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産業保健サービス

株式会社エムステージ



私たちが目指す産業保健活動～意義ある産業保健活動を実現する～

産業医の選任

産業医の実働
・継続した健診結果の確認・就労判定の実施

・二次健診の受診勧奨、医療機関への受診勧奨

・職場環境の把握・改善

・高ストレス者・長時間労働者への面接指導の実施

・産業医の意見を参考に、休職・復職や、就業制限等の判

断

・復職後のフォロー、医療面での配慮等の対応

産業医の実働がないことによるリスク

①労働安全衛生法の罰則、追加の支払いの可能性
50万円以下の罰金となり、
労基署のさらなる調査の可能性もあります。
②法令違反企業として公表される
厚生労働省のHPで公開されます。
③安全配慮義務違反で損害賠償責任を負う
安全配慮義務に違反しているとみなされ、訴訟され
た際に損害賠償責任を負う可能性が高くなります。
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期待される産業保健活動の効果

法令遵守・リスクヘッジ従業員の健康維持・増進 労働生産性向上

経営者
にとっての効果

✓ 労基署の立ち入り調査や訴訟リスクのリスクヘッジ

✓ 従業員の心身の健康度向上や優秀な人材の採用力向上

✓ プレゼンティーズム・アブセンティーズムの改善

担当者
にとっての効果

✓ 適切な安全配慮義務への対応体制の構築

✓ 基準の明確化による心理的負担の軽減

経営者
にとっての効果

担当者
にとっての効果



◆産業医サポート

エムステージの産業保健サービス

◆産業医紹介

◆医師面接指導サポート ◆休職復職対応サポート

✓ 初めての産業医選任の方

✓ 嘱託産業医を交代したい方

✓ 50名を超える事業場がある方

✓ 専属産業医をお探しの方

✓ 既に保健師などが在籍している

事業場で嘱託産業医をお探しの方

✓ ストレスチェック後の面接指導や長時

間労働者への面接指導でお困りの方

✓ 面接指導に関してお困りの方

✓ メンタルヘルス対応にお困りの方

✓ 休職・復職の制度を検討中の方
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P. 3 ~ P. 10

P. 11 ~ P. 14

受賞理由

企業への産業医紹介だけにとどまらず、嘱託産業医の業務管理システム「M Connect」や「休職・復職サポートサービス」などを通した、
継続した支援活動が、企業の産業保健・健康経営を支える優れたサービスであると評価されました。



産業医が会社の要望を聴いてくれない

嘱託産業医に関するよくある問題

✓ 産業医が事業場に来てくれない
✓ メンタルヘルス対応をしてほしい
✓ ストレスチェックの面接指導を依頼したい

産業医の問題

ズレ
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初めての産業医選任で、何をすればいいか分からない

地方や郊外の事業場で、産業医が見つからない

✓ 臨床医の仕事が忙しい
✓ 産業医の資格はあるけれど経験があまりない
✓ メンタルヘルスは専門分野ではない

事業場の要望

◆ 産業医サポート

株式会社エムステージ取締役

鈴木友紀夫

毎月1度訪問する「嘱託産業医」に関して、問題を抱えている企業が少なくありません。

嘱託産業医に関しては、「名義貸し」状態の企業が多い状況が続いていました。

産業医・産業保健の機能強化に向けて法改正が進められているように、

これからは、人事労務担当や経営者が産業医の力を引き出す姿勢が必要です。



◆産業医サポート 【スタンダードプラン】

料金メニュー サービス内容

≪隔月訪問について≫

産業医の「職場巡視」は、2017年6月の法改正により「2ヵ月に1回」でも可能となりました。

隔月訪問とする場合は、毎月上記の条件を満たした書類（チェックシート等）の提出が必要になります。

産業医訪問のない月は、顧問料として1事業場あたり2万円（税別）をいただきます。

※料金について

✓ 産業医が訪問する際の交通費は、実費請求いたします。
✓ 訪問時間が延長になった場合、30分単位で15,000円となります。
✓ 訪問時間・訪問料は依頼業務内容や事業場の場所によって異なります。

産業医選任義務のある従業員50名以上の事業場への嘱託産業医選任と、選任後の産業医業務をサポートします。
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メニュー サービス内容 契約形態 料金

スタンダードプラン

✓ 嘱託産業医のご紹介と、労働安全衛生法に基づく
産業医業務全般をサポートします。

✓ 1社に1名の担当コーディネーターがつき、
貴社と産業医の調整を行います。

業務委託

10万円（税別）

1時間5万円～（税別）

2時間7万円～（税別）

産業医選任手数料

訪問料

＜労働安全衛生規則 15条＞
産業医は、少なくとも毎月1回（産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二
月に1回）作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

①第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
②前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、
衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

法改正の背景は、「長時間労働」や
「メンタルヘルス」対応の重要性が高い事業場が
巡視以外に時間を割けるようにすることです。
隔月で良いのはあくまで「巡視」のみです。

原則、毎月訪問が推奨されています。

◆ 産業医サポート



◆産業医サポート 【コンパクトプラン】

料金メニュー サービス内容

※料金について

✓ 産業医が訪問する際の交通費は、実費請求いたします。
✓ 訪問時間が延長になった場合、30分単位で15,000円となります。
✓ 訪問時間・訪問料は依頼業務内容や事業場の場所によって異なります。

従業員50名未満の事業場での嘱託産業医選任と、選任後の産業医業務を、事業場のご状況に応じてサポートします。
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メニュー サービス内容 契約形態 料金

コンパクトプラン

✓ 嘱託産業医のご紹介と、労働安全衛生法に基づく
産業医業務全般を受託します。

✓ 1社に1名の担当コーディネーターがつき、
貴社と産業医の調整を行います。

業務委託

5万円（税別）

1時間5万円～（税別）

2時間7万円～（税別）

産業医選任手数料

訪問料

≪スタンダードプランとの違い≫

産業医の選任義務がないため、各事業場にとって必要な業務のみを行うことができます。

訪問回数は、年４回から、事業場の状況や産業医に依頼する業務内容に応じてご提案いたします。
料金は、選任手数料が５万円となり、産業医の訪問がない月の顧問料（月額2万円）が発生しない点が異なります。

【産業医に依頼する業務の例】
①健康診断結果の判定、事後措置、健康指導
②長時間労働者の面接指導
③休職・復職面談
④メンタル不調者の面接指導と事後措置
⑤ストレスチェック実施時の実施者業務と高ストレス者面接指導（１事業場50名未満でもストレスチェックを実施する場合）

◆ 産業医サポート



担当コーディネーターのサポート内容

事業場が実施すべき事項 産業医の業務内容 コーディネーターの業務内容

①産業医の選任

①産業保健業務サポート

●活動計画のサポート

●衛生講話、最新情報等の情報提供

●必要に応じての専門家紹介

②企業様と産業医の調整

●訪問日程の調整

●産業医への依頼事項の調整

●追加訪問、延長時間の管理

②衛生管理者の選任

③職場巡視
※条件付きで隔月も可能

a.職場巡視と報告書作成
※隔月の場合は、週１回の衛生管理者
による職場巡視結果報告書の受取

④安全衛生委員会の開催
b.衛生委員会・衛生講話（健康教育）
※欠席の場合は、議事録を承認

⑤健康診断の実施と監督署報告
c.健診結果のチェックと就労判定

d.健康不調者、予備群への面接指導

⑥ストレスチェック実施と監督署報告 e.ストレスチェック実施者業務

⑦高ストレス者面接指導実施 f.高ストレス者面接指導

⑧長時間労働者面接指導実施 g.長時間労働者の面接指導

⑨休職・復職、メンタルヘルス対応
h.休職・復職者面談
i.メンタルヘルス面談

労働安全衛生法に基づく産業医業務を、産業医と担当コーディネーターが円滑に遂行します。
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※産業医は毎回すべての業務を均等に行うのではなく、業務時間内で優先順位をつけて業務を行います。
そのため、イレギュラーな対応（各種面接指導など）が必要な場合、コーディネーターが業務内容の調整を行います。

◆ 産業医サポート



エムステージの産業医サポートサービスが選ばれている理由
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ベストマッチな産業医を紹介できるから

2万人のデータベース

全国11拠点

対面でお会いした信頼できる産業医の先生をご紹介をするため
全国に11拠点を展開しています。

地方や郊外の事業場でも迅速な対応が可能です。

15年の医師紹介事業で培ったノウハウとデータベースに基づき、
貴社にマッチする産業医の先生をご紹介しております。

すべての医師と対面でお会いしております。

◆ 産業医サポート

産業医業務管理システム

コーディネーター

マニュアル・書式

担当者の業務負担を軽減できるから

産業医の初回訪問は同行し、衛生委員
会の立ち上げや年間活動計画のアドバ
イスをいたします。
その後も、訪問日程やアジェンダの
調整を継続的に行います。

産業保健業務マニュアルや必要書式のフォーマットがあるため
安心して産業医に関する業務に取り組むことが可能です。

産業医業務を管理するシステム
M Connect（エムコネクト）により、
産業医業務を一元管理できます。



◆ 産業医業務を管理して効率化するシステム

嘱託産業医の業務を、一元化する。

本社、支社、産業医の業務管理をシステムで一元化。

担当者の業務負担を軽減するだけでなく、

短い産業医訪問の時間でできる業務価値を最大化することで

より実効性の高い産業保健活動をサポートします。

社内通知

本社から支社への連絡や、産業医
から企業への連絡などを行います。

産業医との情報共有

産業医の訪問日程や議題の調整、
訪問報告書の確認を行います。

休職・復職対応

休職者ごとにプロセス管理を行い、
適切なプロセスで復職へ導きます。

書式統一と保管

産業保健に必要な書類のフォーマット
を統一し、クラウド上で保管します。

フォルダ管理

産業医のみが見るべき情報の管理
の厳密な権限管理を行います。

定期健診の進捗管理

一次健診結果の保存と、二次健診
対象者の進捗管理を行います。

産業医業務管理システム

M Connectの機能
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M Connect（エムコネクト）とは、産業医業務を一元管理し、

本社・各事業場・産業医の連携を促進するシステムです。

面接指導の手配

面接指導に伴う諸連絡や書類管理
をシステム内で行います。

◆ 産業医サポート

※産業医サポートサービスをご契約いただいている企業様には
無料でシステムをご利用いただいております。



導入の流れ

❶ サービス説明

❷ お見積り

営業担当者が貴社を訪問し、貴社のご状況のヒアリングと
弊社のサービスの説明を行います。

ヒアリングした内容をもとにお見積書等を作成し
貴社のご状況に沿ったプランをご提案いたします。
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❸ ご契約 プランに応じた契約書をご確認いただき、契約を締結いたします。
※ご契約のみでは料金は発生いたしません。

❹ ご希望条件のヒアリング 再度貴社をご訪問し、産業医の業務内容詳細や
産業医に対するご希望条件のヒアリングを行います。

❺ 産業医との面談 ご希望条件とマッチする産業医をご紹介します。
ご確認の上、よろしければお顔合わせの場を設定いたします。

❻ 産業医の確定 企業様と産業医の意思を確認し合意がとれましたら、
産業医のご選任が確定となります。

❼ 産業医の初回訪問 担当コーディネーターが訪問日程や業務内容を調整の上、
初回の産業医訪問に同席しサポートいたします。

◆ 産業医サポート



◆ 産業医紹介

◆ 専属産業医紹介

エムステージの求人媒体への登録医師数は2万人以上。産業医資格を持つ医師も約6,000名おります。

すべての産業医と弊社のコンサルタントが対面で面談しており、面談時の情報や、

過去の紹介先からのフィードバック情報のデータベースをもとに、高い質のマッチングをご提供しております。

エムステージでは、産業医紹介専門のコンサルタントがマッチングを担当します。

産業医自身の働き方やニーズに合った求人をご紹介することで、

企業側・産業医側双方のニーズを理解した上でマッチングを実現し、長期就業へとつなげます。
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料金メニュー サービス内容メニュー サービス内容 契約形態 料金

産業医紹介
✓ 貴社のニーズにマッチした産業医をご紹介します。

✓ 成果報酬として紹介料をいただきます。
紹介

予定年俸の30%

産業医 紹介料

※紹介料の返金規定
１か月内退職 100％
３か月内退職 50％
６カ月内退職 25％

15年間の医師紹介で培ったノウハウをもとに、専属産業医・嘱託産業医をご紹介します。

多数の登録医師と精度の高いデータベース

産業医紹介専門のコンサルタント

産
業
医



メニュー サービス内容 契約形態 料金

来院プラン

✓ 従業員の方が提携先の医療機関や産業医事務所を直
接訪問し、面接指導を受けていただきます。

✓ 「結果報告書」「就業上の措置についての意見書」
を医師が作成し、提出いたします。

✓ 社外で完結するため、面談場所の確保や
プライバシーへの配慮が容易となります。

業務委託 1人・30分3.5万円（税別）

オフィスプラン

✓ 面接指導医が貴社を訪問し、
貴社のオフィスで面接指導を実施します。

✓ 「結果報告書」「就業上の措置についての意見書」
を医師が作成し、提出いたします。

✓ ご担当者様が医師と直接顔合わせして、
事前に打ち合わせすることができます。

✓ 面接指導後に、会社としての事後対応について、
ご担当者様と医師で相談することも可能です。

業務委託

1人・30分3.5万円～（税別）

2人・1時間5万円～（税別）

※医師の訪問交通費は別途ご請求となります

◆ 医師面接指導サポート【ストレスチェック】

◆ 面接指導サポート

簡
潔

丁
寧
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※料金は、地域によって相場が変わる場合がございます。エリアに応じてお見積もりいたします。

※どちらのプランもご契約の基本料はかかりません。面接指導１件あたりの発生ベースでのご請求となります。

ストレスチェック後、高ストレス判定者で面接指導を申し出た従業員に面接指導を手配します。



メニュー サービス内容 契約形態 料金

オフィスプラン

✓ 面接指導医が貴社を訪問し、
貴社のオフィスで面接指導を実施します。

✓ 「結果報告書」「就業上の措置についての意見書」
を医師が作成し、提出いたします。

✓ ご担当者様が医師と直接顔合わせして、
事前に打ち合わせすることができます。

✓ 面接指導後に、会社としての事後対応について、
ご担当者様と医師で相談することも可能です。

業務委託

1人・30分3.5万円～（税別）

2~3人・1時間5万円～（税別）

※医師の訪問交通費は別途ご請求となります

◆医師面接指導サポート【長時間労働】

◆ 面接指導サポート12

長時間労働者への面接指導を手配します。原則オフィスプランでの実施となります。

※料金は、地域によって相場が変わる場合がございます。エリアに応じてお見積もりいたします。

※ご契約の基本料はかかりません。面接指導１件あたりの発生ベースでのご請求となります。



◆医師面接指導サポート

◆ 面接指導サポート13

ストレスチェック後の高ストレス判定者や、長時間労働者への面接指導をサポートします。

業務管理システムM Connectを用いて、書類の手配・保管を一元管理することが可能です。

書式1)面接指導申込書（兼）
労働時間等に関するチェックリスト

書式2)面接予約希望表

書式3)面接指導予約票

書式5)質問管理シート

書式4)面接指導結果報告書及び
事後措置に関わる意見書

書類a)労働時間等のチェックシート

書類ｂ)疲労蓄積度のチェック及び生活状況等のチェックリスト

書類c)面接指導結果報告書

長時間労働者面接指導に必要な書式高ストレス判定者面接指導に必要な書式

面接指導を手配する上で必要な書式の保管や
進捗・履歴の管理をシステム内で完結させることが可能です。

提携医療機関数 150ヵ所以上 産業医業務管理システム“M Connect”
全国150以上の精神科クリニックや産業医事務所と
面接指導依頼専用の契約を締結しております。



◆ 休職復職対応サポート

◆ メンタル対応サポート14

「安全配慮義務」を遵守できるメンタルヘルス休職・復職対応体制の立ち上げをサポートします。

料金メニュー サービス内容

オプションメニュー サービス内容 料金

マニュアル
導入サポート

✓ マニュアル購入後の制度設計や現場での運用をサポートします。

✓ 1ヵ月単位で、必要な期間のみお申込みいただくことが可能です。

別途お見積り

就業規則見直し ✓ 休職・復職に関する就業規則の条文作成をサポートします。

研修
✓ 休職復職対応体制の導入にあたり、オフィスへ訪問し、
研修を実施します。

カスタマイズ
マニュアル作成

✓ 弊社が作成したマニュアルを、貴社向けにカスタマイズして、企業
様ごとの就業規則や制度に合った形でマニュアルを作成します。

現場向け
マニュアル作成

✓ 弊社が作成したマニュアルを、貴社の各事業場のご担当者様にもお
使いいただけるように、より実務レベルにカスタマイズしたマニュ
アルを作成します。

※マニュアル購入以外の料金に関しては、従業員数や事業場のご状況によって異なるため、企業様ごとに別途お見積りいたします。

※「就業規則見直し」や「現地研修」については、特定社会保険労務士が対応いたします。

メンタルヘルス休職復職対応マニュアル

✓ メンタルヘルス対応を専門的に行ってきた特定社会保険労務士と
産業医が監修し、休職復職対応に必要な20ステップをまとめた
実践的なマニュアルです。

✓ 40ページのマニュアルと23種の対応書式がセットになっています。

３万円（税別）



エムステージの強み

医師紹介力1 全国11拠点2 産業保健の専門性3

 15年以上の医師紹介実績

 登録医師2万名/産業医6,000名

 全ての医師と対面で面談

 提携医療機関150ヵ所以上

 全国での迅速な対応力

 地域とのネットワーク

 産業保健の豊富な経験

 多数の有資格者※

 顧問社労士/産業医

※衛生管理者、産業カウンセラー、医療経営士など

私たちは3つの強みを活かして、様々な企業の産業保健課題を解決するサービスを提供しています。
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産業保健を応援するWebメディア“サンポナビ”にて
人事労務担当者様向けに役立つ情報を配信中！

ご好評いただき、月間25万PVを超えております。



産業保健を、意義ある活動へ。

03-6697-1660（受付時間平日9：00～18：00）TEL

MAIL sangyoui@mstage-corp.jp

出版・運営メディア 受賞歴

労働力人口の減少や超高齢社会の中で求められている、働く人の健康と生産性向上。

私たちは、様々な組織の現場で起きている課題と向き合い、産業保健を意義ある活動へと変えていくことで、

働く人の健康と生産性に貢献していきます。
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