
３－（２）転倒災害防止対策

１．階段での踏み外しや滑ったことによる転倒

２．床（浴室を含む）が濡れていて足を滑らせて転倒

３．室外で雨水で足を滑らせて転倒

４．駐車場の車止めに躓いて転倒

ポイント

１．滑り止め、滑り止めマットや手すりの設置

２．床は濡らさないように注意し、担当者が定期的に巡視、
確認する

３．滑りにくい履物にする
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３－（３）腰痛防止対策

１．施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表
明し、対策を実施するための組織を作る

２．対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿
勢、重量などの観点から、腰痛発生のリスクを評する（リス
クアセスメントの実施）

３．腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスク回避・
低減措置を検討します

４．腰痛予防のための健康管理、教育等を確実に行う

詳細は厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」（平
成25年6月18日付け基発0618第1号）参照
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腰痛とは何か？

28

介助作業時の災害分析

腰痛とは疾患（病気）の名前ではなく、腰部を主とした痛

みやはりなどの不快感といった症状の総称です。一般に坐

骨神経痛（ざこつしんけいつう）を代表とする下肢の痛み

やしびれを伴う場合も含みます。

【特定的腰痛と非特定的腰痛】

医師の診察および検査で腰痛の原因が特定できるものを特定的腰痛、厳密な原因が特定できないものを非特定

的腰痛といいます。病院の外来を受診する腰痛患者のほとんど（約85%）は原因の特定できない非特定的腰痛

だとそうです。残りの15%が特定的腰痛で、代表的なものには椎間板（ついかんばん）ヘルニアと腰部脊柱管狭

窄症（ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう）があります。
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腰痛発生に関連する複合的要因

29

動作要因

腰部に動的あるいは静的に加わる過度な負担
• 「利用者を頻繁に抱きかかえる」「腰を深く曲げる」「腰をひねったりす
ることが多い。

環境要因

腰部への振動、温度（寒い）、床、照明、作業空間・設備の
配置、勤務条件
• 「ベッドや床などの配置が悪く、移動しずらい」「休めない」

個人要因

年齢、性別、体格、筋力、既往症や基礎疾患の有無
• 「常に慢性化した腰痛がある」「年齢とともに痛みが続く」「自
分より大きな利用者を介護することが多い」

心理・社会的
要因

職場の対人ストレスに代表される要因
• 「仕事の満足度が得にくい」「上司や同僚とう
まくいかない」「利用者から嫌がらせを受ける」
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セミナー型の様子転載・２次利用はご遠慮ください

R 1年度

比嘉 ）

30健康安全課



腰痛予防のために福祉機器をお勧めしています

31

介助作業時の災害分析
利用者の抱きかかえなどに伴う腰部負担を軽減するため福祉機器や

補助機器の導入をお勧めしています。
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人材確保等支援助成金
介護福祉機器に係る助成金

介護労働者の身体的負担を軽減するため、新たな介護福祉機
器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業
主に対して助成。

主な支給内容 機器導入助成又は離職率の低下

機器購入対象費用の２５％

その後離職率の低下２０ポイント又は３０ポイント

（上限は各１５０万円）

対象機器 移動・昇降用リフト、エアマット等

問合せ先 沖縄労働局 沖縄助成金センター

沖縄労働局 1階 098-868-1606
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４．好事例

介護老人施設規模 50～99人

階段の上・下に滑り止めマットを設置するとともに、階段には手
すりを設けている。滑り
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介護老人施設規模 50～99人階段で
の転倒防止

• 階段に手すりを付けている。

• 手すりに衣服が引っかけることが
ないように手すりの端は、内側や
下向きとなっている。

34

介護老人保健施設規模 30～49人

• 玄関の車椅子用スロープに滑り止め付きマッ
トを敷いている。

• 段差解消のため、マットを使用しているとこ
ろは多い

が、完全な滑り止め付きマットを使用している
のは少

ない。
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使用しないベットは通行す
るスペースにはみ出さない
ように置く

35

特別養護老人ホーム規模 50～99人

廊下の整理・整頓

• 廊下の整理・整頓に努め、障害物を除い
て躓きによる転倒防止を図っている
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特別養護老人ホーム

規模 30～49人 浴室の床を滑
り止めの材料にして転倒防止
を図っている

36

厨房から外部への濡れを防止
するために出入り口にマット
を置き、そのマットを粘着テー
プで固定している
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特別養護老人ホーム

規模 50～99人

調理室のゴミ入れには、すべて
キャスターが着いており、容易
に移動できる

37

滑りにくい作業靴の使用
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汚物回収カート 配膳カート

腰痛予防

特別養護老人ホーム

規模 50～100人

各種のカートの導入により、作業者の負担軽減と作業能率の向上が図れた
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特別養護老人ホーム 規模 50～99人

突起物の少ない移動用リフト車を採用して、作業者の労力の
低減を図っている

リフト付き入浴槽を導入して、省力化・腰痛防止を図ってい
る
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特別養護老人ホーム

規模 100～299人

清掃車作業車を準備し、作業は2
人1組で行うこととしており、無
理な姿勢にならないようにしてい
る

40

作業姿勢による腰痛予防

特別養護老人ホーム

規模 50～99人

・作業台高さを調節して、疲れの少
ない作業姿勢としている
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５．参考資料、参考ホームページ

１．社会福祉施設の安全管理マニュアル

～安全担当者（安全推進者）配置で働く人の安全確保を！～

２．社会福祉施設の「見える化」による安全活動

３．転倒災害防止や腰痛予防のための好事例

以上は、インターネットで、「社会福祉施設における労働災害
防止対策」と検索すれば掲載されている厚生労働省のホームページ
に案内されますので、ぜひダウンロードしてご使用ください。
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セクシャルハラスメントとは

・職場において性的な冗談やからかい、食事やデート
への執拗な誘い、身体への不必要な接触等

妊娠・出産等に関するハラスメントとは

パワーハラスメントとは

・妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利
用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、不利
益な配置転換等の「不利益扱い」、上司、同僚が就業
環境を害する言動を行うこと

・職場における優位性を背景に、業務の適正な範囲を
超えて精神的・身体的苦痛を与えること等

健康安全課
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セクシャルハラスメントの背景になりうる言動

「男らしい」「女らしい」など固定的な性別役割分担
意識に基づいた言動は、セクシャルハラスメントの原
因や背景になってしまう可能性があります。

✔ 「男のくせにだらしない」「家族を養うのは男の役目」
✔ 「この仕事は女には無理」
✔ 「子供が小さいうちは母親は子育てに専念すべき」
✔ 結婚、体型、容姿、服装などに関する発言

このような言動は、無意識のうちに言葉や行動に表れ
てしますものです。日頃から自らの言動に注意が必要
となります。
※近年、ＬＧＢＴなどの性的マイノリティに対する社
会的関心も高まっており配慮が必要となっています。
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妊娠・出産等に関するハラスメントの例

以下のような事例は、妊娠・出産等に関するハラス
メントに該当します。

１．上司に妊娠を報告したところ「次回の契約更新はないから」と言わ
れた。

２．産休の取得について上司に相談したところ、「他の人を雇うので早
めに辞めてもらうしかない」と言われた。

３．育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児
休業をとるなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない
状況になっている。
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• ４．妊婦健診のために休暇を取得したいと上司
に相談したら、「病院は休みの日に行くもの
だ」と相手にしてもらえなかった。

• ５．上司から「妊婦はいつ休むかわからないか
ら、仕事はまかせられない」と雑用ばかりさせ
られる。

• ６．同僚から「こんな忙しい時期に妊娠するな
んて信じられない」と繰り返し言われ、精神的
に落ち込み業務に支障が出ている。
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職場のパワーハラスメントの概念

【①職場内の優位性、②業務の適正な範囲 の考え方】

① 「パワーハラスメント」という言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指して
使われる場合が多い。しかし、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に
対して行われるものもあり、こうした行為も含めて考える必要がある。このため、上
記では職場内の優位性を、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識などの
様々な優位性が含まれる趣旨を明らかにしている。

② 労使が予防・解決に取り組むべき行為は、「業務の適正な範囲」を超えるもの。
個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたり
する場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、職場の
パワーハラスメントには当たらない。

（平成24年１月 「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」２．（１）より）

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの

職場内の優位性①を背景に、業務の適正な範囲②を超えて、

精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
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● どのような行為が職場のパワーハラスメントに当たりうる
か

⇒ 裁判例等をもとに、典型的と思われる行為類型を整理

❶ 暴行・傷害（身体的な攻撃）

❷ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃）

❸ 隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）

❹ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕
事の妨害（過大な要求）

❺ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと（過小な要求）

❻ 私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）

職場のパワーハラスメントの行為類型

※これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてを網羅するものではな
く、これ以外は問題ないということではないことに留意が必要。
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• トップのメッセージ～基本方針の明確化

• 相談体制の整備（相談窓口・担当者）

• 周知・啓発・研修

• 問題発生時の迅速かつ適切な対応

• ハラスメントを発生させない職場づくり・行為
を受けた従業員が声を出せる（意思表示でき
る）雰囲気づくりをめざしましょう

ご相談は沖縄労働局雇用環境・均等室へ

868-4380、868-6060

ハラスメント防止のために事業主が講ずる措置
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ご清聴ありがとうございました！

厚生労働省沖縄労働局
労働基準部健康安全課
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