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移乗介助におけるリフトの腰部負担軽減の効果
―介護者の介助技術の習得度を考慮した有効性の検証―
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抄録：移乗介助におけるリフトの腰部負担軽減の効果―

は，習得度が上がると作業時間は有意に短縮された．リ

介護者の介助技術の習得度を考慮した有効性の検証―：

フト介助の作業時間は，人力介助の約 10 倍の時間が必

冨岡公子ほか．奈良県立医科大学地域健康医学教室―日

要であった．リフト介助は介護者の腰部負担軽減に有効

本の介護現場では移乗に関するリスク意識が低く，移乗

であり，また，リフトを使用するだけでなく習得度を上

用の介護機器の普及率が低い．介護労働者に腰痛などの

げることは，介護者の腰部負担対策に必要であることが

筋骨格系障害も多発している．そこで介護者の腰部負担

示唆された．

軽減や腰痛予防に役立つ移乗方法を提案することを目的

（産衛誌 2008; 50: 103–110）

に，全介助状態の要介護者をベッドから車椅子に移乗さ
せる介助作業において，リフト介助と人力介助による移

キーワード： Work-related musculoskeletal disorders,

乗介助の腰部負担や作業時間，そして，これに影響する

Care workers, Mechanical lift, Surface electromyogra-

と思われる介護者のリフト介助作業の習得度の効果を検

phy, Trunk inclination angle

討した．腰部負担は，腰部の脊柱起立筋 L3–4 間の表面

─────────────────────────

筋電図測定および上体傾斜角の測定を行い検討した．介
護者としての被験者は 5 名（男性 4 名，女性 1 名）とし
た．課題は被介護者をベッド上で寝ている状態から車椅

Ⅰ．はじめに
1）
介護作業には腰痛などのリスクとなる作業が多い ．
2，3）

では，

子に座らせる移乗作業とし，移乗方法は人力介助とリフ

腰部負担を腰部椎間板圧縮力で評価した研究

ト介助とした．人力介助は 2 人介助の前後型とした．被

介護機器を使用せずに介護者が被介護者を抱きかかえて

介護者は体重 70 kg の健常な成人男性で，全身を脱力す

作業すると，腰痛の発生リスクが高いとされる限界値

るように指示し，全課題の被介護者役とした．リフト介

を超える値が示されている．

4）

助では，介護者の腰部負担軽減を主目的としたチェック

欧米では，介護者にとって作業関連性筋骨格系障害の

リストを作成し，チェックリストに基づいた評価と動作

リスクが最も高い作業は移乗介助であると認識されてい

指導を受けながら，各介護者はリフト介助を 4 回試行し

て

た．その結果，リフト介助の習得度は，チェックリスト

は，「社会福祉士及び介護士福祉法」8）に基づいて，介

を用いた指導を受け反復する中で有意に向上していた．

護の専門知識と技術を持つと認定された者に介護福祉士

リフト介助と人力介助の比較では，上体傾斜角ではリフ

という国家資格が与えられるが，実習試験のテキスト

ト介助は人力介助よりも有意に小さかったが，筋電位に

では，介護方法の基本としてボディメカニクスの原理を

ついては有意差が認められなかった．リフト介助の習得

守る必要性が強調され，被介護者が全介助状態でも移乗

度の違いによる腰部負担については，習得度が上がると

方法は徒手的方法が示されており，介護機器を用いた方

上体傾斜角が有意に低下したが，筋電位については有意

法は示されていない．全国の介護老人福祉施設を対象と

差が認められなかった．リフト介助の作業時間について

した 1996 年の調査

5–7）

，移乗介助用の介護機器が普及している．日本で

10）

では天井走行型リフトを導入し

ている施設は 11.5 ％であり，2005 年に行われた調査
2007 年 2 月 16 日受付； 2008 年 5 月 20 日受理
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9）

11）

では移乗用リフトを保有している施設は 46.9 ％で約半
数の施設にとどまっている．一方，我々が行った移乗用
リフトを保有していない介護老人福祉施設を対象に行っ
た調査 12）では，現在腰痛ありは 70 ％，ここ 1 ヶ月腰痛
ありは 82 ％，現職後腰痛ありは 89 ％の介護職員が訴え
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ていた．

マットと被介護者の体表との接着面積を少なくし

移乗用リフトは，被介護者を持ち上げる際には，介護
者の負担が軽減されるが，吊具の装着手順を知らないと，
前傾姿勢で被介護者を抱きかかえるような作業をしてし
まい負担となりやすいことが指摘されている

13–15）

．す

なわち，移乗用リフトの有効性を検証する上で，介護者
のリフト介助作業に対する介助技術の習得の程度を考慮
する必要があると考えた．そこで，介護者の腰部負担軽
減や腰痛予防に役立つ移乗方法を提案することを目的

てから，骨盤と肩甲帯部に手を置き，寝返りを打
たせる．
2．吊具の中央をあわせる：吊具を半分に縦折り，尾
骨の少し上に吊具の下縁を，中心を脊柱に合わせ，
できるだけ体の下に吊具を入れ込む．
3．反対側への寝返り：骨盤と肩甲帯部に手を置き，
寝返りを打たせる．この時，吊具の中心がずれて
いないかチェックする．

に，リフト介助と人力介助による移乗介助の腰部負担や

4．大腿部に吊具を装着：膝を立て，吊具を大腿部に

作業時間に影響すると思われる介護者のリフト介助作業

通し，殿部に沿うように内縁を引っ張り，左右の

の習得度の効果を検討した．

長さをあわせて交差させ，殿部の部分がしっかり

Ⅱ．対象と方法
1．被験者
介護者の被験者は，兵庫県内の医療機関に所属する男

と沿うように吊具の内縁を引っ張る．
作業工程Ⅱ.「ベッド高の調整」
リフトによる吊り上げ時間および距離を最小限にして
車椅子への移乗が安全に行えるように，ベッドの高さを

性 4 名（理学療法士 1 名，作業療法士 1 名，言語療法士

最大限に上げる．

1 名，その他 1 名）と女性 1 名（作業療法士 1 名）
，計 5

作業工程Ⅲ．「ストラップ取り付け」

名である．5 名の年齢，身長，体重，臨床経験年数の平
均 値 （標 準 偏 差 ）は ，26.4（4.3）歳 ，169.4（8.7）cm，
60.4（12.8）kg，2.4（1.8）年であった．被介護者の被験

吊具のストラップをリフトのハンガーに引っかける．
作業工程Ⅳ.「持ち上げ（修正含む）
」
リフトの上昇スイッチを押し，被介護者を持ち上げる．

者は，27 歳，身長 180 cm，体重 70 kg の健常な成人男

臀部がマットから離れる直前に，腕や脚部分の吊具のし

性で，課題中，全身を脱力するように指示した．測定に

わやつっぱりを修正し，被介護者の吊具による圧迫や苦

先立ち，医師が被験者全員の筋骨格系障害および全身状

痛を和らげる．

態を診察し，医学的問題のないことを確認した．

作業工程Ⅴ.「移動」

なお，本研究は，大阪府立公衆衛生研究所倫理委員会
の承認（0510 − 02）を得て，2006 年 4 月に行った．

持ち上がった被介護者を車椅子上まで横移動させる．
移動中，介護者は被介護者の体を，手を添える程度に支
える．

2．研究方法
1）作業内容
課題はベッド上で寝ている被介護者を，ベッドから車

作業工程Ⅵ.「降下」
リフトの降下スイッチを押し，車椅子上に被介護者を
降ろす．この際，車いすのブレーキがかかっているかを

椅子へ移乗させる作業とした．移乗方法はリフト介助と

予め確認しておき，介護者は車いすの前方に立つ．

人力介助とした．ベッドは（株）パラマウントベッド社

作業工程Ⅶ.「ストラップ取り外し」

製の在宅ケアベッド楽匠を使用し，ベッド高は人力介助
とリフト介助共に介護者の大腿骨大転子の高さに調整し
た．車椅子は（株）ラックヘルスケア社製のレボを使用
し，座面高は 0.4 m とした．

吊具のストラップをリフトのハンガーから取り外す．
作業工程Ⅷ.「吊具取り外し」
大腿部の吊具を外し，その後，後方から背部の吊具を
外す．

リフト介助では，吊具は脚分離型（グルドマンスリン
グシートベーシック・ロー，
（株）アビリティーズ・ケ

リフト介助の各作業工程の作業時間は各々の開始から

アネット日本）を使用し，リフトはベッド用据置き型介

終了までの時間とし，リフト介助全体の作業時間は吊具

護リフト（介護リフトつるべー B セット，（株）モリト

の装着開始から取り外し終了までの時間と定義した．介

ー社日本）を使用した．

護者には上述した 8 工程の手順を説明し，この手順でリ

作業は以下の 8 工程とした．

フト介助を行うように指示した．一方，リフト介助では，
介護者の腰部負担の点検を主目的としたチェックリスト

作業工程Ⅰ.「吊具装着」
ベッド上で寝ている被介護者を他動的に寝返りを打た
せ，その下に吊具を敷き込む．
1．寝返り：被介護者の膝を曲げさせ，腕を組ませて，

（Table 1）を作成した．このチェックリストは，①介護
者の足の位置：足を揃えないで立つ，重心移動方向へ足
を置くなどによって支持基底面を広くしたり重心を低く
し，不要な前傾姿勢を防止する，②介護者の手の位置：
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Table 1. Ergonomics checklist for reduction of caregivers’ low back load
Level of acquired skill*
Operation process

Check

Rolling over
Fitting the center
of the sling

I

Attaching
the lifting
sling

Check items for reduction of low
back load

1st
trial

2nd
trial

3rd
trial

4th
trial

4

8

11

13

① Caregiver’s foot placement
② Caregiver’s hand position
1st

Rolling over
on the opposite side

③ Avoiding unnecessary operation
④ Rule of one hand
① Caregiver’s foot placement

Putting the sling
on patient’s thighs

② Caregiver’s hand position
2nd

③ Avoiding more process
④ Rule of one hand

II

Adjusting the bed

III

Attaching the strap

IV

Lifting (including correction)

V

Moving

VI

Descending

VII

Detaching the strap

① Caregiver’s foot placement
② Caregiver’s hand position
3rd
③ Avoiding unnecessary operation
④ Rule of one hand
① Caregiver’s foot placement
② Caregiver’s hand position
4th

VIII

Detaching the lifting sling

*: Mark up passed items.

③ Avoiding unnecessary operation
④ Rule of one hand
Total score (for example) ⇒

作業する際に，不要な力や不良姿勢が発生することのな

介護者は脇の下から両手を入れて交差した被介護者の手

い部位に手を置くこと，③工程を増やさない：不要な作

首を持ち，前方の介護者が膝と下腿部を持って，同時に

業工程を増やすことは，不要な介助負担や作業時間の増

持ち上げる方法とした．人力介助については，マニュア

加となる，④片手の法則：被介護者の身体を操作する際

ルやチェックリストは作成しなかった．全ての介護者は

は，片手で身体を保持したり吊具操作を行い，前傾姿勢

2 人介助の後方介助と前方介助を各 1 回ずつ，順番はラ

を防止する，の 4 項目に着目して作成した．これら 4 項

ンダムに行った．2 人介助時の片方の介護者はすべて移

目それぞれを，体幹部に吊具を装着するとき（寝返りか

乗介助に慣れた 1 人の作業療法士で統一した．

ら反対への寝返りまで），大腿部に吊具を装着するとき，

2）表面筋電図測定および上体傾斜角測定

ベッドの高さ調整から着座までの間，ストラップ取り外

腰部の負担評価の指標として左右の腰部傍脊柱筋（腰

しから吊具取り外しまでの間の計 4 回について点検し

椎 3–4 間）の表面筋電図および上体傾斜角の測定を，先

た．したがって，チェックリストの点検項目数は全部で

行研究

16 となる．各項目に 1 点を与え，16 点満点となる点数

始から終了までのすべての工程を，デジタルビデオカメ

式とし，点数を習得得点と定義した．Table 1 に例を示

ラ（Panasonic VDR-M95-S）に録画した．

17）

と同様の手法と測定機器で実施した．測定開

す．
移乗用リフトの使用経験がありチェックリストを使い
慣れている 1 人の作業療法士が，チェックリストを基に
各介護者のすべてのリフト介助を評価した．そして，移

3．解析対象
腰部傍脊柱筋の基準値は，先行研究

17）

と同様の方法

で算出した．

乗用リフトの使用および動作指導の経験がある 1 人の理

測定後に録画されたビデオ DVD を用いて各作業の開

学療法士が，各介護者のすべてのリフト介助の動作指導

始と終了を同定し，筋電図と上体傾斜角のデータを同期

を行った．各介護者は動作指導を受けながら，各 5 分間

させた．腰部負担評価の代表値として，ノイズの影響を

の休憩を挟み，リフト介助を 4 回繰り返した．

受けにくく，NIOSH（米国国立産業安全保健研究所）

人力介助は，全介助を必要とする患者に多く行われて
いた，2 人介助の前後型

16）

，すなわち被介護者の後方の

の腰部負担評価で採用している限界値

4）

の概念に近い

95 ％ ile 値を採用し，解析対象時間帯の 95 ％ ile 値を算
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出した．筋電図解析には，算出された 95 ％ ile 値を基準

び人力介助の前方介助をそれぞれ対として検討した．し

値で除した標準化値を使用した．また，上体傾斜角につ

たがって，人力介助の標本数は 10 となる．統計解析に

いても，筋電図データと同様に最大傾斜角の指標として

は，SPSS 12.0J for Windows を用い，危険率が 0.05 未

安定している 95 ％ ile 値を採用し，解析対象時間帯の

満の場合に帰無仮説を棄却した．

95 ％ ile 値を算出した．

Ⅲ．結

4．統計解析

果

リフト介助の習得得点の結果（Fig. 1）は，1 試行目

リフト介助における習得度の変化については，反復測

が平均 2.6（SD 1.5）と最も低く，4 試行目が平均 12.1

定による 1 元配置分散分析および 1 試行目を基準とする

（SD 1.2）と最も高く，有意に向上していた．1 試行目

Dunnett の検定を用いて検討した．腰部負担や作業時間

と 4 試行目の 2 群間を比較検討した結果（Fig. 2）
，腰部

の差については，リフト介助の 1 試行目と 4 試行目，お

の筋電位には左右とも有意差は認められなかったが，上

よびリフト介助と人力介助の 2 群比較を，paired t 検定

体傾斜角は 4 試行目が有意に低かった．

を用いて検討した．リフト介助と人力介助の 2 群比較で

次に，移乗方法の違いを，習得度が一番高かった 4 試

は，4 試行目のリフト介助と，人力介助の後方介助およ

行目のリフト介助と人力介助の 2 群間で比較検討した結

Fig. 1. The change in level of acquired skill using the mechanical
lift. The results are given as the mean and standard deviation. Statistical procedure: Repeated measures one-way
ANOVA followed by Dunnett’s pairwise muitiple comparison
test.
Perfect score: 16.

Fig. 2. Change of low back load at different levels of acquired skill using the mechanical lift.
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果（Fig. 3）
，腰部の筋電位は左右とも有意差は認められ

のリフト介助と人力介助の 2 群間を比較検討した結果，

なかったが，リフト介助の上体傾斜角は人力介助よりも

リフト介助全体の作業時間は平均 6 分 33 秒（SD 1 分 52

有意に低かった．

秒）に対し，人力介助の作業時間は平均 37 秒（SD 10

リフト介助の習得度の違いによる作業時間を比較検討

秒）と有意に短かった．

した結果（Table 2）
，リフト介助全体の作業時間は，1

Ⅳ．考

試行目は平均 9 分 6 秒に対し，4 試行目は平均 6 分 33 秒

察

人力介助と比べると，リフト介助は介護者の上体傾斜

と作業時間は有意に短縮していた．リフト介助作業の 8
工程別に要した作業時間を検討したところ，吊具の装着，

角を減少させることが分かった（Fig. 3）
．また，リフト

そしてストラップの取り付けと取り外しで有意に短縮

を使用するだけでなく介護者のリフト介助技術の習得度

し，とりわけ吊具の装着は 1 分以上短縮していた．ベッ

を上げることは，介護者の上体傾斜角を減少させること

ド高の調整やリフトの持ち上げ，移動，降下というベッ

が分かった（Fig. 2）．腰部負担評価に使用される腰部椎

ドやリフトの操作にあたる作業については，作業時間が

間板圧縮力は，バイオメカニカルモデルで推定される 18）．

増加した作業も時間短縮を認めた作業もなかった．

このモデルで圧縮力を求める際に，第 5 腰椎と第 1 仙椎

移乗方法の違いによる作業時間については，4 試行目

の関節面の傾斜角を代入する．体幹の上体傾斜角は第 5

Fig. 3. Low back load in different transfer tasks.
Table 2. The change in operation time at different levels of proficiency using
mechanical lift
Operation time (min:s)
Operation process

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1st trial (n=5)
Average SD

4th trial (n=5)
Average SD

p values

Attaching the lifting sling
Adjusting the bed
Attaching the strap
Lifting (including correction)
Moving
Descending
Detaching the strap
Detaching the lifting sling

3 :36
0 :41
0 :46
1 :35
0 :26
0 :45
0 :23
0 :54

1 :08
0 :05
0 :06
0 :38
0 :14
0 :19
0 :08
0 :16

2 :25
0 :36
0 :25
1 :16
0 :20
0 :27
0 :16
0 :48

1 :00
0 :04
0 :11
0 :27
0 :09
0 :06
0 :07
0 :05

0.003
0.243
0.001
0.120
0.319
0.061
0.002
0.537

Total operation time

9 :06

1 :49

6 :33

1 :52

0.006

Comparing 1st trial (lowest level) with 4th trial (highest level)
Statistical procedure: Paired t test.
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腰椎と第 1 仙椎の関節面の傾斜角を推定していると考え

するリスク意識が低い

られるので，上体傾斜角が有意に減少したことは，腰部

ない理由として，時間がかかる，作業効率が悪くなる，

の椎間板圧縮力を減少させ腰部の負担軽減に寄与したと

使用に手間がかかるので面倒などが挙げられている

考える．したがって，移乗介助ではリフト介助は人力介

移乗介助にリフトを導入すると，人力介助の時より作業

助より介護者の腰部負担軽減対策に有効であり，また，

効率は下がる．しかし，Roland らは，天井走行型リフ

リフトを使用するだけでなく介護者のリフト介助技術の

トを施設内に設置したことで，移動に伴う筋骨格系障害

習得度を上げることが，さらに有効な腰部負担軽減対策

が半数以下に減少したと報告している

になると考えた．

では，徒手的な介護作業は，どのような手法であろうと，

筋電図については，リフト介助の 1 試行目と 4 試行目
の比較でも（Fig. 2）
，人力介助とリフト介助の比較で
（Fig. 3）も，共に有意差が認められなかった．リフト介

．移乗用リフトが普及し
25）

．

26）

．また，欧米

介護者にとって筋骨格系障害のリスクとなるので推奨で
きない

27）

とする報告や，介護者の筋骨格系障害を減ら

すために，介護者は介護機器を使用し，人の手による介
28，29）

，介護現場に介

助の 4 試行目は，1 試行目と比較してリフト介助の習得

護は可能ならなくすよう明言され

度が向上し，作業時間が有意に短縮し，作業速度も上昇

護機器や福祉用具が普及している．本研究で，介護者の

したと考えられる．筋電図において有意差が認められな

リフト介助技術の習得度を上げることは，作業時間の短

19）

が

縮につながることが示唆された．吊具の装着，そしてス

あると考えた．また，腰部の筋電図は，軽い前傾姿勢よ

トラップの取り付けと取り外しの工程では，習得度が上

りも深い前傾姿勢での作業のほうが筋電図電位が低くな

がると作業時間は有意に短縮していた．特に，吊具の装

かった理由のひとつとして，この作業速度の影響

20）

．上体傾

着については，習得度の向上により 1 分以上も短縮した

斜角の結果では，リフト介助では 1 試行目より 4 試行目

（Table 2）．リフトの導入で作業効率が下がるのであれ

が，人力介助とリフト介助の比較ではリフト介助が，有

ば，本研究で示したように，リフト介助の習得度を向上

意な低下を認めており，この flexion relaxation 現象の

させること，特に，吊具の装着技術を指導し向上させる

影響が考えられた．さらに，人力介助とリフト介助の比

ことで，作業時間を効果的に短縮できると考える．

る flexion relaxation という現象が見られる

較では取扱い重量の違いがある．リフト介助では，介護

本研究では，リフト介助時の介護者の前傾姿勢や不良

者は被介護者を持ち上げることはないが，人力 2 人介助

姿勢，そして腰部負担を軽減させることを目的とした

で行った場合に介護者にかかる荷重は，単純計算すれば

チェックリスト（Table 1）を作成した．このような

被介護者役の体重の半分 35 kg となる．しかも，2 人介

チェックリストはこれまでに見あたらない．本チェック

助故に介護者と被介護者の距離が離れ，35 kg を超えて

リストを用いて指導および評価した結果，介護者のリフ

いる可能性も高い．flexion relaxation 現象は，荷物を持

ト介助技術の習得度を向上させることができ，介護者の

たない状態だと体幹前傾角が 60 度以上，荷物を持つと

前傾姿勢の軽減と作業時間を短縮させることができた．

21）

．瀬尾らは，前傾姿勢による

移乗用リフトにも吊具にも様々な種類があり，被介護者

負荷の筋電図による評価は，取扱い重量が軽く前傾も特

の身体状況や作業場所も様々である．したがって，本研

22）

究で用いたチェックリストは，介護現場における移乗用

30 度以上で観察される

に強くない場合に限って有効である，と報告している

．

したがって，筋電図だけからリフト介助と人を抱えてい

リフト介助使用時に万能に適応できるものではないが，

る人力介助の負担は同程度であると解釈することには慎

介護者の腰部負担を軽減させるには有効であり，その普

重な態度が必要と考える．

及は価値があると考える．

作業時間については，本調査のベッドから車椅子への

日本は，現在，高齢社会の真只中であり，その高齢化

移乗においては，リフト介助は人力介助の約 10 倍の時

は人類史上類を見ない速さで進行している．高齢要介護

間が必要であった．吉川らのトイレ移乗介助における調

者の増加に伴い，今後も介護者の役割は重要になってい

査

23）

でも，天井走行型リフト利用により腰部の局所負

担は軽減したが，所用時間が通常の介助の約 4 倍に延長

くと考えられる 30）．日本の介護現場では，介護の基本
は人の手で行うものという考えが浸透している

24）

．海

28，29）

している．また，吉川らは，リフト利用による実作業時

外の介護労働者の健康問題に関するガイドライン

間の延長は，十分な休息が取れないまま介護作業を続け

や筋骨格系障害に関する予防対策や研究 2，4–7，26，27，31）

ることにつながり，介護機器の利用により疲労の蓄積を

が参考になる．移乗介助の危険性を見直し，移乗介助を

増長し，逆に介護者の作業負担が増加する可能性もある，

安全に遂行させるには，介護機器の使用や使用方法に関

と指摘している．慢性疲労の点からは，蓄積疲労を含め

する指導が必要であり，作業時間は人の手で行う移乗介

た評価が今後必要である．

助よりかかるものであるという視点にたって，介護現場

日本は，欧米に比べて移乗用リフトの普及が遅れてお
り，移乗介助によって引き起こされる筋骨格系障害に関

の作業密度を再構築し，介護者の人員配置体制も改める
必要があると考える．

冨岡ほか：移乗介助におけるリフト使用の腰部負担軽減の効果
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Low Back Load Reduction Using Mecanical Lift during Transfer of Patients
—A Validation Study Designed to the Acquired Skill for Caregivers—
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Abstract: In Japanese care-work sites, care-workers
(CWs) have lacked basic health risk awareness for transferring patients. Knowledge of lifting equipment and skills
for transfer of patients have not been disseminated and
many CWs have suffered from work-related musculoskeletal disorders, especially low back pain (LBP). In
order to find better ways of patient transfer which reduce
and prevent LBP, we conducted a study of low back loads
and operation time during the transfer of a simulated
patient, who was totally dependent from bed to wheelchair, using a mechanical lift (Lift) and manual handling
(handling). Moreover we examined the levels of skill
which CWs had acquired in transfer by Lift and the effects
of acquired skill on low back loads and operation time.
We explored low back load using surface electromyography (EMG) of the lumbar paraspinals between L3 and L4
and the trunk inclination angle (TIA) measurement
method. The subjects were 5 caregivers who performed
the task of transferring a simulated patient from lying on
the bed to sitting in a wheelchair using the Lift and by
handling. Handling transfer was assisted by two-persons
at the head and foot. A ‘simulated’ patient (a 70 kg
healthy male; instructed to keep whole body relaxed) was

used in all transfer tasks. When subjects used the Lift, we
made an ergonomics checklist for reduction of low back
load of caregivers. Subjects performed the task 4 times
and were evaluated with the checklist. The level of
acquired skill was significantly improved by the guidance
of the checklist. TIA was observed to be significantly
lower in Lift than in handling, but with EMG no significant differences were seen between Lift and handling.
The effects of acquired skill on low back loads showed
that TIA was statistically reduced at high skill as compared to low skill. However, there were no significant differences between both skills in Lift and handling by EMG.
Operation time of Lift showed significant shortening of
operation time with high skill as compared to low skill.
Operation time of Lift was about 10 times longer than
handling. Thus, we suggest that transfer by Lift is a valid
way of reducing the burden on CWs low back.
Additionally, this study found that for reduction of LBP
risk for CWs, it will be important not only to use the Lift
but also to observe proper procedure and raise CW skill
levels in patient transfer.
(San Ei Shi 2008; 50: 103–110)

