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要旨：職業性腰痛の疫学を各職種に従事している2,778名を対象にアンケート調査を行
い，特に職種と腰痛の関係について検討した．アンケートの結果から腰痛歴の既往を
約半数に認め，職場での発症が最も多かった．現在の腰痛に関しては，運輸職，看護
職で腰痛との因果関係があると回答した者が多かった．発症状況では，徐々に発症し
たものは看護職や事務職に多く，急に発症したものは保安職や運輸職に多かった．腰
痛発症の要因として，特に中腰作業，運転作業や重量物の取り扱いや介護作業が考え
られた．腰痛発症と従事年数との関係では，看護職は初年度から腰痛の発生が高く，
また業務との因果関係がありとの回答が多かった．この結果から，特に作業姿勢や作
業関係などに関する指導や腰痛の予防に対する啓発を行う必要がある．

Summary

Prevalence of low back symptoms was investigated. Questionnaires were performed
to 2778 workers, of which occupations included nurse, office, transportation, and secu-
rity. Approximately 50% of all respondents reported experiencing some form of low
back pain, saying that their low back pain developed since undertaking their current
job. 94% of nurses and 92% of transportation workers felt that their low back pain was
job related. Nurses and office workers who experienced low back pain reported that
their pain developed gradually, while the security guards and the transportation work-
ers reported sudden onset of their low back pain. Study respondents identified lifting,
half-sitting and some unusual postures (necessary for the performance of their jobs) as
probable risk factors for developing low back pain. The study found that nurses were at
high risk for developing low back pain beginning in their first year of employment.
Early and ongoing workplace education, prevention and workplace improvement are
important factors in addressing the reduction of low back pain in workers.



はじめに

腰痛は若年者から高齢者まで多岐にわたっ

てみられ，日常の生活条件，年齢，職業など

が腰痛に及ぼす影響は大きい．職業性腰痛に

関しては，産業医学の普及により腰痛発生の

リスクを増大させる要因である荷重，姿勢や

環境につき改善されつつある．れわれは腰痛

と作業姿勢などにつき日整会や本学会におい

て発表してきたが 1,3,7），今回は職業性の腰痛

の疫学につき報告する．

Ⅰ．対　象

1995～ 1998年にアンケート調査を行った

看護従事者 334名，事務系従事者 136名，コ

ンピュータ関連企業従事者 1,575名，化学繊

維関連企業従事者646名および運転業務従事

者87名であった．性別は，男子1,795名，女

子983名で，年齢は18～63歳であった．

Ⅱ．調査項目および分類

中央労働災害防止協会の腰痛予防に関する

報告書に準じた 1,6）．主な内容は，現在の職

種，業務歴，既往歴，腰痛歴，現在の症状や

作業の状況などである．今回はその中でも職

種と腰痛の関係を中心に報告する．アンケー

トの回収率は87.9％であった．なお，統計学

的解析は，χ2検定，t-検定および各要因と腰

痛との関連の強さの指標はオッズ比を算出し

た．

Ⅲ．結　果

1）腰痛の既往歴を有するものは，1,273名

（45.9％）で，男性 780名（43.5％），女性 493

名（50.1％）と女性に多く腰痛の既往を認め

た．腰痛あり群の平均年齢は，男性 41.3歳，

女性29.1歳で，また腰痛なし群の平均年齢は，

男性41.9歳，女性29.5歳であり両群間に差を

認めなかった．

2）勤務先と腰痛歴の関係は，運転業務従

事者では 60名（69％），化学繊維従事者 314

名（48.6％），コンピュータ従事者 723名

（45.9％），事務系従事者 74名（54.4％）およ

び看護従事者169名（50.6％）に腰痛歴を認め，

運転従事者とコンピュータ従事者間に有意差

を認めた（図1）．

3）発症機会として，職場が36％と最も多

く，家庭生活（21％）やスポーツ中（24％）で

の発症も多かった．

4）腰痛の発症が職場であったと回答した

のは，運転業務従事者の 70％，看護従事者

の 57％と有意に多く，化学繊維従事者や事

務系従事者は約30％であった（図2）．

5）次に現在の腰痛に関し，いずれの年代

においても半数が腰痛ありと回答していた

（図3）．

6）職種と腰痛との関係に関し，専門技術

職の中でも看護職は独立させて検討した．現

在腰痛があると回答したものは，保安職

42％，看護婦を含む専門技術職 46％，看護

職63％，技能職39％，事務職42％，管理職

52％および運輸職74％であった（図4）．

7）腰痛があり現在の業務から発生したと

回答したものは保安職 80％，専門技術職

75％，看護職 94％，技能職 71％，事務職

48％，管理職 52％および運輸職 92％であっ

た．その他を対象として比較すると看護職，

運輸職に多く，一方事務職，管理職に少なか

った（図5）．

8）さらに現在の業務で腰痛が悪化したと

回答したものは，保安職 30％，専門技術職

13％，看護職 56％，技能職 18％，事務職
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12％，管理職 7％および運輸職 34％であっ

た．同様に看護職，運輸職に有意に多く認め

られた（図6）．

9）従事年数と腰痛の関係では勤務後 7年

から8年まで漸増しその後減少していた．

図1 勤務先と腰痛歴
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図2 職場で発症した腰痛歴
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図3 年齢と腰痛の有無
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図4 職種と腰痛
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図5 現在の業務と腰痛の関係

因果関係があると回答した割合を示しており，看護
職や運輸職の回答が多かった．
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図6 現在の業務と腰痛の関係

現在の業務により腰痛が悪化と回答した割合を示し
ており，特に看護職の回答が多かった．
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10）従事年数と業務に関係する腰痛に関し，

看護従事者は従事年数にかかわらず業務との

因果関係に関し高い値を示した．一方，対象

全体においては業務との因果関係は減少し

10年過ぎに一度増加していた（図7）．

11）職種と腰痛発症状況に関し，急に発生

したと回答した職種は，保安職や運輸職に多

く，一方徐々に発生したは，看護職，技能職

や事務職に多かった．

12）腰痛の発症機転としては物を持ち上げ

たときや中腰の時に発症したが最も多かっ

た．作業姿勢と腰痛の関係をオッズ比で算出

すると，中腰作業や運転作業で高いオッズ比

を認めた（表1）．

13）作業内容と腰痛に関するオッズ比は，

介護作業や20 kg以上の重量物を取り扱うも

のに高いオッズ比を認めた．腰痛がある群の

作業形態は，介護作業，移動する作業，持ち

上げ作業や降ろす作業が主であった（表2）．

Ⅳ．考　察

職業性腰痛の疫学を調査することで腰痛発

症の因子を解明でき，ひいては腰痛発症の予

防につながる 1~9）．今回の調査でも職場にお

ける腰痛の原因として，単一の要因をあげる

ことは困難であり，年齢・性別やBMIなど

の背景因子に加え多数の要因が関与している

と思われた．作業形態としては，介護作業，

移動する作業や持ち上げ作業など以前から指

摘されている重量物の取り扱いに注意する必

要がある．このことは以前のわれわれの報告

でも清掃業などの重量運搬物の取扱者に腰痛

を有するものが多かったことと一致してい

る 1）．

職場における腰痛の発症状況として機械化

が進展していない職場や重量物取り扱いの多

い職場では急性発症が多く，中腰・前屈作業

の多い職場では近代化に伴う運動不足も加わ

り慢性発症が多いと考えられた．腰痛の状況

として慢性腰痛ないしは急性腰痛の遷延化症

例が中心であると報告されている 8）．

今回の目的である職種と腰痛の関係に関し

ても運輸職や看護職に従事するものが事務系

従事者に比較して職種との因果関係があると

図7 業務従事年数と腰痛の関係

業務と腰痛の因果関係があると回答した群を，全対
象と看護従事者に分けその従事年数ごとに検討し
た．
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表1 作業姿勢と腰痛

オッズ比 95％CI

腰掛作業 0.9 （0.7～1.1）
座作業 0.8 （0.5～1.2）
中腰作業 1.9 （1.2～3.0）
立ち作業 1.3 （1.1～1.5）
運転作業 4.1 （2.1～8.0）

CI：信頼区間

表2 作業内容と腰痛

オッズ比　 95％CI

重量物を取り扱わない 0.8 （0.7～1.0）

重量物を取り扱う 1.2 （0.9～1.4）
重量物（20 kg以上）を扱う　 2.4 （1.2～4.8）
介護作業 2.2 （1.7～2.9）

CI：信頼区間



の回答が高率にみられた（図4～6）．徳永は，

各職種と腰痛の関係について，労働態様の変

化に伴う腰部負担要因の増加が影響している

と述べている．

腰痛の有訴率と職種に関し，今回のわれわ

れの結果と同様に看護職や運輸職で有訴率が

高かった．一方，事務職と管理職の有訴率は

低いがわれわれの結果の方が高かった（表

3）5,8）．さらなる職業性の腰痛の疫学の検討

には，職種の分類を検討する必要があると思

われる．

平成 12年から，介護保険が開始され，介

護業務にたずさわる者も増加することなどか

ら，作業姿勢，作業形態や作業環境などに関

する指導や啓発を十分行うこと必要がある．

われわれが実施している看護職員に対する腰

痛教室における日常生活や腰痛体操の指導の

結果から，機能障害と挙上などの作業付加の

かかる動作での疼痛の改善が得られ，腰痛に

対し有効で今後，腰痛発症の予防に向けさら

なる指導や啓発が必要である．

結　語

1）職業性腰痛の疫学の検討をアンケート

調査をもとに行った．

2）約半数に腰痛歴の既往があった．

3）現在の腰痛に関し，特に運輸職，看護

職で腰痛との因果関係があると回答した者が

多かった．

4）発症状況では，徐々に発症したものは

看護職や事務職に多く，急に発症したものは

保安職や運輸職に多かった．

5）腰痛発症の要因として，特に中腰作業，

運転作業や重量物の取り扱いや介護作業に注

意する必要がある．

6）腰痛発症と従事年数との関係では，看

護職は初年度から腰痛の発生が高く，また業

務との因果関係がありとの回答も多いので，

特に作業姿勢や作業関係などに関する指導や

腰痛の予防に対する啓蒙を行う必要がある．
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表3 腰痛有訴率

職種
有訴率（％）

今回の結果 過去の報告 報告者

保安職 41.7
専門技術職 45.9
看護職 63.4 64.4 甲田（1991）
技能職 38.8
事務職 41.6 24.0 中桐（1977）
管理職 40.3 21.6 中桐（1981）
運輸職 73.5 70.8 久繁（1987）


