
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーション介護の手引き 
～より良く生活動作を支援するために～ 

東近江市湖東リハビリステーション 
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生活関連動作 掃除 洗濯 調理 電話 買い物  

交通機関の利用 育児 介護 

基本動作 寝返り 起き上がり 立ち上がり  

歩行 車いすへの移乗 

身のまわり動作 食事 排泄 着替え 

入浴 身だしなみ 

（はじめに） 

病気やケガ、老化などのきっかけで体の機能が低下すると身

の回りの動作で介護が必要になってきます。当然寝たきりの度

合いによって介護者への負担は大きく変わってきます。ところ

が、同じようなからだの障がいを持ちながらも外出する機会が

比較的多く、元気な毎日を過ごしている人もいれば、一方では、

なんとなく元気がなく家に閉じこもりがちな人もいます。両者

の違いは、残された能力の活かされ方にあります。体が動く機

会が少なくなると、心の寝たきりとなり、さらに寝たきりを重度にしていきます。 

生活範囲を広げるための手段はいろいろあります。ご本人の意欲だけでなく家族の協力や

福祉サービスが必要になる場合もあります。いずれにせよ、最初の一歩としては、体を起こ

すことや、ベッドから離れることが大切な動作となります。この冊子では、生活動作をより

良く支援していくための原理と原則を、ベッド周辺の基本動作を中心にお伝えしていきます。 

 

【基礎編】 

１、「ふつうの生活」に必要な体の動きとは 

 「着替え」、「食事」、「排泄」、「入浴」などの動作は、身のまわり動作と呼ばれています。

身のまわり動作ができるためには、「体を起こす」「座る」「立ち上がる」「移動する」といっ

た基本動作が必要になります。例えば、みなさんが朝起きてからトイレに行くまでの動きを

思い出せば、起き上がりや立ち座りの動作が必要なことに気づきます。つまり、私たちの日

常生活は、自分の姿勢や居場所を変えることによって成り立っているとも言えるのです。 
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２、体の障がい＝生活の障がいではない 

体に何らかの障がいのある人では、身のまわりの動作や基本動作に制限をきたし、周囲か

らの支援が必要になります。支援といっても、周囲の人が直接に手を貸すことだけが支援で

はありません。積極的な福祉用具の活用や住環境の整備、諸制度の活用など、ご本人の生活

環境を調整することも、「生活障がい」を乗り越えるための支援となります。「体の障がい」

が「生活の障がい」に結びつかないよう、環境面から工夫のできることはたくさんあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、まずは「できる能力」の発見から 

より良い介護のためには、相手への積極的な観察が必要です。できないことだけではなく、

できることを発見するように関われば、介護は少しずつでも良い方向に変化していくもので

す。例えば、起き上がりができない人でも、よく観察してみると自分で横向けになれること

もあります。このような場合に、力まかせに両手を引っ張る介助をすれば、お互いに負担が

かかる方法となります。正しい介助方法としては、横向きま

ではご本人の力で行い、そのあとの起き上がりの部分だけを

介護者が手伝います。相手の能力を無視して、無理やりに動

かそうとすれば、介護者の負担が増えるばかりか、逆に寝た

きりを助長してしまう結果ともなります。 

介助の仕方をひと工夫すれば、介護者への負担が軽減する

だけでなく、ご本人の能力が活かされ、生活が広がるきっか

けとなります。大切なことは「できる限界」から先をどのような手段で補っていくのかを考

えることです。工夫と知恵で介護の可能性は開けます。 

 
  ご本人

生活環境 

生活動作 地域参加身体機能 

車いす 歩行器  
手すり 段差解消 

介護者 家族  
福祉制度 

生活の広がり

心身の障害や病気など 

ご本人の生活の広がりは、 

環境からの支援に大きく 

左右されます！ 
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４、相手の動きをリードしていく 

 介助とは、決して人の体を物のように扱い、右から左に運

搬することではありません。次の姿勢や目的の場所まで、相

手の動きを適切にリードしていくことが基本となります。例

えば、相手への声かけだけによって、立ち上がりへの準備を

促し、動作を誘導することは可能です。これも、介助の一手

段です。つまり、次のことが言えます。 

 

 

  

 

 

介助の実際では、「声かけ」と「待つこと」は重要です。ご本人には、これから始まる介助

の動き理解してもらい、体が動く準備を整えてもらうことが大切です。動く準備ができてい

ると、介護者に協力しやすくなり、介助の負担は軽減されます。例えば、誰かに突然に体を

動かされたら、誰でもびっくりして体がこわばってしまうものです。介助を受ける人自身が

自分の動きを予測できることが、スムーズな介助のためには必要なのです。介助を「受ける

人」と「する人」が、やさしく向き合えることが、介助の最初の一歩となります。 

 

５、持ち上げない介助への三原則とは 

より良い介助とは、できるだけ力が抜けている介助で

あり、腰への負担の少ない介助です。どうすればご本人

の能力を活かしつつ「持ち上げない介助」を実践してい

けるのかを考えることが肝心です。 

 

◆第１の原則   

【自然な動きのパターンを活かす！】 

人の動作には自然なパターンがあります。その動きとは、

体重の移動やバランスの変化が基本となっています。  

例えば、立ち上がり動作の場合は、十分に体を前かがみの

姿勢をとることで楽に行えるようになります。そうするこ

とで、体の重心が前方に移り、お尻が上がりやすくなるか

らです。 

相手の「自然な動き」を上手に活かせることは、持ち上

げない介助のポイントです。 

介助の基本は、コミュニケーションです。 

力を入れることだけが介助ではありません。 

▲前かがみの姿勢をとれば
お尻があがりやすくなる。

立ち上がりま

しょうか。 

▲負担の少ない方法を選択する。 
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◆第２の原則   

【動作は段階的に進めていく】 

一度にすべての動きを介助しようとすると「力任せの介

助」となり、ご本人ができる部分にまで必要以上の介助をし

てしまうことになります。 

一つの動作をいくつかの動きに分けてみていくと、介助す

るときのポイントを理解できます。例えば、起き上がりの動

作は、①横を向く→ ②肩を浮かす→ ③肘を伸ばす（起き

上がる） →④まっすぐ座る というステップに分かれます。

横を向いていないのに、いきなり起き上がってもらおうとす

ることは不自然で無理な動きであることがわかります。 

  

第３の原則   

【介護の環境を整える】  

福祉用具は、たいへん便利な生活用具です。いろんな

種類の中から、ご本人の状態に適したものを選びます。

単に介助の負担が減るだけでなく、今までにできない動

作ができるようになることも少なくありません。 

「環境の調整」が生活動作に刺激を与え、リハビリテ

ーションの効果を促すことになります。 

 

 

６、腰痛予防への配慮 

◆前かがみの姿勢をなるべく避ける 

腰への負担を少なくするためには、「前かがみの姿勢」をできるだけ避けることが必要です。

前かがみの姿勢では、立位の２倍の負担が腰にかかると言われています。そのためには、ひ

ざをうまく使うことがポイントです。低いところに手を伸ばしたいときには、ひざを少し曲

げて腰を落とすことが前かがみを防ぎます。また、ベッド面や床に片ひざを着いたりするこ

とでも、前かがみを防ぐことができます。 

 

 

 

 

①横を向く 

②肘を着く 

③肘を伸ばす 

▲ベッドにひざを着くだけで、 
中腰が避けられる。 

▲動作は段階的に進めていく。

× ○ 

▲中腰では、腰へかかる 
負担が２倍になる。 

→２倍 

▲福祉用具には、生活動作を適切に
誘導していく機能がある。 
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× ○ 

▲指先で握ると力も伝わりにくく、介助される
人は不快を感じる。指の腹や、手のひら全体で
均一の力をかけるように。 

◆ 相手の移動には、介助者の「重心移動」を活かす 

立ち上がりの介助では、相手の体は自分より低い位置になります。そのために、最初に相

手を持つときには、介助者が前かがみになりやすくなります。前かがみは、できるだけ避け

なければなりません。動きのコツは、ひざを軽く曲げることです。ひざを曲げることで、自

分の重心が低くなり、相手の高さに合わせて介助が行いやすくなります。自分の腰の位置を

少しだけ下げるような感じで、ひざを軽く曲げると良いでしょう。 

また、相手が大きく移動するときには、自分自身の前後左右への重心移動の動きも上手に

使っていきます。腕の力で相手を振り回すような介助は、できるだけ避けたいものです。腰

の低さと全身のバランスを保ちながら、前後左右に重心を移動し、相手に介助の力を伝えて

いきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

７、相手にとって、快適な介助のために 

◆手のひら全体を、「面」にして使う 

「手」は、介助をされる人にとって、相手の

力が最初に伝わってくる部位です。見た目がス

ムーズな介助の仕方であっても、指先が強く相

手をつかむようになっていれば、介助をされる

人にとってはたいへんな不快となります。 

 介助者は、手のひら全体を上手に使って、 

できるだけ広い面で相手の体に触れるように心

がけたいものです。また、相手に触れるときに

は、コミュニケーションの気持ちも大切です。

触れられることで、安心感も増すように、十分 

な声かけをすることも必要です。 

●立ち上がりの動作 ●ベッドへの移乗 

 

 ひざを少し曲げて 
腰を低くすると、 
前かがみが少なく
なる。 

 前後左右への重心
移動を上手に使う。
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８、座位の効用 

 ベッド上で寝たきりの状態が続くと、全身の機能

が低下していきます。例えば、１週間の寝たきりでは、

全身の筋力が２０％ほど低下するという報告もあり

ます。筋力が低下すれば、起き上がり動作、立ち上が

り動作、歩く動作が困難となり、ますます寝たきりの

生活へと悪循環に陥ってしまいます。また、手足の筋

力だけでなく関節が硬くなったリ、循環器や呼吸器な

どの様々な器官が障がいを受けて、生活に支障をきた

すようにもなります。 

 ◆体の寝たきりが、心の寝たきりを招く 

一方、寝たきの状態は、身体面だけではなく、

精神的な機能低下の原因にもなります。 

行動範囲が狭まることで、人と出会う機会は減り、

周囲からの刺激も少なくなります。 

何よりも、体が起きていない状態では、見える

範囲が制限され、コミュニケーションをしていく

上でもたいへん不都合になります。体が起きてい

る状態であってこそ、周囲との積極的な関わりが

でき、生活が広がっていくものです。 

◆座ることから、活動的な生活へ 

 寝たきりの状態であっても、できる範囲で活動的な生

活を目指すべきです。 

 最初の一歩として、座ることから始めてみましょう。

座る姿勢をとるためには、寝返りや起き上がりの動作が

欠かせません。寝返り→起き上がり→座位保持の流れを

作っていくことが、体と心の機能低下を防ぐためには重

要なのです。もちろん、１人でできない人は、福祉用具

や介護者の協力でご本人の動きを誘導していきます。 

◆ただ座るだけでなく、活動的な座位へ 

 座位の効用があるといっても、何時間もただ座っているこ

とになれば、ご本人にとっての大きな苦痛となるだけです。

食事や趣味、人との交流など、生活の場面で目的のある座位、

つまり「活動的な座位時間」を過ごすことができるように工

夫をしていくことが肝心です。そのためには、体に合わせた

椅子や車いすの調整も必要になってきます。 

筋肉が 

やせ衰える 

関節が 

硬くなる 

心臓・肺の機

能が低下 

骨が弱くなる 肺炎 

（食べ物が肺

に入る） 

起立時の 

低血圧 

（ふらつき） 

床ずれ 

（褥瘡） 

尿路結石 精神的な 

うつ 

寝たきりによる、全身への影響 
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ひとこと♪

【実践編】 （基本的な介助方法のポイントを紹介します。） 

１、ベッド上の動き 

◆上に体をずらす自然なパターンとは？ 

 寝たきりの状態では、しばしば全身が足の方向へずれてしまい、元に戻すのに一苦労す

ることもあります。試しに自分の体でやってみると、ひざを立てて足の力を使う必要があ

ることがわかります。足を伸ばしたままだとできないこともわかります。ひざを立てるこ

とが、自然な動きのパターンにつながります。 

 

◆両足の力を上手に活用する 

介助のときもまず両方のひざを立てることか

らはじめてみましょう。立てたひざに十分に体

重を乗せ、お尻を少し浮かせれば、自然に肩の

ほうに体重が移ります。あとは、介助者が手伝

うか、ご本人が足を蹴るようにすると、自然に

上に動きます。ポイントは、ご本人の力をでき

るだけ活かしていくということです。 

◆滑るシートの活用がベスト 

できれば滑るシートや滑り止めマット（足の下に敷く）を活用していきます。足の固定

や頭の方への移動に、少しの介助を加えるだけで簡単に動くようになります。 

 

◆片方のひざが曲がらない場合は？ 

 足の麻痺やこわばりで、片方のひざしか立てられな

いときでも、良いほうのひざだけでも立てておくと、

お尻を浮かして移動しやすくなります。すべるシート

は、横方向や、下方向への移動時にも活用できます。

また、両足が曲がらない場合にも有効です。 

   

 

 

 

 

 

ご本人が、 

お尻を浮かすように。 

▲ご本人の力で、少しお尻が浮けば、
体は自然に動き出す。 

◆「滑るシート」を使った場合、お尻を少しでも浮

かす力があれば、たいへん楽に移動できます。 

◆「滑り止めシート」を 

ご本人の足の下に敷くと、 

力が入れやすくなります。 

   背中にシートを敷きこめば、  
いろいろな方向に、楽に移動ができる。 

▲右足が立てられない場合には、
左足だけ立てても移動できる。 
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▲寝返り動作をする前に準備姿勢を 
とっておくと介助がしやすくなる。 
（図は、左側への寝がえりの場合） 

２、寝返り動作 

◆自然な寝返り動作を自分の体でやってみる 

寝返り動作は、起き上がり動作に続く基本の動作です。また、褥瘡（床ずれ）の予防や

シーツ交換などで必要となる動きでもあります。まず、自分自身の体を使って寝返り動作

をしてみましょう。体に障がいのない人では、頭から動きだしたり、足から動きだしたり、

いろいろなパターンで寝返りのできることがわかります。寝返り動作は、いろいろな力の

入れ方でできてしまう不思議な動作です。逆に考えると、体の障がいで寝返りが困難な場

合でも、少し方法を変えることでやりやすくなる場合もあります。 

◆寝返り介助の基本は？ 

寝返り動作の準備姿勢は、①組んだ両手を高く

伸ばし、②両ひざを立てて、③頭を少し浮かした姿

勢です。この姿勢では、体の重心が高くなるので、

少ない力で横を向けるようになります。さらに頭を

少し持ち上げるとやりやすくなります。介助の手は、

ひざや腕を軽く引くようにします。体の障がいに

よっては、このような姿勢がとりにくい場合もあ

りますが、3つのうちのできる部分だけでもこの形

をとれば、たいへん介助が行いやすくなります。 

◆脳卒中で麻痺がある場合は？ 

脳卒中で片麻痺の場合には、良い方側のひざを

立てることで、寝返りが上手にできる場合があり

ます。このときも、組んだ両手を高く伸ばすこと

や、頭を少し持ち上げることで、動作がより楽に

行えます。寝返り動作では、体重がかかる場所が、

背中から体の横側に変わりますので、肩関節や股

関節の圧迫や痛みには十分に配慮しましょう。 

◆ベッド用手すりの活用 

 寝返りが行いにくい場合では、ベッド用手すりを利用す

ることも一つの方法です。しっかりとした支えがあれば、

横向きで体を拭くときなど、横を向いたままの姿勢を保つ

ときに体が安定します。ベッド用手すりは、ベッドからの

立ち上がりでも使えます。ベッドに付属しているサイドレ

ール（ベッド柵）は、動作の支えとしてはやや不安定です。

目的に合わせた用具を選びましょう。 

麻痺側の手を伸ばす 

①両手を高く 

②両ひざを立てる 
③頭を浮かす 

▲手足が麻痺している場合でも、原則
は同じ。但し、関節の痛みなどには十分
な配慮が必要である。 

▲ベッド用手すりは、寝返りから
立ち上がり動作までを支援する。 

良い方のひざを

立てる 

頭を浮かす
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脇を開く。
（６０°前後）

しっかりと安定した
横向きになる。 

▲自然な起き上がりは、頭が円を
描くように移動する。 

▲起き上がり動作のポイントは、はじめに
十分に安定した横向き姿勢がとれること。

十 分 な ス
ペ ー ス を
確保する。 

ひざは軽く
曲げる。 

３、起き上がり 

起き上がりは、座る姿勢（座位）に向かう積極的な

動作です。この動作では、腕や腹筋の強い力が必要に

なります。まず、できるだけ少ない力で起き上がるた

めの自然なパターンを考えてみましょう。仰向けから

まっすぐに起き上がることは、腹筋のよほど強い人で

ないと無理です。自然なパターンは、横向きから、緩

やかに起き上がっていく方法です。 

 

 

著しく筋力低下のある人を正面から両手で引き起こす

ようなことをすると、介助をする人にはたいへんな負担が

かかります。また、介助をされるほうにとっても、関節に

無理な力がかかってしまい、決して楽な介助にはなりませ

ん。介助のときも、相手の自然な動きを活かす動きのパタ

ーンを考える必要があります。 

 

 

◆準備への３つのポイントとは？ 

起き上がり動作の前には、十分に安定した横向き

の姿勢をとることが必要です。脇は、６０度前後の

角度で開き、手のひらがベッドの端から出ないよう

に、十分なスペースを確保します。 

これらの条件が整っていないと、１人でできるよ

うな人でも、動作はたいへん困難になります。 

起き上がりの動作は、寝返り動作とセットで考え

ていきましょう。寝返り→起き上がりとスムーズに 

動作がつながっていくこと目指しましょう。 

 

◆頭の動きに着目する 

人が自然に起き上がる動作を上から見てみると、頭

の位置が大きく弧（こ）を描くように動いていること

がわかります。少ない負担で楽に起き上がるためには、

頭の位置ができるだけ「遠回りの軌跡」を描くように

体を誘導していくことがコツです。 

高い山を楽に登ろうとするときに、斜めに少しずつ

上がっていくことと似ています。 

▲無理な介助では、お互いの能
力を活かすことができない。 

▲自然な起き上がりパターンでは 
大きな力を必要としない。 
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介助される
人の頭が円
を描くよう
に。 

軽く手を添え
誘導する。 

両足は降ろ
しておく。

２０度 

支えのスペースを
確保する。 

◆介助時の動き 

ベッド上では、起き上がりのあとに腰かけ座位

（端座位）になることがよくあります。腰かけ座

位は、食事姿勢や立ち上がり動作、車いすへの移

乗など、生活の広がる動作に結びつく大切な姿勢

です。腰かけ座位への起き上がりでは、あらかじ

め両足の位置をベッドの端から降ろしておくと、

介助の負担が少なくてすみます。また、骨盤に軽

く手を添えることで介助がやりやすくなります。 

 

◆肘（ひじ）の働き 

起き上がり動作では、「肘」の動きも重要な役割を担います。試しに肘を全く使わずに起き

上がってみましょう。お腹の筋肉に負担がかかり、苦しい起き上がりパターンになってしま

います。頭の動きに加えて、肘の働きも十分に活かすことで、介助負担の軽減や自立した動

作を促していくことができます。 

 

 

 

 

◆背上げの活用 

介助量が多いときでは、ベッドの背上げ機構を活用す

ることがたいへん有効です。頭の位置が上がることで 

重心が高くなり、動作が軽く行えるようになります。 

最初は、２０度くらいの角度を目安にして行い、   

ご本人の力の入れやすい角度を検討していきましょう。

慣れてくれば徐々に角度を下げていき、体の機能を高め

ていけるように働きかけていきましょう。 

◆ベッドが狭い場合など 

 ベッドの幅が狭い場合や体が動かしにくい場合など 

は、肘がしっかりと着きにくくなり、起き上がりが難し

くなります。ベッドの横に高さの同じ台を置き、起き上

がりがしやすくなるかを検討してみましょう。 

①肘をつく ②肘を伸ばす ③手のひらで支える ④座る 

▲介助のポイントを知れば、負担が軽減する。
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４、立ち上がり 

立ち上がり動作は、生活の広がりのためには重要な動作です。この動作は、車いすやポー

タブルトイレへの移動と結びつきます。また、体の重心を高くするために、強い筋力やバラ

ンスが必要とされます。当然動きも不安定になりやすいので、転倒への十分な配慮が必要と

なってきます。立ち上がりは介助の負担が大きくなる動作ですが、ちょっとしたコツをつか

めば、たいへんスムーズに行えるようになります。 

 

◆横から「頭の動き」を観察する 

 まず、立ち上がり動作には、特徴的な体の動きがある

ことを理解しましょう。右の図のように、自然な立ち上

がり動作では、一度大きく「前かがみ」の状態になる必

要性のあることが分かります。つまり、体の重さを前に

移動させる必要があります。自分でやってみましょう。

前かがみになった状態からお尻が少し浮いたとき、両足

にすべての体重がかかります。ちょうどこのとき、体の

前後では、頭とお尻の重さのバランスが上手に取れた状

態になり、ひざを伸ばしてお尻が浮く動作が行ないやす

い形となります。 

 

◆ 立ち上がりやすさへの３つの条件とは？ 

最初に必要なのは前かがみの動きです。では、前かがみをできるだけ少なくして立ち上が

るにはどうすればよいでしょうか？ ヒントは足の位置です。足を少し引いて立ち上がって

みてください（ア）。そうすると、先程より前かがみの少ない動きで立ち上がれることが分か

ります。逆に足を目いっぱい前に出せば、どんなに力を入れても立ち上がりができなくなり

ます。次にひざの力をできるだけ使わないで立ち上がるには、どうすればよいでしょうか？ 

ヒントは、前方に台を置いてみることです（イ）。前方に置いた台に両手をつきます。前かが

みを強くしていき頭を下げてみましょう。お尻が浮きやすくなりませんか？ お尻が楽に浮 

けば、簡単に立ち上がることが

できます。３つ目の条件は、座

面の高さです（ウ）。十分な座面

の高さからの立ち上がりでは、

低い場合に比べてお尻を楽に浮

かすことができます。   

これらの条件をうまく組み合

わせることで、お互いが最小限

の努力で、立ち上がり動作を行

えるようになります。  

▲自然なパターンでは、頭の位置は、
一旦前に動いてから上にあがる。 

前方への重心移動 十分に足を引く 十分な座面の高さ 

立ち上がりやすさへの３つの条件 

（ア） （イ） （ウ）
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▲介護者が安定するだけでなく、腰や 
ひざへの負担を軽減できる。 

▲両手を台に着くことで、ご本人の動作
がより安定して行える。 

▲相手の能力を確認していくことが、介
助方法を検討する第一歩。 

◆相手の能力を知ることから 

 始め一歩は、相手がどのくらいの介助を必要としてい

るのかを見極めることです。いきなり、強い力で介助す

るのではなく、最初は相手の動きを誘導するように関わ

っていきます。このとき、前述の「立ち上がりやすさの

３つの条件」を考慮しながら行います。 

 前かがみ→お尻浮かし→ひざ伸ばしの動きを、最小限

の介助で行ってみましょう。ひざの力が強ければ、前か

がみを少し助けるだけで、上手に立ち上がることができ

ます。 

◆介助者が片ひざ立ちになる 

ご本人のひざの力が弱い場合には、図のようなひざ

立ちの方法も有効です。介助者は体を低くして、自分

の体を相手の「支え台」のようにします。具体的には、

相手の前でひざを着く姿勢となり、相手が十分な前か

がみになることで、お尻が楽に上がり、ひざが伸びて

立ち上がりがしやすくなります。また、ひざの力が不

十分なときには、介助者が自分の手を使って、相手の

ひざを伸ばすようにサポートすることもできます。 

 

◆台の使用で安定した動作が可能に 

 立ち上がりが困難な場合では、必ずしも直接的な介助

だけが必要というわけではありません。例えば、目の前

にベッドと同じ高さの台を置くだけでも、前かがみの動

きがしっかりとでき、お尻が上がりやすくなります。 

 人による介助では得てして不安定になりがちですが、

自分の両手を台でしっかりと支えることで、安心して動

作をしてもらうことができます。 

 

◆ベッド用手すりを活用する 

 ベッドの付属品としての「ベッド用手すり」は、た

いへん便利です。前かがみのときと、ひざを伸ばすと

きの支えとして上手に活用すれば、自力での立ち上が

りにも使えます。はじめは介助者が横の方に立ち、前

かがみの動きを確認しましょう。 ▲手すりを引き寄せるのではなく、 
十分に前かがみをすることがポイント。
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５、移乗 

生活を広げる最初の一歩は、ベッドから離れることです。そのためには、車いすやポータ

ブルトイレなどへの乗り移りが必要です。ご本人と介護者の能力にふさわしい移乗の方法を

選択することで、お互いが楽になり、機能低下も予防できます。 

移乗の方法には、寝たまま、座位、立位など、介助を受ける方の状態や介助者の条件によ

って、様々な方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆移乗の準備～最短コースが負担を軽減する 

 ご本人と車いすの位置関係により、介助の負担度は大きく変わってきます。お尻は前に出

し、体と足先の方向はできるだけ移乗後の体の向きに近づけます。また、車いすはベッドに

対して、１０～１５度の角度で設置すると、座面とベッド面が近づくことで移乗しやすくな

ります。また、ご本人が車いすのアームサポート(肘あて)を持ちやすくもなります。 

 

 

 

 

 

 

 

足先の方向 

移動する範囲
が、大きい 

最も介助の場面で多く見

かける方法は「立位移乗」で

す。他の方法に比べると、素

早く行えるのが利点です。そ

の分、介護者が無理をしがち

で、転倒の危険性の大きい方

法といえます。また、必要以

上の介助をしてしまうと、ご

本人の機能低下を招きやす

くなります。ご本人と介護者

の体の状態に合った、適切な

移乗の方法を検討していく

ことが大切です。 

 

立位移乗 座位移乗 

2 人移乗 リフト移乗

足先の方向
を少し変え
ておく。

お尻を
前に出す

移動する範囲
が、少ない 

15° 

手の支えが近くなる

車いすまでの距離が遠くなる場合 車いすまでの距離が近くなる場合

手の支えが遠い 
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準備姿勢

立ち上がり 

方向転換 

【立って移乗する】 

まず、立位移乗のポイントを整理していきましょう。（ここでは、麻痺のない人で、少し手

伝えば立ち上がりができるような人を想定しています。） 

動作を分けて進めていくのが介助の原則です。立位での移乗動作は、①立ち上がる、②方

向転換、③座る、の３つの動作に分けてすすめていくことがコツです。 

 

◆準備姿勢 

準備姿勢で最も気をつけなければならないのは、

自分が立つ位置と介助をする動きが、相手の前かが

み動作を妨げていないかということです。また、立

ち上がりの準備は、「体の準備」だけではありませ

ん。相手にとって、立ち上がりに協力しようとする

「気持ちの準備」も必要です。準備姿勢は、お互い

が自分の動きをイメージするためにも必要です。介

助においては、最初のセッティングが肝心です。 

◆立ち上がり 

立ち上がり介助のコツは、前かがみの動きをうま

く引き出すことでした。介助者が片ひざ立ちになる

方法や、前方に置いた台を使う方法、ベッド用の手

すりなどを使う方法を検討しましょう。 

◆方向転換  

方向転換はお互いがたいへん不安定になり転倒

しやすい場面です。「足の踏み替え」が自分ででき

る人なら、動きを十分に待ってあげることが大切で

す。踏み替えができない人でも、左右の足へ交互に

体重がかかるように、重心の移動を介助してあげれ

ば、ゆっくりと方向転換のできる人もいます。あわ

てて体の向きを変えることは禁物です。 

◆座る動作 

座る動きは、立ち上がり動作の「逆の動き」です。

前かがみが十分でないと、ドスン！と急にお尻が落

ちやすくなります。座るときにも十分な前かがみは

必要です。座る場面でも、相手の能力を活かすよう

にしていきましょう。 

 

座る動作
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◆その他のパターン 

介助が必要だと思える人でも、工夫次第では動作が自立する場合もしばしばあります。ご

本人の体の状態にあわせて、様々な方法を検討してみることが大切です。 

まずは、自立してできる方法が可能かどうかを検討してみましょう（①、②）。手の力が使

える場合には、支えの台やベッドの手すりを使えば、自分の力で乗り移りができるようにな

ります。 

介助者の姿勢にも工夫ができます。最も多く行われているのは立ってする介助ですが、介

助者が立たずにする方法もあります。床にひざを着く方法（③）では、介助者の動作が安定

します。また、介助者が相手のひざを支えやすいという利点もあります。また、介助者自身

が椅子に腰掛ける方法もあります（④）。この方法では、介助者のひざへの負担がたいへん少

なくなります。もちろん、腰への負担も少なくなりますし、介助の動作も安定します。介助

を受ける人にとっての安心感のためには、介助者の姿勢と動きが安定していることが何より

大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台を使っての立位移乗をする場合： 

両手で支えることで、ご本人の前かがみが

しやすく、姿勢がたいへん安定します。手を

握る力が弱くてもできます。 

ベッドの移動用手すりを使う場合： 

移動用手すりは場所もとらないので、使いや

すい支えとなります。握力が不足している

と、転倒の危険があります。 

介助者が、片ひざ立ちで移乗する場合：

介助者がひざを立てることで、介助の動

作がやりやすく安定します。必要に応じ

て、手を使って相手のひざを支えること

もできます。 

介助者が、椅子に腰掛けて介助する場合：

介助者の体の負担を軽くするためには、 

介助者自身が椅子に座る方法がおすすめで

す。介助者のからだも安定し、ズボンの上

げ下げなども楽に行えます 

① ② 

③ ④ 
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【座ったままで移乗する】 

立ち上がり動作がたいへん困難であるにもかかわらず、介助によって無理やりに立ち上が

ってしまえば、非常に不安定で危険な状態になります。このような方法では、力まかせで体

を引き上げることになってしまい､腰痛予防のためにもあまりお奨めできません。 

そのような場合には、介助の方法をもう一度検討しなおしてみるべきです。 

もっと少ない負担で、ベッドから車いすなどへ移乗できないものでしょうか？ 

 

 

 

◆座位移乗の原理 

座位で移乗する方法は、お尻で移動す

る方法です。お尻の動きには、２つのパ

ターンがあります。一つ目は、お尻を浮

かしながら、横へ移動する方法（ア）、

２つ目は、お尻を浮かさないで、横へす

べる方法（イ）です。 

いずれにせよ、お尻にかかる体重を少

しでも軽くする必要があります。そのた

めに必要なことが「前かがみ」です。 

前かがみをすることで、両足に体重がか

かり、お尻が浮きやすくなります。両足

がある程度ふんばれて、両手にも力が十

分にあれば、1人で車いすなどに乗り移

ることができます。手足の力が足らない

場合では、福祉用具や介護者の力で補っ

ていきましょう。 

◆環境を整える 

 車いすへの横移乗では、ベッドや車い

すにいくつかの条件が必要になります。 

その条件とは、①肘当てが外れてベッド

からスムーズに移動ができること。②車

いすの足台が取り外せ、脚の動きの妨げ

にならないこと。③ベッドの高さ調整が

でき、車いすとベッドの高さを合わせら

れること。また、ポータブルトイレを使

用する場合では、肘当てが外れることが

条件になります。 

その答えの一つが、「座位移乗」です。 

▲お尻を浮かしながら、

横の移動をする方法。 

▲前かがみをすると、
床に体重がかかり、
お尻を浮かし、ずらし
やすくなる。 

▲お尻をずらしながら、

横の移動をする方法 

肘当てが外れる

足台が外れる

ベッドの高さ

を変えられる 

（ア） 

（イ） 
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ひとこと♪ 

◆横移乗のバリエーション 

横移乗には、介助者の位置や使う福祉用具によって様々な方法があります。ご本人の状態

や、介護者の体力に合わせて、最適な方法で行う必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両足（あるいは片足）の筋力がある人は、足の力も十分に活かしましょう。

お尻を浮かすときに足に体重をかけるようにすると、足の筋肉や骨が刺激さ

れ、身体機能の向上につながります。また、そのことで、立ち上がり動作へ

と結びついていくこともあります。 

▲介助者が、後ろから介助する場合： 

介助者の体力が少ない場合や腰痛症の 

場合、ご本人がやや後ろに倒れやすい場合

などに行います。 

▲介助者が、前方から介助する場合： 

ご本人の様子を伺いながら、少しずつ横

に移動していきます。お互いが顔を見合

わせ、手足の位置も確認しやすい利点が

あります。 

▲スライディングボードを使う場合： 

お尻が浮きにくい場合は、ボードの滑りを

利用します。利用については、専門家の指

導が必要です。また、慣れるまでには少し

練習が必要になります。 

▲介助でスライディングボードを使う場合：

前あるいは後ろから、ボード上での滑りを介

助します。腰に介助ベルトなどを取り付ける

と介助しやすくなります。 
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６、リハビリテーション介護を実践していくために 

◆能力を活かすためには、具体的な「きっかけ作り」が必要 

より良い介護を続けていくためには、状況にあわせて様々な知恵や工夫を働かしていくこ

とが必要です。同じ福祉用具や、同じ介助の方法で悩み続けていても、問題はなかなか解決

してくれないものです。ときには思い切った変化も必要です。例えば、ベッドやポータブル

トイレの位置や向きを大きく変えてみることも一つの方法です。そうすることで、起き上が

りの介助やポータブルトイレへの移動が随分とやりやすくなることがあります。単純な工夫

でお互いが楽になり、やる気も維持され、介護の状況に見通しがつくことさえあります。お

互いの能力を活かすためには、具体的に「きっかけ」を作っていくことが必要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆生活動作を通して元気の回復を 

福祉用具や介助の方法を変えれば、しばらく「練習の期間」が必要な場合もあります。   

そのようなときには、もっと上手にできるようにと周囲の期待も高まってくるかもしれませ

ん。しかし、良い結果を求め過ぎるあまりに、介護が「訓練」のような厳しいものになって

しまえば本末転倒になります。あせりは疲労につながり、お互いの元気がなくなっていきま

す。できる範囲のことを少しの努力で毎日続けていれば、やがてより良い結果へとつながっ

て行くものです。急がば回れです。普通にできる毎日の生活動作を通じて、その人らしい元

気さが回復していくことを目指しましょう。 

◆「考える介護」に向けて 

 ベッド周辺の介助は、お互いの大きな負担になりやすい場面であるとい

えます。その反面、介助方法のひと工夫があれば、想像以上に動作が楽に

なることをしばしば経験します。より良い介護のためには、介護者の体力

だけではなく、「知恵」や「工夫」も求められてきます。「力まかせの介護」

から「考える介護」に向けて理解と学習を深めていくことで、介護が創造

的な活動につながっていく可能性も開けてきます。 

体の機能 人との交流

生活意欲 生活の広がり 

向上

向上 向上
ベッドから 

離れる 
向上 

体の機能 人との交流 

生活意欲 生活の広がり 

低下低下

低下 低下 
ベッド上 
の生活 

居住環境 

きっかけ

福祉用具 
福祉サービス

介護技術 

交流活動 

趣味活動 
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（終わりに） 

日々の介護の中にリハビリテーションの考え方を取り入れることは、お互いが特別に難し

いことを続けていくことではありません。むしろ、誰にでもできる簡単な工夫や、ごく普通

にできる動作を、毎日確実に続けていくことのほうが、より良い結果につながっていきます。

そのような方法を発見して実践していくことは、身近なご家族の方にも可能です。また、そ

れらを提案していくことが、介護やリハビリテーションの専門職の役割でもあります。これ

からは、周囲のみんなで介護のことを考え、やる気と元気が創造されるような支援がますま

す求められてくるように思われます。道は険しいかもしれませんが、全く見通しのつかない

道でもなさそうです。 

この冊子では、リハビリテーション介護の考え方や方法を、ベッド周辺の動作を中心にで

きるだけ分かりやすくお伝えしました。介護に携わっておられる人、あるいは介護に関心の

ある人たちの、より良い介護に向けての参考になれば幸いです。 

 

 

 

 

この冊子の内容で、わかりにくい点などがありましたら、 

下記までお問い合わせください。      
 

東近江市湖東リハビリステーション 

 TEL  ０７４９－４５－３５６０ 

  IP 電話 ０５０－５８０１－３５６０ 


