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社会福祉法人 カトリック児童福祉会

特別養護老人ホーム ハートケア鶴ケ谷



施設説明

・2018年4月開所

・特別養護老人ホーム長期入所のみ。
個室100床、多床室20床、計120床。

・２，３，４階に4ユニットずつあり、
計12ユニット。



リフト導入前の状況
腰痛による労災認定者が１年で数名いた

腰痛体操やボディメカニクス利用した介助の指導などを依頼
されていたが、根本的な負担改善できない中での指導に無力
感を感じていた

「フルで動けない職員がいるなか、動ける職員のカバーが長
期化している」という意見もあった

 2人介助でのトイレ介助が多く、職員の残業や身体的負担増に
つながっていた

全介助による内出血や外傷が報告されていた



9月、全ワーカー対象にアンケートを実施
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腰痛対策状況

スライディングボードは一部の職員が使い始めてきていた

⇒「身体を守る」という意識は高まってきている！

フレックスボード導入し数名使用していたが二人介助でき
ないユニットもあり定着しにくい

スライディングシートはあまり使われない

（面倒臭さが先に）



床走行式リフト3台と脚分離型スリングが開設時か
らあるが

全く使われていない

入浴用スリングも購入したが使用が定着しない

腰痛対策状況

40～60Kgの入居者を抱え上げることが
日常、、、、
それでもリフトが定着しないのはなぜ？



床走行式リフトがあるが普及しない理由
低床を優先した結果適合しないベッドが大多数

床がクッションフロアで沈み込みあり入居者を吊ると大変
重い

重いゆえに勢いをつけないと動かず入居者が揺れる

足や頭がぶつかるリスク高い

重いリフトを取りまわすには個室や浴室が狭い

時間がかかる

とても使っていく雰囲気ではない



床走行式リフトではこの施設で負担軽減できない、、

でも新たなリフトの導入も難しい、、
と悩んでいたところへ

令和元年度介護職員勤務環境改善支援事業の案内が！！！
スタンディングリフトや
据え置き型リフトが試せるかもしれない！！
事業への参加を決意。

据え置き型リフトに慣れることで床走行リフトも活用できれば、、



リフト推進チームのメンバーを選定
「物」が先ではなく「人」を先に育成

12ユニットのリーダーの中から、リフト推進してくれそ
うなメンバーを各階１人ずつ選定（2階、3階、4階）し、
リフトリーダーが各階にいる状況とする

リフト推進チームメンバーとOTで「リフトリーダー研
修」に参加

リフト推進チームミーティングをリフトリーダー、OT、
相談員主任、「あかね福祉」さん交え開催

以降月一ペースでミーティングを開いている



リフトの選定について
今年度の目標はリフトに慣れること

入浴？トイレ？居室？

入浴は多数の人に応用できるがリフトリー
ダーが管理しにくく

導入が失敗する可能性も高い

アンケートの結果最も負担と答えた人が多
かったのが「移乗介助」だった。まずは
日々の移乗負担を軽減しリフトを使える人
を増やす。

据え置き型で高さ長さが可変できる「マキ
シスカイ」に機種は統一することが決定！



ちなみに、、
トイレ二人介助対策として、スタンディン
グリフトの「ささえて」もデモしたが、

120名の入居者のうち、

使用できたのは2名のみ。

それも低体重の方だった。

円背が強いと、膝が膝あてに当たらないこ
とが多く、体重が重いと脇への負担が強い



導入したリフトとスリング
リフト：マキシスカイを3台

スリング：

①車椅子敷きっぱなしにしても皮膚トラ
ブルを防ぐようウェルネットのシート型
ハイバック（臥床時は外している）

②トイレ介助のため竹虎ハイジーンスリ
ング

（脇のクッション、布の面積から選定）



使用前研修
 OTもしくはリフトリーダー研修参加者が1対1で指導してから使用開
始

あかね福祉さんの最初の説明をipadで撮影し閲覧できるように

紙でのマニュアルも渡す

導入時いたスタッフは良いが、後から入ったスタッフには、きちん
とした指導がないまま使用している事例もあった



各階のリフト使用状況：2階
使用場所 対象者 スリング 車椅子 使用場面

2階花 Ａ様 アルツハイマー型認知症 シート型 ティルトリク 移乗

居室 要介護５ 自動運動なし

両足拘縮、ADL全介助

リフト使用した感想・課題

・本人が吊られるときにニコニコしている

・上腕の表皮剥離を繰り返していたが発生しなくなった

・スリング敷き込みの時間はかかるが、シート型のため、ベッドに戻る際はスムーズで負担感低い

・使用が全ワーカーに定着したが、新人さんへの研修が課題

・入浴ではまだ全介助している



各階のリフト使用状況：3階
使用場所 対象者 スリング 車椅子 使用場面

3階空 B様 ダウン症、若年性認知症 シート型 ティルトリク 移乗

居室 要介護４、ほぼ自動運動なし

両膝屈曲拘縮、ADL全介助

リフト使用した感想・課題

・全介助移乗に抵抗あり恐怖感あるようだった。リフトに吊られる際は本人寝ているなど安心感

あるようだ。

・内出血や表皮剥離を防ぐことができている

・（最初は脚分離型だったが）状態が低下してきて敷き込み大変と声がありシート型に変更

・リフト使用始めたことで立位は困難になった。入浴ではまだ全介助しているため負担高い。



各階のリフト使用状況：４階
使用場所 対象者 スリング 車椅子 使用場面

4階空 C様 アルツハイマー型認知症、 ハイジーン 標準型 移乗

居室 要介護３、左膝屈曲拘縮重度 ポータブルトイレ

移乗、トイレ排泄時外傷リスク
あり

使用

リフト使用した感想・課題

・左膝に痛みともなう拘縮あり、トイレ介助もしていたが常に外傷リスク高く実際腫脹や発熱みられて

いた。→その痛みが悪化しなくなった。

・ポータブルトイレをハイジーンスリング用いて実施。トイレ介助もリフトでできると前例できた。

・２人介助でトイレ使用していたが１人介助でトイレ使用できるようになった



リフト使用してのトイレ介助
初めはユニットトイレで床走行リフ
ト使用を試したが、狭くて無理！

ポータブルトイレを使用すれば、居
室のリフトを使用してトイレ介助が
できるのでは？

便意のある方で、トイレ使用を諦め
たくない。



最初はズボンが上がらない、パッドが入
らないなどの苦労があったが、徐々に慣
れ、今ではユニットのワーカー全員がト
イレ介助をリフト使用して行えている

リハパンではパンツを上げる際に破れや
すくコットンパンツを使用している。

リフト使用してのトイレ介助



リフト使用してのトイレ介助が成功した要因
トイレでの排泄機会を継続したいというワーカーの思い

リフトにワーカー全員が積極的に取り組んだ結果

確かに時間はかかる。ユニットの他入居者との兼ね合いを考
えてタイミングを図る必要あり。

他のユニットでもリフトトイレ介助試したが、見守りを要す
る方が多く、部屋に数分こもれない、ということで導入でき
ない例もあり。



導入後アンケート結果
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問２ 身体的負担が減った箇所は

どこですか？



導入後アンケート結果
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どの事故の危険性を感じる場面

について変化はありましたか？



アンケート自由記載から
「ユニットを数分あけて入居者様を起こすのが不安だったが、リフ
トに慣れれば早く使用できるようになり、今まで離床に携わってい
なかった職員もできるようになった」

「体重が重いし、つっぱるので自分自身の腰を痛めるのではないか
という点が解消された」

「入浴時にもリフトが使用できればもう少し不安が解消されると思
う。」



現在の取り組み
 3台の据え置きリフトに加え、もう3台のリフトレンタルを

施設負担で開始

 2ユニットに1つリフトがある状況

 全職員がリフトを使いこなせることを目指す

 使わない職員がおり課題

 4月以降は6台のレンタルを施設負担で継続

 リフト推進ミーティングを継続開催し、問題点の共有を図っていく

移乗時のリフト使用はほぼ定着してきている。

居室の移乗介助から始めたことはリフトに慣れるという

意味では良かった！



本事業の効果
＜施設として＞

 実際に使用し効果を感じることができ、多くの職員と共有できた

 ユニットリーダー、相談員主任と一緒に進めていく中で施設としての方向
性を確認することができた

 ３フロアで技術を共有するきっかけができた

＜コンサルティング業務＞

 スリングの購入費補助という制度により、様々なスリングを試すことがで
き、スリング選定のスキルを上げることができた

 車椅子とのマッチング、リフトを生かす衣服、パンツ素材など、

他の福祉用具や細かな点も介護負担軽減につながることを学べた

 リハ職としての関り方を一つ見いだせた。各ユニットの考えや状況に応じ
た対応を学んでいるところ。



今後の課題
技術の劣化。ポイントが使っていくうちに漏れていることも。
チェックリスト(フック位置や外せない点）を作成

新人は各階リフトリーダーに付いて研修することにする

どうしても使わない職員への意識改革

床走行リフトの活用を最初は計画していたが、据え置きリフト
に慣れるほど、床走行リフトのデメリットが目立つ結果に、、

来年度以降は浴室でのリフト使用をすすめたい！
が、設備的な問題もあり、レンタル品で賄えない点もあるか？



ご清聴ありがとうございました。


