
介護現場にもICTを導入し
「見える化」を実現

―医療法人永仁会と社会福祉法人
永仁会のICT（情報通信技術）導入に
関するこれまでの取り組みについて
お聞かせください。
永田　当会は、医療分野では2001
年よりCT、MRI、PETなどの医用画
像のPACS化を積極的に進め、2005
年から本格的に電子カルテを導入し、
ICT導入には力を入れてきました。介
護分野は日本の多くの施設同様にこ
れまで紙での運用が中心でしたが、
強い法人づくりを目指して去年ついに
ICT化を開始しました。
―2018年に建て替えオープンした

特別養護老人ホーム「入間老人ホー
ム」に、コニカミノルタQOLソリュー
ションズの「ケアサポートソリューシ
ョン」を導入されましたが、どのよう
なサービスですか。
三浦　ケアサポートソリューション
は、介護現場のワークフローをトー
タルにワンストップで効率化すること
を目指すサービスです（図１）。居室の
天井に設置された行動分析センサー
が入所者の行動を認識し、介護スタ
ッフのスマートフォンに通知すること
で、入所者の状態を画像で確認でき
ます。そのほか、胸の微小な動きを
分析する仕組みで安否を確認するこ
とにより不要な駆けつけや夜間巡回

の業務負担を軽減します。また、介
護スタッフはスマートフォンを使って
その場でケア記録を作成したり、入
所者情報をスタッフ間で共有したりす
ることができます。こうした機能によ
り、先行して導入した施設では業務
効率が約30％向上しています。
永田　業務の効率化はもちろんです
が、導入の決め手になったのはコニカ
ミノルタさんが掲げていた「介護の見
える化」という考え方です。医療の世
界では電子カルテや医用画像の電子
化などによって患者情報の共有や治
療効果の検証が行えるようになってき
ました。しかし、介護の世界では積
極的な介護記録などの電子化やデー

人材不足が深刻化する中、介護業務の効率化は喫緊の課題だ。
その課題解決と科学的介護の実践に向けて、社会福祉法人永仁会では2018年に
建て替えオープンした特別養護老人ホームに「ケアサポートソリューション」を導入した。
このサービスは、コニカミノルタが昨年12月に設立した事業会社、
コニカミノルタQOLソリューションズが提供するもの。
高齢者と介護者の共生を目指し手を組む同社代表取締役社長の三浦雅範氏と
永仁会理事長の永田雅良氏に、開発への思いや導入の効果などをお聞きした。

永仁会グループは1979年に入間老
人ホームを開設したのを皮切りに、
1996年に入間ハート病院、介護老人
保健施設「ケアセンターなごみ」をオ
ープン。現在は病院1施設、介護老人
保健施設2施設、特別養護老人ホーム
1施設、グループホーム1施設、検査専
門施設2施設、さらにはデイケア・デイ
サービス、訪問介護ステーションや居
宅介護支援事業所など、予防から治
療、介護までを幅広くカバーすること
で、地域への貢献を続けている。
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タの活用がなされてこなかった。介
護サービスでは介護される高齢者側
も介護するスタッフ側も、両者が満足
することが大切です。そのためには
日々のケアやリハビリがどのような効
果を挙げているのか、それを数値化
して、見せることが有効です。そこか
ら導き出された最適なケアにより
QOLが向上すれば、高齢者とその家
族の方々が満足し、同時に介護スタッ
フにもやりがいや満足感が生まれる。
そうしたことを目指し、建て替えに併
せて導入を決めました。

ICT、IoTを活用することで
高齢者介護という社会課題を解決

―コニカミノルタはどのような考え
でケアサポートソリューションを開発
されたのですか。
三浦　コニカミノルタはもともと写真
フィルムやカメラ、複写機などの光学
機器メーカーです。そこで培ってきた
技術を活用して、高齢者介護という
社会課題を解決しようというのがス
タートです。2025年には団塊の世代
が75歳以上になり、介護人材の不足

が深刻です。この課題を解決するに
は、永田理事長がおっしゃる通り、
高齢者のQOLとともに介護する人材
のQOLも向上させなくてはならな
い。そこでICT、IoT（あらゆる「モノ」
がインターネットにつながるための技
術やツール）を活用することで介護現
場の状況を変えていく。業務効率化
によって、業務負担や過重労働を軽
減するとともに、介護職の新しい働
き方が社会に伝わり、働きがいのあ
る職種へと変えていく。ケアする人
が思いやりを持ち、創造的問題解決
に注力できる世界にしていきたい。同

時に高齢者の自立を促していく。そう
した「哲学」で、開発を行いました。

業務効率を向上させることで
より質の高いケアを提供する

―ケアサポートソリューションを導
入された感想はいかがですか。
永田　ケア記録をその場でスマートフ
ォンを使って入力できることで、記録
を書き写すなどの手間がなくなり業
務効率が向上しました。駆けつけや
夜間巡回の頻度が減るという効果も
確実に出ています。そこで浮いた時
間をより質の高いケアを実現するため
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の作業に割くことができます。また、
入所者の情報をスタッフ全員で共有
できるため、より適切なケアを行うこ
とができます。
―導入にあたって、スタッフの方々
の抵抗はありませんでしたか。
永田　建て替えオープンに伴い、ワー
クフローを全面的に見直す必要があ
ったため、その作業に組み込むこと
ができました。コニカミノルタさんの
スタッフに、使い方の研修をはじめ徹
底的なサポートをしていただきました
ので、大きな混乱や抵抗はありません
でした。
三浦　当社はサービスをIoT＋オペレ
ーションというセットで提供していま
す。介護現場を変えたいという思い
から、売れば終わりではなく、使い方
が現場に根付くよう、しっかりとした
サポートを行っています。

ヒト・モノ・コトをつなげ
高齢者と介護人材の共生を実現

―永田理事長からは科学的介護へ
の応用に期待が寄せられています。
期待に応えられますか。

三浦　計測データに基づき、その方に
合わせたケア実施計画を作成してケア
を実施し、効果を計測するというPDCA
サイクルを回していきます（図2）。
ケアサポートソリューションはさまざ
まな定量的データを得られるので、そ
うした科学的介護を実現することがで
きます。現在、永仁会様をはじめ、大
学や研究機関と連携して実証実験を
行っています。
永田　当法人では健康診断時に運動
負荷テストを行い、そのデータを十
数年間蓄積しています。また、スタッ
フからの要望で介護老人保健施設「ゆ
りの木」にもケアサポートソリューシ
ョンを導入する予定です。特別養護
老人ホームとはまた違うデータが得
られ新たな知見が生まれるのではと
期待しています。高齢者は「どれだけ
動けるか」がQOLに直結します。今
後、得られたデータをロコモティブ症
候群の改善など、より適切なケアや
リハビリに生かしていきたいと考えて
います。
―目指す未来についてお聞かせく
ださい。

三浦　IoTはいろいろなものをつな
げ、可視化できる環境を作ってくれま
す。相手の考えや価値観を知ること
で人と人の心もつながります。ケアサ
ポートソリューションでヒト・モノ・コ
トをつなげ、つながる介護を実現して
いきたいですね。高齢者の自立を促
す一方、介護スタッフが、より一層働
きがいを感じられる共生の世界を実
現する「新しい介護のカタチ」を創出
したいと考えています（図3）。
永田　やはり高齢者には元気で生き
生きと暮らしていただきたい。ケアサ
ポートソリューションを一つのツール
として、介護される高齢者も介護する
スタッフも満足できる施設を実現した
い。長期的視野に立ち、予防も含め
た医療と介護をトータルに提供する
ことが重要です。

高齢者とケアする人の共生の世界
高齢者は自立を目指し、働く人の働きがいも上昇

過重労働と
公的業務負荷を低減する

▶ ケアする人の
思いやりと創造的問題解決に
注力できる世界をつくる

▶ ケアする人が

つながる介護
心がつながる／ヒト・モノ・コトがつながる
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介護スタッフは起床、離床、転倒、転落、ケアコールの
通知時に、入所者の様子を画像で確認できるため、状
況を判断して行動することができる。また、画像を見
ることで自立を促す適切な「お声がけ」が可能になる。

【図3】 コニカミノルタが目指す新しい介護のカタチ

【図2】 科学的介護に向けたPDCAサイクル

IoT を活用することで「つながる介護」を実現し、「高齢者とケアする人の共生の世界」を創出する。

お問い合わせ

詳しくはポータルサイトをご覧ください

〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

ケアサポートソリューション 検索高齢者の日常行動から定常的にADLの状態を計測することにより、客観的かつ早期の科学的介護が可能に。

居室の天井に設置された近赤外
線カメラとドップラーセンサーを
搭載した行動分析センサーが入
所者の行動を認識し、介護スタッ
フのスマートフォンに通知。通知
内容は、システム管理サーバーに
よりスタッフステーションで全体
把握が可能だ。残業の原因にな
りがちなケア記録も、スタッフが
スマートフォンで簡単に入力でき
ることで時短にもつながり、同時
にスタッフ間の即時の情報共有
も可能にする。また、入所者の
プライバシーにも十分な配慮が
なされている。導入によって入所
者、介護スタッフ、施設経営者の
満足度向上が実現し、施設経営
の安定化に貢献する。
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状況を
「見て行動」

胸の微小な動きを
認識して「安否確認」

転倒転落時の
「エビデンス」

その場で
「ケア記録作成」

即時・確実な
「情報共有」

入居者様の自立を
促す「お声がけ」
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【図1】 ケアサポートソリューションのサービスと６つの機能
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