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施設紹介 

＜特別養護老人ホーム 和風園＞ 

経営主体：宮城県社会福祉協議会 

設立：平成3年3月26日 

職員数：117名 

利用定員：220名 

（長期利用者200名、短期利用者20名） 

施設内：4つの居住棟に分かれている 

 梅棟：長期30名 短期20名   藤棟：50名  

 桐棟：60名        萩棟：60名 

 

 



事業参画の経緯 

法人内でも福祉機器を活用しての腰痛改善の必要性は言わ
れていた ⇒ 具体的方策が分からなかった 
 

個人的に思っていた事 

 ・施設が大きすぎて腰痛の現状等を把握しきれない 

 ・腰や手を痛めて休む職員の存在 

 

 

当法人内で実施している業務改善を行うことに 

 



事業実施における体制 

OTから事業への参加を提案 

コンサルタント 

作業療法士3名 

事業所 
ジェー・シーアイ様 

モリトー 様 

棟職員 



取り組みの実際 



計画 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H28 H29年

リフト研修 個別研修

アンケート

（全棟）

アン

ケート

（藤棟）

アン

ケート

（藤棟）

機器選定 リフトプレ試用 リフト レンタル開始 ⇒⇒⇒⇒⇒

個別チェック開始⇒⇒



現状把握 ① 入所者について 

長期入所者 （H28.7月 調査時） 

男性47名 女性146名 計193名 

N＝193 

N＝193 

N＝193 



現状把握 ② 

食事のために 
離床する 



現状把握 ③ 職員について 

介護職員 86名 
N＝86 

N＝86 



現状把握 ④-1 
現場職員（86名）にアンケート実施 

N＝86 



現状把握 ④-2 

つらいと感じる介護動作について 

1位 ベッド上での排泄介助 

2位 抱えての移乗介助 

3位 お姫様抱っこ 



当施設の課題 

職員の大多数が腰痛を経験している 

利用者の身体状況の重度化 

マンパワー不足 

職員の意識 



どの移乗場面に介入するか 

居室でのベッド⇔車椅子の移乗を選択 

効率よりも操作に慣れることを重視 

棟を一つに限定 



対象棟（藤）について 

入所者：50名 

職員：20名（正職員12名 臨時職員４名 パート職員４名） 

勤務体系：日直、夜勤、早番、遅番 

日中の職員数：8~10名 

居室は北と南に分かれており、 

職員は北担当、南担当と分担して 

業務を行っている 



 

食事のために 
離床する 



機器選定 

リフト 

ベッド固定型 2台 

（株式会社モリトー つるべー） 

 

スリング 

脚分離型スリング  

（Liko ユニバーサルスリング） 



選定理由 

居室環境の問題 

  居室が狭い 

職員側の問題 

  リフト操作未経験者がほとんど 

OT側の問題 

  指導の不安 

据置型リフトの利点 

  充電の手間がない 

  床走行リフトのようにリフトそのものを動かす必要がない 



居室環境（２人部屋） 



居室環境 （4人部屋） 



対象者選定 

候補者は2名 （棟職員から挙げて頂いた方を優先） 

対象者A 70代 女性 （南居室 4人部屋をご利用中） 

 主疾患：脳性麻痺による右片麻痺 

 身長：155㎝ 体重：57kg 

 移乗のADL：全介助 使用車椅子：チルト・リクライニング車椅子 

 骨折・褥瘡の既往：なし コミュニケーション：可能  

 

対象者B 90代 女性 （北居室 4人部屋をご利用中） 

 主疾患：認知症 

 身長：132㎝ 体重：48kg 

 移乗のADL：全介助 使用車椅子：スタンダード車椅子 

 コミュニケーション：会話は困難だが快・不快は表情に出る 

 骨折：あるが股関節ではない 褥瘡の既往：あり 

 



研修機会の確保 
リフトの操作手順の研修（健常者同士で実施） 

   ⇒ 少人数で 全4回 

棟職員と個別での移乗研修 （対象者を実際に移乗） 

   ⇒ 1日3回、遅番の職員をメインにOTとリフトで離床 



実施期間中に工夫した点 
 

職員も体験 

操作マニュアルの配布 

操作の要点を利用者居室に掲示 

操作の個別チェックの実施 

個別使用が可能になった職員の 

 掲示とフォロー 

棟会議への参加 

名称への配慮（吊り具   ⇒ スリング） 

 



実施中こんなことありました① 

利用者の体調変化 

風邪の流行に伴い対象者が体調を崩し、離床支援が 

   一時中断 
 

固定型リフトゆえの問題 

対象者が居室変えを希望したため、リフトも移動しな 

   ければならなくなった 

   ⇒ 1週間ほど床走行リフトで対応 

   ⇒ リフトの分解・組み立て方法の研修 
 



実施中こんなことありました② 

全てのリフトに言える問題 

他の利用者がリフトに 

 触るのが心配だとの声 

 

 ⇒ 使用していないときの 

           リフトのハンガーの 

   位置を周知 

 

 

連 絡 

H29.1.24 

使用していない時のリフトハンガーの位置について 

 

 

 

使用しない時は、ハンガーの位置を上の写真のようにして下さい。壁ぎりぎり

まで振っておくことができます。 



実施中こんなことありました③ 

ヒヤリ・ハット 

・ベッドからの移乗時リフトのハンガーが 

  利用者の額に接触した 

 

・車椅子からベッドへの移乗時にアームを   

  持ってこようとして利用者の額にぶつかり 

  そうになった 

   ⇒ 職員に周知 

 



実施中こんなことありました④ 

利用者の後押し 

・リフトの操作を怖がる職員に対し、 

  「大丈夫ですよ」と伝えてくれた 

 



こんなことで悩みました 

 

勤務によって職員のリフト操作の間隔が空いてしまう 

職員の介護技術 

    例：利用者を側臥位にするだけでも様々 

      利用者の車椅子上での姿勢について 

      車椅子の使い方 などなど・・・ 

    



職員の反応 

リフトの操作は意外にも簡単だった 

操作には慣れが必要 

車椅子からのスリングの敷き込みが難しい 

 

利用者の反応 

  

「ブランコみたいで楽しい。 

  こっちの方が痛くないし怖くないですよ」 



結果と反省 

アンケート上では“継続して使用したい”という声を 

 頂いた 

全員に個別使用の許可を出せていない 

なぜリフトの移乗をしていかなければならないのか 

 という部分の周知が甘くなってしまった 

導入としては固定型リフトで良かったが、 

 物理的に全ての居室に設置は困難 



今後の課題 

改めてどのように導入すべきか 

法人内での異動に伴う研修の確保 

移乗先＝車椅子の環境整備 

抱え上げない介護について一緒に考えて    

 いける仲間をどう増やしていくか 



ありがとうございました 



リフト使用方法 
  

● ベッドから車椅子への移乗 
① スリングを敷き込む 
スリングの真ん中を利用者の背骨に合わせる。 

おしりは尾骨まで 

② 足元のスリングを交差させる 
  スリングの長さが合っているか確認し交差させる 

③ ベッドの足と背をギャッチアップする 

④ リフトのハンガーを利用者の前まで持ってきて、スリングをフックに 

かける 

⑤ 吊り上げる 

  テンションがかかってからスリングがきちんとフックにかかっているか確認 

   テンションがかかってから圧抜きと足元のスリングのねじれを整える 

⑥ 車椅子へ着座 

  利用者の両膝を押しながら、車椅子を傾けおしりを座面の奥まで入れる 

  着座したらハンガーを意識 

  

  

● 車椅子からベッドへの移乗 
① スリングを敷き込む 

スリングの真ん中を利用者の背骨に合わせる 

おしりは尾骨まで（入らなければ足元で調整） 

② 足元のスリングを交差させる 

   スリングの長さが合っているか確認し交差させる 

③ リフトのハンガーを利用者の前まで持ってきて、スリングを 

フックにかける 

④ 車椅子のブレーキをはずす 

⑤ 吊り上げる 

  テンションがかかってからスリングがきちんとフックにかかっているか確認 

  テンションがかかってから圧抜きと足元のスリングのねじれを整える 

⑥ ベッドへ着座 

   おしりがベッドについたらハンガーを意識 

 

                   参考資料：リフトリーダー養成研修テキスト 



実施日：

氏名　 ：

◎　利用者への声掛けや動作

　・怖くないかの確認等、利用者とコミュニケーションを取っているか

　・リフトのハンガーの近づけ方（利用者の頭にハンガーがぶつからないよう配慮しているか）

◎　スリングの敷き込み

　・尾骨まで敷き込んでいるか

　・スリングのセンターラインが利用者の背骨の位置と合っているか

　・スリングの足元をきちんと交差させているか

◎　吊り上げ時のチェック

　・スリングが4か所きちんとフックにかかっているか

　・体の圧抜きとスリングのねじれを整えているか

　・ベッドから吊り上げる時　　　　ベッドの背と足をギャッチアップしているか

　・車椅子から吊り上げる時　　　車椅子のブレーキを解除しているか

◎　着座
車椅子へ
　・両膝を押しながらおしりがきちんと車椅子の奥まで入っているか

　・臀部が着座した際にハンガーが利用者の頭にぶつからないように配慮できているか

リフト個別チェックシート

ハンガー

フック



アームの構造上、きちん目線より下げた方が、利用者様とハンガーとの距離
を遠くすることができ、スリングの装着も簡単にできます。 
個別で使用されている方は再度注意お願い致します。 

実施中のヒヤリ 

リフトのハンガーが利用者様の頭に接触しました。 
 
利用者様にぶつかるのが怖いという思いからハンガーを下げるのが甘くなり、
髙めの位置でスリングをかけようとしたため起こりました。 
 
高い位置からスリングをかけようとすると、下からスリングを引っ張り上げ
てフックにかけなければならず、かえって危険です。 


