
要旨
　抱え上げない介護の普及には、効率を重視する考え方や、
機器の使用方法がわからない、上手くできないなどに起因す
る困難さがあった。そこで新たな形状やガイド表示、使い方
動画などを備えたスライディングボードを製作した。側方移
乗の自立と介助負担軽減の価値に加え、高齢者施設などにお
ける介助者の指導および習得に対する安心感や安全性という
価値を各種連携によって徹底追求したものである。

Summary
　The spread of no-lifting care had difficulties due to efficiency-
oriented thinking, unknown usage, and inability to do well. 
Therefore, we created new board shapes, guide displays, and usage 
videos. In addition to the value of lateral transfer independence and 
reduction of the burden of assistance, we thoroughly pursued the 
social value of safety and sense of security for teaching and learning 
caregivers.

スライディングボード「つばさ」：
移乗用ボードの設計と連携

Sliding Board “TSUBASA”: 
Collaboration and Design of the Sliding Board

Katamoto Ryuji ：Spinal Injuries Center
Ehara Yoshito ：Spinal Injuries Center
Komiya Masami ：Spinal Injuries Center
Iwahashi Kenji ：Spinal Injuries Center
Ariji Yuto ：Spinal Injuries Center

■ 片本隆二　総合せき損センター医用工学研究室
□ 江原喜人　総合せき損センター医用工学研究室
□ 小宮雅美　総合せき損センター中央リハビリテーション部
□ 岩橋謙次　総合せき損センター中央リハビリテーション部
□ 有地祐人　総合せき損センター中央リハビリテーション部

図１　スライディングボード「つばさ」Mサイズ・Lサイズ
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１．基本情報
　図１のスライディングボード「つばさ」は、独立行政法人
労働者健康安全機構 総合せき損センターで開発された車椅
子とベッド間の移乗用ボードである（一般名称はスライディ
ングボード）。Lサイズは幅720mm奥行き310mm厚み８mm
の重量1.0kg、Mサイズは幅600mm奥行き300mm厚み６mm
の重量0.7kg、材質はポリエチレン製である。
　移乗を補助する機器の検討を2015年から開始し、臨床現場
のフィードバックを得ながら改良を繰り返した［注１～３］。
意匠登録（意匠登録番号 1634140号 1634141号 1634142号）
と特許出願（特許出願番号 2018-159179号）を行った。
　2020年５月から「つばさ」を株式会社E&Iが発売元とな
り提供を開始し、2021年１月に株式会社E&Iから株式会社
ジェらートアイらンドへ事業継承を行った。現在、Lサイズ
は参考本体価格25,000円（税別）、Mサイズは参考本体価格
20,000円（税別）で専用ホームページ（https://www.tsubasa-
bd.com/）などから購入可能である。介護保険の福祉用具貸
与品の特殊寝台付属品として、TAISコードを取得済みであ
る（TBSM2：01975-000001 TBSL2：01975-000002）。

２．デザインの背景
　移乗とは車椅子からベッドなどへ乗り移ることである。ス
ライディングボードは車椅子とベッド間を橋渡しすること
で、抱え上げずに側方への移乗を介助することや、下肢に麻
痺のある方が安全に乗り移ることを目的として用いる。
　2020年の高齢者の総人口に占める割合を比較すると、日本
は世界で最も高い割合（28.7％）である［注４］。著者の属
する総合せき損センターでは介助者を含めた高齢化に伴い、
移乗に関する相談支援は増加している。患者やその家族、医
療従事者にとって理解しやすく、安全で双方の身体に負担の
ない配慮が望まれる。
　2021年５月の要介護認定者総数は684.9万人、うち要介護
２以上の方は351.4万人である［注５］。スライディングボー
ドは、要介護２以上を対象に介護保険が適応される貸与福祉
用具のひとつであり、その使用や普及が後押しされている。
しかし、抱え上げ介助の方が早いなど効率を重視する考え方
や、ボードの使用方法がわからない、抜き差しが上手くでき
ず不安定などの理由で、スライディングボードの普及が進ま
ない現状があり、課題である。2020年の日本の業務上疾病
で休業４日以上の腰痛の発生数は5,582件、全11業種のうち
保健衛生業は1,944件（34.8%）で最も多く、続いて商業・金
融・広告業1,130件、製造業761件、運輸交通業686件である
［注６］。

３．院内連携の実際
　臨床現場で課題を解決しようとする開発者にとって、「臨
床現場はアイデアを試すための実験室ではない」という厳し
い現実がある。この状況をどうにかして欲しいと患者が病院

を受診することと同様に、開発者に対してこの状況を解決し
て欲しいと望まれなければ、開発者は現場へ介入できない
か、介入しにくい。
　たとえ開発が望まれたとしても、すぐに解決できなけれ
ば、できないほど臨床現場の期待は失われ開発者は現場との
距離感ができてしまう。すぐには解決できず開発者に委ねら
れた結果、開発者の学びと生産性は著しく低下する。
　残された道は、すぐに解決することである。著者は徹底し
た改良のプロセスを院内における重要な役割と捉え、素早く
具現化してきた。その結果、院内では工学的支援として有効
活用されている。しかしそれだけでは雑務の代行にとどまる
傾向を自覚している。購入する手続きが面倒なので作らせた
ほうが早いと、現場の本心を後から知ってしまうこともあっ
た。
　プロダクトデザインをバックグラウンドとする研究開発者と
して臨床現場に属する著者は、そのような工学的支援をしな
がら、すぐには解決できないアイデア、あるいはアイデアが
無い状態を否定する視線から守り、定期的に現場を捉えるこ
とのできる砦となるような院内連携を求め続けてきた［注７］。
　総じて一個人としての強みや弱みの理解がされ、連携を通
じて強みが活性化されていく営みが重要であると省察する。
以降では、スライディングボード「つばさ」（以下「つばさ」）
を事例として設計と連携のありのままを示す。

４．デザイン展開
　移乗を補助する機器を検討するには、利用者を学ぶことが
最重要と考え、使い手の生活の理解と信頼関係に強みを持つ
療法士や住宅改修専門家と2015年から院内連携して取り組ん
だ。
　個別の移乗支援を試行錯誤する中で、2017年５月に考案し
た「面ファスナーによりボードを車椅子に付着させることで
差し込みを不要にするアイデア」が本研究の起点となった
（図２）。差し込み不要でクッションの捲れを防止するアイデ
アを経由するなど、臨床現場のフィードバックを得ながら、
素早く自作と失敗を反復し、地道に可能性を追求した。
　デザイン解となるT字型の形状に絞り込んだ段階で、使用
環境の面からボード形状を解明すべく、ボード利用者に共通
する車椅子を選定し、ボードと同一平面上に配置される車椅
子の断面座標を調査した（図３）。調査結果から、車椅子の
後輪タイヤや膝窩などの干渉を避ける最適な形状を求めた。
　フィールド調査に加えて、差し込みやすさや持ちやすさな
ど触覚的な使いやすさを追求した滑らかな形状、ガイド表示
による視覚的なわかりやすさ、製造方法の検討を繰り返し
た。

５．スライディングボード「つばさ」について
　「つばさ」は、車椅子のタイヤと膝窩を避ける独自の形状
により差し込みやすく使いやすい（図４）。
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　角は滑らかで、取手の穴が座骨の動線上にないため安心で
ある。従来のスライディングボード等は長方形であり、幅は
広すぎることがあるため、膝窩に当たらないように臀部を大
きく前に出す必要があった。また、ボードがタイヤに干渉し
て傾き、不安定で介助しにくい場合があった。図４の点線は
差し込み部の幅が30cmある場合のイメージである。
　ボードの配置を自然に確認できるガイドシールに加えて、
ボード背面のQRコードから使い方動画の確認もでき、移乗
技術を習得しやすい（図５）。スライディングボードは普及
が後押しされている一方で普及が進んでいない現状におい
て、「つばさ」は新たなボードの形状による、差し込みの簡
便化と習得しやすさを特徴としている。この特徴によって介
助者の身体的負担を軽減するだけではなく、心理的なゆとり
を生み出し、介助される側にとっては、熟練した介助者だけ
ではなく誰からも思いやりのある丁寧なケアを感じることが
できるという新たな価値を提案している。
　加えて自身で抜き差しできることは自立へのアドバンテー
ジとなる。従来の長方形では指をかけやすい短辺までの距離
は遠い。遠ければ差し込む側に重心が傾き、臀部を浮かせら
れない。「つばさ」では抜き差しする際に車椅子上からボー
ドに手が届く形状で指をかけて扱いやすい（図６）。差し込
む側の臀部を浮かせて、差し込みやすい。扱いやすさは介助
利用にも共通する利点である。現在、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のために、人と人との接触の機会を減少
させることが求められている。移乗動作が介助から自立へと
改善されれば、自立利用者と介助者の双方にとっての接触感
染のリスクの減少や、医療従事者の負担軽減へと繋がる。

図２　車椅子フレーム付着案とクッションの捲れ防止対策

図３　T字型の形状と車椅子の断面座標から最適化

図４　車椅子のタイヤと膝窩を避ける形状

図５　ガイドシールと使い方動画で習得しやすい

図６　車椅子上から指をかけて扱いやすい形状

20 ANNUAL DESIGN REVIEW OF JSSD   No.27   2021　デザイン学研究作品集20



　長方形との違いは安定性にもある。「つばさ」は裏面の滑
り止め加工と３点支持（車椅子側１点とベッド側２点）によ
り安定する（図７）。
　「つばさ」のLサイズの厚みは耐荷重を考慮し８mmとし
た。従来品よりも３mm厚い。そこで差し込み易くするため
に角を傾斜することで角の厚みを軽減しつつ、中央の厚みを
維持した。差し込みの先端部を丸みのある滑らかな断面形状
とすることで、スムーズな差し込みを３次元的に実現した。

６．使い方の動画について
　正しい使い方の推進の面からも利用者にアプローチするた
めに、使い方の動画を制作した。ボード背面のQRコードか
ら使い方の動画へと簡単にアスセスでき、初心者にとって安
心という価値を付加した。動画は展示会の出品時における指
摘を参考に、2018年から作り直しを繰り返した。プロトタイ
プの貸し出しをきっかけに、2020年には動画撮影に高齢者施
設のノーリフティングケア専門家の協力を得た。
　動画の制作を通じて、脊髄損傷と高齢者など想定する対象
者の異なる療法士の相互理解の促進を目指して意見交換や体
験会を設けた。脊髄損傷者など、端座位を保持できない介助
の場合に選択されることの多い膝固定法は立位での使用方法
のため、「抱え上げている」と誤解を生じやすくデリケート
な部分があったためである。図８に介助方法の比較をまとめ

る。その意見交換などから使い方のマニュアルを制作し、動
画撮影のシナリオとして活用した。動画やマニュアルの完成
を目標として改善や聞き取りを実施し、対象の異なる臨床現
場の考え方をより深く知ることを通じて、以下の「介助方法
の選択方針」を定めることができた。
　当院で選択されている膝固定法には、高齢者のためだけの
スライディングボードではなく、より重度な条件の厳しい対
象者に使いたいという療法士の切実な思いがあった。脊髄損
傷者の男女比は約８対２の割合［注８］であり、介助者は母
や妻など女性になることが多い。膝固定法はテコの原理を利
用するため、介助者の筋力や体格差を補完する汎用性の高い
方法である。ただし膝固定法は、リフトの利用、ボードを用
いた二人介助が困難な場合に限ることを誤解のないように強
調しておきたい。双方が安全に、継続できる選択や使い分け
が大切である。
　基本方針として腰痛予防のための目安としては、不良姿勢
にならない介助方法を選択すべきである。その点で膝立ち法
は片膝立ちで姿勢を伸ばして実施できる。高齢者の介助の場
合は、膝立ち法を試されたい。

７．デザインの成果
　こうして新たなスライディングボードの技術的思想は2018
年１月末に概ね完成し、2020年５月にLサイズとMサイズ
の２種類の製品版を発表した。彫り込みによるガイドの耐久
性向上などのバージョンアップも行った。Lサイズは８mm
厚で広く安定感がある。Mサイズは６mm厚で軽くコンパク
トである。以下では、デザインの成果に対する様々な声とそ
の解釈について示す。
７－１．購入者の評価
　「つばさ」を院内で練習し、退院時に購入した脊髄損傷者
にインタビューを実施した（図９）。回答者は共通してLサ
イズを自立利用していた。最小介助での自立利用を練習して
いる方は、Lサイズを選ぶ傾向が見られる。
　発売元には購入や試用した医療現場からの声が届いてお
り、適切なサイズや、差し込みの簡単さ、安定とズレにくさ
など、使いやすく安心して使えるという評価である。加えて
進行性筋ジストロフィー症の当事者１名より、自立移乗を可
能にするボードに出会えた感謝のコメントと、脊髄損傷のみ
ならず移乗に困難を抱えている様々な疾患の方が使えるボー
ドと思われるという評価を得た。介助利用で試用申込の場合
の８～９割が購入に結びついており、認知度を高めたい。
　なお１年間の販売結果より、LサイズとMサイズの出荷台
数に偏りはない。開発当初はMサイズをポータブルで持ち
運びしやすい自立用と考えていたが、移乗介助や自立移乗の
習熟度が高ければ小型軽量化のためMサイズを、習熟度が
低い場合は安定感を求めLサイズを選択する評価構造が推察
される。 

図７　裏面の滑り止めと３点支持

図８　介助方法の比較
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７－２．介護ロボット等モニター調査事業
　公益財団法人テクノエイド協会の2020（令和２）年度 福
祉用具・介護ロボット実用化支援事業「介護ロボット等モニ
ター調査事業」に「つばさ」が採択され、開発者として高齢
者施設を対象とした調査に協力した。高齢者施設において
「つばさ」が安全に簡便に使えるかを調査した。対象の利用
者は（認知症等により）自ら不安感等の感情を訴える事が出
来ない方であったが、「つばさ」を使用してからは移乗動作
時の筋緊張（特に両脇）が緩和されている様子が伺えたとい
う結果を得た［注９］。
　モニター調査協力施設による「つばさ」の評価は、統一し
たケアを可能にするという以下の内容であった。
　当施設では、職員の介護負担軽減と腰痛改善の為に３か月
毎に介護職員を対象として「腰痛に関するアンケート」を実
施しており、「移乗介助時」に特に負担を感じているという
結果が出ていた。
　今回、モニター調査に参加し、スライディングボード「つ
ばさ」は、差し込みやすく抜き易いことを実感できる形状で
あり、その形状から自操式車椅子のタイヤに接触せずに介助

ができるという、導入面への利点が大きいと感じられた。ま
た、ボードの目印に沿って設置することで、自然と移乗しや
すい角度に設置できるという工夫は、小さなことかもしれな
いが、技術伝達のし易さには大きなポイントであったと思わ
れる。
　以上のことから、スライディングボード「つばさ」は、統
一したケアを可能にし、職員・入居者様共に快適な移乗動作
を行うための一翼を担う可能性を感じられた。

８．今後の展開
　長方形型とは異なるスライディングボード「つばさ」は、短
辺の幅が16cmから17cmであり、臀部の下に差し込みやすい。
その幅に対して、高齢者は骨盤の後傾が考えられ、骨盤が後
傾している場合は自走式車椅子の後輪タイヤとの接触リスクは
高まるため、高齢者への対応として求められるボードの幅の検
討が必要という指摘がある。一方でノーリフティングケアを推
進するグループは、適切な使い方によって移乗介助をした場
合、タイヤ付近で対象者は前傾姿勢であるという（後傾姿勢
に限定される場合はリフトの利用や二人介助を実施）。

図９　購入した脊髄損傷者の評価
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　そこで今後の展開としてまずは、ノーリフティングケアを
実施している高齢者施設のモニター調査を通じて学びを得る
ことを最優先と考える。幅違いのスライディングボード３種
（17cm幅・19cm幅・21cm幅）などに対し、モニター評価を
実施する。
８－１．予備実験
　自走式車椅子の後輪タイヤと臀部の干渉は空間の制約上、
ベッドから車椅子への移乗時に発生しやすい。院内の療法士
３名を対象に、ベッドから車椅子への膝立ち法による移乗介
助を条件として予備実験を行った結果、共通してボードの配
置は、タイヤに近いか接する位置の傾向が見られた。
　ボードの使い方をわかりやすくするためには、ボードの配
置を決めておくことが望ましい。加えて、ベッドから車椅子
への移乗時に干渉は発生しやすいため、図10のタイヤから離
れた配置をクッションに示すアイデアは最適と考えた。

　図10の配置について療法士に意見を求めた結果、よりボー
ドをタイヤに近づけて配置したいという。車椅子の前方向の
隙間は広く、車椅子の横方向の隙間は狭いため、横方向の隙
間を通過した方が安定するためである。加えて他のボードに
よる体験談として、臀部をタイヤなど干渉物からカバーする
ための折り曲げのあるボードに関して、誘導時に曲げの部分
に臀部が干渉し位置がずれることがあったため不必要という
内容が得られた。一方でタイヤをカバーするという利点はあ
り、T字型上部の折り曲げはすでに意匠登録した内容でもあ
るため、今後の検討課題とする。
　評価グリッド法［注10］を用いて短辺の幅違いのボードの
比較による定性評価を行った。その結果、ボードの幅よりも
軽さが総合評価に影響する傾向が伺えた。

９．おわりに
　スライディングボード「つばさ」は、独自の車椅子のタイ
ヤと膝窩を避けるT字型の形状、使い方のためのガイドシー
ルや動画により、抱え上げない介護や自立移乗の導入時期に
魅力ある製品である。このような使いやすく導入しやすい支
援機器は、思いやりのあるケアの拡充や生活の質の向上への
きっかけとなる可能性や社会的価値を秘めている。
　著者や著者の属する工学的支援を行う部門による、臨床現
場、現物、現実に基づく徹底した改良のプロセスは臨床現場
における重要なリソースである。専門性や個人に強みと弱み

があることと同様に、組織にも強みと弱みがある。自社製品
として製造販売できる体制は当院に無いため企業パートナー
が必要であり、高齢者施設を対象とするにはノーリフティン
グケアの専門家の協力が必要であった。被介助者や介助者
に、本当に必要とされるモノを提案するためには、それぞれ
の個性や強みが発揮され、尊重されることが重要である。
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図10　ボードの配置を示したクッション
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