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マンツ－マン入浴の実施について

安全でゆとりある入浴を目指して

特別養護老人ホーム　天間荘

　　　介護士　高橋利典　下村裕子
２０１０年　７月２０日
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＜マンツーマン入浴導入前の問題点＞

＊平成２０年度事故報告統計

場所別事故件数

２５５合　　　計

３２その他９

２訪問先８

４送迎７

５パブリック６

１４トイレ５

１５浴室・脱衣所４

４２廊下・居室前３

５４食堂２

８７居室１

件　数場　所

　転倒　　　　3件
　転落　　　　2件
　ずり落ち　　1件
　その他　　　9件

－１－

入浴中の事故多発！

・流れ作業的な入浴（数人の職員が誘導、着脱、洗身を担当し同時に多数の利用者

　　　　　　　　　　　　　　　　　を入浴）

・介護者側の判断で入浴方法を決定（介助しやすい浴槽で入浴方法を決定し実施）

安全でゆったり、楽しく入
浴してもらうには？

＜マンツーマン入浴導入前の問題点＞

これまでの入浴を検証してみると・・・

－２－

入浴方法の見直し
入浴環境の改善

利用者ニーズの把握

・プライバシーや安全面への配慮に問題

・ご利用者の入浴に対する不安や不満、自己選択の機会の喪失

＜取り組んだ課題＞

「安全・ゆったり・楽しいと思っていただける入浴にしよう！」
を目標に…　　

　　　　　　マンツーマン入浴の導入に取り組む

　　① 職員の入浴に対する意識改革

　　② 入浴方法及びハード面の改善

　　③ 入浴誘導の見直し及び業務の見直し

　　④ 職員へ入浴介護技術の指導

　　⑤ マンツーマン入浴の実践

－３－

① 意識改革

これまでの入浴方法では問題があることを職員が認識し、解決方法とし
てマンツーマン入浴の必要性を検討

－４－

＜具体的な取り組み＞

・入浴等に対する職員アンケート

・入浴についてのアセスメント ＝利用者はどんな入浴方法を望んでいるのかを理解

・入浴の疑似体験 ＝利用者の視点（介助される立場）で自分たちの入浴ケアを振り返る

＝マンツーマン入浴に対する職員の不安と現状の

　　問題点を把握
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② 入浴方法及びハード面の改善

・入浴手順書の見直しと作成

－５－

＜具体的な取り組み＞

（  一般浴  ）に関する手順書 

現在の手順書 発生した事故・想定されるリスク 見直しのポイント 
（課題分析・再発防止策） 

見直し後の手順 

1入浴前の健康チェック 

①前日から当日にかけての状態の把握 

 

 

②検温、血圧測定   

 

2浴室準備 

①浴室、脱衣所の室温を22℃～25℃にす

る。 

 

 

 

②浴槽に40℃前後のお湯を入れる。 

 

 

 

③滑り止めマット、シャンプー、石鹸等

をセッティングする。 

 

 

 

3利用者を脱衣所へ誘導。 

①衣類から着替えを選んでもらう 

 

1 

①②発熱されている入居者を入浴させ

て、更に状態の悪化を招く恐れがあ

る。 

①②高血圧の入居者を入浴させて、更に

血圧が高くなる恐れがある 

2 

①特に冬場、入居者より脱衣所が寒いと

のクレームがでたことがある。 

①寒い脱衣所や浴室では風邪をひいた

り、心臓麻痺等を起こし健康状態を損

なう恐れがある。 

②お湯が熱すぎれば火傷をおこすこと

もある。 

②お湯がぬるければ、風邪をひいたり、

湯冷めすることもある 

③滑り止めマットをセットし忘れ、入居

者が転倒し、骨折の危険がある。 

③シャンプーや石鹸が手元になく、取り

に行っている間に入居者が転倒し、骨

折する恐れがある 

3 

①衣類の忘れ物があり、取りに行ってい

る間に入居者が転倒してしまう危険

1入浴前の健康チェック 

① 前日から当日にかけての状態を記録

より把握する 

 

② 検温、血圧測定の結果を入浴係が把

握する 

 

2浴室準備   

①浴室、脱衣所の室温を25℃前後にする 

①室温計で温度の確認をする 

 

 

②浴槽に40℃前後のお湯を入れる。水温

度計での確認をする 

 

 

③入居者が脱衣所の入る前に準備 

（シャンプー、石鹸、タオル、シャワー

チェアー）が整っているかの確認をし

てから、誘導する 

 

3利用者を脱衣所へ誘導 

①必要な衣類やタオル類が揃っている

かの確認をする。 

1入浴前の健康チェック 

①前日から当日にかけての状態を記録

より把握する 

 

②必要があれば、検温、血圧測定   

・入浴できるかどうかを入浴係りが、看

護科に確認する 

2浴室準備 

① 浴室、脱衣所の室温を25℃にし、室

温計で確認する。 

 

 

②浴槽に40℃前後のお湯を入れる。温度

は水温計で確認する 

 

 

③滑り止めマットを出入り口に敷き、 

シャンプー、石鹸、タオルを洗い場に

準備する。 

・ 後にセッティングの忘れがないか確

認する 

3利用者を脱衣所へ誘導。 

①衣類から着替えを選んでもらう 

・衣類やタオル類に忘れがないか確認す

手順 想定されるリスク 
1 入浴前の健康チェック 
① 前日から当日にかけての状態の把握 
② 検温、血圧測定 
2 浴室の準備 
① 入浴の１５分前に浴槽に４０度前後のお湯を入れる。 
② 浴室、脱衣所の室温を２２度～２６度にする。 
③ 滑り止めマット、石鹸、シャンプ－をセッティングする。 
 
3 利用者を脱衣所へ誘導 
① 入浴の中止者を日誌番に確認し中止者がいる時には次の日に

変更かけ調節する。 
② １人ずつ誘導し先に衣類を本人に選んでもらう。大変な方は一

緒に聞きながら行なう。（その時歩きが悪い時などは無理せず

先に衣類を準備） 
③ 誘導時本人に排泄の意思を確認し誘導する。 
 
4 脱衣所で衣類を脱ぐ 
① カーテンを引く 
② 自分で出来るとこるは自分で行なってもらう。 
③ 介助する場合は先に服を脱ぐことを了解してもらい脱衣の介

助にはいる。 
④ 硬縮や麻痺がある場合、関節可動域に気をつける。 
 
 
 
 

1 入浴前の健康チェック 
①② 発熱されているに入居者を入浴させて、更に状態の悪化を招く恐れがある。 
   高血圧の入居者を入浴させて、更に血圧が高くなる恐れがある。 
2 浴室の準備  
① 特に冬場、入居者より脱衣所が寒いとのクレ－ムがでたことがある。 
① 寒い脱衣所や浴室では風邪をひいたり心臓麻痺等を起こし健康状態を損なう恐れがある。 
② お湯が熱すぎ火傷を起こすことがある。 
② お湯がぬるければ、風邪をひいたり湯冷めすることもある。 
③ 滑り止めマットをセットし忘れ、入居者が転倒し、骨折の恐れがある。 
③ シャンプ－や石鹸が手元になく、取りに行っている間に入居者が転倒する恐れがある。 
３ 利用者を脱衣所へ誘導 
① 日誌番との連絡をとらないと体調の悪い入居者を入浴させてしまう恐れがあり 
  体調を悪化させてしまう恐れがある。 
② 衣類の忘れ物があり、取りに行っている間に入居者が転倒してしまう恐れがある。 
③ 浴槽の中で排泄してしまい、他の入居者が感染症になってします。 
 
4 脱衣所で衣類を脱ぐ 
① プライバシーが侵害される恐れがある。 
② 自分で出来ることも介助してしまい、本人の機能低下や自分でやろうという意欲の低下につ

ながる。 
② 着替え中にバランスを崩し、転倒の危険がある。特に、立ってズボン、パンツ 
  を脱ごうとする入居者。 
③ 声をかけずにいきなり脱がそうとすると不快に感じ、入浴拒否につながる。 
③ 上肢、下肢に無理な力が加わり、衣類との摩擦で皮膚はくりを起こす危険がある。 
④ 衣類を脱がせる時に無理な力が加わり、骨折する恐れがある。 
 

見直し前 見直し後

わかりやすくするため
項目を減らす

プライバシーなど
新たな手順を追加

＊一般浴、特浴の手順書の変更

＊個浴、機械個浴の手順書を新たに作成

③　誘導及び業務の見直し

・入浴誘導の業務担当をなくす

・週単位の入浴連絡表の調整

－６－

② 入浴方法及びハード面の改善

・機械個浴の導入 ・カーテン等の設置

＜具体的な取り組み＞

　　　　入浴部会　

●　●

◎　　◎　　◎

○　　○　　○　　○
　　２F介護職員

○　　○　　○　　○
　　３F介護職員

外部研修で技術
習得

部会内勉強会で
技術習得

フロアごとの勉
強会で技術習得

個別指導にて
技術習得

－７－

④入浴介助技術の指導

＜具体的な取り組み＞

⑤マンツーマン入浴の実践

・２Fは毎週日曜日の午後のみ利用者5名を職員2名でマンツーマン入浴　
　を実施（1人の入浴時間30～40分）

６ヶ月かけ他の曜日もマンツーマン入浴に移行

・３Fは２Fの入浴方法を見学してから、入浴部会員で試みにマンツーマン
　　入浴を実施

入浴手順を習得した職員がマンツーマン入浴を実施し全面移行

安全でゆとりある入浴が出来た！

－８－

＜具体的な取り組み＞

・職員のプライバシーへの意識の高まり

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

入浴時の事故報告

１５件 １件

－９－

＜活動の成果と評価＞

・職員の安全への配慮、目配り

・ご利用者の不安感（不満）の解消

＊職員の入浴介助技術の格差の解消を図る

・手順書通りの入浴介助の実践を確認するシステム作り

・入浴介助技術指導者の育成

・手順書の見直し

＊「楽しんで入っていただける」入浴への取り組みの充実

・季節感や雰囲気のある入浴の工夫

－10－

＜今後の課題＞
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ご清聴ありがとうございました


