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社会福祉法人海光会　2018年度最新介護福祉機器　満足度アンケート　2019年1月　　 赤字・・・・課題解決 青字・・・・新たな課題、要望

対象者：　常勤31名 員数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

職種　：　介護職、看護職、機能訓練指導員 職種 介護 介護 介護 介護 介護 介護 介護 介護 機能訓練 看護職 看護職 介護（外） 介護 機能訓練

有効回答　：27名(90%) 勤務年数 8 12 20 10 13 12 10 4 4 3 1 2 16 2

分野 ADL QOL 課題 目的 目標 製品 ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース

見守り ◎ ◎

転倒

排泄介助 予測 課題ゼロ

離床

キャッチ

ベット

自己にて居室のトイレ
に行かれるため適切な
パッド交換が出来ず汚
染することがあった
が、現在では介助に入
りパッド交換ができ
る。

ショートステイ利用者
は歩行できる方が多い
が不安定。離床する前
に対応できることがメ
リットである。

キャッチする種類が複
数あることでカスタマ
イズできるため、事故
防止に役立っている。

さまざまな機能があり
歩行不安定なご利用者
が歩行する前にセン
サー反応するため、転
倒防止になる。

センサーマットとは異
なり、顧客タイプに合
わせて設定ができるた
め使い勝手がとても良
い。

早い段階で反応してく
れるため「駆けつけた
ら車椅子に座ってい
た」などの危険性を下
げることが出来る。

端坐位、起き上がり、
離床など機能が充実し
ており、顧客・状況に
応じた対応ができる。

夜勤時間という限られ
た配置の中でも、行動
パターンを知ることが
出来るため事故防止に
とても助かっている。

ショートステイ利用者
の動きが活発な方に最
適である。夜間帯の転
倒ゼロは4月から、日
中も10月からゼロを保
てているのは離床
キャッチのサポートが
大きいといえるのでは
ないか。

動きが早い方でも、駆
けつけて間に合うこと
が出来るため、一人で
歩きだすことによるリ
スクがある方には有用
だ。

早期発見に役立ってい
る（特に転倒予防）

転倒しやすい利用者対
応にすごく助かる。

起き上がりや立ち上が
り、車椅子への移乗す
べきタイミングがわか
る。

夜間だけでなく昼間の訪室が
減り、機能訓練やレクレー
ションに集中できる時間を増
やすことが出来ている。また
リスク管理面では場当たり的
な対応から利用者の生活リズ
ムやパターンをより細かく予
測し事故予防に繋げられてい
る。

見守り ◎ ◎

転倒

排泄介助

重度者急変

看取り

予測 課題ゼロ
眠りス

キャン

人の目では分からない
呼吸、心拍を計測する
ため異常があればスグ
に居室へ駆けつけるこ
とが出来る。
Ipodの充電がすぐに切
れるのがネック。

測れることで知るレベ
ルなので、読みといて
事前対処していくよう
になりたい。

離床機能としても使え
るし、体調が悪い方の
反応も知ることが出来
るので一石二鳥。

睡眠状態が把握でき起
きそうな時間帯を頭に
おいて業務ができる。

訪室しなくてもイラス
トで状態が分かる。特
に常に状態把握が必要
な看取り期に有効。

看取り期の方に使用す
ることが多い。離床検
知で反応するのは驚い
た。

目視では確認できない
睡眠の質を知ることが
出来るため、体調変化
を探る材料にできる。

就寝中の管理、更には
画面でメッセージを確
認ができるため、私た
ちの心構えや行動に繋
げることが出来る。素
晴らしい。

毎日の健康確認がで
き、従業者の安心につ
ながっている。実際に
異常を検知して迅速対
応できている。

臥床中の方の全身状態
がモニタリングできて
記録することが出来る
のは便利。また異変が
あった際は何かしらの
反応で行動把握ができ
るため便利。

臥床中の利用者状態が
わかるのは役立つ。

すごく良い介護福祉機
器です。急に心拍数な
どに変化があれば気づ
いて対応することがで
きます。

利用者の在室状態や体
調管理が一画面で把握
できるため、いち早い
対応が出来る。

担当フロアで関わることがな
いが夜間の巡回回数の減少や
急変への対応スピードが大き
くオペレーションを変えられ
たのではないか。
ただし、その分創出した時間
を何に代替しているのか目に
見えるよう成果として表せる
と良い。

移乗 ◎

誰もがいつで

も安楽な移乗

一人介助

身体・精神

負担軽減

生産性向上

二人移乗

ゼロ

天井走行

リフト

安全に移乗ができるの
で楽である、

床走行タイプと比較し
て移乗スペースや場面
を考慮しなくてもよ
く、使いやすい。

二人移乗をしなくてよ
いので、体がとても楽
である。

リフトの移動をふくめ
た移乗関連動作が居室
内で完結できるため無
駄な動きがなく効率が
良い。床走行リフトよ
り時間が短縮できてい
る。（床走行リフトを
2居室以上で使った場
合と比較）

床走行と比較して効率
的に離床介助が行え
る。

移乗介助による身体負
荷は大きく改善され
た。時間がもっとかか
ると思っていたが操作
も簡単であるため実際
は気にならない。スリ
ングシートも使用しや
すく着脱も楽。

床走行と比べ自由度が
あり、介護する側され
る側の負担軽減解消に
なった。なれると本当
に楽と感じる。

夜勤明けの朝にリフト
を使用した際、体
（腰）への負担がない
ばかりか安全で使いや
すく利用者の顔を合わ
せコミュニケーション
を取ることができる。
（導入を）ありがとう
ございました。

天井に固定されている
分、非常に安定感があ
る。スマートに最短距
離で移乗が出来ること
が魅力。また利用者と
の近い距離を保持（会
話するなど）しながら
介助ができるため、移
乗するという動作だけ
に集中しなくても可
能。

利用者に痛い思いや我
慢をさせることなく移
乗することができる。
職員にも利用者にも負
担が少なくて有効。

介助者一人でも移乗・
移動が安心して出来
る。

介護者の身体負担が減
りました。時間はか
かっても体が楽（なの
で満足度が高い）

移乗動作が「楽」「早
く」「安全」に行える
ようになり良い。

職員のトレーニングで主に関
わったが自身のスキルや移乗
に関する知識を得られたと同
時に他職員が移乗に対してど
こに不安を感じているのかな
どを知ることが出来た。ト
レーニング後の注意喚起やア
ドバイスに役立っている。

移乗 ◎

重度者の安楽

な移乗

一人介助

身体・精神

負担軽減

生産性向上

移乗機会

維持

リショー

ネプラス

対象は全介助の方にな
るがデイルームやケア
ガーデンに一人で介助
して移動もできるた
め、レクレーション含
め機会損失がなくな
る。

体重の重い方や移乗が
困難な方に適してい
る。ただ車椅子として
使用する場合、ベット
防水カバーの機能が反
して滑りやすいという
難点がある。

車椅子のように動かせ
るのは利便性高い。
ベットの高さを低床
ベット並みに低くなら
ないか。マットも褥瘡
予防等、機能性が欲し
い。

起床する動作が負荷に
なるレベルの方にとっ
ては、心身負担軽減が
できる。

利用者が一番喜ばれて
いるのではないか。

ベットがスイッチ一つ
で車椅子になるのが画
期的。

圧型マットやエアマッ
トが使用できないのは
デメリット。

自身で体を動かしにく
い方をデイルームや居
室の往来、前後左右、
それを介助者一人で安
全に操作できるため、
とても助かっている。
自分が介護される立場
になったら使いたい。

そもそも「移乗」とい
う動作がないことが魅
力。経管栄養の方は居
室外に出る機会が減り
がちだが、そういった
こともなく、みなさま
と一緒に過ごすことが
出来る（社会性を保て
る）。

褥瘡ができやすくなる
ことが難点。ＡＤＬと
ＱＯＬのバランスを考
えた運用が必要。（何
を優先させるべきか）

離床して背を立てると
ズレ落ちそうになる。
クッションを使うが
シーツの滑りが良いた
めおさまりが悪い。

利用者と介護者双方の
負担が少ないです。

従来型（リショーネ）
に比べてアームレスト
が強化され安定性が増
した。

介護職からは（リフトと合わ
せて）抱えないという点で身
体的な負担が減り、移乗を楽
に感じられるようになったと
聞いている。

自由欄
レクレーションを盛り
上げるものが欲しい

毎月の体重測定が寝て
いる状態で計れれば良
い。またPHS,IPODと携
帯するモノが一元化で
きればなお良い。

最新機器を知る機会が
欲しい。

当施設で運用している
ものはどれも使い勝手
がよく、いまでは無く
てはならない物になっ
ている。利用者に安全
安心の提供に繋がる。

機器導入有難うござい
ます。導入前を比べる
と体への負担は確実に
減っています。

使いやすさや有効性を
知ると業務負担の軽減
になることを実感。本
当に助けられている。

“快護”にむけて事業
所が最高の設備を提供
してくださり心より感
謝致します。自分達も
これに応え、少しでも
空いた時間を無駄にせ
ず、自分なりに”付
加”をつけて一日頑
張っています。今は腰
痛もなく気持ちよく仕
事ができています。あ
りがとうございまし
た。

種類を増やすことで顧
客の特性にマッチさせ
た対応が出来ます。そ
のおかげで職員の腰痛
の訴えや見守りに対す
る不安感が減っている
ように思います。

個室でも使えるオー
バーテーブル、体交用
に使えるクッション種
類の見直しなど、機器
をさらにサポートする
オプショングッズを充
実させたい。

全体的に感じるのはリスクや
急変など予測できない事態に
対する不安が小さくなった。
要望という点で、離床キャッ
チの設定がより利用者ごとに
設定でき、体動で反応しない
ようバージョンアップを期待
したい。
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員数

職種

勤務年数

製品

離床

キャッチ

ベット

眠りス

キャン

天井走行

リフト

リショー

ネプラス

自由欄

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

介護職 介護職 介護職 介護職 看護職 介護職 介護職 介護職 介護職 介護職（外） 介護職（外） 介護職 介護職 看護師

4 2 12 11 15 13 2 3 10 2 2 6 5 1

ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース ケース

センサーマットより迅速に起
き上がりや端坐位の情報が
キャッチできるので立位不安
定な利用者に素早く対応でき
る。

転倒リスクを減らすことが出
来るためADL.QOLの現状維持
が可能。また排泄介助を含む
見守り機会にもつながるた
め、清潔を保持することが出
来る。（CSにつながる）

利用者の身体状態に合わせて
早期に対応することが出来
る。職員が少ない日でも
キャッチできることで事故を
未然に防ぐことが出来てい
る。

センサーマットは床に足がつ
いてからの反応のため駆けつ
けたときには既にトイレに行
かれておりヒヤッとすること
もあったが、起き上がりから
の設定があるため、誘導に同
行することが出きる。介護す
る側が慌てることなくゆとり
をもって対応することが出来
て助かっている。

上下肢ともにしっかり挙上で
き、利用者の安楽な体位を維
持できる。また上肢のみなど
のアレンジもできるので、訴
えも速やかに対応。またセン
サーキャッチするためお待た
せせずに苦痛を和らげること
もできる。

自己にて歩行できるが不安定
である方に使用している。ト
イレ誘導のタイミングが合わ
ずにモヤモヤすることがなく
なった。

利用者の行動パターンを把握
したり歩行にリスクある方へ
の見守りに有効。

センサーマットの設置位置を考えるの
が大変だったり、コードでつまずいて
転ぶ危険がなくなったのが良い。
（コードが気になっていじる利用者も
いる）また夜間誘導が必要な時に行え
るので睡眠を邪魔しないで済む。
ただし、起き上がりなど細かい動きを感
知するため、何度も反応があり、夜勤
帯一人の時は他の対応と含めて優先順
位を決めなくてはならず慌てる。いず
れにしろカスタマイズが必要である
中、このようなケースは眠りスキャン
の方が良いのかも？

コードが足元にないので安全
離床行動をお知
らせしてくれる
ので便利。

便利だと思う。

離床キャッチの
おかげでタイミ
ングよく駆け付
けることがで
き、パッド汚染
を回避できるよ
うになった。

ベットから起き上がった時点
で反応してくれるので、ベッ
トからの転落転倒を防ぐこと
が出来ると感じる。

危険の早期発見には有効。

（担当フロアにないため具体
的なことは言えないがが）離
床キャッチよりも細微な動き
が分かるのでリスクのより高
い方へのアプローチにマッチ
すると思う。

利用者の状態によって設定を
カスタマイズできるので、
様々な情報を得ることが出来
る。日誌業務を行うことが多
いこともあり状態変化に気づ
く機会になっている。自分が
ハブとなり、その変化への対
策を他職員と共有・周知する
ことで必要なケアサービスと
して広げられる。（ケアの
質）

（５人体制から）４人夜勤に
なったが、スキャンが反応す
ることで早期発見が可能と
なった。眠りのリズムも知る
ことが出来るので傾向予測の
材料となる。

今までは状態の悪い方や急変
リスクの高い方を、常に気に
して訪室するという過剰な対
応をせざるをえなかったがス
キャンが定量化しながら状態
を示してくれるため「適時」
に対応できるようになった。

呼吸、心拍の変化を見える化
できることは非常に有効。異
変があったときに瞬時に対応
できる。

常にリアルタイムに情報を取
得できるため、トイレ誘導に
必要な方への「大丈夫か
な？」という不安がなくなっ
た。また、本人のタイミング
で介助にあたれるということ
は、不必要なラウンドや声掛
けがなくなることだ。（特に
夜間は眠りの妨げになり本末
転倒）ジャストタイムでサ
ポートするというのは、利用
者の尊厳尊重にもつながるの
ではないか。

瞬時に目で見て判断すること
が出来ない利用者の状態変化
をいち早くキャッチできる。
看取り期の方にも有効。

（担当フロアにない）研修でしか触れて
いないが、睡眠の質を知ることが出来、
日中の活動力の参考になると思う。

夜間帯の職員の人数が少ない
時でも利用者の状態を居室ま
でいかなくても知ることが出
来て安心。

ケアプランの改
善やスタッフの
業務負担軽減、
入居者の生活習
慣の改善に役立
つと思う。

便利だと思う。

離床検知を使っ
て自己にてトイ
レに行く前に介
助へとつなげて
くれる。（転倒
防止にもなる）

状態が悪い方の変化をいち早
く気付けるのはもちろんだが
普段活気がある方でも夜間眠
りスキャンに何らかの反応が
ある。自分の目や耳では分か
らない領域でも気を配ること
ができ日中夜問わず、欠かせ
ないものになったと感じる。

異常早期ｷｬｯﾁに有効で注意必
要者のピックアップができ
る。その後の観察の重要度、
優先度の選択にも役立つ。

（トレーニングはしたが、そ
の後担当フロアにないため具
体的なことは言えないが）床
走行リフトより移動の動きが
とてもスムーズなので、どの
ような体格の方でも小さい力
で移乗が出来るのが良い。

無駄な動きがなくなった！！
床走行リフトはリフト事態を
動かさなくてはならないため
ぐらつきがある。職員も不安
や緊張感をもって行うためそ
れが利用者に伝わることも
あった。しかし天井リフトは
スマート＆スムーズで利用者
と職員の距離が近いことで不
安もないばかりか、楽しく会
話が弾む。（移乗＝楽しい時
間へ）また保管する場所も気
にしなくてよいため、本当に
良いと思う。

床走行リフトとは異なり、他
の居室にリフトを移動させる
時間を使わずに済むため効率
が良くなった。（つなぎ時間
が不要）

床走行の場合は保管する場所
や移動させるという手間、狭
い多床室では使いづらいなど
のネックがあったが、天井走
行リフトは全て解消。人・場
所・時間をに限定されること
のないユニバーサルなリフ
ト。

介護する側される側双方に負
担軽減できる。安全安楽に走
行でき、利用者からも職員か
らも評判が良い。(６０代の
看護師も操作できるなど、人
を選ばず使うことが出来る）

移乗に対して「頑張らないと
いけない」という気持ちが
減った。特に身体負担が軽く
なったと感じるときは夜勤中
の離床介助。朝は体力バッテ
リーが少なくなっている時間
帯だが楽になったと感じるこ
とが出来る（以前より負担を
感じない）

多床室へリフトを運び込む必
要がなく狭い窓側でもストレ
スなくリフトを使用できる。

（担当フロアにない）研修でしか触れて
いないが、体重が重い方も簡単に動かす
ことが出来てとても良い。

部屋が狭い場所でも場所をと
あらずリフト自体の重さも軽
くて使いやすい。

利用者の安全と
職員の腰痛予防
になる。一人で
介助が出来る
分、時間も必要
だが、他のス
タッフが別の業
務につくことが
できる（一括で
はなく分割オペ
レーション）

負担が少ない

コミュニケー
ション（会話）
を取る機会も増
え、不安を解消
できている。

少ない力で双方に負担が軽く
なったと感じる。また天井走
行リフトは、利用者と近い距
離で介助できることで、しっ
かりと表情をみながら体を支
えられるため、安心感が高
い。

看護職でも「横になりたい」
という要望にスムーズに答え
られる。「寝かしてあげたい
けど一人ではできなくて申し
訳ない」ことがなくなり、皆
にとって助かっている。

（トレーニングはしたが、そ
の後担当フロアにないため具
体的なことは言えない）

とある利用者に、以前床走行
リフトを使用した時は危険を
感じた時があったが、リ
ショーネになって安全性が高
まりつつ移乗した後の安楽な
状態を維持することが出来て
いる。

安全な移乗ができ（対象とな
る重度の）利用者への負担を
減らすことが出来ているので
はないか。身体が大きな方で
も一人で操作可能であるた
め、腰痛予防になる。

工数が少なく介護する側され
る側も安心して使えている。

車椅子になった際、体の大き
い方は左右にずれることがあ
るため転落に気を付けてい
る。皮膚の弱い方、全身状態
が悪い方は褥瘡リスクが高く
なるため、エアマットを使い
たい。（がリショーネになる
と使えない）

工程が少ない。また身体の大
きな方でもスライディング
シートを併用しながら車椅子
の状態にし、簡単に居室から
でることが可能。「いま起き
たい、起こしたい」というタ
イムリーなアクションも可
能。（例えば二人移乗をとっ
ている場合、人が揃うまで移
乗できないなどが発生するだ
ろう）

リフトの使用に抵抗や恐怖心
のある方でも、安心して離床
することが出来る。

１階特養で使用していた方は、移乗のと
きに痛みを訴えたり、表皮剥離の恐れが
あったがリショーネにしてからは訴えも
少なくなりリスクが軽減された。

職員一人でも安全にベッドか
ら車椅子の状態にできるの
は”力”の小さい女性職員で
も楽に移動が出来て、とても
使いやすい。

気軽に部屋から
出て食事、イベ
ントに参加する
ことが出来る。

本当に使いやす
い。ベットから
車椅子に移る際
の怪我、介助者
の腰痛リスクが
小さくなる。

移乗による負担
が減り（車椅子
より）姿勢保持
もできるように
なった。

初代リショーネとは異なり、
音声がついたことでボタンの
押し間違いに気づくことが出
来る。また、車輪の前後に操
作レバーがついたことでブ
レーキのかけ忘れにも気づく
ことができ、直進するときの
操作も行いやすくなった。

フロアに移動するには便利だ
が対象の方をフロアに誘導し
ていない時がある。（意味が
ないのでは？）

機器がフロア限定の場合、他
フロア担当者が触れる機会が
ない。忘れないよう定期的に
研修機会をつくってもらいた
い。

「年齢を重ねても介護の仕事
ができることを目指す」とい
うお話があったが福祉機器を
使うことで介護する側される
側を守れると思う。私たちが
身体を使うことは利用者も
「悪いな…」と感じている方
は少なくない。（いつも悪い
ね、申し訳ないといわれる）
福祉機器を使うことでそのよ
うな気持ちを取り除き安心し
て「介護」を受け入れて頂け
るようにしたいと思う。

人がいてこその福祉機器だと
思う。特に特別休暇取得シー
ズンなど職員配置が厳しい
時、目視できなくても機器に
よって状況を見ることができ
たため、利用者・職員双方を
守ることになっている。ま
た、天井走行リフトは「今で
はこんな素晴らしいものが出
来ているんですよ～！」「常
に未来は進歩しているね」
等、会話も弾む。

体重を簡単に測れる機器（リ
フト以外）

文字で書くのではなく口頭であれば
もっと伝えたいことがある。さまざま
な小さく細かいことを考えながら優先
順位を決定し実行していくのが現場。
傍目で見るよりも心理的な不安・スト
レスが大きい。
しかし、人間では解決できないその課
題を技術で補い「人にしかできない判
断」と「行動」に繋げてくれるモノを
導入してもらったことに感謝したい。
ありがとうございます！（口頭ヒヤリ
ングより）

眠りスキャン、天井走行リフ
トは研修のみのため星３つに
はなっていないが、実際に現
場で使用している物は職員の
腰痛などの負担が少なく安心
して仕事が出来ている。

ケアスタッフの
負担軽減、介助
の利便性につな
がる。

さまざまな新し
い機器で便利に
なったし、腰痛
負担の軽減に
なった。

機器導入は良いが、やはり動
かすのも人であるためトレー
ニング（研修会）は一度きり
ではなく定期的に実施するこ
とが有効。その繰り返しを行
い、実績を創り、人の確保に
つなげたいところ。
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