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≪改訂履歴≫ 

 

 平成２９年６月  平成２８年度介護職員勤務環境改善支援事業の完了に伴い，「平成２８年度 

         介護職員勤務環境改善支援事業＜事業報告・資料＞」 公表 

 

 平成３０年３月  平成２９年度介護職員勤務環境改善支援事業の完了に伴い，「介護職員勤務 

         環境改善支援事業＜事業報告・資料＞」改訂・公表 

  

平成３１年３月  平成３０年度介護職員勤務環境改善支援事業の完了に伴い，「介護職員勤務 

         環境改善支援事業＜事業報告・資料＞」改訂・公表 

 

 令和２年３月   令和元年度介護職員勤務環境改善支援事業の完了に伴い，「介護職員勤務 

         環境改善支援事業＜事業報告・資料＞」改訂・公表 
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１ 事業概要 

（１）背景及び事業の目的 

   介護職員の確保のためには，様々な人材確保対策と併せて介護職員の負担の軽減を図る等， 

  働きやすい勤務環境を構築する必要があります。 

   そこで，介護職員の勤務環境の改善のために実施する介護用移動リフトの導入検討に要する 

  経費を県が支援し，事業者における介護用移動リフトの導入検討を行いやすくするとともに， 

  介護用移動リフトを実際に体験試用することにより事業者が抱える導入への不安の解消を図り， 

  介護施設等への介護用移動リフトの導入を促進するものです。様々な移乗手段のひとつとして

導入を検討することをお勧めします。 

 

（２）内容 

   本事業は，介護用移動リフトの導入の検討に要する経費を補助するものです。補助に当たっ 

  ては，体験試用する介護用移動リフトが適切に利用されるよう，専門職員によるコンサルティ 

  ングを受けることが条件です。 

 

  ① 補助対象者 … 県内において次の対象施設を運営する事業者 

     ・ 特別養護老人ホーム   ・ 介護老人保健施設   ・ 認知症高齢者グループホーム 

      ・ 小規模多機能型居宅介護事業所   ・ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 

  ② 事業実施法人・施設 （下表のとおり） 

   平成２８年度 １２法人１３施設  

   平成２９年度 ８法人９施設 

平成３０年度 ８法人１１施設 

令和元年度  ６法人６施設 

年度 法人名 施設区分／名称 市町村 試用の概要 台数 

H28 (株)テンダー 認知症高齢者グルー

プホームあったかい

ご燕沢東 

仙台市 

宮城野区 

・PT委託 

・入浴介助(固定/キャリー) 

2 

認知症高齢者グルー

プホームアールド・ヴ

ィーヴルやかた 

仙台市 

泉区 

・PT委託 

・入浴介助 

 (固定/キャリー) 

2 

H28 (福)宮城福祉会 介護老人保健施設 

あいやま 

村田町 ・ベッド↔車椅子 

 (床走行/脚分離) 

3 

H28 (福)萩の里 特別養護老人ホーム 

壱ノ町 

利府町 ・ベッド↔車椅子 

 (床走行/シート・脚分離) 

3 

H28 (福)まほろば 特別養護老人ホーム 

まほろばの里たいわ 

大和町 ・ベッド↔車椅子 

 (床走行/脚分離) 

3 

H28 (福)宮城県社会福

祉協議会 

特別養護老人ホーム 

和風園 

大和町 ・ベッド↔車椅子(固定型 2台・床走

行１台/シート・脚分離) 

3 

H28 (医社)仁明会 介護老人保健施設 

第二恵仁ホーム 

石巻市 ・ベッド↔車椅子 

 (床走行/脚分離) 

3 

H28 (福)東松島福祉会 特別養護老人ホーム 

やもと赤井の里 

東松島市 ・ベッド↔車椅子 

 (床走行/シート・脚分離) 

3 

H28 (医社)湖聖会 介護老人保健施設 

はまなすの丘 

気仙沼市 ・入浴介助 

 (据置) 

2 
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年度 法人名 施設区分／名称 市町村 試用の概要 台数 

H28 (医)医徳会 介護老人保健施設 

歌津つつじ苑 

南三陸町 ・入浴介助 

 (床走行/脚分離・トイレ用) 

1 

H28 (福)美楽会 特別養護老人ホーム 

いこいの海・あらと 

南三陸町 ・OT委託 

・ベッド↔車椅子 

 (床走行/シート) 

2 

H28 (医)福祉の杜 介護老人保健施設 

春風のころ 

仙台市 

若林区 

・ベッド↔車椅子 

 (床走行/脚分離) 

2 

H28 (福)さんりん福祉

会 

認知症高齢者グルー

プホーム 

ふかふか・はうす 

大崎市 ・OT委託 

・入浴介助(固定/キャリー) 

1 

H29 (福)仙台白百合会 特別養護老人ホーム 

梅が丘 

仙台市 

泉区 

・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/脚分離１) 

・脱衣室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/脚分離１) 

２ 

H29 (福)ふくじゅの森 特別養護老人ホーム 

寛ぎの郷 

角田市 ・入浴介助 

 (固定３台/脚分離３) 

３ 

特別養護老人ホーム 

和らぎの郷 

角田市 ・入浴介助 

 (固定２台/脚分離２) 

２ 

H29 (医)仁泉会 介護老人保健施設 

なとり 

名取市 ・トイレ 

・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/脚分離１) 

・脱衣室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/ネット１) 

３ 

H29 (福)宮城県社会福

祉協議会 

特別養護老人ホーム 

和風園 

大和町 ・居室 ベッド↔車椅子 

  (固定型２台/脚分離４，床走行 

  １台/シート２) 

３ 

H29 (福)大崎市社会福

祉協議会 

特別養護老人ホーム 

敬風園 

大崎市 ・ＰＴ委託 

・居室 ベッド↔車椅子 

  (床走行１台/脚分離 1，据置型 

   ２台/脚分離 2) 

３ 

H29 (福)矢本愛育会 特別養護老人ホーム 

矢本華の園 

東松島市 ・ＯＴ委託 

・居室 ベッド↔車椅子 

  (据置型３台/脚分離 2・シート 

   1) 

３ 

H29 (医)医徳会 介護老人保健施設 

さつき園 

東松島市 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行２台/脚分離５) 

・トイレ，入浴介助等 

 (床走行１台/脚分離１・トイレ 

  用１) 

３ 

H29 (医)仁泉会 介護老人保健施設 

なかだ 

登米市 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/シート１) 

１ 

H30 (福)春圃会 特別養護老人ホーム

春圃苑 

気仙沼市 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (据置型 3台/シート 9) 

３ 
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年度 法人名 施設区分／名称 市町村 試用の概要 台数 

H30 

 

(福)宮城福祉会 特別養護老人ホーム

芍薬の里色麻 

色麻町 ・居室 ベッド↔車椅子 

(据置型２台/シート２， 

床走行１台/シート１) 

３ 

H30 

 

(福)大泉会 特別養護老人ホーム 

楽園が丘 

蔵王町 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (据置型 3台/脚分離３) 

３ 

H30 

 

(医社)光友会 介護老人保健施設 

アルパイン川崎 

川崎町 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行１台/シート１) 

１ 

H30 

 

(医)仁泉会 

  

  

介護老人保健施設 

なとり 

名取市 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行３台/ 

脚分離２，シート１) 

３ 

介護老人保健施設 

なかだ 

登米市 ・脱衣室 ベッド↔車椅子 

 (据置型１台/脚分離１) 

・居室 ベッド↔車椅子 

 (床走行２台/シート２) 

３ 

グループホーム 

おうじゅ 

名取市 ・入浴介助 

 (固定型１台) 

１ 

H30 

 

(福)宮城厚生福祉

会 

介護老人福祉施設 

十符・風の音 

利府町 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (固定型２台/シート２， 

床走行１台/脚分離１) 

３ 

H30 (福)大崎市社会福

祉協議会 

  

認知症グループホー

ム和楽路 

大崎市 ・入浴介助 

 (固定型１台，床走行１台) 

2 

 

特別養護老人ホーム 

敬風園 

大崎市 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (据置型１台/ 脚分離１) 

１ 

H30 (福)宮城県社会福

祉協議会 

特別養護老人ホーム 

和風園 

大和町 ・居室 ベッド↔車椅子 

 (据置型１台/ シート１， 

固定型２台/ シート２) 

３ 

R1 (福)春圃会 特別養護老人ホーム

春圃苑 

気仙沼市 居室 ベッド↔車椅子 

リフト：床走行型３台 

スリングシート：シートタイプ１５枚 

3 

 

R1 (福)向陽会 特別養護老人ホーム

万葉苑 

石巻市 居室 ベッド↔車椅子 

リフト：２台 

スリングシート：シートタイプ３枚 

         脚分離２枚 

２ 

R1 (福)千賀の浦福祉

会 

特別養護老人ホーム

清楽苑 

塩竈市 居室 ベッド↔車椅子 

リフト：据置型２台／固定型１台 

スリングシート：シートタイプ２枚 

         脚分離４枚 

リクライニング車椅子 ３台 

3 

 

R1 (福)宮城福祉会 特別養護老人ホーム

芍薬の里色麻 

色麻町 居室 ベッド↔車椅子 

リフト：据置型１台／床走行型１台 

スリングシート：シートタイプ３枚 

         脚分離２枚 

浴室 脱衣↔車椅子 

 リフト：据置型１台 

3 
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スリングシート：シートタイプ２枚 

         脚分離１枚 

R1 (医社)光友会 介護老人保健施設ア

ルパイン川崎 

川崎町 居室 ベッド↔車椅子 

リフト：据置型２台 

スリングシート：シートタイプ１枚 

脚分離１枚 

リクライニング車椅子 １台 

２ 

R1 (福)カトリック児

童福祉会 

特別養護老人ホーム

ハートケア鶴ヶ谷 

仙台市 居室 ベッド↔車椅子 

   車椅子↔ポータブルトイレ 

リフト：据置型３台 

スリングシート：シートタイプ４枚 

         トイレ用２枚 

3 

 

 

 

  

③ 補助対象経費  

   ・ 専門職員（理学療法士・作業療法士）によるコンサルティング業務経費 

     〔施設内の専門職を充てることも可能とするが，この場合の人件費は対象経費から除外。〕 

   ・ 介護用移動リフトの試用経費 

        〔賃貸のみ。１施設あたり３台，６か月分を上限とする。あわせて使用するティルト・リク

ライニング車椅子及びスリングシート購入費等を含む。〕 

 

 

 ④  補助率 … 全額補助（10/10）。ただし，補助対象経費の区分ごとに上限額あり。 

   ・ 専門家によるコンサルティング経費  ２０１，０００円を上限とする。 

   ・ 介護用移動リフトの試用経費  リフト１台当たり２２９，０００円を上限とする。 

                    〔目安：１か月３８，０００円程度で，最大６か月分〕 
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２ 介護職員勤務環境改善支援事業におけるリフト導入のプロセス 

 この事業を実施するに当たっては，長寿社会政策課への交付申請書の提出，交付決定，コンサ 

ルタントによる研修受講を経て，施設内で試用導入することが必要になります。 

  各施設でのリフト導入に当たっては，大きく分けて，①リフト導入準備期，②導入期，③使用 

 定着期のプロセスで，取り組まれていました。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託契約締結 委託契約締結

※関係各所は事前調整済み。

関係各所依頼

事業者募集開始

事業説明会・研修会開催 研修会企画 研修会参加 事業説明会・研修会参加

（長寿・リハセン）（事務所任意参加） ＆講師参加 ※　必須。管理者・現場職員の２名１組。

※説明会・研修会には，OT・PT士会から協力可能な数名の出席を依頼。専門職不在施設との円滑なマッチングを図る。

交付決定 交付申請

※交付申請前に事前に外部コンサルの調整を行う必要あり。交付決定後すぐ契約等。

※　専門職員の決定後，県への報告必須。

事業実施

※　対象者・機器選定後，県へ報告必須。

※　12月中旬までの事業着手。

※交付決定後の変更等は随時連絡

報告会開催（事務所任意参加） 報告会講師

委託費支出 ← 事業完了(3/30) 委託費・謝金 ← 事業完了

報告書・請求書提出 （開始（契約）から3か月後まで。最終3/30）

報告書・請求書提出

（完了から1月後or4/20。報告日付最終3/30）

OT・PT士会
（外部コンサル等）

協力可能なOT・PT
のとりまとめ

委託契約・講師派遣依頼等（外部コンサルの場合のみ）

相談対応・指導・助言等（訪問あり）

県委託（OT）

額の確定通知

支出（精算払）　※精算払のみ

報告会出席

事業者

法人本部・事務方 専門職等

宮城県

長寿 リハ

〈リフト導入のプロセス〉 

①リフト導入準備期：施設内での検討，レンタル業者との契約 

  ②リ フ ト 導 入 期 ：使用方法の確認，対象者の同意，対象者への使用 

  ③リフト使用定着期：使用方法の確認及び見直し 

 

（アドバイザー） 
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３ リフト導入における重要なポイント 

  「機器の導入」に当たっては，「機器の選び方・使い方」を重視しがちですが，成功事例を整理

すると，以下のポイントが重要でした。 

 

＜リフト導入のポイントと役割＞    

導入のポイント マネジメント（組織） コンサルタント 介護リーダー 

①現状把握・課題整理 ○介護職員が抱える課題の整理，方向性の共有 

②職員の意識醸成 
○解決手段の一つとしてリフト活用することの意識付け 

○リフト活用を方針として掲げる，目標を明確にする 

③役割分担・組織，施設内で

のプラットフォーム構築 

○プロジェクトチームの発足 

○導入に向けての計画づくり 

④対象者選定・機器選定・ 

適合 

○導入に当たり，コスト・ 

メンテナンス等を考慮 

○対象者，施設の課題に合致

する機器選定  

⑤研修・人材育成 
 

○研修 

○実技指導 

○リーダーの存在 

○実技フォロー 

⑥使用継続・ 

フォローアップ・効果検証  

○実技確認 

○アンケート 

○使わざるを得ない環境作り 

○ケア計画への位置づけ 

⑦本格導入に向けて ○予算獲得 ○職員の意識の醸成 

ここからは，リフト導入のポイントを，意見交換会の質疑を加えながら解説します。 

 

①現状把握・課題整理 

施設全体のアセスメントを行い，移乗に限らず施設の課題の全容を把握することが大事です。 

その際，職員自身が課題と感じていない場合もあるため，客観的な評価も必要です。 

それら現状把握から，課題を整理し，方向性を共有したうえで，施設の事業計画へ反映させる

ことが重要です。 

 

 

 平成２８年度参加施設からは，アンケートや個別面談などから現場職員の声の把握を

行っていました。その結果，「体格がよく介助時の負担が大きい方がいる」「職員の大多

数が腰痛を経験している」などが課題として挙げられていました。 

平成２９年度参加施設からは，“肩まで湯につかりたい”という利用者の声から導入を

検討した施設がありました。 

平成３０年度参加者からは，「腰痛により移乗ができない職員や高齢の職員，妊娠した

職員でも体に負担をかけず勤められるように」という思いでリフトの導入を進めている

施設がありました。 

令和元年度は，腰痛があっても働き続けられる環境づくりのため，「抱え上げないケア」

を施設方針とし，職員の業績評価にリフトの積極的な活用を取り入れた施設がありまし

た。また，施設で所有している床走行式リフトの使用が定着しないため，本事業で据え

置き型リフトを試用し，床走行式リフトの活用へ繋げたいと事業参画をした施設があり

ました。多くの施設では，課題の把握と効果検証のため，「身体的負担」や「精神的負担」，

「負担に感じるケア」等についての職員アンケートを実施していますが，研修会の講師

からは，「働いていて楽しいか」，「仕事にやりがいを感じるか」等，職員のQOLを図る

アンケートも必要であるという話がありました。 

 

 

実施施設・研修会講師より 
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②職員の意識醸成 

リフトを導入するなどの新たな取り組みを施設内で行うためには，施設全体で雰囲気を作っ

ていく必要があります。また，単に腰痛予防というだけでなく，利用者と介護職員を守る移乗

の実現，利用者の生活改善，延いては，利用者のその人らしい活動に繋げる手段の一つとして，

リフト使用を意識づけることが大事です。 

 

 

 

 

 

質 問 回 答 

職員体制が少ない中，操作に不安があるため，２人で行っていた
ので負担軽減を感じてもらえなかった。 

新たな取り組みを施設内で行う

ためには時間がかかります。 

参考資料や，上記の「実施施設

では」を参考にしてください。 

操作時間が長く感じてしまうことで，職員が直接ケアしたほうが
早いと思われることがあったが，他の施設ではそのような意見は
あがらなかったか。 

導入に積極的でない職員の意識をどのように変えているか。 

全職員になぜリフトを使うかを周知するための方法を知りたい。 

 

 

 

 

 

③役割分担・組織，施設内でのプラットフォーム構築 

介護リフト等新たな取り組みを導入するにあたり，最も重要なのは職場体制づくりです。計

画を立てる際は，「業務プロセスの改善：計画（Plan），実行（Do），管理（Check），改善（Action）」，

いわゆる PDCAサイクルをまわしていくことが肝になります。そのため，プロジェクトチーム

等を立ち上げ，経営陣と現場職員が一緒になって施設として取り組む体制を作る必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

平成２８年度参加施設からは，施設の方針として「65歳まで働き続けられる環境作り」

などのスローガンを掲げ，意識付けをしたところや，施設長のトップダウンで使用を促す

などの工夫がありました。 

平成３０年度参加施設からは，「移乗が楽にできること」を職員に体感してもらうこと，

職員の困り事に応える形で機器や対象者の選定等を工夫することで，職員が我が事として

リフトを捉えられた。また，先進施設の視察や国際福祉機器展の参加で職員の意識が変わ

ったとの話がありました。 

令和元年度は，外部コンサルに「対象者には必ずリフトを使うこと」を意識付けてもら

い，職員間でリフト使用の徹底を図った施設がありました。 

研修会の講師からは，「リフトを使うより職員の直接ケアの方が早い」という意見を良

く聞くが，その一瞬が早いことに何の意味があるのか？今一度，何のためにリフトを使う

のかを施設の理念と照らし合わせ職員間で共有する必要があるという話がありました。 

実施施設・研修会講師より

では 
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質 問 回 答 

リフト導入にあたり，研修から実際に使

用するまでの期間どれくらいかかったの

か。また，導入で施設が工夫した点。 

リフトの導入に当たっては，施設内でどのような使用ル

ールにするか，役割分担はどうするかなど，チームを作

り検討する必要があります。 

モデルケースを選定し，それら使用ルールが適切か，試

行錯誤しながら修正することが大切です。 １日の流れに，リフトをどのように組み

込んでいったのか。 

リハ職とケアワーカーでのリフト使用時

の話し合い，情報共有の頻度 

 
 
 
 
 
 
 
 

④対象者選定・機器選定・適合 

プロジェクトチームで施設の課題や環境，コスト面に合った機器を選定します。併せて，対

象者の移乗動作能力に応じて移乗方法・移乗用具を決定します。介護職員の業務内容を考慮し

ながら，介護リフトを使用すべき利用者を選定します。対象者選定では，介助量だけでなく，

リフト導入によって生活様式の変化が得られるかどうかも併せて考えられるとよいでしょう。

介護リフト導入に伴い，車いすやベッド等の変更も併せて検討できると効果的な導入につなが

ります。 

機器の選定は，複数の機器のデモンストレーションを受けた上で選定することが大切です。 

 

 

 

平成２８年度参加施設からは，使用に関して，「使えたら使う」でなく，全員が必ず使

う場面（浴室等）で導入することで使用を促したとの声もありました。 

アドバイザーからは，多部門から数名のリーダーを選出し，マニュアル作成等は事務

職，徹底使用は介護職にお願いし，使用感をフィードバックしてもらい検討するという

役割分担の例が挙げられました。 

平成２９年度参加施設からは，“1フロア 1機種，１リフト１利用者”などシンプル

にわかりやすく導入を工夫し進めたところがありました。 

平成３０年度参加施設からは，ケア計画に位置づけることでリフトの使用をルール化

する，リフト委員会を設立し運営とリフトの指導・普及といった役割を明確することで

体制づくりを推進したというところがありました。 

令和元年度は，法人の新任教育プログラムのカリキュラムに年 2回のリフト研修を導

入し，リフトを活用した介護技術の標準化を図ったところがありました。 

実施施設では・アドバイザーから 
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質 問 回 答 

対象者の選定をどのように行っ

たか。 

施設内で介助量の負担が大きい等困っている方や，リフト導入す

ることで生活改善が感じられる方にすると，効果が得られやす

く，定着につながります。 

布団対応の利用者様にリフトセ

ットするのに時間がかかったが，

他の施設ではどのように行って

いたか。 

布団でのリフト使用の際には，スリング着脱の姿勢も身体に負担

がかからないよう，特に注意する必要があります。機器選定の際

に，布団で使い易い機種を選ぶと良いでしょう。 

入浴用リフトについての導入事

例など 

入浴は，介護事故リスク，労災リスクが大きい介護場面のため，

導入効果も大きいことが多いです。防水加工された機種を選ぶ必

要があります。また，入浴介護は移乗だけでなく、衣服着脱や洗

体など様々あり，介護動線や介護手順の検討も同時に行う必要が

あります。これまでの施設では，居室へのリフト導入から始め，

段階的に入浴用リフトの導入に移行する施設が多くありました。 

 

平成２８年度参加施設では，浴室周囲，ベッド～車椅子，床～車椅子でのリフト導

入例がありました。浴室周囲では，車椅子～特殊浴用ストレッチャーや特殊シャワー

チェアへの移乗，浴槽内の立ち座りの場面でリフトを導入しており，導入後，対象者

の皮下出血が減った施設もありました。 

また，多くの方に使用できるよう，小さくて取り回しやすい床走行型を選んだが，

上昇幅が小さく使いにくかった，との声もありました。 

平成２９年度参加施設では，排泄介助をターゲットとしたリフトの導入がありまし

た。 

平成３０年度参加施設では，意思表示ができる対象者を選定し，リフト操作の助言

をもらうことで職員の不安軽減に繋がった，床走行式リフトの活用を目標に固定式リ

フトから段階的に進めているという施設がありました。 

アドバイザーからは，選定したリフトと対象者に合うスリングの選択が最も重要と

のアドバイスがありました。 

平成３０年度の施設訪問では，アドバイザーから機器使用上の課題がいくつか挙げ

られました。詳しくは，参考資料をご覧下さい。 

令和元年度は，トイレでの排泄機会を継続させたいという職員の思いを実現するた

め，ポータブルトイレでの排泄をハイジーンスリングを用いて実施した施設がありま

した。また，多くの施設では，委員会やチームで対象者を選定し，機器等は，据え置

き型リフト・シートタイプのシート等，職員が扱いやすいものから導入する工夫があ

りました。 

今年度から補助対象経費に加わったティルト・リクライニング車いすを導入した施

設は 2施設でした。リフトの吊り上げ角度と車いすの角度の適合，お尻の位置が適切

な位置になるように下ろす等，リフトとティルト・リクライニング車いすとの適合の

難しさも見受けられました。 

 

実施施設では・アドバイザーから 
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使用した機器のメリット，デメリ

ット 

機器選定の際に，可能であれば，まずデモやレンタルを行うこと

をおすすめします。 

施設全体の課題を把握し，対象や機器の選定を行うことで，より

施設にあった福祉用具の導入が可能になると思われます。 

導入して使わなくなった例 機器ありきで参画し，施設課題の整理，対象者選定や機器選定が

適切でなかった場合が多いようです。 

その他の要因として，対象者の移動能力が向上し不要となった

例，対象者が退所された例などがあります。 

リフト導入にあたり，本人には説

明，同意はとったが，家族に対し

ての説明，同意はどうしたか。 

平成２８年度意見交換会参加施設（１３施設）中，本人のみの同

意５施設，本人・家族に同意８施設で，同意は口頭のみの施設と，

書面で行っている施設がありました。 

ケアプランへの反映が必要な場合には，書面での同意が必要とな

ります。これ以外の場合であっても，本人からの希望の聞き取り

が必要になります。 

施設側としても，万が一の事故等の場合を考えて，本人の意思が

確認できる場合には本人へ，本人の意思確認できない場合には家

族へ，少なくとも口頭で説明し同意を得て，記録に残すことが必

要ではないでしょうか。 

リフト利用対象者や家族に限らず，リフトの理解を深めてもらう

ため，家族向け勉強会や法人のお祭りにおいて地域住民や地元の

学生に向けてリフトの啓発を行っている施設もありました。 

 

 

 

⑤研修・人材育成 

初めて使用する職員の方が多いため，まず，使用方法について研修を行う必要があります。

また，対象者に使用する前に，職員同士で体験する時間を設けると職員の不安が軽減するよう

です。使用をすすめる中で，再度疑問が出てきますが，職員間で情報共有や検討をすることで

解決できることもあるようです。これまでの参加施設の取組から，「理念・技術研修」，「実技

指導」の手法の特徴がわかってきました。施設に合った手法を選択してみましょう。 

さらに，定着後は，操作の慣れによる事故を防止するため，定期的に操作方法・危険行為の

再確認を行えるよう研修を行うことも必要です。 

 

 

 

    

研修内容や人材育成方法は以下のような内容で行われていました。 

・「物」より「人」を先に育成するため，テクノエイド協会が実施するリフト 

リーダー研修に参加    

   ・コンサルタント，リフトリーダー研修受講者が職員に使用方法を伝達する 

   ・リフトの操作手順の研修（職員同士） 

   ・個別での移乗研修（対象者を実際に移乗） 

   ・リフト操作手順の動画や写真，操作チェックリスト，マニュアル等での振り

返り 

   ・導入後，職員同士の意見交換会 

    

実施施設では 
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質 問 回 答 

リフト研修について，どれくらい

の時間行い，実際どれくらいの方

が利用していくことができたの

か。 

研修内容は，使い方，試用，意見交換などです。頻度は，介護職員

の業務内容を考慮しながら，なるべく多くの職員が参加できるよう

設定します。対象人数は，平成２８年度意見交換会参加施設では，

０～１６名（定員の１５％程度）でした。 

使用方法の伝達は，コンサルタント以外にも，リフト貸与業者等が

行った施設も多くありました。 

研修会終了後はコンサルタントを行う職員等が繰り返し現場職員に

対する指導を行っている例が多くあるようです。 

リフト使用方法の伝達をどのよ

うに行ったのか。 

研修会の進め方 
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⑥使用継続・フォローアップ・効果検証 

安全に介護リフトを使い続けていくためには，使用マニュアルの作成，チェックリストの導

入は効果的です。また，介護リフト使用等新しい取り組みが定着するには，時間がかかるもの

です。焦りすぎず，現場の声を尊重しながら進めていくとよいでしょう。介護リフトの使用は

「手間・時間」がかかりますが，「手間・時間」に負けない職場作りを目指しましょう。 

さらに平成３０年度に実施した「施設訪問」で，アドバイザーから細かな技術指導を行うこ

とがありました。施設からの求めで訪問することもできますのでご活用下さい。 

 

 

 

 

 

質 問 回 答 

リフト使用のフォローについて，

どれくらいの頻度で行っていた

のか。職員のフォローの頻度 

チェックリストを作成し、日々の中で一人一人が確認できるよう

にし，チェックリストで解決されない疑問に関しては，チームで

検討する流れを作るとよいでしょう。 

リフトを使用したときの利用者

の反応はどうだったか。 

はじめは恐怖心のある方もいますが，次第にリフトのほうが良

い、と話される方が多かったようです。 

一方で，慣れることができずに，恐怖心を感じる方もいるようで

す。本人が恐怖心を感じる場合には無理せず，別の手段を検討し

ましょう。特に，職員が使用方法に不慣れだと恐怖心を感じるよ

うです。 

リフト使用中にヒヤリハット的

なことがあったか。 

入浴用リフトで，ベルトがなく身体が浮いてずり落ちそうになっ

た例や，リフトのハンガー部が対象者と接触した例などがありま

した。ヒヤリハットについては，報告をこまめに挙げてもらい，

対策を講じることが大切です。 

平成２８年度参加施設では，使用マニュアル・チェックリストの作成，アンケート調

査や個別面談での聞きとり等を行っていました。 

平成２９年度参加施設では，リフト使用時の記録表に利用者・使用者の主観的感想の

記録をとり，変化を見ている施設がありました。 

リフトを試用している間に上手く失敗を経験し，正規導入時にその経験を活かすこと 

が大事との話もありました。 

平成３０年度施設では，リフトの使用継続に向け職員がリフト研修を受講し，“残存能

力を活かしたケア”が芽生え始めたという話がありました。また，リフトを初めて使う

ため，業者から教えられたとおり実施するのに手一杯で，アドバイザーの技術介入によ

り新たな気づきが得られて大変よかったとの話がありました。 

コンサルタント研修会の講師からは，使用技術の定着とリスク管理のため，職員が「リ

フトリーダー養成研修」を受講し，受講した職員が年１回他の職員に技術審査をする仕

組みにしているとの話がありました。 

令和元年度施設では，シートの掛け違い防止のため，シートのストラップに番号や掛

ける場所，名前をつけて職員間で共有していました。 

また，急性腰痛発症者，それに起因する退職者，休暇期間，リフト使用率，リフトの

導入希望率等，「ヒト・モノ・カネ」の効果を根拠立てて整理し，経営管理や職員のモチ

ベーション維持に活かしていました。 

 

 

実施施設では・研修講師から 
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リフトを使用して危険と感じた

ことはあるか 

職員が使用方法を理解していないと、思わぬ事故につながる可能

性があります。機器を安全に取り扱うための手順を全職員が理解

することが大事です。また，直接的に事故につながるポイントを

把握し，そこだけは絶対に間違わないよう注意喚起することも事

故の予防につながります。 

腰痛軽減はリフト使用による直

接的な効果であったのか。 

導入施設の介護職員からは，「腰痛が軽減した」という声が多か

ったです。しかし，腰痛の発生原因は移乗場面だけとは限らない

ので，腰痛にならないための介護技術全体を学ぶ機会は別に必要

と思われます。 

（第二恵仁ホームの取組事例報

告に対し） 

導入後アンケートについて「ケガ

などの危険性を感じたことがあ

るか」について，変わらない・増

加したで２０％あるが，どのよう

な意見があったのか。 

リフトの使用に積極的な職員と消極的な職員で技術の面で差が

出てしまい，消極的な職員から怪我の危険性が変わらない，増加

したといった意見がありました。また，姿勢保持が不安定で体幹

が安定しない利用者様に車椅子上でスリングシートをセッティ

ングした際に，車椅子からずり落ちそうになったといった意見も

聞かれました。 

定期的な操作手順の確認や研修

の機会をどのように設定すると

良いか 

運転免許同様に，リフト操作を免許制にして，更新制度も入れて

いる施設もあります。年 1 回程度職員全員の操作チェックをす

る等，事業計画に入れるのもよいと思います。チェックする側の

人数を増やしていくことも大切です。その際，チェックする職員

の差別化や手当をつけるとモチベーションの維持に繋がります。 

 

 

⑦本格導入に向けて 

今回の試用的導入の結果を踏まえ，予算の確保，機器・対象の選定を再度行う必要がありま

す。また，リフトを使う職場環境づくりも，継続して行う必要があります。 

 

 

 

 

質 問 回 答 

今後，導入するにあたって，施設

全体でどのような取組をしてい

くのか。 

今回の導入の結果を踏まえ，機器・対象の再検討や，リフトを使

う職場環境づくりは継続して行う必要があると思われます。ま

た，対象者の拡大に伴い，支援方針，介護作業の流れの見直しを

行い事業計画に反映させることが重要です。 

 

平成２８年度参加施設からは，本格導入に向けて，機器・対象の再検討や，移乗先であ

る車椅子の環境整備の必要性を挙げる施設がありました。 

平成３０年度の参加施設からは，リフトの本格導入に向けて家族の理解が必要なため，

家族説明会を開催したい。また，職員がリフトのタイプや性能，使い方を理解できたので，

今後は在宅でのリフト導入支援や家族指導を行うことができるとの話がありました。 

アドバイザーからは，対象者を拡大していこうとすると，時間や工程が増えるため，支

援体制，介護手順の見直しが必要な場合があるとの話がありました。 

リフトを本格的に導入し継続使用することで，介護職員にとって移乗介助が安全安楽に

出来るようになるとともに，利用者にとっても，より良いケアを提供できます。 

実施施設では・アドバイザーから 
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⑧その他 

質 問 回 答 

過去にもリフトの導入が重点的

に行われた時期があったが，普及

はしませんでした。過去と現在で

は，その課題やハードルに違いは

あると思いますか。 

社会的背景（少子高齢化，介護職員の人材確保）がより深刻にな

っていることから，行政・施設等の介護関係者全体で意識に変化

があったのではないかと考えます。また，以前普及しなかったこ

との結果を受けて，導入に当たってのソフト面に着目し，継続し

たフォローアップが必要と考えており，意見を受け止めて次の継

続事業を展開し普及を図っていきます。 

対象者に対しての実際の使用率

はどのくらいあるか。 

床走行リフト等の場合には，試用時に施設の方針で使用徹底させ

たことでほぼ 100%の使用率という施設と，個人の裁量に任せ

たために使わない職員がいるという施設に分かれます。 

なお，入浴介助場面で活用するリフトを導入した場合には，ほぼ

100%で使用しているようです。 

施設の事業計画やケアプランにリフトの使用を位置づけること

で，使用率を 100％にしている施設が近年増えています。 

事業スケジュールが短い。 事業実施状況を鑑み，平成 30 年度からは，補助対象経費が 3

か月から 6か月上限に変更されました。 

令和元年度，試用上限 6 か月をフルに活用した施設は 1 施設で

した。事前に準備（先駆施設の見学，国際福祉機器展への参加，

デモ機の試用，施設内の方針の共有等）することで，効果的な事

業活用に繋がります。 

グループホーム内に理学療法士

がいなかったので確保が大変だ

った。 

平成２９年度からは，各施設でリハ専門職の確保が難しい場合，

リハビリテーション支援センターがコンサルティングを担うリ

ハ専門職を調整することになりました。調整後，コンサルティン

グを担うリハ専門職への依頼や契約等は各施設で行っていただ

きます。 

今回の支援事業は，次年度も続け

て参加することは可能か。（同じ

法人の別事業所でも試用検討し

ている。） 

同法人の別事業所で試用導入を行いたい場合や，同事業所で別の

場面での使用もしくは別機種での使用を検討したい場合には，次

年度の事業の対象となります。（今年度すでに試用導入した機器

について，同じ使用状況での継続レンタルは対象外となりますの

で，御了承ください。） 

ただし，同事業所での事業実施は，平成２８年度以降で２回まで

となっています。 

リフトや車いすの設備投資につ

いて 

機器導入管理計画にて，予算を確保し，年に数台ずつ更新してい

くことをお勧めします。 
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４ まとめ 

「リフトの導入」に当たっては，以下のマネジメントの仕組みが重要でした。 

プロジェクトチームの立ち上げ，職員に参画意識を意識づけるグループワーク，計画の見える

化等，施設にあった工夫で計画を回していく仕組みづくりを意識して取り組むとよいでしょう。 

 仕組みができれば，リフト導入に限らずあらゆる課題に対応が可能になり，魅力ある施設，職

員・利用者の QOLの向上に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人力移乗による苦痛や恐怖

が減り，快適な移乗が保証

される。 

・職員によるケアの違いが少

ない。 

・職員に気を遣わず移乗を依

頼できる。  

・夢の実現，自分らしい生活

へ一歩近づける。 

 

・移乗ケアを他の職員に頼みやすく

なり，職員間の関係性がよくな

る。 

・身体的・精神的な負担が軽減する。  

・リフトを活用することで，利用者

とのコミュニケーションをとる

余裕が生まれる。 

・移乗を保証することで，利用者の

活用や社会参加が拡大し，仕事に

やりがいや楽しみが持てる。 

・腰痛があっても無くても自分らし

く働き続けられる。 

 

・離職が減り，人材確保ができ

る。 

・代替え職員の確保や新人職員

の採用・教育にかかる経費や

負担が減る。 

・職員，利用者の身体的・精神

的負担やリスクが軽減でき

る。 

・他の施設との差別化が図れ，

選ばれる施設になる。 

効  果 

魅力ある施設 

 

職員の QOL向上 

 

利用者のQOL向上 
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   （イ）社会福祉法人春圃会「特別養護老人ホーム春圃苑」 

   （ロ）社会福祉法人宮城福祉会「特別養護老人ホーム芍薬の里色麻」 
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 （４）令和元年度介護職員勤務環境改善支援事業 

    ①「取組事例報告・意見交換会」取組事例報告 
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