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施設概要

開設年月日／昭和62年4月1日
所在地／宮城県塩竈市清水沢一丁目12番1号
建物の構造／鉄筋鉄骨コンクリート造 地上1階
一部地下1階 建物の延べ床面積2，084.0㎡
入所定員／介護老人福祉施設50名・短期入所生活介護4名
施設の状況／4人部屋12室・2人部屋3室
施設スタッフ／施設長 副施設長 次長
生活相談員 介護支援専門員 看護職員 栄養士 介護職員 事務員
嘱託医 調理員（委託業者）



介護ロボット導入に関する指針

 １・介護ロボット導入目的

ご利用者の安全と介助者の腰痛予防に移動移乗用具を使用することで、

介護労力を軽減し、介護者がゆとりある心を持って、ご利用者の安心・安全に

配慮しながら介護を行うこと。

２・構成

①施設長、副施設長、次長・・・管理監査

②介護主任（2名）・・・現場の現状把握と分析・利用者アセスメント

③ケアマネジャー・・・利用者アセスメント・家族連絡・連絡調整

④事務員・・・事務処理



ぎっくり腰！！

2週間お休み

その後もしばらく介護出来ず

他職員への負担



介護リフトを見に行く！！



リフトの必要性を感じた！！

購入前に、全ワーカーから意見をもらい半数以上がリフトがあったほうが良い

床走行式リフト購入

一ヶ月程使用してからアンケート実施



アンケートまとめ （15名）

・現在腰痛はありますか はい8割 いいえ2割
・リフト使用できていますか はい2割 いいえ8割

【仕様してみての感想】
・双方に負担がない。
・スリングシートの設置に時間がかかる。
・お風呂場で使えるのも良い。
・車椅子に座っている状態でセットするのが大変。
・急いで行えばちょっとした事故も起きそう。

【使用しない、使用出来ない理由】
・一人で抱えて移乗できている。
・人力の方が正直早い
・使用するタイミングが難しい。
・一人でリフトを使用するのが不安

【現在大変と思う事は】
・リフトを使用する事で時間がかかってしまう。
・職員の余裕がないとリフトを使う選択よりも自力での介助になってしまう。



なかなか定着しなかったとき！

県でこの事業をやっているみたい！
【介護職員勤務環境改善支援事業】

事例報告会に参加

事業参画を決める



９月 アンケート（～９月末まで） アンケート内容
① 全員の意見を聞き取る
② 移乗で大変、不安を感じている方
③ 上記の理由

１０月 リフト導入（設置）・シート選定 業者・メーカーとのチーム結成
１１月 ・実習

・レンタルリフトの決定
・実施研修会

１２月 実施
１月
２月 評価

導入リフトの選定
３月 評価

専門職員のコンサルティングを受けスケジュール設定

東北文化学園大学
医療福祉学部 リハビリテーション学科
准教授 首藤 和弘 氏

＜コンサルティングの予定＞



第1回 コンサルタント
日時 令和元年9月12日 9：30～

ワーカー２名 ケアマネ１名
〈コンサルタントの内容〉
○リフト選定方法
個別でする
全員で使用する
シンプルなもの選定する

POINT

・環境を整備すること
・リフトを使用する方を同室にする
・居室スペースに合わせること
・使いやすい状況をつくる
・必要と感じられる状況をつくる
○今後の流れ
○推奨するリフト
・門型
・設置型
○チルト車いすも同時にレンタルし、乗り移り後の姿勢
を含めて最後まで体験する機会にする
○実際に居室評価と施設内の環境視察



第2回 コンサルタント
日時 令和元年10月8日 15：00～

業者2名 ワーカー2名 ケアマネ１名
○リフト選定
全職員に慣れてもらうためのリフトを選定
門型リフト ２台
ベッド固定式 １台

○使用者選定
９月中に実施したアンケートを基にワーカー主任が３名選出
N・Mさん C・Tさん S・Yさん
※使用感を表情や言葉で伝えられる方が良い

○シート選定（デモ依頼）
○利用者の身体評価を実施して頂きながら、リフト設置の想定で配置を決定する
※両者にとって使用感の良い薄いシート、ミトンシートを推奨

＜次回までの準備＞
日程 ２５日ｏｒ２９日 15：00～
当日午前中にリフト機材搬入と設置し、15：00からシート選定、使用方法の講習を行う



○移乗リフト導入に向けた事前アンケート

１．現在、身体的負担を感じていますか？

①大いに感じている（３割） ②感じている（７割） ③あまり感じていない（２割）④全く感じていない

２．身体的負担を感じている箇所はありますか？（複数回答可）

①腰（１割） ②足全体（6割） ③肩（3割） ④腕（1割） ⑤その他（手首・首・疲労感）

３．心理的負担を感じていますか？

４．心理的負担を感じている方はどのような理由ですか？

①複数介助の際の職員間での声掛け、連携等（2割） ②利用者様のけが防止（2割） ③自分のけが（腰痛を含む）の心配（３割）

５．利用者様のけが等、事故の危険性を感じたことがありますか？

①はい（9割）） ②いいえ（3割）

はいの方、具体的にどのような場面でしたか？
・入浴後の移乗時 ・麻痺のある方の巻き込み ・利用者とのタイミングが合わない時 ・移乗の際、利用者の足が自分の足に絡まりバランスを崩す

６．介助場面で自身のけが等（腰痛などを含む）をしたことがありますか？
①はい（10割） ②いいえ（2割）

・はいの方、具体的にどのような場面でしたか？ ・移乗時・体位交換時 ・利用者の立位、移乗時 ・トイレ介助の際・中腰の姿勢が続いてぎっくり腰

７．リフト使用について不安を感じていますか？（複数回答）

①操作を覚えられるだろうか。 ②ちゃんと操作を教えてくれる機会があるのだろうか。

③機器による事故が起きるのではないか（7割） ④移乗にかける時間が増えるのではないか（9割）

８．あなたが移乗介助で大変に感じる人は誰ですか？ また、大変な理由をお書きください。
・体重の重い人 ・背の高い人

９．あなたが移乗介助で大変と感じる場面を教えてください。
・夜勤明けの朝
・背丈がない為、加わる力が強い程つらい
・重い人・協力動作が得られない人が続くと大変



リフト 吊り具 環境・居室変更

N・Mさん ベッド固定型 シートタイプ こうばい①

C・Tさん 門型 脚分離 ひまわり④⇒こうばい④

S・Yさん 門型 脚分離 こうばい④⇒ひまわり①

第3回 コンサルタント

日時 令和元年10月29日 15：00～
業者２名 ワーカー１名 ケアマネ１名

〈コンサルタントの内容〉
○リフト設置 ２部屋 ３台
居室内の導線を考慮して設置

○シートとリフト講習
※当日勤務者に集まってもらいミニ実演

•施設として、今回リフトを導入する目的を明確にし、職員に周知する機会にする



第4回 コンサルタント

日時 令和元年11月15日 18：30～
ワーカー1名 ケアマネ１名 相談員１名
栄養士1名 事務員１名 施設長
業者２名

〈研修会〉
講師：コンサルタント 首藤 氏

メーカー：機種説明

○シート決定
・ハイバック １枚
・ベーシックハイ ２枚
○リフト 計３台
門型 ２台
ベッド固定式 １台

○チルト車いす ３台レンタルする事が決まる





リフト 吊り具変更

K・Mさん ベッド固定型 脚分離 ベーシックハイM

C・Tさん 門型 脚分離 モリトー 脚分離

S・Yさん 門型 シートタイプ ハイバック

第5回 コンサルタント
日時 令和元年11月26日 15：00～

ワーカー1名 ケアマネ1名
○シートとリフト講習
※N・Mさん退所に伴いK・Mさんに変更
○当日勤務者を集め、脚分離のシート装着方法の実習を行う
○事業終了の３月までの計画
１２月～２月まで固定型のリフトを使用して、アンケートを取っていく
２月第１週と３月第１週に評価のコンサルを頂く
アンケートの実施 ※小さな声を拾っていく
実施前（９月末時点の気持ちアンケート）
実施中（１２月～２月まで 実施時の使用感アンケート）
実施時のアンケートを集計し、使用しての変化を分析評価し、
今後の導入リフトを検討していく材料にする

シート使用方法は、日々のケア時にマンツーマンで伝達していく
○シーティング実習を行う



実施中の職員の声

・実際に使っていけるのか不安だったが、
勉強会で使用方法を学んだ後はスムーズ
に使う事が出来た。

・身体が楽だし、お互いの怪我のリスクも減った。

・使う事になれたら、リフトの方が良い

・研修後はシートの入れ方を覚え、スムーズに
出来るようになった。



・利用者からの声
・お互いに良いね
・このまま置いていかないでね（笑）

・使用中のヒヤリハット・事故報告はありません



【まとめ】

・導入当初はなかなか使用したくても、時間に追われ
使用しなった。
・職員も対象利用者が決まり使用する事を決めてから、
意識が変わり使用していた。
・職員会議でも、時間がおしてしまう事は、仕方がな
い事と捉えてあわてずに、皆で使用して負担軽減に
繋げていく事になる。



【今後の課題】

・当施設は多床室の為、デメリットの方が多く、
今後どのように本格的に導入していくか考えなければ
ならない。

・現場の職員だけが考えるのではなく、施設全体での
取り組みが必要な為、しっかりと委員会を立ち上げていく。



ご清聴
ありがとうございました。


