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2018 年度以降の将来を考えると共に今までの三ヵ年を振り返る：シリーズ１ 

 

2015 年度～2017 年度 三か年ビジョン 目に見えない資産を理論化する 

『介護ロボットと未来をどう捉えるか』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まえがき】「ロボット導入と人員換算緩和」（10/13 日経朝刊 介護ロボットと未来）みなさんは、この記事を読んでどの

ように考えますか？人もいない、ロボットもいない。介護現場が成り立たない事業所が増えていくとしたら我々は、今まさに、

何を考え、行動し、実績として残していくべきなのでしょうか、という問いに対するケア専門職からの回答です。我々、社会福

祉法人海光会が大きな日本社会が迎えている高齢社会に対して、どのようなスタンスをもって仕事をしているのかを知って

いただける内容となっています。 

 



社会福祉法人海光会 シリーズ１～3（201710～12） 

 

2 

 

 数年後には介護や医療の現場にも最先端のロボット技術が投入されるだろうと、ある種神話のように

多くの人が疑うこといなく信じている現状があると思います。私自身もそのように考えていましたが、

この記事にあるように実際はそこまで明るい未来ではないようです。高齢社会の中で介護の担い手が

追いつかず、ロボットの貢献もまだまだ先になりそう。しかし、利用者や代理人からの要望はより複

雑化していくのではないでしょうか。その中で支えになるものはやはりこれまで海光園が積み上げて

きた基礎や実績ではないかと思います。この積み重ねが今後の１つの指標になり、また何より職員に

とっての自信になるはずです。より一層醸成させることで時代の流れに左右されにくい組織になるの

ではと感じます。 

 

 この先何十年の単位でみるのであれば、介護職員の離職が多いのは、やはり人に依存した労働量が多

い点ではないでしょうか。特養では 85 歳以上の高齢のみならず身体および認知症度合いの重度者が

入居されていることから、求められることが年々レベルが高くなってきています。しかし、人的資源

には限りがある。顧客の状況が変わっていくならば、〝今まで″のサービスをやめ、何が最重要なの

かを随時検証し、優先していくしかありません。人口減少は避けられない未来です。ロボットが、ど

れだけ人に近づけるかではないでしょうか。 

 

 介護する人が減り介護される人が増えていく。そんな中、私達がしなくてはいけないことは、今いる

「人」を大切にすること。そして、現在進めている機器に変われるところをみつけて導入することで

はないかと思います。介護ロボット技術が進み、ロボットで人員換算が出来るようになるまでは、や

はり介護に人は欠かせないのではないでしょうか。そして、私達は機器導入の事例を作り、外部に発

信していくことも引き続きやっていかなくてはならない事だと思います。 

 

 私たちに今出来る事は、現在使用している機器たち、または今後取り入れていく機器の効果を事例と

し、発信していく事ではないでしょうか。効果が予測できないから購入出来ないと悩んでいる施設が

あれば、私たちの事例を見て導入してみよう、そう思ってもらえれば、その輪は広がり、介護職は重

労働であるという事を払拭するきっかけに繋がるのではないかと考えます。 

 

 この記事を読んで、まだまだ介護ロボットの普及が進んでいない現状を再確認できました。海光園は

その中ではいろいろと先進して導入できていて改めて強みだと感じます。 

いつかロボットが人に変わるという時代は来るかもしれませんが、それが実現するためにはこの先何

十年とかかってしまうと思います。一つの評価として、このロボット導入が加算報酬など目に見える

形で評価される事は喜ばしいですが、そもそもの人という財産をしっかり守り育てるという事も合わ

せて重要な事だと考えます。 
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 高齢者を支える、杖となる人材を育てながら、介護の未来が今より少しでも明るい、あたたかいイメ

ージに払拭できたらと思います。その時代には、人とロボットがもっと身近に共存しながら高齢者を

支えているかもしれない。人もいない、ロボットもないという介護現場の破綻は考えたくない。この

施設があってよかったと感じていただけるものを組織として成り立たせ、今やっていることが成果と

して残し社会に役立つことへつないでいきたいです。 

 

 記事にある通り、現時点では介護の負担が全くなくなるという夢のような介護ロボットは開発されて

いませんが、今我々にできることは、積極的に最先端の機器を導入し、現場での実績や事例を作って、

福祉機器のメリットやあるいはデメリットも含め、世の中に発信していく事だと思います。そうする

ことで、少しでも介護ロボットの普及や新しい機器の開発の手助けにつながるのではないかと思いま

す。 

 

以上 

 

 

 

 

 

社会福祉法人海光会 ヒヤリング 

シリーズ１ 

2017.10.16 
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2018 年度以降の将来を考えると共に今までの三ヵ年を振り返る：シリーズ２ 

 

2015 年度～2017 年度 三か年ビジョン  目に見えない資産を理論化する 

『介護現場は、なぜモノを使うことに消極的な文化があるのか』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まえがき】 

これは 2017 年 11 月に法人内でヒヤリングしたものから抜粋してまとめたものです。メーカーや販売店の方から「ほかの法

人・施設さんは、トップダウンやボトムアップのどちらかが強くてうまくいかないケースが多い。なぜ、御社は常に新しいこと・もの

を取り入れることができるのですか？」という質問を受けることが多いことから、シンプルな問いをケア専門職に投げかけてみま

した。一問一答方式ですので、素朴な書き方ではありますが、何かしらの参考になれば幸いです。 
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１．モノへの抵抗感 

・ 古いしきたり 人がやっているから人手じゃないと何かったときに怖い、人の手でやるのが一番だ、

安全だという根拠のない刷り込み（思い込み）があるのではないか。 

・ すりこみには根拠がない。「やっぱり人（が確実）だよね」という勝手に作られている集団心理。 

 

２．なぜ、そのような心理が働くのか 

・ みんな不安 なぜなら人の命がかかっているから。何かあったらいやだ！という潜在的な防衛本能。 

 

３． 海光会は、そういう心理が働かなかったのは何故か。 

・ 何を目指すのかを明確に設定し、それを関係者とコミットメントをとりながら、プロセスを大事にし

たから混乱がなかった。 

・ 結果を急がず、現場の状態を見ながら、引っ張っていく責任者がいたから、不安もなく、一歩一歩各

専門職が相互に検証しあいながら意見交換をすることで、理解・安心して進むことができた。 

・ あえて介護、看護、機能訓練などの専門職ではなく、客観的そして全体を俯瞰して状況を整理できる

（表にする、言語化する）、現場をよく見て知っている人が責任者として先導してくれたので、みんな

が安心して無き道を進むことができた。 

 

４．移乗リフト、ＰＡＲＯ なぜ抵抗なかったのか？ 

・ 導入するにあたって、主導でうごいてくれたのがトップ。 

・ 使うべき理由が明確だった「リフトを使うメリット」が自分たちの課題とフィットした。 

・ 課題とは人の手が介在することによる事故（表皮剥離、転倒、骨折）。しかし、大きな打開策が見つか

らずもやもやする中で、機器導入後に少しずつそれが減少させることができ、積極的な人の手からの

ハード転換に効果と期待が実感できた。 

 

５．柔軟に受け入れる土壌とは、どういった状態か？ 

・「モノに対する先入観」「素直に受け入れる」「団結力」いろいろな他職種との情報共有、会話、それぞれ 

の考え方、利用者の情報（コア）に対して意見交換がしやすい、話し合える「場」があるということ。 

それが海光園にはある。 

・目に見えない日頃からの信頼、伝わるまで伝えられる関係性、自分の考えや気持ちを我慢する必要のな 

い環境、雰囲気、前例が作られると自信。 

・メーカーのブランド力（信頼）は絶対に必要。変な機器を使ってしまうのは怖い。聞いたことあるとい 

 うブランド名は競争力があるのではないか。そのための広告宣伝が必要。 
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６．管理栄養士の観点から（栄養補助食品についてどう考えるか） 

・ 本当は栄養的なところだけを重視すれば楽だが、結局は利用者にあったものではないと意味がないた 

め、試用してみて、その方が抱えている課題を解決できるものという確信があれば導入する。食品は 

中長期で使用するため、継続できる価格帯でなければならない。（月 2 万円以内）  

 

７．事務局の観点から 

・前提として機械及び福祉機器に抵抗を感じられるのは我々職員ではなく介護される側の利用者（家族） 

ではないか。職員はブランド名や作りから機器を信用することが出来る。 

・抵抗を感じる要因は「ロボットや福祉機器がまだまだイレギュラーな存在(未知)であるから。今では 

ケータイやパソコン、車は生活においてなくてはならないもので、日常にあることが「あたり前」とな 

っているが、これらが世に誕生したときは多くの方が抵抗や違和感を持った。しかしそれが徐々に浸透 

していく上で「あたり前」となり拒否感は薄れていった。 

・杖のような存在になっているケアワーカーと一緒だから楽しく感じるという場設定の連続性がそれを可 

能にしたのではないか。この人がやることだから一緒にできる、怖くないというより好奇心が勝つとい 

うような雰囲気づくり。 

・海光園でいえばパロがその代表であり、初めは犬なのか猫なのかなんだかわからないよと言っていた利 

用者も、周りの利用者様が日常的に触れ合っているのを見て、それが「普通」になり自分も触ってみた 

い！という感覚になったのではないか。現在、介護福祉機器は、生活必需品ではないという認識だから 

普及が進まないのだろう。 

・日常生活の中で（スマートフォンのように）便利、安全、早い、助かると実感しなければ汎用あるもの 

にならない。自分たちが手間暇かけてたことは、何だったかな？と思えるようなびっくり感。ただし、 

すべての人に当てはまるものではなく「介護が必要な方」という未だニッチ感覚があるからこその難易 

度があるのではないか。ユニバーサルデザインは可能なのだろうか？ただ、そこを覆して「普通」にし 

ていくのがイノベーションであり、そこが仕事の面白さである。 

  

以上 

 

 

社会福祉法人海光会ヒヤリング 

シリーズ２ 

2017 年 11 月 24 日 
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2018 年度以降の将来を考えると共に今までの三ヵ年を振り返る：シリーズ３ 

 

 

2015 年度～2017 年度 三か年ビジョン  目に見えない資産を理論化する 

『なぜ言葉・文字にする必要があるのか』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まえがき】 

これは 2017 年 12 月に法人内でヒヤリングしたものから抜粋してまとめたものです。問いに対する応えをまとめるには、次の

関係性をおさえることが鍵となります。理論化する主人公＝誰なのか、理論化を知る・聞く＝誰なのか。そして、相互関係

の中には、どのような課題があり、それを解決するのが理論化であるとした場合、それが次に何を生み出していくのか。この新

しく創造性あるプロセスを、わかりやすく説明できる従業者が一人でも多く存在していることこそが、我々のコアコンピタンスだ

と考えています。構成としては「１．そとへ（社外）」「２．うちへ（社内）」「３．そとうちへ（社内外）」これらを含めて

「４．まとめ（総論）」 の 4 部構成となっております。ぜひ、最後までおつきあいください。 
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１．そとへ  

 「知る」接点づくり 

人間は生きていく中で、介護という現実に向き合うことは誰にでも起こりえます。そこで慌てるので

はなく、冷静に対処ができるよう、必要になる前から介護のことを世の中の人々にもっと知っておい

てもらいたい。また、発信できるのは、この仕事についている私たちだからこそできることです。具

体的な社会的メリットとしては、顧客が言葉や文字で分かりやすく知ることができれば、ここで生活

できてよかった、ここの施設ならまかせられるという「安心」という認識が生まれ、心身ともに弱っ

た方のサポートのみならず、その先には働き世代が離職することなく仕事に集中できる。結果的に日

本経済を支えることにつながります。見えない資産を明らかにするということは、海光会が理念を持

ち続けながら、時代や環境の変化に対応しつつ将来を創る、そして法人が社会に存在する「理由」に

なるといえるのではないでしょうか。 

 要求・欲求にこたえる 

言葉または文字にする必要性を一言で説明するならば、根拠をもった理論により顧客が納得のいく介

護を受けられるということです。今までの介護は見て覚える介護であったため、人によって介護方法

のばらつきがあり、説明さえ出来ない状態がありました。しかしながら、根拠をもった言葉の力によ

り家族や利用者が納得され、文字にすることにより安定した質の介護が受けられる。それは最終的に

私たち職員自身にも反射し、個人のキャリアとして普遍的な財産を得ることにもつながると思います。 

 私たちが人の希望となる 

私たちが仕事としている介護はサービスという目に見えない仕事です。どのような付加価値のあるサ

ービスを提供したのかを理解して頂く為には、言葉や文章で表現しないことには根拠が示すことがで

きません。顧客へ提供するのは、サービスを通じた希望と安心です。それらを持続供給し続ける為に

は、サービス提供者自身が、どのような過程を踏んで結果に至っているのか、感覚ではなく論理で説

明できなければなりません。そして、今だけではなくこれから先の進化や変化を考えるとき、文章化

しておく事で汎用性を創ることができ、新しい顧客への展開も可能になってきます。「新しい顧客」

とは、利用者であり家族、外から見ている人、広くは社会です。その方々の不安や漠然とした恐れが、

私たちの説明や事例で「安心」や「希望」となりえる。本当に「希望」を持って頂きたいですし、そ

の存在でありたい。サービスを提供する私達は、そのようなポジティブ思考で従事すべきだと考えま

す。 

 責任である 

理由として 2 点あります。１つは、提供すると同時に消費される「介護サービスの質」を明らかにす

ることです。私たちが自信をもって提供している仕事、つまり優良なサービス事業者であることを社

会に認知してもらうには、理論を持って言葉や文章にして伝えていく必要があると思います。2 点目

は、介護報酬という性質上、言語化し説明するということは社会福祉法人としての責任でもあるから

です。具体的な経験として、私は事例を作成し外部やご家族の前でプレゼンテーションした際、確実
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な反応を頂いたことで「責任」を文字ではなく実感として理解しました。このようなリアルな活動の

積み重ねが大切だと思います。 

 

 

２．うちへ  

 自分たちの価値を知る ～ 確信と自信へ ～ 

言葉や文字にすることによって、より確実に「安心」と「確信」を実現できるからだと思います。な

ぜなら、常に人は先が見えないことへの不安を抱えていますが、それがクリアになった途端、心の平

穏が得られるからです。例えば、先日とある打合せで説明した際にケアマネやご家族から「利用者を

よく見て適切に対応して頂けるので安心できます」との言葉を頂きました。そのとき、私たちが行っ

ていることが評価され価値に繋がっているという実感があり、このことだと思うことができました。

人と人との繋がりによって不安を安心に変えられる事実を実績として残すことで仕事への自信と誇

りが生まれます。それには、私たち従事者が、組織の見えない資産がどのようにして輝いているのか

をしっかりと理解することから始まるといえるでしょう。 

 時代が変わっても変えてはならないもの 

今年度までの 3 ヵ年ビジョン｢目に見えない資産を理論化する｣を進めてきました。逆に目に見える資

産は、金銭だけなのか？私はそうは思いません。目に見えない資産を言葉や文章化し、知識や知恵を

共有する事で、計り知れない大きな価値があるのではないと思います。最近痛切に感じますが、私達

が行なっている人材育成への深い思いが後輩職員に伝わりきってない、つまり今までの教育の仕方で

は伝わらないと思います。私達は、福祉理念にもありますように、利用者・ご家族・地域社会・国家

に貢献するという思いで、自身も変われるよう努力してまいります。 

 

３．そとうちへ  

 軌跡を残す 

私共の仕事は形として残らない「サービス｣が主となります。「介護」は建設業のように「成果」が一

目で分かるものではありません。非常に立派で重い使命を背負っている仕事であるのにその「成果」

「結果」が見えづらいことは「もったいない」ように感じます。海光会が取組んでいる「目に見えな

い資産を理論化する」は二種類のベクトルがあると思います。ひとつは、対外的なもので、このよう

な取組みをしています、こういった物事を大切にしています等、我々の取組みを可視化することでよ

り正確に知ってもらい評価してもらうこと。もうひとつは、対内的なものであり、取組みを「軌跡」

として残し職員の自信(指標)に繋げる意味があると思います。言葉や文章にしないでいると時間だけ

があっという間に過ぎてしまい、気付いたときには何も残っていないということになりかねません。

そうならない為にも上記の理由により、言葉または文字にする必要があると考えます。 
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４． まとめ  

 構造の理解 

社会福祉法人の施設は、税金（補助金）と寄付金で建てられています。海光園の場合は、おおよそ 7

割が公金です。また、社会福祉法や介護保険法という法律の下で成立しているものであること、介護

保険は 8～9 割が公的資金で賄われていることから、国や制度に守られているといえるでしょう。こ

のような構造から、施設は公器であり、すべての方に愛され役に立つ存在であれるよう常に成長し続

け、時代の要求に応えられるタフさを持続させる責任があるといえます。 

 

 事業特性 

パッケージ化され、特殊機能を持たせた“ハコモノ”は「必要だから行く場所」になりがちです。例え

ば病院、図書館、美術館などがありますが介護施設が他と異なるのは利用する方が限定されているた

め、一般生活上の認知度が低い点にあります。つまり、顧客は介護が必要になってから知る場所とな

るため施設内の様子を想像しづらく、ネガティブニュースに偏りがちなマスコミ報道だけを耳にして

いると刷り込みが発生し、将来に不安を感じてしまう。しかも、事業者からはポジティブな発信が非

常に少ない。こうしたアンバランスな特性から、介護福祉施設は何をやっているのかよくわからない、

マスコミの言う通りなのだろうという状態が生まれていることが考えられます。 

 

 やるべきこと 

私たちは、自分で生活を持続することが困難になった方の杖になることで、生きる喜びの尊さを紡い

でいく仕事をしています。誰しも歳を取ること自体が初めての経験です。しかも自分のいのちが少し

ずつ小さくなっていくことへの恐怖や不安を感じた時、人は希望と安心を求めます。それは、杖とな

るべき介護事業者に向けられるべき使命ですが、十分実現できているとは言えません。このような世

間と事業者の乖離は社会課題であると私たちは考え、2015 年度より「目に見えない資産を理論化す

る」という目標をたてて解決にむけて動き出しました。具体的には、世間が「知りたい」「理解した

い」「判断したい」という欲求を、文字や言葉で応える機会づくりを目指したのです。 

 

 成長と深化  

私たちは、まず社内における基礎固めから始めました。実務者が成功事例をつくり、一年 12 ケース、

三年で 36 ケースが目標です。事例は半年から一年要した期間を 20 分に纏めて説明しなければならな

いため、必要なデータと優れた言語化スキルが必要になってきます。そこには制作していく苦しみも

ありますが、そのプロセス自体が自分と相手の可能性を広げる機会につながり、副次的効果をもたら

すことが分かってきました。具体的には、以前よりも全体的に文章力が向上したことで対話が生まれ

情報が正しく伝わりやすくなった、つまりコミュニケーションに変化が起こったこと、そして指導者
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が従業者や顧客へわかりやすく説明する力が向上したことで事業所の稼働率が目標により近づき安

定してきたこと。これらは、自分たちの成果を言葉にすることが何かしら心に残り、日常的に提供し

ているサービスの細部にじわじわと波及しているといえるではないでしょうか。 

 

続いて、本丸である社外発信はトップの役割です。熱海市内高齢化率 48％という課題をどのようにし

て解決していくべきかというテーマに軸をおいています。例えば、危機管理体制を証明するレジリエ

ンス認証、労働力を確保する外国人従事者の活用、オペレーション改革と介護福祉機器（ロボット）

などです。経営資源であるヒト・モノ・カネを循環させながら組織能力をつけていく包括的な理論を

構築、発信し、優良な事業所として社会に認知してもらうための活動を続けていきます。 

 

恐怖を希望へ、不安を安心へ。そのような日本社会づくりに、これからも海光会は挑戦し続けます。 

 

 

以上 
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