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00 メッセージ
企業の規模を問わずコンプライアンス経営が求められるように

なった昨今では、社員の健康診断の管理業務は中小企業様におい
ても避けては通れない問題となっています。

健康診断等、法に則った適切な労働安全衛生管理を実現しなけ
ればならない一方、多くの企業ではそれらのノウハウやリソース
がなく、対応しきれずにいるというのが現状ではないでしょうか。

100名の企業で人事労務担当者が費やす健診関連の業務時間は
約100時間と言われており、これらの業務が障壁となり、本来注
力したいコア業務に割く時間が疎かになってしまっている現状が
あります。

人事・総務・経理・営業等あらゆる業務について、一部の業務
を切り抜いて、専門性のある企業へアウトソーシングすることが
一般的になってきております。

健康診断関連の業務についても例外ではなく、反対に、全ての
企業が悩まされている手間のかかる業務と思料致します。

是非、この機会に健康診断関連の業務についてのアウトソーシ
ング化についてご検討下さい。

昨今では「健康経営」を目指す企業が多くなってきております。
経済産業省の認定制度「健康経営優良法人」では、健康診断の
受診率が高いこと（実質100％）が認定基準のひとつになってい
ます。
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301 健康診断の事務業務の【現状】

電話・FAXの手間
クリニックへの連絡手段は、電話やFAXに限られて
いる。期間中は従業員対応とクリニック対応の電話
でコア業務に集中できない

手書き書類作成の手間
健保組合への補助申請書類は手書きばかり。
労基署への結果報告書は数値の計算がめんどう

変更・キャンセルの手間
受診日の変更やｷｬﾝｾﾙの場合、医療機関及び健
保組合への連絡が必要のため、再度一から日程
と病院を調整することとなり、二度手間となる

Excel等管理の手間
未受診者の管理・検査オプションの有無の管理は、
人数が増えれば増えるほどExcelでは手間がかかる

こんなお悩みや課題はありませんか？
健康診断の事務作業は【連絡・調整・作成】等の手間ばかりが多い
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健保組合

医療機関

01 健康診断の事務業務の【現状】

従業員

労基署

産業医

健保組合への助成金申請等の業務

□従業員毎に助成金申請書を作成
□健診内容や医療機関変更の都度、再申請
□健保組合毎に異なる申請書類への対応

医療機関毎に対応が異なり煩雑な業務

□支店・営業所等の医療機関探し
□各医療機関との健診契約の締結
□健診内容・オプションの調整
□従業員への送付物の打合せ
□予約・変更・キャンセル連絡
□請求・支払処理

□健診結果の確認、就業判定等の依頼

人事労務担当者

従業員への案内/調整/結果確認等作業

□健診の案内
□受診コース・希望日等の確認・調整
□健診内容・オプション対応の手続き
□予約変更・キャンセル等の受付・調整
□未受診者への受診勧奨連絡
□健診結果票（会社控え）の取り纏め

労基署への提出書類作成

□健診結果票の集計等、取り纏め作業
□労基署提出書類の作成
□産業医への印鑑捺印依頼
□労基署への提出

健診業務に関わる関係者が多く、人事労務担当者の業務は複雑且つ煩雑
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健保組合

医療機関

02 健診事務の【アウトソーシング】化について

従業員

労基署

産業医

健保組合への助成金申請等の業務

☑従業員毎に助成金申請書を作成
☑健診内容や医療機関変更の都度、再申請

☑健保組合毎に異なる申請書類への対応

医療機関毎に対応が異なり煩雑な業務

☑支店・営業所等の医療機関探し
☑各医療機関との健診契約の締結
☑健診内容・オプションの調整
☑従業員への送付物の打合せ
☑予約・変更・キャンセル連絡
☑請求・支払処理

☑健診結果の確認、就業判定等の依頼

従業員への案内/調整/結果確認等作業

☑健診の案内
☑受診コース・希望日等の確認・調整
☑健診内容・オプション対応の手続き
☑予約変更・キャンセル等の受付・調整
☑未受診者への受診勧奨連絡
☑健診結果票（会社控え）の取り纏め

労基署への提出書類作成

☑健診結果票の集計等、取り纏め作業
☑労基署提出書類の作成
☑産業医への印鑑捺印依頼
☑労基署への提出

以下の☑の項目、WSに代行依頼（アウトソーシング）可能です。

WSが業務を代行
人事労務担当者
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603 健診事務のアウトソーシング化の【メリット】

アウトソーシングすることで⼈事異動や中途採用

を⾏うことなく、⽐較的容易に⾼い専門性を確保す

ることが可能。

・自社に無い経験値や応用力が活用できる

・採用や研修教育がいらない

◆ メリット1 ⾼い専門性の確保

アウトソーシングにより、業務にかかわる⼈材採用・教育コ

スト、退職金、福利厚生等の費用が不要となり、契約期間内

の⼀時的な費用で、社員を増やさずに業務遂⾏が可能。

・必要なときに、必要なスキルを、必要な分だけ提供可能

・社員を採用するより低コスト

・⼈件費を変動費化することで景気状況に柔軟に対応可能

◆ メリット３ ⼈件費等のコスト削減

⼀部の業務をアウトソーシング化し余分なコスト

を低減させることにより、新規事業や新商品の開

発等、基幹業務へ優れた⼈材や費用を注力すること

が可能。

・中核事業の競争優位性を⾼める

・全体的に産業効率が良くなる

◆ メリット２ コア業務への注力・強化

医療機関への予約代⾏から、従業員・医療機関・健保組合

との調整、結果票の取り纏め、請求・支払いまで、

⼈事労務担当者の事務を⼀括して代⾏可能。

・各種手間となる手配・調整・作成業務等からの解放

・業務の⼀部や⼀括など、切り分ける業務を選択可能

・⼀時的に負担となる業務の平準化が可能

・

◆ メリット４ 事務作業の軽減
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704 MBCの健診業務のアウトソーシングの特徴

◆カスタマイズの一例（オプション含む）◆

☑巡回健診バスの手配

☑クラウドサービスによる健診進捗共有

☑インフルエンザ予防接種手配

☑受診忘れ防止の受診日前の勧奨メール案内 等々

企業ニーズに応じたカスタマイズ

企業様が抱える健康管理業務におけるお悩みやご要望はそれぞれの会社によって異なります。

そのため、画⼀的なサービス内容だとニーズとマッチせず、無駄が生じがちです。

弊社は各企業の要望に寄り添って、カスタマイズの幅が広いサービスを提供致します。

人事労務担当者に依存しない体制の構築

人事労務担当者が異動等により変更する際でも、弊社営業・運営スタッフが

業務を把握しているため、引継ぎ・指導等の業務負担が最小限に抑えられます。

弊社は急な異動・休退職等による引継ぎ等においても同席させて頂き、

業務引継ぎに全面的に協力致します。

産業保健スタッフとの連携によるフォロー

従業員の健康管理は、生産性の向上（労働者のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・満足度、人間関係良化

等）に大きく関わります。健康管理を向上させるためには、産業医・保健師等の産

業保健スタッフとの連携が重要です。弊社に産業保健スタッフの業務を委託頂いた

場合、健康診断後に要再検等が必要な従業員等への受診フォローや健康相

談等を実施し、従業員の健康管理のサポートを行うことが可能です。

◆MBCの健診業務代行サービスの特徴◆

医療機関と連携
ご予算とニーズに合わせて

健診コースをご提案
受診忘れ防止の

受診勧奨

予約・受診状況を
クラウド上で管理可能

健診結果を
EXCELデータ化可能

医療機関ごとの
請求を代行し、一括ご請求
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804 企業様用の予約管理システム

① 企業毎に予約フォームを提供

② 24時間予約受付可能、利便性の向上

③希望候補日・希望受診オプションの確認可能

④受診忘れ防止メールの配信、受診率の向上

⑤予約情報の⼀元管理

⑥スマートフォン・タブレット利用可能

※メールアドレスが無い方については、QRコード付きのご案内を紙面で
従業員に渡するこで、自身の携帯等で読み取り、アクセスが可能です。

◆ 予約管理システムの利用上のメリット ◆
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905 アウトソーシングのイメージフロー図
WS
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①受診者数が30名以上いること。
※実施エリア健診コースなど条件によって異なります。

②健診バスの駐車スペースがあること
※長さ11m幅2.5m⾼さ3.6m観光バスぐらいの大きさ

③約24m²（15畳）程度の健診会場（会議室・食堂等）があること
※15畳以下でも、複数の部屋を用意して頂ければ対応は可能です。

1006 巡回健診サービス

①医療機関への移動時間・待ち時間や交通費の削減

②健診バスで1日～数日で健診完了可能

③受診忘れ防止、受診率の向上を図れる

④原則、医師派遣・健診バス手配料別途不要
※50名未満の場合、医師派遣料が発生する場合があります。

◆ 巡回健診サービスのメリット ◆

◆ご 利 用 条 件 ◆

◆巡回 健診 の 流れ (一例）◆

①打ち合わせ（3～6ヶ月前）

健診会場・実施日時・健診項目・結果報告・請求単位について協議の上、
決定します。

②受診者リストのご提出（2ヶ月前）

御社より受診者人事マスターをお送りいただきます。ご希望の単位ごと
に受診票をセットします。

③受診票納品（1ヶ月前）

ご希望単位ごとに受診票を納品。

④健診実施（当日）

事前打ち合わせに基づき各会場・各施設にて実施致します。当日の健康
診断は健診スタッフにより受付から健診終了まで対応いたします。当日
の入庫時、終了時、退去時のみご担当者にお立合い頂ければ結構です。

⑤結果報告（1か月後）

ご希望の納品先へ納品。（個人通知表/再検査・精密検査のお知らせ）

⑥ご請求

ご希望単位ごとに指定納品先へお届け致します。
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1107 健康診断アウトソーシング事例（一部抜粋）

弊社の健康診断業務代行サービスを
ご利用頂いた企業様の導入事例

業種：製品卸売業
従業員数：1300名
所在地：東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、
静岡県、兵庫県、他全国各所

全国各所に販売店があり異動も多いため、実

施機関の変更や、1000人を超える従業員一人

一人の受診管理が難しく、MBCさんに業務を

委託することにしました。急にスタッフの異

動が発生した際も、新しい医療機関を紹介し

てくれるなど、フレキシブルな対応に大変助

かりました。また未受診者への受診勧奨も

行っていただけるので、年度内に99％の従業

員が受診を終えることが出来ました。

業種：人材サービス業
従業員数：150名
所在地：神奈川県、愛知県、静岡県、大阪府

健康診断と同時にインフルエンザ予防接種も

受けさせたく、同日での予約手配を行ってい

ただきました。健診機関の中には予防接種を

実施できない所もありましたが、最寄りの別

機関を探してもらい、健康診断と並行してス

ムーズに実施できました。また、産業医契約

もMBCさんを通して行っているので、健康診

断後の就業判定まで、一括してお任せしてい

ます。

業種：機械器具設置工事業
従業員数：100名
所在地：愛知県、他県への出向あり

特殊健診「じん肺」の受診対象者がおり、3年

毎に受診させる必要があるため、毎年の対象

者の抽出・期日までの受診管理に大変手間が

掛かり、MBCさんに代行業務をお願いしまし

た。土木工事のため地方へ出張することも多

く、受診期限内に全員受診できるか心配でし

たが、出張先付近の医療機関を探すなどの対

応をしてくださり、毎年遅れを出すことなく

全員（100％）受診できています。
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1207 健康診断アウトソーシングのご利用開始までの流れ

現在の健康診断体制や
ご要望の確認

契約内容の確認・双方合
意の上、捺印等の手続き

ヒアリングを踏まえ、
見積・提案書をご提示

内容合意後、実施計画の
準備・打合せ

１．ヒアリング ２．見積・提案 ３．契約手続き ４．準備・打合せ

従業員へ健康診断の案内

予約受付を開始

予約受付開始

XX University Name

企業担当者からのヒアリング、お打ち合わせについては、

原則、営業担当者の他、運営担当者も同席させて頂き、

企業様のご要望と実際の運営のイメージを共有させて頂きます。

ご安心頂ける体制の構築と、健診代⾏業務の運営を心掛けております。

◆ ポイント ◆営業・運営スタッフとの打合せ
【ご留意事項】

1. 健康診断の実施開始はご契約後最低2～3カ月後となります。
お急ぎの場合はお申しつけ下さい。

2. 無断キャンセル等は、予約日を含む月の月末に確認する形と
なります。そこから約1ケ月後の再予約となりますので、事前
に当社へご連絡いただくよう通知をお願いします。

3. 受診日の2営業日前からの日程変更は、別途キャンセル料がか
かります。生理日や急な体調不良等も、⼀律で企業様へご請
求となります事、ご了承くださいませ。
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1308 よくあるご質問（Q＆A）

Q1: 現在利用している医療機関は、
引き続き利用できるか？

原則、ご利用可能です。

弊社と契約が無い医療機関の場合は、必要に応じて契約交渉をさせていただきます。

Q2：健診予約確定まで何日くらい

かかる？

予約申込から平均で1週間です。
※一度のお申込みが100名を超える場合、順次予約手配いたしますので地域により3週間程度
かかります。

Q3：健診結果は何日くらいで確認

できるのか？

・受診者様・・・受診した医療機関から約2～3週間で受診者様のお手元に届きます。

・事業主様・・・当社を経由する場合は、受診から１～2か月後までには企業様へ発送致します。

（医療機関により異なります）

Q４：希望日は選択できるのか？ 希望日は第3希望まで、選択肢を設定させていただくことが可能です。

Q5：特殊健診の予約は可能？ 対応可能です。検査項目をヒアリングし、対応可能な医療機関を探すことも可能です。
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1410 本サービスに関するお問合せ先

本サービスにつきまして、何かご不明な点などございましたら、

下記までお気軽にお申し付けください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社ウェルネスサポート

泉山 秀和 – Hidekazu Izumiyama -

E-Mail：h_izumiyama@wellness-sp.co.jp

URL：https://wellnesssp.co.jp/

……………………………………………………………………………………

【東京本社】

〒108-0075 東京都港区港南⼀丁目9番36号 アレア品川13階

TEL：03-6712-8465 FAX：03-6712-8466

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

https://wellnesssp.co.jp/

