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はじめに
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この度は、弊社の取り組みにご興味関心を持っていただき有難うございます。
2013年から少しずつ導入してきた福祉機器も7年経過し、今では多くの福祉機器を
使いこなせるようになりました。
2017年は「従業者の負荷量を減らす」という目標設定、2018年は量削減の最優
先事項として「移乗」と「夜間巡回」にメス。2019年はさらなるブラッシュアップ
をめざし、フロア専属配置の職員をシャッフル。誰もが機器を取扱いができる標準化
を推進しました。
そして2020年。新たな課題として相性があげられます。具体的には、誰にどの機
器を使うかという決定プロセスが、着地として結果を出せているかということ。
結果には人と物の相性が関係してくることから、フィッティングできる深い思考と予
測力、そして絶え間ない従業者への再トレーニングが重要であることが分かりました。
下期から更なるリスクアセスメントと全体への再トレーニングを実施しています。

海光園では「機器がないなんて考えられ無い」という職員さんばかりです。体力的
にしんどいという理由の退職はなくなり、噂を聞きつけた方からの就職希望も頂いて
います。
世界最先端レベルの高齢化率の熱海市で事業継続していくことが、成功事例として
社会のお役に立てますよう、これからも進化してまいります。



属性１ 所属事業所
あなたの所属事業所は？

〇 解説
今回は56名、回答率100%です。通所介護は前
回と同じ10名ですが特養は大幅に増えて46名。
要因は緊急連絡網アプリを使った方法に変え
たこと。自分の携帯で回答できるようにした
ことが大きいようです。また、福祉機器の種
類も大幅に増えたことで興味関心度が高いと
考えられます。

n=56



属性２ 性別・年代構成
あなたの性別と年代を教えてください

〇 解説
以前は女性が多い職場でしたが男性比率が半分に近づいてきています。
年代構成はゆるいM型。既に55歳以上世代が3割。高齢化率47%を超える熱海市では
年齢を重ねても生産性を維持向上させる職場環境の構築が事業継続の必須条件です。



属性３ 勤続年数
海光園での勤続年数をお答えください

〇 解説
2年前は「10~15年未満」の層が「15年以上」にスライドしています。人の手を
使った体力勝負の時代から、機器を介在させた快護オペレーションへの変革を
経験した中心メンバーが含まれます。今後は現場実務者として、付加価値を証明す
る事例化が期待されます。



ここから 具体的な回答 に入ります。
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Q1:福祉機器に対する貴方の考えを
教えてください
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〇 解説
今回も圧倒的多数で「新しい技術・物は使い
たい」という意見が占めました。前回と同様
８０％を超える好感触です。これは “人の力”
だけではなく技術や物による新しいやり方が
未来につながると実感しているといえるで
しょう。



Q2:いいね！と思うモノにチェックを
いれてください（複数回答可）
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第1位から第5位までに

注目してみましょう
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注： 機器は「特養のみ稼働」が多い中でのアンケート回答です

特養 通所 2020 56名中/人
特養46名
のうち

第1位 D： 眠りスキャン                                   2016.11～ 〇 82% 46 100%
第2位 F:  離床キャッチベッド　　　　　　　　　  　　 2018.10～ 〇 75% 42 91%
第3位 G:  エアマット（ラグーナ） 　　　　　　　   　  2019.2～ 〇 70% 39 85%
第4位 E:  天井走行リフト（エルゴリフトルナ）   　 2018.10～ 〇 64% 36 78%
第5位 C： リショーネプラス                              2014.10～ 〇 63% 35 76%
第6位 B:　床走行リフト　　　　　　　　　　　　   　　  2013.6～ 〇 〇 50% 28 61%
第7位 I：　トロリー（入浴）                                2019.4～ 〇 48% 27 59%
第8位 J：  ターンテーブル＆フレキシベルトハグ 2019.8～ 〇 45% 25 54%
第9位 K:  インカム（ほのぼのトーク）                 2019.12～ 〇 45% 25 54%
第10位 M： バイタル記録（CarePalette）　　　　　　 2019.12～ 〇 45% 25 54%
第11位 H： スライディングボード                        2019.2～ 〇 〇 43% 24 52%
第12位 A:　PARO（メンタルコミットロボット）          2013.5～ 〇 〇 32% 18 39%
第13位 その他 4% 2

稼働は〇
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仮に特養46名を分母とした場合
7割以上の従業者満足



フィジカルディスタンス

の観点からも リフト は有効です。

移乗は非密着で ひとり で

おこなうことができます。
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心身負荷 へのアプローチどちらも必要

未来予測(不安を小さく）

第1位 眠りスキャン
第2位 離床キャッチベッド
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からだ
（安全）

こころ
（安心）

人の代替(身体的負荷の抑制）

第3位 エアマット
第4位 天井走行リフト
第5位 リショーネプラス



〇補足
世界30か国で活躍しているPARO
なぜ最下位に？(前回より▲19%)

• 2013年当施設が最初に “介護ロボット”として取り組んだ先駆者
• メンタル担当職員として辞令を受けている
• いままで認知症ケアで多くの好事例を輩出。
• 数々の海外メディア取材経験あり。（TVカメラにも動じないベテラン）
• 3年未満の新規職員には認知度が低いのではないか
• 名誉を守るためにも、活躍の場を創る必要あり。

根拠資料：公式ホームページ
介護福祉機器の活用ページが開きます
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http://kaikoukai.jp/blog.php?obj=579&cat=239


Q3 装着型ラクニエやバンテリン
腰ベルトを使用して疲労度合いや
腰痛が改善されましたか
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〇 解説
これは大変良い結果となりました。母数が増え
たことも影響していますが「満足」の含有率が
15%から43%と大幅アップ！
「あまり使っていない」というのは福祉機器を
使う工程が影響しているのかも。腰痛予防は、
きれめなく場面に応じたアプローチが相乗効果
となり、結果につながることが分かります。



Q4：総合的にあなたの
福祉機器に対する満足度
はどの感情に近いですか
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〇 解説
8割以上が「満足」という高い評価です。
「どちらともいえない」以下は約2割ですが
要因は機器を使いこなせない、数が多すぎる
とセンサー反応が多く対応できない等の課題
が考えられます。
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最後は 実感（定性） です

56件のうち 一部 をご紹介



Q5 機器は貴方にとって（又は顧
客にとって）どの様な存在でしょ
うか。無くなってしまったらどう
なりますか。
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① 使用しないで業務を行うと、腰や体が痛くなることがあります。介護をする上で私にとっては必需
品です。なくなってしまったら、体への負担が増えて腰や体に不調が起こると思います。

② 仕事をする上で必要です。以前に比べ分析がしずらい状況も多種多様な機器がある事によって、確
かな記録情報があるため把握しやすくなりました。また、移乗やラウンド等の労働量が減っている
という実感があります。無くなってしまった時を想像すると、機器で補っている部分は多くあるの
で体への負担は相当なものになり疲弊していくでしょう。スタッフが疲弊していくという事は、ご
利用者への負担（しわ寄せ）が増えていくと思います。

③ 職員、利用者にとって安心感をもたらす機器です。なくなってしまったら身体の負担が増えて、安
心安全な介護の継続が厳しくなります。

④ 眠りスキャンや離床キャッチはご利用者の変化にすぐ気づくことができるため、職員の目の代わり
となっていて安心感があります。天井走行リフトも職員の体力的負担軽減になっています。
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⑤ 移乗介助が減り職員の腰の負担や利用者を安心、安全に運ぶ事が出来助かります。又、離れていて
も職員と会話ができることで直ぐに駆けつける事ができ、リスクを減らすことができました。

⑥ 体を補助してくれる機器は、介助者側にとっては身体的な疲労が少なくなります。多少の時間はか
かっても介助がスムーズに行えます。

⑦ 記録できる機器は、表面では見えない部分を視覚的に把握することができ、業務を行う上で大変役
立っています。無くなると、介助者側の身体的につらくなります。

⑧ 夜勤では転倒予防に離床キャッチ、眠りスキャンに看とりや熱発等、状態観察にとても役立ちもう
一人の介護サポート要員と捉えています。

⑨ 入浴トロリーは皮膚状態観察に適しており、異変に気付くことが出来ます。体清拭も隅々出来る為、
清潔保持にも最適です。介助する方される方、両者にメリットありです。

⑩ 大切な福祉機器。利用者を安全に移乗に出来ないだけでなく、介助者の負担が多くなることで巡回
が少なくなるという悪循環になるでしょう。ICTは日々のバイタル管理が楽です。

⑪ 福祉機器がなかった頃は二人移乗そして夜間帯の巡回等、とても神経を使っていました。福祉機器
導入によって介護する側される側の負担の軽減になっています。利用者にも安心して頂けているの
で福祉機器はなくてはならない存在、救世主です。
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さまざまな感想を分類すると このような感じです。
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あらためて機器たちが、ひとのパートナーになっていることが分かりました。
とくに心身にかかる負担・・・

利用者1人を介助者2名で移乗 その対象者が20名いる場合
一日6回 365日

20名×2名×6回×365日 ＝ 8万7千6百回

なんど計算しても す、す、すごい数字です。
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さらに、かかっている時間をかけて
人件費にするといくらでしょう。

その費用は顧客と従業者の満足に繋がっていますか？

機器が高い？というのは かなり疑問。
ハードに付加価値をつけるのも“ひと”です。

海光園はこれからも
楽で安全なオペレーションと“サービスの質”を

追及していきます。

引き続きよろしくお願いいたします。
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