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ベッド上仰臥位での上方移動介助における

福祉用具の有効性に関する研究

抄　録

ベッド上仰臥位での上方移動介助動作は，介護場面で実施される頻度が高く，人の手で行う介助では介助者
の負担が大きい作業の１つであり，福祉用具を用いた介助方法が提案されている。今回，福祉用具の有無によ
り 3つの介助動作を設定し，腰部負担と自覚的作業強度の比較を表面筋電図および Borg CR10 scaleを用いて行
った。その結果，スライディングシート使用による介助時の負担軽減効果が確認され，腰痛予防対策や作業負
担軽減のためには，移動・移乗を目的とする福祉用具を適切に使用することの重要性が示唆された。本研究で
得られた結果は，介護場面での実践やリハビリ・看護・介護学生への教育において活かすことができる。
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1 緒言

高齢者の要介護者数は急速に増加しており 1）2），
2004 年の時点から考えると，10 年間で約 40 ～ 60 万
人の介護職員の確保が必要となる 2）。しかし，介護現
場では人員不足が社会問題となっており，全産業の平
均離職率が 16.2 ％であるのに対して，介護職員の離
職率は 18.7 ％と報告され，定着率の低さが危惧され
ている 3）。離職の理由としては，「待遇（賃金，労働
時間）への不満」，「自分・家庭の事情（結婚・出産・
転勤等）」，「法人や事業所の経営理念や運営のあり方
への不満」，「職場の人間関係への不満」などがあるが，
「重労働による腰痛」も原因の 1 つとして挙げられて
いる 3）。
疫学的な調査によると看護師，理学療法士，介護職

員の約 7～ 8割が腰痛経験者であると報告されており
4‐ 6），介護職員の腰痛有訴率は，他職種と比べて非常
に高く 3）4）7）8），介護現場での介助時の負担軽減対策
が必要であると言える。介助者の腰部への負担が大き
いといわれる動作は「移乗」「入浴介助」「トイレ介助」
「ベッド上での上方移動」など多々挙げられる 9）10）。
本研究では，介護場面で実施される頻度が高く，人

の手で行う介助では介助者の負担が大きい作業である
「ベッド上仰臥位での上方（被介助者の頭側方向）移
動」に注目した。上方移動を容易にする福祉用具には，
スライディングシートや介助用ヒップベルトがある。
先行研究 8）では，「スライディングシートを肩甲骨下
に挿入し，介助用ヒップベルトを用いた介助法」と
「福祉用具を使用せず，介助者の右手を被介助者の肩
に，左手を臀部に挿入して，上方へ引き上げる介助法」
との腰部負担・自覚的作業強度の比較はなされてい
る。しかし，「スライディングシートを肩甲骨下と臀
部下に挿入し，介助者がベッドに座り，臀部を押す介

助法」と「スライディングシートを肩甲骨下に挿入し，
介助用ヒップベルトを用いた介助法」との腰部負担・
自覚的作業強度の比較を行った研究はない。
今回，上方移動を容易にする福祉用具（スライディ

ングシート，介助用ヒップベルト）の有無による腰部
負担と自覚的作業強度の比較を行った。

2 研究対象および研究方法

2.1 研究対象

2.1.1 介助者役

介助者役は，病院に勤務するリハビリスタッフ女性
19 名（平均年齢 29.2 ± 4.9 歳，平均身長 157.5 ±
4.4cm，平均体重 50.6 ± 5.1kg，経験年数 6.0 ± 4.8 年）
とした。

2.1.2 被介助者役

被介助者役は，病院に勤務するリハビリスタッフ女
性 1名（年齢 24 歳，身長 160cm，体重 52kg）とした。
被介助者には，自分から動かないこと，と指示した。

2.2 研究方法

2.2.1 分析対象動作の設定

分析対象の動作として全介助で上方へ 25cm移動す
る次の 3つの介助法を設定した。
・介助法 1）スライディングシートを肩甲骨下と臀部
下に挿入し，介助者がベッドに座り，臀部を押す介
助の場合（図 1a）
・介助法 2）スライディングシートを肩甲骨下に挿入
し，介助用ヒップベルトを用いた介助の場合（図1b）
・介助法 3）福祉用具を使用せず，介助者の右手を被
介助者の肩に，左手を臀部に挿入して，上方へ引き
上げる介助の場合（図 1c）

図 1ａ　　　　　　　　　　　　　　図 1ｂ　　　　　　　　　　　　　　図 1ｃ

図１　介助法

a 介助法 1 スライディングシートを肩甲骨下と臀部下に挿入し，介助者がベッドに座り，臀部を押す介助の場合
b 介助法 2 スライディングシートを肩甲骨下に挿入し，介助用ヒップベルトを用いた介助の場合
c 介助法 3 福祉用具を使用せず，介助者の右手を被介助者の肩に，左手を臀部に挿入して，上方へ引き上げる介

助の場合
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本研究では，作業条件を一定にするために，ベッド
の高さを介助者の身長の 31.5%に調整した。この割
合は，当院のベッド 164 台の高さ（49.4 ± 7.8cm）と
29 歳女性の平均身長 156.7cm11）を元に算出した。
各作業のベッドの高さ，介助者・被介助者の位置や

移動距離などの標準化については，メジャーや目標物
を用いて計測し標準化を行った。

2.2.2 測定方法

測定手順を図 2に示す。測定では，各介助法の介助
動作を 3回ずつ行った。各介助動作の間には，１分間
のインターバルを設けた。作業による疲労に配慮して，
3つの介助法の測定順序はランダムに実施し，各介助
法の測定終了後，次の測定まで 5分以上の休息を与え
た。測定前に，著者が介助者に各介助法の介助動作を
指導し，十分に練習後，5分間の安静をとり測定を開
始した。介助法 1については，介助者が被介助者の膝
の横のベッドに座り，両手で臀部を押すよう指導した
（図 1a）。介助法 2 については，介助者の左足を前，
右足を後ろにして，ベッドに対して平行に足を置き，
介助者の体はベッドにほぼ平行にして，両上肢を伸展
させた状態で介助用ヒップベルトを把持し，後方への
重心移動の力で上方へ移動させるよう指導した（図
1b）。介助法 3 については，介助者の右手を被介助者
の肩に，左手を臀部に挿入して，上方へ引き上げるよ
う指導した（図 1c）。
腰部負担の評価として表面筋電図測定を行った。ま

た，Borg CR10 scale12）を用いて自覚的作業強度を評
価した。
筋電図の測定にはテレマイオ 2400T（Noraxon社製）

を用いた。表面筋電図の分析は解析ソフトマイオリサ
ーチ XP（Noraxon社製）を用いた。被験筋は脊柱起立

筋とした。電極導出部は，介助者の L4 棘突起の 30 ㎜
外側として双極誘導にて導出した。電極はペースト付
きの使い捨てのものを用い，サンプリング周波数
1,500Hzでパーソナルコンピューターに取り込んだ。
パーソナルコンピューターとビデオカメラを接続し，
筋電図とビデオを同期した。なお，事前に筋電波形が
安定するよう十分に皮膚処理をした。
また，各作業の％ maximal voluntary contraction （％

MVC） を求めるために，最大随意収縮（MVC）時の
筋電位を測定した。測定は腰背部筋の評価として用い
られる Sorensen法（図 3）に準じた 13）。この方法は，
腹臥位で臍部から上半身をベッドの端より浮かせて，
検者の徒手により加えられた抵抗に抗して体幹の水平
位を維持させて脊柱起立筋の最大随意収縮時の筋電位
を測定した。この測定において，最大となる 1秒間あ
たりの平均振幅値を 100 ％MVCとして用いた。各介
助の筋電位は最大随意収縮時の筋電位で正規化し％
MVCとして表した。
各介助の作業終了毎に，Borg CR10 scaleを用いて

介助者の自覚的作業強度を聴取した。
本研究において上方移動介助動作とは，介助動作の

中でも一番リスクが高いと言われている被介助者の上
方移動介助に焦点をあてたため，シートの挿入等の介
助作業は評価に含まないこととした。

2.2.3 統計方法

％ MVCと Borg CR10 scaleの値は，Friedman検定
にかけ 3 つの介助法の間に差があることを確認した
後，Bonferroniを用いて各介助法の間の多重比較検定
を行った 14）15）。統計解析には，統計用ソフトウェア
SPSS16.0 を用い，危険率 5%で有意差検定をした。

2.2.4 倫理的配慮

被験者には，口頭および文書にて研究の
趣旨や内容の説明を十分に行い，書面にて
同意を得た。また，得られたデータは個人
情報の漏洩に十分配慮した。

図２　測定手順 図３　Sorensen 法



3 結果

3.1 各介助動作の％ MVC（図 4）

各介助動作の影響を検討した表面筋電図測定の結果
を以下に示す。
介助法 1 の％ MVCは，右腰部が 48.3 ± 21.1 で左

腰部が 28.0 ± 11.2 であった。介助法 2の％MVCは，
右腰部が 68.8 ± 37.4 で左腰部が 44.5 ± 18.1 であっ
た。介助法 3の％MVCは，右腰部が 103.0 ± 48.3 で
左腰部が 187.4 ± 103.9 であった。検定の結果，％
MVCは左右ともに全ての介助法の間に有意差が認め
られた。また，それぞれの介助法において，％ MVC

の左右差が有意に認められた。

3.2 各介助動作の自覚的作業強度（図 5）

各介助動作の自覚的作業強度（Borg CR10 scale）に
ついては，介助法 1 は 1.5 ± 1.0，介助法 2 は 2.8 ±
1.3，介助法 3は 5.6 ± 1.4 であった。検定の結果，全

ての介助法の間に有意差が認められた。

3.3 介助法 2の作業姿勢

本研究では，実際の測定に入る前に，筆者が介助者
に介助動作を指導し十分練習していた。しかし介助法
2は，介助法 1，3 に比べ作業姿勢の個人差が大きく，
左右腰部の筋活動量も左右差がみられた。
そこで，研究者間で協議しながら，左右腰部の筋活

動量の左右差が小さく介助動作がスムーズな印象を受
ける 3例と，左右腰部の筋活動量の左右差が大きく介
助動作がスムーズでない印象を受ける 3 例を抽出し，
介助法 2の介助動作の動作分析を行った。スムーズな
印象は，作業の安定性，円滑さ，ペースといった観点
で捉えた。
表 1に，筋活動量の左右差が小さく，介助動作がス

ムーズな 3 例（対象者 A，B，C）と筋活動量の左右
差が大きく，介助動作のスムーズでない 3例（対象者
D，E，F）の％MVCの左右比を示す。
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対象者 右腰部 左腰部 比

筋活動量の左右差が小さく介助動作がスムーズな例

　対象者Ａ（重心移動・上肢型） 54.5±6.9 51.3±6.7 1.06

　対象者Ｂ（重心移動・上肢型） 31.3±2.5 28.0±0.6 1.10

　対象者Ｃ（重心移動・上肢型） 38.6±2.2 44.2±3.9 1.12

筋活動量の左右差が大きく介助動作がスムーズでない例

　対象者Ｄ（重心移動・回旋型） 54.1±8.1 8.4±0.3 6.43

　対象者Ｅ（上肢・回旋型） 163.3±11.1 67.3±5.6 2.43

　対象者Ｆ（回旋型） 123.6±22.0 51.0±5.8 2.42

図４　各介助動作の％ＭＶＣ
左右ともに全ての介助法の間に有意差あり

図５　各介助動作の自覚的作業強度
全ての介助法の間に有意差あり

表 1 筋活動量の左右差が小さく，介助動作がスムーズな 3例と筋活動量の左右差
が大きく，介助動作のスムーズでない 3例の％MVCの左右比
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4 考察

4.1 各介助動作の%MVCおよび自覚的作業強度の評価

表面筋電図測定（％ MVC）においては，福祉用具
を用いた場合（介助法 1，2）が福祉用具を用いずに
人の手で引き上げる介助（介助法 3）より，左右どち
らの腰部も有意な負担軽減効果が認められた。自覚的
作業強度の評価を行った結果，介助法 3，2，1の順に，
自覚的作業強度が軽減した。
市川 16）は，スライディングシートを肩甲骨下と臀

部下に挿入し，臀部を押す介助のほうが，肩甲骨下に
スライディングシートを挿入し介助用ヒップベルトを
用いて介助を行うよりも負担が少ないと述べている
が，本研究結果では，介助法 2より介助法 1のほうが，
腰部負担・自覚的作業強度ともに少ない結果となって
おり，市川の見解と一致する。
冨岡らの研究 8）では，全介助者の介助時の福祉用

具の適切な使用は，人の手による介助よりも有意な負
担軽減効果が認められている。
また，米国労働安全衛生庁（OSHA）17）は，2003

年に「介護施設向けガイドライン」を作成し，腰痛予
防対策を示しており，全介助者の上方移動には，リフ
トや摩擦軽減用具（スライディングシートなど）を用
いた介助をすることが記されている。本研究結果から
も，スライディングシート使用による介助時の負担軽
減効果が認められており，腰痛予防対策や作業負担軽
減のためには，上方移動介助をすべて人の手で行うと
いうことではなく，福祉用具を適切に使用することが
必要であると考える。

4.2 介助法 2の作業姿勢

4.2.1 筋活動量の左右差が小さく，介助動作がスム

ーズな 3例（重心移動・上肢型）

対象者 A，B，Cの作業姿勢には，介助開始後すぐ
に後方へ重心を移動して，わずかに遅れて両肘をバラ
ンスよく屈曲して介助する，また体幹の回旋を伴わな
い，といった共通点があることが分かった。これらの
共通点から，筆者らはこの介助方法を「重心移動・上
肢型」とした（図 6¡）。これらの筋活動量は，対象
者 Aが右腰部 54.5 ± 6.9，左腰部 51.3 ± 6.7，対象者
Bが右腰部 31.3 ± 2.5，左腰部 28.0 ± 0.6，対象者 C

が右腰部 38.6 ± 2.2，左腰部 44.2 ± 3.9 であり，左右
差はいずれも 1.06~1.12 倍と小さかった。
「重心移動・上肢型」が，左右腰部の筋活動量の差

が小さく介助動作がスムーズな印象を受けたのは，①
被介助者の静止状態にある身体を運動状態へ移行する
のに必要なエネルギーを生み出す介助者の重心移動②
被介助者の身体が動き始めた後の加速度を補う，両肘
のバランスの良い屈曲，の 2つの動作が効率良く連動
していることが関係すると考える。

4.2.2 筋活動量の左右差が大きく，介助動作のスム

ーズでない 3例

最も左右腰部の筋活動量の差が大きかった対象者 D

では，介助中，両肘伸展位で体幹を前屈して重心を後
方へ大きく移動し，ほぼ重心移動のみで介助する。ま
た，体幹の回旋を伴う，といった特徴がみられた。こ
れらの特徴から，筆者らはこの介助方法を「重心移
動・回旋型」とした（図 6™）。このケースの筋活動
量は，右腰部 54.1 ± 8.1，左腰部 8.4 ± 0.3 で，右腰
部の負荷が左腰部の 6.4 倍となった。
2番目に左右腰部の筋活動量の差が大きかった対象

者 Eでは，後方への重心移動が少なく，体幹の回旋
を伴い，両上肢を主に利用して介助する，といった特
徴がみられた。これらの特徴から，筆者らはこの介助
方法を「上肢・回旋型」とした（図 6£）。このケー
スの筋活動量は，右腰部 163.3 ± 11.1，左腰部 67.3 ±
5.6 で，右腰部の負荷が左腰部の 2.4 倍となった。
3番目に左右腰部の筋活動量の差が大きかった対象

者 Fでは，反動を利用して勢いよく後方へ重心を移
動し，体幹を大きく回旋させながら介助する，といっ
た特徴がみられた。これらの特徴から，筆者らはこの
介助方法を「回旋型」とした（図 6¢）。このケース
の筋活動量は，右腰部 123.6 ± 22.0，左腰部 51.0 ±
5.8 で，右腰部の負荷が左腰部の 2.4 倍となった。
「重心移動・回旋型」，「上肢・回旋型」，「回旋型」

の 3例の共通点として，介助時に体幹を右に回旋する
ことが挙げられる。そのことによって被介助者の身体
の位置が，介助者の左側に位置するようになるため，
右の脊柱起立筋が左の脊柱起立筋よりも顕著に活動し
たと考えられる。
「重心移動・回旋型」は，介助時に中腰姿勢となっ

ており，中腰姿勢が，腰椎の椎間関節・靭帯・椎間板
への負担が大きくなり腰痛を引き起こしやくなると言
われているため 19），中腰姿勢での介助動作がスムー
ズでない印象につながったと思われる。
「上肢・回旋型」は，後方への重心移動がほとんど

なく，主に両上肢の力で半ば強引に引っ張っているこ
とが，介助動作のスムーズでない印象につながったと
考える。
「回旋型」は，介助者が小柄で，介助者・被介助者

間の体重差が約４ kgあり，被介助者の身体が動き始
めるまでに大きなエネルギーが必要だったため，反動
を利用して勢いよく重心移動を行ったと考えられる。
また，体幹を大きく回旋させ，右肩を外転させながら
強引に引っ張っていることが，介助動作のスムーズで
ない印象につながったと思われる。
いずれにしても，介助法 2の介助方法は，介助法 1，

3 に比べ作業姿勢の個人差が大きく，左右腰部の筋活
動量も左右差がみられ，腰部負担・自覚的作業強度と
もに介助法 1よりも大きいため，介助法 2の介助動作
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の習熟には時間がかかり，介助法 2よりも介助法 1の
ほうが心身への負担が少ないと考える。

4.3 介護者の腰痛予防や作業負担軽減のために

先行研究 8）では，本研究における介助法 2 と介助
法 3の腰部負担・自覚的作業強度の比較はなされてい
るが，介助法 1と介助法 2の作業負担の比較を行った
研究はない。本研究結果から，全介助者に対しては，
介助法 2よりも介助法 1のほうが腰部負担・自覚的作
業強度ともに少ないことが分かり，今後の介護技術の
指導に活用できると考える。
また介助法 2については，実験前に予備練習を十分

に行ったにも関わらず，作業姿勢の個人差が大きく，
左右腰部の筋活動量の左右差もみられたことは，作業
自体の難易度が高いと思われ，介助法 2よりも介助法
1を習得するほうが容易であると考えられる。

5 結論

上方移動方法の代表的な 3つの介助法を設定し，腰
部負担と自覚的作業強度の比較を通して，スライディ
ングシート使用による介助時の負担軽減効果が確認さ

れた。腰痛予防対策や作業負担軽減のためには，移
動・移乗を目的とした福祉用具を適切に使用すること
の重要性が示唆された。

6 今後の課題

本研究は，介助動作の中でも一番リスクが高いと言
われている上方移動介助に焦点をあて，シートの挿入
等の介助作業は評価に含まないこととしたが，シート
挿入等の作業時には腰部負担・作業負担感が大きくな
ることも考えられるため，これらについての検討は今
後の課題である。また，福祉用具を用いた場合と用い
ない場合との比較では，作業時間に多少の差があると
考えられ，実際に福祉用具を用いたほうが腰部負担・
作業負担感の軽減につながるとまでは断言はできず，
この点を明らかにすることが必要である。
本研究では，被介助者の自覚的作業強度や褥瘡・創

傷を保有する者やスキントラブルを起こしやすい者の
皮膚への影響については検討課題に入れなかったが，
介護技術は，介助者・被介助者双方にとって安全，安心，
安楽な方法が求められることを考えると，これらの点
にも注目していく必要があり，今後の検討課題である。

図 6⁄ 図 6¤

図 6‹ 図 6›

図６ 介助法 2の介助方法

¡ 重心移動・上肢型（重心移動＋両上肢利用　体幹回旋なし）
™ 重心移動・回旋型（重心移動のみ　上肢利用なし　体幹回旋あり）
£ 上肢・回旋型（重心移動が少　両上肢利用　体幹回旋あり）
¢ 回旋型（反動を利用して勢いよく重心移動　体幹を大きく回旋）
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7 おわりに

最近の福祉用具は，まさに日進月歩であり，スライ
ディングシートについても，従来の商品よりも滑りや
すい素材を使用した商品も開発されており，被介助者
の身体に容易に挿入できる福祉用具も登場してきてい
る。介護技術も日々新しいものが提案されている現状
を考えると，「持ち上げない介護技術」が介護の基本
となる日も近いと考える。
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A Validation Study of Assistive Devices in Assisting

Repositioning up in Bed

Abstract

Assistance in repositioning up in bed is done frequently in care work sites, and it is one of caregivers' heavy manual

assistance tasks. Assistance with assistive devices is often recommended.

We investigated three methods of assistance, two using assistive devices and one not. Low back load and general work

load levels were measured using surface electromyography and Borg CR10 scale. 

The results confirmed the effectiveness of load reduction by assisting with a sliding seat, and the importance of

appropriate use of assistive devices was suggested for low back pain prevention measures and work load reduction. We

believe that these skills will be useful in care work and in the education of rehabilitation, nursing and care work students.

Key words : repositioning up in bed, assistive device, low back pain, low back load, work load level


