
ごあいさつ

日頃より関係機関、一般企業、地域住民等の多くの皆様に支えられ、平成29年度の健康管理事業

を推進でき、心より深く感謝申し上げます。

当協会は労働安全衛生法に基づく職域健康診断が主たる健康診断業務です。

平成29年の全国での定期健康診断実施事業所数は約12万事業所で受診者数は約1,360万人でし

た。その有所見率は54.1％でした。業種別有所見率は建設業が最も高く62.5％で、全ての業種が50％

超えている状況です。

また、検査項目別では生活習慣病と言われる血中脂質検査の有所見率が高く32.3％となっており、

10％を超えるその他項目が肝機能検査、血糖検査、血圧となっています。この 4 項目の有所見率は変

動無く高い状態で推移しています。

なお、この統計資料は各都道府県の労働基準監督署へ届出された50人以上の事業所であり、届

出する必要の無い50人未満の事業所は集計されていませんので、全国全ての事業所の有所見率はさ

らに高くなると考えられます。

当協会が平成29年に実施した健康診断、保健指導、作業環境測定等を事業年報として集計しまし

たのでご高覧ください。

これから高齢化社会がさらに進む中で健康の確保が重要になって参ります。

WHO憲章では「健康とは」病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神

的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることと定義しています。

当協会は全ての国民の健康確保するためのお手伝いを積極的に推進し、社会貢献をしていきたい

と思います。

これからも理念、基本方針に基づき、信用・信頼を確保するための品質、情報セキュリティ等の精

度向上に日々努力を重ねて参ります。

引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般財団法人 労働衛生協会
理事長　小川 純一



理 念・各 種 基 本 方 針
一般財団法人  労働衛生協会

［理念］
I’m fineで暮らしていこう

暮らしに笑顔があふれているのも、仕事にファイトがみなぎってくるのも
みんなあなたの健康のおかげです。

日本中が I,m fine !  の笑顔であふれるように、
これまでも、これからも、ずっと、あなたのカラダとハートの

健康を見守り続けていきたいと思います。

［基本方針］
1） 顧客の皆様の立場を尊重し、個人情報保護法・労働安全衛生法ならびにその他関係法令を遵守い
たします。

2） 質の高い安全な健診サービスと顧客の皆様に信頼される正確な情報の提供を行い、常に顧客満足
度の向上を図り広く社会に貢献いたします。

3） 顧客の皆様に信頼される健診機関として誠実かつ適切な行動をいたします。

4） 職員の教育研修を充実させ人材育成を通じて事業の活性化と向上を図るとともに、職員の一人ひ
とりの個性を尊重します。

5） 健全な経営と組織運営を行います。

6） 契約締結にあたっては、提供するサービス等に見合った適正な料金設定を心掛けます。 

7） 地域の皆様の健康的なライフスタイルをサポートします。

8） 健康診断の実施に伴う各種廃棄物等の処理にあたっては法令遵守を心掛け、環境保全に努めます。

［品質方針］
1） 品質方針は、当協会の目的である経営理念とする。

2） 品質マネジメントシステムが、 ISO9001の要求事項に適合し、その有効性を継続的に改善していく
仕組みを構築し、これらの品質活動に経営者が関与する。



［情報セキュリティ基本方針］
1） ISMSの活動目的を設定することを可能にし、職員が行動規範とできるものとする。

2） ISMSが当協会の全ての部門と全ての健診会場のセキュリティ義務に関連し適合できることを重
視し、また、取引先との契約上の事項、法的な事項を考慮する。

3） 当協会事業に適したリスクマネジメントを戦略的に構築できるように環境を整備する。

4） リスクアセスメントを体系的に実施できるように、リスク評価基準及びリスクアセスメント方法
を確立する。

5） 情報セキュリティ基本方針は毎年12月に開催される、職員研修会において、当協会全員に説明し、
理解させる。尚、長野県支部においては支部長が代行で説明しても良いこととする。 

6） 経営者は、情報セキュリテイ基本方針が当協会の目的に引き続き適切であるかを確認するため
に、マネジメントレビューの場において、見直す。

改訂年月日：平成23年11月1日

一般財団法人 労働衛生協会
理事長　 小 川   純 一

3） 経営者は、当協会が品質方針に基づいた品質目標を設定し、達成のための活動により目標が達成
できたかを評価し、更に品質目標を見直すための仕組みを設定する。

4） 品質方針は毎年12月に開催される、職員研修会において、当協会全員に説明し、理解させる。尚、
長野県支部においては支部長が代行で説明しても良いこととする。 

5） 経営者は、品質方針が当協会の目的に引き続き適切であるかを確認するために、マネジメントレ
ビューの場において、見直す。



個 人 情 報 保 護 方 針
一般財団法人労働衛生協会は、情報コミュニケーション技術（ICT）の発展に伴い、健診業務分野
においても高度な情報通信技術を駆使した個人情報の利用が拡大している現実を重視し、個人の人
格尊重の理念の下に個人情報の適正な取り扱い、保護および管理に万全を期することを社会的責務
と考え、個人情報に関するご本人様の基本的な権利利益を保護するために以下のとおり方針を定め
ます。

（1） 当協会は、利用目的の達成に必要な限度において、ご本人様の個人情報を取得しています。

　　ご本人様の個人情報は別紙の利用目的に利用されます。

（2） 当協会は、法令の定めに拠る場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲を超えてご本人様の個
人情報を利用することはありません。

（3） 当協会は、一部の業務等を外部の検査会社等第三者に委託する場合があります。この際、信頼
のおける委託先を選定するとともに、個人情報が適切に取り扱われるよう委託契約書を取り交
わし、必要かつ適切な監督を行います。

（4） 当協会は、ご本人様の個人情報について、ご本人様から開示、訂正、利用停止、削除等のご依
頼があった場合、法令の定めに従い遅滞なく応じます。（なお、情報公開には書類作成等で手
数料をいただく場合があります。）

（5） 当協会で個人情報の取扱いに従事するすべての者は、個人情報保護に関する法令、国が定める
指針その他の規範並びに当協会の内部規程を遵守します。

（6） 当協会は、個人情報の漏えい、滅失又はき損に対する予防並びに是正対策を講じ、個人情報の
安全性、正確性の確保を図ります。

（7） 当協会は、個人情報保護管理者（QIS責任者）を置き、職員および関係事業者等に必要かつ適切
に周知・教育・訓練を実施し、監督・監査を行います。

（8） 当協会は個人情報を適正に管理するため、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン」を遵守するとともに、国際標準規格の情報セキュリティマネジメントシステ
ム（ISMS：ISO/IEC27001）を適用し維持します。

（9） 情報セキュリティマネジメントシステムは適宜見直し、継続的な改善を図ります。

制定年月日：平成16年9月1日
最終改訂年月日：平成23年9月1日
一般財団法人　労働衛生協会
理事長　　小 川　純 一

当協会でのご本人様の個人情報の取扱いに関する苦情及び相談は下記にご連絡ください。

〒168 -0072
東京都杉並区高井戸東二丁目3番14号
一般財団法人　労働衛生協会
TEL：03-3331-2253（人事総務グループ）
FAX：03-3331-0027



ご本人様の個人情報の利用目的

（1） 健康づくりサービス（健康診断、診療及び精密検査、保健指導）

（2） 委託元から受託して行なう健康づくりサービスにおける委託元や皆様への結果の報告

（3） 他の医療機関からの照会への回答

（4） 各種検体検査の実施及び結果等の報告

（5） 健康づくりサービス、その他保健事業にかかる料金の請求

（6） 健康診断の予約、受付、診察、結果報告にかかわる業務

（7） 健康診断の結果、精密検査や再検査が必要となった場合の受診勧奨及び追跡調査

（1） 当協会がご本人様に提供する健康づくりサービスのうち、

　（ア） 他の病院、診療所及び産業保健スタッフ等との連携

　（イ） 他の医療機関等からの照会への回答

　（ウ） ご本人様の健康づくりサービスにあたり、外部の医師等の意見及び助言を求める場合

　（エ） 検体検査業務の委託その他の業務委託

　（オ） 健康診断委託元（区市町村・事業所等）への結果報告

（2） 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

（3） 関係法令等に基づく行政機関及び司法機関等への提出等

（4） 外部審査機関への情報提供

（1） 当協会の管理運営業務

　（ア）健康診断・保健指導業務の維持・改善の基礎データ（精度管理・追跡調査・疫学調査・受診勧奨・
各種統計　等）

　（イ）当協会の内部において行われる職員教育・学術検討　等　

（2） 当協会発行の機関誌・事業年報等への「健康診断結果集計及び統計」の掲載

（3） 学術研究を目的とする学会・研究会等への発表

　　これらの利用にあたっては、匿名化します。

1．ご本人様への健康づくりサービスの提供に必要な利用

2．他の事業者等への情報提供

3．その他の利用
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