
平成25年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

H25.4.12 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの システム管理 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
ハードウェア等更改に係る留意事項等について 係 (運用担当) 部長

H25.4.19 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係 システム管理 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
る機械処理手引の一部改正lこ伴う留意事項について 係 (運用担当) 部長

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの
労災保険業務課長補佐

システム管理 (運用担当) 都道府県労働局労働基準
H25.4.24 ハードウェア等更改後及び労災保険給付等の本省払い化追加

係 システム最適化推進室長 部長
機能(受任者払い等)稼働後の照会対応について

補佐

H25.5.16 
労働基準行政システムに係る定型統計の集計日(平成25年 情報システム 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
対象分)について 運用係 (運用担当) 部監督課長

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの端
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

H25.5.21 末装置更改に伴う端末装置等の配付台数の追加設置申請に 伝送係
(運用担当) 部監督課長

係る回答について

H25.6.11 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの端

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

末装置等の移設について (運用担当) 部監督課長

H25.6.28 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムのプ システム管理 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
リンタ印刷における留意事項について 係 (運用担当) 部長

H25.7.19 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの端

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

末装置に係る定期点検の実施について (運用担当) 部監督課長

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム端末
システム管理 労災保険業務課長補佐 佐賀労働局

H25.7.19 を利用したインターネットサイトの閲覧実績について(注意喚
係 (運用担当) 労働基準部長

起)

H25.8.28 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係 システム管理 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
る機械処理手引の一部改正に伴う留意事項について 係 (運用担当) 部長

H25.9.6 
労災レセプト電算処理システムの稼働に伴うユーザ情報の登

伝送係
労災保険業務課長補佐 東京、神奈川及び群馬労

録(試験稼働局)について (運用担当) 働局労働基準部長

H25.10.22 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムのプ

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

リンタ印刷におけるトナ一等使用量の削減について (運用担当) 部長

、ー

H25.12.25 
労災レセプト電算処理システムの全国稼働に伴うユーザ情報

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局(試験稼

の登録について (運用担当) 働局以外)労働基準部長

H26.1.21 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの端

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

末装置に係る定期点検の実施について (運用担当) 部監督課長

H26.2.28 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの端

伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

末装置(Thinクライアント)の記付に係る留意事項について (運用担当) 部長



H26.3.7 人事異動に係るユーザ情報の報告について 伝送係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
(運用担当) 部監督課長

H26.3.20 
労働基準行政システム・労災行政情報管理システムにおける システム管理 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局
局副管理担当者名簿の提出について 係 (運用担当) 労働基準部監督課長

H26.3.28 
労働基準行政システムに係る定型統計の集計目(平成26年対 情報システム 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
象分)について 運用係 (運用担当) 部監督課長

H26.3.28 
労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係 情報システム 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
る機械処理手引の一部改正に伴う留意事項について 運用係 (運用担当) 部長
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H25.4.3 
平成25年度労災年金・一時金及び介護(補償)給付業務担当

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

地区について (年金担当) 部労災補償課長

H25.4.9 
年金・一時金、介護給付機械処理FAQの労働基準行政システ

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

ムへの掲載について (年金担当) 部労災補償課長

H25.6.3 
平成25年度第1四半期労働保険特別会計労災勘定予算の示

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

達について (年金担当) 部労災補償課長

H25.6.11 
平成25年8月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

事務に当たっての留意事項について (年金担当) 部労災補償課長

H25.6.25 
「労災就学援護費の支給について」の一部改正に伴う労災行

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

政情報管理システム上の留意事項について (年金担当) 部労災補償課長

H25.8.12 
年金スライド率の改定に伴う労災就学等援護費に係る機械処

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

理事務等について (年金担当) 部労災補償課長

H25.8.12 
平成25年10月支払期に向けての年金給付等に係る機械処

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

理事務に当たっての留意事項について (年金担当) 部労災補償課長

静岡労働局
愛知労働局
三重労働局
滋賀労働局

「平成25年度労災年金・一時金及び介護(補償)給付業務担 労災保険業務課長補佐
京都労働局

H25.9.2 
当地区Jの一部変更について

年金業務係
(年金担当)

広島労働局
山口労働局
徳島労働局
香川労働局
愛媛労働局
労働基準部労災補償課長

H25.9.24 
『労災就学援護費未支給者リスト」の配信時期及び活用につい

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

て (年金担当) 部労災補償課長

都道府県労働局労働基準

平成25年度第3四半期労働保険特別会計労災勘定予算の示 労災保険業務課長補佐
部労災補償課長

H25.10.1 
達(変更分)について

年金業務係
(年金担当)

(岩手、山形、福島、富
山、三重、鳥取、島根、徳

島、香川、愛媛を除く)

H25.10.2 
平成25年12月支払期に向けての年金給付等に係る機械処

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

理事務に当たっての留意事項について (年金担当) 部労災補償課長

H25.10.31 
労災年金の外国払いに係る適正な機械処理事務の徹底につ

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

いて (年金担当) 部労災補償課長

労災ケアサポート事業及び労災特別介護援護事業に係る公示
年金福祉第

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部総

H25.11.6 文の庁内掲示板への掲示及びホームページへの掲載につい
一係

災補償部労災保険業務課 務(会計)課会計事務担
て(依頼) 年金福祉第一係長 当者

H25.11.11 
「労災就学援護費の支給について」の一部改正に伴う労災行

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

政情報管理システムの改修について (年金担当) 部労災補償課長



H25.11.22 「住民票コード確認リスト」の配信時期及び活用について 年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
(年金担当) 部労災補償課長

H25.12.3 
平成26年2月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

事務に当たっての留意事項について (年金担当) 部労災補償課長

H25.12.5 
労災年金にかかる行政文書ファイルの適正な管理の徹底につ

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

いて (年金担当) 部労災補償課長

H26.1.6 労災システムにおける被災者情報検索の不具合等について 年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
(年金担当) 部労災補償課長

H26.1.23 「厚年情報照合リスト」の配信等について 年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
(年金担当) 部労災補償課長

H26.1.29 
平成26年4月支払期に向けての年金給付等に係る機械処理

年金業務係
労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

事務に当たっての留意事項について (年金担当) 部労災補償課長
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労災診療費、一次健康診断等費用、アフターケア委託費、義
短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

H25.4. 5肢等補償具及び労災診療被災労働者援護事業担当者名簿の
提出について

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準

H25.4 8平成24年度機械処理決算(3月末現在)について 統計調査係 災補償部労災保険業務課 部労災補償課給付統計ご

短期給付班統計調査係 担当者

H25.4.2 3一括振込先機関確認チェックリストのJ送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 愛知労働局労働基準部労

係 (短期給付担当) 災補償課長

H25.4.25 
平成25年度継続メリット制適用事業場名簿(補正分)の送付に

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

ついて
統計調査係 災補償部労災保険業務課 (労働保険徴収部)労働保

長補佐(短期給付担当) 険徴収主務課(室)長

H25.5.8 
給付種類別データリスト合計表のコマンド配信予定日(お知ら

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準

せ)
統計調査係 災補償部労災保険業務課 部労災補償課給付統計ご

短期給付班統計調査係 担当者

H25.5.24 一括振込先機関確認チェックリストのJ送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

H25.5.24 労災指定医療機関等登録(変更)通知書の送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐

公益財団法人労災保険情

係 (短期給付担当)
報センター労災医療部
援護事業第一課長

H25.6.17 
訪問看護費用に係る給付支払調査票(帳票種別36102)におけ

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準

る支払コードについて
統計調査係 災補償部労災保険業務課 部労災補償課給付統計ご

短期給付班統計調査係 担当者

H25.6.20 一括振込先機関確認チェックリストのJ送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 静岡労働局労働基準部労

係 (短期給付担当) 災補償課長

H25.6.20 労災指定医療機関等登録(変更)通知書の送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 一般社団法人静岡労災

係 (短期給付担当) 保険指定医療機関協会

H25.6.20 短期給付機械処理FAQの掲載について
短期給付第2労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

H25.6.20 休業・費用における振込不能に対する機械処理について
短期給付第2労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

H25.7.3 年次処理帳票の送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

H25.7.11 機械処理決算に係るリストの電子媒体による提供について

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労働基準

統計調査係 災補償部労災保険業務課
長補佐(短期給付担当)

部労災補償課長

H25.7.22 一括振込先機関確認チェックリストの」送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 愛知労働局労働基準部労

係 (短期給付担当) 災補償課長

H25.7.22 労災指定医療機関等登録(変更)通知書の送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 一般社団法人愛知県労
係 (短期給付担当) 災指定医協会



H25.8.5 
『指定病院等一覧<全国版>J及び「指定薬局・指名機関一覧 短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
<全国版>Jの労働基準行政システムへの掲示について 係 (短期給付担当) 部労災補償課長

「平成26年度継続メリット制適用対象新規・取消リスト」の送付
厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部

H25.10.16 
について

統計調査係 災補償部労災保険業務課 (労働保険徴収部)労働保
長補佐(短期給付担当) 険徴収主務課(室)長

労災保険業務課長補佐
都道府県労働局労働基準

短期給付第1 部労災補償課長(広島・京
H25.10.17 労働保険番号の変更処理に伴う各種リストの送付について

係
(年金担当・短期給付担

都を除く)
当)

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局総務部

「平成26年度継続メリット制適用対象新規・取消リスト」の再配 (労働保険徴収部)労働保
H25.10.18 

信及び審査確認作業の再開について
統計調査係 災補償部労災保険業務課

険徴収主務課(室)メリット
短期給付班統計調査係

制ご担当者

平成25年度労災保険率特例申告書入力・変更事業場名簿の
厚生労働省労働基準局労

神奈川労働局総務部労働
H25.10.21 

送付について ‘ 
統計調査係 災補償部労災保険業務課

保険徴収課長
長補佐(短期給付担当)

H25.11.6 各種リスト送付の廃止について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準

係 (短期給付担当) 部労災補償課長

H25.11.22 一括振込先機関確認チェックリストの』送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 岡山労働局労働基準部労
係 (短期給付担当) 災補償謀長

H25.11.22 労災指定医療機関等登録(変更)通知書の送付について
短期給付第1労災保険業務課長補佐 (株)中国銀行本后営業部
係 (短期給付担当) 取締役本庖営業部長

労働者災害補償保険事業年報及び労災保険事業月報の一部
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局労災補償
H26.1.27 統計調査係 災補償部労災保険業務課

差し替えについて
長補佐(短期給付担当)

課長

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
H26.1.27 給付状況検索の出力内容等について 統計調査係 災補償部労災保険業務課 部労災補償課給付統計ご

短期給付班統計調査係 担当者 、

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局労災補償

H26.1.27 機械処理決算に係るリストの差し替えについて 統計調査係 災補償部労災保険業務課
長補佐(短期給付担当)

課長

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局総務部

H26.1.28 
継続メリット制算定基礎報告書削除・論理チェックリストについ

統計調査係 災補償部労災保険業務課
(労働保険徴収部)労働保

て 険徴収主務課(室)メリット
短期給付班統計調査係

制ご担当者

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局総務部

H26.2.7 配信予定日のお知らせ 統計調査係 災補償部労災保険業務課
(労働保険徴収部)労働保

短期給付班統計調査係
険徴収主務課(室)メリット
制ご担当者

H26.2.13 
「指定病院等一覧<全国阪>J及び『指定薬局・指名機関一覧 短期給付第1労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
<全国版>Jの更新について 係 (短期給付担当) 部労災補償課長



厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部
H26.2.25 平成25年度労災保険率特例申告事業場名簿の送付について 統計調査係.災補償部労災保険業務課 (労働保険徴収部)労働保

長補佐(短期給付担当) 険徴収主務課(室)長

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局総務部
H26.2.25 平成26年度継続メリット制適用事業場名簿の送付について 統計調査係 災補償部労災保険業務課 (労働保険徴収部)労働保

長補佐(短期給付担当) 険徴収主務課(室)長

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局労働基準
H26.3.7 平成25年度機械処理決算(2月末現在)について 統計調査係 災補償部労災保険業務課 部労災補償課給付統計ご

短期給付班統計調査係 担当者

H26.3.7 短期給付機械処理FAQの掲載について
短期給付第2労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
係 (短期給付担当) 部労災補償謀長

H26.3.11 労災保険支払証明事務の適正な運用について
短期給付第2労災保険業務課長補佐 都道府県労働局労働基準
係 (短期給付担当) 部労災補償課長

関係団体の担当者(公益
社団法人日本医師会担当

H26.3.28 労災保険給付請求書の変更について
短期給付第1労災保険業務課課長補佐 者、公益社団法人日本歯
係 (短期給付担当) 科医師会担当者、公益社

団法人日本薬剤師会担当
者)





平成25年度労災保険業務課発出事務連絡一覧

発出年月日 件 名 係名 発信者 受信者

厚生労働省労働基準局労

労災保険給付等の本省払い化追加機能(受任者払い等)に係 システム最適
災補償部

都道府県労働局
H25.4.4 労災保険業務課

る留意事項等について 化第1係
システム最適化推進室長

労働基準部長

補佐

厚生労働省労働基準局労

労災保険給付等の本省払い化追加機能等にかかる研修資材 システム最適
災補償部

都道府県労働局
H25.4.10 労災保険業務課

について 化第1係
システム最適化推進室長

労働基準部長

補佐

厚生労働省労働基準局労

労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムの
災補償部

H25.4.24 ハードウェア等更改後及び労災保険給付等の本省払い化追加
システム最適 労災保険業務課長補佐 都道府県労働局

機能(受任者払い等)稼働後の照会対応について
化第1係 (運用担当) 労働基準部長

システム最適化推進室長
補佐

厚生労働省労働基準局労
災補償部
労働保険徴収課

都道府県労働局労働保険徴収業務室長補

H25.5.13 
RSシステムと特別加入システム聞の連携及び平成25年5月 システム最適 佐(運用担当) 総務部長
以降の特別加入に係るデータの取扱いについて 化第1係 労災保険業務課 労働保険徴収部長

システム最適化推進室長 労働基準部長

補佐

厚生労働省労働基準局労

労災保険給付等の本省払い化追加機能等に係る研修資材の システム最適
災補償部

都道府県労働局
H25.5.17 労災保険業務課

一部変更について 化第1係
システム最適化推進室長

労働基準部長

補佐

労災レセプト電算処理システムの稼働に伴う端末装置の設置
システム調整

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局

H25.5.17 に係る事前準備調査について
係

災補償部システム最適化
労働基準部長

推進室長補佐

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

労災レセプト電算処理システムの試験稼働に係る職員研修の システム最適 東京労働局
H25.5.21 

実施について 化第3係
災保険業務課システム最

神奈川労働局
適化推進室長

労働基準部労災補償課長

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

労災レセプト電算処理システムの試験稼働に係る参加レセコン システム最適 東京労働局
H25.6.26 

ソフトウェアメーカーについて 化第3係
災保険業務課システム最

神奈川労働局
適化推進室長

労働基準部労災補償課長

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

労災レセプト電算処理システムの試験稼働に係る協力医療機 システム最適 東京労働局
H25.7.11 

関及び協力調剤薬局について 化第3係
災保険業務課システム最

神奈川労働局
適化推進室長

労働基準部労災補償課長

厚生労働省基準局労災禍
償部 都道府県労働局

H25.8.23 
特別加入システムへの移行データに係る本省送付時期等につ システム最適 労働保険徴収課労働保険 総務部長

いて 化第1係 徴収業務室長補佐 ' 労働保険徴収部長

労災保険業務課システム 労働基準部長
最適化推進室長補佐

労働基準局労災補償部労
都道府県労働局

H25.9.13 
「労災レセプト電算処理システム」の全国稼働に係る職員研修 システム最適

災保険業務課システム最 労働基準部労-神災奈補)1償lヲ課長
の実施について 化第3係

適化推進室長
(群馬・東京 労働
局以外)

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

労災レセプト電算処理システムの試験稼働に係る連絡会議に システム最適 東京労働局
H25.9.17 

ついて 化第3係
災保険業務課システム最

神奈川労働局
適化推進室長

労働基準部労災補償課長



. 

労災レセプト電算処理システムに係るヘルプデスクの開設等に システム最適
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局
H25.9.18 

ついて 化第3係
災補償部労災保険業務課

労働基準部労災補償課長
システム最適化推進室長

労災レセプト電算処理システムの試験稼働の実施に伴う職員 システム最適
厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局監督課長

H25.9.18 災補償部システム最適化 都道府県労働局労災補償
ポータルの業務メニューの追加について 化第3係

推進室長補佐 課長

労災レセプト電算処理システムに係るヘルプデスクの開設につ システム最適
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局H25.9.20 
いて(訂正) 化第3係

災補償部労災保険業務課
労働基準部労災補償課長

システム最適化推進室長

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

H25.9.25 
労災レセプト電算処理システムに係る機械処理事務手引(暫 システム最適

災保険業務課システム最
東京労働局

定版)の送付について 化第3係
適化推進室長

神奈川労働局
労働基準部労災補償課長

群馬労働局

労働基準局労災補償部シ
東京労働局

労災レセプト電算処理システムの試験稼働における照会対応 システム最適 神奈川労働局
H25.9.26 ステム最適化推進室長補 労働基準部労災補償課長

について 化第3係
佐 都道府県労働局労働基準部労災補

償課長
(群馬、東京、神奈川労働局以外)

厚生労働省基準局労災補
償部 都道府県労働局

H25.10.8 
特別加入システムへのデータ移行に係るRSシステムからの システム最適 労働保険徴収課労働保険 総務部長
データ抽出時期等について 化第1係 徴収業務室長補佐 労働保険徴収部長

労災保険業務課システム 労働基準部長
最適化推進室長補佐

厚生労働省基準局労災補
償部 都道府県労働局

H25.11.5 
移行データ送付後等の特別加入データに係る特別加入システ システム最適， 労働保険徴収課労働保険 総務部長
ムへの入力方法及び留意事項等について 化第1係 徴収業務室長補佐 労働保険徴収部長

労災保険業務課システム 労働基準部長
最適化推進室長補佐

『労災レセプト電算処理システム」の職員研修時における質疑 システム最適
厚生労働省労働基準局労

都道府県労働局
H25.11.5 

応答について 化第3係
災補償部システム最適化

労災補償課長
推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局

特別加入、第三者行為災害及び義肢等補装具費に係る新規
システム最適 災補償部

総務部長
H25.11.6 化第1係第2 労災保険業務課

機能稼働後のシステム操作等に関する照会対応について
係 システム最適化推進室長

労働保険徴収部長

補佐
労働基準部長

厚生労働省労働基準局労

H25.11.6 
義肢等補装具に関するシステムの稼働に伴う留意事項につい システム最適 災補償部 都道府県労働局
て 化第2係 労災保険業務課システム 労働基準部長

最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局

H25.11.6 
特別加入システムに係る委託替え及び局署統廃合による労働 システム最適 災補償部労災保険業務課 総務部長
保険番号変更について 化第1係 システム最適化推進室長 労働保険徴収部長

補佐 労働基準部長

労災レセプト電算処理システムの試験稼働に係る協力医療機 労働基準局労災補償部労
群馬労働局

システム最適 東京労働局
H25.11.6 関及び協力調剤薬局並びに参加レセコンソフトウェアメーカー

化第3係
災保険業務課システム最

神奈川労働局
について 適化推進室長

労働基準部労災補償課長

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

H25.11.15 
労災レセプ卜電算処理システムに係る「試験稼働実施報告書』 システム最適

災保険業務課システム最
東京労働局

について 化第3係
適化推進室長

神奈川労働局
労働基準部労災補償課長

厚生労働省基準局労災補 都道府県労働局

H25.11.25 特別加入システムへの入力等に係る機械処理の流れについて
システム最適 償部 総務部長
化第1係 労災保険業務課システム 労働保険徴収部長. 

最適化推進室長補佐 労働基準部長

厚生労働省基準局労災補 都道府県労働局

H25.11.25 特別加入システムへの申請内容力等にかかる留意点について
システム最適 償部 総務部長
化第1係 労災保険業務課システム 労働保険徴収部長

最適化推進室長補佐 労働基準部長



厚生労働省労働基準局労災補

労災レセプト電算処理システムの普及促進に係る労災保険指 システム最適
償部 都道府県労働局

H25.12.18 
定医療機関等に対する利用勧奨の実施について 化第3係

補償課長補佐(医療福祉担
労働基準部長当)、労災保険業務課システム

最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労 都道府県労働局

H25.12.20 特別加入システムの改修に係る意見等について
システム最適 災補償部 総務部長
化第1係 労災保険業務課システム 労働保険徴収部長

最適化推進室長補佐 労働基準部長

厚生労働省基準局労災禍
償部 都道府県労働局

H25.12.20 
平成25年度における特別加入システムデータに係るRSシステ システム最適 労働保険徴収課労働保険 総務部長
ムへの連携時期等について 化第1係 徴収業務室長補佐 労働保険徴収部長

労災保険業務課システム 労働基準部長
最適化推進室長補佐

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

H25.12.24 
労災レセプト電算処理システムの試験稼働評価報告書につい システム最適

災保険業務課システム最
東京労働局

て 化第3係
適化推進室長

神奈川労働局
労働基準部労災補償課長

労働基準局労災補償部労
群馬労働局

H25.12.24 労災レセプト電算処理システムの追加機能について
システム最適

災保険業務課システム最
東京労働局

化第3係
適化推進室長

神奈川労働局
労働基準部労災補償課長

労災レセプト電算処理システムのユーザ[0等の発行手続きに システム最適
労働基準局労災補償部労

都道府県労働局
H25.12.27 

ついて 化第3係
災保険業務課システム最

労働基準部労災補償課長
適化推進室長

厚生労働省労働基準局労

H26.1.21 労災レセプト電算処理システムに係る運用対応について
システム最適 災補償部労災保険業務課 都道府県労働局
化第3係 システム最適化推進室長 労働基準部労災補償課長

補佐

厚生労働省労働基準局労

H26.1.23 
労災レセプト電算処理システムに係る労働基準監督署におけ システム最適 災補償部労災保険業務課 都道府県労働局
る審査時のレセプト検索機能等の活用について 化第3係 システム最適化推進室長 労働基準部労災補償課長

補佐

厚生労働省労働基準局労災補

労災保険指定医療機関等への利用勧奨に係る実施計画の報 システム最適
償部 都道府県労働局

H26.1.24 
告等について 化第3係

補償課長補佐(医療福祉担
労働基準部長当)、労災保険業務課システム

最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労

H26.2.3 
労災レセプト電算処理システムに係る職員用FAQ等の掲載に システム最適 災補償部労災保険業務課 都道府県労働局
ついて 化第3係 システム最適化推進室長 労働基準部労災補償課長

補佐

厚生労働省労働基準局労
災補償部

H26.2.14 
『訪問看護費用に係るシステム」の開発に伴う事前登録用事業 システム最適 補償課長補佐(医療福祉 都道府県労働局
者等情報の更新について(依頼) 化第1係 担当) 労働基準部労災補償課長

労災保険業務課システム
最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労
災補償部

H26.2.28 
「補408傷病別長期療養者推移状況報告Jの統計支援に係る システム最適 補償課長補佐(医療福祉 都道府県労働局
システム化と同システムによる定期報告の取扱いについて 化第1係 担当) 労災補償課長

労災保険業務課システム
最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準局労
都道府県労働局

災補償部
補405中小事業主等特別加入状況報告(平成25年度分)の作 システム最適 補償課長補佐(業務担

総務部・労働保険徴収部
H26.2.28 

成について 化第1係 当)
労働保険適用主務課(室)

労災保険業務課システム
長

最適化推進室長補佐
労働基準部労災補償課長

厚生労働省労働基準局労

H26.3.17 
統計支援(補408傷病別長期療養者推移状況報告)に係る研 システム最適 災補償部 都道府県労働局
修資料について 化第1係 労災保険業務課システム 労働基準部長

最適化推進室長補佐



厚生労働省労働基準局労
一般社団法人保健医療

H26.3.18 労災レセプト電算処理システム対応機能の搭載について
システム最適 災補償部

福祉情報システム工業会
化第3係 労災保険業務課システム

最適化推進室長
会長

厚生労働省労働基準部労

H26.3.25 
国立機関からの義肢等補装具の購入費用及び修理費用の請 システム最適 災補償部 都道府県労働局
求について 化第1係 労災保険業務課システム 労働基準部長

最適化推進室長補佐

厚生労働省労働基準部労

H26.3.28 労災レセプト電算処理システムの整理簿の報告について
システム最適 災檎償部 都道府県労働局労働基準
化第3係 労災保険業務課システム 部労災補償課長

最適化推進室長


