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平成 28年 7月 12日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長

病院・診療所及び社会福祉施設等に対する腰痛予防対策講習会の周知依頼について

日頃より労働衛生行政の推進にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、病院・診療所や社会福祉施設において、業務lニ起因

する腰痛が多発している状況を踏まえ、同種の労働災害を防止することを目的として腰痛

予防対策に係る講習会を開催することとしております。本講習会は委託事業（受託者：中

央労働災害防止協会）として各都道府県において実施することとしており、別添のとおり

開催日及び会場が決定しましたので、ご周知いただきますようお願いします。

本年度も、昨年度に引き続き、病院・診療所及び社会福祉施設の衛生管理者等の担当者

向けの講習会に加え、社会福祉施設の事業者等に対する講習会も開催することとしており

ます。各講習会の開催場所等については、添付の開催案内（別添）をご参照ください。ま

た、本講習会の申し込みについては、ホームページから行うこともできますので、併せて

ご参照ください。（http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.html) 

なお、本講習会の実施については、厚生労働省医政局、雇用均等・児童家庭局、社会・

援護局、老健局等の関係部局にも協力をいただき、別途都道府県等に通知する予定である

ことを申し添えます。

担当 労働衛生課高村、大内（内線 54 9 1) 

鈴木（内線54 9 8) 



第三次産業における労働災害が憎えています。特に腰痛は第三次産業における

職業性疾病の7割を占め、今後も高齢化の進展に伴う社会的役割の拡大が見込

まれる看護・介護の現場でもその予防対策が重要な課題となっています。

中央労働災害防止協会では平成25年6月に改訂された「職場における腰痛予防

対策指針Jの普及促進を図るため、厚生労働省より委託を受け、保健衛生業を対

象とした無料の講習会を全国47都道府県で開催します。

この講習会では、腰痛予防対策指針をイラスト等によりわかりやすく解説したテ

キストを使用し、例えばスライテ‘インク〉ボードを用いた移乗方法について動画で

紹介するなど、これまで腰痛予防対策の取組みがなかった事業場においてもわ

かりやすい内容となっております。

多くの方のご参加をお待ちしております。

町司E司 各会場にて対象者を分けて岡田に講習を行います。

幽・ー はお、内容は昨年度開催のものと同様となります。

主な内容（共通）
~①腰痛の発生状況、腰痛の影響要因、対策のための体制づくり
l講義l②スライテ、イングシート等の福祉用具の使用方法、腰痛を起としにくい作業動作

③作業空間、床面等の作業環境の改善
④腰痛予防対策チェックリスト、リスクアセスメントの活用
⑤腰部の負担が特｜ご大きく芯る作業別のポイント（動画あり）

「二~ ①作業姿勢
｜実筏 ｜L.:'.三三三J②腰痛予防体操

対象

『医療保健業の看護従事者向け』
医療保健業の看護従事者、安全衛生管理者、管理監督者、労務管理者等

作業別の腰痛予防のポイントを掲載した看撞従事者向けのテキスト（無料）を使用し、講習を行います。

ε週~ 病院・診療所の看護従事者、施設長、管理者等

9:15～受付開始 1f 9:45開講 u 12: 15綾了

『社会福祉・介護事業の介護従事者向l:t』
社会福祉・介護事業（介護サービス事業所、高齢者施設、障害者施設、保育施設等）の介護従事者、安全衛生管理者、管理監督者、労務管理者等

作業別の腰痛予防のポイントを掲載した介謹従事者向けのテキスト（無料）を使用し、講習を行います。

軍司E華3社会福祉施設の介護従事者、施設長、管理者等

13:15～受付開始 11 13:45開講 16:15終了

『社会福祉・介護事業の事業者向l:tJ 
社会福祉・介護事業（介護サービス事業所、高齢者施設、障害者施設、保育施設等）の事業者、管理者及び施設長等

上記回の中で事業者等に理解していただきたい内容を中心にした構習です。同じテキスト（無料）を使用します。

E週~ 社会福祉施設の施設長、管理者等

16:30～受付開始 I 11:00開講 II 19:00終了
※上記回は全国47会場中16会場での開催となります。
他の会場においては、図の講習において事業者向けの内容を含めて開催しますので、そちらにご参加ください。



お申込方法

~三FWebからお申込みいただきます。
.I/SHA中央労働災禽防止協会 ．， 

回 「中災防（ちゅうさいぼう）＋腰痛予防対策講習会Jで検索 - 申＇JJ.f(J/j ，，，・n仙山IS・叩

(http://www.Jlsha.or.Jp/ seminar /health/h3700 _youtsu.html) 

回 「残席確認・オンライン申込みJより申込みください。

回 送信後、メールが返信されますのでご確認ください。

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 圃 圃 圃E同二1JJ.・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

・台会場とも先着順でお申込を受lオ付け‘定員に澄し次第締め切りいたします。

・受付完了後、開催2週間前に中災防から受講票を送付します。

・お申込時にご記入いただいた個人情報につきましては、国が行う腰痛予防対策講
習会参加後の取組状況を把握するためのアンケートにご協力をいただくことがあり
ます。個人情報は固と中災防が責任をもって管理します。また、中災防の行って
いるサービスの的確な情報提供のために使用するほか、当協会が行う各種セミ
ナ一、出版する図書、 コンクールへの応募勧奨、アンケートのご案内、その他公
益的な観点から情報の提供等に利用することがあります。個人情報の二次利用に
同意されない場合はオンラインの申込フォーム「個人情報の二次利用に同意しな
い」のチェックボックスにチェックを入れてください。
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日程 ・会場【6月20日受付開始】

｛北海道・東北・関東甲信越］～全国47会場の開催予定芯ど最新情報は、 Webでご確認ください～

都道府県 開 催日 ~』Ji 場 所在地

北海道＊ 7月20日（水） 北海道安全衛生サービスセンター 札幌市中央区南 19条西9丁目2・25

膏 森 11月 9日（水） ホテル青森3階「あすなろの間」 青森市堤町1丁目 1-23

岩 手 9月 9目。量） 岩手労働基準協会研修センター 盛岡市北飯岡1ー10-25

宮 械＊ 9月 2自信量） 東北安全衛生サービスセンター 仙台市青葉区上杉 1丁目3-34

秋 田 9月27日伏） 協働大町ピル6階「千秋の問J 秋田市大町3丁目2・44

山 形 11月29日決） 山形ビッグウイング 山形市平久保 100番地

福 島 1 0月28日鎗） 須賀川市民温泉 須賀川市茶畑71

茨 鳩 9月 15自体） 茨城労働基準協会連合会中央安全衛生教育センター 水戸市渋井町堺橋263・1

栃 木 1 1月 8日制 栃木県労働基準協会連合会 宇都宮市築瀬町 1958・1栃木県建設産業会館内

群 馬 9月 5日（月） （一般財団法人前橋振興社）前橋テルサ 前橋市千代田町2・5・1

埼 玉＊ 8月25自体） JA共済埼玉ピル3F さいたま市大宮区土手町 1・2

干 襲 ＊ 10月31日（月） 千葉県経営者会館6F 千葉市中央区千葉港4.3

東 京＊ 9月11日個） 安全衛生総合会館SF 港区芝5-35”2

神 奈川＊ 10月 7自治） 神奈川労務安全衛生協会3F 横浜市中区相生町3・63 ヤオマサビル

新 潟＊ 8月31日（水j 新潟テルサ 新潟市中央区鐘木 185・18

山 製 1 0月f4日制 山梨県立中小企業人材開発センター 甲府市大津町2130・2

畏 野 10月27日（木） 松本安全衛生センター 松本市神林小坂道7101-55

＊のついた会場では困社会福祉・介護事業の事業者向け講習会（16:30～）を開催します。

申央労働災害防止協会（申災防）健康快適推進部企画管理課
干108・0014 東京都港区芝5・35開 2 TEL 03・3452・2517/FAX03・3453・0730


