過重労働による健康障害を
防ぐために
過重労働による健康障害の防止のためには、健康管理の措置を実施し、時間外労
働をできるだけ短くすることが重要です。さらに、健康診断の結果などを踏まえた
産業医の意見を聴いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるよう努めましょう。

時間外労働
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注１） このリーフレットは、労災補償に係る新しい脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえ
て策定された「過重労働による健康障害防止のための総合対策」
（平成14年2月12日付け基発第0212001号）に基づく事業
者が講ずべき措置等の概要を示したものです。
注２） 業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきもの
です。
注３） 総合対策での時間外労働は、
１週間当たり40時間を超える部分のことです。
注４） ２〜６か月平均で月80時間を超える時間外労働とは、過去２か月間、
３か月間、
４か月間、
５か月間、
６か月間のいずれかの月平均
時間外労働が80時間を超えるという意味です。

厚生労働省労働基準局／都道府県労働局／労働基準監督署

健康診断と事後措置を確実に実施しましょう
□定期健康診断を確実に実施していますか？
○労働者に対し、
１年以内に１回の定期健康診断を実施しなければなりません。
○深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、
６か月以内に１回の特定業務従事
者健康診断を実施しなければなりません。
○一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診
断と特定保健指導に関する給付（二次健康診断等給付）制度を利用できます。
○深夜業に従事する労働者は、自発的健康診断受診支援事業助成金制度を利用できます。

□定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか？
○有所見者については、健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴き、必要
な事後措置＊を講じなければなりません。
＊「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」
（平成8年労働省公示第1号）

◎定期健康診断は、健康管理のための基礎となるものであり、過重労働による健康障害を
防止するための就業上の措置を考える良い機会です。わからないことは、気軽に産業医、
地域産業保健センター、健康診断を実施した機関などに相談しましょう。保健所などの
地域保健の機関も活用できます。
○労働者の健康保持増進（THP：
トータル・ヘルスプロモーション・プラン＊＊）の実施にも
努めましょう。
＊＊
「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）

さらに…

産業医による保健指導や助言指導を受けましょう
◆時間外労働が月100時間または２〜６か月平均で月80時間を超えたら、
事業者→産業医による事業場での健康管理についての助言指導
産業医が必要と認める場合は、必要な労働者に対する臨時
の健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の実施

労働者→産業医の面接による保健指導
産業医が必要と認める場合は、事業者が実施する臨時の健
康診断の受診

◆時間外労働が月45時間を超えたら、

事業者→産業医による事業場での健康管理についての助言指導＊

＊一度産業医からの助言指導を受けた際に、当該労働者の年齢、過去の健康診断の結果、就労状況等を
踏まえた産業医の意見を基に、以後の就労実態、健康管理の状況等が改善された場合であって、新た
な状況の変化（健康診断の実施など）が無いときには、必ずしも月４５時間を超える時間外労働が行わ
れるごとに産業医の助言指導を受ける必要はありません。

これらの保健指導や助言指導を受ける際には、就労実態がわかる情報（作業環境、労働時
間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果など）を産業医に提供しましょう。

産業医を選任する義務のない事業場では、地域産業保健
センターを活用することにより、無料で産業保健サービス
を受けることができます。

時間外労働を削減しましょう
□３６協定は限度基準等に適合したものとなっていますか？
○３６協定で定める延長時間については、次の限度基準が定められています。
期 間

1週間

2週間

4週間

1箇月

限度時間

15時間

27時間

43時間

45時間

2箇月

3箇月

1年間

81時間 120時間 360時間

「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
（平成
10年労働省告示第154号）

○自動車運転者については、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
（平成元
年労働省告示第7号）に適合した３６協定とする必要があります。
○月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合でも、健康障害防止の観
点から、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めましょう。

□労働時間を適正に把握していますか？
○労働時間を適切に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録
する必要があります＊。
＊「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
（平成13年4月6日
付け基発第339号）

□年次有給休暇の取得を促進していますか？
○年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりに努めましょう。

事業者は、裁量労働制対象労働者や管理・監督者について
も、健康確保の責務があることに留意して、過重労働にな
らないよう努めましょう。

●ご不明の点は、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
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077(522)6650
520‑0057 大津市御幸町6‑6
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東京労働局
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富山労働局
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秋田市山王7‑1‑3 秋田合同庁舎
山形市緑町1‑5‑48 山形地方合同庁舎
福島市霞町1‑46 福島合同庁舎
水戸市北見町1‑11
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0852(31)1157
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086(225)2013
700‑8611 岡山市下石井1‑4‑1 岡山第二合同庁舎
082(221)9243
730‑8538 広島市中区上八丁堀6‑30 広島合同庁舎二号館
083(995)0373
753‑8510 山口市中河原町6‑16 山口地方合同庁舎二号館
088(652)9164
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087(831)7284
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089(935)5200
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088(885)6023
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092(411)4862
812‑0013 福岡市博多区博多駅東2‑11‑1 福岡合同庁舎
0952(32)7155
840‑0801 佐賀市駅前中央3‑3‑20 佐賀第二合同庁舎
095(846)6347
852‑8535 長崎市岩川町16‑16 長崎合同庁舎
096(355)3186
860‑0008 熊本市二の丸1‑2 熊本合同庁舎
097(536)3213
870‑0016 大分市新川町2‑1‑36 大分合同庁舎
宮崎市橘通東3‑1‑22
宮崎合同庁舎
0985(38)8826
880‑0805
099(223)8279
892‑0816 鹿児島市山下町13‑21 鹿児島合同庁舎
那覇市朝日町38‑8
おきでん那覇ビル
098(868)4402
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