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心理的負荷による精神
障害等に係る業務上外

労働基準局労災
厚生労働省労働

都道府県労働局
， 2009/03/27 ， 2009/04/06 ， 2009/03/31 基労補発 ， 0406001 の判断指針の一部改正

補償部
補償課 横田道明 基準局労災補償

労災補償課長
に係る運用に闘し留意 部補償課長
すべき事項等について

労災保険に係る義肢等 厚生労働省労働

， 2009/04/27 ， 2009/04/30 ， 2009/04/30 基労補発 ， 0430001 補装具の支給方法等の
労働基準局労災

補償課 幸増慎太 基準局労災補償
社団法人日本医

変更について
補償昔日

部補償課長
師会常任理事

「派遣先求償に係る過
失割合の判断基準のた

厚生労働省労働
， 2009/05/12 ， 2009/05/13 ， 2009/05/13 基労補発 ， 0513001 めの基礎資料作成業務 労働基準局労災

補償課 渡辺聡 基準局労災補償 外部委員候補
に係る企画書評価委員 補償部
会」の委員への就任依

部補償課長

頼について

「石綿確定診断等事業
厚生労働省労働

， 2009/05/18 ， 2009/05/18 ， 2009/05/18 基労補発 ， 0518001 に係る企画書評価委員 労働基準局労災
補償課 工藤俊平 基準局労災補償 外部委員候補

会」の委員への就任依 補償部
頼について

部補償課長

「石綿確定診断等事業
厚生労働省労働

， 2009/05/18 ， 2009/05/18 ， 2009/05/18 基労補発 ， 0518002 
に係る企画書評価委員 労働基準局労災

補償課 工藤俊平 基準局労災補償
外部委員候補の

会」の委員就任の承認 補償部
部補償課長

所属長
依頼について

派遣先求償に係る過失
割合の判断基準のため

労働基準局労災
厚生労働省労働

， 2009/05/21 ， 2009/05/22 ， 2009/05/22 基労補発 ， 0522001 の基礎資料作成業務に 補償課 渡辺聡 基準局労災補償 外部委員
係る企画書評価委員会

補償部
部補償課長

の開催について

石綿確定診断等事業に
労働基準局労災

厚生労働省労働
， 2009/05/27 ， 2009/05/27 ， 2009/05/27 基労補発 ， 0527001 係る企画書評価委員会

補償部
補償課 工藤俊平 基準局労災補償 参集者

の開催について 部補償課長

企薗書等評価結果通知 労働基準局労災
厚生労働省労働

'2009/05/28 ， 2009/05/29 ， 2009/05/29 基労補発 ， 0529001 
書 補償部

補償課 渡辺聡 基準局労災補償 応募者
部補償課長

企画書等評価結果通知 労働基準局労災
厚生労働省労働

， 2009/05/28 ， 2009/05/29 ， 2009/05/29 基労補発 ， 0529002 
書 補償部

補償課 渡辺聡 基準局労災補償 応募者
部補償課長

平成21年度「石綿確定
労働基準局労災

厚生労働省労働 独立行政法人労
， 2009/06/04 ， 2009/06/04 ， 2009/06/04 基労補発 ， 0604001 診断等事業」の企画競

補償部
補償課 工藤俊平 基準局労災補償 働者健康福祉機

争の結果について 部補償課長 構理事長
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アフターケア制度のパン 労働基準局労災補償部補
財挺団ザ法ポ人ー労ト厚生労働省骨部髄補基憧準課

基費補発0701軍2号 H21. 7. 1 
フレットの謹付について 慣課医事係

塩見雅子 H21. 6. 25 
センター尊

局世誕補償

器理事
長

財団法人労
厚呈芳働省労働基準

基貴補完0701軍3号 H21. 7.1 アフターケア制度のパン 封働基準局労災補償部補
塩見雅子 H21. 6. 25 提保険情報

局労提補慣部補慣課
フレットの送付について 置課医事悟 センター専

璃理事
長

1 
アフタ ケア制度目パン 慣労働基準局労災繍償部補

社団法人目 厚生卦働補償省労働基準
基労補発0701軍7号 H21. 7. 1 

フレットの送村について 課 匿事係
塩見雅子 H21. 6. 25 本医師会常 局骨虫 剤補償課

在理事 長

厚生労働基大準臣盛謝状に保 労働基準局労災補償部補 厚生苛働省 厚生労働省労働基準

基労補尭0703軍1号 H21.7.3 る労働 行政功労者の 償病課職業病認定封策室職 上回車起 H21.7.3 労闇基準局 局労虫補償部補償課
推麗について 業認定業覇軍一罷 長 長

中央労提依匡員頼への就在
労働基準局労災補償部補 厚生労働省労働基準

基労補尭0715草1号 H21. 7.15 
(再恒} について

由課職業摘認定封策室聴 轟原竜丸 H21. 7. 15 再住候補者 局労虫補償部補噴謀
章構認定業務軍一保 長

中央労提医員への就恒 骨働基職準業局構労災補償部補 再住候補者
厚生芳働省労働基準

基労補完0715第2号 H21. 7.15 (再缶)，の承認憧頼につ 慣業病課 認定封聾室職 轟原竜且 H21. 7.15 局労挺補償部補慣課

いて 認定業務軍一係
の所高長

長

中央労提医員への就任怯 慣労働基準局労災補償部補 厚生労醐省労働基準

基労補尭0715軍3号 H21. 7. 15 
輯について 摘課認職定業量揖器認軍定封事策室職

轟原竜久 H21. 7. 15 新悟候補者 局労虫補償部補償課

業 係 長

中央肯提医員への就住由 労慣業働課桶基認職準定業局業構務労認第災定一補対盛償策部 補
新任候補者 厚生労働省労部働補基準

基骨補尭0715軍4号 H21. 7.15 
承認悼輯について

童職 晶国竜丸 H21.7.15 
の所届長

局骨提楠置 慣謀

長

業務上謀痛の骨挺補慣拭
芳働基準局労災補償部補 都道府県労 厚生労働省芳働基準

基労捕尭0721軍1号 H21.7.21 
i兄調査について 由業課病認職定業業痛務認軍定二対幅策室聴

工藤俊平 H21. 7. 10 働局労働基 局肯型補償部補慣課
準部長 長

華肢等補装基具費支給要綱
骨働基福準祉局官 労災補償部補

埼玉昔働局 軍主肯働省労働基準

基労補発0722第2号 H21. 7. 22 における 準外支給につ 幸増憧太 H21. 7.13 労働基準部 局労虫捕慣部構置課
いて(図書)

憤課 保
長 長

右綿確定診断等事業の実 労痛醐課基認職準定業局業病務労認第災定二補封冊償策部 補
都道府県労 厚生労働省労働基翠

基労補完0728第1号 H21. 7.23 
施について

慣 室聴 斉藤将 H21. 7.21 働局労髄基 局労提補償部補償課

業 準部長 長

T業務上喪甫に関する匡
学的知見回担集事業に樺 労働基準局労提補償部補

外部歪員侯
厚宜労働省労働基準

基労補尭0804第1号 H21.8.4 る企画書評価葺員会」由 償課聴車痛認定封軍呈聴 上回車起 H21. 8. 3 局労災補慣部補喧謀

外部書員の就任怯績につ 業構認定量覇軍一係
4宙

長

いて

精度神パ障害等由労民補償制
慣貴業働課病基認職準皇業局業痛務労認第災定一補対保償聾部 補

都道府県労
厚生労働省労働基準

基卦補罪0812軍1号 H21. 8. 6 田 ンフレットの送付 室職 晶原竜丸 H21. 8. 5 働局部労働基 局労災補償部補償課
準労災補

について
慣課長

長

精神障，{害等由労誕補置制
労働課病認基臓準定業局業痛務労認第災定一補対係償量部 補

財団法人労
厚生労働省労働基準

基卦楠発0812草2号 H21. 8. 6度目 ンフレツトの送付 償 室聴 桑原竜丸 H21. 8. 5 提嘩険情報
局労誕補償部補償課

について ヨ世
センタ一理

長
事長

精神J障f害等の労虫補償制 労働基準局労災補償部補
独立行政法

厚生労働省労働基準

基苛補尭0812軍3号 H21.8，6 鹿町 ンフレツトの送付 慣課職業痛認定対置室職 轟原意久 H21. 8. 5 
人骨働者健

局骨挺楠埠部補償課
について 業病認定業覇軍一保

庫福祉機構
長

理事長

精神障，、害等の骨提補慣制 労働基準局労挺補償部補 中央骨働誕 厚生労働省芳働基翠

基労補尭田12軍4号 H21. 8. 6 度由 ンフレットの送付 慣課認職定業業病務認軍定一対保策室聴 車原竜丸 H21.8，5 害防止協会 局封提補償部補償課
について 華病 理事長 長

精神障パ害等の卦虫捕慣制 労働基準局労提定補封償聾部補 事業者団体
厚生労醐省貴働基準

基労補尭0812第5号 H21. 8. 6 度の ンフレットの送付 償課職業病認 聾呈職 桑原竜久 H21. 8. 5 局労虫補憤部補埠謀
について 章構認定業務軍一係

の長
長

精度神パ障害等の労提補償制
肯働認基職準定業局業描務認労軍挺定一補対保償聾部 補 苛酷者団体

厚生労働省労働基準

基世補発0812軍6号 H21.8.6 の ンフレットの謹付 慣課 室 職 集原竜丸 H21. 8. 5 局骨災補償部補償課

について 業構
の長

長
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精神，障ミ害等由労誕補慣制 貴働基準局労盟補償部補
日本医学会

厚生労働省労働基準
基昔械受0812軍7号 H21.8.6 庄司 ンフレット([)送付 慣課職業構認定封覧室職 晶軍竜久 H21.8‘5 局世災補償部補償課

について 業描認定業務軍一係
会長

長

精神，陣、害等由労毘補憧制 苛働基職準業局晴労災補償部補 匡療関保団
厚生労働省労働基拳

基労補尭0812軍8号 H21.8.6 度目 ンフレツトの珪付 慣病課 認定対軍室職 晶原竜丸 H21. 8. 5 局労虫補償部補慣課
について 業認定業務第一罷

体の長
長

「石綿小体に関する計測

骨憤業髄課描基認職準定業局業病務肯認第i定l1.二補対保償置部重 補職
厚生労酷省蛍観補基世準

基労補尭0813第1号 H21. 8. 13 
例町収集事業に罷る企画

工藤世平 H21.B.12 外部蚕員候
局責災補償部 課

書評価;]t垂員会」田外部垂 補
員由 住怯頼について

長

「右綿小体に関する計測

卦慣業働課病認基職準定業局書指輯認芳第災定三補対罷償聾室部 補聴
厚局生世労虫補働省労働基準

基費補尭0813軍2号 H21. 8.13 仰の担集事業に悟る企画
工藤怯平 H21. 8. 12 外部霊員候

償部補慣謀
書評価霊認員会』由垂員就 補由所属長
任の承怯頼について

長

精神r障z害等の骨提補慣制 労働基準局労災補償部補 社団法人目 厚生労働省労働基準

基労補尭0819富1号 H21. 8. 6 度の ンフレット回送付 償課職業病認定対策室聴 栗原竜久 H21. 8. 5 本臣師会会 局労災補償部補償課
について 業痛認定業務第一悟 長 長

「業務上喪病に関する匡
労働基掌局労災補償車室部補 厚生労幽省茸働基準

基労補尭0820軍1号 H21. 8. 20 
学的知見回収集事業に罷

慣課職業摘認定封 聴 上田里起 H21. 8. 18 参集者 局労災補償部補償課
る企画書評価垂員会」の

業構認定車覇軍保 長
開催1二ついて

「右綿小体に関する計量l
卦働基準局労災補償部補 厚生労働省労働基準

基卦補発0828第1号 H21. 8. 28 例目収集事業に保る企画
償課職業病認定対量室聴 工藤佳平 H21. 8. 27 参集者 局労災補償部補憧謀

書評価垂員会」の開催に
業病認定業輯草=罷 長

ついτ

「業務上高病に関する匡
学的知見の収集事業に罷

骨働課需認基職準定業局業描務労認事災定-補対E 償部 補
厚生労働省労働基準

基労補尭0831軍1号 H21.8.31 る企画書評価垂員会」企 憧 策室聴 よ田車起 H21. 8. 31 各法人 局骨提捕慣部補償課

画競争に悟る選考結果に 主権 保 長
ついて

労災診控費における歯冠
労働基準局労災補償部補

都置府県労 厚生労勘省労働基準

基労橋発0901富1号 H21. 9. 1 繍修且び先撞補綴の取担
慣課医事楳

秋葉大輔 H21. 8. 31 働局昔働基 局卦虫補償部補償課
いについて 準部長 長

車肢等部補改装正具費支結要綱 労働基準局背災補償部補
社団法人日 層生労働省骨働補基翠

基骨楠尭凹04軍1号 H21.9.4 
のー について 慣謀福祉係

幸増慎太 H21. 9. 4 本義肢協会 局肯災補喧剖慣諜
常務理事 長

財団法人労
厚生労働補省労働基準

基費補尭凹04軍2号 H21.9.4 轟肢家補装具費支桔要綱 労働基準局労災補償部補
幸増壇太 H21. 9. 4 

提サポート
局貴史償部補償課

叩一部改正について 慣課福祉悟 センター尊
高理事

長

財団法人労
厚生労働省労働基準

基苦情尭凹04軍3号 H21.9.4 
韓肢等補装具費支桔要綱 労働基牟局労災補償部補

幸増憧太 H21. 9. 4 
提保陵情報

局労災補償剖補慣課
町一部改正について 慣課福祉係 センタ一理

事長
長

「石綿小体に関する計測
労勘基準局労民補償室部補

独立行政法
厚生労働省労働基準

基労楠尭0908第1号 H21. 9. 8 
~Jの収集に保る企画書評

慣課職業痛認定対提 職 工藤俊平 H21. 9. 8 人労働者健
局労災補償部補償課

価霊員会J企画灘争に保
車痛認定業器軍=係

康福祉機構
長

る選考結果について 理事長

社会檀帽促進等事業にお 財団法人労
厚局生労労醐省肯働補基準

基骨楠尭1102軍2号 H21. 11.2 
ける轟肢等補装具費支給 労働基準局卦災補償部補

幸増慎太 H21. 11.2 
担保陵情報

誕補慣部償課
制度l二保るパンフレット 慣諜福祉罷 センタ専
の配布について 輯理事

長

社会置義帰肢程進等事業にお 問団法人労
厚生労働省部芳働基準

基労補葺1102軍3号 H21. 11.2 
ける 等補韮具費支結 労働基準局労災補償部補

幸増慎太 H21. 11.2 
提サポート

局常提補慣補償課
制度に悟るパンフレツト 慣課福祉慌 センター専
の配布について 務理事

長

轟肢等補装具費支給要綱
労働基準局労災補償部補

熊本労働局 厚生労働省労働基準

基費補尭1209第1号 H21.12.9 における基準外支給につ
償課福祉保

幸増慎太 日21.12. 3 卦働基準部 局労型補慣部補償課
いて(図書) 長 長

船員保係険と背提慢院の統
労慣働課基医掌事局係卦提補償部補

社団法人目 厚生労曲省労働基準
基費補尭1210軍1号 H21. 12. 10 合に るリーフレツトの 塩見雅子 H21. 12.8 本医師会常 局労災補置部補償課

送付について 恒理事 長

船員保険と苦虫惇肢の統
財団法人芳

厚生労働省背働基償課準
基労補尭1210軍2号 H21. 12. 10 合に係るリーフレットの

肯働基準局労挺補償部補
塩見雅子 H21.12.8 

提サポート
局労提補償部補

送付について
慣課匡事慌 センター専

長
務理事



基労摘発議文書台帳

船員保険と労災保険の統 財災情団法人骨 厚生労働省封働基準
基貴捕尭1210軍3号 H21. 12. 10 合に罷るリーフレツトの 償費働基準局労話補慣部補 塩見雅子 H21.12.8 

報セン
局労災補償部補償課

送付について 課医事保 ター専務理
長

事

新防型インフルヱンザの予 都壷府県労
厚生労誕働補省償労働基準課

基労補尭1216軍1号 H21. 12. 15 接種により植医曜害世の事取者 労働基業準帯局4昔担桶慣部楠 富向尚宏 H21. 12.8 融局労軸基
局肯 師補償

に生じた健塵 担 償課業慌 準償部労提補
いについて 課長

長

裁判所からの調査嘱託に
労働基業準務局罷費提措置部補

札幌地方草 厚生労災補働省労働基準
基労補発1217軍1号 H21. 12. 16 対する回筈の送付につい 恒吉洋志 H21. 12. 16 判所民事軍 局労 償部補慣課

て
償課

5部3保 長

船員保険制度の統合に伴
労働基準局労挺補償部補

都道府県労 厚生首働省労醐基準
基労橋尭1228軍1号 H21. 12.28 う特別加入に閲する取扱

憧課通勤虫害悟
田 村 量 H21.12.28 働局労働基 局労災補償部補慣課

いの詳細について 準部長 長

船員保険由被畢険等者にであ 都道府県労
る法人の代章者 罷る

労働基準局労提補償部補
H21. 12. 28 働島総務部 厚生党働省償部労輯補基準

基卦補尭1228軍2号 H21.12.28 特別加入手続特の例船員惇険 慣課通勤提害係
田 村 量

長、骨働基
局卦提補 償課

統合に伴う 的取扱い
準部長

長
こついて

企画書評価垂員会歪員へ 労働基瞳準業局貴虫補慣部労 外部葺員候 厚生労働補償省労働補基準
基労楠発0205箪1号 H22. 2. 5 誕保険務室年金福祉第一 芦川佳子 H22.2.3 局労災 部慣課

の就任怯頼について
悟

補者
長

垂企画書評価霊員会霊員の
肯働基準局苦虫補償剖労 厚生労働省労働基準

基費補尭0205軍2号 H22.2.5 嘱について
提嘩険業務室年金福祉第一 芦川笹子 H22. 2. 3 所属院長 局貴提補償部補償課
保 長

企画書評価霊員会田開催
貴働基準局労誕補償部骨 厚生卦働補置省労働基準

基骨補尭0218軍1号 H22. 2. 18 提偉険業務室年童福祉軍ニ 福田浩規 H22. 2. 16 外部委員 局芳災 部補償課
について

慌 長

f石綿確定診断等事業に

芳働基認職準定業局業病務苦認第虫定三補封保償軍剖 捕
厚生労働省労醐基準

基費補完0223軍1号 H22. 2. 23 
係る企画書評価垂員会J

償課 室聴 工藤憧平 H22. 2. 22 
外部霊員候

局労提補償部補喧課
国外部垂員の就怪怯頼に

業甫
補

長ついて

「石綿確定診断等事業に

労世業働課摘基認職準定業局業病務卦認第提定二楠対罷慣策部室 補職
厚生労曲省憤骨部働補基準

基労補尭0223軍2号 日22.2.23
保る企画書評価垂員会i

工藤世平 H22. 2. 22 外部垂員候
島常提補 慣課

の垂員就住の承認怯頼に 補の所属長
長

ついて

財団法人労
厚生労働楠省労醐基準

基労補尭0301軍1号 H22. 3.1 企画書等評価結果通知書
労働基準局芳提補償部補

幸増置太 H22. 2. 25 
提探険情報

局骨提償部措置諜
償課福祉悟 センタ一理

事長
長

中央苦虫依医員頼への就任
労働基準局封災補償部室 補 厚生労虫補働省労働基準

基労輔発0308軍3号 H22. 3. 5 
慣業課構認職定業業病務認第定一対保置 職

轟原竜丸 H22. 3. 4 再恒候補者 局肯 償部補償課
(再住) について

長

中央労虫医員への就恒怯 労働基認職準定業局業病務認卦第挺定一補封部償集部 補
厚生労働補慣省部卦働補慣基準

基封補尭0308軍4号 H22. 3. 5 
頼について

償課 室聴 晶原竜丸 H22. 3. 4 新怪候補者 局労民 課
業病 長

中央労災医員への就頼E 
労働基認職準定業局業病輯常認第民定一補封保慣聾部 補

独立行政珪
厚生労醐省党働基準

基労槽尭0308箪5号 H22.3.5 (再任)の承認依につ 償課 室職 轟原竜丸 H22.3.4 人車労曲者健 局労災補償部補慣課
いて 業病

福祉機構
長

理事長

中央労虫匡員への就任
労働課病基認職準定業局業病務骨認第提定一補対保償車部室 補

車京都都知 厚生労働省貴闘補基準
基費補完0308軍6号 H22:3.5 (再怪)町家認怯頼につ慣 職 桑原竜孔 H22.3.8 局労提補償却償課

いて 業
事

長

中央労誕医員への就恒
費慣働基認職準定業局業痛覇労認軍誕定補対罷償東部 補

厚生卦働省労働基準
基労補発03凹第7号 H22. 3. 5 (再任)の承認依績につ

業課痛 室職 晶原竜久 H22.3.8 甫院長 局卦虫補慣部補償課
いて 長

平成22年度聾託事業
rストレス評価に関する

労働基認職準定業局業病輯労認軍提定一補封保慣築部 補
厚生労働省肯働基準

基封補聾0308軍8号 H22.3.5 価調査研究』に罷る韓合評 償課 呈聴 桑原竜丸 H22. 3. 4 
外部葺員候

局労災補償部補慣課
落札方式技荷審査委員

業病
補者

長
会田外部霊員への就恒依
頼等について

平成22年度垂託事業
「ストレス評価に関する

卦慣業働謀構認基聴準定業局業病務骨認第誕定一補封保償聾部室 補聴
外部量員候 厚生労働省慣部昔働補慣基率課

基労捕尭0308軍9号 H22.3.5 価調査研究」に悟る韓合評 晶原竜久 H22. 3. 4 補者田所属 局労提補
落札方式技荷審査歪員

長 長
頼会の外部垂員への就怪依

等について



基労補発議文書台帳

「右綿確定番街等事業に
貴働認基職準定業局業痛務労認第虫定二補対慌償東部 補

厚生労災禰働省労働基準
基労補発0308草10号 H22. 3. 8 係る企画書評価書員会J 慣業課描 室聴 工藤憧平 H22.3.8 参集者 局労 償部補噴課

の開催について 長

農業者に悟る特別加入制
農林水産省

厚生労労災働補省償労働基準
基労補尭0309軍1号 H22.3.9 庄の周知について[曲 肯働基準局労害誕補償部補 田村量 H22. 3. 8 生産馬車草

局 剖補償課
頼)

慣課通勤誕保 生産支援課
長

長

都道総府県骨
働居務部

厚生労災繍働省償労働基準
基労補完0312軍1号 H22. 1. 15 

「特別加入制度目しお 貴働基準局苛害挺補償部補
田村量 H22. 1. 13 (苛働嘩険

局労 部補慣課
り」の送付について 慣課 通勤提保 融収部)

長
長準剖、背長働基

「第三者行為民害のしお 労働基準局労賀補償部補
都道府県労 厚生労働省労働基準

基労繍尭0312第2号 H22. 1. 15 田 村 童 H22. 1. 13 働局労働基 局労災補償部補慣課
りJ由送付について 慣課通勤誕害保

準部長 長

「石綿確定番街等事業に

樟世業働課病基認職準定業局業病務苛認第提定三補封罷置聾部 補

独立行政法
厚生労型補働省労働基準

基労補尭0316軍1号 H22.3.16 
係る企函書評価霊員会J

室聴 工藤畳平 H22.3.16 
人骨働者健

局肯 償却補償課
企画競争に罷る選考結果 車福祉機構

長
について 理事長

「ストレス評価に関する

労働基認職準定業局業串務認労第誕定一補封係償聾部 補
厚生労働楠置省労補働世基準課

基卦楠発0316第2号 H22. 3. 16 
調査研究に悟る韓合評価

償業病課 室 車 轟原竃久 H22. 3. 15 外部垂員 局労災 部
落札方式催技術審査垂員
会J田聞につい工

長

轟肢等補装具畳主軸要綱
労勘基拳島常提楠償部補

北海道昔働 厚生労働省労働補基慣準諜
基昔補発0324軍1号 H22. 3. 24 における基準外支結につ

憧課福祉慌
重軽増 憧太 H22. 3. 17 局苦闘基準 局労提補償卸 諜

いて[図書) 部長 長

労災保険結付の諸求人等
労働基準局労虫補償部補

都道府県労 厚生労働省労補働慣基準課
基労補発0325軍1号 H22. 3. 24 に対する畢切・ T療な封

慣課企画調整保
躍中高博 H22. 3. 24 働局部労働基 局労賞補慣部

応の撤底について 準長 長

部労挺診療費算定基準の一
労償働課基医準事局樺労民補償部補

都道府県芳 厚生労働省労働基準

基労補尭0331軍1号 H22. 3. 31 ol<lEに伴う運用上の宮 秋葉大輔 H22. 3. 29 働局芳働基 局労提楠償却補償課
意事項について 準部長 長

労部意事災改診措伴置草定基準町一 労働基準局骨挺楠慣部補
社団法人目 厚生労働省労醐基準

基労捕尭0331軍2号 H22. 3. 31 定に う運用上回宙
置謀匡事係

融葉大輔 H22. 3. 29 本匡師会常 局労提補償部補世課
項について 住理事 長

独立行政法

意労部提診療費算定基準回一 労働基準局卦虫補償部補
車人医当骨福捕理働祉事事者機業世構担

厚生労働楕憧省骨働楠基翠
基苛補発0331軍3号 H22. 3. 31 改定に伴う運用よ田園

償課匡事保
秋葉大輪 H22.3.29 局労災 部償課

事項について 長

船員探険と労誕保険の輯 労働基調鹿島労虫補償部補
社団法人目 厚生苛働償省却労補働基翠

基費補尭0331軍4号 H22.3.31 
合について 償課匡事悟

塩毘雅子 H22.3.30 本歯科医師 局労提楠 慣謀

会 長

船員保践と肯提悟険の統 肯働基準局苦虫補償部補 社団法人目
厚生労働省労働基準

基労補量0331第5号 H22. 3. 31 塩見雅子 H22. 3. 30 局労提補償部補慣課
合について 慣課匿事罷 本車剤師会

長

船員保険と貴捉県肢の統 世労働基準局労提補償部補
社団法人目 厚生労働省労働基準

基肯繍尭0331軍6号 H22. 3. 31 
合について 課医事保

塩見雅子 H22. 3. 30 本柔道整檀 局労誕補償部補慣課
師会会長 長

船員慢険と肯担保肢の統 肯働基準局労提補償部補
社団法人日 厚生労働省貴働補基準

基骨繍量0331富7号 H22. 3. 31 
合について 償課医事保

塩見雅子 H22. 3. 30 本録長師会 局労災補償部慣課
会長 長

社団法人全
厚生芳働補省労幽基準

基労補完0331軍8号 H22.3.31 
船員埠険と労提保険の紐 労働基業局卦提補償部補

塩見雅子 H22. 3. 30 日本銭長
局労提償部補償課

合について 償課匡事保 マッサージ

師会会長
長

社団晶法人目

船員保険と労民保険回統 労働基匡準事局E骨提補償部補
本ん庫 厚生卦働省労働基準

基労補完0331第9号 H22. 3. 31 塩見雅子 H22. 3. 30 マッサージ 局労虫補慣部補償課
合について 償課匡罷

|指長圧師会会 長

ム船ロ員保険と苛提罷険の統 肯働基準局骨虫補償部補
社会福祉法 厚生労働補慣省骨働基準

基労補尭0331軍叩号 H22. 3. 31 塩見雅子 H22. 3. 30 人B本盲人 局労提 部繍償課
について 慣課臣事保

会連合会長 長


