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令和元年度「全国労働衛生週間」(10月)を実施します 

― 本週間は10月1日～7日、準備期間は9月1日～30日 － 

 

１０月１日から７日まで、令和元年度「全国労働衛生週間」を実施します。 

「全国労働衛生週間」は、働く人の健康・増進を図り、快適に働くことができる職場づくり

に取り組む週間であり、今年のスローガンは「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康

職場」です。 

宮城労働局（局長 代田
しろた

 雅彦
まさひこ

）では、「全国労働衛生週間準備期間」である9月から「全

国労働衛生週間」が実施される１０月までの間、健康確保のための説明会の開催、個別の事業

場の指導、周知啓発などを重点的に取り組みます。 

企業に対しては、この機会に自主的な労働衛生管理活動の重要性を再認識し、積極的に職場

における健康づくりに取り組むよう強く働きかけることしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8月 29日 

宮城労働局労働基準部健康安全課 

健 康 安 全 課 長 西  村 秀 樹 

主任労働衛生専門官 長谷川  泰  弘 

電 話 022－299－8839 

宮 城 労 働 局 

Miyagi Labour Bureau  

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

Press Release 

ひと、くらし、みらいのために 

【ポイント】 

１ 目的 

   労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場での自

主的な活動を促して労働者の健康を確保する。 

２ 期間 

   本週間   令和元年10月1日（火）～10月7日（月） 

   準備期間  令和元年9月1日（日）～9月30日（月） 

3 スローガン 

   「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」 

      健康であることは、働く上での基本であり、職場で一丸となって健康確保対策を進める

ことで、誰もが安心して健康に働ける職場を築いていくことを表しています。 

（裏面に続く） 
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４ 厚生労働省・宮城労働局で取り組む事項 

  準備期間である 9 月から全国労働衛生週間の実施される 10 月までの間、事業場に対し、健康

確保のための周知啓発や指導を重点的に実施します。 

また、９月は「職場の健康診断実施強化月間」であることから、労働者の健康診断の実施や事後

措置等について、事業場に対して強力に働きかけます。 

（１）事業場に対する説明会の開催、個別の事業場に対する指導 

（２）労使団体、労働災害防止団体等を通じた、事業場における労働衛生に関する意識向上のための

周知啓発 

（３）事業場に対する労働衛生に関する各種情報の提供 

（４）治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備 

（５）健康づくりのための参加型運動の実施 

（6）その他あらゆる機会を通じての周知広報 

 

５ 各事業場に取組をお願いする事項 

  各事業場に対し、次の事項について、自主的な取組への協力をお願いします。 

（１）準備期間中 

ア 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

イ 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 

ウ 化学物質による健康障害防止対策に関する事項 

エ 石綿による健康障害防止対策に関する事項 

オ 受動喫煙対策に関する事項 

カ 治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項 

キ その他の重点事項（職場における腰痛予防対策・熱中症予防対策） 

（２） 全国労働衛生週間中 

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 

ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

エ 有害物の漏えい、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の 

実施 

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の

意識高揚のための行事等の実施 
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【添付資料】 

資料№1  リーフレット 第70回全国労働衛生週間 

資料№2  リーフレット 9月は『職場の健康診断実施強化月間』です 

資料№3  グラフ    宮城における定期健康診断有所見者の推移 

資料№4  リーフレット 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう 

資料№5  リーフレット 労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について 

資料№6  リーフレット 地域産業保健センターをご活用ください 

資料№7  リーフレット 治療と仕事の両立のための相談窓口 

資料№8  リーフレット 治療と仕事の両立支援助成金 

 

 

 

 

 

 

参 考 情 報 

 宮城労働局では、労働災害防止活動の推進、

事業場内外の安全意識の高揚等のため、

「Safe Work ゼロ災 MIYAGI」をキャッチ

フレーズとした運動を展開しています。皆様

のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 



第70回 全国労働衛生週間
令和元年10月１日（火）～７日（月）［準備期間：９月１日～30日］

「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として、毎年実施しており、今年で70回目に

なります。各職場においては下記のような様々な取組を展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへの

ご協力をお願いします。

健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場
〈スローガン〉

主 唱 厚生労働省、中央労働災害防止協会

協 賛 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害
防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

全国労働衛生週間（10月1日～7日）
に実施する事項

・事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
・労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
・労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
・有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など
緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施

・労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、
作文・写真・標語などの掲示、その他労働衛生の
意識高揚のための行事などの実施

２．労働衛生３管理の推進など ３．作業の特性に応じた事項 ４．東日本大震災及び平成28年熊本地震に関連する労働衛生対策の推進

準備期間（９月１日～30日）
に実施する事項

重点事項 ※ 詳細は下表をご覧ください

・過重労働による健康障害防止のための総合対策
の推進

・労働者の心身の健康の保持増進のための指針など
に基づくメンタルヘルス対策の推進

・化学物質による健康障害防止対策に関する事項
・石綿による健康障害防止対策に関する事項
・受動喫煙防止対策に関する事項
・治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
・その他の重点事項

過重労働による
健康障害防止

①時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進および労働時間などの設定の改善によるワーク・ライフ・バランスの推進
②事業者によるワーク・ライフ・バランスの推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
③改正労働安全衛生法（平成31年４月１日施行）に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導などの実施
の徹底

④健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取および事後措置の徹底 ほか

メンタルヘルス
対策

①事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
②衛生委員会などの調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価および改善
③４つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケ
ア）の推進に関する教育研修・情報提供

④労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
⑤ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析およびこれを活用した職場環境改善の取組 ほか

化学物質による
健康障害防止対策

①製造者・流通業者が化学物質を含む製剤などを出荷する際のラベル表示・安全データシート（SDS）交付の状況の確認
②SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進
③ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進 ほか

石綿による
健康障害防止対策

①吹付石綿などが損傷、劣化し、労働者が石綿などにばく露するおそれがある建築物などにおける吹付石綿、保温材などの除去、封じ
込めなどの徹底（貸与建築物などの場合において貸与者などに措置の実施を確認し、または求めることを含む。）

②石綿にばく露するおそれがある建築物などにおいて労働者を設備の点検、補修などの作業などで臨時で就業させる業務での労働者の
石綿ばく露防止 ほか

受動喫煙防止対策
①「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施
②支援制度（専門家による技術的な相談支援、喫煙室の設置等に係る測定機器の貸出し、喫煙室の設置等に係る費用の助成）の効果的
な活用

治療と仕事の
両立支援

①事業者による基本方針などの表明と労働者への周知 ②研修などによる両立支援に関する意識啓発
③相談窓口などの明確化 ④両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
⑤治療と仕事の両立を支援するための制度導入などに関する助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用

その他
①職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
②「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底 ③事務所や作業場における清潔保持

準備期間に実施する事項（１．重点事項） （抜粋）

hasegawayshr
フリーテキスト
【資料№１】



主な取組事項については、以下の支援体制をご活用ください。

メンタルヘルス対策

受動喫煙防止対策

化学物質管理

腰痛予防対策

治療と仕事の両立支援

産業保健総合支援

産業保健総合支援センター
検 索

治療と仕事の両立 検 索

職場のあんぜんサイト 化学物質 検 索

職場 受動喫煙 検 索

腰痛予防対策講習会 検 索 働き方改革特設

検 索

働き方改革

陸上貨物運送・社会福祉・保健衛生業を対象とした
腰痛予防対策の講習会（無料）を実施しています。

（腰痛予防対策講習会申込HP↓）
https://seminar.tairapromote.co.jp/yotsu-yobo

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き
方を選択できる社会を実現することを目的に、長
時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など
のための措置を講じます

（働き方・休み方改善ポータルサイト↓）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
・企業の働き方改革の取組を知りたい
・制度、支援策を知りたい
・企業の「ゆう活」の取組事例を
知りたい

・仕事の進め方などの課題別の対策を知りたい

（働き方改革特設サイト↓）
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
・働き方改革関連法とは？
（労働時間の上限規制、年次有給休暇の時季指定など）
・助成金のご案内

職場の受動喫煙防止に取り組む事業者を支援します。

（職場における受動喫煙防止対策について↓）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

【受動喫煙防止に関する各種支援事業】
・受動喫煙防止対策補助金
・受動喫煙防止対策に関する相談事業
・たばこ煙濃度など測定のための機器の貸し出し

メンタルヘルスに関する、法令・通達・マニュアルを掲
載しているほか、「ストレスチェック実施プログラム
（無料）」が利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/
anzeneisei12/

働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
では、メール・電話相談窓口を設置しているほか、職場
復帰支援の取組事例などを紹介しています。
http://kokoro.mhlw.go.jp/

メンタルヘルス対策・過重労働対策

「ラベルでアクション」をキャッチフレーズに、危険
有害性に応じたリスクアセスメントを着実に実施して
いただくための情報を提供しています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/kagaku_index.html

こころの耳
検 索

検 索

産業保健総合支援センターでは、職場のメンタルヘル
ス対策や「治療と仕事の両立支援」などの産業保健活
動を支援するため、企業への訪問指導や相談対応、研
修などを実施しています。また、地域窓口（地域産業
保健センター）では、小規模事業場を対象に、医師に
よる健康相談などを実施しています。
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/
Default.aspx

ストレスチェックの実施や職場環境の改善、
心の健康づくり計画の作成、小規模事業場
の産業医活動などに対して、事業主に費用
の助成を行っています
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1389/Defaul
t.aspx

産業保健関係助成金

検 索

ガイドラインや関連通達、助成金等を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000115267.html

「治療と仕事の両立支援ナビ」では企業の
取組事例、各地で開催するシンポジウムや
セミナー等を紹介しています。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp

働き方休み方改革
検 索



９月は『職場の健康診断実施強化月間』です 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 重点事項  

（１）健康診断の実施徹底  

【1】 労働者が健康で働き続けるためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、

適切な健康管理を⾏うことが不可⽋です。 

【2】常時使用する労働者の定期健康診断実施は事業者の義務です。 

【3】派遣労働者の健康診断（裏面参照）については、派遣元・派遣先それぞれの役割に 

応じた義務を課しています 

（２）健康診断実施後の事後措置の徹底  

【1】 健康診断実施結果に基づき事後措置を⾏うことが重要です。 

【2】 異常の所⾒がある⽅について、医師の意⾒を勘案し、作業の転換、 労働時間の短

縮等の就業上の措置を確実に実施しましょう。 

（３）健康診断結果の記録の保存の徹底 

  【1】健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定めら

れた期間、保存しておかなくてはなりません。 

（４）労働者 50人未満の事業場に対する地域産業保健事業の周知と活用の推進 

【1】 地域産業保健センター（裏面参照）では保健指導、健康相談などの産業保健サービ

スを無料で提供しています。  

【2】 塩釜、仙台、石巻、大崎、仙南、気仙沼、瀬峰の各地域にセンターがあります。 

（５）健康診断結果の提供（裏面参照）  

【1】 医療保険者（協会けんぽ等）から健康診断に関する記録の写しを求められた場合

はその記録の写しを提供しなければなりません。  

【2】 提供に個人情報保護法上の問題はありません。 

 

 

 

 お問合せ 宮城労働局 労働基準部 健康安全課  電話 （022）299-8839  R1.8 

第７０回全国労働衛生週間が 10 月１日から７日まで実施され、９月１日から

３０日まではその準備期間とされています。 

厚生労働省では、毎年９月を全国労働衛生週間準備期間と合わせ、「職場の健康

診断実施強化月間」と位置付け、健康診断の実施及び事後措置の徹底等について

集中的・重点的な指導を実施することとしております。 

【資料№２】 



 

～労働者 50 人未満の小規模事業場の方へ～ 

産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか？ 
 

労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対す
る保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありま
せん。 
こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを

受けられるよう、労働基準監督署管轄区域ごとに産業保健総合支援センターの地域窓口
を設けており、小規模事業場の事業者やそこで働く人々を対象として、以下の産業保健
サービスを原則として無料で提供しています。 
ご利用については、独立行政法人労働者健康安全機構、または産業保健総合支援セン

ターまでお問い合わせください。 
 
相談対応 
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談 
・健康診断結果についての医師からの意見聴取 
・長時間労働者に対する面接指導 

  個別訪問指導（医師などによる職場巡視など） 
  産業保健に関する情報提供 

～派遣労働者の健康管理について～ 

派遣労働者の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務を課し
ています。特に以下の事項に留意しましょう。 
○派遣元事業者による一般健康診断の実施、派遣先事業場による特殊健康診断の実 
施の徹底 

○派遣元事業者による一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場に
よる特殊健康診断結果の記録の保存の徹底 

○一般健康診断の事後措置に関する派遣元事業場及び派遣先事業場の十分な連携 
○派遣元事業者を通じた、労働者に対する健康診断結果の通知の保存の周知 

＜お願い＞  

医療保険者から求めがあった場合に、健康診断結果の提供をしなければな

りません。（この場合の提供については、個人情報保護法上の問題はありません（注）） 

医療保険者は、加入者が、労働安全衛生法の健康診断を受けた場合または受けることができる場
合は、特定健康診査の全部または一部を行ったものとすることができることとなっており、医療保
険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた事業者に対し、事業者が保存している加入
者に係る労働安全衛生法による労働者の健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めること
ができます。また、これにより健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記
録の写しを提供しなければならないとされています。（高齢者医療確保法第 21条第 1項、第 27
条第 2項及び第 3項） 

（注）特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第２条に定める項目に係る記録の写しについ
ては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法令に基づ
くものであるため、個人情報の保護に関する法律第 23 条第１項第１号により第三者である医療保
険者への提供は制限されていません。 

健康診断と事後措置等に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局や労働
基準監督署までお問い合わせください。 

★宮城労働局 労働基準部 健康安全課 電話（022）299－8839 



　　　健康診断種類（一般・特殊）別有所見者率の推移

　　平成30年　一般健診における健診項目別有所見者率

　　平成30年　一般健診における業種別有所見者率

宮城における定期健康診断有所見者の推移
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％ 有所見率は増加傾向で推移し、

平成30年は60.7％となっていま

す。

健診項目別有所見率は、血中脂

質検査が36.0％と最も高く、次い

で肝機能検査、血圧、血糖検査、

心電図の順と なっています。

業種別の有所見率は、建設業、

運輸交通業で高率となっていま

す。



労働安全衛生法に基づく

健康診断を実施しましょう
～労働者の健康確保のために～

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期

一
般
健
康
診
断

雇入時の健康診断（安衛則第43条） 常時使用する労働者 雇入れの際

定期健康診断 （安衛則第44条） 常時使用する労働者（次項の特定業務従事者を除く） 1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断
（安衛則第45条）

労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に
掲げる業務に常時従事する労働者

左記業務への配置替えの際、
6月以内ごとに1回

海外派遣労働者の健康診断
（安衛則第45条の2）

海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際

給食従業員の検便
（安衛則第47条）

事業に附属する食堂または炊事場における
給食の業務に従事する労働者

雇入れの際、配置替えの際

◆健康診断の種類◆
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ
なりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

※1：労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに
準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内
ごとに1回（じん肺健診は管理区分に応じて1～3年以内ごとに1回）、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ
なりません。

特
殊
健
康
診
断

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 （有機則第29条）

・鉛業務に常時従事する労働者 （鉛則第53条）
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 （四アルキル鉛則第22条）

・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者（一部の物質に係る業務に限
る） （特化則第39条）

・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 （高圧則第38条）
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 （電離則第56条）
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 （除染則第20条）
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍
労働者 （石綿則第40条）

じ
ん
肺

健
診

・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 （じん肺法第3条、第7～10条）

注：じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。

歯
科
医
師
に

よ
る
健
診

（歯科医師による健康診断）
・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に
おける業務に常時従事する労働者 （安衛則第48条）

なお、VDT作業、騒音作業、重量物取扱い業務、身体に著しい振動を与える業務等の特定の業務については、
それぞれ特定の項目について、健康診断を実施するよう指針・通達等が発出されています。 詳細は、 寄りの
都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせいただき、労働者の健康管理に努めましょう。
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項目 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者

身長 20歳以上の者

腹囲 1. 40歳未満（35歳を除く）の者
2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断
された者

3. BMIが20未満である者（BMI(Body Mass Index)＝体重(kg)／身長(m)２）
4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

胸部エックス線検査 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1. 5歳毎の節目年齢（20歳、25歳、30歳及び35歳）の者
2 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者

※2：定期健康診断（安衛則第44条）における健康診断の項目の省略基準

定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略すること
ができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいま
す。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

◆一般健康診断の項目◆
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。

雇入れ時の健康診断 （安衛則第43条） 定期健康診断 （安衛則第44条）

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）
７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）

９ 血糖検査
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)

５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量及び赤血球数）(※2)

７ 肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）(※2)

８ 血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール，ＨＤＬコレステロー
ル、血清トリグリセライド）(※2)

９ 血糖検査(※2)

１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査(※2)

2 .感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

喀痰検査 1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核
発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査、心電図検査

35歳未満の者及び36～39歳の者

◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆
1. 健康診断の結果の記録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておか
なくてはなりません。（安衛法第66条の3）

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために

必要な措置について、医師（歯科医師による健康診断については歯科医師）の意見を聞かなければなりません。（安
衛法第66条の4）

3. 健康診断実施後の措置
上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切

な措置を講じなければなりません。（安衛法第66条の5 ）
4. 健康診断の結果の労働者への通知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。（安衛法第66条の6）
5. 健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努
めなければなりません。（安衛法第66条の7）

6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
健康診断（定期のものに限る。）の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。（安衛

則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報
告書については、健診を行った全ての事業者。）（安衛法第100条）

このリーフレットについてのご質問は、 寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。 （2013.03）

なお、特殊健康診断等については、それぞれの健診ごとに特別な健康診断項目が定められています。詳しくは
都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。
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● 健康診断実施後の措置
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● 健康診断の実施とその後の手順等

● 健康診断の種類



参 照 条 文



　このリーフレットに関する御質問につきましては、最寄りの都道府県労働局又は
労働基準監督署にお問い合わせください。 （2010.02）
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