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                                                      2021/11/10 

        横浜市内の社会福祉施設を対象とした安全衛生対策研修 

            「持ち上げない移動・移乗技術」 

   

神奈川産業保健総合支援センター 相談員 

移動・移乗技術研究会代表・元田園調布学園大学教授 中山幸代 

   

日時：令和3年年11月10日（水） 場所：神奈川産業保健総合支援センター 

 

＜講  義 ＞    (18分） 

 

 北欧の持ち上げない移動・移乗技術－介助者の腰痛予防と利用者の自立支援－ 

   ペヤ・ハルヴォール・ルンデの技術の思想と理論  （日総研 ＤＶＤ） 

    

                ＜実   技＞   （60分） 

Ⅰ ベッド上での移動 

 

１．ベッド上で上方へ移動する                

（１）自然な身体の動き：肩歩き 他                 

（２）膝が立ち、腰が上がる場合  

（３）膝は立つが、腰が上がらない場合                           

 （４）臀部が上がらず、自力で膝が曲がらない場合 

    2人介助                       30分 デモンストレーションと実技） 

 （５）褥瘡のある利用者のベッド上での上方移動 

２．ベッド上で側方へ移動する                              

（１）自然な身体の動き 

（２）介助者側（手前）に移動する             

（２）介助者の反対側（壁際）に移動する          

  

Ⅱ ベッドから車いすへの移乗 

 

 １． スライディングボードを用いて座ったままの移乗           

   １）前介助            

      ２）横介助                                   20分（デモンストレーションと実技） 

      ３）横介助（前に椅子を置く方法）              

 

２． 標準型車いす（介助者が座ったまま介助する方法）      

    日本で開発された技術（スーパートランスの名称あり）  

 

３．いすからの立ち上がり・座り直し（深く座る方法） 

 

Ⅲ ベッドからストレッチャー・リクライニング型車いすへの移乗 

   

１． ベッドからストレッチャーへの移乗               10分 （デモンストレーションのみ）                       

２． ベッド⇔リクライニング型車いすへの移乗 

 

Ⅳ まとめ  (２分)           
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＜実   技＞ 

Ⅰ ベッド上での移動 

１． ベッド上で上方へ移動する 

 

（１）自然な身体の動き  

 

   肩歩き 

  ・膝を曲げ、身体の重心が上体と肩に移るように腰を浮かす。肩に摩擦点を集中させ背中を上げると上が

りやすくなる。 

  ・重心を片側の肩に置いて他方の肩を動かしベッドの上方に移る。次に反対側の肩へ重心を移しながら少

しずつ上方に移動する。重心を交互に動かすことでもっとあがりやすくなる。 

 

     

                 

                                                                                 

 

 

 

 

（２）膝が立ち、腰が上がる場合  

  

   １） 自力で上方へ移動する  

   

  ① 利用者に上方へ移動することを伝え、同意を得る。 

  ② ベッドの高さを調整する。 

    ・介助者の腰に負担をかけないようにベッッドの高さを調節する。 

    ・ベッドの背部をギャジアップしている場合には、ベッドを水平にする。  

  ③ 膝を立て、両足の下に滑り止めを敷く。 

    滑り止めのついた靴下を履く方法もある。 

    ④ 枕と肩甲骨の下に滑り布を入れる。  

    ・滑り布を入れるときに、利用者に頭を上げてもらうように依頼する。 

  ⑤ 両腕は身体の上に置く。  

⑥ 腰を上げ、足を踏んばり上方に移動する。 

    ・利用者が自力で上方に移動するのを見守る。 

 

＊ このレジュメでは、スライディングシート・ビニール袋を含めて「滑り布」と表現する 

           ＊滑り布の輪の方向が逆        

             滑り布          滑り止め 
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足の下に滑り止めを敷く 

 

膝を立て、両足の下に滑り止めのマットを敷く。 

     ・両側の足は揃えずに、20～30ｃｍ離した位置に置く。 

      

 

枕と肩の下に滑り布を敷く 

 

    ・滑り布を入れるときに、利用者に頭を上げてもらうように依頼する。 

 

    
 

 

小刻みに移動する 

 

足をずらし、上方へ移動する。 

    ・膝が伸びたら、滑り止めマットの位置をずらし、一回に10～15ｃｍずつ小刻みに 

     移動する。 

      

 

 

滑り布の取り外し方 

a.スライディングシートは、輪になっている下側のシートを持って、圧のかかっていない部分から引いて、 

最後に圧のかかっている部分を静かに抜く。  
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  b.ビニール袋は、袋の閉じた部分を反対側にして挿入すると、空気が袋にたまり引き出しにくくなるので、 

閉じた部分は手前にして使用する。 

 

   

         スライディングシートの取り外し方 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

２）介助者が膝を押す もしくは 両足首を持って支える 

 

 利用者が自力で上方への移動が難しい場合には、介助者が膝を押して介助する。 

・押す方向：介護者が介護を受ける人の足を押して手伝う場合は、押す方向が大切。 

・押し始めるタイミングと速度：介護を受ける人が動き始めてから。早過ぎないこと。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（３）膝は立つが、腰が上がらない場合 

（枕の下から臀部まで滑り布を入れる方法） 

 

① 枕の下から臀部まで滑り布を入れる。（目的により滑り布のサイズを選択すること） 

    a. 滑り布を枕と肩の下に入れ、臀部は2枚の滑り布を左右から差し入れる。 

      (図4、図12) 

       b.側臥位にして背面全体に滑り布を敷く。 (図14) 

 

腰が上がらない場合には、摩擦部位は頭部から臀部に及ぶので、この範囲に滑り布を入れる。 

a. 枕と肩の下に1枚、臀部には2枚の滑り布を左右から差し入れる。滑り布は、大きな物を1枚用いる 

よりも小さな物を複数用いることで、出し入れが容易になる。（図4、図12） 

b. 利用者を側臥位にして、背面全体にスライディングシートを敷く方法もある。（図14） 
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 ② 足を踏んばり、上方に移動する 

    

   ・体重が重く、足に十分力が加わらずに上方移動が難しい場合には、臀部にシーツまたはバスタオルを 

かけ、介助者が利用者と力を合わせながら上方に引く。 

   このときのシーツやバスタオルは、介助者の腕の延長として機能する。介助者は身体をかがめた 

姿勢で作業をする必要がなく、腰痛予防に役立つ。 

 

 

    バスタオルを引いて上方に移動する 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（４）臀部が上がらず、自力で膝が曲がらない場合（二人介助） 

（枕の下から踵まで滑り布を敷く方法） 

  

① 枕の下から踵の下まで滑り布を入れる。 

  ・臀部が上がらず、膝が曲がらない場合には、摩擦部位は頭部から踵の範囲に及ぶので、 

   この範囲に滑り布を敷く。 

② 膝下にクッションなどを入れて膝を曲げる。 

 ③ シーツを利用者の臀部周囲に交差させ、２人の介助者で上方に移動する。 

  ・介助者は移動方向に背中を向けて立つ。 

  ・シーツが臀部から滑り抜けないように注意する。   
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（５）褥瘡のある利用者のベッド上での上方移動 

 

褥瘡がある利用者をベッド上で体位変換や移動の介助を行う場合は、褥瘡部とシーツとの摩擦を減少させる

必要がある。褥瘡部に摩擦を与えたり引っ張ったりすると、褥瘡の創面が擦れて新生組織がはがれたり皮膚を

傷つける。i 

ここでは、仙骨部に褥瘡がある利用者の患部を保護してベッドの上方へ移動する方法を紹介する。 

 

１）仙骨部に褥瘡があり、膝が曲がらない状態の場合（２人介助） 

① 利用者の膝が曲がらない場合は、介助者２人で介助する。 

② 親指握りをしながら、仰臥位から側臥位（ベッドの反対側）にする。側臥位にする前に、下側になる膝下

ギリギリに枕を置くと、側臥位になる時膝が枕から滑り落ち、下半身の回旋を助けて容易に側臥位になれ

る。 

③ 枕の部分から足先まで、ベッド手前側の半身にスライディングシートを敷き、その上にシーツを敷く。 

④ 利用者をベッドの反対側の側臥位から、手前側の側臥位にする。 

⑤ 滑り布とシーツを反対側に引き出し、利用者の身体が滑り布とシーツの上にあることを確認する。 

⑥ 利用者を側臥位にしたまま、介助者1人が身体を支え、他の介助者が頭側のシーツを持って上方へ移動さ

せる。 

⑦ 背部側の滑り布とシーツを身体の下に差し入れ、手前側の側臥位から反対側の側臥位にし、滑り布とシー

ツを取り外す。 

⑧ 姿勢を安定させ、安楽かどうかを確認する。 

   

    

２．ベッド上で横に移動する 

 

（１）自然な身体の動き 

   

自然な身体の動きは、両膝を立て、下肢→臀部→体幹 と部分的に少しずつ動いている。 

この時に、足を少し開くことでバランスを保ち腰に十分な可動性を与えることができる。 
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（２） 介助者側（手前）に移動する方法 

 

１）膝を立てられるが自力で横移動ができない利用者 

    

① 声をかけ、ベッドの手前側に移動することを伝えて同意を得る。 

   ② ベッドの高さを調整する。 

③ 手前側の膝を立て、移動する側と反対側のサイドレールを持ってもらい、身体を少し反対側 

  に傾ける。 

④ 移動する側の半身に、肩から臀部まで滑り布を敷く。 

⑤ 滑り布と臀部の間にバスタオルを入れる。 

⑥ 仰臥位に戻り、膝を立て、足を少し開くと動きやすくなる。 

⑦ 介助者から遠い方の利用者の手を持ち、介助者側に向いてもらい、利用者の体重を滑り布の 

上に誘導する。 

⑧ 大きな枕を、弧を描くように手前に引き、体幹を移動する。 

⑨ 利用者の臀部の体重を滑り布の上に誘導し、バスタオルを引いて臀部を手前に移動する。   

⑩ 下肢を移動する側から片方ずつ手前に移動する。 

⑪ 滑り布とバスタオルを抜き取る。 

   ⑫ 安楽な姿勢かどうかを確認する。 

                       

     
   滑り布とバスタオルを移動する側の       枕を、弧を描くように手前に引く 

   半身に敷く 

 

バスタオルを引いて臀部を手前に移動する 

 

（２） 介助者の反対側（壁側）に移動する方法 

 

  １）膝を立てられるが自力で横移動ができない利用者 

 

  ① 声をかけ、ベッドの壁側に移動することを伝えて同意を得る 

  ② ベッドの高さを調整する。 

③ 壁側の膝を立て、手前側のサイドレールを持ってもらい、身体を少し手前に傾ける。 

④ 壁側の半身に、肩から臀部まで滑り布を敷く。 

⑤ 膝を立て、足底に滑り止めを敷き、下肢を片足ずつ壁側に移動する。 

⑥ 枕の下にビニールなどの滑るものを差し込み、枕を壁側に押す。背中を丸くした側臥位（バナナの 

  ような姿勢になる。 
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⑦ 最後に重い殿部を滑り布の上に体重が乗るように回転させ壁側へ押す。この方法は、先に臀部を動かすよ 

りも移動する範囲を大きくすることができる。 

  ⑧ 滑り布とビニール、滑り止めを抜き取る。 

  ⑨ 安楽かどうかを確認する。 

 

               

重い殿部を滑り布の上に体重が乗るように回転させ壁側へ押す        親指握り 

                     

   

＊ 親指握りは、利用者と介助者双方がつらい体験をせずに、力を使うことができる。利用者は介助者

の手を取っ手のように利用し、自力で動くことが可能になる。握手握りで手を引くと痛みを与える。

利用者の身体をつかむ時は、介助者の指先を利用者の皮膚に食い込ませてはならない。 

 

 

Ⅱ ベッドから車いすへの移乗 

 

１． スライディングボードを用いて座ったままの移乗 

 

（１）前介助の方法 （次頁 作業標準の例を参照）  
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（２）横介助の方法 

  

・ 介助者は利用者の横に座り、利用者の反対側の肩や腰に手を回して、前傾姿勢をとり、呼吸を合わせ

て少しずつ横移動を繰り返しながら移乗する。 

・ 利用者が前傾姿勢をとるのに不安がある場合には、椅子を前に置き、それにつかまりながら移動する。 

 

         
                              

     

 

 

＜コラム＞ 

 

 ベッドから車いすへ移乗する際に、利用者の手を介助者の首につかまらせることは厳禁！ 

                   ↓ なぜ？ 

 

  利用者の体重を介助者の首で支えると、介助者の頚肩腕症候群を引き起こすことがある。 

                   ↑  

 

  対策： 利用者・介助者双方で腰ベルトを装着し、互いに腰ベルトを握り移乗する。 

       

市販の腰ベルトの購入が難しい場合は、さらし布を利用したベルトを作成すると便利。 

      下図は、さらし布1反を用いて中山が作成したベルト３枚の例 

さらし布は布の繊維が密で上質なものを選ぶこと。 

さらし布2枚の厚さだと 耐久性にやや欠けるので縫製は強度を高める工夫が必要。 

 

 

① ２枚作成 

 

 

 

    

② １枚作成 

 

 

サイズ：34㎝×170㎝ さらし布2枚重ね  

用途：臀部を支えて、端座位から立位にし、その後車いすに移乗する 

   後ろに反り返った利用者の両肩を包み、前傾姿勢にする。 

   腰ベルにする時には、二つ折にする 

サイズ：17㎝×170㎝  さらし布４枚重ね 

用途：車いす上での座り直し、移乗ベルト・入浴時のベルト 
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作業標準の策定 

 

 厚生労働省は、作業負担が小さく効率良く作業するための作業手順等をまとめた作業標準を作成する 

ことを推奨している。下記は、厚生労働省が示す作業標準の例である。 

出典：「看護・介護作業による腰痛を予防しましょう」厚生労働省 

 

 

２． ベッドから車いすへの移乗 （標準型車いすの場合） 

    

介助者は座ったまま、利用者を介助者の膝の上に乗せ、横に移乗する方法 

    （日本で生まれたテクニックでスーパートランスといった表現もある） 

 

 ① 介助者は、利用者と並んで座る。 

 ② スライディングボード（ビニールなどの滑る物）を介助者の臀部の下に敷く。 

 ③ 利用者の大腿を介助者の大腿に乗せる。 

作業標準の例 

    スライディングボードを用いたベッドから車椅子への移乗 

    （自力で横移動が困難な対象者を移乗介助する場合の手順例） 

 

まず、対象者に車椅子移乗を説明し、同意を得るとともに協力を依頼する。協力を得ることで、看護・介

護者の負担が軽減できる。  

 

１ 床頭台等のベッド周りの備品をベッドから離したり、ベッドをずらしたりして、必要な作業空間を確保す 

る。  

２ 車椅子の移乗方向の足台を取り外し、ベッドサイドにぴったりと横付けし、ブレーキをかける。  

３ ベッドの高さ調節を行い、移乗先の方が数cm低くなるようにする。ベッドから車椅子の場合はベッドを上

げ、逆に車椅子からベッドの場合はベッドを下げる。（中山の注：ベッドと車いすの高さは同じにした方

が、利用者の腰への負担が少ない。）  

４ 車椅子の肘掛を跳ね上げる。  

５ 看護・介護者は、対象者の前方に向かい合い、移乗方向側の対象者の臀部の下にボードの一端を座骨結節

が乗るまで差し込む。対象者の上体を移乗方向と反対側に傾けると、臀部が浮き差し込みやすくなる。必

ず、対象者の、傾ける側の身体を支えながら行うようにする。  

６ ボードの反対側を移乗先に置く（15cm程度はかかるように）。  

７ 看護・介護者は、対象者の前方で、車椅子とベッドにかかったボードに向き合うようにして、腰を落とし

て低い姿勢をとる。このとき、移乗先側の片膝をつくと、腰の負担が減る。  

８ 看護・介護者は、対象者の体幹が前方に軽く屈曲するように誘導する。対象者が腕や上体を軽く看護・介

護者に預けるようにすると、身体が前に傾く。対象者の座位保持が不安定な場合は、移乗先の手すりまた

は肘掛けを片手で持つように誘導してもよい。  

９ 看護・介護者は、移乗先と反対側の手で、被介助者の横臀部を進行方向に軽く押して、臀部を移乗先に移

らせる。（中山の注：ベッド側の臀部がボードの上に残っていれば、利用者に身体をベッド側に傾けても

らい、ボードの滑りを利用してベッド側の横臀部を押し込み深く座らせる。）  

10 対象者の臀部が完全に移乗先に乗ったら、ボードを外し、体幹がまっすぐ立つように誘導する。移乗先が

車椅子の場合は、肘掛けを定位置に下げるのを忘れないこと。  

11 車椅子シートに深く座るための介助対象者の体幹をやや前傾した状態で、左右交互に傾けて荷重を片側の

臀部にかけ、次に荷重がかっていない臀部の膝を車椅子背もたれ方向へ押すことで深く座ることができる。

滑りにくい座面の場合は、片側のみスライディングシートを座面に敷き、同様に膝を押すことで滑りやす

くなり深く座ることができる。 
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 ④ 利用者は上体を倒し、両手を介護者の大腿部に置く。 

 ⑤ 介助者は、片方の腕を利用者の背中に回し、両手で利用者のベルトを握る。 

 ⑥ 介助者はスライディングボード（ビニールなどの滑る物）の上を滑りながら、利 

   用者を車椅子に移乗させる。 

    

        

  

 

      

 

＊ インターネットで「スーパートランス」で検索すると、技術の動画や方法についての疑問や批判等 

も含めてチェックできる。 

 

３．いすからの立ち上がり・座り直し（深く腰かける） 

 

１） いすから立ち上がる、いすに腰かける 

     

いすからの立ち上がりや、腰かける時の自然な動きは、上半身は前傾し、足はいすの近くに引き寄せ、前後

に開く（歩行ポジショニング）。前方の下肢で身体を支え、後方の下肢で身体を押し出すようにして立ち上がる。

この時、両足を揃えると、立ち上がった時にバランスを崩しやすい。 
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２） いすや車いすのなかでの座り直し 

   （３つのパターン）                          

 

（１）体力があり活発な年齢では、腰を浮かせて1つの動作でいすのなかで移動する。 

（２）前方に体幹を屈曲し、臀部を座席から浮かして移動する。肘かけのついたいすに座っているときは、 

    前屈して臀部をあげるときに、上肢の筋力を利用する。 

（３）臀部を持ちあげずに、いすに深くすわる時は、臀部と大腿を片側ずつずらしながら移動している。  

    （腿歩き(もも歩き）、ヒップウオーク) 

     ① 背もたれから背中を離し、前屈姿勢をとる。 

   ② 臀部をいすの上に置いたまま片側に傾き、反対側の臀部半分を奥に動かす。これを交互に繰り返 

す。この動きは、1回ごとの左右座骨結節を軸とした回転移動によってなる。 

    利用者が自力で移動できない場合には、利用者の膝を押す、バスタオルを用いて臀部の回転を促 

すなどの介助を行う。 

 

Ⅲ  ベッドからストレッチャー・リクライニング型車いすへの移乗 

１．ベッドからストレッチャーへの移乗 

 

（１）スライディングボードを用いた方法 

   ①ベッドとストレッチャーを並べて置き、肩と腰の下にスライディングボードを挿入する 

   ②スライディングボードの上に横シーツ（バスタオル）を敷いて、2人の介助者がベッドとストレッチ 

ャーの左右に立ち、横シーツ（バスタオル）を握り利用者を持ち上げずに移乗する。 

  

              
 

       ベッドとストレッチャーに高低差がある場合、上記の方法で移乗できるのは10㎝以内。 

 

（２）「スライディングシート」を用いた方法 

   ①スライディングボードの替わりに、「スライディングシート」と横シーツ（バスタオル）を用いて 

     2人で移乗する。ベッドとストレッチャーとの間に隙間がある時は、タオルケットなどで埋める。 

 

２．ベッド ⇔ チルトリクライニング車いすへの移乗 

    フレックスボード http://ing-products.com/transferring/450.html 

 

 ＜LAC社のフレックスボードを用いた移乗のポイント＞ 

   

① 車いすの角度に沿うようにベッドの背上げを調整する 

  ② 移乗元の高さが少し高くなるようにベッドの高さを調整する 

  ③ 介助者は頭側のサポートと足側のサポートに分かれ、同時に利用者を少し側臥位にさせるような感じ

で、フレックスボードに体重を乗せる。 

  ④ 持ち上げずにフレックスボード上を滑らせるように移乗する。移乗し終わったらフレックスボードを 

    取り除く。 

 

http://ing-products.com/transferring/450.html
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    ＜移乗用ボードの種類など＞ 

     

  ・冨田川智志「ベッドからストレッチャー、ティルト等車いすへの移乗」ふれあいケアVol.27 No.5 p.36～p.37 2021 

 

Ⅲ まとめ  

 

移動・移乗技術は、コミュニケーション技術と共に、全ての身体介護の基礎であり、利用者の生活の質に大

きな影響をもたらす。従来の持ち上げる移動・移乗技術は、利用者に不快や痛みをもたらし、介助者の腰痛発

症の大きな要因になっている。このため、看護・介護現場において、腰痛予防対策指針の遵守など、腰痛予防

対策の徹底は、喫緊の課題となっている。 

腰痛予防対策には、ルンデが指摘するように、正確なリスクアセスメントを行い、利用者と介助者双方に配

慮した移動・移乗方法の選択が重要となる。組織内で長期的なプロジェクトを組み、各職場で絶えず技術の事

例検討を行うような取り組みが不可欠となる。安全で快適な移動・移乗技術は、職員一人ひとりの意識変革と、

福祉用具の積極的な導入と活用によって実現し得るものである。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

配布資料 

１．ルンデの思想と理論（パワーポイント資料 ）p.1～p.7 

２．研修のレジュメ p.1～p.13 
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