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みんなの笑顔がリンクする

E efficient[効率のいい] G gadget[便利な道具が] A advance[前進する] O opotunity[機会を作る]
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会社概要
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概要 内容

名称 株式会社アズパートナーズ

代表者 代表取締役 社長 兼 CEO 植村健志

事業概要

・シニア事業
介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)事業
デイサービス、ショートステイ事業

・不動産事業
収益不動産保有、宅地住宅分譲、不動産再生コンサルティング等

所在地 東京都千代田区有楽町1丁目5番2号 東宝ツインタワービル6階

設立 2004年11月2日

資本金 4,000万円

売上高 7,712,756千円(2018年3月期）

従業員数 従業員数 1,079名（2018年4月1日現在）

加盟団体 ・(一社)全国介護付きホーム協会 副代表理事
・高齢住宅経営者連絡協議会
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アズパートナーズ運営事業所

運営法人

デイサービス 15事業所 ショートステイ 4事業所

介護付きホーム 17事業所

導入済みホーム

浦和円正寺
デイサービスセンター＆ショートステイ

狛江中和泉
デイサービスセンター

市川 市川アネックス
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人材不足解消＆サービス向上の打ち手

働き方の見直し ➡ 分業化でパートタイマー活用
IoT/ICT化 ➡ 業務負担軽減と効率化
サービス向上 ➡ 効率化した時間を活用して、自立支援
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ケアと作業の分業化

多様なニーズに対応する働き方を創出し、パートタイマーをフル活用

ケアスタッフでなくても良い「作業」は、無資格のパートが担当

2時間～就業可能な早朝・深夜パート活用で業務を効率化

2014.4～
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ケアと作業の分業化 効果

正社員４名分をパート化・夜勤人数 １名分 削減
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効率化には成功したが、スタッフはまだまだしんどい・・・

課題解決とはいかない
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複数の記録に転記・夜間の安否確認・ナースコール
分業化しても、この３つは負担軽減・効率化できない。

介護職員は、何がしんどいのか？

記録

ナース

コール

定時

巡視
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～ 課題 ３つのしんどい業務の解決方法は？ ～

分業化だけでは生産性向上にはまだ不足

外国人技能実習制度

採用が厳しい中、どうする!?

● 言葉の壁
日本語能力試験

● 3年のリミット
成熟した頃に帰国

● 人件費の増大
コストは結果膨らむ

介護ロボット・ICT/IoT導入

〇 記録ソフト
スマホ入力時代に

〇 見守りセンサー
スマホで確認できる

● 初期投資
導入コストが高い

ITを本気で活用することができれば、介護職員のしんどい
業務が解決できるかもしれない！・・・と当社は決断しました。

1

9
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～ 課題 生産性を上げる機器をどうするか？ ～

１パッケージか？連携を模索するか？

1パッケージのICT/IoT

機器の選定、どうする!?

● 強みと弱みがセット
センサー〇 記録×

● カスタマイズ
標準仕様MUST

● カメラ系の場合
Wi-Fiでなく有線

ベンダーマネジメント

〇 強み×強み×強み
『強み』だけ選択する

〇 カスタマイズ
自社にマッチできる

〇 センサー系
Wi-Fi＆クラウド可

現場は自分たちのもの！自分たちが何に困っているか？
を確かにすることで、必要な機器が見えてくる！

1

10
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～ 課題 経営の意思決定を得るには？ ～

どのようにして投資回収の仮説を立てるか？

社内コンセンサス、どうする!?

タイムスタディ

〇 手書き記録
記入時間を測定

〇 定時巡視
時間と歩数を測定

〇 ナースコールの回数
・対応時間を測定

投資回収プランの作成は、地道なタイムスタディと、
導入検討の機器を徹底して学習することで完成する！

機器分析

〇 導入した場合・・・
どの機能がどこに
効果を発揮するか？

〇 導入した場合・・・
コストでいくらの削減
で人員に換算すると
何人か？

11
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記録

ナース

コール

定時

巡視

当社が、しんどい業務に要している時間

8 時間

5 時間

12 時間

当社の
介護職員の

総労働時間/日

約25 ％
に相当
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スマホ1台持ちで、手のひらで、

全入居者のベッドでの状態が分かり、

コール対応も出来て、

その全てがそのまま記録になる。

スマホ1台で記録入力、コール、見守りのすべてが可能！

そうして、当社のICT/IoTが始まりました

2017.3～
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リリースからの歩み
年月日                                                     内容

2015.9 　IT企画スタート　構想・機器選定開始
2016.9 　介護記録電子カルテ　FDSケアカルテをアズハイム町田で導入
2016.11 　眠りSCAN　Vi-nurse ケアカルテの連携確認　→　IoTシステムの構想が完成
2017.1 　アズハイム町田　ナースコール・電話交換機等入れ換え工事開始
2017.2 　工事完了　眠りSCAN　Vi-nurse ケアカルテの連動試験成功
2017.3 　システム名を『EGAO link』に命名　※商標取得　
2017.3 　アズハイム町田で17時間の時間効率化に成功

　5社協同での記者会見を開く　メディア25社が出席
2017.4 　EGAO linkの他社・他法人見学案内開始
2017.5 　TOKYO MX　「5時に夢中」にてEGAO linkが特集される

　夜間定時巡視を見守りセンサー活用に変更　東京都保健福祉局に申請収受
2017.6 　全国介護付きホーム全国総会　※約600法人加盟　でEGAO linkをプレゼンテーションする

　アズハイム練馬ガーデン　新規開設から初めてのEGAO link導入
2017.9 　アズハイム大泉学園　EGAO link導入
2017.10 　高齢者住宅経営者連絡協議会主催　『リビングオブザイヤー』　優秀賞受賞

　NHK「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」にてEGAO linkが紹介
2017.11 　築30年のリノベーションホーム　アズハイム横浜東寺尾　EGAO link導入
2017.12 　EGAO link 見学案内法人　50法人を超える
2018.1 　東京都福祉保健局　アズハイム大泉学園の現地視察
2018.2 　経済産業省ITイノベーション課　アズハイム練馬ガーデンを視察
2018.3 　厚生労働省高齢者支援課・経済産業省ロボット政策室　練馬ガーデン視察

　フランス視察団（DIALOG社主催）が練馬ガーデン見学
2018.4 　公社介護事業等運営者連絡協議会　練馬ガーデン視察
2018.4 　マレーシア サンウェイ病院看護師長　練馬ガーデン視察
2018.5 　内閣府　未来投資会議　規制緩和推進徹底会合　副会長　高橋泰先生が練馬ガーデンを視察

2018.8 　EGAO link見学法人数100法人を超える。
　アズハイム川越　EGAO link導入

2018.10 　広島県社会福祉協議会主催　介護ロボット導入・活用セミナーにて事例発表
　徳島県老人福祉施設協議会主催　ICT導入・活用セミナーにて事例発表

2018.11 　第47回　日本医療福祉設備学会　シンポジウム「看護・介護のためのIoT」にて事例発表
2018.12 　高齢者住宅経営者連絡協議会主催　『ホーム見学会』　練馬ガーデンを視察


Sheet1

		年月日		                                                    内容

		2015.9		　IT企画スタート　構想・機器選定開始

		2016.9		　介護記録電子カルテ　FDSケアカルテをアズハイム町田で導入

		2016.11		　眠りSCAN　Vi-nurse ケアカルテの連携確認　→　IoTシステムの構想が完成

		2017.1		　アズハイム町田　ナースコール・電話交換機等入れ換え工事開始

		2017.2		　工事完了　眠りSCAN　Vi-nurse ケアカルテの連動試験成功

		2017.3		　システム名を『EGAO link』に命名　※商標取得　

		2017.3		　アズハイム町田で17時間の時間効率化に成功

				　5社協同での記者会見を開く　メディア25社が出席

		2017.4		　EGAO linkの他社・他法人見学案内開始

		2017.5		　TOKYO MX　「5時に夢中」にてEGAO linkが特集される

				　夜間定時巡視を見守りセンサー活用に変更　東京都保健福祉局に申請収受

		2017.6		　全国介護付きホーム全国総会　※約600法人加盟　でEGAO linkをプレゼンテーションする

				　アズハイム練馬ガーデン　新規開設から初めてのEGAO link導入

		2017.9		　アズハイム大泉学園　EGAO link導入

		2017.10		　高齢者住宅経営者連絡協議会主催　『リビングオブザイヤー』　優秀賞受賞

				　NHK「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」にてEGAO linkが紹介

		2017.11		　築30年のリノベーションホーム　アズハイム横浜東寺尾　EGAO link導入

		2017.12		　EGAO link 見学案内法人　50法人を超える

		2018.1		　東京都福祉保健局　アズハイム大泉学園の現地視察

		2018.2		　経済産業省ITイノベーション課　アズハイム練馬ガーデンを視察

		2018.3		　厚生労働省高齢者支援課・経済産業省ロボット政策室　練馬ガーデン視察

				　フランス視察団（DIALOG社主催）が練馬ガーデン見学

		2018.4		　公社介護事業等運営者連絡協議会　練馬ガーデン視察

		2018.4		　マレーシア サンウェイ病院看護師長　練馬ガーデン視察 ビョウイン カンゴシチョウ ネリマ シサツ

		2018.5		　内閣府　未来投資会議　規制緩和推進徹底会合　副会長　高橋泰先生が練馬ガーデンを視察 ナイカク フ ミライ トウシ カイギ キセイ カンワ スイシン テッテイ カイゴウ フクカイチョウ タカハシ タイ センセイ ネリマ シサツ

		2018.8		　EGAO link見学法人数100法人を超える。
　アズハイム川越　EGAO link導入 ホウジン カワゴエ ドウニュウ

		2018.10		　広島県社会福祉協議会主催　介護ロボット導入・活用セミナーにて事例発表
　徳島県老人福祉施設協議会主催　ICT導入・活用セミナーにて事例発表 ヒロシマケン シャカイ フクシ キョウギカイ シュサイ カイゴ ドウニュウ カツヨウ ジレイ ハッピョウ

		2018.11		　第47回　日本医療福祉設備学会　シンポジウム「看護・介護のためのIoT」にて事例発表 ダイ カイ ニホン イリョウ フクシ セツビ ガッカイ カンゴ カイゴ ジレイ ハッピョウ

		2018.12		　高齢者住宅経営者連絡協議会主催　『ホーム見学会』　練馬ガーデンを視察 コウレイシャ ジュウタク ケイエイシャ レンラク キョウギカイ シュサイ ケンガク カイ ネリマ シサツ

		2019.1		　公益財団法人　テクノエイド協会主催　『介護ロボットフォーラム』にて事例発表 コウエキ ザイダン ホウジン キョウカイ シュサイ カイゴ ジレイ ハッピョウ







COPYRIGHT ©AS PARTNERS CO.,LTD.All Rights Reserved 15

・呼吸状態を24時間モニタリング
・睡眠のアセスメントが可能
・睡眠→覚醒→起き上がり
→離床の段階に応じてコール
通知を個別設定可能

・各種センサーやカメラ、記録システム、スマホ
等との幅広い互換性を持っている。

・現場目線で「記録」に特化した
システム。法人に合わせた高い
カスタマイズ力がある。動画や
画像記録にも対応している。

・医療介護施設におけるナースコールとスマホ
連携のネットワークシステムを構築している。

こんなしくみです
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の特徴

● 若手から年配まで幅広い年齢層でも、浸透できる！
18歳（高卒）～ 70歳の女性スタッフまで、使いこなせることが実証できました。
⇒ 現場が分かる選任スタッフにOJTを担当させることによって、2週間で定着しました。

● 既存のホームで、ご入居者がいながら、導入できる！
平成元年築30年経過したホームで、ご入居者の生活に支障なく、EGAO linkは導入することができました。
⇒アズハイム横浜東寺尾 2017.11～ EGAO link稼働

● 運営会社が、現場目線でサービスを落とさず、活用できる！
メーカーではなく、運営会社が、現場目線でシステムを考案し、シフトやサービスの体制も合わせて見直す
事によって、サービスの質を向上しつつ、人員の削減を成功させることができました。

業界全般に活用できるツールであることが重要！
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～ 課題 「人はいないけど、IT化はこわい！」 ～

どのようにして現場の炎上を防ぐのか？

IT化あるある ⇒ 現場の炎上、どうする!?

OJTスタッフをホームに配置
〇 現場経験が豊富

である
〇 ITは得意というより

好き
〇 明るく、親しみやすい

キャラクターが良い

本部から選任スタッフを配置し、通常業務に現場が集中できる状態を
Keepしながら、サポートすることで2週間で沈静化します。

記録ソフトとスマホに慣れさえすればOK！

記録ソフトのカスタマイズ
〇 ホームのルール・

規定のフォーマットに
カスタマイズする

〇 「自動転記」機能を
最大限に活用できる
カスタマイズをする

1名を 2週間配置 「いつも」がソフト化しただけ

17
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～ 課題 「見守りセンサー、ようわからん！」 ～

どのようにすればセンサーに慣れるのか？

IT化あるある ⇒ センサーを使いこなせる!?

自然になれてもらう
〇 「本当に寝てる！

起きてる！」を体感
〇 「3～5秒で鳴る！」

を体感
〇 「これは便利！」に

パラダイムシフト

センサーと実際の居室の状態が『=』だと理解すれば、
便利だと認識して、使用するようになります。

アラート（ナースコール）は、管理者がコントロールします。

アラート設定にルールを設ける
〇 入居・退院・体調変

化・転倒リスク・・・
「心配だから・・・」アラー
ト乱用しようとする

〇 センサーマットの数と
同じ数にルール設定

あえて厳しく「使え」と言わない 「鳴る前に行く」と教育する

18
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8時間

0.8時間

介護記録 24時間あたりの削減効果

約7時間削減
7:00～19:59 約4時間の削減

20:00～6:59 約3時間の削減

ケアカルテのカスタマイズと自動転記が大幅削減のフックに！
ナースコールも自動で記録化されていることも効果的！


Graph1
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		スマホ
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現状Keepで様子を見る

〇 余裕は出る

● 意外にご入居者
関わらない

● 1人でできることを
2人でやりだす

タイムスケジュールを見直す

〇 したくてもできなか
ったケアを入れる

〇 ストレングスをさら
に伸ばす取組み

〇 スタッフのやりがい
になる仕組み

実は、創出した時間の活用イメージを持っていないと、
「何もしない」になる。本当にやりたかったことをスケジュールに入れて

日常行動化する工夫が必要。

1

～ 課題 「時間は創出されたけど・・・どう使おう？」 ～

どのようにして、時間を最大限活用するか？

創出した時間、どう活用する!?

20
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日中の業務スケジュール見直し

2017.12～取組中

丁寧にケア エンパワーメント・ストレングスを活かしたケアがしたい
QOLの獲得 ご入居者がしたいこと・やりたいことを実現させたい
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1141回/月

122回/月

日中の創出時間の活用① 生活リハビリ！

ご入居者全員に

生活リハビリを実施

ご入居者1人当たりのケアに、1分～2分程度、生活リハビリの時
間を加えることができるようになりました。

8回/月


Graph1
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60時間/月

20時間/月
約3倍増加

ご入居者個別の「したいこと」・「やりたいこと」を実現する為の時間
として、活用することができるようになりました。

日中の創出時間の活用② 個別アクティビティ！


Graph1
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EGAO link導入後、ADL改善した人数

33人 UP

生活リハビリ ➡ 活動のレベルがあがる
個別アクティビティ ➡ 意欲を生み・維持・向上につながる

60床のホーム
1年平均 16.5人

0人

33人
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入居/退院時 3ヶ月後

【参考】 FIMによる日常生活評価結果

32.4P UP

自立支援のエビデンスとして、信用性のあるスケールで
アウトカム評価に取り組んでいます。

60床ホーム
2018年８月～10月

入居・退院された 5名のご入居者平均40P

72.4P
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創出時間が、ADL改善に直結

■診断名：左大腿骨頚部骨折
■移乗と立ち座りは全介助
■排泄は立位とれないため終日
オムツ対応

■移動は車椅子全介助
■入浴は機械浴

■ベッド-車椅子間移乗、最小限介助移乗介助
■トイレ2人介助 トイレ立位訓練
■下肢筋力の向上とトイレ立位安定性向上を
確認、車椅子ブレーキ操作ポイント声掛け・
見守り

■トイレの立位・移乗の安定性確認、手すりの
使用・下衣上げ下ろし手順・車椅子ブレーキ
操作、認識を高める声掛け。

■ベッド-車椅子間の移乗自立
■車椅子ブレーキ操作可能
■トイレ ブレーキ操作の訓練
を除き、自立

■入浴は中間浴
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創出時間が、ADL改善に直結

■診断：尿路感染症後廃用症
候群

■膀胱留置カテーテルあり
■移乗は見守り、移動は車椅子
自操

■トイレは終日オムツ使用
■記憶力低下、注意力低下
車椅子ブレーキ介助

■ベッド-車椅子間 移乗見守り、下肢筋力向
上のポイント・車椅子ブレーキ操作声掛け

■下肢筋力向上に伴い居室⇒ダイニング歩行
器使用 見守り実施

■居室⇔ダイニングの歩行安定に伴い見守りを
解除、フロア内歩行器歩行自立、下肢筋力
向上に伴い歩行距離の増加を確認、ホーム
内歩行器歩行自立。杖歩行訓練実施

■杖歩行自立・ADL全般自立
まで回復
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４回5時間

0回0時間

定時巡視 1夜勤あたりの削減効果

約5時間削減

睡眠・覚醒・離床＆呼吸数・心拍数の状況は、スマホ
とPCで常時チェックが可能！『定時』に行く必要なし！

20:00～6:59 を1夜勤としています


Graph1

		導入前

		導入後



列1

5

0



Sheet1

				列1

		導入前 ドウニュウマエ		5

		導入後 ドウニュウゴ		0
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～ 課題 「お客様と行政になんて説明すれば・・・」 ～

どのようにして、お客様・行政と合意するのか？

IT化あるある ⇒ お客様・行政の理解はどうする？

行政
▷ 現場を見てもらう

当社はTV取材動画
▷ ITに頼りっきりでは

ないと説明
▷ 巡視は法的義務なし

お客様理解得れば〇

国・行政 ⇒ サービス下がらない・リスク対策・お客様合意でOK
お客様 ⇒ 活用方法と効果がプレゼンによって伝われば、むしろ

賛成してくれます！※当社 900組のお客様から反発「0」

お客様
〇 運営懇談会を事前に

開催して説明というより
プレゼンをする

〇 「訪室数が減る」
「データが取れる」は
今のお客様には有効的

お客様と合意⇒基本OK 効果を明示すれば基本OK

29
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重要事項説明書をこのようにしました

東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に定時巡視「0」のOKを頂きました。
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約150回

約50回

ナースコール 24時間あたりの削減効果

約5時間削減

「ナースコールが鳴るのを待つ」というあり方から、「ナース
コールが鳴る前に行く」というあり方に変わりました！

1コール対応あたり3分としています


Graph1

		導入前

		導入後



列1

150

50



Sheet1
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		導入前 ドウニュウマエ		150

		導入後 ドウニュウゴ		50
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EGAO link導入ホームの夜間 導入6か月後の状況

2018年5月18日 23:52 の状況 40名のユニット
この状況が、5:00頃まで続く。



COPYRIGHT ©AS PARTNERS CO.,LTD.All Rights Reserved 33

夜間の状況

ご入居者 55名中
20:00～7:00 平均睡眠率71％ 平均睡眠人数39名
0:00～3:00 平均睡眠率82％ 平均睡眠人数45名
夜間定時巡視をなくすことによって、ご入居者を無駄に起こすこと
がなくなったことがインパクト！⇒仮眠の取得が確かになる！
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夜勤1名あたりの実働時間比較

EGAO link
未導入ホーム

EGAO link
導入ホーム

20:00～6:59で測定

ケア時間約40％減 記録時間約75％減

ケア 4 時間

記録 0.3 時間

仮眠 2 時間

雑務/待機 4.7 時間

ケア 7 時間

記録 3 時間

仮眠 0 時間

雑務 1 時間
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記録

ナース

コール

定時

巡視

「しんどさ」は、どこまで楽になったのか？

0.8 時間

0 時間

7 時間

当社の
介護職員の

総労働時間/日

約8 ％
まで削減
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スタッフの反響
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投資に対する回収も現実的に！

2,000 万円

60～70床規模 ４F建てのホーム

約 2 年で回収

常勤2～3名分の人員削減
年間1,000万円の回収
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ITで業務効率化 効果

正社員 2名削減・業務時間 17時間の効率化 成功
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正社員

6人削減

分業化+IT化による効率化の成果！

夜勤人数

1人削減

1．ケアと作業を分業化、無資格の人材を活用
2．最も忙しい時間⇒起床・就寝時でのパート活用
3．ITを活用し、オペレーションの見直し
⇒ 約3年間で6名削減しても、サービスの質は下がっていません。

分業化により
４人削減

IT化により
２人削減
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4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

導入前 導入後

【参考】EGAO link導入後の総労働時間/月

3.98人分

残業時間の削減はもちろん、看護師やリハビリスタッフ
のような専門職の業務効率化にも貢献しています。

1ホームの全職種を対象にまとめています

5398時間

4697時間
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効率化+自立支援は実現できる！

★多様なニーズに対応する
働き方を創出して、
パートタイマーの活用
⇒ 無資格でも活躍
⇒ 早朝や深夜もカバー

★夜勤人数の見直し成功

★常勤2名削減しても、
スタッフが安心して働ける

★記録業務が約7H削減
★巡視時間が約5H削減
★コール約5H削減
★夜勤中の休憩が安定

★創出した時間で個別
ケアの時間が取れた

★リハビリの質と量が向上
⇒ご入居者の状態改善

★ご入居者が元気になれ
ばスタッフも笑顔になる！

ケアと作業の分業化・ITの活用・創出した時間をオペレーション見直しによって活用することで、
効率化と生産性の向上は手に入れることができる！
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今後の展望

★ 業界スタンダードにするべき！
EGAO linkがもっと広まり、センサー・ナースコール・記録の連携が、業界の標準的な介護IoTの一つとなる
ことで、人材の流動が激しい業界の中で、サービスの質を向上させることができると考えております。

★ 普及によってコストを下げたい！
関係省庁の方々と連携することによって、業界への普及が進めていけると考えております。
当然ながら、普及が進むことによって、コストが下がり、限られた資源で効率化とサービス向上への強いニーズ
を持っている法人への機会提供ができると考えております。

★ AIと連携させ、さらに進化させる！
ご入居者のビッグデータを活用して、様々な予測を立て、ケアの質をより高め、効率化も促進する 私たちの
IT活用から、より発展的・革新的なAI連携ITをメーカーと創り上げていきたいと考えております。

介護人材不足の抜本的な解決！
介護の見方・あり方を根本的に変革し、ケアの質をUP！
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ご見学はいつでも！

夜勤の無料体験会もやっています！
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