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基 発 第 0903004号

平 成 19年 9月 3日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

都道府県労働局長 殿

平成 19年度林業巡回特殊健康診断事業の実施について

標記については､別添 1 ｢林業巡回特殊健康診断事業実施要綱｣を定め､企画競

争により企画評価を行った結果､林業 ･木材製造業労働災害防止協会にその実施を

委託 したところである｡各局管内の ｢平成 19年度林業巡回特殊健康診断実施予定

人員｣は別添2のとお りであるので､健康診断を定着 させるため本制度を有効に活

用されるよう配慮されたい｡



別添 1

林業巡回特殊健康診断事業実施要綱

1 趣旨目的

本事業は､卒業におけるチェーンソーを使用する労働者に対 し特殊健康診

断を巡回で実施することにより､振動障害を早期に発見し､健康診断結果に

基づく適正な健康管理及び振動障害の防止について､事業者及び労働者に所

要の指導を行うとともに､併せて労働者災害補償保険制度の周知を図ること

を目的とする0

2 実施事項

(1･)特殊健康診断の実施

ア 検査項目

本事業における巡回特殊健康診断 (以下 ｢健診｣ という｡)は､振動

業務について行い､検査項目は別紙によること｡

イ 健診対象者

健診の対象者は､林業 (民有林関係のみとするO以下同じO)にお･い

て､チェーンソーを使用する労働者とすることO

また､健診の対象者を選定する際は､振動業務に係る特殊健康診断

を受診 したことのない労働者及び長期間チェーンソーを使用している

労働者等を優先することに配意することO

ウ 健診予定人員

7,500人 (全国)で奉ることO

エ 健診実施区域

健診は各都道府県で実施すること｡

オ 健診会場

健診の対象者の利便性に配意の上､適当な場所とすること｡

カ 健診実施時期

健診の対象者の都合に配意の上､契約期間の適当な時期とすること｡

キ その他

(ア) 少なくとも厚生労働省において交付する｢林業チェーンソー取扱事

業場台帳｣に登録されている事業者に対して､実施 日時､健診会場等

健診の実施に必要な事項をあらかじめ通知すること｡

(イ) 健診会場ごとに医師及び看護師等によって組織される健藤班を編

成すること｡



(ウ) 健診の所見及び検査結果は健診所見記載用紙 (様式は､昭和50年

10月20日付け基発第 609号 ｢振動工具の取扱い業務に係る特殊

健康診断の実施手技について｣の別紙3の1に示されている第-次健

康診断所見記載用紙によるものとし､受託者において作成することD)

に記録すること｡

(2)振動障害防止対策指導等

ア 健診の受診者に対して､健診の所見､検査結果及び事後措置内容を通

知すること (事業者を経由することとしても差し支えない｡)0

イ 健診の受診者及び当該者を雇用する事業者に対して振動障寧防止対策

(昭和 50年 10月20日付け基発第610号において示された ｢チェ

ーンソー取扱い作業指針｣ を含むことO)を周知 ･指導すること｡

ウ 健診の受診者を雇用する事業者に対して労働者災害補償保険制度の概

要を周知すること0

3 実施主体

本事業は､以下に示す要件を満たす者と厚生労働省が委託契約を締結 し､

当該者が実施するD

(1)林業関係の事業場の指導を行 うことができる事業主団体であることD

(2)全国斉一的に事業を実施できる者であることO

(3)健診を実施できる医師､看護師の確保ができることO

4 実施時期

平成 19年9月3日から平成 20年 3月31日まで

5 予定経費

17, 117千円

6 委託費の支出基準

(1)健診費の国負担額は1,500円とすること｡

(2)健診班の宿泊費は､宿泊 日数に28,100円を乗 じた額とすること｡

7 その他

実施時期､予定経費等につV.､ては､国の予算額に変更があった場合は変更

もあり得るので留意すること｡



別紙

検 査 項 目

1 職歴調査

2 自覚症状検査

3 視診､触診

爪の変化､指の変形､皮膚の異常､骨 ･関節の変形 ･異常､上肢の運動機

能の異常及び運動痛､膝反射の異常､筋萎縮､筋 ･神経そうの圧痛､触覚の

異常等

4 運動機能検査

握力 (最大握力､瞬発握力)及び維持握力 (5回法)

5 血圧 (最大血圧及び最低血圧)

6 末梢循環機能検挙

常温における爪圧迫及び手指の皮膚温

7 末梢神経機能検査

常温における手指の痛覚及び指先の振動覚



別添2

平成19年度林業巡回特殊健康診断実施予定人員

_都道府県 健診予定人員
1 北海道 1,000
2 青森 290
3 岩手 . 360
4 宮城 190
5 秋田 320
6 山形 120
7 福島 120
8 茨城 6()
9 栃木 150
10 群馬 180
11 埼玉 30
.12 千葉 30
13 東京 30
14 神奈川 20
15 新潟 210
16 富山 90
17 石川 160
18 福井 .180
19. 山梨 190
go 長野 380
21 岐阜 ､ 360
22 静岡 290
23 愛知 70
24 三重 110
-25 滋賀 90
26 京都 120
27 大阪 30
28. 兵庫 190
29 奈良 30
30 和歌山 100
31 鳥取 140
32 島根 240
33. 岡山 18b
34 広島 110
35 山口 60
36 徳島 40.
37 香川 70

39 高知 330
,40 福岡. 100
ー41 ●佐賀 40
42 長崎 40
43 熊本 120 '
44 大分 90
45 宮崎 220
46 鹿児島 60
47 沖縄 30

合 計 7,500


