
全ての働く人々に安全・健康を ～Safe Work , Safe Life ～

心とからだの
健康づくり事業

中災防  健康づくり  メンタルヘルスケア

中災防は健康で働き続けることのできる
職場づくりをサポートします

健康づくり・メンタルヘルス対策を担うスタッフを育成する

研修会

事業場の実情やご要望に沿って教育する

講師派遣

職場環境改善等に活用する

ストレスチェックサービス

中災防

検 索

〒108‐0014
東京都港区芝5‐35‐2 安全衛生総合会館6F
【 研  修  会 】TEL：03‐3452‐2517
【 講師派遣 】TEL：03‐3452‐3137

〒108‐0023
東京都港区芝浦 3‐17‐12 吾妻ビル9階
【 ストレスチェック 】TEL：03‐3452‐6403

大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 
TEL：06‐6448‐3840 

北海道安全衛生サービスセンター
TEL：011‐512‐2031

東北安全衛生サービスセンター
TEL：022‐261‐2821

中部安全衛生サービスセンター
TEL：052‐682‐1731

中国四国安全衛生サービスセンター
TEL：082‐238‐4707

九州安全衛生サービスセンター
TEL：092‐437‐1664

各センターでも
独自の研修を開催しております
是非お問い合わせください

中央労働災害防止協会 健康快適推進部



研修会

産業保健・栄養指導  3日
産業保健指導・産業栄養指導専門研修
適切な生活習慣定着のため自らの偏った行動に気づき、その偏
りを改善するための支援について必要となる知識・技能を学び
ます。産業保健スタッフに必須の一次予防に着目した研修です。
受講資格   保健師、管理栄養士 等  詳しくはホームページをご覧ください。

THP実務向上 1日  THP単位 6
心とからだの健康づくり
指導者等のための実務向上研修
心とからだの健康づくり専門研修修了者を対象に幅広い知識を
学ぶためのレベルアップ研修です。職場の多様なニーズに応じ
た健康づくり活動を推進するために、心身両面にわたる指導者と
しての能力向上を目指しています。
受講資格    心とからだの健康づくり専門研修（産業保健・栄養指導、

心理相談等）修了者

特定保健指導 2日  THP単位 5
特定保健指導実践者育成研修
～保健指導実施者初任者・経験者向け～
平成30年4月より第3期特定健康診査等実施計画が開始され
ました。本研修は「健診・保健指導の研修ガイドライン（平成30
年4月版）」に基づき、「医師、保健師、管理栄養士等の健診・保
健指導従事者は6年ごとに受講することが望ましい」とされてい
る研修です。特定保健指導における基本的な考え方と具体的支
援の方法を演習も含めて学びます。
受講資格   医師、保健師、管理栄養士 等  詳しくはホームページをご覧ください。

産業医レベルアップ 半日  THP単位 2
産業医のためのレベルアップセミナー
働き方改革関連法の施行等により、産業医・産業保健機能の強
化が図られており、産業医の役割がますます重要になっていま
す。ここでは産業医が知っておきたいテーマを取り上げ、討議・
演習を通じて学ぶ実践的なセミナーです。
受講資格   医師、産業医（日本医師会認定）

健康測定実践 1日  THP単位 3
健康測定実践セミナー
安全な運動強度を設定し、効果的な運動指導に役立てるために
行われる運動負荷試験の方法を学びます。実際に自転車エルゴ
メーター、トレッドミルを使った実習も体験します。
受講資格   医師、産業医（日本医師会認定）、健康スポーツ医

　　　　　　　　　 健康づくり・からだの安全 　　　　　　　　　

食コンディショニング 2日  THP単位 5

食コンディショニングアドバイザー養成講座
食コンディショニングとは、「時間栄養学」を活用して、現在の自分
のからだに合わせた食べ方、暮らし方で、安定した心とからだを
つくることです。ライフスタイルやライフステージに合わせて、食
生活を改善し、ひとりひとりのコンディションを上げていくアプ
ローチ方法を学ぶ実践的な講座です。
開催協力 ●有限会社クオリティライフサービス
 ●産業栄養指導者会
※「食コンディショニング」は有限会社クオリティライフサービスの登録商標です。

〈中災防主催〉

エイジフレンドリー 基礎 1日  THP単位 3
高年齢労働者の安全と健康確保のためのセミナー
安全衛生教育専門コース 基礎編
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジ
フレンドリーガイドライン）」に規定された、高年齢労働者に対す
る教育、管理監督者等に対する教育について、高年齢労働者に
対する安全衛生教育の内容および管理監督者の留意点などを
学びます。

エイジフレンドリー 実践 1日  THP単位 3
高年齢労働者の安全と健康確保のためのセミナー
安全衛生教育専門コース 実践編
高年齢労働者向けの安全衛生教育（転倒、肩こり・腰痛、生活
習慣病、伝え方のポイント）の具体的な進め方と指導方法を学
び、実践につなげます。

転倒災害防止 1日  THP単位 3
転倒災害防止のための体力チェック
活用セミナー
職場の転倒災害の現状をふまえエイジフレンドリーガイドライン
で推奨している「転倒等リスク評価セルフチェック票」を用いて、
正しく安全な体力チェックの実施方法と、その結果を踏まえた転
倒予防に効果的な運動の指導法を習得し、職場での対策につな
げます。

Total Health promotion Plan

THPとは、トータル・ヘルスプロモーション・プランの
略称で、労働安全衛生法第70条の2により厚生労働
大臣が公表した指針（THP指針）に沿って、働く人が心
とからだの両面にわたる健康的な生活習慣への行動変
容を行うため、事業場で計画的に行う健康教育等の活
動のことです（第69条第1項の措置）。



　　　　　　　　　　 メンタルヘルス関連 　　　　　　　　　　

セルフケア技法 1日  THP単位 4
メンタルヘルス教育に活かすセルフケア技法研修
メンタルヘルスのセルフケア研修に活かす方法を実習や演習を
通して体験します。事業場で効果的な研修を行なうためには、ど
のように計画・準備し実施すればよいかについて、そのポイント
を学びます。

職場環境改善 1日  THP単位 4
メンタルヘルス対策に活かす職場環境改善の
すすめ方セミナー
メンタルヘルス不調者の発生を未然に防ぐには、人間関係だけで
なく作業場の環境や作業方法を含む｢職場環境｣に着目し改善を
図る｢働きやすい職場づくり｣への取り組みが求められます。本セ
ミナーでは、職場環境改善の先行事例やツールの使い方を紹介
しながら、事業場内での具体的な導入と展開について学びます。

メンタルヘルス推進担当
 2日  THP単位 5
事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修
実効性のあるメンタルヘルス対策を進めるには、組織的、計画的
な体制づくりと、これを運用する担当者を明確にすることが必要
です。その担当者として求められるメンタルヘルス対策に関連し
た内容を包括的に学ぶ研修です。

ストレスチェック実施者
 1日  THP単位 3*

＊科目免除の場合は2単位

ストレスチェック実施者養成研修
看護師および精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師を対象に
したストレスチェック実施者になるための研修です。厚生労働省
通達（平成27年5月1日基発0501第４号）に基づく研修です。
受講資格   歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師

ラインケア
管理監督者・職場リーダーのための
メンタルヘルス ラインケアセミナー

【1日コース】 1日  THP単位 4
【半日コース】 半日  THP単位 2

メンタルヘルス不調者を出さない職場づくりが求められていま
す。特に管理監督者には、部下の不調への速やかな気づきと対
応が求められるだけでなく、部下が能力を最大限発揮できるよう
に、日頃から職場環境等の改善を進めるという大切な役割があり
ます。管理監督者に必要なケアの方法について実習を通して学
ぶセミナーです。半日に凝縮したコースもあります。

心理相談 3日
心理相談専門研修
心身両面に配慮した健康づくりについて理解するとともに職場のメ
ンタルヘルス対策に必要な知識を学びます。また、働く人のストレ
スに対する気づきの援助やリラクセーションの指導を中心としたメ
ンタルヘルス教育及び相談対応に必要な技法を体験学習します。
受講資格   学校教育法による大学で心理系・社会福祉系・保健系を

卒業した方、保健師、看護師（実務経験1年以上）、衛生管理
者（実務経験3年以上）、公認心理師、産業カウンセラー 等
詳しくはホームページをご覧ください。

認知行動療法 半日  THP単位 3
メンタルヘルス教育に活かす
認知行動療法セミナー
認知行動療法の基本と各種スキルを学びロールプレイの実習を
通して面接法への理解を深めます。

事例から学ぶ 1日  THP単位 4
事例から学ぶ職場のメンタルヘルスセミナー
（1日コース）
旬なテーマをとりあげ、第一人者の講師から学びます。
・大人の発達障がい
・ハラスメントの背景にある心理面から考える

パワーハラスメント
（基本） 1日  THP単位 3
パワーハラスメント相談窓口担当者研修
基本コース
令和2年6月から労働施策総合推進法が施行され、事業主には
パワハラ防止に必要な措置を講じる義務が課せられ、労働者か
らの相談に対応するための窓口を設置することや、相談窓口の担
当者が相談内容や状況に応じ適切に対応することが必要となりま
した。相談担当者に求められる基本的な知識や、グループワーク
によりパワハラ相談実務について学びます。

パワーハラスメント
（相談対応） 1日  THP単位 3
パワーハラスメント相談窓口担当者研修
相談対応コース
パワハラ相談窓口においては、相談を希望する労働者（来談者）
が安心して相談できるよう配慮しながら対応することとされていま
す。この研修では、相談窓口担当者に必要な「傾聴」の基本スキ
ルを、ロールプレイを通して学んでいただき、適切な相談対応の
基礎作りを行います。

中災防 ●●● 検 索詳しくは
こちらまで

研修内容の詳細は、上記のように「中災防」と●●●に略称の研修タイトルを入力
して検索。
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講師派遣

中災防ストレスチェックの特徴

2021.06 5,000 SH

内容 時間 正規金額 中小割引金額 (＊)

賛助会員 一般 賛助会員 一般

講義
実習

1科目（90分まで） 82,500円 99,000円 49,500円 59,400円
90分を超え30分ごと 27,500円 33,000円 16,500円 19,800円

■派遣料金（税込）

■多彩なプログラムを提供

複数プログラムの組み合わせも可能です。

中災防では、事業場で行う教育・研修、健康教室や講演会、安全衛生大会などへ講師を派遣します。

受検率UP！ ネット上で
受検を完結！

受検忘れ防止！

結果がすぐ出る！
データ管理も
万全！回答が簡単！

安心の
セキュリティ！

活用できる
グループ集計！

紙受検 料金（税込） 47,575円～ ＊50名、賛助会員価格 Web受検 料金（税込） 41,800円～ ＊50名、賛助会員価格

中災防 講師派遣 検 索詳しくはこちらまで

中災防 ストレスチェック 検 索資料請求など
詳しくはこちらまで

健康づくり・からだの安全プログラム例
□転倒予防に役立つからだの使い方

□腰痛予防のための運動

□高年齢労働者の身体特性と改善

□自分の健康づくりプログラムをつくる

メンタルヘルスプログラム例
□管理監督者向けラインケア
□従業員向けセルフケア
□ストレス対策に活かす職場環境改善
□ストレス対処に役立つリラクセーション
□快適な睡眠法

＊ 中小割引金額が対象となる事業場は、常時使用する労働者数が
300人未満であり、かつ、労災保険の適用事業場です。
※その他交通費等実費請求させていただきます。
※内容等でその他の料金がかかる場合がございます。

手軽にできる
筋力アップ法テレワークとセルフケア

ストレスを軽くする
「ものの見方・考え方」 職場のハラスメント コミュニケーション

働く女性のための
ヘルスケア

▼組み合わせの一例

オンラインでも対応しています


