
ノーリフティング組織体制を整えるマネジメント研修
導入のための実践を学ぶ

一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク
下元佳子 （代表理事 理学療法士）

令和3年度 三次市在宅医療・介護連携推進 研修会 令和3年度10月５日（火）
10時10分～16時20分



使用資料の確認

・進行用PPT
・ノーリフトケアマネジメントマニュアル
・腰痛予防のためのノーリフティング手引書

（p40 付録４ 「ノーリフティング導入における目的と
現状把握」はワークで使用しながら進みます）

・目的とする状態シート
・計画立案シート



１．ノーリフティングとは
２．ノーリフティングの効果と必要性 ディスカッション
３．業務改善手法を用いた導入の実践
・業務改善の準備 ワーク１
・計画立案 ワーク２

・リスクマネジメント ワーク３
・職員の健康管理 ワーク４
・アセスメントとプランニング ワーク５
・職員の教育 ワーク６
・福祉用具の導入と管理・環境整備 ワーク７

４．マニュアルの必要性
５．明日からに向けて ワーク８

プログラム

10時10分～11時

11時10分～1２時

13時～14時30分

14時40分
～16時20分



１．ノーリフティングとは



ノーリフティングとは

「ノーリフティング」とは、リフトなどの福祉用具を使用する
ケアのことではなく、医療や福祉の現場から

腰痛をなくす取り組みそのもの

リフトなどの福祉用具ケアは腰痛をなくすための
低減策の一つ「ツール」

組織のリスクマネジメント体制を整えることが必須

ノーリフティング≠介護技術・テクニック



新・腰痛予防対策指針 平成25年6月18日付 厚生労働省

厚生労働省「腰痛予防対策指針」19年ぶりに改定
人力での抱え上げ『原則行わせない』
リフトなど福祉機器の活用促す

改定理由

職場での腰痛：休業４日以上の職業性疾病のうち６割を占める労働災害

4日以上の休業を要した腰痛の発生数は全産業で５３２３件

うち社会福祉施設は1002件で全体の１８.８％を占める

件数も9年間で2.7倍に増加

問われている事

腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することと
し、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述

「行わないこと」ではなく「行わせないこと」
求められているのは管理の体制



『職場の安全衛生水準を向上させる』

そのために、抱え上げや持ち上げなど身体に負担のある
業務を見直しノーリフティングケアを実践するとともに、

常に安全に働ける職場にするために、
リスクマネジメントを実践する職場風土を目指す。

つまり、労働安全衛生の取り組みであり、安全で働きやすい職場を作ること
が目的。誰もが安心して働ける職場づくりと、その安心して働ける職場にこそ、
対象者が安心してケアを受ける環境が整う。

組織の腰痛予防対策の目指すところ



２．ノーリフティングの効果と必要性



高知モデルとは



業務効率化

効果：複数で実施をしていたケアを一人で実施できるなど
効率化が可能
誰が実施をしても簡単、安全、効率が高いケア

複数での実施、あるいは
一人で負荷量の多かった
業務が安全に快適でかつ
簡単に実施が可能

不良姿勢での時間を要す歩行介助より、
より良い立位姿勢での移動介助が効率性
も対象者への心身機能にも好影響

福祉用具を使用することで移
乗だけでなく座位姿勢の保持
の時間を効率化できる



腰痛予防

効果：一人で安全に身体への負担の無いケアの実践が可能
腰痛など身体の疲労や痛みの軽減

抱え上げ・持ち上げ・引きずり・ひねりをなくす
方法でケアを実践することで身体への負担が
減少し腰痛を予防する



感染対策

効果：一人で安全に身体への負担の無いケアの実践が可能
腰痛など身体の疲労や痛みの軽減

力での介助は
密着を要する

ノーリフティングケアは
一定の距離を確保
することが可能



ケアの質向上

効果：自立支援を促進
二次障害を予防する効果

立位や歩行の
時間を増やす
ことで「生活リ
ハ」効果という
発想

力での介助は介
護者だけでなく
対象者にも負
担をかけ筋緊張
の亢進➡継続
で拘縮を引き起
こす

リハ職の役割

他者の実施する
ケアの質を検討し、
誰が実施しても
期待できる効果
が得られる方法を
検討

介護者に負担がかか
らないだけでなく対象
者にとっても安楽で
自立や効果



今求められていること

少子高齢化で人材不足の今
福祉・介護業界に求められていること

業務効率化による生産性向上

そのための業務改善

介護ロボット・ICTそしてノーリフティング



生産性向上が求められる背景

（出所）介護分野における生産性向上について 令和元年度 1 ガイドライン
1）施設サービス 本編（改訂版） 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html（最終閲覧日：令和2年11月2日）



求められていること

介護人材不足による「サービス事業所の不足」
「サービスの質の低下」を防ぐために

少ない人手でクオリティーの高いケアが
提供できる事業所づくり



目的と必要性の理解

ここまでは問題なく皆さんの中に
落とし込めていますか？

職員の方々に、なぜ取り組むのか、
取り組まなければいけないのかを
伝えることはできますか？



普及活動の中でよく耳にする言葉

▢私は腰痛はないから福祉用具は必要ない

▢福祉用具ケアは時間がかかるからやりたくない

▢自立支援が大切だから用具は使わない

▢人が減って現場は大変だから・・・
それどころではない

こんな声に対して目的や必要性を
丁寧に説明していきましょう。

ディスカッション



➀画面上の「ヘルプを求める」をクリックします。

②「ホストを招待する」をクリックします。

③講師が順番に各グループに伺います。

ディスカッション中、質問がある場合

今からグループに分かれてディスカッションを行います。

『ノーリフティング・・・取り組めていますか？取り組めそうですか？』
『ノーリフティングの目的や必要性落とし込めましたか？』



参考資料 ノーリフティング手引書

高知家ノーリフティングまるご
とノーリフティング宣言サイト

「高知モデルとは」ページ
から手引書ダウンロード

できます！



参考資料 ノーリフティング手引書
ノーリフティングを取り入れた生活と介護

ノーリフティングケア技術だけでなく、一日の業務の流れにおける実践例を掲載



参考資料 ノーリフティング手引書
ノーリフティングケアの実践

ノーリフティングケア技術だけでなく、それぞれの業務における注意点を掲載



参考資料 ノーリフティング手引書
介護・医療現場で働く職員とノーリフティング

どのような事業所でも、どのような職種でも取り組むべきこと！



参考資料 ノーリフティング手引書
実践のための書式

普及推進に必要な書式を付録として掲載



３．業務改善手法を用いた導入の実践



ノーリフティング普及のためのポイント

2つのPDCAをまわす

『リスクマネジメント』

リスクとなる業務を抽出してPDCA

『組織体制作りのマネジメント』

体制づくりのために、課題抽出してPDCA

ノーリフティング推進のために実践すること



ノーリフティングをスタンダードにするための組織作りのマネジメント

体制を作るためのPlan→Do→Ｃheck→Act

職員の健康管理 腰痛調査 → 分析
個別対応・教育

組織的な取り組み

教育体制の構築
情報入力 → 知識の習得 → 意識の改革 → 行動変容 → 習慣

キャリアパス：人材育成できる教育体制をつくる

対象者の
個別アセスメント

個別アセスメントに基づいたノーリフティング
ケアプランを立案実施
ノーリフトケアプランナーとケアマネジャーが協働

環境整備 リスク調査 → 分析

工夫・教育

改修→

福祉用具等導入

委員会を立ち上げリスクマネジメントのPDCAを実施

労働安全の体制を整えるために取り組むこと



業務改善に向けたステップ

『組織体制作りのマネジメント』

体制づくりのために、課題抽出してPDCA

組織体制を作り上げていくためには課題改善

ノーリフティング普及のためのポイント

2つのPDCAをまわす



４．改善活動への取り組み

５．改善活動の振り返り

６．実行計画の練り直し

１．改善活動の準備

２．現場の課題の見える化

３．実行計画を立案

業務改善に向けたステップ

【厚生労働省老健局が制作した「より良い

職場・サービスのために今日からできること（業
務改善の手引き）より】

組織の体制づくりは、
業務改善活動のステップで

進める



３．業務改善手法を用いた導入の実践
業務改善の準備



改善活動の準備

① ノーリフティング推進チーム(腰痛予防対策委員会）を立ち上げる
取り組む内容が明確であり、新・腰痛予防対策指針で必要とされている下記のような
委員会の立ち上げを目指す

② 経営層から施設・事業所全体への取組開始のキックオフ
「ノーリフティングケア宣言」をする

③ 外部研修を利用する

施設長

産業医衛生委員会

腰痛予防対策チーム

〇腰痛予防リーダー

フロア（ユニット）リーダー
衛生管理者等産業保健スタッフ

腰痛予防対策組織図

腰痛予防対策チームの役割

腰痛予防対策チームは、安全衛生委員会と連携し

て、施設の腰痛予防対策の立案やその実施に取り組

む。

具体的には、リスクアセスメントの実施、リスク低

減策の立案とその評価、福祉用具の使用に関する研

修の企画と実施、など、労働者に対する腰痛予防に

関連した事項の指導や支援にあたる。



現場の課題の見える化

① 目的とする状態と現状を比較すること
で課題抽出
「ノーリフティング導入における目的と現

状把握」（右図）と施設の現状を比較

② 課題分析

施設の現状を分析して、何からどのよう
に取り組むことが有効かを検討する

例）
「必要性と目的の理解を得て全体への
取り組みに進む」
「変わる事例を作りその成功体験を利
用して全体への取り組みに広げる」
「技術教育から入って興味を引き出し
全体への取り組みに広げる」 腰痛予防のためのノーリフティング手引書

p40 付録４



ワーキングタイム １

管理者の状態

①現状を確認しましょう。
目的とする状態との管理者の項目で目的を確認して
施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



ワーキングタイム ２

委員会の状態

①現状を確認しましょう。
目的とする状態との委員会の項目で目的を確認して
施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



３．業務改善手法を用いた導入の実践
計画立案



実行計画を立案

① 年間計画（目標とする状態までのスケジュールを立てる ）

②一つひとつの実行計画を立案(右図)



４．改善活動への取り組み

・計画に合わせて実行する
・小さな改善事例を作り出す

５．改善活動の振り返り

・予め定めた目標に到達しているのか、
達成度評価で確認する
・上手くいった点、いかなかった点を整理する

６．実行計画の練り直し

・上手くいった点、いかなかった点について、
分析を加える
・実行計画に修正を加える

実行計画に沿って進める



目標
道「標」
「いつまでに

どこまで」

課題
目的と現状の
ギャップ

現状の表出されて
いる問題を分析抽出
したも

現状
目的の状態と比較した
現在の状態

目的
目指す「的」
ゴール

「何のために」

目的共有と課題解決

ＰＵＬＬ



目標
目的である状態に
向けて・・・

いつまでにどの課
題を解決していく
のか・・・

課題
目的と比較した現
状からできてない
ことを分析して課
題を抽出

目的
目的の状態を具体的
に把握できているこ
とが大事

現状
目的の状態と比較した
現在の状態を評価

結果を出すための取り組み

ＰＵＬＬ

計画
目標に向けて具体
的な計画を立案



現状目的の状態を踏まえた

現状を評価できない＝無数の
問題点
一体何を課題とすればよいの
かわからない

課題と取り組み
目標が不明確な状態での計画は
イベント的なものになり結果が出にくい。

目的入目的の状態、目指すところが不明確であれば、課題抽出やも計画も

不明確なものになりがち

連携取るためには目的共有と課題解決

ＰＵＳＨ

忙しいからこそ、結果の出る取り組みを！！



実行計画を立案

行動に移せる実行可能な計画を立案する

When
いつ

Where
どこで

How
どのように

Who
だれが

Why
なぜ

What
なにを

5W1H

具体的な計画と必ず実行する意思・ルール

How Much
いくらで

これも重要！！



計画立案の手法の確認

計画シート
➀目標：次回までの目標

②計画：目標にむけて何を行うかを記載。※ただ単に『勉強会

を開く』では過程に過ぎない。目標を到達するために何をすべきかを記

載。

③具体的手順：計画に沿って、内容を具体的に手順化する。

5W1Hを意識して手順化する。

④目標とする結果：目標が達成されたことにより現場にど

のような変化が起こるのかを予測し記載する

⑤目標達成度評価方法：目標が達成されたかどうかを確認

する基準を設定する。どこまで到達したかを数値で記載。

⑥目標達成評価：達成し、どのような状態になっているか

を記載。



勉強会を行う

全職員がノーリフティングケアの必要性と目的を理解でき
ている

研修に参加した〇〇と○○が講師をする
・研修で使用した資料を用いる
・18時～19時の１時間を利用して講義
・参加予定 介護職28名／50名
＊勤務の都合などで参加できなかった職員は、参加した人
から伝えてもらうこととする

理解できたかのアンケートをとり評価
する

職員全員が目的と必要性を理解できる

・資料の作成に時間がかかり、研修直前となってし
まった
・人前で話す機会が少ないので、十分に伝えることが
できなかった
・アンケート回収の結果、皆が理解できていたよう
だった

研修を行うだけの計画になっている

講師が理解して、伝えるようになる準備が必
要

いつ、誰が、どの段階で全職員へ周知するの
かが明確になっていない

全員参加していない。全員参加するならば
日程を分ける必要がある。

参加した人からではなく、必ず理解してい
る委員会メンバーが伝える。

目標が達成された場合に起こりうる結果を
記入する。
例：目的を理解することで、取り組みへの
意識が変わる 等

アンケートでは本当の理解度が確認できない
ことがある。選択問題で回答を得ずに、記載
してもらうなどの工夫が必要。

目標の確認と計画立案の手法の確認

100％

理解でき
た

計画を実行に移し、具体的な現在の状態をこち
らに記載する。
例：日々の中腰への意識や、ケアの方法の変更
について提案が上がってくるようになった。
等



推進チームメンバーが理解プレゼン力をつけて、全職員を小グルー
プに分けて勉強会を実施し、理解度確認を行う

全職員がノーリフティングケアの必要性と目的を理解できている

１．推進チームのメンバーだけで勉強会を行い理解を深める
①●月●日 12時～14時 研修室 昼休憩 ※事前に資料を配布し各自が読み込んで
おく
資料：ノーリフト実践マニュアルP1～2 伝達者は研修に参加したA、Bが行う

②勉強会後、各メンバーが５～１０分でプレゼン⇒理解度を確認する
③〇日までに勉強会の日程を〇月●日～5日間とし、シフト表を確認して受講者を割り振
る
（担当：A）、管理表を作成する(担当者：B)
２．全職員に向けての勉強会と理解度チェックの実施
①〇月●日～5日間 17時30分～18時 場所：研修室
②1/31 全体会で推進チームがチームの役割についてと勉強会の説明を行う
資料は事前配布＊参加できなかった職員には推進メンバーが個別に伝える
③全スタッフが受講するため５グループに分け勉強会を実施
④勉強会実施後、理解度チェックを使って確認 資料準備(担当者：Ｃ)
※不合格者は記述式のアンケートで理解度を確認→教育担当は受講・合格状況を管理する

・全職員が勉強会に参加してもらい理解度チェックで合格する
・進捗状況の管理は教育リーダーが職員の管理表を作成し管理
する

全職員のチェックが終了し、全員が合格している。
ノーリフティングに対しての目的と必要性を理解し、
職場におけるノーリフティングの取り組みに向けての
意欲が向上している

・多少研修時間が長引いてしまったため、次回プレゼン準備を徹
底する

計画が目標に向かって明確に立てられている

・全職員が勉強会に参加でき、チェックも受け終わったが、不
合格者が5名おり、記述式のアンケートで理解度の確認は完了
している

委員会メンバーがまずは理解するところから準備段
階の計画がなされている。また、いつ、どこで、何
を使ってなど明確に決定している

全職員に向けた的確な情報共有を行い、巻き込み、
職員の意識を高める工夫をしている

チェックを行い、不合格者の対応までも決定できて
いる。

目標の確認と計画立案の手法の確認

日々の中腰への意識や、ケ
アの方法の変更について提
案が上がってくるようになった。

全員が受講できるように、グループ分けができてい
る。

100％ チェックを行い、不合格者の対応までも決定できて
いる。

評価方法に対して達成できており、結果も明確に記
載されている。課題も抽出され、回を増すごとに改
善が見込まれる。



３．業務改善手法を用いた導入の実践
リスクマネジメント



リスクマネジメント

労働安全のための直接的PDCA

『リスクマネジメント』

リスクとなる業務を抽出してPDCA

ノーリフトケア普及のためのポイント
2つのPDCAをまわす



トランスファーシート

上下移動 横移動
スライディング
グローブ

トランスファーボード
移乗

リフト移乗

福祉用具ケア

スタンディング
リフト移乗



STEP2 自己管理 環境を変える

荷台を使う

高さのある荷台を使う

高さに合わせて
脚立を使う

高さのあるキャスター
付きラックを使う

コードや靴は
引っかからない位置に

移動させる

after after

before after after

改善例

ケア以外のリスクの解決

before
before

before



身体の使い方

キャスター付きの超低床椅
子などを使用することで負
荷なくケアが行える。

手をつくことで支持基底面が広
がり、後ろの脚を浮かせること
で重心線が面の中心に移る。

介助者の大腿部に対象差の
足をのせてもらい介助者は
低い姿勢で介助を行う。

after

after

after

改善例

ケア中の姿勢を見直すこと
で、リスクを減らすことに
つながります。

before

before

before



環境を変える

改善例

可動式の椅子に変えることで、体幹の捻じらなくても身体の向きを変えることが
できたり、背もたれにしっかり体重を預けて正しい姿勢で座ることができます。

after after after

before before before



ハインリッヒの法則

300
ヒヤリハッ
ト

軽微な事故

重大な事故
１

29

計画を立てる
Ｐｌａｎ

計画を実行する
Ｄｏ

実施結果を評価する
Ｃｈｅｃｋ

評価を踏まえて
見直し、改善する

Ａｃｔ
ＰＤＣＡサイクル

腰痛予防のためのリスクマネジメント

職員全員で実施する日々のリスク抽出

＝「ヒヤリハット」を集めPDCAをまわし解決

目的：事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて、継続的に行う自
主的な安全衛生活動を促進し、事業場の安全衛生水準を向上させること



全職員でヒヤリハットを抽出

事故予防・腰痛予防のためのリスクマネジメントの体制づくり

委員会

一般職員の役割：ヒヤリハットを見つけ出す

委員会の役割：出されたヒヤリハットをPDCAで解決

職員全員で安全に働ける職場を目指す！

身体に負担がある
仕事が当たり前

身体に負担のある
業務はやっていはい
けない！見直すため

に報告！



ワーキングタイム ３

リスクマネジメントの体制

①現状を確認しましょう。
目的とする状態のリスクマネジメントの項目で目的を
確認して施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



３．業務改善手法を用いた導入の実践
職員の健康管理 腰痛調査と分析



定期的な腰痛健康調査の実施と分析・対応

予防のためには、腰痛健康調査を定
期的に実施することと、リスク者に
対してリスク低減のための対応策を
計画実施する

引用資料：ノーリフトマネジメント
マニュアルＰ18～２１



定期的な腰痛健康調査の実施と分析・対応



ワーキングタイム ４

職員の健康管理の体制

①現状を確認しましょう。
目的とする状態の健康管理の項目で目的を
確認して施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



３．業務改善手法を用いた導入の実践
対象者のアセスメント・プランニング



抱え上げない介護・ノーリフティングケア 福祉用具ケア

横移動

人力による
ベッド上での移動

上方移動

トランスファーシート



抱え上げない介護・ノーリフティングケア 福祉用具ケア

ベッドの背上げ
利用

リフト
臥位のままつり上げる
ことができるので、
移乗だけでなく人力で
の起き上がり介助も
必要ない

人力による起き上がり



抱え上げない介護・ノーリフティングケア 福祉用具ケア

トランスファー
ボード移乗

リフト移乗

重度要介護者の
人力による移乗

スタンディング
リフト

立ち上がり
はできない
が端坐位
が軽い支
持で可能

立ち上がり
ができず、
端坐位の
保持も困
難



抱え上げない介護・ノーリフティングケア 福祉用具ケア

横からの介助人力による
立ち上がり介助

簡易スタンディング
リフト



アセスメントプランニングの体制を
作っていくために必要なこと

□変更されたケアを周知徹底が行える方法の決定

□アセスメント表をノーリフティングケアの視点で作成する

□個別アセスメントプランニングの管理方法の決定

□アセスメントプランニングマニュアルを作成する

アセスメントプランニングのための準備

□職員の負担軽減、二次障害・廃用性症候群の
予防とする視点を統一する



アセスメントプランニングの手法

ノーリフティングケアの対象者を整理しましょう

ノーリフティングケアは
重度要介護者限定のケアではありません

ノーリフティングケアはケアを受ける
全ての方が対象となるケアです



２．アセスメントプランニングの手法

アセスメントプランニングにおける視点を整理しましょう

ノーリフティングケアは介助を受ける側、する側
双方に負担がなければいけません。

利用者の自立支援
廃用予防

介助者の負担軽減

どちらにも偏らないようなプランを立てましょう。
そのためには、できること・できないことをアセスメントで

正確に確認していく必要があります。



アセスメントプランニングの手法

リスクの高い対象者や
業務を現場から抽出す
る際にアンケート形式で
使用します。
まずはリスクの高い対象
者を抽出して、優先順
位をつけてアセスメント
に繋げましょう。

※組織で決定したリス
クの抽出方法と併用し
て現場からリスクを拾っ
ていきましょう。

➀リスク把握票*

*ノーリフト®マネジメントマニュアル
P21 参照



今後、双方により負担の無いケアを実
施していくうえで現場に無かったり、足
りていない福祉用具や、環境を「理想
的なケア」として記載

現状の環境や福祉用具で行える最
善の方法を「今後実施していくケア」と
して決定➡実施➡モニタリング➡必要
があれば改善後、ケアプランへ

アセスメント・プランニングの手順

アセスメントプランニングの手法

定期的な
アセスメント・

プランニング見直し
でのリスク抽出

現場からの
リスクの抽出

利用者が行えること
をアセスメントで確認
し、現在行っている
ケアが双方に負担の
かかるケアになってい
ないかを確認

全利用者の「理想的なケア」が決定す
れば、そこから今、何がいくつ必要な
のかが抽出される

福祉用具管理リーダーと情報を共有し、現
在の環境と比較して、何をどれだけ優先的
に導入していくかを決定



②アセスメントプランニングシート(例)

アセスメントプランニングの手法



②アセスメントプランニングシート(例)

アセスメントプランニングの手法



③プランニングにおける腰痛予防のための具体例

アセスメントプランニングの手法

腰痛予防のためにノーリフティング
手引書 P37～39

付録 3 プランニングにおける腰痛予防対策例・
方法の選択について 引用



せっかく負担の少ないプランニングが行えたとしても、情報が周知されずに、そのケアが現場で行わ
れなければ状況は変わりません。
アセスメント、プランニングの期間を設けて、全利用者の状態をアセスメントし、プランを変更した場
合は、右図のようなシートを作成するなどしてケアの変更を現場に周知して統一を図りましょう。

アセスメントプランニングの手法

④プランニング変更後の情報共有シート



ワーキングタイム ５

アセスメント・プランニングの体制

①現状を確認しましょう。
目的とする状態の対象者のアセスメント・プランニングの項目で
目的を確認して施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



３．業務改善手法を用いた導入の実践
職員の教育



人材育成のための取り組み

▢教育計画と一人ひとりの教育指導・習得の実施状況を記録しな
がら進むことが重要
▢単に研修するのではなく行動に移し習慣化できる指導
▢経験を積み上げることのできるキャリア教育の実施へ

ノーリフトポリシーを進めてきたオーストラリアから学んだこと

「Culture change＝文化を変える」

情報を
変える

知識を
変える

意識を
変える

行動を
変える

習慣を
変える

研修で実施できること

現場でしか実施できないこと



ノーリフトマネジ
メントマニュアル
Ｐ16・１７

参照

人材育成のための取り組み：教育



人材育成のための取り組み：教育

腰痛のリスク
も記載



ワーキングタイム ６

職員教育の体制

①現状を確認しましょう。
目的とする状態の職員教育の項目で目的を確認して
施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



３．業務改善手法を用いた導入の実践
福祉用具の導入と管理・環境整備



福祉用具の管理一覧表を作成

▢現在所有している福祉用具と使用状況を把握
➡▢一覧表作成
➡▢適正な使用・適正な保管場所などの見直し

▢対象者のアセスメントを元に、必要な福祉用具や数を決定
➡導入計画を立案

デモやレンタルを使用し現場と対象者にあったものを
決定する



福祉用具の管理一覧表を作成



ワーキングタイム ７

福祉用具の導入と管理・環境整備

①現状を確認しましょう。
目的とする状態の職員教育の項目で目的を確認して
施設事業所の現状にチェックをしてください。

資料：「ノーリフティング導入における目的と現状把握」
腰痛予防のためのノーリフティング手引書
p40 付録４



マニュアルの必要性



マニュアルの必要性

マ
事業所における業務・サービスは、基本的には、どの職員が担当しても
同じ方法、同じ内容で行われ、その目的が確実に達成されることが必要

マニュアル完備することは必須

・基本を忠実に守りつつ、個別の判断に対応していくのが正しい業務の進め方

・マニュアルがない、もしくはマニュアルがあっても活用できていないというケースにおい
ては、職員が個別に判断せざる得なくなる



間違った考え方

■対象者は一人ひとり異なるので、マニュアルより、対応できる力を上げる方が良い

➡マニュアルに基づいた業務を行うことは、画一的な業務を押しつけることではない
利用者に個別に対応するという名目で、職員一人ひとりが自身の勝手な判断で
業務・サービスを行うことが個別ケアではない。

利用者一人ひとりのニーズに応えていくという視点では、個別に配慮を
することが前提となるからこそ、マニュアルが必要

マニュアルの必要性

マ



リスクマネジメントの取組みを進めていくために

業務の中で想定されるリスクを洗い出し、それがどのような場面で起き
やすいのか、これまでに同様の事故等がどれだけの頻度で発生している
のか、どのような結果を引き起こしたのかなどを正しく分析・評価する
ことが必要

その上で、リスクの発生や影響を最小限のものにするために、マニュア
ルを作成して、業務の手順や事故が発生した場合の適切な処理手段を、
あらかじめ計画し、準備しておくことが必要

マニュアルの必要性

マニュアルが整備され、そのマニュアルに決められた正しい手順で業務・
サービスを行ったときに、事故が発生してしまった場合において、その担
当職員の行為を保証し、事業所としてその職員を守ることにもつながる。
マニュアルの作成は、業務を標準化させるだけでなく、リスクマネジメン
トの視点においても重要



取り組みを進める中で、同時にマニュアルを
作成しながら進めてください！

マニュアルの必要性

マ



ワーキングタイム ８

明日からに向けて

施設・事業所でまずこれから取り組みたい、取り組みが必要と
思われる課題に対して計画立案をしてみましょう！



継続可能な組織作り・地域づくりを目指して

センサー
マットレス

ケアカルテセンサーコール インカム

無駄な動線・行動を省き、効率よく、
クオリティー高いケアを目指す！

ノーリフト

「対象者にとって必要な自立支援・
二次障害予防のサポート」
「職員にとって安全なサポート」
「業務効率の良い手法」

人材の課題を抱える今の社会では
「誰が実施しても安全・安心、対象者に
とってもクオリティーの高い手法」に
急ぎ変えていく必要がある

現状で課題を考えるのではなく、将来を見据えて課題を考える



持続可能な介護

一人ひとりが続けることのできる業務

継続できる組織作りを！


