.9 

う作業に従事した労働者に 職業病認定対策室
新井裕規 H30.3.7 

福島労働局 臣官房審賞議金官担発生した跨脱がんの業務 職業病認定業務第 長 （労災、
よ件について（回答） ニ係 当）

オルトートJレイジンを取り扱 労働基準局対補策償室課
厚臣（労生官災労房、働審賃省議金大官担労災発03凹第2号 H30.3.9 

う作業に従事した労働者に 職業病認定
新井裕規 H30.3.7 

福井労働局
発生した腸艇がんの業務 職業病認定業務第 長
よ外について（回答） ニ係 当）

オルトートルイジンを取り扱 労働基準局対補策償室課
厚臣｛労生官災労房、働審賃議省金大官担労災発03凹第3号 H30.3.9 

う作業に従事した労働者に 職業病認定
新井裕規 H30.3.7 

福井労働局
発生した膜脱がんの業務 職業病認定業務第 長
上外について（回答） ニ係 当）

厚生労働省大

労災発0328第1号 H30.3.28 
労災業務OJTマエュアルの 労働基準局労災菅

宇山俊貴 H30.3.27 
都道府県労 臣官房審議官

一部改正について 理課総務係 働局長 （労災、貫金担
当）
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