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エリザベート成城

屋上より撮影

『ノーリフトケア』

抱えない介護で利用者様も職員も笑顔に！

エリザベート成城では、利用者様そして職員の身体を守り、
お互いに安全で安心できる介護の実践をテーマに、
「ノーリフト

「ノーリフトケア」
は職員の負担軽減だけではなく、利用者様の身体への負荷を軽減しています。正しい介護機器の使用や

ケア」
に力を入れ取り組んでいます。最初はノーリフトケアの知識や技術、
また介護機器なども十分ではなく、
どのように始

利用者様一人ひとりの状態に合わせた介護は、
とても安全な介護であり、介助中に発生するケガなどの事故の軽減にも繋

めればよいのか、何から準備すればよいのか、
いろいろな課題がある中で、少しずつその歩みを進めてきました。正しい知

がりました。
まさに、利用者様にとって負担が少ない介護こそが、職員にとっても負担の少ない介護でした。

識を学ぶための研修会を多くの職員が参加できるよう複数回開催し、
また研修内容も徐々に深化させながら行いました。
職員間での目的と情報の共有、
そして準備が整えば、いざ実践
です。利用者様一人ひとりに合わせたケアを検討した結果、
リフ
トが必要な方にはリフトを使った移乗介助が始まります。またリ
フトを必要としない利用者様でも、
スライディングシートやスラ

成果

イディングボード、
ターンテーブルなど、利用者様一人ひとりに
とって、必要な介助方法や介護機器を利用します。詳細なアセス
メントと支援内容の検討は、個別ケアの充実へと繋がりました。

研修の後は、他の職員にも研修内容を伝達し、なぜ
ノーリフトケアに取り組むのか、職員間で目的を共有

介護による利用者様への負担は軽減され、不要なケガ

しました。すでに施設にあるリフトなどの機器を整理

なども減少しました。中にはオムツからトイレでの排せ

し、足りない物を準備、
また機器だけを揃えるだけで

つに繋がった方、職員一人で移乗介助が困難だった方

なく、介助を必要とされる利用者様毎にどのような介
助方法を用いることが効果的なのか、
その際どのよう
な機器や道具を活用するのかアセスメントし、準備を

めたノーリフトケアでしたが、
その効果は思いのほか大

などの介護機器について、知ってはいたものの、

きいものでした。これからも更なる進化をめざし、充実

数多くある移乗用の介護機器の存在またその機

したノーリフトケアからより豊かな暮らしへの支援に繋

能や想定されるシチュエーションなど、知らないこ

がることを信じています。

とも多く、基本的な知識と実際に機器を取り扱う
技術を身に着ける勉強会を始めました。リフトだ

的や成果についても学びました。

職員に係る負担も軽減され、腰痛の改善や悪化予防に
ことができています。最初から希望をもって取り組み始

はじめに、床走行式リフトやスライディングシート

の介護機器についても学び、
ノーリフトケアの目

の暮らしがより豊かになってきたことを実感します。
も効果が出てきており、妊娠中の職員も安心して働く

進めました。

けでなく、スライディングシートやボード、その他

実践

も、一人介助での移乗が可能となった事例もあり、日々

準備

No Lifting Care
『デジタル環境整備の促進』

「働きやすい職場づくり」
をテーマとした、ICT機器の導入による職場改善にも取り組み始めました。ICT機器の導入と
それらの機器を円滑に利用するための通信環境の改善を行い、職員の
「ムリ・ムダ・ムラ」
を無くし、効率的な業務の遂
行と事務作業などに割いていた時間を利用者様のための時間とし、更なるサービスの充実をめざします。

学び
2

ICT機器では、膀胱の状態をデータ化し、根拠に基づき正確な排せつパターンを分析する排泄支援機器、各部署・職
種・職員間でロスのない連絡を行う通信機器の導入。以前から数台整備していた見守り支援機器も特養全床に整備
し、夜間の体調管理や意識レベルの確認、睡眠状態の分析などの見守り体制を強化します。
3
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特別養護老人ホーム エリザベート成城

都市型軽費老人ホーム 緑風
新型コロナウイルスの流行により、外出や他者との交流に制限がある中での生活が2年を超えました。施設内

エリザベート成城理念

私たちは 入居者の皆さまの これまでの
「暮らし」
を継続し
心と心を大切に 笑顔で豊かな生活を支援します。

生活の充実、心身機能の低下の予防をテーマとした、都市型軽費老人ホーム緑風での暮らしでした。
施設の外に出られないからこそ、施設の中で季節の移り変わりが感じられるように、
クラブ活動やレクリエー
ション、施設内の環境づくりに努めました。その時その時を大切にした暮らしを念頭に、利用者様にとって豊か
な暮らしに繋がる支援に努めています。

この施設理念の下、私たちはユニットケアの充実、
ノーリフトケアへの取り組みに挑戦しています。そんな中でも、
一日一日を大切に過ごすこと、
自分らしく暮らせることを何よりも尊び、利用者様の支援に努めています。今まで
大切にしてきた利用者様にとっての一日が、
コロナ禍だからこそ、
より一層高い意識を持つことに繋がり、
日常生
活の支援や季節の行事、
ミニデイやお料理教室などのクラブ活動をより充実したものへと進化していきました。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

オンライン面会、
そして対面面会へ
予防接種そして外への渇望

昨年度から感染症対策として施設内への出入りができな
くなり、
オンライン面会が始まっていました。パソコンやタ
ブレットなどの画面を通しての面会により、ご家族との繋

都市型軽費老人ホーム緑風でも、利用者様全員が

がりを保ってはいたものの、利用者様もご家族も、どこか

5月に1回目、6月には2回目、
そして令和4年1月に

もどかしい状況でもありました。10月に緊急事態宣言が

3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を無事に

あけ、場所や時間などに制限はありますが、対面面会も始

終えることができました。ワクチンを接種したからと

まりました。みんなが待ちわびた瞬間でもあり、利用者様

いって、自由に外出や外食ができるわけではなく、

そしてご家族の笑顔といつもより元気な姿を見ることがで

不要不急な外出を控える生活が続きました。

き、職員の表情と職場の雰囲気も明るくなりました。
コロナ禍だからこそ、取り組み始めたものも、施設の中に
は多くあります。オンライン面会やWeb会議・研修などが
代表的なものです。
そんな中で、
リモートによる担当者会議を試み、
オンライン
上で利用者様やご家族・関係者と書類の確認や意見交換
を行いました。なかなか上手く進められないこともありまし
たが、
コロナ禍だからこそチャレンジできたことでもあり、
遠距離にいらっしゃるご家族との関係づくりなど、可能性
が広がった瞬間でもありました。

4

利用者様全員が外に出たい気持ちを強く持っていま
す。茶話会を屋上で開催したり、施設周辺の散歩の
機会や玄関のお花のお世話をしていただくなど、施
設の中であっても施設の外に出られる機会を設けま
した。特に屋上に行く機会は、今までの生活でもほと
んどなく、屋上から眺められる富士山を見て、皆さま
大変喜ばれていました。

5
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施設のご案内
特別養護老人ホーム エリザベート成城

都市型軽費老人ホーム 緑 風

事業種別

特別養護老人ホーム（ユニット型）

事業種別

都市型軽費老人ホーム

定

員

100名（10ユニット） 全室個室

定

員

10名

概

要

在宅での介護が困難な要介護高齢者に対して介護・入浴・排せつ・食事などの日常生活のお世話と機能訓練や健康管
理などの療養上のお世話をします。できるだけ自立した生活が送れるようサポートします。

概

要

世田谷区に在住する方を対象とした小規模な軽費老人ホームです。家庭環境、住宅事情などの理由により、在宅での
生活が困難な方に、低額な料金で食事や日常生活上必要なサービスを提供する事業所です。

利用要件と
サービス内容

利用までの流れ

原則として65歳以上で、身体上、精神上著しい障害があるために常時介護が必要な方のうち、病状が安定している方
で、在宅介護が困難な要介護者（要介護3〜5）が利用できます。食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援と機能訓
練やレクリエーションなどのサービスが受けられます。

利用希望

区保健福祉課
または
あんしんすこやかセンター
に相談

区へ
利用申込書
提出

ポイントの
高い順に
連絡

利用
決定

事業種別

ショートステイ（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）

定

員

20名（2ユニット） 全室個室

概

要

利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることを目的に、自宅にこもりきりの利用者様の孤立感の解消
や心身機能の維持回復だけでなく、ご家族の介護の負担軽減などを目的としています。

利用要件と
サービス内容

利用までの流れ

利用までの流れ

原則として60歳以上で世田谷区に住民票があり、身体機能の低下などにより自立した生活を営むのに不安があり、
家族による援助を受けるのが難しい方が対象となります。
＊所得に応じて利用料（負担金）が変わります。

利用希望

お近くの総合支所へ申込

施設に
空きが出れば
順番に連絡

利用前
面接し
日程を調整

利用
決定

原則として65歳以上で、身体上、精神上の障害があるために支援や介護の必要な方で、在宅で生活されている要支
援者（要支援1・2・要介護1〜5）が利用できます。一時的に施設入所サービスを利用することにより、介護を行うご
家族の介護軽減を図り、また、利用者様は食事、入浴などの日常生活の支援・介護と機能訓練やレクリエーションな
どを受けられます。

利用希望

担当居宅
ケアマネジャーに相談

ケアマネジャーから
施設へ利用申込

日程調整

第 三者 評 価とは、第 三者 の目から見 た 評 価 結 果 を 幅 広く利 用 者 様 や事 業 者に公 表 することにより、利 用 者 様に対 する情 報 提 供 を行
うとともに、サービスの 質の向上に向けた事 業 者の取り組みを促すことで、利 用者 様 本位の 福祉の 実現をめざ すものです。

エリザベート成城の
詳しい評価結果は
こちらから検索できます→
とうきょう福祉ナビゲーション
東京福祉サービス第三者評価のページ


ご利用のご相談は
随時受付をしております。
お気軽にお問合せください。

居室

食堂

浴室

エントランス

屋上

都 市型軽 費 老人ホーム 緑 風

利用
決定

エリザベート成城は、東京都福祉サービス第三者評価を受審しています！

6

利用要件

全室個室

バーチャル施設見学ができます。好きな場所のQRコードを読み取っていただくと
施設内を360°
見ることができ、
自由に移動もできますので、是非活用ください。

施 設内の見学や利用相談については、まずお電話ください。
新 型コロナウイルスの感 染 状 況により、見学を中止している場合があります。

施設の概要やサービス内容等の詳しい内容は、ホームページからも確認いただけます→
7

施設のご案内
特別養護老人ホーム エリザベート成城

都市型軽費老人ホーム 緑 風

事業種別
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事業種別
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定

員
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定

員
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概
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概
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利用要件と
サービス内容
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または
あんしんすこやかセンター
に相談

区へ
利用申込書
提出

ポイントの
高い順に
連絡

利用
決定

事業種別

ショートステイ（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）

定

員

20名（2ユニット） 全室個室
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＊所得に応じて利用料（負担金）が変わります。
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施設に
空きが出れば
順番に連絡

利用前
面接し
日程を調整

利用
決定

原則として65歳以上で、身体上、精神上の障害があるために支援や介護の必要な方で、在宅で生活されている要支
援者（要支援1・2・要介護1〜5）が利用できます。一時的に施設入所サービスを利用することにより、介護を行うご
家族の介護軽減を図り、また、利用者様は食事、入浴などの日常生活の支援・介護と機能訓練やレクリエーションな
どを受けられます。

利用希望

担当居宅
ケアマネジャーに相談

ケアマネジャーから
施設へ利用申込

日程調整

第 三者 評 価とは、第 三者 の目から見 た 評 価 結 果 を 幅 広く利 用 者 様 や事 業 者に公 表 することにより、利 用 者 様に対 する情 報 提 供 を行
うとともに、サービスの 質の向上に向けた事 業 者の取り組みを促すことで、利 用者 様 本位の 福祉の 実現をめざ すものです。

エリザベート成城の
詳しい評価結果は
こちらから検索できます→
とうきょう福祉ナビゲーション
東京福祉サービス第三者評価のページ


ご利用のご相談は
随時受付をしております。
お気軽にお問合せください。

居室

食堂

浴室

エントランス

屋上

都 市型軽 費 老人ホーム 緑 風

利用
決定

エリザベート成城は、東京都福祉サービス第三者評価を受審しています！
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世の中になくてはならない仕事です。
私たちと一緒に働きませんか？

詳しい情報は、
◀QR コードからアクセス

健祥会グループ

世田谷区

東京ステージ

2022

エリザベート成城・緑風

変わりゆく時代
変わらない心

※不許複製

エリザベート成城 HP でも確認できます。

※紙面の写真・文章等に関してはご本人の同意を得て掲載しています︒

「笑顔」と「ありがとう」を喜びに

発行編集／東京ステージ

｜募｜集｜中｜

2022年号

エッセンシャルワーカー

採用サイトはコチラ▶

エリザベート成城・緑風
どんな場所で働くの？
どんな仕事をするの？
給料はどれくらい？

採用担当者が
ご説明いたします！

●成城郵便局

「ゴルフ練習場前」
バス停

成城ゴルフクラブ●

まずはweb申込みまたはお電話を！

☎03-3789-8100

特別養護老人ホーム エリザベート成城
〒157-0066 世田谷区成城八丁目27番 24号

桜並木

成城通り

■お問い合わせ

成城学園●
高等学校

●三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行●
至町田

小田急小田原線

「成城学園前駅西口」
バス停

成城学園前駅

至新宿

三井住友銀行●

エリザベート成城

屋上より撮影

