裁決年月日
区分
労働局 結果
事件番号
事件の要旨
平成13年4月6日 業務上外 東京
棄却 平成11年労第211号 保母が業務中に発症したとする「頚部捻挫、腰部捻挫、左肩関節捻挫」。
平成13年4月11日 業務上外 神奈川 棄却 平成10年労第322号 タクシー乗務員の業務従事中に発症した「脳梗塞。
平成13年4月19日 業務上外 北海道 棄却 平成11年労第164号 ホテル仲居が、客室にて食事の配膳作業中に左膝に痛みを感じ、その後「左膝内障
（外傷性）」と診断されたもの
平成13年4月19日 業務上外 大阪
棄却 平成11年労第186号 百貨店員が売場の模様替え作業中に発症したとする両アキレス腱炎（アキレス腱周囲
炎）
平成13年4月24日 業務上外 千葉
棄却 平成10年労第58号 ゲーム機器製造会社生産部主任の「脳出血」による死亡
平成13年5月16日 業務上外 愛知
棄却 平成9年労第160号 自動車会社の係長が、自宅から１km離れたビルから飛び降り自殺したもの
平成13年5月17日 業務上外 徳島
棄却 平成11年労第266号 じん肺管理区分管理3で療養中の「肺ガン」による死亡
平成13年5月21日 業務上外 大阪
棄却 平成10年労第256号 運転士が業務開始直後に体調不良を訴え、病院に搬送されたが、急性心筋梗塞で死
亡したもの
平成13年5月24日 業務上外 高知
棄却 平成11年労第246号 配送業務中脳内出血を発症したもの
平成13年5月24日 業務上外 宮城
棄却 平成11年労第328号 出張先のホテルでくも膜下出血を発症し死亡したもの
平成13年5月25日 業務上外 大分
棄却 平成11年労第234号 営業社員が業務遂行の途中に、私的目的でレンタカー宮業所に立ち寄ろうとして発生
した第三者による追突事故。
平成13年6月1日 業務上外 愛媛
棄却 平成11年労第92号 じん肺管理区分「管理3」で療養中の「播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）」による死亡
平成13年6月4日 業務上外 奈良
平成13年6月7日 業務上外 広島
平成13年6月7日
平成13年6月15日
平成13年6月15日
平成13年6月15日
平成13年6月21日

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

大阪
大阪
東京
大阪
福井

平成13年6月22日 業務上外 岡山
平成13年7月10日 業務上外 兵庫
平成13年7月10日 業務上外 福岡
平成13年7月16日 業務上外 愛知
平成13年7月16日 業務上外 岐阜
平成13年7月19日 業務上外 奈良
平成13年7月30日 業務上外 愛知

棄却 平成12年労第41号 マンション清掃員に発症した「右足関節外側靭帯損傷」
棄却 平成10年労第344号 溶接工事中鋼材が荷崩れを起こし負傷した傷病のうちの両手根管症候群、腰部脊椎
症、変形性膝関節症
棄却 平成11年労第208号 粉じん作業歴3年半の者の「肺炎」を原因とする「敗血症」による死亡。
棄却 平成7年労第242号 営業課員の就寝中の急性心不全死
棄却 平成8年労第374号 トラック運転手が資材積み下ろし中に発症した胸部大動脈瘤心嚢内破裂
棄却 平成10年労第18号 はしけの荷役作業員が「慢性癒着性心膜炎」により死亡したもの
棄却 平成11年労第182号 鉄工が工事現場から宿舎へ帰宅途中、昼食を購入する目的で立ち寄った店内で「脳
出血」を発症しもの。
棄却 平成10年労第218号 さく岩機、ジェットタガネ等の振動工具使用者の両手抹消循環障害、レイノー病
取消 平成9年労第318号 出張からの帰宅途中に発症した脳溢血による死亡
取消 平成11年労第146号 左官業を営む一人親方の棟上げ式での墜落事故について、棟上式への参加は任意
であり一人親方に係る特別加入としての業務遂行性が認められないとされたもの
棄却 平成10年労第190号 出張先で心筋梗塞により死亡したもの
棄却 平成11年労第368号 水路の草刈り作業中に倒れ、吐血により窒息死したもの
棄却 平成9年労第108号 精神科作業療法士が事業場において死体で発見され、解剖の結果、「アルコール性心
筋症による急性心不全」での死亡とされたもの。
棄却 平成11年労第264号 プレス金型の取替業務により、左膝内障を発症したとするもの

平成13年7月31日 業務上外 北海道 棄却 平成9年労第26号
振動業務離職後、約二十年経過して診断された「振動障害」
平成13年8月6日 業務上外 沖縄
棄却 平成11年労第307号 早朝勤務に備え、事業場から身支度品等を買いに出かけた際の交通事故による死亡
平成13年8月7日
平成13年8月27日
平成13年8月27日
平成13年8月27日
平成13年8月27日
平成13年8月27日
平成13年8月27日
平成13年8月27日

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

静岡
新潟
青森
北海道
大阪
三重
京都
兵庫

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成12年労第17号
平成9年労第270号
平成10年労第246号
平成10年労第340号
平成11年労第240号
平成11年労第242号
平成11年労第262号
平成11年労第275号

平成13年8月27日
平成13年8月29日
平成13年8月29日
平成13年8月31日
平成13年9月3日

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

北海道
東京
大阪
東京
神奈川

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成11年労第305号
平成11年労第329号
平成12年労第91号
平成11年労第348号
平成10年労第350号

棄却
一部
取消
一部
棄却
棄却
棄却
取消

平成10年労第132号 営業所管理職の縊死
平成11年労第292号 業務上災害により両足を負傷し、自宅にて療養中にバランスをくずして右手環指を負
傷したもの。

平成13年9月3日 業務上外 広島
平成13年9月13日 業務上外 広島
平成13年9月20日 業務上外 兵庫
平成13年9月20日 業務上外 福岡

平成13年9月21日 業務上外 京都
平成13年9月28日 業務上外
平成13年10月1日 業務上外 東京
平成13年10月1日
平成13年10月1日
平成13年10月3日
平成13年10月11日
平成13年10月24日
平成13年10月24日

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

岡山
福岡
神奈川
大阪
東京
京都

業務上負傷し「脳内出血」治療後、自宅で就寝中死亡。
管理区分4のじん肺患者が、原発性肺癌により死亡したとするもの
タクシーの運転業務中に迎えに行った客より暴行を受け、負傷したというもの。
包装作業中に、両手首から肘にかけて痛みを感じたとするもの
コンピューターオペレ一夕ーの硬膜下膿瘍
業務上負傷（右膝関節）後発症した左膝内症
警備業嘱託事務員に発症した脳梗塞による休業補償請求
障害補償年金受給者の死亡が負傷時の手術の輸血による肝硬変が原因とするもの

タクシー運転手の追突事故による頸部、腰部捻挫治療後の左肩腱板損傷
設備保守員の脳出血による死亡
警備業務中に発症したとする「両肩関節周囲炎」
すし店従業員に発症した「鼠径ヘルニア」
海外出張中のホテルにおける電器会社資材調達係主任の「冠状動脈血栓症」による
死亡
棄却 平成12年労第72号 建設工事現場において、電動ピックを使用して作業中、誤って後方に転倒し、負傷した
というもの
取消 平成11年労第333号 エレベーター修理中に右肘を打撲したことにより発症したとする「右肘部管症候群」

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成11年労第280号 作業員の頸部等負傷
平成10年労第285号 派遣されたデパートで背中の痛みを感じたとするもの
平成9年労第339号 宴会サービス部員が、勤務中、同僚に頭部を殴打されたことによる頭部打撲、てんか
ん等
平成11年労第189号 じん肺管理区分３で療養中の慢性呼吸不全死
平成11年労第261号 じん肺管理区分「３」療養中の肺がんによる死亡
平成11年労第318号 鮮魚加工者に発症した腰痛症・頸肩腕症候群等
平成10年労第336号 業務上負傷である「頸髄損傷」の治療中に「膀胱出血」で死亡したもの
平成11年労第16号 海外出張でのくも膜下出血による死亡
平成12年労第208号 建設作業員に発症した「筋緊張性頭痛」

平成13年10月31日 業務上外 兵庫

取消 平成11年労第58号

平成13年11月12日
平成13年11月13日
平成13年11月19日
平成13年11月19日
平成13年11月26日
平成13年11月26日
平成13年12月4日
平成13年12月4日
平成13年12月6日
平成13年12月18日

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

三重
高知
東京
島根
東京
福岡
大阪
大分
大阪
山口

平成11年労第359号
平成9年労第404号
平成9年労第351号
平成12年労第145号
平成11年労第89号
平成12年労第130号
平成10年労第288号
平成11年労第256号
平成12年労第43号
平成12年労第52号

平成14年1月17日 業務上外 岐阜

棄却 平成11年労第323号

平成14年1月22日
平成14年1月28日
平成14年1月28日
平成14年1月29日

棄却
棄却
棄却
棄却

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

福岡
愛媛
福岡
干葉

平成11年労第218号
平成10年労第290号
平成12年労第185号
平成11年労第372号

平成14年2月8日 業務上外 干葉
平成14年2月14日 業務上外 大阪

取消 平成11年労第138号
棄却 平成11年労第168号

平成14年2月18日 業務上外 大阪

棄却 平成11年労第371号

平成14年2月20日 業務上外 高知
平成14年2月20日 業務上外 新潟
平成14年2月25日 業務上外 大阪

棄却 平成11年労第298号
棄却 平成12年労第154号
棄却 平成11年労第22号

平成14年2月25日 業務上外 鳥取

棄却 平成11年労第198号

平成14年2月25日
平成14年2月28日
平成14年3月14日
平成14年3月20日

棄却
棄却
棄却
棄却

業務上外
業務上外
業務上外
業務上外

山口
北海道
大阪
京都

平成14年3月25日 業務上外 東京

平成11年労第216号
平成12年労第282号
平成12年労第214号
平成10年労第95号

棄却 平成5年労第158号

37年間港湾労働に従事していた者の慢性腰痛症、頸椎症、膝関節症、陳旧性右手関
節捻挫
プラグ締付作業等で発症したとする「右肩腱板損傷」の業務上外
長年、振動工具を使用する業務に従事したことにより、発症したとする振動障害
帰宅途中に発症した大工の脳出血（左被殻出血）
工場内作業中発症した腰痛
トラック運転手の「急性心筋梗塞」による死亡
じん肺療養者の肺がんによる死亡
食品卸売会社営業課長の肝細胞がんによる死亡
警備作業嘱託事務員に発症した脳梗塞による休業補償請求
大工に発症した「変形性腰痛症」
じん肺管理区分「管理２」の決定を受け療養中、をれを苦にして自殺に及んだとするも
の。
オフィス家具の組立工として就労したことを起因として発症したとする「有機溶剤中毒」
じん肺管理区分管理4にて療養中の「がん性腹膜炎」による死亡
管理区分2のじん肺患者が、腎不全による呼吸不全のため死亡したもの
懇親ゴルフ会における腰・左膝負傷
「頚部挫傷」治療後に腰痛が発症したのは、先の傷病の再発、又は新たに業務上の事
由により発症したものと主張するもの。
中小事業特別加入者がターンテーブル落下事故で死亡
事業場の倉庫に出勤して間もなく、同僚に殴打され、負傷（頭部裂傷、左肋骨骨折、血
気胸）したというもの
ダンボール箱を持ち上げて運ぶ作業中、ダンボール箱底部の角が当たって発症したと
する「右鼠径ヘルニア」
じん肺管理区分３で療養中の「急性肺炎」による死亡
同僚労働者から作業中暴行を受け「脊髄不全損傷」等の負傷をしたもの
添乗業務中に「脳静脈洞血栓症」を発病後、「急性循環不全」「多臓器不全」を併発し、
死亡したもの。
じん肺及び続発性気管支炎で療養中、胃がん食道がんを併発し、「敗血症性ショック」
により死亡したもの。
じん肺管理区分２の決定を受け療養中、肺がんにより死亡したもの
じん肺管理区分４で療養中の「心不全」による死亡
頭部外傷の２年後に発症した頚椎ヘツニア
作業中に転落し、「右肩・腰部打撲」等の負傷をしたが、療養中に「胸腰椎脊髄腫瘍」
の診断を受けたとするもの
自宅勤務者がスナックで夜食をとった後に負傷したもの

平成14年3月29日
平成14年3月29日
平成13年4月5日
平成13年8月8日

業務上外
業務上外
治ゆ認定
治ゆ認定

北海道
大阪
北海道
千葉

平成13年8月20日 治ゆ認定 愛知
平成13年10月31日 治ゆ認定 福岡

平成14年1月11日
平成14年2月25日
平成14年3月20日
平成13年4月12日
平成13年4月26日

治ゆ認定
治ゆ認定
治ゆ認定
再発認定
再発認定

愛媛
岡山
東京
大阪
大阪

平成13年5月8日 再発認定 大阪

棄却
棄却
棄却
棄却

平成11年労第68号
平成11年労第251号
平成11年労第132号
平成11年労第206号

棄却
一部
取消
一部
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成11年労第228号 業務上負傷治癒後の休業補償請求
平成10年労第206号 業務上負傷（頭部打撲傷、頸・腰椎捻挫、両膝関節症）治癒後も負傷部位の痛み、め
まい等を訴えて療養し、また、就労可とされる日以後も休業したもの
平成12年労第69号
平成12年労第218号
平成10年労第20号
平成11年労第178号
平成11年労第212号

棄却 平成11年労第174号

平成13年5月22日
平成13年6月1日
平成13年7月9日
平成13年7月19日
平成13年7月19日
平成13年9月10日
平成13年10月1日
平成13年11月5日
平成13年12月17日

再発認定
再発認定
再発認定
再発認定
再発認定
再発認定
再発認定
再発認定
再発認定

熊本
東京
大阪
福岡
福岡
兵庫
埼玉
神奈川
神奈川

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成11年労第302号
平成11年労第134号
平成11年労第143号
平成10年労第342号
平成12年労第98号
平成10年労第343号
平成12年労第209号
平成12年労第125号
平成11年労第129号

平成14年2月7日
平成14年3月27日
平成13年4月9日
平成13年4月17日

再発認定
再発認定
障害等級
障害等級

神奈川
京都
滋賀
長崎

取消
棄却
棄却
棄却

平成11年労第238号
平成11年労第322号
平成11年労第367号
平成9年労第332号

平成13年4月19日 障害等級 広島

棄却 平成11年労第204号

平成13年5月9日 障害等級 福島

棄却 平成11年労第226号

頸部捻挫・腰部打撲治療後の転医、腰部脊柱管狭窄症
マンション管理会社員の部下の暴行による「右手首挫傷」
「左オトガイ部打撲、顎関節症、開口障害」治療後の休業補償給付請求
航空機の客室乗務員として機内作業中の「腰部捻挫」治癒後の休業補償給付請求

「左踵骨骨折」等治癒後の休業補償給付請求
転倒による手・顔・肩負傷、治癒後の12級不服、及び治癒後の休業請求
業務上負傷した「腰部捻挫」等が、治癒認定後の請求が不支給となったもの
昭和39年に負傷した頭部外傷、脳挫傷が平成10年に再発したとするもの
右胸部第5・6肋軟骨損傷の治療中断後約十年を経過して出現した右胸部痛・こめか
み痛・目のかすみ・右脇腹から背中にかけての痛み・聴力の低下
「腰椎椎間板症」治癒後に「外傷性腰椎椎間板症、右股関節陳旧性挫傷」を発症したと
するもの
外傷後肩周囲炎、右胸部痛治癒後の右肩関節周囲炎
業務上負傷治癒後の「腰痛」の再発
「第2腰椎圧迫骨折、腰椎椎間板関節拘縮」治癒後の神経症状
交通事故による負傷後のてんかん
交通事故による負傷後のてんかん
タクシー運転手の頸部・腰部捻挫治癒後の頸部・腰部痛
「腰部挫傷」治癒後再発したとする「腰部椎間板ヘルニア」
腰椎捻挫等の再発
看護婦に発症した「腰椎椎間板症」治癒後障害等級第12級及び治癒後再発したとする
腰椎椎間板ヘルニア
業務上負傷「頭部外傷・変形性脊椎症」治癒後の再発
トラック荷台からの転落負傷（腰椎分離すべり症）治癒後の再発
「右足関節脱臼骨折」治癒後障害等級第12級に対する不服
「頸椎捻挫、右肘打撲、腰臀部打撲、右肩打撲」治癒後の右上肢機能障害及び頭頸
部、右上肢の神経症状
「全身打撲、頸椎捻挫、左大腿骨頸部亀裂骨折」治癒後の頸推の疼痛、左下肢全体
の疼痛、脹れ
業務上の傷病治癒後の障害（複数部位）のうち、既存障害のある部位の障害を除い
て、新たな障害のみが生じたものとして障害等級を定めたもの

平成13年5月17日 障害等級 東京
平成13年5月17日 障害等級 大阪

棄却 平成11年労第241号 右膝蓋骨骨折治癒後の障害等級第12級
棄却 平成11年労第294号 「右眼窩・頬骨骨折、鼻骨骨折、上顎骨骨折、右上顎洞炎、眼球打撲」治癒後の「鼻
部、上顎部及び右頬部の知覚鈍麻、鈍痛」
平成13年5月24日 障害等級 福岡
棄却 平成10年労第276号 業務上負傷（「頸髄不全損傷、第6・7頸椎間亜脱臼」治癒（障害等級第7級認定）の20
年後、「両下肢の機能全廃、閉鎖性動脈硬化症」の症状を理由に、障害等級変更を請
求するもの
平成13年5月24日 障害等級 兵庫
棄却 平成11年労第214号 「頭蓋骨骨折、両側硬膜下水腫」治癒後の脳の神経障害、感音性難聴、白内障
平成13年5月24日 障害等級 神奈川 棄却 平成11年労第278号 「頸推捻挫」治癒後の疼痛、運動制限
平成13年5月24日 障害等級 滋賀
棄却 平成11年労第296号 「頸椎前方脱臼、頸椎棘突起骨折」治癒後のせき柱の変形、頸部の運動制限及び局
所の神経症状
平成13年5月25日 障害等級 高知
棄却 平成10年労第208号 業務上負傷、治癒後の「右手関節の運動障害」、「股関節・頸部の神経症状」
平成13年6月5日 障害等級 富山
棄却 平成11年労第196号 業務上負傷「左肘関節内側側副靭帯損傷」等治癒後の左上肢の神経症状
平成13年6月11日 障害等級 大阪
棄却 平成12年労第121号 右大腿挫創治癒後の障害等級
平成13年6月22日 障害等級 京都
棄却 平成11年労第162号 「頸部捻挫、頚椎脱臼、口唇擦過傷、歯牙脱落」治癒後の脊柱の変形障害、胸腰部の
機能障害、口の障害等
平成13年7月10日 障害等級 東京
棄却 平成12年労第73号 左脛骨内果骨折等再発治癒後第12級
平成13年7月16日 障害等級 大阪
棄却 平成12年労第7号
「右膝挫傷・膝内側側副靭帯損傷」治癒後第12級再発再治癒後第10級に対する不服
平成13年7月16日 障害等級 高知
棄却 平成12年労第135号 左示指挫創等治癒後の第13級
平成13年7月31日 障害等級 和歌山 取消 平成11年労第222号 「両側腫骨骨折、腰部打撲、左腫骨骨欠損、左下腿接触性皮膚炎」治癒後の両足関
節の機能障害及び両足腫骨部の神経症状
平成13年8月8日 障害等級 東京
棄却 平成12年労第27号 「第3腰椎圧迫骨折・右第5中足骨骨折」治癒後障害等級第11級不服
平成13年8月20日 障害等級 北海道 棄却 平成11年労第142号 「頸部外傷症候群」治癒後の疼痛及び運動制限
平成13年8月20日 障害等級 愛媛
棄却 平成11年労第236号 業務上負傷治癒後、7級認定後の等級不変更に対する不服
平成13年8月24日 障害等級 神奈川 棄却 平成12年労第77号 業務上負傷し、「左足関節捻挫、腰部挫傷」治癒後障害等級第14級
平成13年8月27日 障害等級 神奈川 棄却 平成11年労第165号 土木作業員の建設用機械のキャタピラーから足を滑らせ左膝打撲、左膝靭帯損傷後
の第12級不服
平成13年8月29日 障害等級 神奈川 棄却 平成10年労第143号 看護助手の腰椎椎間板ヘルニア治癒後第9級不服
平成13年8月29日 障害等級 大阪
棄却 平成12年労第31号 「頸椎・腰椎椎間板ヘルニア」治癒後の障害等級第12級不服
平成13年8月29日 障害等級 大阪
棄却 平成12年労第143号 「左手月状骨骨折」、「左肩腱板炎」等治癒後障害等級第11級に対する不服
平成13年9月3日 障害等級 兵庫
棄却 平成12年労第18号 業務上負傷治癒後の障害等級第14級の9不服
平成13年9月13日 障害等級 北海道 棄却 平成11年労第369号 会計事務員に発症した頸肩腕症候群治癒後の準用第12級に対する不服
平成13年9月18日 障害等級 東京
棄却 平成11年労第202号 「腰椎椎間板ヘルニア」治癒後の神経症状
平成13年9月20日 障害等級 神奈川 棄却 平成12年労第12号 「左大腿骨骨折、左母趾剥離骨折、腰部打撲」治癒後の運動制限及び疼痛
平成13年9月21日 障害等級 神奈川 棄却 平成12年労第70号 右手関節捻挫等治癒後の第14級
平成13年9月25日 障害等級 兵庫
棄却 平成12年労第267号 「業務中の交通事故による頭部外傷等治癒後頸部治癒後障害等級非該当」
平成13年9月27日 障害等級 東京
棄却 平成11年労第176号 業務上負傷、治癒後の「頸部痛」

平成13年9月27日
平成13年10月1日
平成13年10月9日
平成13年10月15日

障害等級
障害等級
障害等級
障害等級

神奈川
福岡
栃木
東京

平成13年11月12日 障害等級 京都
平成13年12月11日 障害等級 山口

棄却
棄却
棄却
取消

平成12年労第42号
平成11年労第113号
平成12年労第127号
平成10年労第98号

棄却 平成12年労第317号
棄却 平成11年労第252号

平成13年12月17日 障害等級 神奈川 棄却 平成11年労第127号
平成13年12月17日 障害等級 兵庫
平成13年12月21日 障害等級 香川
平成13年12月25日 障害等級 千葉

棄却 平成12年労第223号
棄却 平成12年労第97号
取消 平成10年労第186号

平成14年1月16日
平成14年1月24日
平成14年2月4日
平成14年2月4日
平成14年2月6日
平成14年2月7日
平成14年2月13日
平成14年2月14日
平成14年2月14日
平成14年2月20日
平成14年2月25日

障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級
障害等級

京都
東京
神奈川
東京
東京
神奈川
茨城
福岡
群馬
東京
愛媛

棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却
棄却

平成12年労第137号
平成12年労第46号
平成11年労第255号
平成12年労第255号
平成11年労第258号
平成12年労第361号
平成11年労第190号
平成12年労第144号
平成12年労第279号
平成12年労第76号
平成11年労第136号

平成14年2月25日
平成14年3月4日
平成14年3月11日
平成14年3月20日

障害等級
障害等級
障害等級
障害等級

岡山
徳島
東京
兵庫

棄却
棄却
棄却
棄却

平成12年労第116号
平成11年労第263号
平成12年労第194号
平成12年労第118号

グラインダー作業中左母指切創治癒後の神経症状
「外傷性尿道狭窄」等治癒後の障害等級第11級不服
「右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折」治癒後障害等級第10級
「頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、脳挫傷」治癒後の「白内障」について障害等級に該
当しないとされたもの
「頸椎捻挫」治癒後障害等級第14級に対する不服
通勤途上の負傷（右膝）により左足にも負担が掛かり左膝も負傷したとし、右膝に係る
症状固定後の障害等級第8級の7不服
看護婦に発症した「腰椎椎間板症」治癒後障害等級第12級及び治癒後再発したとする
腰椎椎間板ヘルニア
「左腫骨骨折」等治癒後障害等級第9級不服
「右膝十字靭帯損傷」等治癒後第9級に対する不服
業務中のガス爆発による顔面、両上肢、両下腿部、右大腿部第2～3度熱傷、熱傷性
ショック治癒後の上下肢関節機能障害、下肢神経症状、外ぼう醜状
頸部・腰部捻挫等治癒後障害等級第12級不服
脚立から転落し右腫骨骨折治癒後の11級不服
頸部捻挫・腰部捻挫、左第4指挫創治癒後の障害
骨盤骨折等治癒後の第12級
「頭部挫傷、頸椎捻挫、右視神経障害」治癒後の視力低下、複視及び視野欠損
業務上負傷、「外傷性頸部椎間板ヘルニア」治癒後障害等級第8級
頸髄不全損傷等治癒後の第7級
転落「左踵骨骨折」治療後の12級不服
「第1腰椎破裂骨折、左橈骨遠位端骨折」治癒後障害等級第11級
土木作業中腰部負傷・多発骨折等治癒後の8級不服
業務上負傷（振動障害）治癒後の障害等級第14級を不服とするもの。なお、被災者死
亡につき、請求人が再審査請求の手続きを受け継いだものである。
転倒による手・顔・肩負傷、治癒後の12級不服、及び治癒後の休業請求
作業中ダクトに頭部を吸い込まれ「頸椎捻挫」治癒後障害等級第14級
「右示指挫創」の2ケ月後の休業及び治療後の運動制限・神経症状
業務上負傷（右第2、3、4、5指不全切断等）治癒後の障害等級第9級を不服とするもの

平成14年3月20日 障害等級 和歌山 棄却 平成13年労第15号 頭部打撲等治癒後の第14級
平成14年3月25日 障害等級 神奈川 棄却 平成12年労第162号 業務上負傷（尾骨打撲、第2腰椎圧迫骨折）治癒後の障害等級第11級の5を不服とす
るもの
平成14年3月25日 障害等級 福岡
棄却 平成12年労第262号 「頸椎捻挫、右肩手部膝打撲傷」治癒後の頭痛、右上肢のしびれ、頸部の後ろのしび
れ、耳鳴り、目の疲れ

平成13年4月11日 労働者資
格
平成13年7月10日 労働者資
格
平成13年7月16日 労働者資
格
平成13年11月28日 労働者資
格
平成14年3月11日 労働者資
格
平成14年3月29日 労働者資
格
平成13年4月9日 通勤災害
平成13年6月4日 通勤災害
平成13年12月18日 通勤災害

北海道 棄却 平成10年労第196号 納屋新築工事現場で転落死亡した者について事業主の立場で業務に従事していたと
みなされたもの
北海道 取消 平成10年労第126号 学生が仲間を集めて業務を請け負い、自らも仲間と伴に業務に従事していた際に被災
したもの
東京
棄却 平成9年労第106号 映画美術監督の労働者性
兵庫

棄却 平成11年労第324号 トラックを運転中、交通事故を起こし、「くも膜下出血」により死亡した者の労働者性

大阪

棄却 平成12年労第44号

増改築工事現場において作業中、転落負傷しその後死亡した者にかかる労働者性

京都

棄却 平成11年労第31号

粉じん作業従事期間が、労働者である期間よりも事業主である期間のほうが長い被災
者の労災請求
通勤途中の言争いでけがをしたことが認められなかったことに対する不服
会社主催の忘年会終了後の帰宅途中、バイクに跳ねられて負傷したもの
業務終了後に慰労会に出席し、会社上司が運転する自家用車に同乗し寮に帰る途
中、事故により死亡したもの
通勤経路において食事後の交通事故死
会社からバイクで帰宅途中に自転車と正面衝突し、「脳くも膜下出血」により死亡したも
の
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
審査請求期間を徒過したものに対する審査官の却下決定
自主的に療養の継続を中止したとされる者の休業補償給付

神奈川 棄却 平成11年労第185号
東京
棄却 平成10年労第215号
神奈川 棄却 平成12年労第58号

平成14年2月8日 通勤災害 岡山
平成14年3月25日 通勤災害 大阪

棄却 平成11年労第78号
棄却 平成11年労第356号

平成13年4月11日
平成13年5月21日
平成13年5月21日
平成13年6月4日
平成13年9月14日
平成14年1月7日
平成14年1月7日
平成14年1月18日
平成14年1月18日
平成14年1月18日
平成14年3月20日
平成14年3月20日
平成13年7月10日

却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
一部
取消
一部
棄却
棄却

却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
却下決定
保険給付
範囲外

福岡
北海道
愛知
長崎
東京
福島
千葉
広島
東京
東京
三重
兵庫
神奈川

平成13年7月31日 保険給付 東京
範囲外

平成11年労第312号
平成12年労第45号
平成12年労第74号
平成12年労第199号
平成12年労第212号
平成12年労第368号
平成12年労第380号
平成12年労第280号
平成12年労第334号
平成13年労第28号
平成13年労第91号
平成13年労第116号
平成11年労第116号

平成11年労第232号 病院に通院した日以外の休業補償給付の不支給

平成13年8月27日 保険給付
範囲外
平成13年8月27日 保険給付
範囲外
平成13年9月28日 保険給付
範囲外
平成13年10月1日 保険給付
範囲外
平成13年11月1日 保険給付
範囲外
平成14年2月28日 保険給付
範囲外
平成14年3月11日 保険給付
範囲外
平成13年5月9日 時効
平成13年6月21日 時効
平成13年8月27日 時効
平成13年10月1日 時効

平成13年8月10日 その他
平成14年3月25日 その他
平成13年5月21日
平成13年5月21日
平成13年6月4日
平成13年6月4日
平成13年6月4日
平成13年6月4日
平成13年6月4日
平成13年6月4日
平成13年9月14日
平成13年9月14日

却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下
却下

東京

棄却 平成8年労第180号

労災指定医外での療養費の減額査定（地下鉄サリン事件）

愛媛

棄却 平成9年労第385号

右膝打撲が、負傷後47日以降の休業は必要ないとされたもの

埼玉

棄却 平成11年労第187号 上司等とのトラブルにより負傷、通院日以外、治療後の休業請求

大阪

棄却 平成10年労第141号 業務上負傷、「右肘打撲・両膝打撲」等の傷病名で療養中の休業補償給付

東京

棄却 平成10年労第13号

山梨

棄却 平成11年労第272号 ゴルフコース従業員に発症した振動障害に係る通院日のみの休業

東京

棄却 平成12年労第109号 「右示指挫創」の2ケ月後の休業及び治療後の運動制限・神経症状

大阪

居住地から4Kmを超える医療機関への通院に要した費用

棄却 平成11年労第188号 暴力団の犯行により殺害された者について、刑事裁判の最高裁判決まで事実確定が
できず遺族補償給付の請求ができなかったとするもの
東京
取消 平成9年労第372号 精神障害により判断能力を有していなかった者の請求期間経過後の請求
千葉
棄却 平成12年労第5号
交通事故による傷病に係る休業給付の時効
京都
一部 平成9年労第379号 通勤途上の負傷に係る療養給付の一部期間について２年経過後になされた療養給付
取消
の請求
一部
棄却
愛知
棄却 平成11年労第224号 休業補償給付支払期間のうち、障害厚生年金が遡及して支給されることとなった日以
後の期間について、既払い分の休業補償給付が支給調整（減額）され、その差額の回
収を不服とするもの
徳島
棄却 平成12年労第363号 「脊髄損傷」等治癒後の介護補償給付請求に対し、「随時介護を要する障害の程度」と
認定されたもの
愛知
却下 平成12年労第75号 再審査請求期間を徒過したもの
大阪
却下 平成12年労第96号 再審査請求期間を徒過したもの
大阪
却下 平成11年労第370号 再審査請求期間を徒過したもの
島根
却下 平成12年労第60号 再審査請求期間を徒過したもの
大阪
却下 平成12年労第61号 再審査請求期間を徒過したもの
愛媛
却下 平成12年労第65号 再審査請求期間を徒過したもの
福岡
却下 平成12年労第175号 再審査請求期間を徒過したもの
福岡
却下 平成12年労第180号 再審査請求期間を徒過したもの
奈良
却下 平成11年労第321号 再審査請求期間を徒過したもの
北海道 却下 平成12年労第186号 再審査請求期間を徒過したもの

