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Ｑ項目                Ｑの内容             

[第１部 健康診断関係法令] 

 （第１章 健康診断一般） 

１ 法令・通達の確認 健康診断に関する法令・通達などを確認する方法を教

えてください。 

２ 用語の定義   使用者、事業者等の用語はどのように使い分けているの

ですか？ 

３ 健康診断の目的労働安全衛生法に基づく健康診断の目的は何ですか？  

４ 健康診断の根拠規定健康診断実施を実施しなければならない根拠を教えて

ください。 

５ 健康診断の種類健康診断にはどのような種類がありますか？  

６ 健康診断の対象者パートタイマーには、健康診断を実施する必要がありま

すか？ 

７   〃      派遣労働者の健康診断の実施義務者は派遣元、派遣先

のどちらですか？ 

８   〃      育児休業中・介護休業中や病気休業中の労働者に健康

診断を実施する必要はありますか？ 

９ 健康診断後の実施事項 健康診断後に実施しなければならないことは何で

すか？ 

１０未受診への対応健康診断を受けることができなかった労働者にはどうした

らよいですか？ 

１１受診拒否         会社が準備した健康診断を労働者が受診拒否した場合

にはどうすればよいですか？ 

１２健康診断未実施の罰則 健康診断を実施しない場合の罰則はどのようなも

のですか？ 

１３健康診断の費用健康診断の費用や受診時間と賃金はどのように扱うべきで

すか？  

 （第２章 一般健康診断） 

１４雇入時健康診断雇入時健康診断の意義は何ですか？ 

１５  〃      雇入時の健康診断項目はどのようなものですか？ 

１６  〃      健康診断項目の「業務歴の調査」とはどのような目的

で行うのですか？ 

１７定期健康診断   一般定期健康診断の内容は何ですか？ 

１８  〃      一般定期健康診断の項目を省略する基準はあるのです



か？ 

１９〃        40 歳未満の者に対する胸部エックス線検査の省略はど

のようになっていますか？ 

２０  〃      40 歳未満の者に対する血液検査などが省略できるので

すか？ 

２１  〃      他の健康診断で受診した項目がある場合は省略するこ

とができますか？ 

２２特定業務健康診断特定業務に従事する者に対する健康診断とは何ですか？ 

２３  〃      特定業務健康診断の項目を省略する基準はあるのです

か？ 

２４自発的健康診断自発的健康診断とはどのようなものですか？ 

２５海外派遣労働者健康診断 海外派遣労働者の健康診断とはどのようなもの

ですか？ 

２６結核健康診断   結核健康診断は実施しなくてよいのですか？ 

２７給食従業員の検便給食従業員の検便検査とはどのようなものですか？ 

２８労災二次健康診断等給付 労災保険の二次健康診断等給付制度とはどのよ

うなものですか？ 

 （第３章 特殊健康診断） 

   １節 労働安全衛生法に基づく特殊健康診断） 

２９特殊健康診断一般特殊健康診断を行わなければならない有害業務とは？ 

３０  〃      有害化学物質に係る健康診断（第一次健康診断）にお

ける「作業条件の簡易な調査」などの留意事項には何がありますか？ 

３１  〃      有害化学物質に係る健康診断における第二次健康診断

の必要性の判断とその項目の選定、「作業条件の調査」についての留意事項には

何がありますか？ 

３２  〃      特殊健康診断の第２次健康診断は事業者の義務として

行い、費用も負担すべきなのですか？ 

３３  〃      各規則に定める特殊健康診断の対象者はどのように選

定するのですか？ 

３４  〃      特殊健康診断の対象者を選ぶ際の「常時」はどのよう

に理解したらよいですか？ 

３５  〃      特殊健康診断の対象者を選ぶ際に、「……場所における

作業」という規定はどのように理解したらよいですか？ 

３６  〃      以前、有害業務に従事していた者に対し健康診断を実

施する必要はありますか？ 

３７歯科健康診断 歯科健康診断とはどのようなものですか？ 



３８有機溶剤健康診断有機溶剤健康診断の対象者はどのように選定するのです

か？ 

３９  〃      有機溶剤健康診断の項目を教えてください。 

４０鉛健康診断    鉛健康診断の対象者、項目、実施時期について教えて

ください。 

４１  〃      鉛に係る健康診断の実施は、どのような業務が対象に

なりますか？ 

４２生物学的モニタリング検査 生物学的モニタリング検査とは何ですか？ 

４３  〃      生物学的モニタリング検査における尿の採取時期の留

意点はありますか？ 

４４  〃      生物学的モニタリング検査で省略できる場合とはどの

ような場合ですか？ 

４５四アルキル鉛健康診断 四アルキル鉛健康診断の対象者は、どのように決め

るのですか？ 

４６  〃           四アルキル鉛健康診断の項目を教えてください。 

４７特定化学物質健康診断 特定化学物質健康診断の対象者は、どのように決め

るのですか？ 

４８  〃           従来、有機溶剤として規制されていた物質が特定化学

物質としての規制も受けることとなったと聞いたのですがどのようにことです

か？ 

４９  〃           特定化学物質健康診断の対象とならない業務とは何

ですか？ 

５０  〃           エチルベンゼン等に関する健康診断について分かり

易く説明してください。 

５１  〃          特定化学物質健康診断の項目を教えてください。 

５２高気圧作業健康診断 高気圧作業健康診断の対象者は、どのように決めるの

ですか？ 

５３  〃           高気圧作業健康診断の項目を教えてください。 

５４電離放射線健康診断 電離放射線健康診断は、どのような労働者が対象にな

りますか？ 

５５  〃           管理区域とはどのようなものですか？ 

５６  〃           除染等電離放射線健康診断は、どのような労働者が対

象になりますか？ 

５７  〃           電離放射線に係る健康診断（電離放射線健康診断・除

染等電離放射線健康診断）は、どのような項目を実施するのですか？ 

５８  〃           電離放射線に係る健康診断において、健診項目の省略



はどのような場合にできますか？ 

５９  〃           東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従

事者に対する健康診断は、どのように取り組んだらよいですか？ 

６０   〃           緊急作業従事者に対する健康診断費用の補助がある

と聞きましたが、どのような内容ですか？ 

６１石綿健康診断       石綿健康診断はどのような労働者が対象になります

か？ 

６２  〃           石綿健康診断の項目を教えてください。 

   第２節 じん肺法に基づくじん肺健康診断 

６３じん肺健康診断   じん肺健康診断の実施が必要な対象作業について教

えてください。 

６４  〃        じん肺健康診断の種類・対象者・実施時期は、どのよ

うですか？ 

６５  〃       じん肺健康診断の項目について教えてください。 

６６  〃        じん肺管理区分は、どのように決定されますか？ 

６７  〃        じん肺健康診断結果に基づく健康管理のための措置

としては、どのようなことが必要ですか。 

  第３節 指導勧奨による特殊健康診断 

６８指導勧奨による健康診断の種類 行政指導に基づく健康診断には、どのよう

な種類がありますか？ また、その根拠も教えてください。 

６９腰痛健康診断  腰痛健康診断とはどのような内容ですか。 

７０ＶＤＴ作業健康診断ＶＤＴ作業健康診断とはどのような内容ですか？ 

７１騒音作業健康診断騒音作業健康診断はどのような内容ですか？ 

７２振動業務健康診断振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断はどのような

内容ですか？ 

７３レーザー光線健康診レーザー光線の健康診断はどのような内容ですか？ 

７４引金付工具健康診断引金付工具健康診断はどのような内容ですか？ 

  第４節 健康管理手帳による特殊健康診断 

７５健康管理手帳 健康管理手帳による健康診断はどのような業務が対象にな

りますか？ 

７６  〃          健康管理手帳の交付の申請やこれによる受診はどの

ようにしたらよいですか？ 

 （第４章 健康診断後に実施する事項） 

７７健康診断結果の記録健康診断結果の記録とはどのように行うのですか？ 

７８健康診断記録の保存健康診断の記録はどの程度の期間保存する必要があり

ますか。 



７９健康診断結果の医師等意見聴取 健康診断結果に関する医師等からの意見

聴取とはどのように行うのですか？ 

８０健康診断事後措置健康診断結果に基づいて講ずる措置とはどのようなもの

ですか？ 

８１健康診断結果の通知健康診断の結果の通知は、事業者の義務ですか？ 

８２健康診断結果報告所轄労働基準監督署への健康診断結果報告はどのように

行うのですか？ 

[第２部 事業場における健康診断の実施] 

 （第１章 健康診断実施のための事業場内の体制の整備） 

８３健康管理規定の整備健康管理の基本方針を定めておきたいのですが。 

８４健康管理目標 健康管理目標は、どのように設定したらよいですか？ 

８５          具体例に沿って健康管理目標の立て方を教えてくだ

さい。 

８６健康診断担当者の役割 事業場における健康診断担当者はどのような役割

を担っていますか？ 

８７         健康診断の企画をする際にどのようなことを考慮する

必要がありますか？ 

８８健康診断の段取り健康診断を実施するに当たっての段取りを教えてくださ

い。 

８９事業場産業医の役割産業医は健康診断に関してどのような役割を担ってい

ますか？ 

９０衛生委員会の役割健康診断実施計画について衛生委員会などでどのように

審議したらよいですか？ 

  （第２章 健康情報の保護とプライバシーの保護） 

９１個人情報保護法健康診断情報を取り扱う立場です。個人情報保護法につい

て教えてください。 

９２個人情報保護の取組み 事業場における健康情報の保護はどのように取り

組んだらよいですか？ 

９３守秘義務          保健医療従事者の守秘義務には、どのような規定があ

りますか？ 

９４エイズ検査等      エイズウイルス、肝炎ウイルスの検査を健康診断時な

どに行ってもよいでしょうか。 

９５エックス線フィルム貸出 医療機関を受診のためエックス線フィルムなど

を貸出してほしいとの要望があるのですが。 

 （第３章 健康診断機関の選定と契約） 

９６健康診断機関の種類健康診断機関には、どのような種類がありますか？ 



９７全国展開事業の健康診断一括実施 全国に工場や営業所のある全国分散型

の企業ですが、全国で健康診断を一括して実施してくれる機関はありますか？ 

９８健康診断機関の選定健康診断機関を選定する際に、どのようなことを確認

したらよいですか？ 

９９健康診断機関の望ましい条件健康診断機関を選定する際の望ましい条件と

して、どのようなことを重視したらよいですか？ 

１００ 精度管理    精度管理とは何ですか？ 

１０１    外部精度管理について教えてください。 

１０２ 労働衛生サービス機能評価労働衛生サービス機能評価制度とは、どのよ

うなものですか？ 

１０３健康診断機関との契約 健康診断機関に健康診断を依頼するに当たって

決めておくべきことはどのようなことがありますか？ 

１０４             健康診断を業務委託する際の仕様書（確認書）はどの

ようにしたらよいですか？ 

 （第４章 健康診断の事前準備と実施） 

１０５ 事業場内各部署・健診機関との間の調整 巡回健康診断方式で健康診断

を行う場合、事業場内各部署や健診機関との間でどのような調整を行う必要が

ありますか？ 

１０６ 健康診断会場の準備等 巡回健康診断の会場の準備等としてどのような

ことが必要ですか？ 

１０７ 健康診断の広報健康診断実施について労働者に対する広報はどのよう

に行えばよいですか？ 

１０８ 受診票（問診票など）配布受診票（問診票など）を配布する際に、どの

ようなことに留意したらよいですか？ 

１０９ 受診時の留意事項一般健康診断を受けるときに留意すべき点はありま

すか？ 

１１０             自動車運転者等に対する一般健康診断において留意す

べき事項は何ですか。 

１１１             特殊健康診断を受けるときに留意すべき点はあります

か？ 

１１２             がん検診を受けるときに留意すべき点はありますか？ 

１１３             マンモグラフィ（乳がん検診）と乳房超音波検査の違

いについて教えてください。 

１１４ 事故への対応  健康診断実施時の事故への対応はどのようにしたらよ

いですか。 

１１５ 緊急対応を要する所見 健康診断において緊急対応を必要とする所見が



発見された場合の対応はどのようにすればよいですか。 

 （第５章 健康診断結果の評価及び事後措置等への活用） 

  第１節 健康診断結果の判定、評価等 

１１６ 総合判定健康診断の総合判定とは、どのようなことですか？ 

１１７         検査項目ごとの判定は健康診断機関によって異なる場

合があると聞いたのですが？ 

１１８         総合判定、医療区分判定、就業区分判定のそれぞれの

意味を教えてください。 

１１９                健康診断結果の判定や結果通知はオーダーによって対

応してもらえますか？ 

１２０ 有所見       健康診断の結果で「有所見」とは、どういうことです

か？ 

１２１ 有所見率の改善 健康診断の有所見率を改善するには、どのように取り

組んだらよいですか？ 

１２２ 医療区分判定後の措置 健康診断の結果で「要経過観察」、「要再検査」、

「要精密検査」と判定された場合、どのようにしたらよいでしょうか？ 

１２３         健康診断の結果で「要医療」になった場合にどこの医

療機関で受診すればよいのでしょうか？ 

１２４ 保健指導     健康診断後の保健指導はどのように行ったらよいです

か？ 

  第２節 健康診断結果に基づく就業区分と措置 

１２５ 健康診断結果に基づく事後措置 健康診断結果に基づく事後措置として

は、どのようなことが必要ですか？ 

１２６ 健康診断事後措置指針 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置

に関する指針」はどのような内容ですか。    ［指針全文掲載］ 

１２７ 特殊健康診断結果に基づく事後措置有害化学物質に係る健康診断結果

に基づく事後措置はどのように行うのですか？ 

１２８                 特殊健康診断結果（管理区分）について、事後措置は

どのように行ったらよいのでしょうか？ 

１２９                 腰痛健康診断の結果に基づく事後措置は、どのように

行ったらよいのでしょうか？ 

１３０                 ＶＤＴ作業健康診断の結果に基づく事後措置は、どの

ように行ったらよいのでしょうか？ 

１３１                 騒音作業健康診断の結果（管理区分）について、事後

措置はどのように行ったらよいのでしょうか？ 

１３２ 病者の就業禁止健康診断実施により病気が見出された場合には、就業を



禁止すべきでしょうか。 

第３節 結果通知、報告 

１３３ 健康診断結果の通知健康診断の結果通知を行う際、留意すべき事項はあ

りますか？ 

１３４ 検診結果に関する電話相談健康診断結果通知書の内容について、健康診

断を受けた機関に電話で相談することはできますか？ 

１３５ 労働基準監督署への報告労働基準監督署に健康診断結果を報告すると

きはどのようにするのですか。 

１３６                 所轄労働基準監督署長へ提出する健康診断結果報告

書には、有所見者数をどのように扱うのですか？ 

１３７ 分布区分有機溶剤の健康診断結果報告書の中に記載する分布区分とは、

どのようなことですか？ 

１３８                 鉛の健康診断結果報告書の中に記載する分布区分は

どうですか？ 

１３９ じん肺管理区分決定通知じん肺健康診断のじん肺管理区分の決定の通

知は、どうすればよいでしょうか？ 

１４０ 衛生委員会への健康診断結果報告衛生委員会などへの健康診断結果の

報告は、どのように行ったらよいですか？ 

 （第６章 メンタルヘルス対策、過重労働対策等） 

  第１節 メンタルヘルス対策 

１４１ メンタルヘルス指針 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」と

はどういうものですか？ 

  第２節 ストレスチェックとその結果に基づく面接指導等 

１４２ ストレスチェック労働安全衛生法に基づくストレスチェックとはどの

ようなものですか？ 

  第３節 全衛連のメンタルヘルスサービス 

１４３ 全衛連方式メンタルヘルスサービス全衛連のメンタルヘルスサービス

とはどのようなものですか？ 

１４４                 全衛連のメンタルヘルスサービスと労働安全衛生法

のストレスチェック、メンタルヘルス指針など他の制度との関係はどのような

ものですか？ 

１４５                 全衛連のメンタルヘルスサービスを実施する意義は

どのようなものですか？ 

１４６                 全衛連のメンタルヘルスサービスによるストレスチ

ェックの結果は原則として事業者に示されないと聞いていますが、事業者が講

じるべき措置はどうしたらよいのですか？ 



  第４節 長時間労働者に対する面接指導等 

１４７ 長時間労働者に対する面接指導 長時間労働者に対する医師による面接

指導は、どのように行ったらよいでしょうか？ 

  第５節 健康保持増進対策（ＴＨＰ） 

１４８ 健康保持増進指針「労働者の健康保持増進のための指針」は、どういう

ものですか？ 

１４９ 労働者健康保持増進サービス機関は、どのようなことができるのです

か？ 

１５０ 衛生委員会の審議衛生委員会などでの健康づくり活動についての審議

は、どのように行ったらよいですか？ 

 （第７章 特定健康診査、人間ドックその他の健康診断） 

１５１ 特定健康診査特定健康診査とは、どういうものですか？ 

１５２ 安衛法健康診断との違い労働安全衛生法の健康診断と高齢者医療確保

法の特定健康診査との違いはどういうものですか？ 

１５３ 特定保健指導特定保健指導とはどのようなものですか。 

１５４ 特定保健指導の品質保証特定保健指導の品質保証とはどういうもので

すか？ 

１５５ 人間ドックなど人間ドックではどのような検査項目を実施するのです

か？ 

１５６ がん検診とはなんですか。 

１５７ 婦人科健診とはなんですか。 

１５８ 腹部超音波検査とはなんですか。 

１５９ 骨粗しょう症検査とはなんですか。 

 （第８章 安全配慮義務（労働契約法、民法）） 

１６０ 安全配慮義務事業者の安全配慮義務とはどのようなことですか？ 
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