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◎青森県介護サービス事業所
認証評価制度・認証事業所

◎あおもり働き方改革推進企業
認定事業所

◎子育てサポート企業として
厚労省大臣による認定
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Ｈ１９ 初めての持ち上げない介護

背景 ： 特養は利用者の重度化により看取り介護の時代へ

・当時の介護主任（現施設長）は「重度化する利用者
の状態に対応するため、私たちの介護も変えていか
なければならない」という考えがありリフターを導入

結果 ： 職員、家族とも検討を重ね床走行式リフターを使用
し移乗介助をするが、家族からは「介護は手でやっ
て欲しい！」 職員からは「機械に頼るのは温かみ
にかける、手間がかかる、時間がかかる」という意
見により継続断念

〇 持ち上げない介護に対する必要性や理解不十分により、
従来の力任せの介護が支持され、その後数年間リフター
は倉庫の中へ 4



Ｈ２２年度～介護研究の取り組み（ノーリフティングケア関連）

〇 目的 ： 介護サービスの向上と職員の負担軽減

・時間、手間という主観による介護方法から根拠の
ある介護実践へ

・介護に対する私たちの意識改革

Ｈ２２年度、Ｈ２３年度

〇 研究テーマ

「ポディショニングの役割と実施方法の理解」

「臥位・座位時の除圧、筋緊張の緩和、安楽な姿勢保持
の実践」

・利用者の重度化に伴うニーズの変化により、利用者の立場
に立ったケアの在り方を考える

・職員が姿勢苦を疑似体験し、利用者の姿勢苦の緩和を考える

利用者の視点
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Ｈ２４年度 研究テーマ 「持ち上げない介護の実践」

・介護における利用者、職員双方の負担軽減、安全と安楽に
ついて考える

・腰痛予防対策は個別的な問題ではなく、組織全体で取り組む

Ｈ２５年度から介護実践目標

「持ち上げない介護による利用者・職員双方の負担軽減と安
全・安楽な介護」

・ ＰＤＣＡサイクルで取り組みの質を上げる

・目的を見失う時は利用者体験をし、必要性の理解に繋げる

・論理的思考と心の融合
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Ｒ元年度 あおもり ノーリフティングケア推進事業の

モデル施設として参加

「ノーリフティングケアは特別な介護、という意識が
根強く日常的な標準介護ではなかった」

持ち上げ
ていないつ
もりの独自
の間違っ
たやり方
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乗組員の割合 (取り組み開始時の推進チームが考える乗組員の割合)

船に乗らない人
・ノーリフティングケアに反対、やりたくない 0％

船に乗っているけど眠っている人
・ノーリフティングケアに反対ではないが、どちらかというとやりたくない 0％

頑張ってはいないけど、やるのが当然だからやる人
・新人職員、中途採用職員など法人での経験が浅い 10％

頑張っている人（主任や副主任等旗振り）
・新たな知識を得ようと前向きに取り組む事が出来る 20％

頑張っている人についていっている人
・必要性を理解し現場力で介護の質を上げよう、リスクマネジメントを
しながら今以上の効果と効率を考えてくれている

70％
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〇年2回腰痛調査を実施、産業医から意見を聴取する

〇有所見者は個別面談をし、就労上必要な措置を講ずる
・専門医の診察
・腰痛ベルト購入希望者には費用助成
・作業時間の短縮
・腰部に負担のかからない作業へ、作業内容の変更

時々痛い、たまに痛い ２９名 ３４％

痛くない ５６名 ６６％
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入所定員 ・長期入所 90名

（・併設短期入所 22名）

平均介護度

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

平均介護度 ４．４ ４．４ ４．４

要介護４・５の
利用者

84人（93.3％） 79人（88.8％） 82人（90.1%）

平均年齢 ・全体 86歳

・男性 83歳 ・女性 87歳
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【6月の取り組み】
①取り組み目標：全職員がノーリフティングケアの必要性を理解でき、自己管理（身体の

使い方）を把握出来る

取り組み内容 ・全職員に対し、必要性の理解と目的について研修を実施し、理解度

チェックを行う

②取り組み目標：現状維持に努めながら腰痛を起こさないよう意識を高める

取り組み内容 ・腰痛ベルトの着用促しと、腰痛ベルト助成金制度について、再度呼び

かけを実施

・啓発ポスター掲示

・業務前と、業務間に行う体操の実施

・履物に関して足元が安定する物を着用するよう呼びかける→9月100％着用

・動線の見直しをし、物を移動する際はワゴンを活用する

・事務職員の制服の見直しをし、9月に変更している
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【7月の取り組み】
取り組み目標：ケアに携わる全職員が寝返りや、シート、グローブの移動が出来る

取り組み内容・手順とポイントを説明しながら研修を実施した

【8月の取り組み】
取り組み目標：腰痛予防対策推進委員会を立ち上げリスクマネジメント体制の強化を

図る

取り組み内容 ・各事業所から腰痛予防対策委員を選任し、ノーリフティングケア推進

チームと連携した委員会活動スタート

・毎月気づき・ヒヤリハットシートからあげられる内容に関して分析し対策

を講じ発信している
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【9月の取り組み】
取り組み目標：全職員が安全なリフトの使い方について理解できる

取り組み内容 ・職員マニュアル技術指導チェックシートを活用し、研修の実施
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1. 特養介護の現場は毎月得られる知識や技術に納得、

ノーリフティングケアに対する期待感が増す

・学習にとどまらず、日常介護取り入れ、実践形式で技術の習得

を図るように福祉用具を追加で導入。推進チームによるOJTに

力を入れている

・自己管理に向けた取り組みや意識向上（体操やストレッチ、靴

の着用など）

・家族向けの通信や職員向けの園内報を活用し、家族や職員に

目的等を繰り返し発信する、家族を巻き込んでの取り組みを目

指している

・介護計画へ、各入所者の移乗方法及びノーリフティングケアを

行う際の留意事項を明確に位置付ける 15



2. 多職種や法人内の事業所にも波及

・部署毎、事業者毎に腰痛に対するリスクの洗い出し

を行い、改善計画を立案し、業務改善や職場環境、

身体の使い方など改善に取り組んでいる

・体操やストレッチが定着、活発に取り組んでいる

・通所サービスや短期入所においてもノーリフティン

グケアが浸透している
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・乗組員の割合

船に乗らない人 （ノーリフティングケアに反対、やりたくない職員） 0％
➔0％

船に乗っているけど眠っている人 （ノーリフティングケアに反対ではな
いが、どちらかというとやりたくない職員）

0％
➔2％

頑張ってはいないけど、やるのが当然だからやる人
・新人職員、中途採用職員など法人での経験が浅い

10％
➔31％

頑張っている人（主任や副主任等旗振り）
・新たな知識を得ようと前向きに取り組む事が出来る

20％
➔20％

頑張っている人についていっている人
・必要性を理解し現場力で介護の質を上げよう、リスクマネジメントを
しながら今以上の効果と効率を考えてくれている

70％
➔47％
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ノーリフティングについて職員の声（アンケートより）

ポジティブ意見
ノーリフティングケアを実践しようとしたが、

不安のある意見

・支持基底面や重心移動を意識している

・自発的にストレッチ運動などを行うよう
になった

・シートを持ち歩くよう意識し、他の職員に
も指導方法を伝えるよう意識している

・ユニフォームを変えたことで動きやすく
なり、適切な身体の使い方が出来るよ
うになったことで腰痛予防に繋がってい
ると感じている

・物を持つ際、これまで一人で無理して
行っていたが、お互い声を掛け合うよう
心掛けるようになった

・双方の負担軽減に向け、その方に合っ
た方法であるか、スタッフ間で話し合っ
ている

・身体の使い方、福祉用具の使用方法
がまだしっかり分かっていない

・シートの活用や身体の使い方など、業
務の流れで時々忘れてしまい「ハッ」と
する

・身体の大きな対象者だと、ついつい力
が入ってしまう

・対象者の身体状況と学んだ技術をうまく
合わせられない

・推進チームからの発信に基づき実践し
ているが、その他スタッフからの気づき
や提案が少ないと感じる

ネガティブ意見

・身体や機器の使い方、目的などは理解し
ているが、皆に使用すると時間がかかっ
てしまう 18



➊ 移乗介助に時間がかかり、業務を時間内に終われな
いという焦りから、これまで慣れ親しんだ力任せの介助
方法を変えられない、変化への不安感がある

❸ ノーリフティングケアの目的や必要性は理解しているが、
今以上の効果や介護の質を上げようとする意識が少な
い （特に20歳代）

❷ スライドボードやシートの使い方について、まだ不安が
あることから使用する頻度が少ない

目的と必要性の理解を図る

スライディングシート、ボード、グローブの活用技術
向上

これまでの取り組みを評価しながら継続する
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ノーリフティングケアOJT

推進チーム

介護職員 6名

統括マネジャー

健康管理担当 教育担当

福祉用具・環境担当

リンクスタッフ

アセスメント

プランニング担当
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課 題 具体策

① 目的と必要性の理解を
図る

1．日々の業務でのOJT・サービス担当者会議にてノーリフ
トケアの必要性と目的の理解について発信する

2．実践し成功場面を増やしていくような推進

② スライディングシート、
ボード、グローブの活用
技術向上

1．ノーリフティングケアOJT推進チームを立ち上げ各ユニッ
トに配置する

2．実践、技術項目のチェックをしていく
(福寿草入所者の状態に合わせたやり方へ工夫し活用し
やすいものへ変えていく）

3．職員シートを活用し進行状況の把握

③ これまでの取り組みを
評価しながら継続する

1．気付き・ヒヤリハットシートを活用し介護の仕方・工夫に
ついて職員が発信していく。現場の職員が気づき、対
応策を決定していく

2．ノーリフティングケアに対する理解を深める為に、実践、
実感し成功体験を重ねる

3．PDCAサイクルにより、体制構築を図る
21



【１０月の取り組み】
取り組み目標：ケアに携わる全職員がスライディングシート、グローブの使い方を理解

できる

取り組み内容 ・ノーリフティング推進チーム（教育担当）からＯＪＴ推進チームへ

技術指導

・ＯＪＴ推進チームから各ユニットスタッフへ、日々のＯＪＴで技術指導を

行う

【１１月の取り組み】
取り組み目標：立位保持のための福祉機器導入を検討する

取り組み内容・福祉機器のデモ機を取り入れ、

実践し効果を体験した
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【１２月の取り組み】
取り組み目標：組織の中の体制が整備されており、抱え上げがゼロになる

取り組み内容 ①現場の意識が低くならないよう、ノーリフティングケアの

目的と必要性の理解について発信し続けた

・朝礼（施設長より） ・サービス担当者会議 ・職員会議にて

取り組み内容 ②全利用者を対象に介護計画へ移乗方法及びノーリフティング

ケアを行う際の留意事項を明確に位置づける（86名終了）
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【１２月の取り組み】
取り組み内容 ③入浴用ムーブボード・移乗用ボードの購入

取り組み内容 ④啓発ポスター掲示で再度周知（排泄時はサイドレールを外す、

リフトの適切な使用方法、ベッド昇降機能の活用）
0

かいかい

持ち込まない！持ち込ませない！●体調不良時は早めに申し出ましょう●衛生委員会

12月の目標

●スライディングシートや

グローブの活用

（上方移動時）

●ベッドのギャジコントロール

（排泄・体位変換・リフター使用時）

♡腰痛を予防しよう♡

☆始業前体操＆業間ストレッチの徹底を！

腰痛対策委員会＆

ノーリフティング

推進委員会
腰痛対策委員会

ノーリフティング推進委員会

✿リフター使用時、ベッドのギャジを

上げましょう！

✿スライドシート・スライドボードを活用しま

しょう！

『ノーリフティングは事業所全体の取り組みです

職員自身も腰痛予防や身体の負担軽減を考え、

積極的に行い、一連の動作が行えるまで基準を

上げていきましょう。』

1月の目標
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【１２月の取り組み】
取り組み内容 ⑤基本的生活支援マニュアルをノーリフティングケアを加えた内容へ

変更（食事介助、排泄介助） ※一部抜粋
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【１２月の取り組み】
取り組み内容 ⑤基本的生活支援マニュアルをノーリフティングケアを加えた内容へ

変更（入浴介助、移乗介助） ※一部抜粋
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・入浴用移乗ボードを適切に使用できており、入所者、
職員双方に安心、安全なケアが確立できた

・移乗、体位変換時の事故が減少した

前年度（4月～1月） ２２件 今年度（4月～1月） １４件

・OJT推進チームを立ち上げた事で若い職員の活躍する

場が増え、モチベーションアップに繋がった

・福祉機器、用具について正確に活用する事で一人で

も丁寧な介護が出来る。福祉機器は人手不足の

補助となる
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・乗組員の割合 R1.１０月 R2.１月

船に乗らない人 （ノーリフティングケアに反対、やりたくない職員） ０％ ０％

船に乗っているけど眠っている人 （ノーリフティングケアに反対では
ないが、どちらかというとやりたくない職員） ０％ ０％

頑張ってはいないけど、やるのが当然だからやる人
・新人職員、中途採用職員など法人での経験が浅い ３１％ ４％

頑張っている人（主任や副主任等旗振り）
・新たな知識を得ようと前向きに取り組む事が出来る ２０％ ２５％

頑張っている人についていっている人
・必要性を理解し現場力で介護の質を上げよう、リスクマネジメントを
しながら今以上の効果と効率を考えてくれている

４７％ ７１％
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職員の声と腰痛調査結果 （R2.1月）

ポジティブ意見
ノーリフティングケアを実践しようとしたが、

不安のある意見

・ベッドの高さ調整や排泄介助時サイドレー
ルを外す事を意識し行うようになった事で腰
への負担がかなり軽減した

・これまで福祉機器を正しく使用出来ていな
かったが根拠を理解し正確に使えるように
なった。その為、身体の使い方、入所者の
身体の位置を確認し双方に安全な介護が
提供出来ている。コミュニケーションが増え
た様に感じる

・物を運ぶ際、他職員の協力を仰ぎ対応出
来ている。以前より声を掛けやすい雰囲気
であり、又、声を掛けられる事も多くなった

・これからもノーリフティングケアを継続し年
齢を気にする事なく長く働き続けたい。又、
一緒に働く仲間が増えると良い

・呼びかけ直後はグローブやシートを活用
しながらケア出来ているも、継続しない。ま
だ定着出来ていないと感じる事がある

・自身が行なおうと取り組んでも周囲に
意識が低い職員がいると、出来ない時が
ある

・まだシートやグローブの使い方に不安
がある

腰痛調査結果

R2.1月
（８９人）

H31.4月
（８５人）

・時々痛い
・たまに痛い ２７％ ３４％

・痛くない ７３％ ６６％
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『辞めなくてもいい』

『質の
高い介護サービスの提供』

標準介護
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