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現状把握

食事
・食事介助で時間がかかる

・誤嚥しないか心配

入浴
・食事量が少ない

・移動時転倒しないか気を遣う

排泄
・浴槽出入り介助が大変

・トイレ移動と介助に時間がかかる

運動
・トイレ誘導回数が多いと対応できない

・参加を促すのが大変

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
・できる/効果的/楽しい運動を探すのに苦労

・企画準備の時間が思うようにとれない

送迎
・転倒事故/車輛事故が心配

・ゆっくり歩行の方は送迎に時間がかかる

その他
・歩行不安定な方が多いと見守りが大変

・全介助の方が多いと身体的に負担が大きい

日々の業務について

帳票管理
・作成の時間がない

・内容に自信がない

環境整備
・費用がかかり思うようにできない

・人員不足

連携
・関係機関との連携情報共有

・スケジューリング

顧客獲得
・利用中止の予防が難しい

・新規利用者獲得が一定しない

その他
・いつまで元気で働けるか心配

・コロナ感染しない/させないか心配

職員への聞き取り



© Sompo Care Inc. All Rights Reserved.

介護ロボットについて 職員への聞き取り

高齢者は
何で困っていると
思いますか？

自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分
でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症
や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにでき
ない。認知症は道に迷う危険がある。

介護業務中
何に負担を
感じている？

移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体
介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足
がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集
中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。

高齢者のADLをはじ
めとする能力機能/
維持/向上について
興味は？

具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増え
る。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし
方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。

デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？

食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続
けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる
事を見つける。

デイサービスご利用
の高齢者にしてあげ
たい事はあります
か？

具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維
持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。
個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じて
ほしい。

現在それはできてい
ますか？

できているものもあるが、健康維持については介護が主なサー
ビス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。ま
た、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うよ
うにはできていない。

ご利用者個々の能力
や状態を把握できて
いる？方法は？

様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き
取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たること
で見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不
十分。

能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？

ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできてい
ない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳
細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、
なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、
個々の課題といえない。

機能訓練について
日頃から学んでいる
事はある?

書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状
態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その
間に状態が変化してしまう事も多い。

歩行と健康について
考える、知る機会は
ある？

テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックが
ない。

運動プログラムを検
討実施するにあたり
困り事はある？

専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に
立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれてい
ない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができている
か。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めて
いる。

運動の効果は何を
見て(確認して)評価
している?

実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家
族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担
の変化。

YES NO わからない・知らない
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		知っている？ シ				テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。
 シ イジョウ ホジョ モ ア サ イジョウ チカラ シゴト ヨクソウ デイ シヨウ ジンコウ				ｎ		n		y		ｙ		y		y

		興味は？ キョウミ				興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのようなものか最新技術のものを知りたい。 キョウミ シ ツカ コト ベンリ フタンケイゲン ヨ オモ				n		y		y		y		y		y

		使用したことある？ シヨウ				機会なし。 キカイ				n		n		n		n		n		n

		①どんなもの？
②イメージは？				移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををしてくれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにくい、時間がかかりそう。大型っぽい。 イジョウヨウ モ ア モノ ギソク ギシュ ホジョ ゲンダンカイ チカラシゴト ツカ カタ シダイ キケン カ ナニ ミマモ ヒツヨウ キケンド カイゴ ガワ フアン テダス ジュンビ シヨウ タクサン コウテイ ヒツヨウ オオガタ

		使ってみたい？ ツカ				良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方が難しそうなので積極的にはなれない。 ヨ ゼヒ ツカ タメ ツカ オモ ジツヨウテキ ツカ ソウサホウホウ メンドウ ツカ カタ ムズカ セッキョクテキ				y		w		y		y		n		n

		役に立つ？ ヤク タ				人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性がある時に役に立つかも知れない。 ヒト カ ヤク タ オモ フタンゲンショウ ヒト カイジョ ヨク オモ バアイ コシ イタ トキ キケンセイ トキ ヤク タ シ				y		w		y		y		y		y















YES

NO

わからない・知らない
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		スマートフォン
使っている？ ツカ				日常的に使っている。 ニチジョウテキ ツカ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？
 ツウワ イガイ ツカ				電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピング) ドウガサツエイ カンリ カ モノ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
ネット検索やQRコード読み取りができる？ ケンサク ヨ ト				できる。たまに使っている。 ツカ				y		y		y		y		y

		パソコンを
使っている？ ツカ				仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。 シゴト ツカ マイニチ シゴト ツカ イエ ツカ イエ ツカ				y		y		y		y		y

		生活家電操作は
十分にできている？ セイカツ カデン ソウサ ジュウブン				人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能しか使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。 ヒトナミ ツカ クシ サイテイゲン キノウ ツカ フベン セッテイ クライ				y		y		y		y		y

		説明書を参考に
使用方法が
理解できる？ セツメイショ サンコウ シヨウ ホウホウ リカイ				基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えてもらっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかるもの等は解らない。 キホンテキ ソウサ リカイ セツメイショ ヨ ヒト オシ カンタン キノウ リカイ セッテイ ジカン ナド ワカ				y		y		y		y		y













YES

NO

わからない・知らない
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		高齢者は
何で困っていると
思いますか？ コウレイシャ ナニ コマ オモ				自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにできない。認知症は道に迷う危険がある。 ジブン カジ ビョウキ グアイ ワル アル ジブン ニュウヨク ガイシュツ セイカツ チョウリ カ モノ ニンチショウ カラダ フジユウ アル マヒ シンタイ ショウガイ オモ ニンチショウ ミチ マヨ キケン				ｙ		y		w		y		y		y

		介護業務中
何に負担を
感じている？ カイゴギョウム ナカ ナニ フタン カン				移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。 イドウ イジョウ チカラ ツカ カイジョ オオ ツカ シンタイカイゴ ミマモ ヨウツウ シンパイ タ ウゴ アシ イタ タイオウ ジカンタイ ギョウム シュウチュウ チュウショク マエ キタクマエ ジカンセイゲン				ｎ		n		n		y		y		y

		高齢者のADLをはじめとする能力機能/維持/向上について興味は？ コウレイシャ ノウリョク キノウ イジ コウジョウ キョウミ				具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増える。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。 グタイテキ シンタイノウリョク コウジョウ ジブン ドウサ フ ジリツシエン コト フ ジシン テイカ カタ ヨボウ イジ コウジョウ ヒト				ｎ		n		y		n		y		y

		デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？ リヨウモクテキ オモ				食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる事を見つける。 ショクジ ニュウヨク ヒト コウリュウ ミマモ ザイタク ジシン セイカツ ツヅ イドウ ノウリョク イジ コウジョウ タノ コト ミ				ｙ

		デイサービスご利用の高齢者にしてあげたい事はありますか？ リヨウ コウレイシャ コト				具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じてほしい。 グタイテキ タノ オイ ショクジ テイキョウ ウンドウ ケンコウ イジ テントウ ココ オウ ノウリョク コウジョウ タイオウ ショクジ タノ キセツ カン				ｙ		n		y		y		y		y

		現在それはできていますか？ ゲンザイ				できているものもあるが、健康維持については介護が主なサービス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。また、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うようにはできていない。 ケンコウ イジ カイゴ オモ テイキョウ フメイ リヨウシャ カダイ タダ ハアク ブンセキ ノウリョクコウジョウ タイオウ チシキ ワ ホド ジンイン ギョウム オオ コト オモ
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		ご利用者個々の能力や状態を把握できている？方法は？ リヨウシャ ココ ノウリョク ジョウタイ ハアク ホウホウ				様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たることで見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不十分。 ヨウス カンサツ ニチジョウセイカツ ドウサ ミ ホンニン カゾク キ ト オオ ヒゴロ ヨウス ハナシ チョクセツ カイゴ ア ミ キロク ジョウホウ ハアク フジュウブン				ｙ		y		w		y		y		y

		能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？ ノウリョク イジ コウジョウ タメ ココ カダイ リカイ				ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできていない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、個々の課題といえない。 テイド セイカク ゼンイン キンリョク テイカ ヨボウ イジ コウジョウ ゼンタイテキ イ ショウサイ カダイ ハアク カコ コト サンコウ カンサツ チョウヒョウ ミ カクイツテキ ココ カダイ				ｎ		n		n		y		y		y

		機能訓練について
日頃から学んでいる事はある? キノウクンレン ヒゴロ マナ コト				書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その間に状態が変化してしまう事も多い。 ショルイ カサン テツヅ ヨウケン カイゴ ギョウム キノウクンレン ベンキョウ ジカン ジョウタイ ハアク カダイ ダ ミ ジカン アイダ ジョウタイ ヘンカ コト オオ				ｎ		n		y		n		y		y

		歩行と健康について考える、知る機会はある？ ホコウ ケンコウ カンガ シ キカイ				テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックがない。 メ テイド チシキ ケイケン				ｙ

		運動プログラムを検討実施するにあたり困り事はある？ ウンドウ ケントウ ジッシ コマ ゴト				専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれていない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができているか。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めている。 タイソウ ジカン ジン ギョウム モンダイ ホンニン イシ モト ウンドウ コト ウンドウリョウ フ ケッカ キ				ｙ		n		y		y		y		y

		運動の効果は何を見て(確認して)評価している? ウンドウ コウカ ナニ ミ カクニン ヒョウカ				実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担の変化。 ジッサイ ウゴ ハヤ アンテイカン ミ ホンニン カゾク イケン サンコウ シンタイ ソクテイ ホコウ カイゴ フタン ヘンカ





YES

NO

わからない・知らない



ここが知りたい









		準備後片付けの手間は		小型軽量なので取り出し片付けは楽。

		必要な環境は		屋内外問わず平らな歩行スペースだけでよかった。

		操作はできるか		工程が少なく、入力も普段やっているスマートホン操作で問題なくできた。　

		操作を覚えられるか		数回行えば覚えられた。

		上手く測定できるか		測定失敗や故障はなかった。右左折折り返しを行っても測定できた。

		所要時間はどのくらいか		ゆっくり説明を行いながら10分程度だった。

		安全か		歩行動作が安定していれば危険はなかった。

		使う側と被験者の疲労感はどうか		疲労感は双方感じなかった。

		保管収納はどうか		ティッシュペーパー箱あれば収納できる。

		取り扱い上の注意はあるか		スマートホンとICチップは充電が必要。





ここが知りたい

　操作性
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		知っている？ シ				テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。
 シ イジョウ ホジョ モ ア サ イジョウ チカラ シゴト ヨクソウ デイ シヨウ ジンコウ				ｎ		n		y		ｙ		y		y

		興味は？ キョウミ				興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのようなものか最新技術のものを知りたい。 キョウミ シ ツカ コト ベンリ フタンケイゲン ヨ オモ				n		y		y		y		y		y

		使用したことある？ シヨウ				機会なし。 キカイ				n		n		n		n		n		n

		①どんなもの？
②イメージは？				移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををしてくれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにくい、時間がかかりそう。大型っぽい。 イジョウヨウ モ ア モノ ギソク ギシュ ホジョ ゲンダンカイ チカラシゴト ツカ カタ シダイ キケン カ ナニ ミマモ ヒツヨウ キケンド カイゴ ガワ フアン テダス ジュンビ シヨウ タクサン コウテイ ヒツヨウ オオガタ

		使ってみたい？ ツカ				良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方が難しそうなので積極的にはなれない。 ヨ ゼヒ ツカ タメ ツカ オモ ジツヨウテキ ツカ ソウサホウホウ メンドウ ツカ カタ ムズカ セッキョクテキ				y		w		y		y		n		n

		役に立つ？ ヤク タ				人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性がある時に役に立つかも知れない。 ヒト カ ヤク タ オモ フタンゲンショウ ヒト カイジョ ヨク オモ バアイ コシ イタ トキ キケンセイ トキ ヤク タ シ				y		w		y		y		y		y















YES

NO

わからない・知らない
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		スマートフォン
使っている？ ツカ				日常的に使っている。 ニチジョウテキ ツカ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？
 ツウワ イガイ ツカ				電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピング) ドウガサツエイ カンリ カ モノ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
ネット検索やQRコード読み取りができる？ ケンサク ヨ ト				できる。たまに使っている。 ツカ				y		y		y		y		y

		パソコンを
使っている？ ツカ				仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。 シゴト ツカ マイニチ シゴト ツカ イエ ツカ イエ ツカ				y		y		y		y		y

		生活家電操作は
十分にできている？ セイカツ カデン ソウサ ジュウブン				人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能しか使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。 ヒトナミ ツカ クシ サイテイゲン キノウ ツカ フベン セッテイ クライ				y		y		y		y		y

		説明書を参考に
使用方法が
理解できる？ セツメイショ サンコウ シヨウ ホウホウ リカイ				基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えてもらっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかるもの等は解らない。 キホンテキ ソウサ リカイ セツメイショ ヨ ヒト オシ カンタン キノウ リカイ セッテイ ジカン ナド ワカ				y		y		y		y		y
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わからない・知らない
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		高齢者は
何で困っていると
思いますか？ コウレイシャ ナニ コマ オモ				自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにできない。認知症は道に迷う危険がある。 ジブン カジ ビョウキ グアイ ワル アル ジブン ニュウヨク ガイシュツ セイカツ チョウリ カ モノ ニンチショウ カラダ フジユウ アル マヒ シンタイ ショウガイ オモ ニンチショウ ミチ マヨ キケン				ｙ		y		w		y		y		y

		介護業務中
何に負担を
感じている？ カイゴギョウム ナカ ナニ フタン カン				移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。 イドウ イジョウ チカラ ツカ カイジョ オオ ツカ シンタイカイゴ ミマモ ヨウツウ シンパイ タ ウゴ アシ イタ タイオウ ジカンタイ ギョウム シュウチュウ チュウショク マエ キタクマエ ジカンセイゲン				ｎ		n		n		y		y		y

		高齢者のADLをはじめとする能力機能/維持/向上について興味は？ コウレイシャ ノウリョク キノウ イジ コウジョウ キョウミ				具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増える。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。 グタイテキ シンタイノウリョク コウジョウ ジブン ドウサ フ ジリツシエン コト フ ジシン テイカ カタ ヨボウ イジ コウジョウ ヒト				ｎ		n		y		n		y		y

		デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？ リヨウモクテキ オモ				食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる事を見つける。 ショクジ ニュウヨク ヒト コウリュウ ミマモ ザイタク ジシン セイカツ ツヅ イドウ ノウリョク イジ コウジョウ タノ コト ミ				ｙ

		デイサービスご利用の高齢者にしてあげたい事はありますか？ リヨウ コウレイシャ コト				具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じてほしい。 グタイテキ タノ オイ ショクジ テイキョウ ウンドウ ケンコウ イジ テントウ ココ オウ ノウリョク コウジョウ タイオウ ショクジ タノ キセツ カン				ｙ		n		y		y		y		y

		現在それはできていますか？ ゲンザイ				できているものもあるが、健康維持については介護が主なサービス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。また、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うようにはできていない。 ケンコウ イジ カイゴ オモ テイキョウ フメイ リヨウシャ カダイ タダ ハアク ブンセキ ノウリョクコウジョウ タイオウ チシキ ワ ホド ジンイン ギョウム オオ コト オモ
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		ご利用者個々の能力や状態を把握できている？方法は？ リヨウシャ ココ ノウリョク ジョウタイ ハアク ホウホウ				様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たることで見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不十分。 ヨウス カンサツ ニチジョウセイカツ ドウサ ミ ホンニン カゾク キ ト オオ ヒゴロ ヨウス ハナシ チョクセツ カイゴ ア ミ キロク ジョウホウ ハアク フジュウブン				ｙ		y		w		y		y		y

		能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？ ノウリョク イジ コウジョウ タメ ココ カダイ リカイ				ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできていない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、個々の課題といえない。 テイド セイカク ゼンイン キンリョク テイカ ヨボウ イジ コウジョウ ゼンタイテキ イ ショウサイ カダイ ハアク カコ コト サンコウ カンサツ チョウヒョウ ミ カクイツテキ ココ カダイ				ｎ		n		n		y		y		y

		機能訓練について
日頃から学んでいる事はある? キノウクンレン ヒゴロ マナ コト				書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その間に状態が変化してしまう事も多い。 ショルイ カサン テツヅ ヨウケン カイゴ ギョウム キノウクンレン ベンキョウ ジカン ジョウタイ ハアク カダイ ダ ミ ジカン アイダ ジョウタイ ヘンカ コト オオ				ｎ		n		y		n		y		y

		歩行と健康について考える、知る機会はある？ ホコウ ケンコウ カンガ シ キカイ				テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックがない。 メ テイド チシキ ケイケン				ｙ

		運動プログラムを検討実施するにあたり困り事はある？ ウンドウ ケントウ ジッシ コマ ゴト				専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれていない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができているか。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めている。 タイソウ ジカン ジン ギョウム モンダイ ホンニン イシ モト ウンドウ コト ウンドウリョウ フ ケッカ キ				ｙ		n		y		y		y		y

		運動の効果は何を見て(確認して)評価している? ウンドウ コウカ ナニ ミ カクニン ヒョウカ				実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担の変化。 ジッサイ ウゴ ハヤ アンテイカン ミ ホンニン カゾク イケン サンコウ シンタイ ソクテイ ホコウ カイゴ フタン ヘンカ
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わからない・知らない



ここが知りたい





				準備後片付けの手間は		小型軽量なので取り出し片付けは楽。

				必要な環境は		屋内外問わず平らな歩行スペースだけでよかった。

				操作はできるか		工程が少なく、入力も普段やっているスマートホン操作で問題なくできた。　

				操作を覚えられるか		数回行えば覚えられた。

				上手く測定できるか		測定失敗や故障はなかった。右左折折り返しを行っても測定できた。

				所要時間はどのくらいか		ゆっくり説明を行いながら10分程度だった。

				安全か		歩行動作が安定していれば危険はなかった。

				使う側と被験者の疲労感はどうか		疲労感は双方感じなかった。

				保管収納はどうか		ティッシュペーパー箱程度のスペースがあれば収納できる。 テイド

				取り扱い上の注意はあるか		スマートホンとICチップは充電が必要。



				　　　　　　　　何が解るか		個々の歩行状態（歩行に伴う足の動き：歩行角度/足上高さ/体重移動等々）と ココ ホコウ ジョウタイ ホコウ トモナ アシ ウゴ ホコウカクド アシア タカ タイジュウ イドウ トウトウ

						想定されるリスクと能力が低下している部位。それに対する改善に向けた対策。 ソウテイ ノウリョク テイカ ブイ タイ カイゼン ム タイサク

				何に使えるか		体操や個別機能訓練のメニュー立案と実施後の評価。 タイソウ コベツキノウクンレン リツアン ジッシゴ ヒョウカ

				業務に良い影響を与えるか		専門知識経験がなくても状態及び改善点や対策が判る。立案根拠と時間短縮。 センモン チシキ ケイケン ジョウタイ オヨ カイゼンテン タイサク ワカ リツアン コンキョ ジカンタンシュク

				サービスの質向上に繋がるか		適切な能力維持向上の機会提供ができ成果に繋がれば質向上の要因となる。 テキセツ ノウリョク イジ コウジョウ キカイ テイキョウ セイカ ツナ シツ コウジョウ ヨウイン

				ご利用者の役に立つか		能力の維持向上ができればご利用者の「できること」が継続または増加する。 ケイゾク ゾウカ











ここが知りたい

　操作性

　活用性
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介護ロボットについて 職員への聞き取り

知っている？

テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの
力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。
ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。

興味は？
興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便
利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのよう
なものか最新技術のものを知りたい。

使用したことある？ 機会なし。

①どんなもの？
②イメージは？

移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では
力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををして
くれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不
安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにく
い、時間がかかりそう。大型っぽい。

使ってみたい？
良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思
うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方
が難しそうなので積極的にはなれない。

役に立つ？
人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2
人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性があ
る時に役に立つかも知れない。

スマートフォン
使っている？

日常的に使っている。

スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？

電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影
(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピン
グ)

スマートフォンで
ネット検索やQRコー
ド読み取りができ
る？

できる。たまに使っている。

パソコンを
使っている？

仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。

生活家電操作は
十分にできている？

人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能し
か使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。

説明書を参考に
使用方法が
理解できる？

基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えても
らっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかる
もの等は解らない。

YES NO わからない・知らない
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		知っている？ シ				テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。
 シ イジョウ ホジョ モ ア サ イジョウ チカラ シゴト ヨクソウ デイ シヨウ ジンコウ				ｎ		n		y		ｙ		y		y

		興味は？ キョウミ				興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのようなものか最新技術のものを知りたい。 キョウミ シ ツカ コト ベンリ フタンケイゲン ヨ オモ				n		y		y		y		y		y

		使用したことある？ シヨウ				機会なし。 キカイ				n		n		n		n		n		n

		①どんなもの？
②イメージは？				移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををしてくれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにくい、時間がかかりそう。大型っぽい。 イジョウヨウ モ ア モノ ギソク ギシュ ホジョ ゲンダンカイ チカラシゴト ツカ カタ シダイ キケン カ ナニ ミマモ ヒツヨウ キケンド カイゴ ガワ フアン テダス ジュンビ シヨウ タクサン コウテイ ヒツヨウ オオガタ

		使ってみたい？ ツカ				良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方が難しそうなので積極的にはなれない。 ヨ ゼヒ ツカ タメ ツカ オモ ジツヨウテキ ツカ ソウサホウホウ メンドウ ツカ カタ ムズカ セッキョクテキ				y		w		y		y		n		n

		役に立つ？ ヤク タ				人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性がある時に役に立つかも知れない。 ヒト カ ヤク タ オモ フタンゲンショウ ヒト カイジョ ヨク オモ バアイ コシ イタ トキ キケンセイ トキ ヤク タ シ				y		w		y		y		y		y
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NO

わからない・知らない
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		スマートフォン
使っている？ ツカ				日常的に使っている。 ニチジョウテキ ツカ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？
 ツウワ イガイ ツカ				電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピング) ドウガサツエイ カンリ カ モノ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
ネット検索やQRコード読み取りができる？ ケンサク ヨ ト				できる。たまに使っている。 ツカ				y		y		y		y		y

		パソコンを
使っている？ ツカ				仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。 シゴト ツカ マイニチ シゴト ツカ イエ ツカ イエ ツカ				y		y		y		y		y

		生活家電操作は
十分にできている？ セイカツ カデン ソウサ ジュウブン				人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能しか使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。 ヒトナミ ツカ クシ サイテイゲン キノウ ツカ フベン セッテイ クライ				y		y		y		y		y

		説明書を参考に
使用方法が
理解できる？ セツメイショ サンコウ シヨウ ホウホウ リカイ				基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えてもらっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかるもの等は解らない。 キホンテキ ソウサ リカイ セツメイショ ヨ ヒト オシ カンタン キノウ リカイ セッテイ ジカン ナド ワカ				y		y		y		y		y
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		高齢者は
何で困っていると
思いますか？ コウレイシャ ナニ コマ オモ				自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにできない。認知症は道に迷う危険がある。 ジブン カジ ビョウキ グアイ ワル アル ジブン ニュウヨク ガイシュツ セイカツ チョウリ カ モノ ニンチショウ カラダ フジユウ アル マヒ シンタイ ショウガイ オモ ニンチショウ ミチ マヨ キケン				ｙ		y		w		y		y		y

		介護業務中
何に負担を
感じている？ カイゴギョウム ナカ ナニ フタン カン				移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。 イドウ イジョウ チカラ ツカ カイジョ オオ ツカ シンタイカイゴ ミマモ ヨウツウ シンパイ タ ウゴ アシ イタ タイオウ ジカンタイ ギョウム シュウチュウ チュウショク マエ キタクマエ ジカンセイゲン				ｎ		n		n		y		y		y

		高齢者のADLをはじめとする能力機能/維持/向上について興味は？ コウレイシャ ノウリョク キノウ イジ コウジョウ キョウミ				具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増える。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。 グタイテキ シンタイノウリョク コウジョウ ジブン ドウサ フ ジリツシエン コト フ ジシン テイカ カタ ヨボウ イジ コウジョウ ヒト				ｎ		n		y		n		y		y

		デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？ リヨウモクテキ オモ				食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる事を見つける。 ショクジ ニュウヨク ヒト コウリュウ ミマモ ザイタク ジシン セイカツ ツヅ イドウ ノウリョク イジ コウジョウ タノ コト ミ				ｙ

		デイサービスご利用の高齢者にしてあげたい事はありますか？ リヨウ コウレイシャ コト				具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じてほしい。 グタイテキ タノ オイ ショクジ テイキョウ ウンドウ ケンコウ イジ テントウ ココ オウ ノウリョク コウジョウ タイオウ ショクジ タノ キセツ カン				ｙ		n		y		y		y		y

		現在それはできていますか？ ゲンザイ				できているものもあるが、健康維持については介護が主なサービス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。また、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うようにはできていない。 ケンコウ イジ カイゴ オモ テイキョウ フメイ リヨウシャ カダイ タダ ハアク ブンセキ ノウリョクコウジョウ タイオウ チシキ ワ ホド ジンイン ギョウム オオ コト オモ











A5_④







		ご利用者個々の能力や状態を把握できている？方法は？ リヨウシャ ココ ノウリョク ジョウタイ ハアク ホウホウ				様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たることで見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不十分。 ヨウス カンサツ ニチジョウセイカツ ドウサ ミ ホンニン カゾク キ ト オオ ヒゴロ ヨウス ハナシ チョクセツ カイゴ ア ミ キロク ジョウホウ ハアク フジュウブン				ｙ		y		w		y		y		y

		能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？ ノウリョク イジ コウジョウ タメ ココ カダイ リカイ				ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできていない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、個々の課題といえない。 テイド セイカク ゼンイン キンリョク テイカ ヨボウ イジ コウジョウ ゼンタイテキ イ ショウサイ カダイ ハアク カコ コト サンコウ カンサツ チョウヒョウ ミ カクイツテキ ココ カダイ				ｎ		n		n		y		y		y

		機能訓練について
日頃から学んでいる事はある? キノウクンレン ヒゴロ マナ コト				書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その間に状態が変化してしまう事も多い。 ショルイ カサン テツヅ ヨウケン カイゴ ギョウム キノウクンレン ベンキョウ ジカン ジョウタイ ハアク カダイ ダ ミ ジカン アイダ ジョウタイ ヘンカ コト オオ				ｎ		n		y		n		y		y

		歩行と健康について考える、知る機会はある？ ホコウ ケンコウ カンガ シ キカイ				テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックがない。 メ テイド チシキ ケイケン				ｙ

		運動プログラムを検討実施するにあたり困り事はある？ ウンドウ ケントウ ジッシ コマ ゴト				専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれていない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができているか。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めている。 タイソウ ジカン ジン ギョウム モンダイ ホンニン イシ モト ウンドウ コト ウンドウリョウ フ ケッカ キ				ｙ		n		y		y		y		y

		運動の効果は何を見て(確認して)評価している? ウンドウ コウカ ナニ ミ カクニン ヒョウカ				実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担の変化。 ジッサイ ウゴ ハヤ アンテイカン ミ ホンニン カゾク イケン サンコウ シンタイ ソクテイ ホコウ カイゴ フタン ヘンカ
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		知っている？ シ				テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。
 シ イジョウ ホジョ モ ア サ イジョウ チカラ シゴト ヨクソウ デイ シヨウ ジンコウ				ｎ		n		y		ｙ		y		y

		興味は？ キョウミ				興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのようなものか最新技術のものを知りたい。 キョウミ シ ツカ コト ベンリ フタンケイゲン ヨ オモ				n		y		y		y		y		y

		使用したことある？ シヨウ				機会なし。 キカイ				n		n		n		n		n		n

		①どんなもの？
②イメージは？				移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををしてくれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにくい、時間がかかりそう。大型っぽい。 イジョウヨウ モ ア モノ ギソク ギシュ ホジョ ゲンダンカイ チカラシゴト ツカ カタ シダイ キケン カ ナニ ミマモ ヒツヨウ キケンド カイゴ ガワ フアン テダス ジュンビ シヨウ タクサン コウテイ ヒツヨウ オオガタ

		使ってみたい？ ツカ				良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方が難しそうなので積極的にはなれない。 ヨ ゼヒ ツカ タメ ツカ オモ ジツヨウテキ ツカ ソウサホウホウ メンドウ ツカ カタ ムズカ セッキョクテキ				y		w		y		y		n		n

		役に立つ？ ヤク タ				人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性がある時に役に立つかも知れない。 ヒト カ ヤク タ オモ フタンゲンショウ ヒト カイジョ ヨク オモ バアイ コシ イタ トキ キケンセイ トキ ヤク タ シ				y		w		y		y		y		y
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		スマートフォン
使っている？ ツカ				日常的に使っている。 ニチジョウテキ ツカ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？
 ツウワ イガイ ツカ				電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピング) ドウガサツエイ カンリ カ モノ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
ネット検索やQRコード読み取りができる？ ケンサク ヨ ト				できる。たまに使っている。 ツカ				y		y		y		y		y

		パソコンを
使っている？ ツカ				仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。 シゴト ツカ マイニチ シゴト ツカ イエ ツカ イエ ツカ				y		y		y		y		y

		生活家電操作は
十分にできている？ セイカツ カデン ソウサ ジュウブン				人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能しか使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。 ヒトナミ ツカ クシ サイテイゲン キノウ ツカ フベン セッテイ クライ				y		y		y		y		y

		説明書を参考に
使用方法が
理解できる？ セツメイショ サンコウ シヨウ ホウホウ リカイ				基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えてもらっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかるもの等は解らない。 キホンテキ ソウサ リカイ セツメイショ ヨ ヒト オシ カンタン キノウ リカイ セッテイ ジカン ナド ワカ				y		y		y		y		y
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		高齢者は
何で困っていると
思いますか？ コウレイシャ ナニ コマ オモ				自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにできない。認知症は道に迷う危険がある。 ジブン カジ ビョウキ グアイ ワル アル ジブン ニュウヨク ガイシュツ セイカツ チョウリ カ モノ ニンチショウ カラダ フジユウ アル マヒ シンタイ ショウガイ オモ ニンチショウ ミチ マヨ キケン				ｙ		y		w		y		y		y

		介護業務中
何に負担を
感じている？ カイゴギョウム ナカ ナニ フタン カン				移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。 イドウ イジョウ チカラ ツカ カイジョ オオ ツカ シンタイカイゴ ミマモ ヨウツウ シンパイ タ ウゴ アシ イタ タイオウ ジカンタイ ギョウム シュウチュウ チュウショク マエ キタクマエ ジカンセイゲン				ｎ		n		n		y		y		y

		高齢者のADLをはじめとする能力機能/維持/向上について興味は？ コウレイシャ ノウリョク キノウ イジ コウジョウ キョウミ				具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増える。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。 グタイテキ シンタイノウリョク コウジョウ ジブン ドウサ フ ジリツシエン コト フ ジシン テイカ カタ ヨボウ イジ コウジョウ ヒト				ｎ		n		y		n		y		y

		デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？ リヨウモクテキ オモ				食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる事を見つける。 ショクジ ニュウヨク ヒト コウリュウ ミマモ ザイタク ジシン セイカツ ツヅ イドウ ノウリョク イジ コウジョウ タノ コト ミ				ｙ

		デイサービスご利用の高齢者にしてあげたい事はありますか？ リヨウ コウレイシャ コト				具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じてほしい。 グタイテキ タノ オイ ショクジ テイキョウ ウンドウ ケンコウ イジ テントウ ココ オウ ノウリョク コウジョウ タイオウ ショクジ タノ キセツ カン				ｙ		n		y		y		y		y

		現在それはできていますか？ ゲンザイ				できているものもあるが、健康維持については介護が主なサービス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。また、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うようにはできていない。 ケンコウ イジ カイゴ オモ テイキョウ フメイ リヨウシャ カダイ タダ ハアク ブンセキ ノウリョクコウジョウ タイオウ チシキ ワ ホド ジンイン ギョウム オオ コト オモ
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		ご利用者個々の能力や状態を把握できている？方法は？ リヨウシャ ココ ノウリョク ジョウタイ ハアク ホウホウ				様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たることで見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不十分。 ヨウス カンサツ ニチジョウセイカツ ドウサ ミ ホンニン カゾク キ ト オオ ヒゴロ ヨウス ハナシ チョクセツ カイゴ ア ミ キロク ジョウホウ ハアク フジュウブン				ｙ		y		w		y		y		y

		能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？ ノウリョク イジ コウジョウ タメ ココ カダイ リカイ				ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできていない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、個々の課題といえない。 テイド セイカク ゼンイン キンリョク テイカ ヨボウ イジ コウジョウ ゼンタイテキ イ ショウサイ カダイ ハアク カコ コト サンコウ カンサツ チョウヒョウ ミ カクイツテキ ココ カダイ				ｎ		n		n		y		y		y

		機能訓練について
日頃から学んでいる事はある? キノウクンレン ヒゴロ マナ コト				書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その間に状態が変化してしまう事も多い。 ショルイ カサン テツヅ ヨウケン カイゴ ギョウム キノウクンレン ベンキョウ ジカン ジョウタイ ハアク カダイ ダ ミ ジカン アイダ ジョウタイ ヘンカ コト オオ				ｎ		n		y		n		y		y

		歩行と健康について考える、知る機会はある？ ホコウ ケンコウ カンガ シ キカイ				テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックがない。 メ テイド チシキ ケイケン				ｙ

		運動プログラムを検討実施するにあたり困り事はある？ ウンドウ ケントウ ジッシ コマ ゴト				専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれていない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができているか。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めている。 タイソウ ジカン ジン ギョウム モンダイ ホンニン イシ モト ウンドウ コト ウンドウリョウ フ ケッカ キ				ｙ		n		y		y		y		y

		運動の効果は何を見て(確認して)評価している? ウンドウ コウカ ナニ ミ カクニン ヒョウカ				実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担の変化。 ジッサイ ウゴ ハヤ アンテイカン ミ ホンニン カゾク イケン サンコウ シンタイ ソクテイ ホコウ カイゴ フタン ヘンカ
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わからない・知らない



ここが知りたい









		準備後片付けの手間は		小型軽量なので取り出し片付けは楽。

		必要な環境は		屋内外問わず平らな歩行スペースだけでよかった。

		操作はできるか		工程が少なく、入力も普段やっているスマートホン操作で問題なくできた。　

		操作を覚えられるか		数回行えば覚えられた。

		上手く測定できるか		測定失敗や故障はなかった。右左折折り返しを行っても測定できた。

		所要時間はどのくらいか		ゆっくり説明を行いながら10分程度だった。

		安全か		歩行動作が安定していれば危険はなかった。

		使う側と被験者の疲労感はどうか		疲労感は双方感じなかった。

		保管収納はどうか		ティッシュペーパー箱あれば収納できる。

		取り扱い上の注意はあるか		スマートホンとICチップは充電が必要。





ここが知りたい

　操作性
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見直し
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食事

運動

入浴
レクリエー
ション

環境整備

満足度UPに向けた
取組み度 自己評価

■「運動」は作成する個別機能訓練計画
に基づき行っていたが、立案の時点から
十分な取り組みができていなかった。

「運動」の取組みが不十分な背景
個別機能訓練は理学療法士である看護師が中心に
行っているものの、運動やリハビリについて学ぶ
機会が少なく、それは介護職員も同様であった。
各ご利用者の状態把握や改善すべき課題の抽出は
感覚的な域を出ない為、苦手分野としての意識が
大きくなっていたことが要因の一つとして考えられ
その解決には「専門職の増員」や「専門知識を
学ぶ」以外に改善策はあがらなかった。
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介護ロボット モニター機器

■A.I.歩行分析インソール「Sennogait（セノゲイト）」

SK8INSOLL（スケートインソール）株式会社

歩行状態把握/課題分析(100万人データ) 軽量機器 スマホ操作 測定1分即結果

有益な情報 所要時間
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機器使用体験
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AI.歩行測定診断
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モニター結果より

準備後片付けの手間は 小型軽量なので取り出し片付けは楽。

必要な環境は 屋内外問わず平らな歩行スペースだけでよかった。

操作はできるか 工程が少なく、入力も普段やっているスマートホン操作で問題なくできた。

操作を覚えられるか 数回行えば覚えられた。

上手く測定できるか 測定失敗や故障はなかった。右左折折り返しを行っても測定できた。

所要時間はどのくらいか ゆっくり説明を行いながら10分程度だった。

安全か 歩行動作が安定していれば危険はなかった。

使う側と被験者の疲労感はどうか 疲労感は双方感じなかった。

保管収納はどうか ティッシュペーパー箱程度のスペースがあれば収納できる。

取り扱い上の注意はあるか スマートホンとICチップは充電が必要。

個々の歩行状態（歩行に伴う足の動き：歩行角度/足上高さ/体重移動等々）と

想定されるリスクと能力が低下している部位。それに対する改善に向けた対策。

何に使えるか 体操や個別機能訓練のメニュー立案と実施後の評価。

業務に良い影響を与えるか 専門知識経験がなくても状態及び改善点や対策が判る。立案根拠と時間短縮。

サービスの質向上に繋がるか 適切な能力維持向上の機会提供ができ成果に繋がれば質向上の要因となる。

ご利用者の役に立つか 能力の維持向上ができればご利用者の「できること」が継続または増加する。

　　　　　　　　何が解るか

ここが知りたかった

操作性

有効性
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		知っている？ シ				テレビで知った。移乗補助(持ち上げ・つり下げ)。移乗などの力仕事。浴槽出入りに使用するもの。介護者の腰痛負担軽減。ベットからの移乗。人工知能をもって対応できるもの。
 シ イジョウ ホジョ モ ア サ イジョウ チカラ シゴト ヨクソウ デイ シヨウ ジンコウ				ｎ		n		y		ｙ		y		y

		興味は？ キョウミ				興味はあるがどんなものがあるか知らない。使う事によって便利になったり負担軽減になるのであれば良いと思う。どのようなものか最新技術のものを知りたい。 キョウミ シ ツカ コト ベンリ フタンケイゲン ヨ オモ				n		y		y		y		y		y

		使用したことある？ シヨウ				機会なし。 キカイ				n		n		n		n		n		n

		①どんなもの？
②イメージは？				移乗用の持ち上げる物、義足や義手。おはし補助。現段階では力仕事をサポート。使い方次第で危険。代わりに何かををしてくれる。②こわい。見守りは必要。危険度は？介護される側の不安は？手助け。準備や使用までに沢山の工程が必要。使いにくい、時間がかかりそう。大型っぽい。 イジョウヨウ モ ア モノ ギソク ギシュ ホジョ ゲンダンカイ チカラシゴト ツカ カタ シダイ キケン カ ナニ ミマモ ヒツヨウ キケンド カイゴ ガワ フアン テダス ジュンビ シヨウ タクサン コウテイ ヒツヨウ オオガタ

		使ってみたい？ ツカ				良いものがあれば是非使ってみたい。試しに使ってみたいと思うが、実用的でないと使えない。操作方法が面倒そう。使い方が難しそうなので積極的にはなれない。 ヨ ゼヒ ツカ タメ ツカ オモ ジツヨウテキ ツカ ソウサホウホウ メンドウ ツカ カタ ムズカ セッキョクテキ				y		w		y		y		n		n

		役に立つ？ ヤク タ				人の代わりができるのであれば役に立つと思う。負担減少。2人介助。リフト浴など、重たい場合や腰が痛い時、危険性がある時に役に立つかも知れない。 ヒト カ ヤク タ オモ フタンゲンショウ ヒト カイジョ ヨク オモ バアイ コシ イタ トキ キケンセイ トキ ヤク タ シ				y		w		y		y		y		y
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わからない・知らない
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		スマートフォン
使っている？ ツカ				日常的に使っている。 ニチジョウテキ ツカ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
通話、メール以外で
使っている？
 ツウワ イガイ ツカ				電話、メール、メッセージ機能、写真、ビデオ。動画撮影(YouTube)、SNS。スケジュール管理。買い物(ネットショッピング) ドウガサツエイ カンリ カ モノ				y		y		y		y		y

		スマートフォンで
ネット検索やQRコード読み取りができる？ ケンサク ヨ ト				できる。たまに使っている。 ツカ				y		y		y		y		y

		パソコンを
使っている？ ツカ				仕事でいつも使っている。
毎日仕事で使うが、家では使わない。
家でネットショッピングに使っている。 シゴト ツカ マイニチ シゴト ツカ イエ ツカ イエ ツカ				y		y		y		y		y

		生活家電操作は
十分にできている？ セイカツ カデン ソウサ ジュウブン				人並には使えているが駆使はできていない。最低限の機能しか使っていないが不便はない。
タイマー設定位はできる。 ヒトナミ ツカ クシ サイテイゲン キノウ ツカ フベン セッテイ クライ				y		y		y		y		y

		説明書を参考に
使用方法が
理解できる？ セツメイショ サンコウ シヨウ ホウホウ リカイ				基本的操作は理解ができる。説明書を読むよりも人に教えてもらっている。簡単な機能は理解できるが、設定に時間がかかるもの等は解らない。 キホンテキ ソウサ リカイ セツメイショ ヨ ヒト オシ カンタン キノウ リカイ セッテイ ジカン ナド ワカ				y		y		y		y		y
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		高齢者は
何で困っていると
思いますか？ コウレイシャ ナニ コマ オモ				自分で家事ができない。病気で具合が悪い。歩けない。自分でトイレ・入浴・外出ができない。生活(調理・買い物)。認知症や体の不自由さ(歩けない、麻痺、身体障害)で思うようにできない。認知症は道に迷う危険がある。 ジブン カジ ビョウキ グアイ ワル アル ジブン ニュウヨク ガイシュツ セイカツ チョウリ カ モノ ニンチショウ カラダ フジユウ アル マヒ シンタイ ショウガイ オモ ニンチショウ ミチ マヨ キケン				ｙ		y		w		y		y		y

		介護業務中
何に負担を
感じている？ カイゴギョウム ナカ ナニ フタン カン				移動移乗をはじめとする、力を使う介助は多いと疲れる。身体介護の見守り。腰痛も心配。立ちっぱなし動きっぱなしなので足がむくんだり痛くなる。クレーム対応。時間帯によると業務の集中(昼食前、帰宅前など)。時間制限。 イドウ イジョウ チカラ ツカ カイジョ オオ ツカ シンタイカイゴ ミマモ ヨウツウ シンパイ タ ウゴ アシ イタ タイオウ ジカンタイ ギョウム シュウチュウ チュウショク マエ キタクマエ ジカンセイゲン				ｎ		n		n		y		y		y

		高齢者のADLをはじめとする能力機能/維持/向上について興味は？ コウレイシャ ノウリョク キノウ イジ コウジョウ キョウミ				具体的に…身体能力が向上すれば自分でできる動作が増える。自立支援。できる事を増やし自信をもってもらう。低下はし方ないが、予防・維持はできる。向上できるかはその人による。 グタイテキ シンタイノウリョク コウジョウ ジブン ドウサ フ ジリツシエン コト フ ジシン テイカ カタ ヨボウ イジ コウジョウ ヒト				ｎ		n		y		n		y		y

		デイサービスの
利用目的は
どのようなものと
思いますか？ リヨウモクテキ オモ				食事、入浴、人との交流、見守り。在宅でご自身らしい生活を続けるため、移動・トイレ・ADL、能力の維持向上。楽しみややる事を見つける。 ショクジ ニュウヨク ヒト コウリュウ ミマモ ザイタク ジシン セイカツ ツヅ イドウ ノウリョク イジ コウジョウ タノ コト ミ				ｙ

		デイサービスご利用の高齢者にしてあげたい事はありますか？ リヨウ コウレイシャ コト				具体的に…楽しませたい。美味しい食事提供。運動で健康維持。転倒しないようにしたい。コミュニケーション、信頼関係。個々に応じた能力向上の対応。食事を楽しんで季節を感じてほしい。 グタイテキ タノ オイ ショクジ テイキョウ ウンドウ ケンコウ イジ テントウ ココ オウ ノウリョク コウジョウ タイオウ ショクジ タノ キセツ カン				ｙ		n		y		y		y		y

		現在それはできていますか？ ゲンザイ				できているものもあるが、健康維持については介護が主なサービス提供なのでできているか不明。
まだ利用者のこと課題などを正しく把握分析できていない。また、能力向上の対応についても知識がない。
3割程はできている。、コスト、人員、業務が多い事により思うようにはできていない。 ケンコウ イジ カイゴ オモ テイキョウ フメイ リヨウシャ カダイ タダ ハアク ブンセキ ノウリョクコウジョウ タイオウ チシキ ワ ホド ジンイン ギョウム オオ コト オモ
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		ご利用者個々の能力や状態を把握できている？方法は？ リヨウシャ ココ ノウリョク ジョウタイ ハアク ホウホウ				様子観察。日常生活動作から見ている。本人家族からの聞き取り。大まかな日頃の様子から。お話や直接介護に当たることで見たり、これまでの記録や情報により把握しようとするが不十分。 ヨウス カンサツ ニチジョウセイカツ ドウサ ミ ホンニン カゾク キ ト オオ ヒゴロ ヨウス ハナシ チョクセツ カイゴ ア ミ キロク ジョウホウ ハアク フジュウブン				ｙ		y		w		y		y		y

		能力維持向上の為
個々の課題を
理解できている？ ノウリョク イジ コウジョウ タメ ココ カダイ リカイ				ある程度はできているが正確かはわからない。全員はできていない。筋力低下予防や維持向上は全体的に言えるが、より詳細な課題は把握しきれてない。過去にできていた事を参考に、なければ観察。これまでの帳票を見ているが画一的であり、個々の課題といえない。 テイド セイカク ゼンイン キンリョク テイカ ヨボウ イジ コウジョウ ゼンタイテキ イ ショウサイ カダイ ハアク カコ コト サンコウ カンサツ チョウヒョウ ミ カクイツテキ ココ カダイ				ｎ		n		n		y		y		y

		機能訓練について
日頃から学んでいる事はある? キノウクンレン ヒゴロ マナ コト				書類について(加算)、手続き、要件。
介護業務でいっぱいで機能訓練まで勉強する時間がない。状態把握から課題を出す(見つける)までに時間がかかり、その間に状態が変化してしまう事も多い。 ショルイ カサン テツヅ ヨウケン カイゴ ギョウム キノウクンレン ベンキョウ ジカン ジョウタイ ハアク カダイ ダ ミ ジカン アイダ ジョウタイ ヘンカ コト オオ				ｎ		n		y		n		y		y

		歩行と健康について考える、知る機会はある？ ホコウ ケンコウ カンガ シ キカイ				テレビでやっているのを目にする程度。知識や経験のストックがない。 メ テイド チシキ ケイケン				ｙ

		運動プログラムを検討実施するにあたり困り事はある？ ウンドウ ケントウ ジッシ コマ ゴト				専門職ではないので有効であるかが不安。具体的に何が役に立つのか不明。グループ体操などをしたいが時間がとれていない(人・業務の問題)。本人の意思に基づく運動ができているか。やっている事＋α運動量を増やし、結果でメニューを決めている。 タイソウ ジカン ジン ギョウム モンダイ ホンニン イシ モト ウンドウ コト ウンドウリョウ フ ケッカ キ				ｙ		n		y		y		y		y

		運動の効果は何を見て(確認して)評価している? ウンドウ コウカ ナニ ミ カクニン ヒョウカ				実際の動き。できるできない、速さや安定感を見る。本人や家族からの意見を参考にする。身体測定。歩行タイム。介護負担の変化。 ジッサイ ウゴ ハヤ アンテイカン ミ ホンニン カゾク イケン サンコウ シンタイ ソクテイ ホコウ カイゴ フタン ヘンカ
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ここが知りたい





				準備後片付けの手間は		小型軽量なので取り出し片付けは楽。

				必要な環境は		屋内外問わず平らな歩行スペースだけでよかった。

				操作はできるか		工程が少なく、入力も普段やっているスマートホン操作で問題なくできた。　

				操作を覚えられるか		数回行えば覚えられた。

				上手く測定できるか		測定失敗や故障はなかった。右左折折り返しを行っても測定できた。

				所要時間はどのくらいか		ゆっくり説明を行いながら10分程度だった。

				安全か		歩行動作が安定していれば危険はなかった。

				使う側と被験者の疲労感はどうか		疲労感は双方感じなかった。

				保管収納はどうか		ティッシュペーパー箱程度のスペースがあれば収納できる。 テイド

				取り扱い上の注意はあるか		スマートホンとICチップは充電が必要。



				　　　　　　　　何が解るか		個々の歩行状態（歩行に伴う足の動き：歩行角度/足上高さ/体重移動等々）と ココ ホコウ ジョウタイ ホコウ トモナ アシ ウゴ ホコウカクド アシア タカ タイジュウ イドウ トウトウ

						想定されるリスクと能力が低下している部位。それに対する改善に向けた対策。 ソウテイ ノウリョク テイカ ブイ タイ カイゼン ム タイサク

				何に使えるか		体操や個別機能訓練のメニュー立案と実施後の評価。 タイソウ コベツキノウクンレン リツアン ジッシゴ ヒョウカ

				業務に良い影響を与えるか		専門知識経験がなくても状態及び改善点や対策が判る。立案根拠と時間短縮。 センモン チシキ ケイケン ジョウタイ オヨ カイゼンテン タイサク ワカ リツアン コンキョ ジカンタンシュク

				サービスの質向上に繋がるか		適切な能力維持向上の機会提供ができ成果に繋がれば質向上の要因となる。 テキセツ ノウリョク イジ コウジョウ キカイ テイキョウ セイカ ツナ シツ コウジョウ ヨウイン

				ご利用者の役に立つか		能力の維持向上ができればご利用者の「できること」が継続または増加する。 ケイゾク ゾウカ











ここが知りたかった
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効果予測

ご
利
用
者

予
想
さ
れ
る
効
果

・歩行測定分析により、個々の歩行状態及び歩行能力維持向上に向けた具体的な改善点を知る事ができる。
・それに基づき個々に応じたより効果的な運動プログラムを選択する事ができる。
・問題点/目標/改善方法を明確にする事で理解度が増し、より主体性を持った改善への取り組みが期待できる。
・歩行能力の維持向上が、具体的な動作以外にデータ（数値）でも見る事ができれば成果が判りやすくなる。
・歩行状態の改善で自立した動作や生活の継続を促し、ＡＤＬ能力及びＱＯＬの維持向上ができる可能性がある。
・歩行能力の維持向上は身体を動かす機会を増やし、食欲、睡眠、廃用性の進行予防、広くは社会参加へも良い
影響を与える可能性がある。

介
護
者

・高齢者の状態がデータで見れる事は、経験や感覚に加え、より根拠のある状態及び課題の把握が簡単にできる。
・高齢者の歩行（移動）能力が向上すれば、介護負担軽減につながる。
・機器活用にて利用者のＡＤＬやＱＯＬの維持・向上が確認できれば介護側の満足度も増し、より充実感を
もった介護業務が行える。

運
動
・
個
別
機
能
訓
練

正しく能力把握
ができている？

課題/問題点が
具体的になる

個々に応じた
プログラム立案

データで客観的
指標ができる

より客観的に
効率/効果的に

正しく評価でき
ている？

データ比較が評
価の参考になる

機器操作にて即得られる情報は時
間を要しないことに加え専門的知
識や経験の代わりとなる。
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歩行とのつながり イメージ

歩行

睡眠
食欲

認知症

社会参加ADL
趣味健康

e t c

e t c
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歩行は誰のもの？ イメージ

歩行

介護
職員

高齢者

子供

e t c
大人

友人

自分

e t c

高齢者
家族
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未来のビジョン

楽しみや目標を持った生活

介護予防健康増進

医療費抑制 介護費抑制

認知症予防
いつまでも自分で歩く

健康寿命UP

課題改善

介護から予防へ

元気に働く
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