
【 企画・編集 】

働くひとと組織の健康をつくる 

株式会社iCARE

どこまで健康管理を実施すれば、法令遵守が徹底できるのでしょうか？

従業員50名から始める 

健康労務

健康管理って専⾨的で難しそうなんだけど、

何から⼿を付けたらいいのか？ 

他社ではどんな健康労務を実践しているの 

だろうか？ 

そんな課題・疑問にお答えしていきます。



← 複雑で煩雑な業務

勤怠管理 

給与計算 

社会保険 

雇⽤契約 

健康管理
働き⽅ 
改⾰

労務

採⽤評価

配置

教育

⼈事の仕事は、⼤きく6つに分類できます。

労務管理は法令による義務が多く発⽣するため、 

100%ミスなくモレなく実施することが肝⼼です。 

そして、健康管理は、もっとも複雑で煩雑な業務のひとつです。



なぜ、健康管理は複雑で煩雑なのか？

他の業務に⽐べて、 

デジタル化・外部委託化が 

遅れている

⼈事・労務領域の中でも紙による管理が

多く残っている分野。外部委託できるサ

ービスやシステムは⼤企業向けに提供さ

れている。

従業員数 50⼈を超えると、 

義務が増える

衛⽣委員会の設置、衛⽣管理者・産業医

の選任、ストレスチェックの実施、健康

診断結果報告書の提出、その他コンプラ

イアンスの徹底

本マニュアルで解説します



⽬次

1章：50⼈を超えると発⽣する義務 

2章：衛⽣委員会の設置 - 上⼿に使うと⼈事の仕事がラクになる 

3章：産業医の選任 - 5タイプの産業医を使い分けよう 

4章：ストレスチェックの実施 - 本来の価値は集団分析にあり 

5章：定期健康診断の結果報告書提出 - 事前準備で効率化できます 

6章：健康労務の負荷を下げる、デジタル化のすすめ



50⼈を超えると発⽣する義務



企業が担う、従業員の健康を守る義務とは？

労働安全衛⽣法では 

「従業員が健康を害さないように働くために、企業が管理しなければならないこと」が 

規定されています。⼤きく分けると以下2つの業務に分類できます。

体制を整えて

衛⽣管理者衛⽣委員会

産業医職場巡視

業務を遂⾏する

健康診断の管理

メンタル不調の予防

⻑時間労働の対策

産業医の⾯接指導



具体的に、50⼈を超えると発⽣する義務

衛⽣委員会の設置

労働者の健康について審議する委員会。実施義務違反で50万円以下の罰⾦。

衛⽣管理者の選任

14⽇以内に選任し、労働基準監督署に選任届を提出。産業医との窓⼝になることも。

産業医の選任

14⽇以内に選任し、労働基準監督署に選任届を提出。

ストレスチェックの実施

1年に1回実施し、希望する者には産業医⾯談を実施。労働基準監督署に報告書を提出。

定期健康診断結果の報告書提出

健康診断の結果を集計し、労働基準監督署に報告書を提出。



「50⼈」とは、誰が対象なのか？

「常時五⼗⼈以上の労働者を使⽤する事業場」とは・・・ 

常時使⽤する労働者：雇⽤形態を問わず、すべての労働者が対象です。 

事業場：⽀店や営業所など場所が離れていれば、それぞれ個別に計算します。

⼤阪⽀社

正社員

15⼈

東京本社

アルバイト 

有期契約

派遣社員正社員

60⼈

義務が発⽣する



衛⽣委員会の設置

上⼿に使うと⼈事がラクになる、



衛⽣委員会の設置

まずは衛⽣委員会の設置からはじめる理由

産業医の選任やストレスチェックの実施を進めていくには、 

衛⽣委員会を通して労使間の合意をとっておく必要があります。 

可能であれば、50⼈を超える前から会議体を設けることをおすすめします。

衛⽣委員会

産業医の選任・解任

ストレスチェックの実施計画

健康診断の状況報告

議事録



衛⽣委員会の設置

衛⽣委員会のメンバー構成

⼤きく分けて3つの役割で構成されます。 

1.委員⻑ 2.使⽤者側委員 3.労働者側委員。 

委員の過半数は労働者側としなければならないため、7⼈または5⼈のメンバーが必要です。

使⽤者側

衛⽣管理者

⼈事労務

産業医

委員⻑

統括衛⽣管理者または事

業の実施を統括管理する

者等 

決裁権のある 

所⻑・部⻑が 

望ましい 

労働者側

委員

委員

委員

※兼任可能



衛⽣委員会の設置

衛⽣委員会設置・運営に関する義務

衛⽣管理者の選任

50⼈を超えたら、14⽇以内に選任し労働基準監督署に選任届を提出します。 

衛⽣管理者の資格取得には半年近くかかることもあるため早めに準備を進めておきましょう。  

毎⽉1回（以上）の開催

産業医が同席することが望ましいので、巡視の⽇程と合わせます。

議事録の作成・周知・保存

議事録の周知では、従業員がいつでも⾒れる場所に掲⽰する・ファイルを保管する等の⽅法で

⼗分です。 

選任届のフォーマット



衛⽣委員会の設置

衛⽣委員会の議事録サンプル

2019年9⽉ 委員会議事録 

実施⽇：2019年9⽉27⽇  14:00〜14:30 

記録者：福⽥ 

 

■出席者 

・⽯野 （議⻑・統括衛⽣管理者） 

・⼭⽥ （産業医） 

・渡辺 （衛⽣管理者） 

・福⽥ （営業部） 

 

■⽋席者 

・酒井 （衛⽣に関する経験を有するもの） 

・⽥中 （CS部） 

・安⽥ （開発部） 

 

■前⽉の報告事項 

1.労災発⾒件数 

 ・労災：0件 

 ・通勤災害：0件 

2.時間外労働状況 

 ・平均時間：9.25h（直近4ヶ⽉） 

 ・45時間以上：3名 



衛⽣委員会の設置

衛⽣委員会の議事録サンプル - つづき

↓前ページからの続き 

 

■今⽉の審議内容 

1.前⽉からの継続審議事項 

 課題1：オフィス内でコバエが発⽣する 

 ・担当者：酒井 

 ・現状：前⽉の衛⽣委員会で、以前効果のあったスプレー対策を再開することに決めた。 

 ・今後：スプレーの在庫を確認・購⼊する 

 課題2：災害時・緊急時のルール化 

 ・担当者：⽯野 

 ・現状：連絡⽅法や出社判断等のルールを決める 

 ・今後：来⽉までに作成 

 

2.新規の審議事項 

 課題1：職場巡視の強化 

 ・担当者：渡辺・⼭⽥ 

 ・現状：オフィスに物が多くなっている。机の下に置いてる物が多い。 

 ・今後：衛⽣管理者の週1回チェック、産業医1ヶ⽉に1回実施。随時整理整頓状況をその場で指摘する。 

 課題2：オフィスのエアコン調整 

 ・現状：気温が下がるまで様⼦⾒ 

 

■産業医のコメント 

RSウィルス含めて⾵邪が流⾏っているので各⾃⼿洗い重視していきましょう。



産業医の選任

5つのタイプを使い分けたい



産業医の選任

産業医 5つのタイプ

新規⽴ち上げ系

産業衛⽣の⽴ち上げで必要

衛⽣委員会の⽴ち上げ

不在時の不調者対応

リーダークラスからの

⾯談実施

法令遵守系

産業衛⽣の法令遵守で必要

衛⽣員会の産業医話・

コメント

不在時の不調者対応

健康診断・ストレスチ

ェック・過重労働の対

応・記録 

法令企画系

産業衛⽣の成⻑で必要

衛⽣委員会でテーマ別 

衛⽣懇話 

休職復職のルール化

健康診断・ストレスチ

ェック・過重労働対応

をルール化

制度設計系

産業衛⽣の成熟で必要

ライン・新卒対象等の 

社内研修の実施

グローバル対応の仕組

各種⼈事課題への取り

コンサル系

産業衛⽣の進化で必要

企業戦略と同時に、組

織活性・コンサルタン

トの役割を担う 

健康経営を推進、社内

の健康増進を⼈事と⼀

緒に指揮

⾼いスキルと経験

初めての選任でおすすめ



産業医の選任

⾃社にマッチした産業医の選び⽅

産業医には法律で定められた業務があります。 

しかし、50⼈を超えたばかりの企業ではプラスアルファで求めたい業務もあります。

産業医選びの基準

貴社の事業内容について調べている 

ビジネスマナーを有しているか 

衛⽣委員会に参加、衛⽣⾯でのサポートが可能 

発⽣時の不調者対応、⽅針の意⾒ 

健康診断のチェック、意⾒書作成 

ストレスチェック実施者、⾼ストレス者対応 

過重労働者の対応、衛⽣体制の仕組み化

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.



産業医の選任

すぐれた産業医を⾒極めるポイント

産業医を選ぶ際に、メンタル不調者への対応を理由に精神科出⾝がよく望まれています。 

しかしメンタルヘルスの対応は、産業医業務のごく⼀部です。 

すぐれた産業医を⾯接で⾒極める質問をピックアップしてみました。

⾯接時の質問

弊社のホームページ⾒て頂きましたでしょうか？ Q メンタル不調者の対応はしてもらえますか？Q
1時間の産業医訪問の時間割の内訳を教えてくだ

さい。

Q ストレスチェックの実施者になっていただけます

か？

Q

 衛⽣委員会はどうすれば良いですか？ 

参加してもらえますか？

Q 健康診断結果を⾒てもらえますか？Q

 産業医の⾯接の対象者は誰ですか？ 

⾯接は1回何分くらいですか？

Q
過重労働対策は、具体的にどのようにしたら良い

ですか？

Q

本⼈が拒否する場合はどうしたらよいですか？ Q
もし来社されていないときに不調者の問題が発⽣

した場合はどうしたら良いですか？料⾦は発⽣し

ますか？

Q

産業医の巡視は何をされるのですか？ 

なぜやるのですか？

Q
産業医の⾯接した内容は共有してもらえますか？Q



産業医の選任

産業医の選任に関する義務

産業医選任届の提出
50⼈を超えたら14⽇以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に選任届を提出します。 

選任義務は最⼤50万円の罰則付き規定です。

毎⽉1回の職場巡視
産業医の巡視を2ヶ⽉に1度とするには、衛⽣管理者による巡視を週1回実施して産業医に情報を

共有する必要があります。 

はじめての選任では、毎⽉職場に訪問することを前提としましょう。 

選任届のフォーマット



産業医の選任

働き⽅改⾰により、産業医権限が強化

働く⼈の健康管理を徹底する法改正が実施されています。 

産業医⾯談をないがしろにする、衛⽣委員会に出席しないなど、消極的な産業医を選任することは 

企業としてコンプライアンスが徹底できていないとみなされます。

労働安全衛⽣法を改正



ストレスチェックの実施

本来の価値は集団分析にあり



ストレスチェックの実施

実施義務と対象者の⼈数の違い

ストレスチェックを実施する義務が発⽣する⼈数と、実際に受検する⼈数は異なることがあります。 

通常勤務者の4分の3未満の就業時間の労働者は、義務対象ですが対象者になりません。 

派遣社員の場合、実施義務の⼈数にはなりますが受検⾃体は派遣元で⾏います。

義務が発⽣する

アルバイト 

有期契約

派遣社員正社員

60⼈

受検対象



ストレスチェックの実施

衛⽣委員会による調査審議と産業医

ストレスチェックの事前準備には想定以上の時間がかかります。 

衛⽣委員会で実施⽅法を規定し実施者を決める必要があるためです。

説明・情報提供実施者に任命

衛⽣委員会

実施者 
（産業医が望ましい）

労働者

ストレスチェック 
を実施

実施規程を作成



ストレスチェックの実施

⼈事担当者は実施事務従事者になれるのか？

ストレスチェックの関する事務作業（結果の回収・集計・その他健康情報の取扱）を 

すべて実施者 = 産業医が担うことは現実的ではありません。 

そこで実施事務従事者を⼈事担当者が実施事務従事者を担うケースがあります。

⼈事権あり

社⻑（事業者）

専務、⼈事部⻑など

ストレスチェックの 

「実施の事務」に従事不可

⼈事権なし

⼈事課の職員

その他の部署の職員

ストレスチェックの 

「実施の事務」に従事可能



ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施に関する義務

ストレスチェックの実施および結果の報告

50⼈を超えたらストレスチェックを実施し、労働基準監督署に実施状況を報告する義務があり

ます。最⼤50万円の罰則付き規定です。

ストレスチェック結果の保管（5年間）

個⼈の受検結果、集団分析の結果、⾯接指導結果の記録は事業者が5年間保管することが義務付

けられています。

⾼ストレス者で、希望する者への⾯接指導

⾼ストレス者と判断された労働者が、医師による⾯接指導を希望した場合には、事業者は⾯談

を受けさせる義務が発⽣します。 

⾼ストレス者から⾯談の申し出があってから1ヶ⽉以内の実施が求められています。 

結果報告書のフォーマット



ストレスチェックの実施

集団分析のはじめ⽅

ストレスチェック実施後の集団分析は努⼒義務です。 

とはいえ、⾼ストレス者が発⽣している職場においては実施することが当然と求められています。 

また担当者にとっては経営層への実施報告レポート代わりにもなります。

集団分析は⼈事担当者と産業医が協⼒しなければ作れま

せん。 

何から⼿をつけたらいいかわからない⽅は、この⼿引書

（PDF）を参考にしてみてください。 

※平成27-29年度厚⽣労働科学研究費補助⾦（労働安全衛⽣総合） 

「ストレスチェック制度による労働者のメンタルヘルス不調の予防と

職場環境改善効果に関する研究」の⼀環として制作 



定期健康診断の結果報告書提出

事前準備で効率化できます



定期健康診断の結果報告書提出

健康診断の義務は受診させるだけで終わりません



定期健康診断の結果報告書提出

結果報告書の作成には、データの集計が必要

健康診断の事後措置には⼤きく分けて4つの業務があります。 

このうち結果報告書の作成については、 

個⼈の結果をすべて回収して就業判定や有所⾒者の把握が完了して、はじめて作成できる業務です。

健診結果の通知と保管

 産業医による就業判定

有所⾒者の把握と保健指導

結果報告書の作成と提出

… データ整理・集計の時間

結果の回収→就業判定→有所⾒者の把握→結果報告書の作成 

以上の順番でデータ集計します。



定期健康診断の結果報告書提出

具体的な書き⽅

以下の記事にてステップバイステップで詳しく解説しています。 

報告書の記⼊項⽬によっては「何の数字を集計したらいいの？」と分かりづらい点もあります。 

そういった点を産業医が解説していますので安⼼して参考にしてください。

定期健康診断結果報告書！この書き

⽅でらくちん５分で終了！

Carely編集部



健康労務の負荷を下げる、 

デジタル化のすすめ



健康情報を 

個⼈カルテ⼀元化

産業医⾯談の 

予約と記録の管理

法令遵守のための 

ダッシュボード

⼈事システムとの 

情報連携

煩雑な業務を効率化する4つの機能



紙やエクセルの健康情報を

健康診断の結果、ストレスチェック、残業時

間、産業医の⾯談記録など。 

これまでバラバラに保管されていた従業員の健

康情報を、ひとつのシステムで管理。 

国際基準のセキュリティで守られたクラウドシ

ステムを利⽤しつつ、⼈事と産業保健スタッフ

がスムーズに情報共有できます。 

ペーパレスで安全に⼀元管理



健康情報を⾃動で処理して

ストレスチェックの⾼ストレス者、残業の多い

過重労働者、健康診断の有所⾒者など労務リス

クの⾼い従業員を⾃動抽出。 

産業医⾯談を予約→産業医が記録を作成→⼈事

が実施状況を確認がひとつの画⾯で完結しま

す。 

 

不調者をいち早く把握、ケアへ



従業員の健康管理業務がひと⽬で⾒えるから

働き⽅改⾰関連の法改正により、健康管理に関

する労務管理・法令遵守は年々厳しさを増して

います。 

どこまでやればコンプライアンスは⼗分なの

か？がひと⽬で分かる健康管理ダッシュボード

を使ってみてください。 

法令遵守の徹底をミスなくモレなく



⼿厚いサポートとシステム連携で

導⼊前〜導⼊時にかけて、健康管理業務の状況

を細かにヒアリング。システムの使い⽅だけで

なく、健康診断の予約やストレスチェックの実

施などの業務そのものを効率化して、⼈事担当

の⼯数削減を実現します。 

スムーズに導⼊して⼯数を削減

 勤怠管理システム
労務管理システム

チャットサービス CSV連携



組織改善レポート付 

ストレス 

チェック

疲労蓄積度⾃動判定 

⻑時間 

労働対策

産業医⾯談 

記録と管理

健康管理 

ダッシュボード

保健師による 

健康相談窓⼝

衛⽣委員会 

議事録と掲⽰

不調者の 

⾃動判定

メンタル不調者 

継続フォロー

その他、健康管理の法令遵守が 

ミスなくラクになる機能も。



Carelyの導⼊企業



システムの画⾯をさわってみたい、 

具体的な導⼊・運⽤実績を知りたい、 

という⽅はお問い合わせください。

問い合わせる

クリックするとWEBサイトが開きます



株式会社iCAREについて

会社概要 経営メンバー

会社名 

設⽴ 

従業員数 

資本⾦ 

TEL

会社HP

所在地

事業内容

株式会社iCARE 

2011年6⽉ 

83名（2021年1⽉時点） 

22億8,725万円（資本余剰⾦含む） 

050-3171-8276

https://www.icare.jpn.com/

〒150-0044 

東京都渋⾕区円⼭町10番18号マイキャッスル渋⾕JP201

- 健康管理システムCarelyの企画・運営 

- 産業医による企業の健康管理指導受託業務 

- ⼈材紹介事業 （厚⽣労働省許可番号 13-ユ-306460） 

- 労働者派遣事業（厚⽣労働省許可番号 派13 - 309227）

取締役COO ⽯野 良朋
2002年：ソフト技研⼊社。国交省のシステム開発に従事。 

2004年：ベイカレント・コンサルティング⼊社。⼤⼿ポータルサイトの開発後は、コンサルタントと

して製造／⾦融業など数多くのプロジェクトを管理。 

2013年：マーベラス⼊社。インフラチームのマネージャーとして従事。 

2015年：サイバード⼊社。開発統括部⻑として組織戦略や採⽤など幅広く従事。 

2017年：iCAREにCTOとしてジョインし開発組織を⽴ち上げ、⼈事部⻑も兼任。 

2020年8⽉より現職

取締役CRO 中野 雄介
1991年⽣まれ、名古屋市出⾝。滋賀⼤学教育学部卒業後、⼤⼿⼈材会社に⼊社。 2015年11⽉株式会社

iCAREに第⼀号社員としてジョイン。 

Sales / Marketing 担当として500 社以上の衛⽣委員会⽴ち上げやストレスチェック実施、メンタル不

調者対応などの健康管理に携わる。 

2019年1⽉にSales / Marketing 部⻑に就任し、2019年9⽉に執⾏役員CRO（Chief Revenue Officer）

に就任。2020年7⽉より取締役に就任。

代表取締役CEO ⼭⽥ 洋太 

⾦沢⼤学医学部医学科卒業。離島医療を経験後、慶應義塾⼤学⼤学院経営管理研究科（MBA）修了。 

在学中にiCAREを創業、病院の経営企画室⻑にも従事。現在はiCAREのCEOとしての業務に従事しつ

つ、週末は⼼療内科・⼀般内科診療も継続。iCAREが⾏うプロ産業医育成講座の講師も務める。 厚⽣

労働省「第2回 柔軟な働き⽅に関する検討会」では現役産業医の⽴場から提⾔。

産業医・労働衛⽣コンサルタント・総合内科専⾨医・⼼療内科医


