
平成21年度補償課発出事務連絡一覧

No 発出年月日 事務連絡名 発信者 受信者

H21.4.1 労災診療費審査体制等充実強化対策事業に係る留意事項等について 補償課長補佐(医療福祉担当) |都剖道情府慾補県労償働翠局再労働基準

2 H21.4.6 脳・心臓疾患、精神障害等及び石綿疾患(労災保険法及び石綿健康被害救済法)
職業病認定対策室長補佐

都道府県労働局労働基準
に係る処理経過簿の提出方法について(依頼) 部労災補償課長

3 H21.4.21 障害の状態に関する意見書(呼吸器用)の作成について 補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

4 H21.4.24 医学意見書の作成を依頼する医療機関の新規確保について 労災保険審理室長
都道府県労働局労働基
準部長

5 H21.4.24 
石綿による疾病に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求に至る契 補償課長補佐(業務担当) 都道府県労働局労働基
機の把握について(報告様式の変更) 職業病認定対策室長補佐 準昔日労災補償課長

インフルエンザA(HlNllウイルスに係る労災補償業務における留意点につ
補償課長補佐(業務担当)

都道府県労働局労働基6 H21.5.1 補償課長補佐策(医室療長福補祉佐担当)いて
職業病認定対

準部労災補償課長

7 H21.5.1 
「メリット制度による労災保険率の適用誤り」に係る費用徴収の取り扱いにつ

補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基

いて 準部労災補償課長

補償課長補4南佐(業務担当) 都道府県労働局労働基
8 H21.5.11 新型インフルエンザに係る労災補償業務における留意点について 補償課長 佐対(医療福祉担当) 準部労災補償課長

職業病認定策室長補佐

都道府県労働局労働基

9 H21.5.20 新型インフルエンザに関連する労災診療費の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長
財団法人労災保険情報
セン安一医事部長

. 
都道府県労働局労働基

10 H21.5.20 労災診療費算定基準に関する参考資料の送付について 補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長
財団法人労災保険情報
セン告ー医事部長



都道府県労働局労働基

11 H21.5目20 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長
財団法人労災保険情報
セン合一医事部長

都道府県労働局労働基

12 H21.5.20 
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定

補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長

保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について』の一部改正について 財団法人労災保険情報
セン合一医事部長

13 H21.6目3
未手続事業主に対する費用徴収(法第31条第1項第1号事案)のうち、

補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基

100/100徴収事案に係る報告について 準部労災補償課長

14 H21.6.5 参考様式例の送付について 補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

15 H21.6.19 労災保険における看護の給付の取扱いに関する留意点について 補償課長補佐(医療福祉担当)
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

都道府県労働局労働基

16 H21.6.23 検査料の点数の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長
財団法人労災保険情報
セン舎一医事部長

都道府県労働局労働基

17 H21.6.23 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当) 準昔日労法災補償課長
財団 人労災保険情報
センター医事部長

18 H21.7.5 精神障害等にかかる業務上疾病の予防に関する調査への協力について 職業病認定対策室長補佐
都道府県労働局労働基
準昔日労災補償課長

19 H21.7.22 労災指定医療機関等からの請求傾向に関する情報提供について
補償課長補佐(医療福祉担当) 都道府県労働局労働基
財団法人労災保険情報セン告ー医事 準部労災補償課長

20 H21.7.22 
厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物1:::よる疾病並びに

職業病認定対策室長
都道府県労働局労働基

「その他に包括される疾病」に係る統計調査について 準部労災補償課長

21 H21.7.28 石綿確定診断等事業の運用に当たり留意すべき事項について 職業病認定対策室長
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

22 H21.7.31 
平成20年度石綿ぱく露作業に係る認定事業場の公表に関する作業につい 補償課長補佐(業務担当) 都道府県労働局労働基
て 職業病認定対策室長補佐 準部労災補償課長



石ツー綿ルにを関用すいるて労の災報認告定並等び情に報各及都び道統府計民処理ツールの導入及び当該 都道府県労働局労働基23 H21.7.31 県労働局におけるツール導入 職業病認定対策室長
準部労災補償課長

時の作業依頼について

都道府県労働局労働基

24 H21.7.31 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について 補償課長補佐(医療福祉担当)
準部労災補償課長
財団法人労災保険情報
センター医事部長

25 H21.8.6 
労働者としての石綿ぱく露期間のある特別加入者の給付基礎日額の取扱

補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基

いについて 準部労災補償課長

26 H21.8.6 当面の裁判所等からの文書提出命令等に対する具体的取扱いについて 労災保険審理室長
都道府県労働局労働基
準部長

神奈川、埼玉、茨城、大

27 H21.8目31 節電電動義手の研究用支給にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 阪、福岡、佐賀労働局
労働基準部労災補償課

28 H21.9.1 労災診療費における歯冠補修及び欠損補綴の取扱いについて 補償課長補佐(医療福祉担当)
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

福島、兵庫、山形労働
29 H21.9.24 労災診療費の適正払いのためのヒアリングの実施について 補償課長補佐(医療福祉担当) 局労働基準部労災補償

課長

都道府県労働局総務部

船員保険制度の統合に伴う特別加入に係るリーフレット及びQ&Aの送付に
労働保険適用主務課

30 H21.1 0.30 補償課長補佐(業務担当) (室)長(労働保険徴収
ついて

部事務組合課長)・労働
基準部労災補償課長

都道府県労働局総務部
労働保険適用主務課

31 H21.11.12 船員保険制度の統合に伴う特別加入に係る加入勧奨について 補償課長補佐(業務担当) (室)長(労働保険徴収
部事務組合課長)・労働
基準部労災補償課長



都道府県労働局総務部
労働保険適用主務課

32 H21.11.17 中小事業主等の特別加入の申請手続きについて 補償課長補佐(業務担当) (室)長(労働保険徴収
部事務組合課長)・労働
基準部労災補償課長

33 H21.11.18 
船員保険制度の統合に伴う「労災保険給付事務取扱手引(船員分)(案)Jに

補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基

係る意見照会について 準部労災補償課長

宮城、埼玉、岐阜、富

34 H21.11.27 節電電動義手の研究用支給にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当) 山、愛媛、鹿児島労働
局労働基準部労災補償
z 

35 H21.12.3 労災認定等事業場一覧表の公表後の報道等状況の把握について 補償課長補佐(業務担当)
都道府県労働局労働基
準昔日労災補償課長

36 H21.12.25 「業務上疾病の労災補償状況調査結果(全国計)Jについて 職業病認定対策室長補佐
都道府県労働局労働基
準昔日労災補償課長

37 H21.12.28 
労災保険給付に関する決定以外の決定に係る行政不服審査法第57条1:::基

労災保険審理室長補佐
都道府県労働局労働基

づく適切な教示の徹底について 準部労災補償課長

38 H21.12.28 船員に係る給付に関する事務の取扱いについて
補償課長補佐(業務担当) 都道府県労働局労働基
労災保険業務室長補佐(業務担当) 準部労災補償課長

埼玉、岐阜、福島、愛

39 H22.3.3 節電電動義手の研究用支給にかかる協議について(回答) 補償課長補佐(医療福祉担当)
知、茨城、鹿児島、神奈
川、群馬労働局労働基
準部労災補償課長

40 H22目3.15
平成21年度Lおける石綿関連疾患L係る処理経過簿の入力及び「石綿1:::

職業病認定対策室長補佐
都道府県労働局労働基

よる健康被害に係る給付の請求・決定状況」に関する統計情報の精査作業 準部労災補償課長

41 H22.3.18 脳・心臓疾患及び精神障害等事案に係る処理経過簿の電子化棟式の改修
職業病認定対策室長補佐

都道府県労働局労働基
について 準部労災補償課長

42 H22.3.18 
業務上疾病1:::係る処理経過簿の報告及び審査請求等1:::よる原処分取消事

職業病認定対策室長補佐
都道府県労働局労働基

案に係る報告について(依頼) 準部労災補償課長

43 H22.3.24 柔道整復師の施術に係る受任者払いの事務取扱いの徹底について 補償課長補佐(医療福祉担当)
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長

44 H22.3.29 『審査請求文書受付・送付簿」の電子化様式について 労災保険審理室長
都道府県労働局労働基
準部労災補償課長


