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（１）施設内体制確立の意義 

介護ロボット等の導入に限らず、施設で何かに取り組む際は、指揮命令系

統を明確にして責任の所在を明らかにすることで取組みが促進されます。 

また、これは、取組みを一過性のものにしないためにも必要なルールとな

ります。全職員が自発的に行動でき、関与しやすくなる体制があることが、

取組みを成功させるために大切です。介護ロボット等の導入・活用に際して

も、まずは、どのような体制づくりが可能か、管理者や介護ロボットマネー

ジャーが中心となって職員とともに検討しましょう。 

 

（２）介護ロボット等導入・活用のための施設内体制 

ユニットケアの施設を想定して、介護ロボット等の導入・活用に必要な体

制を例示します（図 9）。運用全般の責任者として、本講習修了者を介護ロ

ボットマネージャーとして任命します。介護ロボットマネージャーは、後述

する PDCA サイクルを活用しながら導入の方向性や現場での活用に関して全

体の指揮をとります。 

また、ユニットリーダーが介護ロボットマスター育成講習（中級）を修了

することで、介護ロボットリーダーとして、利用者の状況に応じた介助方法

の検討や機器活用マニュアルを作成できるようにし、ユニット職員がどの利

用者を担当しても同じ質のケアが提供できる体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネジメントとその具体的方法 ３ 

3-1 施設内体制と PDCA サイクル 

図 9．施設内体制の一例 
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（３）PDCA サイクルの活用 

施設内の体制が整ったら、以下の PDCA サイクルに沿って介護業務の効率

化を実施していきましょう（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．PLAN（導入計画） 

①機器導入検討チームの設置 

機器導入の検討にあたっては、介護ロボットマネージャーを中心とする

「機器導入検討チーム」を設置することが望ましいといえます。検討チー

ムは、施設長や介護職員、看護職員、リハビリテーション職員などの多職

種で構成するなど、施設長だけでなく、現場の職員にも参加意識を持って

もらうことが重要です。 

ただし、新たに検討チームを設けることが負担である場合は、既存の会

議や委員会の場を活用して検討しましょう。 

 

②介護業務の課題の抽出 

機器導入の検討にあたっては、「何に困っているのか」、「何の業務に改 

善が必要か」、「有効な機器はあるか」など、現場のニーズや課題を抽出し

ます。課題抽出の具体的な方法に関しては、後述の３－２で解説します。 

図 10．介護ロボット活用の PDCAサイクル 
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③機器導入目的の設定 

次に、抽出した課題のうち、介護ロボット等の導入によって改善が期待

できるもの（例：腰痛予防、転倒につながる行動の早期発見・対応）を機

器の導入目的として設定します。 

ただし、注意すべき点として、介護ロボット等はあくまで目的を達成す

る手段でしかないため、導入しようとしている介護ロボット等が真に目的

に寄与するのか、介護ロボット等の導入効果や、活用しなくなる要因（表

３）についても一定の理解をしておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④導入目的に沿った機器のマッチング 

導入目的に適合する介護ロボット等について、機器の仕様や特性、使用

方法、価格等を、インターネットやメーカーから情報収集し、マッチング

を行います。また、マッチングのために、機器の貸し出しを受け、施設で

試行する方法もあります。 

 

 

 

 

＜介護ロボット等の貸出事業＞ 

北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センター 

北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進センターでは、様々な介護ロボッ

ト等の展示を行っており、実際に見て体験していただくことができます。また、

医療・介護等の方を対象とした試用貸出を無料で行っています。 

 

 

公益財団法人テクノエイド協会 

  公益財団法人テクノエイド協会では、「福祉用具・介護ロボット実用化支援事

業」の一環として介護ロボット等の試用貸出事業を行っています。 

 

回避策

介護作業の課題と導入した機器の不適合
＜例＞
・移乗介助の装着型機器を導入したが、介助
者に腰痛があるため使用できなかった。

介護作業の課題分析と課題を解決する介護ロボット等の検討を行い、
導入目的を明確にする。

機種選定の見誤り
＜例＞
・機器の大きさと施設の広さのミスマッチ
・機器に必要なネットワーク環境の不備

介護ロボット等の導入前の機種選定を適切に行う。

機器活用の検討の不備
＜例＞
・機器の準備、収納に過度な時間浪費

導入機器について、適切な導入計画を作成する。

機器利用による自立阻害
＜例＞
・機器の利用が、利用者の自立を阻害する

利用対象者の選定は、介護ロボットマスターやケアマネージャー、リ
ハビリ職員、看護師等で協議して決定する。

要因

表 3．介護ロボット等を活用しなくなる要因 
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さらに、予算に応じて、導入機器の絞り込み・調達方法（購入、リース

等）・導入台数などの検討を行い、導入時期を含めて最終的な導入の可否を

決定します。なお、この作業については、メーカーへの相談や北九州市介

護ロボット等導入支援・普及促進センターを活用することで円滑に進める

ことができます。 

注意点として、初めから全台数の機器を導入するような計画は、適合し

なかった場合の損失リスクに繋がります。まずは利用者や使用範囲を限定

するなど、試験的な導入を検討することも必要です。また、最終的な意思

決定の前に、判断等の誤りがないか、それまでの検討事項をチーム全体で

再度確認しましょう。 

 

⑤機器導入計画の作成 

上記の決定を踏まえ、導入目的、導入機器や台数、調達方法、保管場

所、使用対象となる利用者の状態像、使用する職員や使用範囲の想定、家

族説明や導入教育のスケジュール等を盛り込んだ機器導入計画を作成しま

しょう。 

 

＜介護ロボット等の導入にかかる費用＞ 

①導入コスト（費用） 

■直接的なコスト 

  ・イニシャルコスト（初期費用） 

   機器調達費用、ライセンス費用、ネットワーク等整備費用 など 

  ・ランニングコスト（継続費用） 

   メンテナンス費用、サポート費用、通信費 など 

 ■間接的なコスト 

  ・導入にかかる人件費 

   マニュアル作成、導入教育、家族への説明 など 

 

②機器の販売価格 

 厚生労働省のホームページに公開されている導入事例や、各メーカーに直接見積

りを取るなどして確認します。 

 

③補助金等の活用 

 自己資金と合わせて活用できる補助金等がないかを確認します。 

 ※補助金等、国の介護関係者向けの介護ロボットの導入・活用支援策については

P9 参照 
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 イ．DO（導入・実行） 

①機器の調達 

販売店やメーカーと調整して、導入機器調達（購入またはリース）の

ための契約を締結します。 

 

②機器活用マニュアルの作成 

導入した機器を有効に活用するため、導入目的、対象利用者、保管場

所や設置場所、安全上で注意すべき事項や使用上の留意点、緊急時の対

応方法などの項目について、介護ロボットリーダーが中心となって、介

護職員や看護職員、リハビリテーション職員、ケアマネージャーなどの

関係者を交えて検討し、利用者ごとに機器活用マニュアル（以下、活用

マニュアル）を作成します。 

ただし、移乗支援機器（装着型）や記録支援機器、情報共有支援機器

など、介助者の業務そのものを支援する機器については、その機器ごと

に活用マニュアルを作成します。 

 

③活用マニュアル実施計画書の作成 

機器活用の過程で、機器導入後の評価（CHECK）や職場環境の改善

（ACTION）を行うために、活用マニュアル実施計画書（P29 に様式例

を掲載）を作成することが望ましいといえます。 

ただし、業務負担を考慮して、活用マニュアルを作成する際のアク

ションチェックリストの中に評価指標に関する項目を加えるなど、活用

マニュアルと一体化して運用してもよいでしょう。 

 

④家族説明 

利用者に機器を使用するにあたり、機器の仕様や特性、使用する場面

や頻度、期待できる効果、異常発生時の対応などを利用者の家族に対し

て同意を得た上で使用することが望ましいため、事前説明を行うよう努

めましょう。 

 

⑤職員への教育・研修 

機器を効果的に運用するため、活用マニュアルを使って、関係職員全

員に対する研修などの導入教育を行います。研修に際しては、次頁の内

容について、あらかじめ詳細に決めておくことが重要です。 
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・研修スケジュール 

・業務の中でどうのように活用していくか 

・習熟度、達成状況の管理の仕方 

・習熟度の差に対するフォローの仕方 

・修了の判断の仕方 

・OJT または OFFJT のいずれかで行うか など 

 

  ⑥実用・運用管理 

導入した介護ロボット等の活用やそれに基づいた効率的な人員配置を

考慮した勤務シフトを実際に運用します。業務が適切かつ効率的にでき

ているか、職員へのヒアリング等を行うなどして円滑に運用できている

かを適宜確認します。 

 

⑦ケアプランへの反映 

利用者の個別のケアプランに新たに介護ロボット等の活用によるケア

を加えます。 

 

ウ．CHECK（導入後の評価） 

機器導入検討チームが中心になって、活用マニュアル実施計画書（Ｐ30

参照）などで定めた評価指標に基づき、あらかじめ設定した時期に評価を

行います。その結果、改善が必要な部分については、活用マニュアルやケ

アプランに反映させます。 

①対象利用者へのサービス提供に関する評価 

対象利用者に関する導入目的に対して設定した評価項目について評価

します。 

 

②介護業務の課題改善（導入目的）及び実施状況に関する評価 

職員に関する導入目的について、上記①の評価等も踏まえながら、設

定した評価指標（介助時間の変化、負担感の変化など）に対する達成状

況を確認します。 

 

③機器の操作性・安全性の評価 

活用マニュアルに沿って実施できたか、機器が職員や利用者にマッチ

しているのか、操作性や安全性に問題がなかったか、などを職員へのヒ

アリングや機器に関する評価指標（QUEST、SUS）などを活用して確認

します。 
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④管理・運営面に関する評価 

上記①、②、③を踏まえ、施設長や介護ロボットマネージャー等が、

管理・運営面に関する次の評価を行います。 

 

①職員のモチベーションの変化 

機器の導入に伴い、介助方法を変更したことなどについて、使用した職員

へのヒアリングやアンケートを通じて、職員が前向きな気持ちを持てている

かを把握します。 
 

②業務の生産性の変化 

業務の生産性の変化について確認します。 

＜生産性の変化に関する項目例＞ 

・時間外勤務時間や総労働時間の変化 

・職員１人あたりの直接介護の時間の変化（例：利用者との会話時間） 

・勤務シフトの変化（例：１時間あたりの配置人数） 

・経営コストの変化（例：ロボット導入前後の比較） 

・多様な人材の活用状況（例：高齢介護職が移乗できるようになった） 

・ケアの質の変化（評価指標例：FIM、ICF ステージング、介助量、拘

縮、筋緊張、FaceScale など) 

  ・職員の腰痛の変化（評価指標例：OWAS、VAS、NRS） など 
 

③施設の魅力度の変化 

機器の導入により、施設への視察回数や離職率の変化を把握します。ま

た、先進的な介護に取り組んでいることを外部に発信することで、施設のイ

メージアップや人材確保に繋がることも期待できます。 

 

エ．ACTION（改善） 

導入後評価を踏まえ、次の改善対応等を行います。 

①活用マニュアルの継続・改善 

活用マニュアルを継続使用するか判断します。また必要に応じて、活

用マニュアルの改善を行います。 

 

②職場環境の継続・改善 

職場環境が介護ロボット等の運用に適したものになっているかを確認

します。必要に応じて、介護ロボット等を活用しやすい環境に改善をし

ます。 

 

③メーカーへのフィードバック 

機器の操作性・安全性などに対する意見・要望をメーカーへ伝えま

す。 
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（１）作業とは何か 

日常業務は全て小さい作業（要素作業）の積み重ねでできています。この

要素作業の集まりが作業になり、作業の集まりは工程となります（図 11）。例

えば、介護業務の中で食事介助を「工程」で捉えると、作業には「食事の準

備」、「食事の介助」、「食事の後片付け」があります。そのうち、「食事の準

備」の要素作業を列挙してみると表 4 のようになります。 

 

 

 

 

このように、業務を「工程」で捉えることは、自身や他の職員が行って

いる日常業務を理解する上で重要です。また、「どのような要素作業が業務

の大きな負担となっているのか」といった作業課題を把握するための有効

かつ簡便な方法です。 

 

（２）作業課題の抽出 

日常で実際に行っている業務を把握するためには、 

まずその業務に携わっている職員それぞれが作業方法

（要素作業）を書き出して、自身が行っている業務を

理解（言語化）することから始めます。次に、書き出

した要素作業を順番に並べます（順序化）。最後に、

各自の作業方法を検討チーム等で他の職員と比較・検

討して介護業務の負担の要因となっている作業課題を

抽出します（図 12）。 

 

 

 

 

作  業 食事の準備 

要素作業 ・エプロンを配布する 

・食事を準備・配膳する 

・飲み物を準備・配膳する 

・箸、スプーン、フォーク等を

準備・配膳する 

3-2 課題抽出の具体的方法①機器導入前後の介護作業の比較

図 11．工程、作業、要素作業の関係 

表 4．食事介助工程の要素作業例 

図 12．作業課題抽出の手順 
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（３）業務の比較と機器とのマッチング 

抽出した作業課題について、機器を導入した場合のシミュレーションを行

い、業務の要素作業の数や時間、職員の負担感（不良姿勢の発生数や訪室回

数など）が、導入前と導入後でどのくらい変化するかを比較します。 

一般的に、要素作業が減れば、作業時間は短くなり、職員の負担感も軽減

します。また、機器により、不良姿勢を解消したり、訪室回数を少なくでき

れば、身体的負担の軽減につながります。機器の操作にかかる要素作業数や

時間については、インターネットやメーカーに問い合わせるなどして確認し

ましょう。 

このように、作業課題に最適な機器を導入するために、導入前後の業務の

変化を可能な範囲で把握するようにしましょう。 

 

（４）動線の検討 

業務のムリ・ムダ・ムラを省くためには動線の検討も必要です。自身の仕

事場のフロアマップと鉛筆だけで行える簡便な動線の分析方法を紹介しま

す。 

① まずは、職員の動いた軌跡を線で記入していきます。例えば A 地点から

B 地点まで、B 地点から C 地点まで、C 地点から A 地点に戻るといった具

合に、１回１回記録していきます。線が重なっても構いません。 

② 次に可能であれば移動回数と 1 回あたりの所要時間もメモしておきま

しょう。 

図 13 は１日の軌跡を示したものです。重ねて記入することで、移動した

回数が多いほど太く、少ないほど細くなっています。このように図にして

「見える化」することで、どの動線で作業をすべきかを考える検討材料とな

り、直感的に把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 13．職員の動線の一日の軌跡 
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（１）アクションチェックリストとは？ 

アクションチェックリストとは、良い点・悪い点を列挙してチェックする

いわゆる問題指摘型チェックリストとは異なり、役立っている改善事例を集

めたもので、対策として選択できる問題解決型のチェックリストです。 

 

（２）アクションチェックリストを活用した介護業務の課題の抽出 

① アクションチェックリストを活用した話し合い 

アクションチェックリストに従って多職種で話し合います。この話し合

いにおいて、介護現場の課題を確認するとともに、合わせて導入機種や利

用対象者を想定し、導入目的を明確にしていきます。 

② 介護作業の課題を抽出し適切に介護ロボット等を導入するためのアク 

ションチェックリスト（課題抽出と導入目的の設定） 

 

＜ねらい＞ 

このチェックリストは、介護施設において、介護作業の課題を抽出し、

その課題に適合した介護ロボット等の導入を検討する際に、介護ロボット

等の導入目的を明確にするために活用するものです。 

内容については、北九州市の平成 28～30 年度の実証事業で効果を確認

できた事例などを踏まえ、5 領域 17 項目で構成されています。 

 

＜チェックの手順＞ 

ⅰ 17 項目のチェックポイントには、介護ロボット等を活用して職場環

境・作業環境を良くする上でのヒントが盛り込まれています。 

なお、このヒントはあくまでも例示であり、他の好事例やヒントがあ

れば追加することは差し支えありません。 

 

ⅱ 各チェック項目についてそこに書かれている内容（対策）について次

のように記入します。 

 

ア その対策が不必要で、今のままでよい（その対策が講じられている

か、考える必要がない）場合は、「□活用しない」にチェックします。 

また、すでに職場でその対策が行われている場合には、その内容を

メモ欄に記入してください。 

 

 

3-3 課題抽出の具体的方法②アクションチェックリストの活用 
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イ その対策が必要（今後の改善に向けた対応が必要）な場合には、 

「□ 活用する」にチェックします。（すでに対策が講じられていて

も、さらに対策が必要と考えられる場合も、この「□活用する」に

チェックします。） 

 

ウ 次に、「□活用する」にチェックしたすべての項目について、その対 

策を優先して取り上げたほうがよいものに、「□優先」の□にチェック

してください。 

 

ⅲ 上記の作業を踏まえ、多職種での討議を通じて、優先課題の絞り込

みや順位付けを行います。 
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＜アクションチェックリスト＞ 

１．誰もが、安全に楽に移乗介助をするために 

＜高年齢や腰痛のある介助者が移乗介助を行う＞ 

（１）高年齢や腰痛のある介助者であっても、移 

乗介助機器を使って移乗介助を行えるようにす 

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜介助者２名で抱えることをなくす＞ 

（２）２人で抱える必要のある利用者について 

は、移乗介助機器を使って１人で移乗介助を行 

えるようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

２．利用者の快適な生活を支援するために 

＜抱え上げることによるリスクを軽減する＞ 

（３）移乗介助機器を使って抱え上げることで、 

利用者の皮膚剥離や皮下出血、転倒等のリスク 

を少なくする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜拘縮等のリスクを軽減する＞ 

（４）移乗介助機器を使って抱え上げることで、 

利用者の拘縮等のリスクを軽減する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜夜間の安全確認を効率化し、安眠を妨げない＞ 

（５）見守り機器を使い、夜間の安全確認を効率 

化し、利用者の安眠を妨げないようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜行動を見守り転倒や事故を予防する＞ 

（６）見守り機器を使い、利用者の転倒や事故を 

予防する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜同じ要因による転倒や事故を起こさない＞ 

（７）見守り機器を使い、転倒や事故が起きた行 

動を分析し、転倒や事故を予防する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜レクレーション参加や会話の時間を確保する＞ 

（８）コミュニケーション機器を使い、利用者の 

レクレーションや会話の時間を減らさない。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜リハビリテーションの時間を確保する＞ 

（９）リハビリテーション機器を使い、利用者の 

リハビリテーションの時間を減らさない。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 
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３．ムダな動きをなくして効率よく働くために 

＜記録の二度書きや思い出しての記録をなくす＞ 

（10）記録支援機器を使い、メモの清書や思い

出しながらの記録をなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜職員を探し回る動きをなくす＞ 

（11）インカム等を使い、他の職員を探し回る

ことをなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜見守りを強化して安全を確保する＞ 

（12）転倒の危険がある利用者がいるが、見守

り機器等を使い、必要時に訪室できるようにす

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜リーダー役の職員が迅速に指示等を行う＞ 

（13）リーダー役の職員は、インカムや見守り

機器を使い、職員に迅速に指示やアドバイスを

行う。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

４．働きやすい職場にするために 

＜緊急時に迅速な応援体制がある＞ 

（14）緊急時、インカム等を使って職員と迅速 

に情報伝達を行うことができ、すぐに応援を呼 

べる体制がある。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜夜間の不安を軽減する＞ 

（15）夜間であっても、インカム等を使い、離

席することなく他の夜勤の職員と情報交換を行

うことで、不安をなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

５．疲労感を少なくするために 

＜抱え上げの疲労を軽くする＞ 

（16）抱え上げ作業の負担を軽減するスーツを

装着して疲労を軽くする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜抱え上げることによる腰痛リスクを軽減する＞ 

（17）移乗介助機器を使って抱え上げること

で、腰痛リスクを少なくする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 
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（様式例） 

 

活用マニュアル実施計画書 

 実施計画（記録日  /  ） 評価結果 

（記録日  /  ） 内容 評価指標 評価時期 

導
入
目
的 

職 

員 

    

利
用
者 

   

活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル 

＜利用者＞ 

  

＜設置場所＞ 

  

＜使用方法＞ 

 

  

 

これは、北九州市が作成した、導入した機器を有効に活用し、評価するため

の活用マニュアル実施計画書です。利用者ごとに、必要事項について記入して

いきます。例えば、活用マニュアルの欄には、利用者、設置場所、使用方法な

どを記入します。 

また、導入目的には「利用者の尊厳を守りながら、転倒・転落等のリスクを

低減する。」などの具体的な目的を記入していきます。 

さらに、PDCAサイクルを実施していく過程で、達成状況の評価

（CHECK）や職場環境の改善（ACTION）を行う際に活用できるようにする

ため、実施した内容に対する評価指標（介助時間、手順、姿勢、疲労感など）

を設定し、評価を行う際に評価結果を記入します。 

なお、活用マニュアル実施計画書作成時に次の評価時期を想定して記入して

おくことで、漏れなく再評価（CHECK）することができます。 

具体的な記入内容については、次のページの記入例を参考にしてください。 
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＜記入例＞ 

見守り支援機器（〇〇）活用マニュアル実施計画書 

 実施計画（記録日 8/20 ） 評価結果 

（記録日 11/20） 内容 評価指標 評価時期 

導
入
目
的 

職 

員 

・利用者の安眠と安全を守り

つつ、定期巡回を削減す

る。 

利用者の

反応 

事故率の

変化 

11月下旬 転倒・転落の事故は発生し

なかった。夜間、行動して

いるときに設定することに

決め、不要な訪室を減ら

し、眠りを妨げないように

できた。 

利
用
者 

・「見張られている」という 

感覚にならない 

・転倒・転落などの事故のリ

スクを下げる 

利用者の

反応 

事故率の

変化 

転倒・転落の事故は発生し

なかった。訪室の際 A氏に

けげんそうな表情は見られ

なかった。目的は達成でき

た。 

活
用
マ
ニ
ュ
ア
ル 

＜利用者＞ 

 Ａ氏 

＜設置場所＞ 

 詰所 

＜使用方法＞ 

・訪室時の利用者の様子を 

記録する書式を作成。 

・退室後、利用者の様子を 

記入する。 

記載状況 訪室時、利用者の様子を観

察し、退室後、利用者の様

子を書式に記載できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


