
 

産業医・健康診断業務委託契約書 

 

 一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院（以下「甲」という。）と        以下「乙」

という。）とは、産業医及び職員の健康診断業務の委託について、次の条項により契約を締結する。 

 

（委託内容） 

第１条 甲は、次に掲げる業務(以下｢業務｣という｡）を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

(１) 業務の名称 

産業医・健康診断業務 

(２) 業務の内容 

別紙１「産業医・健康診断業務委託仕様書」（以下｢仕様書｣という｡）のとおり 

 

（委託料） 

第２条 業務の委託料(以下｢委託料｣という｡）は、別紙２の単価にそれぞれの実績数を乗じて算出した金

額に 100 分の８を乗じて得た金額(消費税及び地方消費税の額、１円未満切り捨て）を加算した金額の合

計額とする｡ 

 

（委託期間） 

第３条 業務の委託期間は、契約締結の日から平成 29 年３月 31 日までとする。 

 

（実施方法） 

第４条 乙は、この契約及び仕様書に基づき、業務を誠実に実施しなければならない｡ 

２ 乙は、業務を実施するときは、あらかじめ甲と日時、会場その他の詳細について協議するとともに、

必要な指示を受けるものとする｡ 

 

（実地調査等） 

第５条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時調査し、乙に対して所要の報告

もしくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる｡ 

 

（結果報告） 

第６条 乙は、業務を完了したときは、仕様書に基づき、遅滞なく業務の結果を甲に報告しなければなら

ない。 

 

（検査） 

第７条 甲は、前条の結果報告があったときは、業務の結果について検査を行うものとする。 

 

（委託料の請求） 

第８条 乙は、前条の検査に合格した時は、速やかに第２条の規定による委託料の請求書を甲に提出する

ものとする。 

 

（委託料の支払） 

第９条 甲は、前条の請求が適正であると認めたときは、請求書を受理した月の翌月の末日までに委託料

を乙に支払うものとする。 

 



（契約保証金） 

第 10条 免除する｡ 

 

（損害の負担） 

第 11条 業務の実施に関し生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害発生が甲の責めに帰すべき

理由による場合は、この限りでない｡ 

 

（権利の譲渡等の制限） 

第 12条 乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、

あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない｡ 

 

（再委託の制限） 

第 13条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた

ときは、この限りでない。 

 

（個人情報の保護） 

第 14条 乙が当該業務を実施するに当たっては、健康診断の記録の漏えいを防止すると共に、実施担当者

には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別記個人情報取扱特記事項や「医療・介護関

係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドラインの一部改正等について」（平成 18 年４月 21

日医政発第 0421005号、薬食発第 0421009号、老発第 0421001号）等に基づき、必要な個人情報保護対

策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。 

 

（法令の遵守） 

第 15 条 乙は､廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守し､廃棄物の適正な処理等に努

めることとし、甲から廃棄物の処理状況等に関する報告を求められた場合は、速やかに報告しなければ

ならない。 

 

（予算の制約による契約の変更又は解除） 

第 16条 本契約は、平成 28 年３月 28日に開催される一般財団法人新潟県地域医療推進機構臨時評議員会

において、収支予算が承認されることが条件となる停止条件付き契約であるため、甲は本契約にかかる

予算が減額若しくは削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。 

 

（契約の解除） 

第 17条 甲は、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、この契約を解除することができる｡ 

(１) 乙が、その責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき｡ 

(２) 乙が、故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき｡ 

(３) 乙が、この契約を履行することができないと認められるとき｡ 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその賠償を請求

することができないものとする｡ 

 

（疑義等の決定） 

第 18条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、

決定する。 

 

 



この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   平成 28 年  月  日 

 

 

 

 

     新潟県南魚沼市浦佐 4132 番地 

甲  一般財団法人新潟県地域医療推進機構 

  魚沼基幹病院 病院長 内山 聖 

 

    

乙     

    

 



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され又は識別され得るものをいう。

以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を

侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契

約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約

の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記載された資料等を甲

の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合

を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従事者への周知） 

第９ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関

して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用して

はならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

（実地調査） 

第 10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情

報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲

に報告し、甲の指示に従うものとする。 



別紙１ 

産業医・健康診断業務委託仕様書 

 

Ⅰ 産業医の職務 
労働安全衛生規則第 14条及び第 15条に定める職務及びこれに付随する以下の職務。 

・労働安全衛生委員会への出席。 

・職場巡視（労働安全衛生委員会と同時実施）に関すること。 

・健康診断個人票への意見記載。（健康管理区分決定への意見を含む） 

・健康相談、保健指導、面接指導等に関すること。 

・健康教育、衛生教育、啓発教育等に関すること。 

・その他労働者の健康管理に関すること。 

 

Ⅱ 健康診断 
１ 健康診断実施対象者 

  魚沼基幹病院の職員とする。 

２ 健康診断の実施内容 

（１）健康診断の種別、受診予定数 

一般定期健康診断 
予定 

人数 
特殊定期健康診断 

予定 

人数 

基本健診 普通健診 19 血液取扱検診 550 

普通健診 胸なし 2 放射線検診（１回目） 

（一般定期検診 深夜勤検診

と同時実施） 

92 普通健診＋精密（循環器） 158 

普通健診 胸なし＋精密（循環器） 2 放射線検診（２回目） 92 

精密（胸部） 2 有機溶剤検診（ｷｼﾚﾝ）（１回目） 

（一般定期検診 深夜勤検診

と同時実施） 

4 生活習慣病

健診 

生活習慣病健診（地共済） 181 

生活習慣病健診 胸なし（地共済） 2 

生活習慣病健診（協会けんぽ） 201 有機溶剤検診（ｷｼﾚﾝ）（２回目） 4 

生活習慣病健診 胸なし（協会けんぽ） 2 VDT 検診 50 

胃検診 希望者（地共済） 20 VDT 検診（筋骨格系検査有り） 20 

採用時健診 生活習慣病健診と同内容 84 深夜勤健診（２回目） 335 

注１ 受診予定数は、見込であり増減することがある｡ 

注２ 会場は魚沼基幹病院とする。 

注３ 血液取扱検診、有機溶剤検診（１回目）、放射線検診（１回目）、VDT 検診は、一般定期健康診

断と同時実施する。 

注４ 採用時健診は４月下旬を予定しているが、詳細は別途協議する。 

注５ 一般定期健康診断の日程は７月下旬を予定しているが、詳細は別途協議する。 

注６ 深夜勤健診（２回目）、有機溶剤検診（２回目）、放射線検診（２回目）は１月中旬を予定して

いるが、詳細は別途協議する。 

注７ 未受診者、中途採用者等の健診の実施についての詳細は別途協議する。 



３ 健康診断項目及び対象者 

（１）一般定期健康診断 

種 別 検   査   の   項   目 対  象  者 

 

 

 

 

基 

 

 

 

本 

 

 

 

健 

 

 

 

診 

 

 

 

普 

 

通 

 

健 

 

診 

 

(1) 既往歴、業務歴、喫煙歴及び服薬歴の調査 

（「標準的な質問票」の内容を満たしたもの） 

平成28年４月１日現在 

地共済組合員    30歳未満の職員 

協会けんぽ被保険者 35歳未満の職員 

＜胸部エックス線撮影を省略できる者＞ 

・ ３か月以内に医療機関等において胸部

Ｘ線検査を受けている者で、そのフィル

ム又は当該検査に係る診断書を提出し

た場合 

・ 妊娠中若しくはその可能性のある者 

・ 結核の治療中又は経過観察中で当該検 

査に係る診断書を提出したもの 

(2) 身長及び体重の測定並びにＢＭＩ 肥満度 

(3) 視力検査（５ｍ左眼、右眼） 

(4) 聴力検査（ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀによる1,000HZ･4,000HZ） 

(5) 自覚症状及び他覚症状の有無 

(6) 胸部エックス線検査（直接） 

(7) 尿検査（蛋白、糖、潜血、ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ） 

(8) 血圧測定 

 

 

精 

 

 

密 

 

 

検 

 

 

診 

 

 

循 

 

 

環 

 

 

器 

(9) 心電図検査 ①次の既往歴がある者 

高血圧症、動脈硬化症、脳血管疾患、 

心疾患、腎疾患、糖尿病 

②循環器系疾患、糖尿病を疑わせる症状を

有する者  

③体調不良の訴えのある者 

④尿蛋白（＋）以上の者 

尿潜血（＋）以上の者 

血圧140/90mmHg以上の者 

ＢＭＩ25以上の者 

１日平均20本以上喫煙している者 

１日平均２合以上飲酒している者 

⑤その他医師が必要と認める者 

(10) 貧血検査（血色素、赤血球、白血球、ﾍﾏﾄｸﾘｯ

ﾄ） 

(11) 血中脂質検査（総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、中性脂肪、LDLｺ

ﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙHDLｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ比） 

(12) 肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、 

γ-GT（γ-GTP）、ALP） 

(13) 痛風検査（尿酸） 

(14) 血糖検査（血糖(随時又は空腹時）、 

ヘモグロビンA1c（NGSP値）） 

 

(15) 腎機能検査（ｸﾚｱﾁﾆﾝ） 

(16) 腹囲の測定 妊娠中の者は腹囲を省略できる。 

胸

部 

(17) 喀痰検査 医師が必要と認める者 

生
活
習
慣 
病 
健 
診 

普通 

健診 

(1)～(16)の項目 平成28年４月１日現在 

地共済組合員    30歳以上の職員 

協会けんぽ被保険者 35歳以上の職員 

胸部

精密

検査 

(17) 喀痰検査 (6)の検査の結果、医師が必要と認める者 

胃検診 (18) 胃部エックス線検査（７方位） 平成28年４月１日現在 

地共済組合員    希望する者 

協会けんぽ被保険者 35歳以上の職員 

大腸検診 (19) 便潜血２日法（定性） 平成28年４月１日現在 

協会けんぽ被保険者 35歳以上の職員 

採用時 

健 診 

(1)～(16)の項目 平成28年度採用者 

  注：法定外の検査項目（尿検査（潜血、ウロビリノーゲン）、血液検査（総コレステロール、白血球数、貧血検査

（ヘマトクリット）及び痛風検査（尿酸））については、検査結果の報告について職員から同意しない旨の申し

出（「一般定期健康診断法定外項目未受診者申出書」によるもの）があった場合は、実施しない。 



 （２）特殊定期健康診断 

種 別 検  査  の  項  目 対  象  者 

深夜勤 

健 診 

 

  一般定期健康診断の(1)～(5)、(7)～(16)の項目（ただし、尿検査（潜血、

ウロビリノーゲン）、貧血検査（白血球、ヘマトクリット）及び血中脂質検

査（総コレステロール）を除く。） 

交代制勤務により深夜勤業務に従事する職員 

 

 

血液取扱

検診 

ＨＢs抗原・抗体検査、ＨＣＶ抗体検査 血液を取り扱う業務に従事する職員 

放射線

検 診 

 

(1) 被爆歴の有無の調査 

(2) 白血球数、赤血球数、血色素量の    検査 

(3) 白血球百分率の検査 

(4) 白内障に関する検査 

(5) 皮膚の検査 

放射線に被ばくするおそれのある業務

に常時従事する職員 

※(2)の検査項目について 

  一般定期健康診断及び深夜勤健診

と同時に実施した者については当該検

査結果を本検査の結果とし、本検査の実

施を省略する。 

有機溶剤

検診 

（キシ

レン） 

 

 

 

 

 (1) 業務の経歴、有機溶剤による既往歴の調査 

 (2) 自覚症状又は他覚症状の有無の検査 

 (3) 尿検査（蛋白） 

 (4) 尿中の代謝物の検査  尿中メチル馬尿酸 

 

有機溶剤を取り扱う業務に常時従事す

る職員 

 

※(3)の検査項目について一般定期健康

診断及び深夜勤健診と同時に実施した

者については当該検査結果を本検査の

結果とし、本検査の実施を省略する 

  ＶＤＴ 

  検 診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 業務歴の調査（問診票による） 

 (2) 既往歴の調査（問診票による） 

 (3) 自覚症状の有無の調査（問診票による） 

 (4)眼科学的検査 

(ｱ) ５ｍ視力（５ｍ右・左・両眼） 

  (ｲ) 近見視力（50cm右・左・両眼視力） 

  (ｳ) 調節機能検査（近点距離（右・左・両眼）） 

 (ｴ) 屈折検査 

 （ｵ）眼位検査 

 (5) 筋骨格系検査 

(ｱ) 上肢の運動機能の検査 

指、手、腕等の運動機能の異常、運動痛等の有無 

(ｲ) 圧痛点等の検査 

筋、腱、関節（肩、肘、手首、指等）、頚部、腕部、背部、腰部

等の圧痛、腫脹等の有無 

ＶＤＴ作業に従事する特定の職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師が必要と認める者 

・(1)から(4)の検査によりあらかじめ必

要とされた者 

・その他医師が必要と認めた者 

 

 

                        

 

４  健康診断の実施体制 

（１）健診の診察医は、認定産業医資格を有する医師とすることが望ましい。 
（２）胃部エックス線写真撮影は、胃がん検診専門技師又は同様の技術、経験を有する者とする。 
（３）胃部エックス線撮影は、10 ㎝×10 ㎝以上のフィルムで I.I.方式とし、７枚以上撮影する。（デジタル可） 

また、造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に（180～220W／V%の高濃度バリウム、120～150ml

とする）保つとともに、副作用等の事故に注意する。 
（４）胸部エックス線写真及び胃部エックス線写真の読影については、２名以上の医師によって必ず二重読影

を行うこと。 



（５）エックス線写真読影責任者は、次のアからエのいずれかに該当する医師とすること。 
ア 放射線専門医 
イ 胸部エックス線写真については呼吸器病専門医 
ウ 胃部エックス線写真については消化器病専門医 
エ その他アからウの専門医に相当する知識を有する医師(学会認定医・専門医等) 

（６）胸部エックス線写真及び胃部エックス線写真の読影医等について、健診実施後３週間以内に報告するこ
と。 

（７）所定の日程で健診を受診できなかった者に対しては、上記の実施体制を確保の上、次のいずれかの方法
により未受診者健診を実施すること。また、実施に当たっては、日時及び会場等を十分に協議すること。 
ア 健診を実施した検診機関が運営する検診施設で実施 
イ 再度出張健診を実施 

 
５ 協会けんぽの健診費用補助 
（１）協会けんぽ職員の生活習慣病健診については、可能な限り協会けんぽの補助を適用させること。 
（２）補助を受けた後の負担額を契約単価とする。 
（３）必要な事務手続きは別途協議する。 
 
６  業務の結果報告 
（１）基本検診の循環器精密検査、又は生活習慣病検診受診者のうち、肥満度、血圧、血中脂質、糖代謝の 4

項目すべてにおいて、異常所見があり、かつ総合判定が「要精密検査」の者（治療継続者及び要医療者は
除く。）がいる場合は、該当者が循環器二次精密検査（※）を受診することができるよう速やかに報告す
ること。 
※循環器二次精密検査項目 
①空腹時血中脂質検査（総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪・HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ） 

②空腹時血糖検査 

③頸部超音波検査 

④微量アルブミン尿検査（尿蛋白弱陽性(±)又は陽性(＋)の者のみ） 

⑤負荷心電図又は胸部超音波検査 

（２）健診終了後３週間以内に提出するもの 
① 「職員健康診断票」      （一般定期健康診断及び深夜勤検診(2回目)） 
② 「一般定期健康診断結果一覧表」（一般定期健康診断及び深夜勤検診(2回目)） 
③ 「胃検診結果一覧表」 
④ 「ＶＤＴ検診票」（該当者がいる場合） 
⑤ 「ＶＤＴ検診結果一覧表」（該当者がいる場合） 
⑥ 「有機溶剤検診受診票兼結果票」（該当者がいる場合） 
⑦ 「放射線検診結果票」（該当者がいる場合） 

   様式の詳細は別途協議するものとする。  

 

７ 緊急に受診が必要な者の連絡 

    次の基準のいずれかに該当した場合、早急に報告すること。 

  ① ＡＳＴ（ＧＯＴ）        １５０単位以上 

 ② ＡＬＴ（ＧＰＴ）        １５０単位以上 

 ③ γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） ５００単位以上 

 ④ 血色素量           ７ｇ／dl以下 

  ⑤ 収縮期血圧       １８０mmHG以上 または 拡張期血圧 １１０mmHG以上 

 ⑥ 血糖値         ３００mg／dl以上」 

 ⑦ 胸部レントゲン検査    所見のあった者 

 

 



別紙２ 

産業医 

区分 内容 単価 

年間委託料 H28.4.1～H29.3.31   

職場訪問（例月） 労働安全衛生委員会出席（職場巡視含む）2時間   

職場訪問（随時） 
 

健康相談、保健指導等 １時間当たり 
  

健診結果に基づく措置 健診個人票へ意見記載 １名当たり   

 

健康診断 

一般定期健康診断 

区分 単価 

基本健診 普通健診   

普通健診 胸なし   

普通健診＋精密（循環器）   

普通健診 胸なし＋精密（循環器）   

精密（胸部)   

生活習慣病健診 生活習慣病健診（地共済）   

生活習慣病健診 胸なし（地共済）   

生活習慣病健診（協会けんぽ）   

生活習慣病健診 胸なし（協会けんぽ）   

胃検診 希望者（地共済）   

採用時健診 生活習慣病健診と同内容   

 

特殊定期健康診断 

区分 単価 

血液取扱検診   

放射線検診（１回目）（一般定期健診 深夜勤検診と同時実施）   

放射線検診（２回目）   

有機溶剤検診（キシレン）（１回目）（一般定期健診 深夜勤検診と同時実施）   

有機溶剤検診（キシレン）（２回目）   

VDT検診   

VDT検診（筋骨格系検査有り）   

深夜勤健診   

 


