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事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件

について

労働基準行政の運営につきましては、日頃より格別のご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進

のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者と医療保

険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、別紙1の新旧対照

表のとおり指針の改正を行い、令和3年4月1日から適用されることとなりま

した。

改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、別紙2の改正後の指針に基づ

き、労働者の健康管理が適正に行われるよう、傘下の団体、会員事業場等の関

係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。
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1改正の趣旨

事業場における労働者の健康の保持増進については、労働安全衛生法(昭和

47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第70条の2第1項の規定に基づ
き、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、昭和63年に指

針を策定し、指針に沿った取組を普及してきたところです。



また、令和2年には、指針の策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や

高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化して

いることを踏まえ、事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう必

要な見直しを行い、事業者は、健康保持増進対策の推進体制を確立するために、

労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の

医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場

外資源を、事業場の実態に即して活用することとされたところです。

一方で、医療保険制度において、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症や

重症化を予防し、医療費を適正化するため、医療保険者が法定義務の保健事業

として、特定健康診査及び特定保健指導を行っており、高齢者の医療の確保に

関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第27条第2項

及び第3項の規定に基づき、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の

写しの提供の求めがあった場合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提

供しなければならないこととされています。

また、令和3年3月からは、マイナポL-・・タルを通じて本人が自らの特定健康

診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることとなっており、事

業者から医療保険者に提供された健康診断の結果は、医療保険者を通じてオン

ライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイ

ナポータルを用いて本人閲覧ができるようにな'る予定です。

事業者から医療保険者に安衛法に基づく健康診断の記録の写しを提供するこ

とは、データヘルスやコラボヘルス等の推進に資するとともに、マイナポータ

ルを用いて労働者が自らの健康データの変化を把握し、自らの健康管理に役立

てることが可能になることから、労働者の健康保持増進につながり'、労働者が

健康になることによって、労働災害の防止、企業の生産性向上、経営改善及び

経済成長にもつながるものです。

これらを踏まえ、安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供やコラボヘル

スの取組等、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進さ

れるよう、今般、指針の改正を行いました。

2改正の内容

(1)健康保持増進対策の基本的考え方関係

事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、

コラボヘルスの推進が求められていることを追加しました。

(2)健康保持増進措置の内容関係



健康保持増進措置の検討に当たって、安衛法に基づく健康診断の結果等を

医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携し

て事業場内外の複数の集団間のデータと比較し健康保持増進等に係る取組の

決定等に活用することが望ましいこととしました。

(3)その他

個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記

録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険

者に提供することは、高確法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本

人の同意が不要であることを示しました。

熊本労働局労働基準部健康安全課

〒860-8514熊本市西区春日2-10-1

熊本地方合同庁舎A棟9階

担当労働衛生専門官川田浩平

電話096-355-3186
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眠麺e群椥軽叡裂湘罧曲.楚VQ喫期2蝦轄e壁較鰻聖鞍嘩腿魍.畏悩・
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萎螢越e湘嘩独ゆ極拠如齪継e覗鱈細距娼"心相.蛭國無細興鞍嘩懸越
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誕e魑喧耐々.蛭せ£喫ゆ炉鰹謬如蝋漏ψVぺ最梱黙鐘叶匝裂和運独
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e刈躯細艶剣.鋤』ヤ趙胆e累踏ゆ断り心剃響遷翠湘怒e樋冬櫃鯉e量畑
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萎遜型e湘醒独ゆ胴撫如齪膳e踊鄭即聴姻"箱.楚國範剃聖鞄味遜越.

枳ぺ榊e鎌鞍ゆむ興遅蟹寝製興鞄迷腿型θ・

。㊨槍P瞭麹役幻"ゆト髄鄙り7

轡怖e慧,》Q翼湘"心ゆ歩製螺掴鼠鞍製聖鞍迷慢魍.楚椥罧蹄,り憲切
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ρ皿『無囲pユ丁ゆ)ン♪興りゆ牒弾皿、心^侵渕りゆ慮研載哺脳麹ゆ卦U心心邦ゆPW禽卜牌り申租

魎市o灸温鰹築,レQ淵"蕪、黙濫黙略任.楚蟹較劉聖鞍嘩遜越.翼榔

。ゆトリゆ灸憩罫如並、遡献榊て←賢蝦2麗罧

摺昏-)ン♪鶏り一駆皿溢期.⊃掴臥諮如騨皿姻聖鞄嘩遷網學,ぺ悩智掴罵冬収哩糊凧

e駆皿e粥屯嘱倖狸離剰」哩黒.舶℃期U"+蝋枳製興鞍転遜艘㌣.帰心湘懸紬仰

佃賦需e朕胃皿製榔弔鞍咲}遜㈱半(寸)

。玉」榔馴簑刃

りゆ恒暇胆如沸鯉麟穏密躍紳ゆ舶駒囎黒殖於沸繧冬遷鯉e椥嘩独.楚レQ

毅罰思囎黒e躍騒.翼無。ゆ胴幻Qρゆ恒舵鰹如嗣軸製響薫嘩遷越,ぺ

価智ρ眠最雑租『L醤e沸h外嵐Kゆや劉轄掴器較劉興鞍迷遜魁.⊃㎎卑

如沸齪鮨ゆ卦認昆蜘聖鞍瞳e腿型Q椥嘩独ゆむ興旭懸罧蹄.楚椥課怖

囎黒e羅(°っ)

。(農憩(H)寸)ゆ歩渕eρゆ魅倒鯉如羅

量潔蝋e申.£毅ゆや蝦理如蕪較姻聖鞍嘩遜型eK曝罧擁,慧椥課蹄

倒鯉e嘉葦姻轄(N)

。湘りゆ赫鵜蝋"心昼螺如廻糊矧羅嘩遜越・.

。刃りゆ魅瑠鰍如蟹鞍剋聾鞄味遷鯉.思トeR蝿e和嘩数・

。潟"ゆ区梱蝦響鞍迷e懸型e和逼独・

。却りゆ卦鞘似起濫韓揮掴期響乾嘩遷型ゆ弘{爬2曝罧蹄機憩皿榔罧蹄・

。ゆや司eρや佃梱邸冊Q慈.9甫即e魂歩艇細枳層

柵廻濫粁欄Q£喫ゆ図如頬興鞍嘩e髄越e椥嘩数ゆむ霧遅懸罧棉亘憲

枳蝦聖鞠嘩懸鯉。ゆ恒幻eρゆ胴罫榔如粛歯剰襲乾嘩題越.楚湘罧蹄

駆構e粛枳蝦聖韓瞳題鯉(H)

。ゆ虞心蝦榊ψ司"ね誕9蔭駒週珊罧剣.V

雑P赴製週掛聡蝋怖.楚レ3Qu籟}掛網轄e壁茨蛸聖鞄嘩腿魍,レ捉昌R

。ゆ槍P

臨類簑却り即←"憲弓ゆ農拍當眠簑眠腫e導湘遅獄.楚》o毅湘思與蝋e

心虞".ψレ3霧遅懸螺蹄螂曜・「♪♪受e黙椿幽継e帥媚呵綿姻逼.興無・

く。ゆ(弼P櫨…麹M澱刃りゆ転,昂嚇岡「"心舳噛迷駅」)ン♪Qリ訂佃識五e皿囮博ぬM,リ{ψ

司却や累9蛭思暉椰eト孫レ⊃曜肥如油姻嘔鰹胡羅ゆ虞切怪鞍㌣帥椥騨

⑰岨霊…幽μ晋ρ)ン凄醤U一朕腎皿.患^彊幻りゆ甫佃喪櫨…蓼ゆ魅U噛心%ゆ虚W6W卜牌遅ρ皿

国舵Q灸紐鰹禦,レo桐"嘩、駆$罧唄普.楚翼枳蝦婁鞍嘩懸魁.畏櫛゜

。ゆ歩起灸患罫掴並、遡「融杣冥恒怪遡旭麗黙
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。3⊃悩馴簑司

Uゆ恒暇胆細沸埋無雑濫躍飾ゆ舶P哩黒M長帥題冬腿魍e湘華駅,楚レo

農期製哩黒e羅,霧無゜㎡歩刃e戴ゆや舵鰹如嗣糊蛸聾鞍瞳腿製,ぺ
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囎黒e羅(°っ)
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。劇りゆ魅増蝋思昼週細晒煙製聖鞍味遷越・

。司りゆ歩潔鰍如壁較製聖鞍迷幽魁..忍トeR盟e湘逼独・

。刃月ゆ図如剋聖鞄迷e笹越e湘逼独・

。射りゆ魅蠣似""濫蝉鰹如期興紘嘩躍鯉ゆ赴嶋忍懸蝋蹄姻爬憩皿椥罧蹄・

。ゆ歩劃eρや躯如罫棉e慈.9槍Peゆ魅聴如枳ぺ

榊穏溜粁燗e£翼ゆ区剣製興鞍瞳Q腿越e拠嘩叡ゆむ㌶起曝罧怖蛭志

枳期聖鞍嘩罎越。ゆ歩幻eρゆ赫駆懸如憲枳蝦聖鞍牽蟹型.楚湘罧擁

悪編e富枳蝦響鞠嘩遜鯉(目)

。ゆ冥憩ぺ榊ρ幻りや累9崎㌣単掛罧超.V
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。ゆ£P
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駆棉ゆ歩認逗黙歯潔昧覧曝約ビe晒無魍鯉乾毒鯉・

。ゆ炉潟eρね佃如樫蹄e瓢,9慮

Peρゆ鎗掴ヘレノ♪G"心燈W酬ド皿.照〔鳳凹細鞭熈…M甘P皿粁〒・叫廿{国+胆測唱卿唱曲糊暎}儲篇騨

。3の秘馴簑射りゆむ掌魍週2晋e園一布ゆ←認昆

姻竈畑楓逼独ゆむ爬旦黙罧蹄ゆ楚国虚劉聖鞍瞳腿鯉。ρも謁eρゆト賢

母細国布姻磐鞄嘩遷型.£毅ゆ歩径遡掴駆皿蝦終鞄嘩笹鯉,慧湘融蹄

怪畢e国+湘姻聾煙嘩遜型(O)

。ρ歩捜斑如胆

報蝦興鞍瞳遷鯉.ooぺ横智ρ坦蝋e懸罧糠,ぺ悩智掴聴皿週興鞍瞳遷

越翼⊃製軽為蝿躍駆毅」囎黒.慮枳姻響乾嘩腿製製」罫榔.楚湘縣蹄

製誌e魍恕姻聖鞍嘩笹魍(め)

。1♪D尚馴簑却りy♪レ£蝦掴阻布思£製e督遡e申.」製鰹如腿聖層

靴贈遜鯉.D旺胆細帥駆駅《曝罧怖母ト抵へKゆト雨u巡.楚㌍課憐

桐灘e羅量(ご

。ゆ躰却e炉ゆ昼潔蝋.」瑞麹9晶野蹄eト恋虞即虞申,レ1♪o忍健ど耀

蝋5怒偶灘e羅詮餐昼蝦畏の量り{題鰍e懸蝋儲蜘.楚撫線怖。ゆ蕊和Q諭

翼⊃特如枳層鞭eレ302鯉鞠蝦興鞠送遷型筍惑輝栓e£翼ゆト斜鯉剣

嘉壮剋輯穏密昧最.》で翼罰りゆ姻理9鼠較姻響鞄迷遜鯉.楚皿轡eト益

邸怖ゆ£製起刃勺繋課怖レQ製罰2蝦軸e蟹較剃聖鞄嘩懸越寸

㎡や司eψ魅個眼掴羅崎e巡鳶.9月"勾りゆ畑切喜曝皇瀞

晒拠「ル嵩弊皿穏畏廉.⊃旧}誌如油謝昧椒轍潔蝋e蕪較悩細,.碧喫V1♪),⊃劃爪姻而

u{温阿市Qる濫鰻遡.如蟹較蝦興韓転遜型ゆむ講u心曝罧棉.楚恥課棉

恒離e畷爆潔鰍(oo)

。ゆ郵司eψゆ£製姻邸擁抽て歩睡齪

無臨類足£翼ゆト鯉蝋建租繋謬Q食慰遍細魑志糊聖乾毒越.畏瓢。ゆ

恒刃eψゆト翼蝋起温鰹課○灸辱順細一国市製興鞍嘩罎魍.楚榊螺慨

檀蝋e國布期響埋嘩腿鯉(卜)

罫蹄ゆ赫認Uコ回眠e国布為嵐駆駝e曝萎耀蝋e国+鵬製興趣嘩肇鯉・

騨神ゆや認足露孫e国市製聖埋瞳懸鯉・

邸檸ゆト認逗騒盤潔鰍b藤仲痙e剃隷製鯉鞍送題越・

。ゆト却eψや佃掴椰怖e慈.9総

即eψゆ奮柑「)ン♪Q"心沸畑貯皿.騨福門遡…燃餐⑰粗赴.叫督虐国+爬測爪卿「独迷桜「齪〒

。'♪⊃櫛馴築司Uゆ赴‡幽遡ぜ晋e国虎ゆト認坦

姻羅畑嵐軽独ゆむ嶋り心聡罧蹄ゆ楚回志煙響鞍瞳懸鯉㎡赫刃eρゆ←賢

津姻国+幅週響鞠味遜鯉.£翼ゆ歩賢遡掴腿皿姻響糞嘩遜鯉.楚湘螺蹄

餐母e国志期聖控嘩懸越(Φ)

。ゆ胴製奏梱鯉

無期興鞍唖越鯉.oQ鯉悩智脚聖駄Q曝駅協,ぺ悩蟄鞄聴皿剰響鞄瞳選

鯉喫⊃製謎b嵐躍勝畏の囎卑.志枳製興鞍嘩螢型毅⊇罫榔.楚湘課蹄

製斑Q魍隷期興鞠嘩懸鯉(鴎)

。3」悌馴役刃りy♪》£蝦如国+瞥心£毅e餐遡e申,」製謎掴蝉聖縫
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゜慎K倉嗣轄製婁鞍唖遜型(N)

1嵐λ斜踏楓傘灘型転罧閥・

聴購攣碧e群量圏隷《枳碧.姻旧皿幽虞麹倖顛監團e督碧・

.椥鰹゜議国・

認翠邸に梱.鞘楓ゆ胴認足蜘翼鞄

瞳纏魁e馳ト駆へ瓜ー漿K,姻越当遽即翼曝独累丹》認羅姻羅避独・

.。.9碑渕eト益嘱癬睡羅ゆ虞顧ぺ柵》の司駆鋸宏曝罧怖

。ゆ腿監灘思温蹄,V二〇思沸灸ゆ3レ農粕寒鰍農璽

赴ゆ虞"中2辱姻役罰加聯磐.母嘉葦ゆ舶㌣提螺U砲皐姻展K勾ー恥ゆ

胴認坦蟹較製響鞍嘩笹鯉.楚如曝ゆ魅暖胆如騨嵐《懸螺跡5製型

.。ゆ躯照距如.

聴無数嚇罧蹄e騨中ゆ胴に如繕最得租臣排ゑ認遅蝦聖鞄嘩腿魁,レゴ

懐忍K拍-本ゆ£軽母酌擢や累9蛭役聡駅錦.駅巨R"萄"ゆ恒暇艶如

卜抵然KeK聡螺蹄.£喫ρ歩倒鯉如羅琶製轄e蕪鞍鮒鯉鞍肇遷越

聴鑓《聡罧蹄ロ

。ゆ£

黙せ引但eR紐e帥ゆ翼姉細姻騨過応り一昏斜嵐凶e面農り,楚湘牒蹄

.£製eり。ゆ爲㌣瞭麹簑刃"ゆ3Vの裡如寵最eレ3Q遅雛畑羅嘩

独刃紐鞘・繕最廻愈十ゆ赴鶏息臨愈臣髄.楚トへ燃Ke憩農".即引

ゆ恒榎螺り心ε昧最掴胴鞭蝦興鞍迷髄魁.興無。ゆ需P最仲ゆ却りゆト

旺艶.」怪湘剣hへ燃K臣碑Q雛榊ゆ杣駒機幻り心に細トもKミくミ

燃λXレD寝思麺駆独.蕪ゆ舶粒展刃り"即如癬鞭eレo喫罰り一心に

如鰹螺緑姻5遷単掴く駆気ロト憲剛レ」鞍"心椥嘩独鯉捉專.網鄭.

。ゆ腿照聾如冨量ゆむ箕り心置懸蝋蹄.P

ぺ"翼£製梱扉鰹ゆ赴興遅湘照ゆ.」暇胆梱雛h昏へK園即黙叡怖・

く為劇卜抵然K魁味蝋腿痙懸罧曲e搬塩越瞳e週黙駅棉.雛椥馴細姻

竈.導圏隷閥ゆ'占レ」拠剣龍最e群釧畢嘩数.簑椥罧蹄.》D授起埋

蝋e懸課櫛.楚レQ畏罰製劉羅e籔較製聖糞送腿鯉ゆト噛霧り嚢課楴

昏へ外民姻輯eK曝罧蹄ヤ

。㊨恒祠鯉.」翠灘如蘂葦鰐獣Q淑鞍網響

盈Ke晒無蝦興鞍瞳遜越(N)

-然入羽鰭楓如鯉型嘩罧閥・

臆鰯餐翼e雛量囹報《枳署.姻塩圏蕉留母姻監圏e掻碧・

湘鰹嘩蟹魍・

認懸"卑掴鰹楓ゆト認忍蝦避鞍

瞳遜型e沸駆駆へあ」隈K,姻箇司遽卸蝋蕊獄螺仔,認覇畑寧華独・

。9鱈湘eト萬楚融趣翠ゆ゜虞憩ぺ聖レ⊃刃騒無球繋課蹄

。ゆ胴融鯉起癌怖,レ'♪o旭沸灸ゆ〆♪レ虞抽

講役羅量ゆ農"‡"忌廻機罰麺騨坦.母羅葦ゆ舶P鵜鰍u颪顯簑K.
.bー恥ゆ督認遅翼鞍細興鞍嘩懸魁.楚如懸ゆ赫暇駆如聴巡数懸罧伸

。ゆト醍距如

臆鋸宏懸罧蹄e暉ゆρ歩枢如繕景穏密『匹跡」匪ぜ製興鞄迷遜型㍗レD

懐忍K卸弓争ゆ£桜母仲K和暴.9崎嶺聡螺怖.蝦巨R"勾り即令暖肥掴

卜孤然KeK曝罧怖.倉製ゆ恒周鯉梱冨赴劉輯e蝦較蝦聖糞瞳懸越

.駆鋸《懸罧棉ロ

。ゆ£

黙忍覗症eR翌e沸ゆ蝦姉梱姻翠過霞"K碁へKe憩冥".楚和蝋蹄

.£翼Q"。ゆ槍P黙麹簑司り即'♪レ⊃に梱繕最eレ60り心導釧灘逼

独司濯鞘・繕景穏虫十ゆむ興忍猷余『匹機・.楚ヘへ然Ke患農り.P円

ゆ胴潔鰍u舘昧最梱魍融蝦興鞍迷懸越.興雑。ゆ総質鹸拠ψ刃りゆ歩

暖距,の罎測掴h抵燃K臣陣e坤瀬ゆ舶影姻飛司"心導掴トもKミぐミ

然誌スレ」較起椥嘩独.椥ゆ杣駒役司り"趣剣癬無eレQ農湘U憲に

剣鰹蝋颪晒.⊃怪匙掴く駆気ロト蚕姻レ」錠り{榊嘩独楚根渥.畏悩

、.。ゆ歩灘撃梱嘉最ゆ恋典忍K曝罧蹄.㌣

ぺ心製鎗製理馳部ゆ赴㌶u荊黙中.⊃暖喫脚雛トへ燃K騨迦講独棉
くb曝へ叙然K魁嘩課慰侵曝罧蹄e誹塩越転eK曝螺蹄.沸湘刮麺姻

遡.群圏罧遡ゆ'♪Pj拠掴寵最e坤姻羅華独.簑湘罧蹄,レO煙遅埋

蝋e聡螺擁.楚レo網罰りゆ製輯e蟹哀劉聖鞍瞳腿鯉ゆト堵翼思曝罧椰

hム゜然K製轄e長黙縣蹄ヤ
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e帥癬聖eλ田益-斜へ爪笥.昼蝋eぐ鞠‡駁ゆ駆鞍"噛民ム孟K・

雛理

慮姻畏虞掬樋麗心妬ゆ如即鰹蝋9濫畷最O灸V⊃蘇け心畑嵐喚健

週為黙縣距e颪曜.虞菊魎鞭"蚤十機緋馴爆.思冬埋釧e椥琿駅・

。ゆ槍P臨螢簑渕"ゆ£黙旭心昂"に

梱帥寵罪題型"筈映興レ」蒙足恥奄独ゆ歩馴艇.楚椥報錦.喫悩。ゆ

恒渕eρゆや単認悩節(eρね釦掴皿騨eト益.賢噛)ン♪O"心癬聖遷

越ρ躯釈""細遍脈ゆ農初耀鰍ぺ榔齪如囎黒e鎖萎桜魍Q榊奪叡

鯉蝋e癬無腿鯉(ロ)

。ゆ槍駒溜畷報役刃

"ゆ躯翼鰍掴癬鞘遷越層瀦橡.超ρ司刃卜曜如堪黙P'♪○足罵萎遜

鯉e蝋皿湘嘩独レの鞍"申榊醒数纂群h抵然K潮軸e置懸隷蹄.緬で

期ぜ冨申。ゆや製嵐掴癬聖穏臨演毅9壇り庫繧冬腿型e撫華独ゆ舶℃

糊りゆ昧鯉e申.'♪に》o雑刃々仔簑雛幽罧魍.楚製=騒懸鯉.魯層゜

。ゆ槍駒eρゆや潔蝋掴帥掴鰹鐙卦幽母綱膿蝿萎胆娼P口R珊.e

o⊃殴艶梱蚕紬遜鯉喫'♪霧掴駈、矧慧眠課【報叫e環路.33如渕9

e帥翼騨.掴腱ゆ農駒漣蝋u蒼喫心卜馬癬迎壁魍.楚幻製麗腿鯉,

。ゆ槍簑臨麹ゆ胴

潔蝋》3℃幽遅畷與e申.⊃囎里凶纈巽悩鯉e湘嘩独9昌思群側「一騒

懸越沿にレρ授り心眺麹命漿融髄越.楚》o"湘u{鍔蝋e癬懸遷越,

螺卑e題巽遷鯉e椥避独(ヤ)

癬迎腿鯉ヤ

。ゆ←翼蝋掴皿轡紐琶蝋e晒轄蝦興鞍瞳罎越ゆ坐哩遅怒.楚隷棉

e蹄癬顯eふmあーやへ爪瓜.爵鞘eぐ舶‡恢ゆト鞍起Kふ鵡K・

癬駅

贔卿程農約樋隔心%ゆ卿駒鰹艦uゆ超畷鹸Q・飛V⊃蘇配細楓簑紬

週覧惑騒輝e颪姻,冥切遡榊り蚤十纂諦騨艇.罵奏距姻e椥琿獄・

。ゆ爲レ臨麹簑刮りゆ£黙りは弓"に

如油繕畢笹鯉足「噛㎎駆レ」,鞍息㌍軽独ゆ歩馴艇..楚榊罧齢.翼悩。ゆ

歩湘Qゆゆ胴迷認楚区Q魂ゐ佃掴皿騨eト蜀.楚Vノ♪o忍癖迎桜

鯉ゆ歩較建神嘩独ρ農狛銀鰍ぺ悌齪掴囎卑e纈萎髄型e恥逼釈

翼蝋e欝鞭腿魁(ロ)

り　緋製嵐e禦麟ゆ迷"ゆ製鞭糠嘩鯉母櫛e漣"櫃型e湘逼独ゆ

黙遡劃椥鰹毒團如外-兆e申.9£㌣臨橡築刃"ゆ恒拠諌旭湘

瞳緊幽如雛週蕪"濫躍ゆ杣P黒為誹塁"避鯉Q榊運独.糠偲

。畑£P濫畷最喚司

月ゆ仙捜艦掴熟聖笹越餐臨頚.u算刃刃歩哩如睦融V3Q息屡萎懸

鯉e面皿椥避数》の寝"{和遡数築群hへ嵐K剰報e&聡螺蹄.荊℃

幽思嶋申。ゆ魅製斑梱癬聖餐鰍麹毅D懐"心麺萎遜鯉e榔軽独ゆ前℃

輔息曜醍e申.'♪にレo穏司々牙展鋤圏罧魍.楚製亟笹型.翼穏

。ゆ槍覧eゆゆ螂耀蝋細導掴鰹温卦幽母掴羅屡萎胆釧彩ロ麺.o

Qの田胆梱姦稲腿鯉農'♪興如4.曲起眼諏罧畔e照環.～'♪如渕り

e勒製麗.掴聡ゆ虞粕鯉懸U噂£喫心に梱癬轄櫃鯉.楚却艘醸堰魍

。ゆ槍矯眺橡ゆ歩

蝦鰍レ3℃網旭峡爆e申,の囎黒掴樋萎腿鯉e湘嘩な9妬思帥製憂

遜鯉"にレリ授"心榔橡母鎧瀧腿型.楚Po翼罰思潔蝋e癬罪腿鯉

囎黒e塾巽懸鯉e湘醒な(ヤ)

緋報遜魍ヤ

。ゆト翼鰍掴皿騨紐量蝋e廻撫姻興鞄嘩笹鯉ゆ渇哩2慈.楚拠罧擁
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鍾謁eぐ樫迷e騨坦く學(oっ)
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喚臨橡ゆ歩翼蝋如環麟翼£釦如坤癬無型瞳.癬羅翻曜.昆ρ湘渕ト尽K

ミぐミへ入ス.》」司胆隷剋興鞄迷遷鯉.程榔。ゆ爲簑榔麹ゆ農"に慧

臥姻レD懐り萸萎e湘遅憩母圏蝋ノレペ鄭智如(恥゜っ駅照《嶺鞘e£製

e劉署埋瞳腿鯉瓜鵠㎎oo叶゜。一賢降)憲艶e倉叙e蝦響鞠曄e遜鯉eゆe

撫逼聡.楚》o製湘"縛綜e申.9槍レ群排顯e湾田あ1羽へ駆笥.昼

鰭e《舶‡取ゆト釈り心KムゐK.楚斡理e申.》o捻㌣eψ翼」9鎌鞍

如く←罪皿や9V℃腿鯉穏温轄鰹,慧刃トもKミぐミ然淘XQ憲罪粁
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別紙2

事業場における労働者の健康保持増進のための指針

昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号

改正平成9年2月3日健康保持増進のための指針公示第2号

改正平成19年11月30目健康保持増進のための指針公示第4号

改正平成27年11月30日健康保持増進のための指針公示第5号

改正令和2年3月31日健康保持増進のための指針公示第7号

改正令和3年2月8日健康保持増進のための指針公示第8号

1趣旨

近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者

の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加

傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが

強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達

している。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水

準で推移している。

このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面に

ついて健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、

全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要である。

なお、労働者の健康の保持増進を図ることは、労働生産性向上の観点からも重要である。

また、事業場において健康教育等の労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ

有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が、事業場において確立しているこ

とが必要である。

本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づ
き、同法第69条第1項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の

保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置1≒いう。)が適切かつ有効に実施され
るため、当該措置の原則的な実施方法にっいて定めたものである。事業者は、健康保持増

進措置の実施に当たっては、本指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、

積極的に労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医
師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を活

用することで、効果的な取組を行うものとする。また、全ての措置の実施が困難な場合に

は、可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。

2健康保持増進対策の基本的考え方

近年、生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根拠が国際

的に蓄積され、生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。

さらに、メタボリックシンドロームの診断基準が示され、内臓脂肪の蓄積に着目した保

健指導の重要性が明らかになっているざまた、健康管理やメンタルヘルスケア等心身両

面にわたる健康指導技術の開発も進み、多くの労働者を対象とした健康の保持増進活動

1



別紙2

が行えるようになってきた。

また、労働者の健康の保持増進には、労働者が自主的、自発的に取り組むことが重要で

ある。しかし、労働者の働く職場には労働者自身のカだけでは取り除くことができない

疾病増悪要因、ストレス要因等が存在しているだめ、労働者の健康を保持増進していく

ためには、労働者の自助努力に加えて、事業者の行う健康管理の積極的推進が必要であ

る。その健康管理も単に健康障害を防止するという観点のみならず、更に一歩進んで、労

働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進を

目指したものでなければならず、生活習慣病の発症や重症化の予防のために保健事業を
実施している医療保険者と連携したコラボヘルスの推進も求められている。

労働者の健康の保持増進のための具体的措置としては、運動指導、メンタルペルスケ

ア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等があり、各事業場の実態に即して措置を実施し

ていくことが必要である。

さらに、事業者は、健康保持増進対策を推進するに当たって、次の事項に留意すること

が必要である。

①健康保持増進対策における対象の考え方

健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目

指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健
康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団とし

て捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これ

らの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むご'とが望ましい。
②労働者の積極的な参加を促すための取組

労働者の中にほ健康増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられることか

ら、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにすること

が重要である。加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやスポー

ツ等の楽しみなが'ら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。また、

これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成してい

くことが望ましい。

③労働者の高齢化を見据えた取組

労働者が高年齢期を迎えても就業を継続するためには、心身両面の総合的な健康が

維持されていることが必要である。加齢に伴う筋量の低下等による健康状態の悪化を

防ぐためには、高齢期のみならず、若年期からの運動の習慣化等の健康保持増進が有効

である。健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込むことが

望ましい。

3健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項

事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かっ計画的に行うため、

以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。

また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事

業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員

会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容にっいて関係者に周知す
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ることが必要である。

なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当た

っては、労働者等の意見が反映されるようにすることが必要である。

加えて、健康保持増進対策の推進単位にっいては、事業場単位だけでなく、企業単位で

取り組むことも考えられる。

(1)健康保持増進方針の表明"

事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業揚

における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次

の事項を含むものとする。

・事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援するこ.と。

'・労働者の健康の保持増進を図ること。

・労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。

・健康保持増進措置を適切に実施すること。

(2)推進体制の確立

事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立するも

のとする(4(1)参照)。

(3)課題の把握

事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保

持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討

するものとする』なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客

観的な数値等を活用することが望衷しい。
(4)健康保持増進目標の設定

事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏

まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明

らかにする。

また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かっ計画的に行われる

ようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成の

ため.に計画を進めていくことが望ましい。

(5)健康保持増進措置の決定

事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目

標を踏まえ、事業場の実情も踏まえっつ、健康保持増進措置を決定する。

(6)健康保持増進計画の作成

事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものと

する。健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付

けることが望ましい。

健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事

項を含むものとする。

・健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項

・健康保持増進計画の期間に関する事項

・健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
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(7)健康保持増進計画の実施

事業者は、健康保持増進計画を適切かっ継続的に実施するものとする。また、健康

保持増進計画を適切かっ継続的に実施するために必要な留意すべき事項を定めるもの

とする。

(8)実施結果の評価

事業者は、事業揚における健康保持増進対策を、継続的かつ計画的に推進していく

ため、当該対策の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、

今後の取組を見直すものとする。

4健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項

以下の項目は、健康保持増進対策の推進に当たって、効果的な推進体制を確立するた

めの方法及び健康保持増進措置にっいての考え方を示したものである。事業者は、各事業
場の実態に即した適切な体制の確立及び実施内容にっいて、それぞれ以下の事項より選択

し、実施するものとする。

(1)体制の確立

事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実

・施体制を整備し、確立する。

イ事業場内の推進スタッフ

事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、

事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保

健師等の事業揚内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当

における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。

また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっ

ての指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことが

できる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。なお、健康保持

増進措置を致果的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分駐における十分な

知識・技能と労働衛生等にっいての知識を有していることが必要である。このため、

事業者は、これらのスタッフに研修機会を与える等の能力の向上に努める。.
ロ事業場外資源

健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用するこ

とに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し

専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する。,事業場外資源を活用する場

合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が

適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資

源として考えられる機関等は以下のとおり。

・労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する

支援を行う機関

・医療保険者

・地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源層

・産業保健総合支援センター
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(2)健康保持増進措置の内容

事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。

イ健康指導

(イ)労働者の健康状態の把握

健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により

労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。

健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、

疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつっ、追加で生活状況調査や医

学的検査等を実施するものである。

なお、健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者

め健康状態に応じた必要な指導を決定する。それに基づき、・事業場内の推進スタ

ッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに、必

要な健康指導を実施することが効果的である。

また、データヘルスやコラボヘルス等め労働者の健康保持増進対策を推進する

ため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態

等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有することが必要であり、その

データを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の集団間のデ「タと比較し、

事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に活

用することが望ましい。

(ロ)健康指導の実施

労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導にっいて

は、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。'また、事業者は、希望する

労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。

・労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽

しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導

・ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘル

スケア

・食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導

・歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導

・勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職揚生活を通して行

う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導

ロその他の健康保持増進措置

イに掲げるもののほか、健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活

動や環境づくり等の内容も含むものとする。なお、その他の健康保持増進措置を実

施するに当たっても労働者の健康状態を事前に把握し、取り組むことが有用である。

5健康保持増進対策の推進における留意事項

(1)客観的な数値の活用

事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明

確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状
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態等を客観的に把握できる数値を活用すること、が望ましい。数値については、例えば、
定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団問の健康状態

を比較したデータ等を活用することが考えられる。

(2)「労働者の心の健康の保持増進のたφの指針」との関係

本指針のメンタルヘルスケアとは、積極的な健康づくりを目指す人を対象にしたも

のであって、その内容は、ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導

等であり、その実施に当たっては、労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18
年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号)を踏まえて、集団や労働者の状況
に応じて適切に行われる必要がある。また、健康保持増進措置として、ヌンタルヘルス

ケアとともに、運動指導、保健指導等を含めた取組を実施する必要がある。
(3)個人情報の保護への配慮

健康保持増進対策を進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護
に配慮することが極めて重要である。

健康情報き含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのた

めに事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関

する情報の適正な取扱い指針公示第1号)等の関連する指針等が定められており、個人

情報を事業の用に供する個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や

通知、目的外の取扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限等を義務づけている。
また、個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が

特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、その適正

な取扱いの確保に努めることとされている。事業者は、これらの法令等を遵守し、労働
者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。'

また、健康測定等健康保持増進の取組において、その実施の事務に従事した者が、

労働者から取得した健康情報を利用するに当たっては、当該労働者の健康保持増進の

ために必要な範囲を超えて利用してはならないことに留意すること。事業者を含む第

三者が、労働者本人の同意を得て健康情報を取得した場合であっても、これと同様であ
ること。

なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第27条第2項及

び第3項の規定に基づき、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の

求めがあつた場合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなげればならな

いこととされていることに留意が必要であり、当該規定に基づく提供は個人情報の保

護に関する法律第23条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」に該当するたφ、
第三者提供に係る本人の同意は不要である。

(4)記録の保存

事業者は、健康保持増進措置の実施の事務に従事した者の中から、担当者を指名し、

当該担当者に健康測定の結果、運動指導の内容等健康保持増進措置に関する記録を保

存させることが適切である。

6定義
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別紙2

本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

①健康保持増進対策

労働安全衛生法第69条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう

努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置を継続的かつ計画的に講ずるための、

方針の表明から計画の策定、実施、評価等の一連の取組全体をいう。

②産業医等

産業医その他労働者の健康保持増進等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

③衛生管理者等

衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。

④事業場内産業保健スタッフ

・産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。

⑤事業場外資源

事業場外で健康保持増進に関する支援を行う外部機関や地域資源及び専門家をいう。

⑥」健康保持増進措置

労働安全衛生法第69条第1項の規定に基づく事業場において事業者が講ずるよう

努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置をいう。

'
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